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ごあいさつ

残暑厳しい９月も終わり、すっかり秋らしくなりました。

各地域では運動会等が開催されている中、私にとって2回目の定

例会である9月議会が、平成１４年度の決算を中心とする２０の議

案と９つの請願や要望について審議され、断固反対を訴えた議案も

ありましたが、議会としてはすべて承認という形で可決しました。

私が議員になって初めて市民の方からご相談を受けたのが「学童

保育所」の問題であり、「市民の声を行政に」が私の公約でもあり

ますので、６月議会、そして９月議会では障害児の学童について取

り上げさせてもらいました。また、ＲＤ産廃処分場の問題について

も同じことが言えます。成果はまだまだ出ていませんが、これから

も市民の皆様と協力して課題の解決にあたりたいと考えています。

今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

９月５日から始まった９月定例会は通常

“決算議会”とも言われ前年度の決算認定

を基本とした議会で、２１日間にわたり平

成１４年度決算を中心に２０の議案と９つ

の請願ならびに要望について審議しました。

■栗東市の財政状況

まず、市の財源全体の約60％を占める

「税金」については、全体で約140億円と

平成13年より約３千万円（0.2％）減とな

り、法人税についても約２億円(約16％)と

大きく落ち込みました。残る市税としては、

固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特

別土地保有税、都市計画税などがあります。

一方、収入未済額(滞納分)については、

昨年より9.6％増加し、約6億9千万にもなっ

ており、年々増加しています。

市の収入については、一般会計で約234

億円の収入がありましたが、前年よりも約

45億円もの減収となりました。

特別会計においても、110億円の収入で

したが、前年と比較すると約30億円の減

収となっています。

市の収入として税金以外では、全体の10.

4％が県や国からの補助金、15.5％が市債

(地方債＝借金)、その他、繰越金や使用
料および手数料となっています。

収入の使い道は、主に人件費や扶助費、

そして公債費である義務的経費（支出が
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義務付けられ任意に削減できない経費）に約82

億円で昨年より約7％増加しました。また投資的

経費（支出効果が資本形成に向けられ将来的に

残る経費）に約60億円ですが、これは前年比約

－50％と大きく減少しました。さらに、その他

の経費として物件費や維持補修費、補助金、積

立金などに約87億円と前年とほぼ同額の支出と

なっています。

まちづくり事業の中には、道路、公園、上・

下水道及び都市基盤整備、あるいは児童会館や

公民館といった地域に密着した施設をはじめ，

保健センターや市民ホールなどの大規模公共施

設の建設があります。こうしたまちづくり事業

の貴重な財源となっているのが市債（地方債）、

つまり市の借金です。

公共施設の建設などには，一時的に多額のお
金がかかることから，それを賄うために市債を

発行し、その返済を長期間分割して行うことに

よって，財政負担の平準化を図り、さらには長
期にわたって使用される公共施設については、

世代間の負担を公平にする効果があります。

市債の種類には、大きく分けて、政府資金、

公営企業金融公庫資金、民間等資金があります。

栗東市における市債の残高は、一般会計で約3

58億円、特別会計で約240億円となっており、全

体で昨年より約24億円（4.1％）増の602億円強

にも上っています。また土地開発公社分も含め

ると803億円にもなります。

人口ひとり当たりに置き換えると、102万円の

借金を抱えていることになります。

平成14年度の主な起債（借金）は、道路整備、

幼稚園整備、住宅建設や児童福祉施設整備など

に使用し、約36億円の借り入れを国、栗東市農

協、銀行などから新規に起こしています。

一方で，過去に発行した市債の返済等に要す

る経費を「公債費」と呼び、人件費や扶助費と

並んで義務的な経費にあたり、限られた財源の

中で行政サービスを行う地方公共団体にとって、

過度な市債の発行は、財政を圧迫する要因になっ

ていることも事実です。

栗東の場合、公債費負担比率と呼ばれる一般

財源に対する公債費（借金返済額）の割合は、1

4.2％であり、一般的にこの比率が、10％を超さ

ないことが望ましいとされており、15％で“警

戒ライン”20％で“危険”と言われています。

したがって、栗東は、警戒ラインに近づいて

いるといえます。
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決算額5ヵ年推移

市債残高5ヵ年推移

市債（地方債）＝借金

公債費負担比率

【9月議会を終えて】

平成14年度の栗東の財政の健康診断ともいえる議会でしたが、多肢にわたる支出項目について決算の説明を受け

ました・。内容としては、今年6月に議員となったこともあり、すべてに対して質問し確認はできませんでしたが、

市債の公債費負担比率が14.2％となっている状況や「たばこ税」依存型の行政運営については、危機状況であるこ

とを強く訴えました。税収も落ち込むなど厳しい状況の中では、大型プロジェクトの見直しには英断を下すべきで

すし、財源投入の優先順位をしっかりと見極め、教育や福祉を低下させないような取り組みが重要だと私、田村は

思っています。私、田村の所属する会派「栗東市民ネットワーク」は、たばこ税の行方次第では“新幹線新駅設置

の先延ばし”や“長期財政計画の練り直し”は当然のことだと考えています。
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一般質問しました

総水銀等に関する地下水流動方向調査については、
8月11日に現場での本試験が終了し、9月の中旬に

調査結果が提出される予定になっている。その結果を踏
まえて、9月26日の市調査委員会において、総水銀の発
生源に係るボーリングの場所の選定を検討頂く予定であ
り、位置選定ができ、かつ調査実施箇所の土地所有者の
承諾が得られれば、速やかにボーリング調査を実施する。
なお、市観測井ＮＯ3で総水銀が検出されたことを踏

まえ、過日下流域地下水調査を実施しており、次回の調
査委員会を踏まえて公表する。（市長）

現在、ＲＤ社は拒んでいるが、承諾が得られるよ
う市として今後、理解を求めていく。（担当部長）

当市としては水道水の約7割が地下水であり、汚染
はあってはならないと十分に認識している。総水

銀に係る発生源調査は、市調査委員会で審議頂き実施し
ていくが、処分場内での調査となる場合は、監督権限や
県の改善命令との関連も踏まえ、県と十分な連携を図っ
て行く。また先の県議会においても、県は市の調査につ

いて全面的に協力すると知事が答弁している。（市長）

３点目の県の改善命令に伴う北尾側法面後退工事
と市の総水銀の汚染に対する調査との関連につい

ては、改善命令による法面後退工事は計画通り進めて頂
き、総水銀汚染調査に係る市の新たなボーリングをする
位置が調査委員会により確定でき、かつ土地所有者の承
諾が得られた段階で、県と工程や施工方法等について十
分な調整を行い実施する考えである。（市長）
また、県の改善工事の覆土や改善命令自体が終わった

からといって、全てが終わりとは考えていない。
下流域では、地下水に総水銀もさることながら電気伝

導度が非常に高い。それらが良くならないと改善とは言
えない。（担当部長）

障害児の健全な余暇活動及び放課後活動の支援を
図るため、現在は草津において草津市と合同で活

動しているのが現状であり本市の利用者は6名である。
障害児学童の補助制度ができたのは、保護者の強い要

望等があり平成13年度より「県障害児地域活動支援事業
費補助金」として交付されるようになり、本市でも予算
化をした。
障害児の増加傾向等もある中、本市での活動場所につ

いて昨年度より学校や保護者及び行政が共に検討した結
果、今年度において、葉山学童保育所に隣接して設置す
ることが決定したところである。
この建設にあったっては、設計段階から利用される保

護者や指導員との話しあいを持ちながらよりよい学童保
育所となるように進めている。
今回開設予定の障害児学童保育所については、15人程

「総水銀を含む地下水汚染の原因究明と原因物の

除去」を実施するために、現在、総水銀による汚

染の状況確認について、流動方向調査やボーリング調

査を実施している段階にあると思うが、その進捗状況

について伺う。

１．総水銀汚染の対策について

去る７月２８日、県の廃棄物対策課は、よ

うやくＲＤ産廃処分場に対して平成１３年１

２月に発令した「改善命令」に基づく改善計

画を合同対策委員会に示しましたが、その内

容は、約６ヶ月の工期で北尾側法面の廃棄物

を法すそから西側へ２５ｍ、長さ２００メー

トルにわたって掘削し、その掘削した廃棄物

を処分場西側の市道横に積み替え、覆土とと

もに法面の整形を施し、種子を吹き付け完了

というものでした。県の動きに対して、栗東

市の「総水銀汚染」対策はどうなっているの

か質問しました。以下、質問の要旨です。

「土地所有者の承諾が得られれば…」と言ってい

るがＲＤ社が協力を断ったらどうするのか？

県が示した「改善計画」には、栗東市が行おうと

している「総水銀汚染対策」は盛り込まれておら

ず、栗東市としてどのような認識で県と連携している

のか不安である。栗東市として、地下水汚染に対して

どのような認識をもって県と連携されているのか伺う。

去る９月１日住民団体が水銀汚染源を特定し原因

物の除去を求める９, ２０３人分の署名を市長に

提出したように、市民は大きな不安を抱えている。今

回、県が示した改善計画に伴い、市としての総水銀等

の汚染に対する解決策として、どのような具体的な対

策、計画を立てているのか答弁願う。

２．障害児学童保育所について

今年度、栗東にはじめての障害児学童保育

所が葉山学区に設置されることとなりました

が、障害児対応の施設としての最低限必要な

条件整備と一般学童保育所との格差是正につ

いて質問し、改善を要請しました。以下質問

の要旨です。

今回、葉山学区に障害児のための学童保育所が開

設されるが、栗東市としては利用者数をどの程度

と認識されて設置されるのか。また、一般学童は基本

として公設民営で“一学区一学童”となっているが、

拡充の予定はあるのか？



 

 

 

 

日 曜 議　員　活　動

1 火 議会閉会・委員長報告・採決

2 水 栗東・石部広域行政協議会

8 火 障害者学童についての懇談

9 水 行財政問題特別委員会

10 木 ほほえみ苑運営協議会

11 金 金勝自治会長との懇談会

15 火
全員協議会

地方自治懇談会

16 水 金勝川水系土地改良事業促進協議会総会

18 金
文教福祉協議会

ほほえみ苑運営協議会

20 日 こんぜの里　夏まつり

24 木 綣東自治会との懇談会

26 土 ＲＤ問題住民説明会

28 月

31 木 文教福祉常任委員会

1 金 臨時議会

3 日 りっとう市民夏祭り

6 水 合併問題勉強会/総務省より

7 木 文教福祉常任委員会

9 土 大野神社献灯祭

12 火
全員協議会

行財政問題特別委員会

19 火
消費生活研究会との懇談会

会派勉強会

20 水 労災防止懇談会

22 金 合同対策委員会（日吉が丘）

27 水
ゴミ探検ツアー

行財政問題特別委員会

28 木 こんぜの里周辺活性化推進協議会

30 土 老人スポーツ大会

31 日 草津市議選支援行動

2 火 会派議案勉強会

5 金 定例会開会（～２５日まで）

8 月 栗東探検「くりちゃんバスツアー」

9 火 議案審議

11 木 一般質問

12 金 一般質問

15 月 金勝学区敬老会

16 火 文教福祉常任委員会

17 水 文教福祉常任委員会

18 木 文教福祉常任委員会

19 金 文教福祉常任委員会

20 土

金勝小学校運動会

平和祈念戦没者追悼式

北野県議県政報告会

22 月 文教福祉常任委員会

24 水 文教福祉常任委員会

25 木 議会最終日

27 土 滋賀県民主党県連パーティー

９月

８月

７月
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度の規模を見込んでいる。今後の拡充計画としては現在のところは

ないが、将来必要となった場合には対応を図っていく。（担当部長）

指導員については、現在元気玉クラブにお願いしている栗東の

代表の方と指導員の人数等についても検討を進める。また、補

助金に関しては、現在は草津市と合同という関係もあって両市同様

に県に準じた内容となっているが、平成１６年度の予算編成の時点

で、現在の補助金とは別枠で対応を図りたい。（担当部長）

送迎問題については、原則として保護者でお願いしたい。

尚、養護学校からは、スクールバスにて学童保育所まで、送っ

て頂く。デイサービスについては、介護保険や支援費の関係から対

応が難しいが、将来的な課題として検討していく。尚、「次世代育

成支援対策推進法」の制定に基づき、今後「地域行動計画」を立て

なければならないため十分検討する。（担当部長）

学童保育所の運営は、市の委託を受け父母会がやっているが、

障害児のための学童保育所については、特に個々人とのコミュ

ニケーションを取ることが苦手な子供もおり、子供たちの面倒を看

るにしても、数人にひとりではなく、ほぼマンツーマンの指導者が

必要となるが、指導者の方は何人配置されるのか？

また現在、栗東の障害児を抱えておられる保護者の方は、草津の

元気玉クラブを利用されているが、保育料も月３万２千円と一般の

３～５倍となっており、利用者の負担も大きくなっている。

確かに、県および市からの補助金が出てはいるが、ひとりあたり

月９６００円程度で、指導員の給与も賄えない状況にある。一般学

童との格差是正のためにも補助金について見直しが必要ではないか？

学童保育所利用に対して障害児には「送迎」の問題がある。

一般の児童は、放課後になるといつも通っている学童保育所

へ自分で移動することができるが、障害を抱える児童の多くが、ひ

とりで学童保育所へ通うことができない状況にあり、養護学校や障

害児学級などからの移動に対して、本人はもとより保護者の方も大

きな負担となっている。

他市町村では、送迎等を社会福祉協議会等が行っているところも

あるが、栗東市として、デイサービス等の見直しなども含め何か対

応はできないか？

【主な活動】

★一般質問後の文教福祉常任委員会で、平成１５年度の補

正予算について審議したのですが、その中の案件として

「障害児学童保育所建設費用」もあり、この建築様式、つ

まり「プレハブ建築でリース方式」という行政の当初の計

画に文教福祉常任委員会の各委員が激怒。

隣接する児童館との格差や同じ施設に新設する学童保育

所とのバランスを図るべきであると主張しました。

結果として、５日間も継続した委員会となりましたが、

市長も「隣接する施設との整合性をはかり、一般建築方式

（リースではない）で建設する」と方針を変更してくれま

した。また、障害児学童保育所については、形状の変更も

含め非常口の設置が必要不可欠であることも付け加えてお

きました。
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６ 組織内討議資料

議員になって、議会以外に地域のいろんな行

事や研修会に参加させていただきました。

その、主な活動を報告します。
----------------------------------------------------

●地方自治懇談会に出席 （2003.7.15）
栗東市歴代の議員ならびに市３役・教育長、８３名で構

成されるこの懇談会の総会があり、懇談会では平成１４年

度の活動報告、会計決算報告、平成１５年活動予定、予算

案が提案され、そのあと国松市長がこれからの栗東市のあ

り方について講演がありました。

----------------------------------------------------

●金勝川水系土地改良促進協議会総会に出席

（2003.7.16）
上記の委員に任命されてから初の総会であり、金勝川の

水を使用する農家の方や自治会の方の意見なども聞くこと

ができました。総会終

了後は、八日市市の

「河辺いきものの森」

に視察研修。

遊林会というボラン

ティア団体による里山

の保全活動について研

修を受けました。

----------------------------------------------------

●ＪＲＡ栗東ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰｺﾝﾎﾟｽﾄ竣工式に出席

（2003.7.17）
競走馬の敷き料（藁やウッドチップ）ならびに馬糞を有

機肥料化するコンポストプラントの竣工式に参加しました。

見学会では敷き料や馬糞を肥料化する一連の行程の作業

について施設の見学と説明がありました。

----------------------------------------------------

●第１０回こんぜの里 夏まつりに出席
（2003.7.20）

今年で１０回目を迎える「こんぜの里 夏まつり」が、

植樹祭記念会場でもある金勝山の「道の駅こんぜの里りっ

とう」で行われました。

長引く梅雨の中にありながら、雨も降らず非常に良いコ

ンディションの中で行われました。

----------------------------------------------------

●ＲＤ処分場調査委員会住民説明会に出席

（2003.7.26）
ＲＤ処分場問題の「市調査委員会」の住民説明会が中央

公民館で行われ、市長をはじめ市の担当課の職員も出席の

中、市民からの不安の払拭と早期解決を望む多くの意見が

ありました。

----------------------------------------------------

●連合滋賀議員団研修会に出席

（2003.7.28）
連合滋賀と連合議員団会議の合同主催による「時局学習

会：教育が未来を創る」の研修会に参加しました。

連合（働く仲間の団体：７００万人が加盟）が作成した

“教育改革12の提言”をもとに、日本のこどもの教育あり

方について、下記のパネラーを招いて質疑応答方式で行わ

れました。

コーディネーター：

小坂淑子（滋賀教育総

研）、パネラー：成川

秀明（連合総合教育局

長）、清水明美（大津

市議）、里内勝（栗東

市教育長）、小川きぬ

代（保護者）、松井佐

彦（労福協）*敬称略

----------------------------------------------------

●総務省市町村合併説明会に出席

（2003.8.6）
総務省自治行政局の主催による草津・守山・栗東合同の

説明会が、各市長・議員・幹部職員を対象に草津市役所８

Ｆ会議室に於いて開かれました。

講師は、総務省自治行政局合併推進課長補佐の藤井雅文

氏。説明会は、資料に基づき、市町村合併論議の盛り上が

りの背景と現状について、そして、三位一体の改革、合併

推進のための地方財源措置、合併のメリット・デメリット、

地方制度調査会の中間報告など最新の情報についても説明

されました。

----------------------------------------------------

●栗東消費生活研究会との懇談会に出席

（2003.8.19）
当栗東市民ネットワークと栗東消費生活研究会との第1

回目の懇談会を栗東市議会の談話室において開きました。

懇談の内容は、同研究会

が独自に実施した「くりちゃ

んバス」のアンケートの基

づき、消費者の視点から見

た栗東ということで意見交

換をいたしました。

----------------------------------------------------

●栗東市ごみ探検ツアーに参加

（2003.8.27）
栗東市の環境センターの見学研修に参加しました。約５

０名が参加。

ごみ分別の重要性とごみ減量の重要性について説明があ

りました。

議員としての主な活動
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７組織内討議資料

●こんぜの里周辺活性化推進協議会に出席

（2003.8.28）
栗東市の唯一の観光スポットである金勝山を中心とした

いろいろな施設の活性化を図ろうということで、コンサル

タントを招いて、金勝から出ている議員や自治会会長、市

職員、地元森林組合役員などが集まって、協議しました。

----------------------------------------------------

●栗東探検！「くりちゃんバス」ツアーに参加

（2003.9.8）
栗東市民ネットワークは、栗東市が今年５月から始めた

市内循環バス「くりちゃんバス」の利便性や利用状況など

を検証するために、当会派で「バスツアー」を企画し、栗

東市を探検するこ

ととしました。

参加者は、私、

田村と宇野議員、

国松篤議員、伊藤

議員、そして消費

生活研究会の尾田

さん、高岡さん、

伊勢村さんの７名

で、朝８時から午

後２時半まで、８

路線を探検しました。

----------------------------------------------------

●びわこクリーンキャンペーンに参加

（2003.9.13）
連合滋賀主催の

全県イベント「び

わこクリーンキャ

ンペーン」に今年

も我が全国競馬労

働組合も参加。

近隣の河川の堤

防や幹線道路を清

掃しました。

----------------------------------------------------

●全盲の教師「河合純一」さんの講演会と映画

上映会に参加
（2003.9.13）

日本人ではじめての全盲の

中学校の教師、パラリンピッ

ク金メダリストの「河合純一」

さんの講演会とその半生を映

画にした「夢追いかけて」が

栗東市文化芸術会館で行われ

ましたので参加しました。

●平和祈念栗東市戦没者追悼式に出席

（2003.9.20）
明治以来の戦役において国難に殉じられた戦役者英霊に

対し、追悼の誠を捧げるとともに、先の大戦が終わりを告

げてから永年続いている自由と平和の意義を再確認するこ

とを目的とした平和祈念栗東市戦没者追悼式が、栗東市中

央公民館において行われました。私、田村も議員として始

めて出席させていただいたのですが、平和の大切さを再認

識するとともに、二度と戦争を起こさないと言う決意もあ

らたにしました。

----------------------------------------------------

●北野加代子県議の県政報告会に出席

（2003.9.20）
今年の統一地方選挙において無投票で２期目当選を決め

た「北野加代子」さんの県政報告会に出席。

記念講演として、今年１月に滋賀県初の女性町長となら

れた五個荘町の前田清子町長の女性町長誕生秘話から行政

運営についての講演がありました。

山元勉、川端達夫両衆議院議員、栗東市長、連合滋賀会

長など多くの来賓の出席のもと北野さんの県政の現状とこ

れからの豊富が語られました。

また、次期衆議院選挙の３区候補者である「三日月大造」

氏の紹介もあり、

衆議院選挙必勝の

決意も述べられま

した。

その後、抽選会

で盛り上がり閉会

に。私、田村も来

月から地域毎の市

政報告会を企画し

ていますので参考

になりました。

----------------------------------------------------

●お願い●

田村たかみつ後援会にご入会いただいている方

には、会報等をポスティングや郵送にて配布させ

ていただいていますが、ご転居等に伴い転居先不

明でお届けできない方もいらっしゃいます。ご面

倒でしょうが、住所等が変更となった場合には、

ご連絡をいただければ幸いです。

市政に関する様々な疑問、質問、要望等、
お気軽にご相談ください
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３組織内討議資料

この議案は、(仮称)栗東市総合保健センター
と十里地先のふれあいコミュニティーセンター
の新築工事の請負契約を締結するにあたっての
議会決議（契約金額＝約１４億円）を求める議
案なのですが、保健センターならびにコミュニ
ティーセンターの新築そのものは長年待ち望ん
だものでもあり、何も反対するものではありま
せんが、契約を締結するには、以下に示すとお
り不明瞭な部分が多く、「反対」の姿勢をとり
ました。

*********** 理由１･･･財政問題 ***********

何といっても今の栗東市の財政の問題です。
前段でも説明しましたが、栗東はいま財政状

況が極めて厳しく不安定な状況にあるというこ
とです。今議会でも審議され賛成多数で可決さ
れましたが、栗東墓地公園積立基金からの借り
入れ（３億円）により建築費を負担しなければ
ならないほど厳しい状況だということです。

********* 理由２･･･たばこ税問題 *********

この財政危機の最大の原因は、この「たばこ
税」依存型の行政運営にあります。
この制度は、新幹線新駅設置のための財源確

保の施策として平成１２年に条例化されたもの
で、年間３５億円ほどの税収があります。本来
であれば新幹線新駅設置の基金として積立され
るべきものが、これまで一般会計にも多くが使
われ、現状では「たばこ税」の収入なくしては
栗東の一般会計が成り立たなくなってしまった
ことにあります。
この「たばこ税問題」とは、栗東市内でたば

こを販売する業者が、この条例の見直しを求め
てきたことにあります。
栗東市には、「栗東市企業事業資金貸付条例 」
という条例があり“10年間で50億円以上税金を
納める業者に対し、5億円の融資をする”という
もので栗東市内でたばこを販売する４社のうち
３社がこの条例により融資を受けています。
また「栗東市工場等誘致に関する条例」につ

いては“栗東市に工場等を新設又は移転する者
に対し、10年間の転売禁止や従業員の30％は栗
東市在住者を雇用することなどの条件はありま
すが、工場等の用地の取得補助金や固定資産税
額の2分の1に相当する額を3年間交付する”とい
うもので、残りのたばこ販売業者１社がこの条
例により、工場を建設しています。

この２つの条例が、たばこ業者を前提として
作られた条例であることから“通称たばこ条例”
と呼んでいます。
問題は、前段の条例の適用を受けている業者

が、“この２つの条例は格差があり是正して欲
しい。無理なら他地区で営業する”と見直しを
迫っており、この業者はすでに７月から他地区
で営業している状況から、７月から９月までの
税収はゼロと言う状況にあります。
栗東市としては、このまま他地区で販売され

るとなると平成１５年度は１３億円もの税収減
となるため、市の幹部による説得交渉が続いて
いる状況にあります。
従いまして、栗東市として“財源確保”をど

のようにやっていくのか。業者との合意形成を
どう行うのか。また、その合意形成の方法が国
や県に理解されるのか（以前の条例が国からの
指摘を受け廃止された経緯がある）、などが明
確にされない以上、本契約に賛成はできないと
いうことです。

**** 理由３･･･談合・設計図等流出疑惑 ****

厳しい財政状況に加え、この施設の“設計図”
が事前に建設業界に流出していたという情報が
新聞社に寄せられるなど、情報漏えい問題と談
合の疑惑があるということです。
委員会の指摘により、市独自の調査を実施し

たところ結果は“問題なし”ということでした
が、依然、疑惑は晴れていません。

******* 理由４･･･議会決議前の契約 *******

また、十里地先に建設する、「ふれあいコミュ
ニティーセンター」の建設については、本契約
であるにもかかわらず、議会決議の前にすでに
契約が終了しており、議会軽視であるとして反
対しました。

***************************************************

以上が、田村がこれらの議案に「反対」の意
思を表明した理由です。
しかし、９月議会ではいずれの議案も「賛成

多数」で可決され、本契約されることとなりま
した。

(仮称)栗東市総合保健センター及びふれあいコミュニティーセンターの契

約について ～施設の建設は“賛成”も契約には“反対”～

９月議会

議案第74・75・76号
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８ 組織内討議資料

滋賀第３選挙区で「田村たかみつ」は、

１０月１０日解散 １１月９日投票か？

三日月大造
みかづきたいぞう

自民党総裁選で再選を果たした小泉首相は、９月２

２日に内閣改造を終え、いよいよ１０月解散に向け動

き出しました。

解散選挙にむけて、民主党滋賀県連は新しくなった

第３選挙区（草津市・守山市・栗東市・野洲町・中主

町）の予定候補者として元ＪＲ職員の『三日月大

造（本名）』さんを決定し活動をすすめています。

『三日月大造』さんは、今の日本を救うために

は、ワイドショー的な政治ではなく、「この日本

をどういう国にするのか」、「そのために何をす

べきか」というしっかりとした信念を持った方で

す。

私、田村は、若さと行動力のある『三日月大造』

さんに日本の将来を託したいと決意しました。

「まだまだ日本」三日月大造３２歳、将来の日本

に責任を持つ政治家の一人としてがんばってくれ

ると信じています。ともにご支援よろしく！

さんを支援します

● 生年月日 昭和46年（1971）5月24日生 32歳

● 履 歴

○平成 2（1990）年 3月

・滋賀県立膳所高等学校卒業

（硬式テニス部・生徒会会長）

○平成 6（1990）年 3月

・ 一橋大学経済学部卒業

（石弘光ゼミナール・硬式テニス部）

○平成 6（1994）年 4月

・西日本旅客鉄道株式会社入社

・広島支社岩国駅（駅営業係）

・広島運転所（運転士）

・広島支社営業課（営業スタッフ）

・本社総合企画本部

○平成11（1999）年11月

・ 西日本旅客鉄道労働組合（JR西労組）

・中央本部青年女性委員長（専従）

・日本鉄道労働組合連合会（JR連合）

・青年・女性委員会議長（兼務）

○平成14（2002）年 4月

・（財）松下政経塾 入塾（第23期生）

● 座右の銘 一会一期 / 着眼大局着手小局

● 体 格 身長173cm／体重67kg

● 家族構成 妻・男児2名・女児1名

● 好きな

食べ物 キウイフルーツ・トンカツ・ふな寿司

● 趣味 テニス・旅行・版画

“三日月大造”の考え

今、日本は大きな課題に直面しています。少子

高齢化の加速、景気の低迷、財政赤字の増加、治

安の悪化、環境破壊・・・。しかし日本には豊か

な自然と子どもたちの笑顔があります。今後の日

本のため、「将来のビジョン」と「改革の実行力」

が今、問われています。

まず、経済的・社会的な安心を一日も早く創る

ことが必要です。それによってこそ、現在の元気

と活力、未来の夢と希望が実現するのではないで

しょうか？

そのために、あらゆるものがよって立つ「政治

の役割」は、とても重要です。今こそ、未来の日

本を創るために、生活者の視点に立った改革を実

行しなければなりません。


