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田村たかみつ 
 市議会レポート

発行責任者：田村隆光　　〒520-3004　滋賀県栗東市上砥山1468-5　　TEL:077-558-0490 　　FAX:077-558-2762

２０１8年10月～12月　主な活動
10月2日 9月定例会閉会
10月3日 市議補選上石田選対会議
10月10日 市議補選上石田選対会議
10月13日 JC馬のまちイベント
10月18日 栗東市タバコ税に関する説明会
10月20日 栗東市ボランティア祭り
10月20日 金勝ふれあい広場前日準備
10月21日 金勝ふれあい広場議員ジビエカレー出店
10月23日 市議補選上石田個人演説会
10月24日 上砥山ファブリーダム説明会
10月27日 川端達夫氏叙勲祝賀会
10月30日 兵庫県明石市文教福祉常任委員会行政視察
11月1日 議会説明会
11月6日 議会防災行政視察受け入れ
11月6日 議会改革推進部会
11月8日 臨時会
11月10日 金小まつり・栗東秋まつり準備
11月11日 栗東秋まつり
11月12日 交通安全看板「飛び出し坊や」寄贈式
11月15日 議会改革特別委員会
11月18日 学童フェスティバル
11月23日 くりちゃんファミリーマラソン大会
11月23日 さきらジュニアオーケストラ定期演奏会
11月23日 SDGs勉強会 in 立命館大学
11月25日 こども議会
12月3日 12月定例会議案勉強会
12月4日 12月定例会（～25日）
12月5日 栗東市人権事業
12月11日 定例会代表質問
12月11日 立憲民主党パートナーズ会議
12月12日 定例会代表質問・個人
12月13日 定例会個人質問
12月14日 定例会個人質問
12月15日 エコXmasワークショップ
12月16日 地域に根ざすSDGs講演会
12月17日 予算常任委員会
12月18日 文教福祉常任委員会
12月19日 災害支援ネットワーク講演会・報告会
12月22日 街宣活動
12月25日 定例会採決・議会説明会
12月29日 街宣活動
12月31日 日吉神社神事

ご挨拶

2019/1/1（火） 

NO.６２ 
Since 2003.3

  田村隆光（61）

　今年は、1969年にアポロ11号が、人類初の月面着陸を果たしてから「50年」を迎えます。 
　そこで、少し調べてみたら、その人類初の月面着陸は、1972年までの3年間で６度行われて
おり、月面着陸を果たし、月面を歩いた宇宙飛行士の人数は、12名とされています。 

　しかし、ここで疑問が湧きました。それは、当時から比較すると宇宙に関する技術も格段に向上した現在まで、
47年間、宇宙旅行も現実味を帯びてきた現代において、実に不思議なことですが、誰も月面着陸を果たしていませ
ん。確かに、月面探査は超高度の技術と莫大な経費がかかるのでしょうが・・何か他の理由があるのでしょうか。 
　人類初の月面着陸から50年。ふと考えた不思議な疑問でした。誰か知っておられたら教えてください。
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　補正額としては、１億8578万円を追加し、平成
30年度の歳入歳出の合計を251億9334万円とす
るものでした。（※千円の位は四捨五入） 
　内容は、▼市長、副市長ならびに教育長、そし
て、議員と一般職員の給与等の人事院勧告に基づ
く補正（1,936万円）に加え、時間外手当（4,732
万円）の追加、▼障害のある方への自立支援給付
費（1億8527万円）、▼台風21号被害による農家
のビニールハウスの撤去補助金（2,463万円）、
▼生活保護費（医療扶助費：6,242万円）などが
追加分であり、▼各事業の委託料や建設等におけ
る入札の残金（約5,000万円）の戻し、▼保育園
の月額雇用の保育士等が確保できなかったことに
よる人件費等（約3,100万円）の戻し、などのマ
イナス補正でした。 
　 
●人事院勧告の内容（H30.8月10日発令） 
　 

　・特別職（市長・副市長・教育長・議員） 
　　!  12月の期末手当（ボーナス）の支給率を 
　　　  1.725ヶ月から1.775ヶ月にと0.05ヶ月引 
　　　  き上げるもの（議員＝18,000程度増） 

　・一般職 
　　!  給料＝平成30年4月に遡り、ひと月当たり 
　　　  平均「682円」を引き上げるもの 
      !  職員手当＝12月の勤勉手当の支給月数の 
　　　  引き上げ（0.90ヶ月 → 0.95ヶ月に） 
           年間4.40ヶ月 → 4.45ヶ月に引き上げ 
           職員平均一人当たり「18,842円」の増に 
　　　  ※勤勉手当＝期末手当と一緒に支払われ 
　　　　  る手当 
　　 
●保育士確保の問題は深刻！！ 
　 
　 

　今回の補正では、臨時保育士を年度当初、月額
雇用を79人募集しましたが、月額雇用が30人しか
確保できず、時間給雇用として59人を確保し対応
したため、月額雇用の不足分の人件費等との差額、
約3千万円がマイナス補正となったものです。 
　保育士確保については、経費の問題もあり、正
規雇用ではなく、臨時保育士として募集している 

状況にあり、応募する人も『週２～3日程度や半
時間なら就労できる』など多様な希望があるため、
なかなか月額雇用は難しい状況です。 
　これらの問題を解決する手段の一つに「潜在保
育士」の活用があります。 
　潜在保育士とは、保育士の資格を持っているが、
一度も保育園などで働いたことなく他の職業につ
いている、もしくは、結婚や出産等により現在、
保育園等で働いていない人のことを指します。 
　国内では、保育士資格の取得者は累計で120万
人を超えていますが、その中で潜在保育士は2018
年3月の時点で全国に80万人もいるといわれてい
ます。 
　いま、保育士不足からこのような潜在保育士さ
んを雇用する仕組みもあるのですが、やはり給料
をはじめ就労環境が整わないことで中々成果が出
ていないのが実情です。 
　また、保育士の不足は「待機児童数の増加」に
直結しますので事態は深刻ですし、保育士の確保
を巡って隣接する自治体での競争も激しくなって
きています。 
　 
●（仮称）「手話言語及び障がい者コミュニティー
支援条例」の設置に向けた事業がついに予算化！ 
　 
　議会でも長年要望していた上記の条例が、設置
へ向けて一歩進み、その経費が予算化（101万円）
されました。 
　私の所属する文教福祉常任委員会では、兵庫県
明石市に同条例の先進事例を学ぶべく、昨年10月
に視察をさせていただき、和泉市長の子どもや障
がい者対策にかける熱い思いを聞かせていただき
ました。 
　その中でも、明石市は、障がいのある人もない
人も誰もが住み良いまちをつくろうとの市長の掛
け声で、「手話を言語」として認めるとともに、
すべての障がいのある人と良好なコミュニケーショ
ンが取れるよう条例を定められました。 
　この条例により、市職員向けの手話研修の実施
や全小学校での手話教室の開催、また商店街にも
筆談のタブレットの設置や遠隔手話通訳サービス
の実施など、積極的な取り組みをされています。 
　本市の条例制定は、平成32年11月を予定してい
ます。 
　 

　条例6件、予算8件、その他5件の計19件を審査しました。 
　補正予算は、ほとんどが人事院勧告に伴うもので、審査の結果、全議案
が、原案通り可決となりました。 
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　今回の質問は、市長の所信表明に対して、私の
所属する会派「栗東市民ネットワーク」を代表し
て質問しました。中身が、多岐にわたるため、主
な質問の内容を記載します。

質問
　野村市政は、極めて厚い優遇策で企業誘致を中心にまちづくりを進めているが、人口流入施策と
定住環境整備とのセットでなければ持続可能な地域経済の発展には繋がらない。衣料系など生活
必需品の調達を近隣市に依存している状況の中、商業施設等の整備はどのように進めるのか伺う。

答弁 　定住環境の利便性向上に対しては商業施設をはじめとした企業の立地に向け、空き土地等の情報
収集とともに、事業者と土地所有者等とのマッチングに努めていく。

質問

　市内の森林については、伐採適齢期を迎えた多くの地域資源がある。これらを活用するための
実行可能な活用計画や林野の保全から治山事業までの一体的な計画の作成状況について伺う。 
　また農業政策においては持続可能な農業として振興するとしながらも、一方では市民のささやか
な幸せである家庭菜園の撤廃や農振地を大型商業施設誘致のために見直すなど、本市の農業に対
する方向性が見えない。どう振興していくのか。

答弁

　林業は、採算性の悪化、所有者や境界が不明、担い手不足等により放置された森林が顕在化し
ている。このような状況を鑑み、国の森林環境税（仮称）の活用やＪクレジットの推進支援等に
より適切な森林整備ができるよう取り組む。 
　農業は、水田農業と畑作物を基幹作物と位置づけ、集約営農組織と認定農業者等により農地集
積・集約を推進し、都市近郊という本市の地理条件を活かし園芸施設栽培など新たな農業経営を
支援していく。

質問 　待機児童解消のためには保育士確保は必須。人材確保のために保育士を養成する大学や専門学
校等は近畿圏で108校もあるが、企業だけでなく、ここへもトップセールスすべきではないか。

答弁 　保育士確保のために、大学等との連携にトップセールスを進めていく。

質問 　先般、政府から学童保育所の職員数や資格などの基準を緩和する方針が発表された。それによ
り、今後、安全や質の低下につながることが危惧される。安全や質は守れるのか。

答弁 　今後も安全を確保し、質の低下につながらないよう運営していく。
質問 　子どもはまちの未来。今後、策定する教育大綱はＳＤＧｓの理念を考慮すべきでは。

答弁 　ＳＤＧｓの理念を参考に平成32年度策定予定の第６次栗東総合計画を踏まえ策定作業を進めて
いく。

質問

　質の良い教育の提供への取り組みは、学校の教職員の職場環境と働き方の改善にも大きな影響
を与える。教職員の職場環境と働き方の改善について、市長は、現場実態を市長自身が把握し、
教職員の負担軽減に向けた取り組みを積極的にすすめるべきと考える。 
　そして、教職員が安心して授業や教務に専念し，その能力を存分に発揮できるための環境が整え
られるよう現「教育振興基本計画」では不足している部分の見直しも含め、策定すべきと考えるが
いかがか。

答弁 　『学校における働き方改革推進協議会』からの最終答申である「学校の働き方改革推進計画」
に基づき、次期教育大綱に盛り込む。

質問 　昨年、水道法の一部が改正され民営化が可能となる。老朽管更新や耐震化の問題もあり、しっ
かりとした財政計画と対応が求められるが、市の今後の対応は。

答弁
　強固な経営基盤を確立し、将来にわたり持続可能な水道事業の運営に取り組んでいく。水道法
の改正については、水道法の事業目的の達成を重点に、今後、滋賀県や近隣市町の動向を見極め
ながら慎重に検討する。

質問 　国の人事交流制度を活用し将来的な国とのパイプ役や要の職員を養成すべきではないか。

答弁 　中央省庁等への職員派遣について、積極的に可能性を探り、将来の栗東を担う職員の育成に努
めていく。
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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 

日時：1月13日（日） 
　　　 13：30～ 
 場所：さきら　

日時：1月20日（日） 
　9:30～ 

  場所：コミセン金勝 
　　　 ～金勝寺まで

2月26日（火） 定例会開会
3月15日（火） 
～16日（水） 代表質問

16日（水） 
～18日（金） 個人質問

　11日（月） 
～19日（火） 予算常任委員会

　20日（水） 総務・環建・文福 
常任委員会

25日（月） 定例会採決

日時：1月6日（日） 
　　　　9：00～ 
　場所：市民運動公園　

●滋賀県議会議員選挙 
　告示：3月29日（金） 
　開票：4月  7日（日） 

●栗東市議会議員選挙 
　告示：4月14日（日） 
　開票：4月21日（日） 

▲10/13 栗東青年会議所の発案で「馬に乗った
飛び出し坊や」を栗東トレセンで制作。完成し
た飛び出し坊やが市内にありますので、探して
みてください。

▲10/30 手話言語+障がい者コミュニケーショ
ン条例について、先進地である兵庫県明石市を
行政視察。泉市長（左）の子どもや障がい者に
対する暖かい姿勢に感銘を受けました。

▲11/10 金勝小学校の収穫祭ともいえる「金小
まつり」に参加。餅つきの後、子どもたちが収
穫した食材を使った「こんぜ汁」をいただきま
した。

▲11/23 立命館大学でSDGsの勉強会に参加。
若い方達が、真剣にSDGs（持続可能な開発目
標）について勉強している姿は、とても頼もし
く思います。

▲11/30 連合滋賀第３区地協定期総会後の懇
親会に参加。新しい役員体制で、労働者福祉の
充実と労働環境整備のために頑張ってほしいで
す。私たちも精一杯協力いたします。

▲12/11 立憲民主党パートナーズ会議に参加。 
『まっとうな政治』をめざす立憲民主党の取り
組みと、パートナーズの皆さんと、いま社会が
抱える課題について意見交換を行いました。

▲12/19 災害支援市民ネットワークしが企画の
講演会・報告会に参加。西日本豪雨災害後に見
えてきたボランティア活動の課題や社会福祉協
議会の活動等について講義を受けました。

▲12/12 連合滋賀第３区地協　JR栗東駅前で
「あなたの会社は、労働時間は守られています
か？」と街頭で訴え、労働相談の窓口に関する
ティッシュを配りました。


