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栗東市政
15周年記念
全国夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操
平成28年8月5日（金）
午前６:00〜7:40
栗東運動公園 野球場
〜皆さんご参加ください〜

議会報告会 報告

・

当市議会の議会基本条例に基づき第4回目となる「議会報告会」
を去る5月19日・22日の両日にわたって市内の4カ所のコミセンを
お借りして開催させていただき55名の市民の皆様がご参加くださ
いました。
今回は、市議会18名を2班に分け、同日、同時間帯に2カ所で開
催する試みにも挑戦しました。
報告内容は、3月定例会の報告が主で平成28年度予算に関する報
告を各常任委員会毎にスライドを使って説明。そして、報告会の後
半では意見交換も行わさせていただき、市政運営に関わる市民の
皆さんの想いを聞かせていただきました。
課題としては、やはり市民の皆様の出席が少ない事であり、わ
かりやすい報告や広報のあり方はもちろんの事、もっと、議会に
関心を持っていただけるよう信頼され、魅力ある議会を目指してい
かなければならない事を実感しました。

5月19日（木）
5月22日（日）

時間

会場

19:30〜20:50
19:30〜20:50
19:30〜20:50
19:30〜20:50

コミセン治田西
コミセン葉山東
コミセン治田
コミセン大宝

参加者
6人
11人
18人
20人

12日（月）
個人質問
〜14日（水）
15日（木）
常任委員会
〜20日（火）
27日（火） 定例会採決

▲コミセンでの議会報告会の様子

平成２８年11月27日（日）
13:15〜15:30
栗東市役所４階議場
小学６年生18名（応募制）
※詳細は学校まで
市政に関する様々な疑問、
要望等お気軽にご相談ください。
ホームページもご覧ください
WEB：http://t-tamura.jp
mail：22@t-tamura.jp

Ritto
市民ネットワーク
発行責任者：田村隆光

さて、現在栗東市では、議会の申
し合わせにより、議長をはじめ副議
長、および監査に就任した者は、個
人質問（一般質問）できないことに
なっています。（文書はない）
しかし、個人質問は議員の活動の
中で重要な部分でもありますので、
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私は制限すべきでないとの考えです。
まして、議会改革特別委員会を設置
し、信頼され開かれた議会を目指し
ている中において、議会が議員の正
当な行動を制限するようなことがあっ
てはいけないと考えています。
そして今回、全議員からこの件に
ついて意見を取りまとめ、対応を図
ることになりました。
なんとか、議会三役にも個人質問
の機会が与えられるよう改正を望み
ます。
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市議会レポート
〒520-3004 滋賀県栗東市上砥山1468-5

NO.

Since 2003.3

TEL:077-558-0490

FAX:077-558-2762

２０１６年５月〜７月

主な活動

５月８日 金勝学区地域振興協議会総会
５月１０日 環境建設常任委員会
５月１２日 連合滋賀第３区地域協議会幹事会
５月１３日 全員協議会・議会説明会・議会改革推進部会
５月１８日 議会改革特別委員会・全員協議会
５月１９日 議会報告会（コミセン葉山東・治田西）
５月２０日 議会運営委員会
５月２２日 議会報告会（コミセン大宝・治田）
５月２３日 国道バイパス整備促進特別委員会
５月２４日 商工会総代会
５月２７日 臨時議会・くりのみ作業所総会

田村隆光（58）

５月２９日 民進党定期大会
６月２日 議会運営委員会・会派代表者会議

ご挨拶

梅雨も明け、本格的な夏がやってきました。

平素、皆様には私の議員活動に深いご理解とご協力
を賜りますこと心より感謝申し上げます。
さて、梅雨の真ん中の18日間にわたり行われた参議
院議員選挙も終わりましたが、個人的には大変不本意
な結果でしたので、深い反省と今後の対応について、
早急な体制の立て直しが必要だと考えています。
ところで、今年の夏は、リオデジャネイロでオリンピッ
ク・パラリンピックがありますが、当市の市民３名が
選手として出場しますので楽しみです。また、甲子園も
始まりますので、ほんと暑い夏になりそうです。
また個人的には、第４番目となる孫も誕生予定です
し、富士山登山も計画していますので、ワクワク感、
ドキドキ感満載の夏になりそうです。
最後になりますが、これから益々暑さも増してきます
ので、皆様にはご自愛いただき夏を満喫していただき
たいと思います。

議長・副議長・監査にも個人質問の機会を！
今般、5月の臨時会で私は副議長
を拝命いたしました。任期は1年で
すが議長を補佐し、栗東市議会の運
営に尽力していく所存です。更なる
ご指導ご鞭撻をお願いいたします。

2016/7/23（土）

田村たかみつ

■第４回議会報告会

開催日

9月5日（月） 定例会開会
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６月３日 栗中祭・環境センター説明会
６月４日 参議院議員選挙「林久美子」候補事務所開き
６月７日 議案勉強会
６月８日 議会改革特別委員会・県要望要請行動
６月９日 定例会開会（〜28日）
６月１１日 栗東市PTA連絡協議会総会
６月１６日 委員長会・議会広報編集特別委員会
６月１７日 議会改革特別委員会・全員協議会
６月２４日 国県要望懇談会
６月２５日 栗東市文化協会４０周年記念式典
６月２６日 栗東市消防操作法披露会
６月２８日 議会運営委員会・委員長会・議会説明会
７月７日 議会広報編集特別委員会
７月１１日 栗東市地方自治懇談会・研修会
７月１３日 議会広報編集特別委員会
７月１５日 連合滋賀第３区地域協議会幹事会
７月２１日 全国森林環境税創設促進議員連盟定期総会
７月２３日 連合議員団総会・研修会
７月２７日 栗東湖南広域行政協議会総会・人権セミナー
７月２９日 議会説明会・議会改革特別委員会

■リオデジャネイロ・オリンピック&パラリンピックに栗東市から、３名が出場！
・オリンピックバレーボール＝田代佳奈美さん（出場予定：8/6〜8/20）
・パラリンピック水泳＝木村敬一さん（出場予定：9/8〜9/17）
・マラソン＝近藤寛子さん（出場予定：9/18）です。
■第79回国民体育大会（H36年開催）のレスリング競技の会場が栗東市に決定！
・本市が他に希望していた室内競技の体操、卓球競技については選考から漏れて他市に決定。
■国・県予算並びに施策に関する要望まとまる

32項目の要求を8月中に提出！

・国要望（18件）＝8月24日提出、県要望（29件）＝8月8日に提出
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15件の議案を審査
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すべて原案通り承認・可決

★（新）給食センター用地取得完了 H30年9月の供用開始に向け動きだす！
★議会に「予算常任委員会」設置 来年度定例会から予算審査が横断的に！
●● 条例関係 ●●

●● 予算関係 ●●

条例関連では、５つの条例の一部改正について
審査しました。
主なものは、▼上位法である地方税法の一部改
正に伴う当市の税条例の改正であり、「栗東市税
条例」では、固定資産税の非課税範囲の整備や平
成29年度４月から自動車取得税（県税）が廃止
されることに伴い、自動車税（県税）と軽自動車
税にそれぞれ「環境性能割」（取得者加入割）が
導入されること。同じく、平成29年度４月から
法人税が11.9%から8.2％に引き下げられること
などが主な内容です。

予算関係では、平成28年度一般会計予算の補
正として、216万円を「訴訟行為委託料」として
計上するものです。
内容としては、3年前の2013年４月に5名の市
民が当市の「企業事業資金貸付金」をタバコ事業
者に貸し付けたことは、違法な公金支出にあたる
として、栗東市を相手取り、当時市長だった国松
正一氏と猪の飼峯隆氏（故人）の相続人３名に対
して損害賠償を求める訴訟を、大津地裁に起こし
ました。
その第１審の判決が本年5月31日に言い渡され
判決内容は、「原告の請求をいずれも棄却する」
というものでありました。しかし、原告側はそれ
を不服として6月8日に控訴しました。
そのことを受け、当市の訴訟費用として補正予
算を計上したものです。

そして、▼「国民健康保険税条例」の一部改正
では、課税限度額を現行52万円から54万円に、
後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を現行17
万円から19万円に引き上げるものなどです。

以上、審査の結果、全員賛成で可決しました。

また、▼公職選挙法施行令の一部改正に伴い、
「市議会議員および市長の選挙における公費負担
に関する条例」の一部を改正し、選挙運動の公費
負担の限度額を約2.9%引き上げるものです。

その他関係では、▼道路の認定および廃止に関
する審査であり、開発等による道路の延伸のため
に２路線を廃止し、15路線を市道認定するもの
です。
また、▼財産の取得として、（新）学校給食共
同調理場（給食センター）の用地として、栗東市
高野地先の土地6,391㎡（6筆）を約1 億8126万
円で取得することの議案でした。

以上、審査の結果、全員賛成で可決しました。

●葉山地域包括支援センター
・業務開始＝H28年7月1日
・場所＝栗東市出庭地先
特養ホーム淡海荘内
・職員＝３名
●学童保育所指定管理者公募
・対象施設＝９園
・期間＝H29年4月〜H34年3月末
・条件＝仕様書による
●小規模保育事業設置・運営事業者募集
・規模＝13人〜19人

主催の熊本地震ボランティア支援活動のために熊本県阿蘇郡西原
村に6月5日〜6月8日の弾丸ツアーで行ってきました。

▲西原村のボランティアセンター前で

滋賀からの総勢21名は、バスで約10時間移動しながら車中泊
し、2日間の現地での任務に当たりました。
初日は、倒壊した家屋の瓦礫の片付け、2日目は、農業ボラン
ティアで震災により収穫時期の遅れたニンニク畑の収穫のお手伝
いでした。短い間でしたが、同じ志を持った仲間たちと有意義
な時を過ごしました。
私たちの力がどれだけお役に立てたのかはわかりませんが、
汗びっしょりになって過ごした現地での2日間は熊本県、特に西
原村の皆さんへのエールでもあり、私たちがあらためて現地の人

▲倒壊した家屋の瓦礫を撤去

から頂いた勇気だったと思います。
あらためて熊本地震で亡くなられた方のご冥福をお祈りする
とともに被災地の生活が１日も早く復旧し安定しますことを願っ
ています。

●● その他関係 ●●

さらには、▼議員提案として市議会委員会条例
の一部改正では、平成29年度の定例会より、こ
れまで、各常任委員会毎に所管事項の予算のみ審
査していましたが、予算審査を横断化し、予算全
体を全委員が審査できるよう「予算常任委員会」
を設置するため所要の改正をするという内容です。

文教福祉常任委員会報告

滋賀県災害ボランティアセンター淡海フィランソロピーネット

こちらも、審査の結果、全員賛成で可決しました。

・保育対象＝0歳〜2歳
・対象地域＝大宝地区
・開所時期＝H29年4月
環境建設常任委員会報告
●大阪湾への焼却灰搬入停止への対応
・搬入した灰に基準を超える鉛が混入
・7月中の停止解除に向け対応中
・今後、搬出の際サンプルを検査
●農業委員会改革
・農地利用の最適化の推進のため
・農地利用最適化推進委員の新設
・H28年12月＝条例改正
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・H29年7月＝農業委員委嘱
総務常任委員会報告
●総合計画 市民アンケートの実施
・対象者＝18歳以上無作為の2000人
・H28年8月＝アンケート発送
・H28年9月＝回収、集計、分析
・H11月＝総合計画審議会で評価
●栗東駅エレベーター施設整備
・設置数＝３基
・予算＝4億3530万円
・工期＝約11か月

▲ニンニクの収穫を終えて

与党「憲法改正」争点隠し
野党共闘2／3阻止訴える
有権者に野党の想いは響いたのか
18歳から投票ができるように
なった最初の国政選挙。
6月22日に公示され7月10日投
票の18日間で行われた参議院議員
選挙は、改憲勢力とされる自民党・
公明党と同調する無所属議員らが
憲法改正の発議に必要な2/3以上
の議席を確保しました。
一方、民進党を中心とする野党
は、すべての１人区（32）で野党
共闘候補を擁立し、憲法改正に必
要な2/3を阻止すると主張し選挙
戦を展開。結果、32議席のうち11
議席を確保しましたが、この「野
党共闘の成果」としての評価は二
分しています。
また、無党派層と呼ばれる人の

投票行動も６割が民進党という結
果も出ていますが、基礎票として
野党票は少ないこともありますの
で６割でも足りなかったと言えま
す。さらには18〜19歳の投票行動
が注目されましたが、やはり奨学
金や就職関連の政策に関心が強く、
一般の有権者も憲法改正という抽
象的な問題より、経済を優先し、
それが投票行動に現れたとする意
見もあります。
何れにしても、今回の選挙結果
をしっかりと総括し次につなげる
ことが重要です。
林久美子候補の３期目が夢に
大きな反省と早急な体制作りを
滋賀においても、林久美子氏の
３期目を野党共闘として闘いまし
たが、約4万票の差をつけられて
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しまいました。
これには、戦略的観点からも大
きな反省と総括が重要であり、次
期衆議院議員選挙に向けた早急な
体制作りが重要です。
ご支援いただいた皆様には、大
変なご心配をおかけいたしました
こと心よりお詫び申し上げます。
何れにしても安倍政権の
暴走を止めなければ！！！
安倍政権はこの圧勝により、暴
走の加速度はより増してくるもの
と思われます。
野党には、安保法制廃止や立憲
主義の回復、そして労働法制の問
題などなど、今まで以上のしっか
りとした対応を求めますが、私た
ちも新たな行動を起こす必要があ
ると感じています。。

