市政に対する所 信を申し述 べさせていた だき ます︒
先の東日本大震 災から早く も半年が過 ぎよう としております が︑地震と 津波による 爪痕
は想像を絶する ほど甚大か つ深刻で︑ 今でも 被災当時の状況 とほとんど 変わってい ない地
域も多いようで ございます ︒私自身︑ 国難と もいえるこの災 害をこの目 に焼き付け ︑万が
一︑本市で災害 が起こった 場合を私な りに想 定し︑的確な対 処ができる よう︑六月 ︑七月
の上京に合わせ て足を伸ば し︑岩手︑ 宮城︑ 福島の三県を視 察してまい りました︒ 報道で
目にした光景そ のものが︑ 行く先々に 延々と 続いており︑近 づいてみて も頑健に造 られた
建造物でさえ破 壊され︑家 々があった と思わ れる場所は土台 しか残って いないほど の衝撃
的な現状に︑た だただ愕然 とするばか りでご ざいました︒被 災地を廻る たびに︑こ こで何
人の人々が恐怖 の中で命を 落とされ︑ 何人の 人々が大切な絆 を奪われ︑ いったいど れぐら
いの生きとし生 けるものの 命や生活が 一瞬に して消えるとい う悪夢と化 したのだろ うかと
思いをめぐらし ても到底想 像さえつくも ので はなく︑鎮痛な 思いだけが 残りました︒
唯一心の救いと なったのは ︑被災地の 支援や 復興に向け︑黙 々と活動さ れておられ る日
本全国からの自 治体職員や ︑日本はも とより 世界各地からの 民間支援︑ 個人のボラ ンティ
アの方々でございまして︑その献身的な活動に頭が下がる思いでいっぱいでございました︒
そこで︑私自身 の胸の中に は︑人とし て︑同 じ日本人として ︑復興に向 けせめても のお手
伝いだけはさせ ていただき たいという強 い思 いが募ってまい りました︒
本市におきまし ては︑被災 直後から市 民の皆 様の心のこもっ た義捐金や 物資の支援 をは
じめ︑各団体の 協力による 人的支援も 行って おります︒被災 者の日々の 生活は徐々 に回復
し︑一部では避 難所の閉鎖 というニュ ースも 聞き及んではお りますが︑ 一方︑最後 に視察
に伺った福島県 南相馬市は ︑地震︑津 波の被 害に加えて︑原 発事故が重 なり︑農業 ︑畜産
業にも多大な被 害が及び︑ 風評被害も 甚だし く︑さらに避難 先でも受入 拒否の差別 を受け
るなど︑様々な 被害に苦し む被災市でご ざい ました︒
このような南相 馬市になん とか援助の 手を差 し伸べたい︑是 非とも何ら かのお役に 立ち
たいと存じ︑何 ができるか を模索し︑ 関係機 関と協議を重ね てまいった ところでご ざいま
す︒その結果︑ 本市社会福 祉協議会を 事業主 体として︑十月 中旬から十 一月にかけ ︑一班
七人︑週交代で 計七班︑最 大四十九人 の市民 ボランティアを 派遣し︑仮 設住宅で生 活され
ている方々を支 援するとと もに︑仮設 住宅の 集会場をお借り して︑主に 高齢者や子 どもを
対象としたサロ ンを土曜日 ︑日曜日に 開催し ︑交流を通じて 被災された 方々の心の 安らぎ
の一助になれば と︑この度 計画させてい ただ いたところでご ざいます︒
本市の地域防災 計画書では ︑本市に大 規模の 災害が発生した 場合︑社会 福祉協議会 に災
害ボランティア センターの 開設を要請 し︑救 助や支援に善意 の力を受け 入れること のでき
る体制を整える こととなっ ております が︑そ のためには︑日 頃からの意 識啓発とと もに︑
核となる人材の養成が必要となります︒今回の南相馬市へのボランティア派遣は︑この﹁災
害救援ボランテ ィア養成事 業﹂の一環 と位置 付け︑関係機関 と連携をと りながら︑ 事業の
実施に対し︑全 面的に支援 をしていく 所存で ございますので ︑議員各位 をはじめ市 民の皆
様におかれまし てはご理解 ︑ご協力を 賜りた いと存じます︒ また︑災害 時に必要と される
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見識を高めてい ただくよい 機会である と存じ ておりますので ︑議員の皆 様方や市民 の皆様
方の積極的なご 参加を心か らお願い申し 上げ る次第でござい ます︒
次に︑第五次総 合計画関連 でございま すが︑ 現在︑市職員に よります策 定検討委員 会に
おいて︑基本構 想及び基本 計画の骨子 案を鋭 意策定している ところでご ざいます︒ 去る八
月一日に地方自 治法の一部 を改正する 法律が 施行され︑基本 構想の策定 義務は無く なった
訳でございます が︑本市に おきまして は︑地 域福祉をはじめ 環境︑教育 問題︑また ︑基幹
産業である農業 あるいは観 光︑商工業 といっ た地域産業の活 性化など︑ 様々な社会 潮流に
対応すべき︑いわば﹁人吉号﹂という大きな船の今後の進み方を指し示す市政の﹁羅針盤﹂
ともなるものと して︑市民 と行政とが 一体と なって新たな計 画を策定し てまいる所 存でご
ざいます︒
市制施行七十周 年記念事業 でございま すが︑ 本市と同じく本 年度に創立 七十周年を 迎え
た熊本学園大学 と︑去る八 月十日にお 互いの 七十周年を記念 いたしまし て︑包括的 連携に
関する協定を締 結したとこ ろでござい ます︒ 今後︑熊本学園 大学におけ る産業・経 済に関
する専門的学術 分野での教 育・研究の ネット ワークと︑蓄積 された研究 成果︑それ に基づ
く専門的知見を 本市のまち づくりに活用 させ ていただく所存 でございま す︒
また︑市制施行日に当たる来年二月十一日に開催を計画しております記念式典に向けて︑
現在︑準備を進 めていると ころでござ います が︑関連事業と いたしまし て︑多くの 方々に
関心を持ってい ただきます とともに︑ 参加機 運を高めること を目的とし て︑市制施 行七十
周年を記念する シンボルマ ークを広く 募集し たところ︑全国 各地から百 件以上の応 募がご
ざいまして︑最 優秀賞一点 ︑優秀賞二点 を選 定させていただ きました︒
このシンボルマ ークを記念 事業の啓発 活動な どに使用させて いただき︑ 市制施行七 十周
年の機運を盛り 上げるとと もに︑今後 も本市 の古き良き伝統 と文化を尊 重しながら ︑さら
に飛躍︑発展す る契機とな る様々な事 業を展 開してまいる所 存でござい ますので︑ 議員各
位並びに市民の 皆様のご理 解とご協力を お願 い申し上げます ︒
肥薩線関係でご ざいますが ︑現在︑沿 線や周 辺の十六市町村 で構成され る﹁肥薩線 利用
促進・存続期成 会﹂におい て︑肥薩線 の利用 促進のための事 業を推進し ているとこ ろでご
ざいます︒今回 新たに︑Ｄ 五一蒸気機 関車の 復活運行と同線 の世界遺産 登録を目指 すこと
を目的として︑宮崎県えびの市︑鹿児島県湧水町︑そして本市の二市一町が発起人となり︑
去る八月二十六日に︑三県をまたぐ十一市町村で構成する﹁肥薩線を未来へつなぐ協議会﹂
を発足したとこ ろでござい ます︒
一朝一夕に実現 できるもの ではござい ません が︑まずは︑意 識啓発及び 機運醸成の ため
に︑署名活動や 勉強会など を行い︑十 月には 前ユネスコ事務 局長の松浦 晃一郎氏を 招き︑
世界遺産をテー マとしたシ ンポジウム を開催 する計画でござ います︒今 後︑市民の 皆様と
行政が一体とな った幅広い 組織にして 事業を 展開してまいる 所存でござ いますので ︑本事
業の趣旨をご理 解いただき ︑ご協賛賜り ます ようお願い申し 上げます︒
公共交通関係で ございます が︑これま でバス 利用者をはじめ 多くの方々 からご要望 をい
ただいておりま した人吉の 玄関口の一 つ︑人 吉インターにお けるバス待 合所の環境 整備に
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ついて検討を進 めてきたと ころでござ います ︒昨年度からネ クスコ西日 本と改修に 向けた
協議を重ね︑よ うやく内容 も整ったと ころで ございます︒今 後は︑地域 における交 通結節
点として︑高齢 者や小さな お子さま連 れの方 々をはじめ︑年 間を通して 利用者の皆 様に配
慮したバス待合 所としての 整備を進めて まい る所存でござい ます︒
旧中津留美術館 跡地につい てでござい ますが ︑庁内の﹁旧中 津留美術館 跡地問題を 考え
る会﹂において︑有効な活用法についての検討を重ねてまいりました︒その結果︑
﹁お城望
み庭園﹂として 一般開放を する方針を 決定し ︑今年三月︑本 市議会の﹁ 公益的施設 の適正
配置に関する特 別委員会﹂ において︑ ご承認 いただいたとこ ろでござい ます︒今後 は︑既
存の建物の解体 をはじめ︑ 転落防止の ための 防護柵や防犯灯 の設置など の安全対策 を講じ
ながら︑お城を 望むすばら しいロケー ション の庭園として︑ 市民の皆様 や観光でお 越しの
方々にも利用し ていただけ るよう整備を 進め てまいる所存で ございます ︒
交通安全関係で ございます が︑平成二 十三年 秋の全国交通安 全運動が九 月二十一日 から
三十日までの十日間実施されます︒期間中は︑﹁子どもと高齢者の交通事故防止﹂を運動の
基本に﹁夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止﹂︑﹁全ての座席のシート
ベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底﹂︑﹁飲酒運転の根絶﹂に重点的に取り組ん
でまいります︒ この運動の オープニン グ行事 として︑来る九 月二十一日 に︑人吉城 跡ふる
さと歴史の広場 において出 発式を行い ます︒ 期間中は︑街頭 パトロール を中心に交 通事故
撲滅に努めてま いりたいと 存じますの で︑関 係機関並びに市 民の皆様方 のご協力を よろし
くお願いいたし ます︒
災害対策関係で ございます が︑去る六 月十一 日から七月六日 にかけて九 州付近に停 滞し
た梅雨前線の活 発な活動に より︑人吉 球磨地 方におきまして も激しい雨 がたびたび 観測さ
れました︒本市 におきまし ては︑球磨 川の増 水も心配されま したが︑今 回は︑長時 間の降
雨によって土砂 災害発生の 危険性が非 常に高 くなったため︑ 災害対策本 部は十一日 午後五
時四十五分に大 畑校区︑田 野校区︑西 瀬校区 の川南地区合わ せて二十町 内︑一千九 百十世
帯を対象に避難 勧告を発令 いたしまし た︒同 様に︑六月十六 日にも土砂 災害発生の 恐れが
あるとして︑大 畑校区︑田 野校区の十 二町内 ︑八百四十五世 帯のうち山 間地にお住 まいの
方を対象に︑午前十時三十分︑避難準備情報を発令し︑避難の呼びかけを行っております︒
球磨川の水位は ︑十二日に 最高で三・ 四七メ ートルを記録し ︑警戒を高 めましたが ︑そ
の後は氾濫の恐 れがある水 位まで達す ること なく下降してお ります︒ま た︑心配さ れた土
砂災害も人や家 屋への被害 は発生せず ︑避難 勧告発令から五 時間十五分 後︑避難準 備情報
発令から二時間 三十分後に ︑それぞれ 解除し ております︒こ の度の災害 対応におき まして
も︑災害対策支 部を中心に ︑地元町内 会や消 防団をはじめ関 係機関のご 協力により ︑一人
の負傷者を出すこともなく円滑に避難行動ができましたことに︑心からお礼申し上げます︒
防災関係でご ざいますが ︑市民の皆 様に防 災情報︑緊急情 報などをい ち早く︑か つ広範
囲に伝達する有 効な手段と して︑防災 行政無 線の導入を計画 しておりま す︒これま で庁舎
内部で様々な情 報伝達手段 について検 討を重 ねてまいりまし た結果︑デ ジタル方式 の防災
行政無線の整備 に向けて︑ 同報系無線 ︑移動 系無線と段階的 に取り組ん でまいりた いと存
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じます︒
消防関係でござ いますが︑ 去る八月二 十一日 に宇城市で開催 されました 第二回熊本 県女
性消防操法大会 に︑本市女 性消防隊が 出場い たしました︒当 日の天候は あいにくの 雨でど
のチームも非常 に厳しい条 件の下での 競技と なりましたが︑ 本市女性消 防隊は前評 判どお
りの美しい操法 に加え︑悪 条件の中で も確実 にホースを連結 し︑参加十 三チーム中 最速の
五十三秒七九と いう驚異的 なタイムを 出して おります︒その 結果︑前回 覇者の美里 町に惜
しくも敗れたも のの︑準優 勝というす ばらし い成績を手に入 れました︒ 優勝が目標 であっ
た選手たちにと っては悔し さの残る大 会とな ったようでござ いますが︑ 昨年の男性 の小型
ポンプ操法の県 大会優勝に 続き︑好成 績を残 した本市消防団 の実力は︑ まさに全国 レベル
であることを証 明し︑市民 に勇気と誇り を与 えてくれたもの と存じます ︒
女性消防隊隊員個々の鍛錬と︑強固な団結力︑そしてたゆまぬ努力に対し︑改めまして︑
深甚なる敬意を 表するとと もに︑これ まで各 々の女性消防隊 員を支えて いただきま した勤
務先の方々をは じめ︑人吉 下球磨消防 本部︑ 本市消防団︑そ して︑応援 していただ きまし
た市民の皆様に 対しまして ︑衷心より感 謝と お礼を申し上げ る次第でご ざいます︒
災害時の要援 護者支援関 係でござい ますが ︑本市におきま しては平成 二十年に策 定した
災害時要援護者 避難支援計 画に基づい て︑災 害発生時に自力 避難が困難 な方々に事 前にご
登録いただき︑ 避難を支援 する体制を 構築し ているところで ございます ︒しかしな がら︑
登録された方の 中でも支援 体制が不十 分であ ったり︑支援が 必要と思わ れる方でも 未登録
災害時要援護者等支え合い体制づくり事業﹂として︑現在の

であるなどの状 況が見受け られます︒
そこで︑﹁向こう三軒両隣

登録者一千人の 方々につい て福祉関係 情報の 整理と支援体制 の確立︑避 難所までの 経路や
支援する人を確 認する災害 時の支え合 いマッ プづくり︑地域 の福祉施設 と連携した 避難所
の確保などを進 めておりま す︒今年度 は︑モ デル町内の取組 をもとに︑ わかりやす い手引
福祉相 談会﹂

書を作成し︑順次︑他の町内での取組が円滑に進むよう支援してまいる所存でございます︒
地域福祉関係 でございま すが︑八月 から地 域福祉計画に基 づいた﹁出 張

を始めておりま す︒これは ︑健康福祉 部︑消 費生活センター 及び本市社 会福祉協議 会の職
員がチームを作 り︑町内会 館など住民 の皆様 の身近な場所ま で出向いて 相談会を開 催する
ものでございま して︑市民 の皆様に相 談しや すい環境を提供 することで ︑事案の早 期発見
や早期対応など につなげて まいりたい と存じ ます︒これまで に︑三町内 で実施して おりま
すが︑これから も町内会長 や民生委員 児童委 員︑高齢者相談 員の皆様に ご協力いた だきな
がら︑月に二箇 所の開催を 計画している とこ ろでございます ︒
これは︑私のマ ニフェスト に掲げさせ ていた だいている︑老 後の安心生 活支援を含 んだ
新健康管理セン ターという 組織づくり 構想の 一環でもござい まして︑で きるだけ早 い時期
にその体系化を 図ってまい りたいと存じ ます ︒
自殺対策でご ざいますが ︑近年︑社 会問題 となっておりま す自殺者の 増加に伴い ︑本市
におきましても ︑悩みのあ る方を各種 相談窓 口につなげる人 材を増やす ことを目標 に︑各
種啓発事業を行 ってまいり ます︒自殺 予防に 関する講演会な どを開催す るとともに ︑自殺
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予防の知識や相 談窓口一覧 を掲載した リーフ レット︑カレン ダーの全戸 配布などを 計画し
ているところで ございます ︒
囲碁交 流大会を開 催いたしま す︒平

高齢者福祉関係 でございま すが︑来る 十月十 六日︑十七日の 両日︑人吉 スポーツパ レス
を会場に︑ねん りんピック ２０１１︵ ふれ愛 ︶熊本
成二十二年四月 に実行委員 会を立ち上 げて以 来︑実行委員︑ 運営委員の 皆様方をは じめ︑
多くの市民の皆 様のご提案 ︑ご協力を 賜りな がら準備を進め ているとこ ろでござい ます︒
また︑この大会 を︑全国へ 向け本市を アピー ルする絶好の機 会と捉えて おりまして ︑全国
各地から本市へお越しの選手︑役員︑応援の皆様を﹁一声の挨拶・一杯のお茶・一本の傘﹂
のおもてなしの心でお迎えし︑﹁忘れ得ぬ人吉﹂と感じていただけますよう︑引き続き︑関
係機関及び関係 団体の方々 をはじめ︑ 市民の 皆様による取組 を切にお願 いする次第 でござ
います︒
介護関係でござ いますが︑ 認知症が︑ 高齢者 人口の十人に一 人と言われ る中︑認知 症に
対する総合的対策が求められております︒今年六月認知症医療の切り札として︑国・県が︑
全国的に配置を 進めており ます︑認知 症疾患 センターが︑吉 田病院内に 設置されま した︒
この認知症疾患センターは︑早期診断︑精神症状の治療のほか︑地域の診療所や介護施設・
地域包括支援セ ンターとの 連携による 認知症 ネットワークの 形成などを 目的として おり︑
今後︑より一層 ︑地域の医 療・介護と連 携を 図ってまいりた いと存じま す︒
このほか︑外 出先での体 調不良や︑ 帰り先 がわからないな どへの対応 としまして ︑ＳＯ
Ｓキーホルダー の作成配布 ︑高齢者が 困った ときに相談や協 力をしてい ただく事業 所など
を明記したマッ プの作成︑ 認知症徘徊 模擬訓 練や︑認知症へ の理解を深 めるための 研修会
などを行いなが ら︑たとえ 認知症にな っても 住み慣れた地域 で︑安心・ 安全に生活 を続け
ていただけるよ う認知症対 策事業を推進 して まいりたいと存 じます︒
健康づくり関 係でござい ますが︑本 年も九 月二十三日に﹁ 第三回相良 三十三観音 めぐり
ウォーキング大 会﹂を﹁ね んりんピッ ク２０ １１︵ふれ愛︶ 熊本﹂の協 賛イベント として
実施する計画で ございます ︒市民の皆 さんの 健康維持︑増進 を目的に︑ 秋の一斉開 帳に合
わせ︑観音めぐ りの札所を 盛り込み︑ 子ども から高齢の方ま で参加でき るよう︑三 キロ︑
五キロ︑十キロ の三コース を設定いた しまし た︒やさしい観 音様のお姿 と温かいお もてな
し︑人吉の歴史 と自然を楽 しみながら ウォー キングをするこ とにより︑ 健康づくり や生活
習慣病の予防・ 改善などの きっかけづ くりに なればと存じま す︒多くの 皆様の参加 をお願
いする次第でご ざいます︒
農業振興関係 でございま すが︑人吉 きのこ 生産組合では︑ 国産キクラ ゲ生産によ る農産
物のブランド化 を目指され ておりまし て︑六 月末には︑生産 施設二十八 棟も無事完 成し︑
七月から菌床キ クラゲの栽 培が始まり ︑八月 末現在で既に二 十・八トン が出荷され ている
ところでござい ます︒当組 合では︑種 菌メー カーの森産業株 式会社の指 導の下︑三 十戸の
組合員がキクラ ゲ栽培技術 のより一層 の向上 を図りながら︑ 高品質キク ラゲの安定 的な出
荷を目指されて おり︑本市 といたしま しても ︑それらの取組 に対し︑引 き続き支援 を行っ
てまいりたいと 存じます︒
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地産他商推進事 業でござい ますが︑本 市農産 物の販路拡大を 目指し︑地 産他商の事 業展
開を行っている ところでご ざいまして ︑その ためには︑まず 本市の知名 度を上げる ことが
大変重要になる ものと存じ ます︒そこ で本年 度は︑ＪＡくま と連携いた しまして︑ 都市圏
でＰＲイベント を開催し︑ 本市の知名 度アッ プと安心・安全 な農作物の ＰＲ及び販 売促進
につなげてまい る所存でご ざいます︒
まず︑十月六日 から十一日 まで﹁人吉 球磨・ 目指そう日本一 フェア﹂を 千葉県のダ イエ
ー新浦安店にお いて︑次に ︑十一月二 十三日 から二十九日ま で東京都庁 全国ＰＲコ ーナー
において 人
｢吉球磨の味めぐり〜母ちゃんの手塩イン東京都庁 と｣銘打ち︑それぞれ約一週
間にわたりＰＲ イベントを 開催いたし ます︒ これらのイベン トには︑都 市圏の消費 者はも
とより︑観光客 や関東圏在 住の本市出 身者な ど多くの集客を 見込んでお りまして︑ 本市の
ＰＲを兼ねた農 産物の販売 促進につきま して ︑大いに期待で きるものと 存じます︒
また︑十月二 十八日︑二 十九日の両 日は︑ 東京の藤田観光 株式会社代 表取締役社 長︑末
澤政和氏を本市 にお招きし ︑まちづく り親善 大使就任式と講 演会︑そし て︑地元シ ェフと
の交流会を開催 いたします ︒藤田観光 株式会 社は︑東京の﹁ 椿山荘﹂や 箱根の 小
｢涌園 ︑｣
そして全国のワ シントンホ テルなどを 経営す る企業でござい まして︑現 在︑農産物 購入な
ど︑本市の農業 を応援して いただいてい ると ころでございま す︒
このほかにも 各種商談会 での交渉や企 業訪 問を行いながら︑
﹁農業で食べられるまち﹂を
目指し︑事業展 開をしてま いる所存でご ざい ます︒
商工関係でござ いますが︑ 西九日町商 店街に おきましては︑ 現在︑九州 電力並びに ＮＴ
Ｔ西日本のご協力によりまして︑老朽化した電柱の建替えを実施していただいております︒
電柱の色調は白 から城下町 の風情に配 慮した ブラウンに統一 され︑東九 日町商店街 とつな
がる落ち着いた 街並みを形 成できるも のと存 じます︒今後︑ 県による歩 道整備︑西 九日町
商店街振興組合による歴史︑文化などを伝える石柱表示板の設置が計画されておりまして︑
街中散策の新た な魅力とな ることが期待 され るところでござ います︒
企業誘致関係 でございま すが︑今般 ︑企業 を支援する優遇 制度につき まして適用 工場な
どの条件緩和を 図り︑企業 が立地しや すい支 援環境を構築す るとともに ︑地元企業 の事業
拡大を支援する 制度により 雇用創出を 促進し てまいりたいと 存じます︒ また︑誘致 活動に
つきましては︑ これまでに 東京ビッグ サイト で開催されまし た﹁企業・ 工場誘致フ ェア﹂
への出展による 情報発信︑ 並びに関東 ︑関西 地区への個別企 業訪問を実 施いたして おりま
す︒今後も︑本 市の立地環 境や優遇措 置など をご案内しなが ら︑企業動 向を的確に 捉えた
誘致活動を積極 的に展開し てまいりたい と存 じます︒
観光客の誘客を 人吉・球磨 一体となっ て推進 しております﹁ ひとよし・ くま旬夏秋 冬キ
ャンペーン﹂で ございます が︑本年度 は︑従 来の事業に加え まして︑観 光ＰＲを今 までに
無い新しい切り 口で︑展開 しております ︒
東京の出版会社 である白泉 社が発刊す る月刊 ﹁ＬａＬａ﹂に ︑平成十五 年から連載 され
ている︑漫画﹁ 夏目友人帳 ﹂の作者の 緑川ゆ きさんが本県出 身でござい まして︑こ の作品
のテレビアニメ 版の中で使 用されてい る風景 の多くが人吉球 磨地方であ るというこ とから ︑
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一昨年から観光 ＰＲ事業に 使用させて いただ けないか出版会 社と協議を してまいっ たとこ
ろでございます ︒本年︑ご 協力いただ けるこ ととなり︑この アニメの三 期目の放映 にあわ
せて︑﹁夏目友人帳﹂と共同による観光ポスターや︑人吉 球
･ 磨探訪マッ プを作製い たし ま
した︒また︑出 版会社側と 人吉球磨が 連携し てお互いのＰＲ に取り組ん でおり︑大 変好評
を得ているとこ ろでござい ます︒
このアニメにつ きましては ︑本県内で も︑九 月末から深夜放 映が決定し ておりまし て︑
以前放映された 一期目︑二 期目と合わ せて︑ さらに人吉球磨 への注目度 が高まるも のと期
待しているとこ ろでござい ます︒今後 も関係 各位の協力を賜 りながら旬 夏秋冬キャ ンペー
ン事業を展開し てまいりた いと存じます ︒
今回で六回目を 迎えます︑ 秋のじゅぐ りっと 博覧会でござい ますが︑九 州新幹線全 線開
業に対応し︑人 吉を訪れる 観光客の皆 様を街 中へと誘い︑地 域の皆様と ともに作り 上げる
おもてなしイベ ントが九月 二十三日か ら始ま ります︒期間中 は︑様々な 街中イベン トをは
じめ︑出水中央 高校演奏会 などの音楽 コンサ ートや灯りのイ ベントのほ か︑中心市 街地の
各所で資料展示 を行う歴史 文化回廊の 開催︑ ＳＬ人吉のお迎 え・お見送 りおもてな し事業
などを計画して いるところ でございま す︒じ ゅぐりっと博覧 会をはじめ とする﹁人 吉の特
色を最大限に生 かした魅力 あるおもて なしイ ベント﹂を︑官 民一体とな って取り組 みまし
て︑本市の宝を 活用した観 光の受け皿づ くり に邁進してまい りたいと存 じます︒
土木関係でござ いますが︑ 路面状況の 悪い市 道につきまして は︑昨年度 から社会資 本整
備総合交付金を 活用し︑舗 装工事を行 ってお りまして︑今年 度は紺屋町 東間線外六 路線の
工事を計画して おります︒ 今後︑順次 工事に 着手し︑早期完 成に向け鋭 意努力して まいり
ます︒また︑生 活関連道路 の整備でご ざいま すが︑道路拡幅 工事を実施 しておりま す西駅
嵯峨里線︵嵯峨 里地区︶は ︑平成二十 一年度 から事業を進め てまいりま したが︑本 年度の
工事をもちまして完了の予定でございます︒その他の生活関連道路の整備につきましても︑
今後︑順次進め てまいりた いと存じます ︒
市営住宅関係で ございます が︑市営住 宅児童 遊園の遊具につ きましては ︑住宅建設 とと
もに設置された ものが多く ︑経年とと もに劣 化している状況 でございま す︒今後︑ 点検を
行いながら危険 なものは撤 去し︑計画 的に新 設を行うことで ︑だれもが 安心・安全 に遊べ
るような維持管 理に努めて まいりたいと 存じ ます︒
イン

ひとよし﹂ を開催いた しまし

去る七月十日に︑カルチャーパレスにおきまして︑本市︑熊本県立大学及びくまもと緑・
景観協働機構の 共催による ﹁緑のリレ ーフォ ーラム

た︒これは︑本 市と熊本県 立大学が包 括協定 を締結している 縁もありま して︑実現 したも
のでございます ︒当日は︑ 三重大学の 非常勤 講師で庭園研究 家の野村勘 治氏の基調 講演を
はじめ︑農学博 士の蓑茂寿 太郎県立大 学理事 長と私を含めた 鼎談﹁歴史 的資源を活 かした
これからのまち づくり﹂を 行い︑庭園 都市に ふさわしい庭の 磨き上げへ の展望や本 市に合
う植物の話︑さ らにはおも てなしや観 光振興 といった話にま で及びまし た︒本市の まちづ
くりにおいても ︑市内に点 在する歴史 的な﹁ 庭園﹂に光をあ てるという 新たな視点 を︑ご
来場いただいた 皆様と共有 することがで きた ものと存じます ︒
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学校教育関係で ございます が︑﹁夏休 みパワ ーアップ教室﹂ を︑七月二 十一日から 二十
九日までの土曜 日︑日曜日 を除いた七 日間︑ 市内の六小学校 を会場に︑ エアコンが 整備さ
れた教室で実施 いたしまし た︒受講者 は︑市 内小学校三年生 の希望者百 九十一人で ︑指導
には学習サポー ターとして 教員免許を 有する 三十八人の退職 された先生 方︑また︑ 学習サ
ポーター補助と して︑球磨 工業高校生 五人に 協力をいただき ました︒子 どもたちは ︑学習
サポーターの指導の下︑本市教育委員会で準備した国語と算数の問題集を一生懸命に解き︑
基礎学力の定着 と向上を図 ることができ たも のと存じます︒
また︑保護者の 方々から︑ これまで同 様に﹁ 子どもたちが喜 んで学習に 取り組むよ うに
なった﹂﹁とてもありがたい﹂など︑感謝と喜びのメッセージを多数いただいたところでご
ざいます︒現在 ︑学習サポ ーターの先 生方と 反省会を実施し ︑また︑学 校関係者の 方々と
協議を行い︑﹁放課後パワーアップ教室﹂の取組を進めているところでございます︒
文化振興関係で ございます が︑七月一 日付け で教育部の組織 及び事務分 掌の一部見 直し
を行い︑これま で文化振興 課が所管し ており ました文化振興 部門を︑施 設管理課か ら名称
を新たにいたし ました市民 文化課に移 管して おります︒今後 ︑カルチャ ーパレスを 中心に
文化振興のハー ド面とソフ ト面が両輪 となり ︑犬童球渓顕彰 音楽祭や人 吉球磨総合 美展︑
自主文化事業な どを通して ︑人吉球磨 の文化 の殿堂として︑ より積極的 な文化活動 を展開
してまいりたい と存じます ︒
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