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ごあいさつ 

色とりどりの花が咲きそろう季節となりましたが、皆様には益々ご健勝のこととお

慶び申し上げます。 

さて、昨年、皆様のご支援により議員にならせて頂いてから早１年になろうかと

していますが、先月の３月議会で一会計年度内のすべての議会が終了し、決

算議会ならびに予算議会を経験させていただきました。 

いま、栗東市は国による「たばこ税制度」の変更により、今年度分より大きく税

収が減少（年間２０数億円）することとなり、長期財政計画の変更を余儀なくさ

れるなど、急激な財政危機を向かえています。 

しかし、教育や福祉などのように後退させてはならない施策もあり、予算策定も

大変な状況の中、一般会計約２２３億円、特別会計約１５０億円、計約３７３億

円が平成１６年度の予算として可決されました。 

予算は貴重な市民の税金で成り立っていますので、新幹線新駅設置問題を

含め大型プロジェクトの是非については、市民理解を大前提として取り組むこと

が重要であると今議会でも訴えてまいりました。 

また、今議会では会派の代表質問を初体験させていただきました。市長の施政方針に対して会派としての考え

方を述べながら、内容について質問をする訳ですが、ある意味での「出来レース」には不満が残りました。 

「出来レース」というのは、質問をするにあたり、まず質問内容をほぼ全文作成（箇条書きではだめ）し、事前に

当局へ提出しなければなりません。そして当局から回答をもらい、その回答に対して更に追加質問をするわけです

が、追加質問も事前に質問内容を当局に提出しなければならず、質問→答弁→追質（１回きり）→答弁で終わ

ってしまい、ほとんど作文の読みあいで終わってしまいます。なにか、当市の議会ルールとはいえ単なるセレモニー

に見えて納得がいきませんでした。何とか改善したいものです。 

最後に、議員として１年を経過するにあたり、当選当初の気持ちを忘れることのないようこれからも活動するととも

に、議会報告を含めミニ集会を開催し、皆様との意見交換を行いたいと考えていますので今後ともご指導ご鞭撻

をよろしくお願いいたします。                                           田村隆光 

 
 

 

今議会のポイントは、

まず、昨年１２月に提

案された「たばこ税の条例改正（議案第 113 号）」が

撤回提案されたことです。この条例は、本市の企業事

業資金貸付金条例に「企業振興特別措置」を盛り込ん

だ条例改正だったのですが、当会派は、①偏った優遇

措置である、②公益性に欠ける、③地域社会との不均

衡、などを理由に反対をし、また、国の税制改革によ

り「市町村たばこ税都道府県交付金」制度が創設され

ることが決定したことなどから、本来、今回の通称た

ばこ条例の「条例改正」主旨が「税源確保」である以

上、条例改正の根拠の薄くなった提案は取り下げるべ

きだと主張してきました。 

 そして今回、ようやく市当局も条例が実情に合わな

くなったことを理由に第１１３号議案の撤回を議会

に上程し、満場一致で可決されました。 

 しかし、いくら国の政策だとはいえ、今回の税制改

正で栗東市のたばこ税による収入が平成１６年度分

から約２０億円以上も減少になることは市政運営と

して厳しい状況を向かえる事となりました。 

 

次は、やはり平成１

６年度予算です。 

栗東市は、新幹線新駅設置という大型プロジェクト

を抱える中、先のたばこ税の問題や近隣市町との調整

不足による駅舎建築の負担金割合の決定時期の先延

ばしを余儀なくされたり、と財政危機が市政運営に大
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きなブレーキをかけています。 

 しかし、平成１６年度の一般会計予算は厳しい財政

状況の中にあっても「福祉と教育は後退させない」こ

とが前提ですので、市長をはじめ助役、収入役、教育

長の給料と各種委員会委員報酬の見直し、補助金全般

の適正化、経常経費の２０％削減、投資的経費の２

５％削減を基本に編成された予算を審査しました。 

結果、予算編成については、一般会計で前年比マイ

ナス４．４％、金額にして約１０億円の収入減で市当

局の提案どおり承認されました。 

  

 予算額 前年度比較

一般会計 223 億 2,700 万円 4.4％減

特別会計 149 億 9,500 万円 10.9％増

合  計 373 億 2,200 万円 1.2％増

 

 予算措置の中で大きなものは、▼子どもたちの安全

確保の観点から防犯対策事業として教育施設整備（門

扉設置工事など）や小中学校の全職員にＰＨＳの配布

に約３億３千万円。▼学校給食事業に共同調理場の改

修費を含め約３億７千万円。また、▼(仮称)新大宝小

学校用地整備事業として約１２億３千万円。▼児童手

当支給事業として７～９歳まで制度が拡大されたこ

とによるもので約４億３千万円。▼保育所措置として、

治田西カナリヤ保育園の委託料を含む８億４千万円。

▼公共下水道建設促進事業として総額約３４億円。中

小企業振興事業に約１億８千万円。▼市道新設改良事

業に約３億３千万円。▼栗東新都心土地区画整理事業

(主に草津倉庫他移転補償)に約１１億円。▼手原駅前

広場工事として４億５千万円。▼年度の市町村たばこ

税都道府県交付金相当分として約１８億５千万円を

財政調整基金へ。▼公債費(借金返済)として約４３億

円。などが主な歳出となっています。 

 

なお、昨年の６月議会から一貫して主張し続けてき

た中度・軽度の障害をもつ方々の福祉年金制度の復活

については、私の所属する文教福祉常任委員会からの

強い要望もあり「障害者(児)社会参加促進助成金」と

して若干の減額と所得制限はありますが復活するこ

ととなりました。 

 また、同様に６月議会で可決し有料化とはなりまし

たが、当会派として無料化を主張し、１年だけの時限

的な措置として変更させた乳幼児の医療費助成の制

度も、今年８月から０歳児～３歳児通入院費、４～６

歳児入院費の無料化が実施されることになりました。 

さらに、議員としてはじめて受けた相談が学童保育

所の件であったことから、この一年中心的な活動とし

て取り組んできましたが、学童保育所の指導員さんや

保護者の方のご協力を得て、学童保育所事業の条例化

や、まだ満足とはいきませんが、委託料の明確化と委

託料の水準の底上げなどを図ることができました。 

 また、障害をもつ子どもたちの学童保育所的な意味

合いを持つ地域活動支援施設として県内で始めて公

設民営の施設が葉山学区に建設されることになりま

した。 

 しかし、児童手当の対象拡大に伴い出産祝い金制度

が廃止されたことや、修学旅行の補助金制度が減額さ

れ平成１７年度から廃止されること、更には新幹線新

駅設置中心で予算が編成されることについては、会派

として反対の立場で意見を言ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸収入など

4214万円

地方譲与税な

ど

13億1600万

円

国・県支出金

20億6522万

円

市債

31億1220万

円

繰越金

1億円

分担金・負担

金

2億6554万円

使用料・手数

料

8億127万円

財産収入など

8億1049万円

市税

138億1394万

円

商工費

3億8138万円

議会費

1億8086万円
労働費

1億574万円

消防費

5億3998万円

農林水産業費

4億1200万円

衛生費

17億6931万円

予備費

1000万円

民生費

48億969万円

教育費

29億1954万円

公債費

43億5850万円

総務費

38億730万円

土木費

29億6691万円
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 無所属会派「栗東市民ネットワーク」を代表して、

平成１６年度施政方針に対して代表質問をしました。 

 以下、質問と答弁の要旨です。 
（詳細は栗東市ホームページの議会議事録で確認下さい） 

 

●くらし安心まちづくりの推進について 

ＲＤ産廃処分場の解決目標はどこに？ 

また、総水銀汚染調査、旧鴨ヶ池ガス調査、更

にはダイオキシン汚染の対策はどうする。 

 
ＲＤ産廃処分場の早期解決の目標としては、 

県が出した改善命令の早期完全履行が第一と

考える。平成１７年３月末が履行期限であり、期限内

に履行されるよう県と協働して対応する。 

また、総水銀対策については、平成１５年度に設置

した３本の井戸で究明できない場合には、新たに井戸

を掘削し調査する。 

旧鴨ヶ池については環境調

査委員会の提言、土地所有者で

あるＲＤ社の承諾が得られな

い。今月中に承諾が得られない

場合、４月１日施行の条例をも

って調査に踏み切る。ダイオキ

シン類の調査については再調

査を実施する。 

 

●栗東にぎわいまちづくりの推進について 

県をはじめ新幹線新駅設置に関係する市町

の財政はみな厳しい状況にあり、多くの費用負

担を求めることは困難。 

今一度、市民の意見聞き再検討することはで

きないのか？ 

また事業計画決定も１年延期となったが、こ

の間で市民理解と財政再建はできるのか。 
 

 新幹線新駅は滋賀県南部の新たな玄関口と

して重要な社会資本整備であり栗東市の中心

的施策である。 

また、湖南３０万都市、駅周辺６０万都市のビジョ

ンを策定しており、新駅の効果を早い段階から享受す

ることでまちづくりも加速するものと考えている。 

また、栗東市の財政問題は、たばこ税問題もあり危

機的状況にあるが、断固たる決意をもって財政構造改

革プログラムを策定し改革を進める。 

また、近隣市町との費用負担の調整については草津

市長の突然の辞任で調整が進まなくなり、区画整理事

業については計画目標が半年送れとなったことなど 

から、平成１６年３月に整える目標を一年延伸するこ

とを決定した。 

この期間を有効に使い新駅のＰＲや市民への説明

を重ねながら、工事に着工したい。 

 

●子どもいきいきまちづくりの推進について 

当市の不登校児童も増加傾向にあり、深刻な

問題である。相談件数も３００件を超える中、

教育委員会としての具体的な対策は？ 

また、全国のいくつかの自治体では小学校１

年生から中学校３年生までの９年間を見通し

た体系的な教育を行うため「教育特区」を活用

しているが当市としての考えは？ 
 

 現在は教育相談員と教育相談室と連携、スク

ールカウンセラー及びオアシス相談員で個々

の対応を図っている。次年度からは教育委員会で情報

を一括して支援策を決定し、関係機関との連携も教育

委員会が中心となる体制をとる。 

 「教育特区」については、当市では複数指導教員の

配置や少人数指導の実施等によって、個に応じた学力

の向上を図っており、現在のところは考えていない。 

 保幼少中の一貫した教育体制の整備については、教

育研究所で研究を進めていく。 

 

 ●人がはつらつまちづくりの推進について 

 人権同和教育５カ年計画の進捗状況と成果

は？ また、在日外国人の人権についての啓発

活動状況は？ 
 

 ３年目となる「輝く未来計画」の目標達成の

ため人権尊重をめざす地区別懇談会やじんけ

んセミナー栗東を開催し、平成１３年度はのべ 3,160

名、平成１４年度は 2,936 名の参加があり、参加者か

らアンケート形式で意見や感想を求めた。 

今後も市民の意識評価を次回に生かすよう努める。 

また在日外国人の人権については、地区懇談会やセ

ミナーでの啓発活動は取り組んでいない。なお小中

回 答

回 答

回 答

回 答
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学校では人権学習の一環として、在日外国人の人権

問題について学習しているが、今後は在日外国人の

人権に焦点を当てた啓発活動を推進していく。 

 

 ●生活者起点の市政づくりの推進について 

  まちの重要施策の計画段階から幅広く市民

の意見を集約するとのことであるが、具体的な

方法は？ 

 市政への参加意識の高揚の観点から各級選

挙の事務の効率化も含め「電子投票制度の導

入」についてはどう考える。 

 
 まず、市民参画懇話会を拡大（50 人程度） 

し、市民の自由な発想のもとにアイデアを提供

してもらうとともに、市の計画している事業等につい

て意見や提案を出してもらうモニター機能を付加し

たい。また、パブリックコメント*1、パブリックイン

ボルブメント*2の導入により、市の計画や事業等をホ

ームページ上に公開し、市民から意見を求め、出され

た意見を参考に事業を進めていくという制度を導入

したい。 

 また、電子投票制度については、当市を含めた県下

８市６町の選挙管理委員会の研究会で調査・研究を行

いメリット・デメリットが報告されている。また、選

挙に関する意識調査で電子投票の導入が２６.９％と

不在者投票制度の周知に次いで２番目に高い率を示

す結果も出ている。 

 しかし、電子投票制度は、国政選挙は除かれている

こと、機器導入に係る費用が多額であることなどいく

つかの課題もある。導入については他自治体の状況や

法改正を視野に入れ検討を進める。 

 

●生涯安心して暮らせるまちづくりについて 

  共同作業所を利用している障害者の方は、そ

こが唯一の社会参加の場所であるがその運営

は非常に厳しいものがある。障害をもつ方の自

立支援の観点から、共同作業所への仕事のあっ

せん窓口を市が中心となって行えないか？ 

また、放課後児童の安全対策として学童保育

所の危機管理体制をどのように考える。 
 

 仕事の内容については、作業所に応じた仕 

事ということもあり、作業所と提供者が決める

べきであるが、行政としてあっせん窓口を設けるので

はなく、企業に対して仕事の提供をお願いするといっ

た広報活動を通じて支援していきたい。 

また、放課後児童の安全対策については、市として

不審者の情報提供や保護者クラブ、指導員との連携を

強化し、緊急事態が発生した時に備え危機管理マニュ

アルをもとに訓練や講習会を実施し児童の安全確保

に努める。 

 

 ●活力を生み出す産業のまちづくりについて 

  当市の学校給食では地場産野菜等の活用が

極めて少ない状況にあるが、農業振興の観点か

らも学校給食用の食材の生産を農家に委託し、

活用することで食べる側も農業の振興に寄与

できるのではないか？ 
 

 当市では、「安心、安全で美味しい」農産物 

を生産し、地産地消を推進するためアグリの郷

栗東などの直販所で販売している。 

 学校給食としては、栗東産の米や野菜の使用につい

て栗東市ＪＡや生産団体と協議し消費拡大に努めて

いるが供給が十分でないこ

とから、契約栽培、生産団体

へ教育委員会から働きかけ

る。 

 一例として、給食用いちじ

くジャムの商品開発につい

て、栗東市いちじく組合の積

極的な取り組みを頂いてい

る。 

 

 ●都市基盤の充実したまちづくりについて 

  「くりちゃんバス」の運行を民間委託ではな

く、よりきめ細かな住民サービスを提供できる

市単独の運行はできないものか。 
 

民間バスが不採算路線から撤退する場合、地 

域住民の利便を確保するための主要な選択肢

は、委託運行（21 条バス）と市直営バス（80 条バス）

がある。 

 市が選択するにあたっての判断基準として、依頼先、

コスト比較、運転手の確保、事故時の責任、市にとっ

ての融通性、市の事務量や運転手の確保などから２１

条バスが効率的と判断し運行している。 

 ８０条バスの利点は、自治体の考え方が反映できる

ことや市民のバス「マイ・バス」意識が高まるといわ

れている。 

 当市の「くりちゃんバス」は、新規の車両購入への

補助、車両や停留所に独自のデザインを施し、バス路

線の編成にも主体的にかかわっていることから直営

バスの利点も取り入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 答

回 答

回 答

回 答
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●都市基盤の充実したまちづくりについて 

   滋賀県が経済振興特別区域制度の導入を

図るとのことであるが、この制度の活用につ

いて当市の考えは？ 

   また、当市の職員提案制度の実態は？ 
 

 経済特区制度導入については、２月の県議会

で提案されたが、内容は不動産取得税、固定資産税お

よび法人事業税の免除ならびに減免措置というもの

である。 

当市として職員はもちろん民間事業者、地域住民、

大学等の学術研究機関へ情報を発信し、協働しあいな

がら地域特性を最大限に生かした自発的、主体的な産

業振興策を検討していきたいと考えている。 

また、職員提案制度については平成１４年度は３５

件の提案があり、内容としては事務改善提案が１９件、

政策提案が２件、アイデア提案が８件であった。 

この中で、実施採用２件、一部採用６件、参考採用

１４件、不採用については１３件だった。 

平成１５年度は１７件の提案があり、事務改善提案

が１０件、政策提案が 1 件、アイデア提案が６件で、

現在審査中である。 

----------------------------------------------- 
*1）パブリック・コメントとは、行政機関が政策の立案等を行お

うとする際にその案を公表し、この案に対して広く国民・事業

者等の皆さんから意見や情報を提出していただく機会を設け、

行政機関は、提出された意見等を考慮して最終的な意思決定を

行うというもの 
*2）パブリック・インボルブメントとは、直訳すれば「市民を巻

き込むこと」。公共事業の計画を作る中で、住民がその計画の相

談に加わることを意味する。行政側は、さまざまな関係者に対し

て計画の当初から情報を提供するとともに、住民が意見を表明で

きる場を設ける。住民の意見は、計画に反映され、事業内容の見

直しなどを行いながら、住民と行政が合意形成を進めていく。 

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

 
 
 
●滋賀県教職員組合の旗開きに出席（1.10） 

 

 滋賀県教職員組合の躍

進旗開きが、大津のいこ

いの村びわこで開催され

ましたので出席させてい

ただきました。 

 また、長年委員長とし

て活躍されてきた清水さ

んの最後の旗開きでもあ

り感慨深いものがありました。 

 ●平成１６年消防出初式に出席（1.11） 

 

 栗東市の消防出初式

が、「さきら」で行われ、

自衛消防団の方々の表彰

式をはじめとした式典の

後、さきら広場において、

各自治会の日頃の訓練の

成果発表を含め放水が行

われました。 

●栗東市成人式に出席（1.12） 

 

平成１６年栗東成人式

が、「さきら」を会場と

して、スーツや晴れ着に

身をつつんだ多くの成人

者の参加により行われま

した。 

今年市内で成人を迎え

た人は６３１名でした。 

 

 ●三日月大造衆議院議員年賀会に出席（1.17） 

 

滋賀３区から選出の衆議院議員、三日月大造さんの年

賀会が草津エストピアホ

テルで多くの参加者のも

と開催されました。 

 衆議院議員経験２ヶ月

の三日月さんから、国会

での話や新年にあたり抱

負と決意を込めたあいさ

つがありました。 
●栗東市耐寒アベック登山大会開会式に出席（1.18） 

  

マイナス０度という気温の中、恒例の耐寒アベック登

山大会が開かれました。 

 参加者は、栗東市内外

から約６５０名と昨年よ

りも増えており、この大

会の人気の高さをあらわ

していました。 

 

 ●草津養護学校＆元気玉クラブを視察（1.21） 

 

 障害をもつ子ども達の地域活動支援施設「栗東元気玉

クラブ」が、葉山学区にこの春新設されるにたり、現在

の母体である草津元気玉

クラブの視察とそこを利

用している児童が通って

いる草津養護学校と元気

玉クラブの活動施設を視

察しました。 

回 答
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●田村たかみつ市政報告会を開催（1.23） 

 

 私の昨年６月からの議員活動と栗東市のおかれている

状況等を報告するために、約１３０名の職場委員を中心

足して市政報告会を開催いたしました。 

 報告会の後は、出席者

のみなさんとビンゴゲー

ムをしながら懇親を深め

ました。 

 今後は、後援会の皆さ

んを中心として、ミニ集

会形式で報告会を開催し

ていきます。 

 

 ●連合地協ユニオンセミナーに出席（1.25） 

 

 連合滋賀草津栗東地協主催の第３回ユニオンセミナー

が、いこいの村びわこで開かれました。 

 連合参加の組合員 60 名余と連合議員団も出席し、第一

部が三日月大造衆議院議

員による国政報告会、第

二部が「2004 年度年金制

度改革について」と題し

て、松蔭女子大講師の竹

本善次さんが年金のあり

方と今後について講義し

てくださいました。 

●滋賀県市議会議長会定例議員研修に出席（1.28） 

 

 県内の市議会議員の議員研修が２８日、午前１０時よ

り彦根プリンスホテルにおいて行われました。 

 研修は講義研修で、「名勝負、名場面から見た何を学

んだか」を演題として、

元ＮＨＫアナウンサーの

西田善夫氏が講師をつと

めていただき、約１時間

講演いただきました。 

 内容は、茨城県の常総

学院野球部監督の木内さ

んのリーダーシップにつ

いてのお話でした。 

 

 ●栗東市民ネットワーク in 豊島 （1.28～30） 

 

 議会の会派研修として、香川県の豊島および直島の産

廃処分場の現状を視察に行きました。 

 約６０万トンもの有害廃棄物を豊島から専用船で直島

へ運び、直島の溶融施設

でリサイクル処理すると

いう壮大な計画を見てき

ました。 

 豊島は、日本最大の不

法投棄現場とは思えない

ほどきれいにシートで覆

われていましたが、処分

には１０年以上かかると

のこと。 

●第１２回きらめきＲｉｔｔｏに参加（2.7） 

 

 きらめきＲｉｔｔｏ実行委員会主催による男女共同参

画社会づくり事業第１２回きらめきＲｉｔｔｏ「女と男

がささえあいともに輝こう」が中央公民館において開か

れました。 

 内容は、実行委員会のメンバーによる朗読劇「ある家

庭の会話から」と、「女

はつよい」をテーマにト

ーク＆人形劇ということ

で、西宮小夜子さんを講

師に、人権、ジェンダー、

人と人、との内容を３部

に分けた人形劇で関西弁

丸出しのトークで会場は

笑いの渦に。 

 ●栗東・石部広域行政協議会 先進地視察研修に出席 

（2.10） 

 隣接する栗東市・石部町との広域な行政のあり方につ

いて、地域の特色を活かしたまちづくりを進めている先

進地を視察しようということで、三重県鈴鹿郡関町のま

ちづくりについて視察研修してきました。 

 関町は、東海道５３の

宿場のうち、第４７番目

に当たる関宿と第４８番

目に当たる坂下宿のふた

つがあるまちでもあり、

その町並みを残そうとい

うことで取り組みが昭和

５５年頃から本格的に始

まったところです。 

●トレセン自治会主催 人権セミナー「守ろう人権・差

別のないまちづくり」」に出席（2.12） 

 栗東トレセン自治会が人権の啓発運動として取り組ん

でいる「人権セミナー守ろう人権・差別のないまちづく

り」が、トレセン内の厚生会館において約１３０名の住

民のみなさんの参

加のもと行われま

した。今回は、チ

ポロペッという県

教組の清原さんと

伊藤さんのコンビ

による人権漫才で

学習しました。 

 ●学童フェスティバルに出席 （2.15） 

 栗東市の８つの学童保育所の児童たちのフェスティバ

ルが中央公民館において開催されました。 

 午前中は、市役所前でフリーマーケットや模擬店などの

出展があり、大変な人出でにぎわっていました。 

 午後からは、中央公民

館のステージにおいて各

学童の子どもたちがダン

スや竹太鼓を披露。 

約３００人からの子ど

もたちに父母会の方々と

公民館は満員状態でし

た。 
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●草津・栗東地域協議会総会懇親会に出席 （2.18） 

 

 連合滋賀草津栗東地域協議会の第１５回定期総会が草

津エストピアホテルにおいて開催され、その後の懇親会

に出席しました。 

 連合傘下の各産別の組合員で草津・栗東在住のみなさ

んが出席の中、三日月大造衆議院議員をはじめ、出原、

北野両県議、そして草津市議会の山本、堀、大脇、奥村

議員、栗東では私を含め国松篤議員が出席。栗東市から

は吉岡助役が出席されま

した。 

 そして、今年７月の参

議院選挙に出馬予定の

「林久美子」さんも出席

され、出馬に対しての熱

い思いを語っていただき

ました。 

 

 ●三日月衆議院議員とＲＤ産廃処分場視察（2.23） 

 

 三日月大造衆議院と栗東市小野にあるＲＤ産業廃棄物

最終処分場を視察しました。 

 問題となってから 4年以上が経過し、ようやく改善命

令に基づく住宅側法面の後退工事が進められていまし

た。 

住宅街のすぐ横にそびえていたゴミの山も 80％が削り

取られ、同処分場内の別

の場所に移されていまし

たが、移動先は高さ２０

ｍにも。これも問題で

は？と感じています。 

 今後も深堀穴の修復工

事を含め早急な問題解決

を目指して住民の皆さん

と協働して進めていかな

くてはいけません。 

 

●連合滋賀 2004 春季生活闘争＆参議院選挙必勝決起集

会に参加 （3.6） 

 

 連合主催の０４春闘勝利ならびに７月の参議院議員選

挙必勝を誓う決起集会が大津のなぎさ公園で行われ、連

合参加の組合員と連合議員団、そして７月の参議院選挙

の比例区ならびに選挙区の候補者が必勝を誓いました。

 今年は雪やみぞれ降る中での決起集会となりました

が、参加者の熱気でおおいに盛り上がりました。 

 参議院選挙区候補者の

林久美子さんも寒い中、

出馬にかける熱い思いを

披露。そのあと、大津駅

までシュプレヒコールを

しながらデモ行進をしま

した。 

 

 ●人権を考えるつどい「あなたにとって人権とは！！に

出席」（3.6） 

 

 毎年３月の第１土曜日を「人権デー」として定めてい

る栗東市の主催する人権を考えるつどいが「さきら」で

開催され、人権に関する作文やポスター、標語など２０

０３年度人権啓発作品受賞者表彰と、その後、作家の落

合恵子さんを講師とした講演「いのちの感受性・・・共

に生きる」が行われました。 

 講演の内容は、「人権」

というものを言葉ではな

く意識として捉えようと

いうことで、いくつかの

例を示しながら、また自

分の生い立ちを示しなが

ら人権を大切にすること

の重要性について話して

くださいました。 

 

●イラクへの自衛隊派遣反対行動・滋賀県集会へ参加

（3.20） 

 

 アメリカ・イギリス軍がイラク戦争を始めてから丸１

年、世界各国の戦争に反対する市民は米英軍がイラク戦

争を始めた３月２０日にイラク占領反対の「世界同日行

動」を世界各地で行いました。 

 私も、この日、滋賀県民平和人権運動センターが主催

した「自衛隊イラク派遣反

対！」滋賀県６００人集会

に参加し、平和を求め、戦

争・占領に反対する大勢の

仲間の皆さんと、ＪＲ膳所

駅までの１.３ｋｍをデモ

行進しました。 

 

 ●市民ネットワークで「折り梅」の映画上映会を開催

（3.28） 

 

 私の所属する会派「栗東市民ネットワーク」で、アル

ツハイマー病と家族のかかわりを描いた「折り梅」の上

映会を栗東さきらで開催しました。 

 参加者は、１３０人でしたがみなさん良い映画だった

と言って下さいました。 

 私も、人に優しくする

ことの大切さや、いつか

は自分も介護される身に

なるんだ、ということを

改めて考えさせられまし

た。 

 当会派では、探検活動

ということで、栗東探検

くりちゃんバスツアー、

中の井川探検、豊島産廃処分場探検をこれまで実施。今

回が第４回目で福祉探検の一環として実施しました。 
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私は 

 

    さんを応援します 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2004 年 1 月 

7 水
・新年賀会 

・人権セミナー 

11 日 ・消防出初式 

12 月
・成人式 

・上砥山合同役員年賀会 

13 火 ・金勝学区民児協意見交換会 

15 木 ・学童保育に関する懇談会 

16 金 ・全員協議会 

17 土
・栗東市社会福祉大会 

・三日月大造 2004 年年賀会 

18 日 ・耐寒アベック登山 

20 火 ・湖南地区市町議会議長会 

22 木 ・講演会／これからの政治と経済 

23 金 ・田村たかみつ市政報告会 

27 火
・行財政問題特別委員会 

・日教組湖南支部との懇談会 

28 水 ・滋賀県定例議員研修 

29 木 ・会派研修（豊島・直島／28～30 日） 

31 土 ・学童保育所父母会役員との懇談会 

2004 年 2 月 

3 火 ・学童保育所の件で幼児課ヒアリング 

7 土
・きらめき栗東 

・学童保育所父母会役員との懇談会 

10 火 ・栗東・石部広域行政協議会先進地視察研修

12 木 ・文教福祉常任委員会 

15 日 ・学童フェスティバル 

16 月 ・全員協議会 

17 火 ・映画上映会打合せ 

20 金
・新幹線新駅設置の凍結を求める請願書提出

・金勝学区自治会長との懇談会 

25 水 ・議案説明会 

2004 年 3 月 

1 月 ・定例会開会 

5 金 ・議案審議 

6 土 ・栗東市人権デー記念講演 

8 月 ・ほほえみ苑運営協議会 

9 火 ・代表質問 

10 水
・一般質問 

・栗東中学校卒業式 

11 木 ・一般質問 

12 金 ・一般質問 

15 月 ・文教福祉常任委員会 

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 ・小学校卒業式 

23 火 ・定例会閉会 

26 金 ・ほほえみ苑運営協議会 

28 日 ・「折り梅」上映会 

29 月 ・金勝川水系土地改良事業促進協協議会 

---------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 

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 

林
は や し

 久美子
く み こ

来る７月１１日に参議院議員選

挙が行われる予定となっています

が、その候補者として、私は、元び

わこ放送キャスターの「林久美子」

さんを応援することを決めました。

林さんは、一児の母として、また

働く女性として、皆さんと同じ目線

で感じた疑問や、世の中をおおって

いる不安の原因を取り除きたい！

と考えておられます。 

「今、一番怖いのは未来を失うこ

と“未来を取りもどそう”」と明る

く元気な滋賀、そして日本を創るた

めに勇気をもって立ち上がってく

ださいました。 

皆さんのご支援・ご指導をよろし

くお願いいたします。 

【プロフィール】 

●1972 年生まれ ３１才 

●彦根東高校卒業 

●早稲田大学第一文学部卒業 

●1995 年びわこ放送㈱入社 

 報道部キャスター、記者 

●2003 年湖東コミュニティ

ーネットワークキャスター 

●現在 民主党滋賀県参議院

選挙区第 1 総支部総支部長 

 

★家族 夫、子ども１人 

★趣味 ピアノ・読書 

★座右の銘 継続は力なり 

 早いもので、今年６月で議員１年目を迎えますが、昨年の今頃は選

挙の準備に追われていたことを思い出します。 

 お陰さまで多くに方々に支えられて議員となり、昨年６月から今年

３月まで４回の定例会を経験し、所属の文教福祉常任委員会でも意見

させてもらってますが、まだまだ力不足を感じております。 

 今後も、初心忘れることなく「情熱」をもって活動するためにも、

１年に１度は診断が必要だと感じております。 

自己診断だけでは甘くなりがちですので、ぜひ皆様に私の活動等に

つきまして「通信簿」をつけていただきたいと考えています。 

添付しましたハガキにて、評価をいただき返送していただければ幸

いです。よろしくお願いいたします。 


