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田村候補 1670 票 

トップ当選果たす！ 
 

薫風の候 益々ご健勝のこととお慶び申し上げ

ます。 

 さて、このたびの栗東市議選におきまして、１

６７０票という大きなご支持をいただき初当選す

ることができました事、皆様のご理解と力強いご

支援のお陰と心より御礼申し上げます。 

 田村たかみつは、選挙期間中、新幹線新駅設置にかかわる財政問題やＲＤ産廃問題の早期解決、そし

て福祉の充実など訴えさせて頂きましたが、これらの問題の解決に全力で取り組みますとともに、まじ

めに働く者や生活者が報われる社会、そして自然や人にやさしいまちをつくるためにしっかりと取り組

みます。これから、市民の声を届ける身近な議員として活動ができますよう、今後とも「田村たかみつ

後援会」をお支え下さいますようお願い申し上げます。     平成１５年５月吉日 

                       田村たかみつ後援会 福村留治 

 

田村たかみつ後援会の皆様、そして、ご推薦いただきまし

た全国競馬労働組合の組合員の皆様をはじめ、トレセン自

治会の皆様、また連合滋賀草津栗東地域協議会に参加する労働組合の皆様、先の市議会議員選挙では大

変お世話になり、格別なるご支援いただきました結果、１６７０票というとても大きなご支持をいただ

き、市議会議員にトップ当選させていただくことができました。これもひとえに皆様方のご支援の賜物

と深く感謝しております。 

しかし、これからがスタートであり、本番です。 

住みよい栗東市を皆様とともに作り上げるために、今後とも皆様方のあたたかなご支援､そして厳しい

ご指導いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

公務といたしましては、去る４月２８日に当選証書を選管委員長よりいただきましたが、初登庁は､６

月２日の予定となっています。 

皆様には、会報、その他、議会報告等で栗東市の現状について常に情報をお伝えしたいと思っており

ますし、皆様と情報のキャッチボールができればと思っています。 

それから最後に一点だけお願いがあります。議員になりましても人間的には何も変わっておりません。

決して「センセー」ではございませんので「田村」「田村くん」と呼んで、お付き合い頂きますようお

願い致します。                                 田村隆光 

 

田村たかみつ後援会 
発行責任者：福村留治 

〒520-3005 

滋賀県栗東市御園 1028 

全国競馬労働組合内

TEL／077-558-0490 

FAX／077-558-2762 

e-mail／taka-3@fa2.so-net.ne.jp 

URL ／http://www009.upp.so-net.ne.jp/t-tamura/
後援会ニュース 

◀ 

▲当選のお祝いに駆けつけてくれた支持者の方々と喜

びの握手を交わす田村たかみつ 
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選挙戦のアルバム 

 

▲大野神社にて必勝と安全祈願 ▲出陣式でのあいさつ ▲掲示板は 1番。縁起がいいねー 

 

▲雨もあがり、いざ出陣！ ▲まち行く人に、まずごあいさつ ▲たった 1日の晴天。街頭でお願い

 

▲まち中を歩いて歩いての選挙戦 ▲個人演説会 何人来てくれるの？ ▲トレセンのみなさんへごあいさつ

 

▲運動員も必死にがんばってくれました。桃太郎にバッタに・・・ありがとう ▲公園でおばあちゃんにごあいさつ 

 

▲ふーっ。ご飯を食べてがんばろー ▲選挙結果を待つ応援団のみなさん ▲当選結果を厳粛に受け止めました
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 選挙結果  

■告示日 ４月２０日（日） 

■投票日 ４月２７日（日） 

当日の有権者（人） 投票者数（人） 投票率（％） 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

21,170 21,347 42,517 11,726 12,981 24,707 55.39 60.81 58.11

 

候補者別得票数 （定数２０名） 任期：平成１５年６月１日から平成１９年５月３１日 

候補者氏名 年齢 党派 新現元の別 得票数 当落の別 

田村 たかみつ 45 無所属 新 1670 当選 

いのくち 秀行 52 無所属 現 1434 当選 

池田 ひさよ 54 公明党 現 1427 当選 

たかの 正勝 52 公明党 現 1387 当選 

野村 まさひろ 37 無所属 現 1345 当選 

西村 政之 70 無所属 新 1275 当選 

川崎 ひとし 54 無所属 現 1198 当選 

太田 としさだ 54 無所属 現 1143.623 当選 

久徳 まさかず 62 無所属 現 1142 当選 

ばば 美代子 58 日本共産党 現 1090 当選 

太田 ひろ美 39 日本共産党 新 1082.376 当選 

国松 あつし 55 無所属 元 1072.216 当選 

いとう 矢守司 44 無所属 新 1047 当選 

うの 哲 61 無所属 現 1018 当選 

中前 純一 68 無所属 現 1005 当選 

谷口 よしのり 61 無所属 新 957 当選 

北野 イチロー 63 無所属 現 921 当選 

三木 としたつ 63 無所属 現 909 当選 

三浦 忠一郎 54 無所属 現 791 当選 

くにまつ 清太郎 66 日本共産党 現 754.783 当選 

島田 よしみつ 68 無所属 新 634  

青木 しげよし 59 無所属 新 597  

里内 新多 72 無所属 現 482  
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 当選から約１ヶ月も待たされての初仕事

の日程がようやく決定しました。 

 不安と期待と緊張が入り混じった感じで

すが、しっかりと責任を果たしたいと思いま

す。 

 議会に先立ち、草津栗東地域協議会の副議

長最後の仕事として、５月 19 日に栗東市長

との行政懇談会に出席します。 

 懇談の主な議題は、以下とおりです。 

公平・公正な市制の推進 

①湖南地域の合併に向けて 

 ②新幹線新駅設置に関する諸課題への対応につ

いて 

 ③情報化時代への対応に関する諸課題への対応

について 

財政対策 

 ①健全な財政のあり方について 

活力あるまちづくり 

 ①栗東駅前の整備について 

 

交通政策 

 ①路線バスの整備について 

勤労者福祉政策 

 ①共働き夫婦の子育て支援について 

 ②勤労者への介護支援について 

教育政策 

 ①青少年の健全育成について 

 ②少人数学級の具体的取組について 

環境政策 

 ①ＲＤ処分場問題の早期解決について 

※詳しい質問内容につきましては、次回ご報告いたします。 

 

 議員活動に関することや、行政に関することなど、日ごろ思っ

ている疑問や意見をお聞かせください。活動のヒントとさせてい

ただくとともに、一緒に問題の解決をはかろうと思います。 

また、後援会ニュースの配布方法ですが、経費の関係もあり、

ＦＡＸや E-mail での配布可能な方は、ご面倒ですが同封の用紙

にてご連絡ください。 

 

 田村たかみつ後援会では、下記のボランティアを募集していま

す。別紙の用紙にてＦＡＸください。 

              ＊ホームページの企画・編集・更新など 

              ＊会報等の企画・編集・校正など 

              ＊会報等の郵送準備（封筒宛名張り、折込） 

              ＊会報等の手配り（10～30 件） 

６月の議会予定 

月／日 曜 予定 

5/27 火 9:00～ 議会説明会 

5/28 水 13:00～ 議会説明会 

6/2 月 10:00～ 全員協議会 

6/5 木 9:00～ 臨時議会 

6/13～

7/1

金

火
６月定例議会（19 日間） 


