市長選特集

国の臨時交付金に助けられた３年間……総額２１億３千５８８万円
市民生活を守るよりまずは貯金！？

6 億円の増！

《財政調整基金》（年度間の財源の不均衡をならすための積立金で、
地方財政法で設置が義務付けられている基金）
平成 21 年／8 億 7 千万円
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無料相談所開設中
くらし・法律問題、要望など何でもご相談ください
（宮下携帯）

090‐5283‐3100

優先す べき は市 民生活を守 る こと であ り、貯金 ではあ りま せん。借金 返済 も い
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いですが、県内 でも最低 の市 民所得 をどう引き上げ るかを最優先す べきだ った

宮下しょう子の

のではな いでし ょう か。

確信します。今は貯蓄に回すときではなく、市民生活を守るための施策を急ぐべきです。

上向かない市 民の
ふところ具合

です。目に見える温かい手当てをされたら数字以上のふくらみをもって、必ず市民に映ることを

景気悪化ととも に失業者 の増加 で、 国 は特別 に臨時雇用対策

市長の施政方針にも“子どもやお年寄りに優しい予算”とうたっておられます。財政指数は正直

金 を交付 しま した。 交付金 で の臨時 雇用も いいけれど、半年だけ の雇用 では不

自治体は企業ではありません。自治体の一番の仕事は住民のいのちとくらしを守ることです。

安定 です。 （３年 間 で４１４名 の雇用確保と自慢す るべき こと ではな い） 「
次は

天草市民の現状に余裕はないのです。

切ら れ るかも しれな い」と いう 不安 を抱えながら働 くよりも、 正社員 と して働

し、私には市長選を前にしてのご自分の成果を強調するための積み立てとしか思えません。上

き、生活 の基盤を つく る ことが大事 です。 そ のために行政がす べき こと は、 地

財政調整基金への大きな積み上げも、数字上は財政の好転といえるのかもしれません。しか

場産業 への支援強 化 で““““まち で雇用をををを増増増増やす”””” こと です。

（宮下）
宮下）

予算 規模の圧縮は市 民のため？

“火急の場合”とはどんなときなのか？
市民にとって今が“火急の場合”ではないのか！

合併 当初 は、合併 時 の約束ご と であ れも これもと 予算 が ふ くら んだ のです か

A．（総務企画部長）
総務企画部長）
市長がタウンミーティングなどで繰り返し言っているのは「最後の砦は国でも県で
もない市だ。市が最後は市民を守らなければならない。守る義務がある」と繰り返
し言っている。そのためには、やはり火急の場合に備えての蓄えも当然必要となっ
てくる。現在の水準を守っていくべきではないかと思っている。

ら、 予算 規模を合併初年度 と 比 べる べき ではあ りません。

いのか。

しかも、予算 規模 の圧縮 と は“ つまりは市 民 のために使う お金が減 った ！”と

県内 14 市の中で最下位にある市民所得を引き上げるために最大限の努力をすべきではな

いう こと です。市 民 のために使う お金 を減 ら して貯 め込みを増や した のに、市

税、仕事をしたいけれども仕事がない、生活ができない、この現状をどう考えているのか。

長 は平成 ２２年度 予算 を 『ヒト ニヨクヤサ シイ予算 （
１４， ９８３， ４００千

的弱者の生活向上に役立てる財源として活用すべきだ。払いたくても払えない高い国保

円』と名づけら れま した。真 に市 民 のため の予算 とな った のでし ょう か。

いる。景気が悪い中、市民の収入も減ってきている。ため込む前に、せめてその
せめてその半分
せめてその半分を
半分を社会

また、過剰な 公園整備、加 工場建 設など ムダ づ か いも みら れます。 上 天草市

Q．（
（宮下）
宮下）財政調整基金は、平成２１年度に 8 億 7,500 万円、今年度は 14 億 7,700 万円を見込まれて

の現状 は余裕 のあ る状態 と は いえ ま せん。 まず は、市 民 のふと ころ具合 を暖 め

一般質問より》

る施策 を 早急 にす べきだ った のです。

《平成２２年１２月議会

平成 22 年／14 億 7 千万円

と言うけれど ……市民生活 はおきざ り！
県内 １４市 の中 で市民所得 は最低 ！

借金を
借金を減らしました
予算規模の
予算規模の圧縮をしました
圧縮をしました
職員数を
職員数を減らしました
貯金が
貯金が増えました

たび重なる共産党攻撃に怒り心頭です！

女性の力を
もっと政治に！

改めてご紹介
しましょう！

と も

全国で
全国で 3000 人の地方議員、
地方議員、2 万をこえる党支部
をこえる党支部が
党支部が草の根でがんばっています
住民のみなさんと力を合わせ
日本共産党は 1922 年に創立され 89 年の歴史があります。「自由と民主主義」を旗印に『住民
が主人公』で頑張っている政党です。
日本の政党では一番歴史がある政党です。他の政党が名前を変えたり、あっちにくっついたり
こっちにくっついたりする中、
『日本共産党』という名前に誇りを持ち頑固として信念をつらぬい
『日本共産党』
ています。
利権で動かず、清潔・公正な姿勢で常に住民の立場にたって考え行動する日本共産党の議員は、
住民の目線で市政をチェックし、住民の願いを実現するための政策を毎回の議会で積極的に提案
しています。

上天草市でも頑張っています
上天草市でも、2 年前の市議選ではトップ当選で議席回復をすることができました。市民のみ
なさんの期待の表れではないかと思っています。その期待に応えるため、議会においては常に住
民の立場にたって『是々非々』で対応しています。毎回の議会で質問にたち、ムダづかいを厳し
くチェックし建設的な提案もしています。意見が合えば他の議員とも連携して市の悪政に立ち向
かい、みなさんにお約束した“しっかり発言、きちんと報告”を守り『ひまわり新聞』で議会報
告もしています。
また、無料生活相談所も開設し、住民のあらゆる相談にも一緒に解決できるよう頑張っていま
す。今後も権力に屈せず信念を持って頑張ります。引き続きご支援よろしくお願いします。

日本共産党は
日本共産党は怖いですか？
ですか？
有識者と呼ばれる方々が、公然と共産
党攻撃をするのですから驚きます。
日本共産党は国会でも議席を持つ公
けに認められた政党です。

思想信条の
思想信条の違いが
あるのは当然
あるのは当然です
当然です
違う考えを持つ人を監視したり、意地
悪をしたり、ひぼう中傷するのは民主主
義に反する行為です。
憲法第１９条では『思想及び良心の自
由』を規定しています。

「日本共産党」
日本共産党」の
名前を
名前を変えた方
えた方が良い？
思い出してください。これまでの長い歴史の中
で、何かと都合が悪くなった政党が名前を変えてき
たのではないでしょうか？
日本共産党は、「侵略戦争」に反対したために、戦
前・戦中は弾圧を受けたこともありました。しかし、自
らの名前に誇りを持ち信念をつらぬいてきました。
立党の精神は「
「国民の
国民の苦難あるところに
苦難あるところに日本共産
あるところに日本共産
党あり」
あり」です。
名前を変えても良いことは絶対にありません。例
えば名前を変えたとして、今度は「元共産党」と言わ
れるのですから・・・
正々堂々と自信を持って『
『日本共産党』
日本共産党』を名のりつ
づけます。

上天草市は『
『男女に認め合い、支えあい、一人ひとりが自分らしく生き生きと暮らせる住みよい地
域づくり』を目指して、平成
20 年 11 月『男女共同参画社会推進条例』を施行しています。議会におけ
域づくり』
る女性議員の比率は 14 市の中で第 1 位です。市長選に立候補予定の新人橋本美春さんも女性です。
「お
なごで大丈夫かい？」という心配の声もありますが……女性だからこそ大丈夫です！
全国では２７の自治体で女性首長が頑張っています。近くでは長崎県五島市長、福岡県苅田町長、そ
して沖縄県沖縄市長です。何より熊本県では前知事は女性だったではありませんか。
何のしがらみもなく、利権にはまったく無縁の橋本さんだからこそ公正・公平な上天草市をつくるこ
とができるのです。ちなみに「行政経験もなく若くはない」という声もあるそうですが……大丈夫です！
誰でも最初があります。議員も同じです。しかしみなさんの期待に応えるためには、必死に勉強をし
なければなりません。市長や議員を育てるのは市民の皆さんです。叱咤激励して育ててください。また、
3 月議会の一般質問では総務企画部長が「我々職員はプロ集団です」と自信を持って答弁されています。
行政のプロ集団である優秀な職員のみなさんがついています。大丈夫です！
政治に携わるのに若いから良いというものでもありません。年を重ねてきたからこそ人生経験が豊富
です。そして橋本さんは人を育てる教育者としてすばらしい実績があります。大丈夫です！

旧態依然とした利権政治……
なりふり構わぬ選挙戦！
選挙に
選挙に勝つためなら何
つためなら何をしてもいいのでしょうか？
をしてもいいのでしょうか？
※お金や物を提供して投票を依頼すると、渡した方ももらった方も罰せられます

《しょう子さんのチョットひと言》

（チョットではなく長くなりましたが……）

『政党助成金』
政党助成金』は東北大震災の
東北大震災の復興へ
復興へ
4 月 1 日、今年度の『政党助成金』（国民一人当たり２５０円の税金）の配分が決まりました。総
額 320 億円が各政党に交付されます。総務省は「１１日までに請求書を提出した政党に対して２
０日に第１回目の交付（総額８０億円）を行うとしていますが、東日本大震災の救援・復興財源
をどうするかと話し合っているときに……・・・さぁ、各政党のみなさん、受け取るのでしょう
か？受け取らないのでしょうか？
各政党の配分額は 民主党 １６８
１６８億
２５８８万円
万円、
１０１億
１４６８万円
万円、
億２５８８
万円
、自民党 １０１
億１４６８
万円
、公明党

行政の私物化では？

２２億
２２億７５３４万円
７５３４万円、
万円、みんなの党
みんなの党 １１億
１１億１６３０万円
１６３０万円、
万円、社民党 ７億６２３０万円
６２３０万円、
万円、国民新党
９５７１万円
万円、
たちあがれ日本
３億９５７１
万円
、たちあがれ
日本 １億９６５９万円
９６５９万円、
万円、新党日本 １億３５７４万円
３５７４万円 です。
日本共産党は、当初から「支持政党にかかわらず、国民の税金を各党に配分することは思想信
条の自由を侵す」として撤廃を主張し、受け取りを拒否しています。

新年度になり役所も定年退職、新人の採用と人事異動の時期ですが、上天草市は本格的
な人事は市長選後だそうです。定年退職の 2 つの部長席は他の部長の兼務となりました。
全体を統括する総務部と新年度を迎え大変な時期の教育部が兼務でいいのでしょうか。

特に今は大震災の復興のために充てるべきだと主張しています。また、思いやり予算など米軍
への経費 3,189 億円、大企業・大資産家減税をやめれば 2 兆円、巨大港湾開発費用 5,500 億円を
復興支援へ充てれば消費税を上げる必要はないのです。

人事これでいいの？

