新図書館は宮津周辺に・・・・・『文化ホール』併設で!?
（さんぱーる付近）

《9 月議会一般質問》

※市長の主観的な意 見ではないのか。
アロマホールが
文 化的な機 能を備えていないとは思えない。

現在 の 『
森 記念図書館』 （
大矢 野町） は老朽化も激 しく、 「
不便な場所 にあ り利用 しにく い」と いう声も
あ ります。そ のため 『図書館建 設検討委員会』を立ち上げ、これま で議論さ れ てきま した。今年度中 に 『
基
本計画』を策定す ると いう こと にな って います。

『
文化ホール』
も併設 ？？？
９月議会 では、建 設場所 は宮津周 辺に、併 せ て 『文化 ホー ル』も建 設 した いと の考えが明ら かにな りま
した。市長 は 「
現在 のア ロマホー ルは、音響 ・視覚 ・ステージ の広さ の点 から、文化的な機能を備え て い
ると は思えな い。 また、大矢 野町 の住 民 から、『
会議もイ ベ ントも何 も かも松島 で開催さ れ る』 と の声も
あ る。 できれば 『文化 ホー ル』を併 設 した い。」と の考えを示 しま した。

廃校になった校舎を利用できるのではないのか！

２８６万２千円
○臨時雇賃金

○介護基盤緊急整備特別対策事業
補助金 392 万 7 千円
公民館整備費用（千束公民館）全額補助

○再生可能エネルギー導入可能性調査
業務委託料 777 万円

湯島において自然エネルギーの可能性を探るため
のデーターが必要なため専門業者に委託する費用

○産地体験型 PR 事業業務委託料
410 万円

① 目利きとの交歓会 ②スキルアップセミナー
③食材探しツアーを実施する費用

○九州オルレ認知度向上事業委託料
２１３万４千円

韓国から有名芸能人を呼んで各種イベントを開催
する費用の一部（総額 640 万円）

○海抜表示板設置委託料 297 万８千円

新たに 150 ヶ所に設置する費用（507 ヶ所設置済）
大矢野中学校へ学習支援員 3 名と指導員 1 名（警
察 OB）を配置する費用
※ 警察 OB の配置には反対です。圧力で抑えても解決
にはなりません。

湯島 での転落事故を受けて・
・
・
・
・
湯島 で転落防護柵 の腐食 による事故が発生 しま した。 こ の１～ ２年 の
間 に防 犯灯 の腐食や 側溝 のふた の不具合 による事故 で賠償 問題も発生 し
て います。点検整備が おろそかにな っては いな いのか。

予算がない！」
住民からの要望には 「「「「

住 民から の危険箇 所 の修繕や改修 で の要望が多 く寄 せられ るが、「
緊急性
がな い。予算 がな い。」と解決 しな いまま にな って いる要望も多 くあ ります。

公共物の修繕や改修は地 元業者の仕事起 こし
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新たな『
ハコもの』
建設は必要か？

○防犯灯改修工事 430 万円

確 かに森 記念図書館 は住 民 の利用 しやす い場所 へ移す べきだと思 いますが、新 た に建 設 し
なくとも廃校 にな った校舎 を利用す る ことを考え ても いいのではな いでし ょう か。
現在建 設基金 は ２億 ６千 万円積 み立 ててあ りますが、当然基金だけ では足りません。 不足
分 は借金とな ります。税収も上がらず、合併後優 遇され て いた国 から の交付税 も今後減らさ
れ て いきます。
新 たな借金 は将来 へのツケを回す こと にな ります。『ハコも の』建 設 のために住 民 の暮ら し
や安全が脅 かされる こと にな ってはたまりません。
『図書館』 は新 たに建 設す る のではなく、現在 あ る建物を利用 して費用を抑え、蔵書数を
増やすなど中身 を充実さ せる べき ではな いでし ょう か。

度までに完了予定）

《住民の命と安全を守ることについて》

防犯灯全 3,700 ヶ所のうち早期に改修が必要な 700
ヶ所のうち 200 ヶ所を LED に交換する費用（平成 27 年

住 民 の命 と安全を守 る こと は行政 の使命 です。また、公共物 の改修等 は、
地 元業者 の仕事 お こしにもな ります。「
予算 がな いから できな い」ではなく、
補 正を組 ん ででも対応す べき です。
限られた予算です。財政難 の今 の時期に、新たな 図書館 や文化ホール建 設
に多額の費 用をかけるより、
住 民の安心・
安全な暮らしを守るため の予算を増
やすべきです。
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《平成２５
平成２５年度一般会計
２５年度一般会計の
年度一般会計の主な補正予算》
補正予算》
１．クラゲ加工場について
２．教育問題（健康）について
３．住民の命と安全を守ることについて

※松島～八代航路について現状報告
松島～八代航路は、休止となり
半年ですが、学生の通学や病院通い
など影響が出ています。特に高齢者
から「陸から車で通わなければなら
なくなった。長時間の運転で事故が心配！」との声も
出ています。
現在『松島・八代航路あり方検討会』で、検討され
ているところですが、市は、
「ニーズや採算性など調査
を委託する業者も決まり、市民に『アンケート』を実
施して、今年度中にはどうするのかを決めます」と説
明しています。
日本共産党上天草市委員会では、住民と一緒に県へ
の申し入れを行いました。
県の回答は「市が再開を決めれば、その３分の１を
補助する」とはっきり回答しています。
新幹線を使った観光ルートの開発など、八代市と協
力してぜひ再開できるよう声を上げていきましょう！

《しょう子さんのチョットひと言》
この２～３年、観光と６次産業化予算が増えています。
９月議会でも、「九州オルレ認知度向上事業委託料 213
万 4 千円」が計上されました。

これは上天草市で

『九州オルレコース』として２ヶ所（維和・合津）選定された
ことを受けて、市内外に広く知ってもらうためのイベント
開催費用です。韓国から有名芸能人を招いて、来年 2 月
に 開 催 予 定 だ そ う で す 。 経 費 の 総 額 は 640 万 円 。
昨年から開催されている樋合での音楽祭には当初予算
で 500 万円が組まれていますが、本年度は開催が難し
いようです。他にも各種イベントが開催されています。
費用対効果を考えたときにどうなのでしょうか？多くは
国や県からの補助金ではありますが、それも元をただ
せば私たちの税金です。数多いイベントをもう少し精査
してほしい。

また、高齢者の方から「市で開催され

るイベントに参加したいが、車を運転しないので行けな
い。」という声がありました。一度一般質問でも取り上げ
ましたが、せっかくのイベントには、市民も参加できるよ
うイベントバスの運行を考えて欲しいと思います。

《教育問題について》
温暖化による異常気象に対する
対策を求めて・・・・・
（問）紫外線対策はどんなことをしているのか？
（答）プールでは見学者用のひさしを設置、届出によ
り日焼け止めクリームや長袖の水着着用を認め
ている。
（問）各小中学校の冷暖房設置状況は？
（答）龍ヶ岳小学校のみ全館冷房で、他１８校は保健
室、職員室、パソコン室など一部の特別教室だけ
です。普通教室では夏は扇風機、冬はストーブで
調整している。
（問）熱中症対策は？
（答）教育長名で「活動はなるべく涼しい時間帯に行
い、小まめに休憩を取る。水分や塩分補給する。
」
などの文書を配布している。扇風機は各教室に配
置している。

ぜひ、
ぜひ、全教室に
全教室にクーラー設置
クーラー設置を
設置を！
９月 12 日（木）文教厚生常任委員会で、大矢野中学
校を視察しました。（朝の２時限目）窓を全開にし、扇
風機も回っていましたが、子どもたちは汗をかきながら
勉強をしていました。授業に集中できる環境ではありま
せんでした。
県内でも人吉市ではすでに全小中学校の教室にクー
ラーが設置されています。費用は 4 億 2700 万円（補助
金や交付税措置があり、市の負担はわずか 3,000 万円）

市長もマニフェストで掲げる！
市長もマニフェストでは『小中学校完全冷房化を推
進』を掲げています。
来年度予算では、上天草市の未来を
担う子ども達の環境改善を先ずは優先
してほしい。
※ 扇風機・ストーブは、市の予算ではなく、
各学校で工面して設置したものです。

《クラゲ加工場について》
汚水・悪臭・騒音の改善を求めて・・・・・
（問）市内に２ヶ所建設されているが、どんな加工をしている
のか？
（答）松島町阿村地区瀬島では、足のみの加工で食塩と
ミョウバンで漬け込んだあと、下関等へ出荷してい
る。龍ヶ岳町樋島下桶川地区は、かさと足を海水等で
洗浄したあと漬け込み出荷。
※“かさ”の部分に汚水・悪臭の原因があるようです。

（問）樋島地区では、住民から悪臭・汚水・騒音の苦情があ
り、市へも申し入れがされたようだが、市の対応は？
（答）天草保健所と同行して現地を確認し、現状を把握
の上対応を検討してきた。※悪臭は市、汚水は県管轄
気象条件等が悪くまだ測定していないが、現在調整
中である。
※その後、9 月 24 日に測定され、「測定数値は範囲内だった
が、今後監視を続けていく」と市は回答しています。

（問）工場進出は環境に配慮されたものであれば、地域の活
性化や雇用対策としても大歓迎ですが、今後どのような
対応をされるのか。
（答）今後進出企業があれば、許可先の天草保健所等に
協力を求めながら、
『環境基本条例』や『環境基本
計画』に基づき働きかけをしていきたい。

建築違反も新たに発覚・・・・・
（問）樋島の加工場については、建築に関しても問題がある
と聞いたが？
（答）市有地に不法に建物が越境していて、所有者も認
めました。顧問弁護士とも相談して撤去するよう通
知書を郵送しました。
今後 2 ヶ月以内に建物を撤去されない場合は、
法的な措置も含めて対応していきます。
樋島の加工場については、地元住民への説明もなく建設
され、市営アパートの不正使用など問題もおきています。
モラルの問題も含めてキチンとした市の対応を望みます。

