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新年明けましておめでとうございます。 

皆様にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

旧年中は、田村たかみつの議員活動にご理解とご支援をいただき厚く御礼

申し上げます。 

さて、早いもので市議会議員として２回目の正月を迎えました。 

昨年は、議員１年目を区切りとして、栗東市政の状況を伝え、栗東の将来の

まちづくりについて、市民の皆様とひざ詰めでお話をしたいとの想いから、「まちづ

くり車座集会」と題したミニ集会を後援会の皆さんを中心として、市内１１ヶ所で

開催し、延べ１６５名の方々の参加を頂きながら、市政のご報告をするとともに市

政に対する多くのご意見をいただきました。 

今年は、後援会の方々だけではなく、広く市民の方々と懇談ができるよう「まち

づくり車座集会」も工夫をしたいと考えておりますので、皆様方からもアイデアを頂

くと共に会場の提供をお願いできればと考えています。 

現在栗東市は、平成１７年度の予算を作成中ですが、その財政状況はたばこ税をはじめ市税等の減収などの

影響もあり大きな財源不足が生じており、予算編成のための財源確保のために大幅な削減予算を組まなければな

らない状況にあります。しかし、一方では「新幹線新駅設置」が強力に進められるなど、「我慢」と「贅沢」が入り混

じった市政運営という状況がこのまちには起きています。 

行政運営での「先行投資」という手法は、確かに必要な部分もありますが、国内では「未来ために」と先行投

資した公共事業が「無意味な物」になっているものも多くあります。 

私は、栗東市における新幹線新駅が、「無意味なもの」にならないためにも、将来の栗東をより具体的に描くグ

ランドデザインを明確にし、正確な財政計画を市民に示すことが重要であると考えています。 

時代変化の速い今日においては、時代の流れを冷静に見つめ、将来の栗東市のあり方をしっかりと論議する

ことが、市民が誇れるまちづくりに活かされてくるものと信じています。 

今年１年、初心忘れずにがんばってまいりますので、益々のご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

田村隆光 

 
 

 

今回の議案は、平成１６年度の

一般会計と国民健康保険ならびに

介護保険等の特別会計の補正予算

関連議案が７件、「新幹線栗東新

駅」建設の是非を問う住民投票条

例を含む条例関連の議題が３件、

その他、（仮称）新大宝小学校用地

取得や道路の認定等の議案が１０

件、計２０件の議案と「高校普通

科の全県 1 区制」に対する説明機

会を求める請願、その他要望書６

件を審査しました。 

補正予算関連 
 

一般会計の補正予算は、当初予

算２３２億円に約２億円を追加し２３４

億円とするもので、主に職員の賃金

（時間外手当等）や、母子家庭や乳

幼児等の医療費助成、障がい者福

祉関連施策、さらには道路の新設

費用等を増額補正するものです。 

また、葉山保育園自園給食の委

託料(平成１７年度から平成１９年度

まで)として約２千９００万円を債務負

担行為(注 1)による補正とし、審査の

上、全会一致で可決されました。 

 
注 1）自治体の会計は、単年度主義を取って

おり、翌年度以降の予算は編成されていません

ので、年度をまたぐ契約は、本来できません。 
しかし、リース物件や土地の賃貸借、利子補

給等、年度を越える契約が必要な場合がありま

す。この場合、後年度の負担を明確にしてから

契約をすることになりますが、この手続きを

「債務負担行為」といい、後年度負担額を「債

務負担行為額」といいます。債務負担にはリー

ス契約や賃借契約で将来の支払いを約束する

もののほか、借入金を事業費に充て、その年賦

返済を約束している場合があります。事実上補

助金も受けず、また起債の対象にもならない事

業で、後年度一般財源の中でやり繰りをして予

算を計上し、分割で支払っている債務です。 
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「新幹線栗東新駅」建設の 

是非を問う住民投票条例 
 

 今議会最大の注目は、この条例の

制定に対する行政と議会の動向で

あり、マスコミ各社も見守る中、“否

決”の決定が下されました。以下、

経過を報告します。 

 

■提案経過 

 

この条例制定の提案者は、「(略

称)新幹線新駅・住民投票の会が、

新幹線栗東新駅の駅舎建築費に多

くの地元負担が生じることや新駅

の必要性等への疑問などから、「新

駅設置の必要性は住民投票によっ

て広く民意を聞くべきである」とし

て始まった運動であり、今年１０月

の１ヶ月間で条例制定に向けた署

名活動を展開し、直接請求の条件で

ある有権者数の５０分の１(栗東市

の場合 890 人程度)を大きく上回る

７,９４８人の署名を集めて市長に

提出しました。 

 それを踏まえ市長は、条例案に意

見書をつけて追加提案としました。 

 議会での議案質疑の際、同会の代

表者が条例制定の必要性について

議場で説明(意見陳述)し、それに対

して市長が意見を述べ、その後、環

境建設常任委員会と総務常任委員

会に付託され、本会議で採決という

形で審査されました。 

 

■市長の意見 

 

 昭和63年12月にＪＲ東海道新幹

線（仮称）栗東駅促進協議会を設立

し、栗東町議会でも全会一致で誘致

を決定し誘致活動を展開してきた。 

 そして平成 14 年 4 月にＪＲ東海

と新駅設置に関する基本協定を取

り交わしたことからも、市民の理解

は十分得られていると判断してい

るので、改めて住民の意思を問う必

要はない。 

 栗東の将来のために、新幹線とい

うナショナルブランドを活かし、新

たな地域振興を進め交流を機軸と

したまちづくりには新幹線新駅は

必要不可欠だ。 

■議員会派のスタンス 

 

 新駅設置について、推進派と呼ば

れる会派は、自民系会派（新政栗東

7人）、公明栗東（2人）、慎重派は、

自民系会派（栗政会 4 人）、私の所

属する民主・無所属会派（栗東市民

ネットワーク 4 人）、反対派は日本

共産党議員団（3人）となっていま

す。 

 

■栗東市民ネットワークの見解 

 

住民投票自体はこれからの議会

制民主主義を補完する市民参加(直
接民主主義)の手法の一つであると

考えていますが、今回のこの条例の

制定については、市民が新幹線新駅

設置に関して、当局からの情報不足

もあり、単に新駅設置の“是非”を

問うには、必要かどうか判断するた

めの材料が乏しいため、まずは市民

への理解を深めることが先ではな

いかという判断に立ちました。 
そこで、今年9月の時点で國松市

長に対し、「新駅設置に関する財政

計画や波及効果など市民に理解が

得られていない。時期的には遅すぎ

るが早急に各自治会単位(約 120 自

治会)で説明会を開き市民の理解を

得るべきだ」と提言しました。 
現在、市当局による説明会が順次

開催されていますが、まだ全体の３

分の２程度しか終了していない状

況ですし、説明会の内容にも問題が

あるようです。 
 そのような状況下で、「条例制定

の是非」を決定するのは早すぎると

し、“継続審議”の案件とすべきで

あると主張していました。 

 

■採決の流れ 

 

 15 日に提出された本議案は、何

故か環境建設常任委員会へ付託さ

れました。（条例の案件は本来、総

務常任委員会で審査する） 

環境建設委員会で本議案に対す

る採決時に当会派より“継続審議”

の動議を提出しましたが、可否同数

により、結局、委員長裁決となり否

決されました。 

その後、24 日の議会において、

住民投票条例の制定についての採

決時に栗政会より再び“継続審議”

の動議が出され、“継続審議”とす

るか否かの採決を無記名投票で議

長を除く 19 人の議員で投票するこ

とになりました。 

結果は、10 対 9 で“継続審議”

に反対とする投票が僅か１票多く、

否決されました。 

 
＜投票結果＞ 

新政栗東＝全員が反対（議長除く） 

栗政会 ＝半数が賛成 

公明栗東＝全員が反対 

市民ネットワーク＝全員が賛成 

日本共産党＝全員が賛成 

 

その後、住民投票条例の制定につ

いての議案に対しての採決となり、

当会派は、あくまでも継続して審議

すべきとして、採決に不参加を決め

退席しましたが、採決結果は、栗政

会の2名と共産党の3名が賛成した

のに留まり、賛成少数で否決となり

ました。 

 

■今後の動向 

 

 市長は今回の採決結果を見て、

「これで議会内の決着はついた」と

判断していますが、議会の議論が真

っ二つになるような事案について

は、それだけ伯仲しているというこ

とであり慎重に対応すべきです。 

また、平成 17 年 3 月に決まる各

関係市の負担金割合についても問

題は残っています。 

それは、昭和 63 年から新幹線新

駅促進協議会が設置され取組みが

推進されてきたのですが、実際、新

幹線新駅設置のために積立金等を

実施しているのは、県(40 億円)と

栗東市(35 億円)だけという状況で

す。本当に湖南の玄関口としての新

駅設置を近隣市は望んでいるのか

疑問です。 

さらに、実際工事着工となった場

合でも完成は予定（2010年）より1

～2 年遅れることがわかっており、

工期延長による新たな負担の発生

も考えられるため、今後も財政計画

や工事計画について注意が必要で

あると考えています。 
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質 問 今年３月および６月の議会

で設置条例や運営基準が明確となる

など、一定の整備は整ってきたが、利

用ニーズの高まりと共に大規模化が

進み、設置基準を満たしていない学童

保育所がほとんどである。 

また、障がい児の学童保育所（地域

活動支援施設）においては、指導員の

方がマンツーマンで対応されている

こともあり、定員数をオーバーしてい

る状況にある。市の対応は？ 

 

回 答 現在、学童保育所には民

間も含め 438 名が利用者いるが、

基準である児童一人当たり 1.65

㎡をすべて上回っているわけで

はない。今後、民間活力とも協調

していく予定である。 

 また、障がい児の地域活動施設

についても今後考えられる状況

に随時対応していく。 

 

質 問 指導員の配置基準が利用者

数に均等な区分となっておらず、また

人数によっては 0.5 人という基準が

あるため1名を雇っても1名分の人件

費は補助されない。 

指導員を安定的に雇用するために

も配置基準の見直しが必要ではない

か？ 

 

回 答 基準はあくまでも費用の算

定基準としてある。運営費全体の中で

工面をしてもらっていることは承知

しており、基準が適正なのか今後実情

に合う内容で検証しながら実施をし

ていく。 

 

 

 

質 問 一般学童保育所を障がいを

持つ児童が利用した場合、その障がい

の程度に応じて加配する指導員の人

数が先の議会で明確になったが、これ

はあくまで障がい者手帳や療育手帳

を持った児童に限られている。 

 昨今、ＬＤやＡＤＨＤなど発達障が

いを持つ児童も学童保育所を利用す

るが、保育園では加配の先生がついて

いても学童では加配がつかないし、基

準がない。 

 また、指導員の方も専門的な知識が

ない場合があり対応に苦慮されてい

る。加配に対する考えと研修機会を設

けることについて伺う。 

 

回 答 現在、6名の加配をして

いるが、指導員の技術を上げると

いうことで研修会への参加窓口

を設け案内もしているが、新たに

起こっている課題については研

修会等の機会を拡大していく。 

 加配については、基本的に手帳を持

っている方としたい。 

 

質 問 放課後の児童の安全を考え

たとき、現行の防犯ブザーでは不安で

ある。高機能の防犯システムを学童保

育所にも設置すべきではないか？ 

 

回 答 現在、防犯マニュアルを作

成中であり、その中の協議で位置付け

や対策を明確にしていく。 

 

質 問 父母会が各学童保育所との

交流の場として、長年実施されてきて

いる学童フェスティバルも参加者の

増加と共に会場費等の負担も多くな

ってきている。公設民営の施設である

以上、このようなイベントについても

一定の支援体制が必要なのではない

か？ 

 

回 答 学童連絡協議会に一定の助

成もさせてもらっているが、協議の中

で支援できる部分については十分対

応していく。 

 

 

 

 

質 問 くりちゃんバスのダイ

ヤ改正後の成果は？ 

 

回 答 ダイヤ改正前と改正後

の利用状況は、改正前の 1月当た

り平均利用者数 5，710 人に対し、

改正後の利用者数は 5，912 人と

なっており、僅かではあるが増加

している。また、バス 1 運行当た

りの平均乗車人数についても昨

年の 1．7人に対し本年度は 2．7

人と増加している状況にある。 

 

質 問 市民の日常生活を支援する

意味からも、日曜日・祝祭日の運行を

再開すべきだと考えるが？ 

 

回 答 日曜日・祝祭日の運行がな

くなったことで不便を感じておられ

る方もいるだろうが、再開すると年間

960 万円程度費用負担がかかるため

費用対効果を考える中では再開は厳

しい。 

 

質 問 伊勢落地区、金勝地区のバ

スの環境は非常に悪いが、地域間格差

をなくして欲しい？ 

 

回 答 伊勢落地区は、道が狭いこ

ともありくりちゃんバスではなく、滋

賀交通が走っているが、今回、滋賀交

通の運行廃止にともない、新しいバス

を導入していく。 

 金勝地区の問題は非常に複雑な問

題もあり大きな課題として認識して

いる。いろいろな意見を整理し、来年

5月のダイヤ改正に活かしていく。 

 

学童保育所の課題解決を急げ 

くりちゃんバスの利便性の向上を
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▲金勝幼児園運動会に出席 

（10.2） 
 
▲旧日赤山荘の可能性を考える

フォーラム・３回シリーズすべて

参加（10.4～11.23） 

 
▲全国環境整備事業協同組合連

合会の全国大会に出席 （10.8） 

 
 
▲第１０回まちづくり車座集会/

トレセン（10.8） 

    

 
▲栗東市人権セミナーに３回シ

リーズすべて参加（10.9～10.22） 

 
▲栗東芸術文化会館さきら開館

5 周年記念 メモリアル･ガラ･コ

ンサートに出席（10.10） 
 
▲栗東市体育協会創立５０周年

記念式典に出席（10.11） 
 
▲市民活動サポート講座に参加

（10.13） 
   

 
 

▲金勝老人スポーツ大会に出席 

（10.31） 

 
▲金勝ふれあいひろばに出席 

（10.31） 

 
▲栗東市市政功労者表彰に出席

（11.3） 

 
▲文教福祉常任委員会先進地視

察に参加（11.18） 
   

 
▲平成１６年度 湖南地区市議

会議長会議員研修に出席（11.19） 

 
▲第４７回栗東市ハーフマラソ

ンの開会式に出席（11.23） 

 
 

▲第１１回まちづくり車座集会/

安養寺・渡辺さん宅（11.24） 

 
▲第４回連合地協ユニオンセミ

ナーに参加（12.12） 
    

 

 

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 

---------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。 

＜編集後記＞ 

 今年は酉年で私は“年男”に当たります。１０月で４８歳。 

酉年のためか、いつもバタバタしながら日々生活しています。 

あれもせんなあかん！これもや！と優先順位はつけて仕事をしているつ

もりなのですが、中途半端に手をつけたために机の上があっという間に物

置状態に。それを見るとやる気が失せて先延ばしに･･･そして期限が迫りバ

タバタと仕事に追われることの繰り返しで１年過ぎます。 

今年こそは、なんとかせなあかんとバタバタした中で考えています。 


