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新年明けましておめでとうございます。 

昨年は、一方ならぬご支援を賜り議会へ押し上げていただきましたこと心より感謝いたし

ます。 

あっという間の一年でしたが、新人議員として未熟ながらも、皆様から頂いたご意見や

疑問を委員会での審議や一般質問等をとおして意見させていただきました。成果としては、

まだまだ不十分で納得はできませんが、継続し続けることが大切であると考えています。 

さて、栗東市の一年は、四年を経過しても解決しないＲＤ処分場問題、膨らむ借金と

税収不足による財政難でも推し進めようとしている新幹線新駅設置問題。その新幹線新

駅設置の負担金問題も含め進展しない合併問題。更には、小学校就学前の子どもの

医療費の有料化、障害者支援助成金の切り下げ、敬老祝金の大幅削減、修学旅行

助成金のカットなど福祉・教育に関する事柄は大きく後退しました。 

「まち」の基本は「人」です。教育と福祉は何をおいても優先すべきですし後退させてはなりません。 

すべての市民が健康で安心して生活や仕事、そして学ぶことができる環境をつくることがこれからの栗東市政に課せられた使

命だと考えています。 

昨年四月に皆様からいただきました「期待の一票」が、これから「信頼の一票」になりますよう、微力ではありますが今年も精一

杯頑張りますので、更なるご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

今年の皆様のご健康とご多幸をご祈念申し上げして年頭のあいさつとさせていただきます。              田村隆光 

 
 

 

 今議会のポイントは、

何と言っても通称「たば

こ税」の条例改正（議案第 113 号）の問題でしょう。 

 栗東市は、一般会計の約１５％（約 35 億円）を「た

ばこ税」に依存している状況にあり、「新幹線ありき」

の栗東市政においては、財源の確保のためには形振り

構わないといった状況です。 

 今回の問題は、栗東市から「企業事業資金」として

５億円の融資を受けているたばこの卸売業者３社の

うちの最大手の１社が、融資の償還(返済)免除を狙っ

た「奨励金制度(平成 12 年度廃止)の復活」を市に求

め「実現不可能なら撤退する」という要求を提示。そ

れに対して何としてでもたばこ業者を引き止めたい

栗東市として考え出した策が「企業振興特別措置」を

盛り込んだ条例改案です。 

 その条例の内容が平成１２年に当時の自治省（現総

務省）からの指導により、廃止となった「奨励金制度

(たばこ条例)」とあまりにも似ており、今回も「特定

企業への公金支出は不適切」と国も県も導入に難色を 

 

示しています。 

 しかし、国松市長は、「条例を適用して得た市税は

福祉、教育などの目的に使途を限っており、法的に問

題ない」との考えを示し、今回追加議案として提出し

ました。 
 

■企業振興特別措置とは？            
 

 今回の改正案で新しく追加される「企業振興特別措

置」とは、『７年間で６０億円の市税納入が見込まれ

る企業に６億円を融資。１年目から利子分を返済する

が、３年半で３０億円を納税すれば３億円の交付を受

けられ、以降の利子も免除される。７年目に残りの３

０億円の納税が達成されれば、さらに３億円が交付さ

れ、融資を受けた６億円は返さなくてもいい』という

制度であり、また納税総額は平成 10 年 8 月まで遡り

カウントされるため、現在借り入れている５億円も

“チャラ”になるというもので、この条件を満たす企

業は、現実には今回条例改正の要求をしてきた「たば

こ販売業者」１社しかないというものです。 
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■栗東市民ネットワークは「改正に反対」      
 

 私の所属する会派の同議案に関する見解は、税金確

保の必要性は理解できるが、 

 ①納税者は納税額に関係なく栗東市に貢献してい

るのであり、額の大小だけで偏った優遇措置を適用

するのは公平性に欠ける。 

 ②同優遇措置の対象企業は１社しかなく、公益性に

かけるとともに、癒着などの温床に成りかねない

恐れがある。 

 ③「税」の偏りによる地域社会（近隣市町）とのバ

ランスが壊れる恐れがある。 

 ④国や県からの指摘への対応が安易過ぎる。 

などの理由から、委員会でも条例改正については「反

対」の立場を取っていました。 

 しかし、議会中、同議案の付託を受け審査する環境

建設常任委員会では多数決の結果、委員長採決により

「可決すべきもの」と決まりました。 

 

■国の与党税制調査会「市町村たばこ税道府県交付

金(仮称)」の創設を盛り込んだ税制改正大綱を検討中 
 

 １２月１８日、一旦、環境建設常任委員会で「可決」

された同議案でしたが、委員会終了後、国の与党税制

調査会から「たばこ税」の扱いについて新たな交付金

制度を検討しているとの情報が入り、市当局は緊急的

に議会を召集。再検討をすることとなった。 

 この内容は、「一旦、市に納税されたたばこ税が課

税限度額（全国の成人男性の消費本数の３倍＝２１

本）を超えた場合には、その超えた額を栗東市から県

に交付する」というもの。 

 栗東市の場合、消費本数は５６本／日であることか

ら、２１本を引いた３５本分／人の税金２２.４億円）

を県に交付しなければならなくなり市に残る税収は

１２.８億円となってしまい条例改正しても税収は減

ることになるため、改正の意味がないという状況にな

ってしまいました。 
 

■市当局は業者からの要望もあり、条例改正案を取 

り下げるつもりなし               
 

 市当局が提出した「企業事業資金貸付条例」いわゆ

る「たばこ税」の条例改正については、税収増への整

合性がなくなったにもかかわらず、対象のたばこ業者

が引き続き「条例改正」を望んでいることから、取り

下げることもできずにいます。 
 

■１２月２２日の議会採決で「継続に」       
 

税制調査会の動きに動揺を隠せない市当局ですが、

１９日の常任委員会の再審査では、当会派の主張は理

解してもらえず、「継続すべきもの」という結果にな

りました。 

 その委員会採決を受け、２２日、本議会での採決も

賛成多数で「継続」となりました。 

 本来、「条例改正」主旨が「税源確保」であるなら、

条例制定の根拠の薄くなった「条例改正」は取り下げ

るべきです。 
 

■長期財政計画の抜本的見直しが必要        
 

 「新幹線新駅設置ありき」できた栗東市にとっては、

“不交付団体（*1）”としてのメリットを活かした「た

ばこ税」は画期的な税確保の手段であったのですが、

この収入を新幹線新駅設置のためだけの基金として

使うのなら、まだ良かったのでしょうが、一般財源と

して長期財政計画に組み込んだのが間違いであり、す

っかり依存してしまっています。 

 「たばこ税」が業者の撤退や国の政策により減収の

恐れが出てきている状況においては、これを契機とし

て、長期財政計画の抜本的な見直しを図り、不安定要

素の高い「たばこ税」に依存しない身の丈にあった安

定的な行政運営をすべきではないでしょうか。 

----------------------------------------------- 
*1＝基準財政需要額（行政運営のための一般経費／支出）が基準財政収

入額（地方税などの一般財源／収入）を超え、財源不足が生じている自

治体に対して、国が不足分を普通交付税として交付していますが、栗東

の場合、単年度では財源不足となっていないためこの交付金が交付され

ていません。 
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●人口増加のための準備は十分か？         

 
栗東市は、草津市と同様に２０２５年頃まで人口増

加が見込めると報告されていますが、そのための施策

は十分でしょうか？ 
 当然、子どもからお年寄りまでが増加するわけです

から、福祉、教育、医療の施策は十分でしょうか？ 
働く人のために市内の雇用情勢は十分でしょう

か？犯罪も多くなるでしょう。犯罪防止のための施策

は十分ですか？また、市民の憩いの場は？ 
 
●日々の交通渋滞緩和への対策は？         
 
 栗東市は、国道１号線、８号線、ＪＲびわこ線で分

断されていますが、それらを横断するために日々渋滞

が起こり不便な思いをしています。 
 まず、幹線道路の渋滞緩和と栗東縦貫道の整備が急

がれるのでは？ 
 
●高齢者対策は十分か？介護施策は？        
 
 少子高齢化の流れもありますが、基本的に老人ホー

ム等のベッド数も不足しており、施設への待機者がた

くさんいます。今年７月に民間の施設が開所されます

がそれでも不足です。 
 では、在宅介護の支援制度は整備されていますか？ 
 
●学童保育は「公設公営」に！安全対策はＯＫ？   
 
 子育て支援の一環として、１学区に１ヶ所学童保育

所が「公設民営」で設置されていますが、管理運営は

保護者の方がされています。経費の問題や事故発生時

の責任の問題等を考慮した場合、「公営」で運営すべ

きです。学童保育所にも防犯対策は整備されています

か？ 
 

●障害者支援の施設の充実を！           
 
 今年の３月議会で、昨年廃止された助成金制度が形

を変えて復活する見込みですが、障害児学童の送迎問

題や授産施設への支援問題、当然公共施設のバリアフ

リー化、また住宅改築助成金の問題等、まだまだ整備

が必要です。 
 
●情報ネットワークの整備は十分か？        
 
 民間レベルで徐々に進められているＣＡＴＶ網で

すが、情報の共有化や情報伝達の効率化を図るために

も光ファイバー網も含め、市の政策として早急に整備

すべきです。 
市広報の放映化や議会の公開によりペーパレス化

も図られ、市民参加の行政がより現実のものとなりま

す。 
 
●まちの発展と人権政策は同時に進んでいますか？  
 
 市の発展は、人にやさしいまちでなければなりませ

ん。人権は守られていますか？公平、公正、平等なま

ちづくりが最優先です。 
 
 などなど勝手に書き並べましたが、言い出したら限

がないほど「新幹線新駅」よりも先に整備すべきこと

が多くあると田村は考えています。 
 たばこ税の動向も気になるところですが、いずれに

しても財政危機はそこまで来ています。 
もう一度市民に必要性を問うべきです。 

 新幹線が走っている以上、新駅設置のチャンスは将

来まだまだあるのですから。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

     本当に、いま新幹線は必要ですか？

私は、教育環境の整備・障害者、高齢者福祉の充実・子育て支援の強化・幹線道

路の整備・環境問題等々、新駅よりも先に整備すべきだと考えています。 

１２月議会 その他の議案 たばこ税問題だけが、新聞、ＴＶ等で取り上げられた今議会でしたが、人事案件 1件、

条例 3件(たばこ税含む)、予算 11 件、要望書 5件の議案を審議する議会でした。 

条例案件では、「栗東市生活環境保全に関する条例」の改正であり、ＲＤ処分場問題を抱える栗東市としては、従来

の「特定工場」に産廃処分場を加え、立入りや改善命令ができるようになりました。また、地下水浸透禁止物質の明

確化や地下水基準を追加し、条例を強化しました。 

更に、ペットの増加と共に増えてきた糞尿問題についても、自己管理・自己責任を明確にし、ゴミのポイ捨て同様、

罰則規定も設けました。 

予算案件では、ほとんどが人事院勧告による公務員の賃金の改正（減額）の部分でしたが、議案第 104 号一般会計

補正予算では、たばこ税の減収（７億円）による補正で、一般会計で４億円、墓地基金からの借り入れで３億円とい

う補正の方法に総務委員会で論議が集中。最終的には可決となりましたが、来年度は墓地基金への返済をしなければ

なりません。 

その他、108 号、109 号の新幹線にまつわる補正予算については、当会派は反対の立場をとりましたが、可決となり

ました。 

財政厳しい状況下で、「何がいま必要か」を良く見極めることが大切です。 
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子どもたちにゆとりや生きる力を育んでもらうた

めに始った学校週５日制も１年半を経過。 

 教育現場においては、不登校の増加や学校崩壊、ゆ

とり教育、学力低下など学校は多くの課題を抱え込み、

ゆとりどころか教職員の仕事が増大し、学校の管理体

制も強まる中で、精神疾患を抱える教職員も増加傾向

にあるなど負担が増大しています。 

 このような状況について市の教育委員会はどう対

応しているのかを質問しました。 

 
仕事への負担が増大し、子どもとのふれあいの時間

が少なくなっていることに悩み、精神的ストレスを抱

える教職員が増加傾向にあることについて、教育現場

の就労環境の改善の必要性について伺う。      

 
 地方分権・規制緩

和の基本のもとに学

校裁量権限が拡大し、学校の責

任において対応する事務が増

加おり、「忙しいので子どもと

ふれあう時間がない」という現

場の声は承知している。 

 平成８年、学校の教職員の負担削減を目的として、

職場環境改善（ＴＰＭ）推進委員会を設置し、事務の

効率的処理ができるようファイリングシステムも導

入した。また、平成 15 年 4 月に学校事務標準化検討

委員会を立ち上げ、事務の効率的処理を図るため作業

マニュアルを作った。同委員会の最終報告に基づくス

リム化は平成 16 年度から実施するので、「教員が子ど

もとふれあう時間」は増えると予想できる。 

 
平成８年の職場環境改善推進委員会設置から平成

１５年の学校事務標準化検討委員会設置、そして学校

スリム化の平成１６年度実施など進められてはいる

ようだが、なぜこれほどまでに改善実施に時間がかか

っているのか？７年間の成果は？ 

 
 教職員が忙しいのは、

すべてを抱え込んでい

るからである。７年間、企業研修

の成果に習い効率化を図っている。

また栗東では全国で初めて学校マ

ネジメントシステムを取り入れ、

上からの押し付けではなく教育現場が工夫し事務を

減らし子どもと触れ合える時間を作っている。効果と

して明確なものはないが、総合的な学習の時間の導入

とか選択教科の拡大などの施策が国から入ってきて、

事務量は増加してきたが、効率化を図るという対応は

できたと考える。 

 

生徒へのかかわり方で悩んでいる教師へのメンタ

ルヘルスを行う「こころの相談室」の実態をどのよう

に考えているのか。 

 
 実態については、年３回人事主事訪問の

中で個々の先生方の状況をくわしく聞いて

おり、県の人事主事を交え、病気の先生方へのケアに

ついては校長とも相談している。 

 精神的疾患を患っている先生が多いのは全国的な

問題であるが、栗東でも学校にかかる負荷を減らそう

と考え、できることはやっている。 

 

学校設備の不備も労働環境には大きな影響を与え

ていると考えているがどうか？ 

 
 施設について、要

望は理解している。

学校の施設の改善等に順位を

付けていくと、子どもの方を優

先してしまっている。職員トイ

レなど軽微なものについては

直ちに実施する。 

ＰＣについては、学校備品として導入を協議中であ

る。 

 
学校のセキュリティー関連の設備にも不備がある

と聞くが、防犯対策はどう考えているのか。 

 
 防犯のまちづくり

の中で、子どもに対

しては「学校における安全、地

域における安全」を位置づけて

いる。 

 学校においては、子どもに危

険が及ばないような防犯施設

設備の必要性、そして、危機対

応への対策など子どもの安全が図られるよう総合的

に整備していく。      （以上、教育長答弁） 

 
 
 
 

一般質問しました 

回答 

回答 

回答

回答

回答

教職員の就労環境の改善を！ 
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 栗東市にも多くの在日外国人の方が、市内に生活基

盤をおき、納税など社会的義務を果たすとともに、地

域社会においても重要な構成員として活躍していま

す。しかし、日本における参政権は、国籍要件が設定

されているため、在日外国人に対して地方参政権すら

与えられていない状況にあり、そのために、地域の街

づくりや福祉、子供の教育、医療、防災や街の条例な

ど、日常生活に関する大事な事柄について、自分の意

見を地域の行政に反映することもできません。 

 そこで、在日外国人の方への「地方参政権付与」に

ついて市長の考えを聞きました。 

 
地方参政権には選挙権や被選挙権だけでなく、住民

投票権、解職請求権、条例の制定や改廃を請求する住

民発案権、税金の使い道をチェックする監査請求権な

ども含まれている。納税という義務を果たしている栗

東の“在日外国人”にも権利は与えるべきではないか。

県内でも先進事例もあるが市長の考えは？ 

 
 この間題は、従来か

ら様々な議論がされ

ているが、平成７年の在日外国

人の地方参政権を求める訴訟に

対する最高裁判所判決結果でも

「永住外国人等に、地方公共団

体の長、その議会の議員等に対

する選挙権を付与する措置を溝

ずることは、憲法上禁止されているものではない」と

の見解が示された。 
 本市においても、平成 7 年 12 月の栗東町議会定例

会において、同様の請願書が採択され、また、意見書

が可決され、定住外国人の地方参政権を確立するため

立法措置を講じることを政府に対し要請された。 
 在日外国人への地方参政権の付与は、地方自治のあ

り方に関わる問題であり、慎重に、かつ、十分な議論

のうえ、適切な立法措置が講じられるよう注視してい

きたい。 
 
 

この問題は、法的解釈よりも人権の立場からみた判

断が最上段にくるべきである。 

 人権政策から考えた場合の地方参政権の付与につ

いてはどう考えるか？ 

 

「参政権が人権か」となると、公民権の問

題もあり「人権問題」とは一線を課すべき

であると考える。 
 しかし、平成７年の議会の採択も尊重したいが日本

には「帰化」という制度もあるので、これから慎重に

議論していくことである。 
 私としてはどちらでもない。 
 

栗東は平成３年３月に「人権擁護都市宣言」をした

が、在日外国人は「市民」ではないのか？ 

 
「住民」と考えている。 
 

公職選挙方など上位の法があるため、選挙権の付与

には時間がかかるとしても、住民投票権や監査請求権

は少なくとも与えられるのではないか。また住民投票

制度の制定についてはどう考える。 

 
 住民投票制度は、住

民参加の機会拡大のた

めに有効と考えられる一方で、議

会制民主主義との関係に十分留

意する必要があり、適用対象とす

べき事項、法的効果等についての

検討も必要。 
 制度化することとなれば、永住外国人も含めたすべ

ての住民の意見が反映される制度が構築されるよう、

議会の皆様方をはじめ、住民の皆様方、その他関係機

関と十分に議論を重ね、理解と協力を得ることが必要

であると考えている。 
 投票制度を否定するものではない。 
 

市内の在日外国人（１２８８名）の方から、直接意

見を聞くシステムはあるのか。 

 
「市長のこんにちはトーク」「市長への手

紙」、そして団体の方が要望にこられるこ

とはある。ただ、地方参政権だけがないのであり、市

政について聞く制度はある。   (以上 市長答弁) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在日外国人の方々に地方参政権を！

回答 

回答

回答

回答

回答
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●文教福祉常任委員会の視察研修に出席（2003.10.8～9） 
田村の所属する文教福祉常任委員会の視察研修ということで、愛知県西尾市の

西尾中学校の学校図書館の運営について研修。１２名のボランティアの方々と学

校、生徒会の連携について勉強してきました。 

 明るく、オープンで、整然として、あたたかさの感じられる図書館にはびっく

り。 

 翌日は、三重県上野市の崇広（すうこう）中学校を視察。この学校は、生徒の

荒廃に正面から取り組み、家庭訪問の

充実やスクールカウンセラーの配置

による相談窓口の設置、生徒会による

「プロジェクトＳ」という取り組みの

中での生徒自身の意識改革など、開か

れた学校づくりを実践されている学校でした。 

 「悪いことをした子供に対して、“悪いこと”を叱るのではなくその子の背景

を見ることが重要」といわれた校長先生の言葉が印象的でした。 

 学校自体も新築３年目で、木を基調に広々とした造りで、グラウンドの背景

には上野城もあり、まわりの景観ともマッチしたきれいな学校でした。「高圧型

ではなく生徒が自分で判断し行動できるように指導していく」というスタイル

には納得しました。 

 

●トレセン自治連合会の役員研修に参加（2003.10.10） 
 

ＪＲＡ栗東トレーニングセンター内にあるトレセン自治連合会の役員研修が、

「水環境学習体験」と題してＢＳＣウォータースポーツセンターで行われました。 

参加者２４名は、ヨットで琵琶湖の沖まで出て、水の透明度を計ったりＣＯＤ、

ｐｈなどを計ったりして琵琶湖の水環境について学びました。また、シーカヤッ

クに乗って湖上をドライブ。 

栗東では環境汚染が問題になる中、琵琶湖の水はまだ何とかきれいさを保って

いることに一応の安心感がありました。この琵琶湖は滋賀県だけのものではなく

京阪神の人の命を支えています。きれいな琵琶湖をいつまでも守る責任が私たち

にはあることを実感しました。 

心地よい天候の中でのシーカヤック体験は、癖になりそうです。 

 

●ＲＤ産廃場問題 県廃棄物対策課との協議会に出席（2003.10.10） 
 

 栗東市のＲＤ最終処分場問題についての県廃棄物対策課との協議会が中浮気

自治会館で開かれました。 

 この日の協議内容は、ＲＤ処分場改善工事に伴う協議で、県は工事実施にあ

たって▼隣接する地区の安全対策▼法面後退時の事前調査の実施▼工事中の有

害物調査の方法▼法面後退後の有害物調査▼ドラム缶調査･･･の回答を提示。合

同対策委員会も調査方法等については一部再協議も必要も概ね了解との方向性

を示しました。 

 この問題が始まって早４年。既にダイオキシン、水銀、ビスフェノールＡな

ど多くの有害物が地下水汚染を引き起こしていることが分かっています。 

 １日も早い解決のためにがんばります。 
 

●県教組湖南支部の皆さんとの懇談会に出席（2003.10.14） 
 

 大宝西公民館において、教育現場が抱える問題点や労働条件や施設等について県教組湖南支部の皆さんと懇談会するこ

とができました。 

 私、田村が文教福祉常任委員会の委員でもあることから、市内の学校の生の状況を把握したいとの思いがあっての懇談

会の開催だったのですが、先生方の置かれている状況が、深刻な状況であることには驚きでした。 

 同じ働くものとして、少なくとも先生が働く場所としての「学校」の環境は、労働条件等も未整備な部分も多く、過重

労働が続いていることには、何とか手を打つ必要があると感じました。 

主な活動報告        １０月以降の主な活動をご紹介いたします 

▲ボランティアの方々が図書館の本の管理

や修理などをしておられました。 

▲木を基調として、広く明るい教室と教室の

間のスペース。 

▲初めてのカヤック体験。癖になりそうです。

▲自治会館において、深夜遅くまで県の職員と

協議する合対の皆さん 



Ｌ 

 

７ 

Let’s Begin！       ＜URL＞ http://www009.upp.so-net.ne.jp/t-tamura/              ＜e-mail＞ taka-3@fa2.so-net.ne.jp        Let’s Begin！ 

Let’s Begin！            田村たかみつ後援会会報 ＮＯ.５ ２００４／１／１発行              Let’s Begin！

組織内討議資料 

●栗東探検第２弾「中ノ井川探検」に参加（2003.10.16） 
 私、田村の所属する「栗東市民ネットワーク」の栗東探検活動の第２弾の中ノ

井川探検を実施しました。 

 参加者は、会派の４人に加え、水質に詳しい山口さん、環境問題に取り組んで

いる当座さん、そして有機農法による農業をされ中ノ井川に詳しい中井さんの参

加によりおこないました。 

 まず、上流の林地区からスタート。ｐｈや電気伝導度、ＣＯＤの調査の後、国

松議員が投網をうち、魚をとりました。 

 小魚ばかりですが、やはり上流ということもありきれいな水であることから、

モロコなどもいました。 

 同じような調査を、５箇所のポイントを設定し下流域へと移動していきました。 

 野尻地区の中ノ井川においては、ショートカット工事が進められており生態系

への影響も気になるところですが、まだまだきれいな川であることにホッとしました。 

 

●済生会病院との懇談会に出席（2003.10.22） 
 栗東市の“市民病院”として位置づけされている済生会病院の新築工事の状況

とこれからの栗東市と済生会病院との連携等について、市長をはじめ健康福祉部

の職員、ならびに文教福祉常任委員会の委員とで済生会病院の井上委員長をはじ

め幹部の方々と懇談を行いました。 

 まず、総工費１０６億円をかけて新築工事が進む病院内部を見学。広々として

明るい院内、液晶ＴＶの付いた病室、広いリハビリセンター、そして何よりも免

震工法による耐震構造の設備を見せて

いただき、最新技術が詰まった施設で

あることの説明がありました。 

 続いて、済生会介護老人保健施設で

ある「ケアポート栗東」を見学。体の不自由なお年寄りや痴呆症の方のための施

設などを見せてもらいました。 

 懇談会では、栗東市として済生会病院に望むこととして▼療養型病床の確保

▼精神障害者医療の充実▼女性専門診療科の設置▼小児医療救急体制の充実▼

乳がん検診のためのマンモグラフィーの使用、について提案し懇談しました。 

 また、医療ミスの現状と対策についても説明を受けましたが、患者に影響の

ない医療ミスとはいえ、数多く起きていることについては考えさせられました。 

小さなミスを防ぐことで大きなミスを未然に防ぐことができるのですから、

何よりも慎重にすべきです。 

 

●行財政特別委員会研修会に参加（2003.11.11～12） 
 市議会の行財政委員会のメンバーで、長崎県の対馬の美津島町、ならびに福岡

県大野城市の行財政に関する取り組みについて、視察研修を行いました。 

 美津島町は、人口約 8500 人と小さな町ですが、合併問題を抱える中、また過

疎化に悩まされながらも、町民の 100％が加入しているというＣＡＴＶ事業を外

部委託で事業展開。情報伝達の効率化とペーパレス化促進により効果を得ている

との事。出来る限り、町の事業を民営化しコスト削減をはかっておられるとの事。 

 また、大野城市は、人口が増加傾向にある栗東とよく似た市でありましたが、

徹底した民営化（外部委託）による行政改革を実行。時代を良く見た行政運営に

感心しました。  

 

●新人議員研修に出席（2003.11.21） 
 滋賀県の８つの市の新人議員の研修が、前全国都道府県議会議長会議事調査部

長 野村稔氏を講師として、八日市ロイヤルホテルで開かれました。 

 「分権改革と地方議会」というテーマで、１年生としての心構えと、議会運営

の歴史と任務、そしてこれからの議会運営、議員の活動について講演をいただき

ました。 

 野村先生は、議会運営についてこれまでの経験や全国の事例を紹介しながら、

本音で講演してくださり、とても勉強になりました。 

 あっという間の２時間半でしたがとても参考になり、今後の議員活動に活かし

て行こうと思います。 

 

▲会派の仲間と中ノ井川を下り、水質、小魚の

生息を調べました。まだまだきれいでホッ！

▲工事中の病院の新しい入り口。広く高い天井

で明るさが大幅アップ。 

▲病院を支える「免震構造」。半径 1.2ｍの揺れ

まではダンパーが吸収してくれるそうです。 

▲ ▲美津島町のＣＡＴＶスタジオ。民間で運営され

町の広報も１日中放送。全住民が加入。 

 講演をする野村氏。この日の初心を忘れずに 
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私、田村の所属する委員会は「文教福祉常任委員会」で市政運営の

中の教育、福祉関連の事について審議する委員会です。 

まちは「人」で成り立っています。教育、福祉はまちづくりには欠

かせない要素です。 

昨年の６月以来、議会上程議案を除き委員会として審議した主な事

項についてご報告いたします。 

 

★教育関係★ 

 ①大宝幼稚園分園について 

 ②（仮称）新大宝小学校の建設について 

 ③公民館のコミュニティーセンター化について 

 ④学校の修学旅行補助金制度について 

 ⑤学校給食について 

 ⑥学校のトイレについて 

★福祉関係★ 

  ①（仮称）総合福祉保健センター建設について 

 ②学童保育所全般（建設・運営）について 

 ③心身障害者児社会参加支援助成事業について 

 ④健康栗東 21 について 

 ⑤次世代育成支援事業について 

 ⑥社会福祉施設（保育園・授産施設など）設置について 

●進捗と意見● 

 教育関係では、大宝学区の幼稚園分園や新小学校の建設が大きな

審議事項であり、学区編成の問題とのからみもあり、現在も審議を

続けています。基本的には地域住民の方々の意見が尊重されるべき

なのですが、住民への説明など理解を求めるための配慮が行政側に

は足りないことなどがありましたので改善も求めています。 

 また、公民館のコミュニティーセンター化については、まだまだ

研究が必要であり、地域災害時の指揮命令機能など民間では難しい

こともあるため、モデル地区を作り研究することも必要であると田

村は進言しています。 

 福祉関係では、障害者の福祉年金制度が昨年の３月議会で可決さ

れ、重度の方以外は支給対象外となりましたが、障害者の団体の方

からも復活の要請もあったことから、半年間委員会で審議を続けて

きた結果、今年の３月議会で形は少し変わりますが、復活の兆しが

見えてきたことは大きな成果ではないかと思います。 

 また、学童保育所問題についても、委員会でも積極的に取り上げ

てもらい改善を進めているところで、建築物の問題で随分と紛糾し

ましたが、障害児のための学童保育所もようやく設置され６月には

オープンの予定です。栗東市は「たばこ税」の行方次第では、大き

く財政計画を変更しなければなりませんが、委員会のメンバーが協

力して、「教育と福祉は後退させない」を目標にがんばります。 

 

 

 

 

 

２００３年 １０月 
1 水 金勝第２保育園運動会 

2 木 栗中祭（運動会） 

（仮称）福祉保健センター起工式 6 月

ふれあいコミュニティーセンター起工式 

7 火 猪飼前市長通夜 

8 水

9 木

文教福祉常任委員会視察研修 

12 日 栗東市ふれあい健康広場 

会派代表者会議 14 火

県教組湖南支部との懇談会 

15 水 全員協議会 

16 木 栗東探検第２弾「中の井川探検」 

17 金 文教福祉常任委員会 

22 水 済生会病院との懇談会 

23 木 行財政問題特別委員会 

26 日 金勝ふれあい広場 

29 水 行財政＆総務常任委員会との合同委員会 

30 木 葉山保育園竣工式 

２００３年 １１月 
3 月 市政功労者表彰式 

8 土 金小まつり 

全員協議会 10 月

臨時議会（全員協議会終了後） 

12 水 行財政問題特別委員会視察研修 

16 日 栗東ハーフマラソン 

19 水 綣東自治会との懇談会 

21 金 新人議員研修 

22 土

23 日

消費者大会 

24 月 猪飼氏お別れ会 

25 火 臨時議会 

２００３年 １２月 
2 火 議案説明会 

3 水 会派勉強会 

5 金 本会議開会 

9 火 議案審議 

10 水 議案審議 

11 木 一般質問 

12 金 一般質問 

15 月 議案審議 

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 全員協議会 

22 月 議会閉会 

26 金 御園会 

27 土 学童保育保護者懇談会 

文教福祉常任委員会報告 

【市政報告会の開催について】 

 
今年より順次、少人数を対象に「市政報

告会」を各地で行うこととしました。 

 栗東市の「今」を理解してもらい、「将

来」をみんなで考えたいと思っています。

 4～10 人程度集まっていただければ、ど

こへでも出向いていきますので、ぜひ、お

声かけください。 

---------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。 

【 10 月～12 月の主な活動 】

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 

TEL・FAX 077-558-0490（事務所） 

FAX・TEL 077-558-2762（事務所） 

TEL・FAX 077-558-0241（自宅） 

http://www009.upp.so-net.ne.jp/t-tamura/ 

E-mail:taka-3@fa2.so-net.ne.jp 

ホームページもご覧ください 


