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さくらの季節がやってきました。 

4 月は、新入学や転勤、そして新年度のはじまりなど、いろ

いろなことがスタートを切る時期でもあり、心機一転、仕切

りなおしの時期でもありますし、私も議員３年目に突入という時期を向か

え、気持ちを新たにしているところです。 

さて、栗東市議会も平成１７年度の一般会計および１０の特別会計、

およびその他の議案を含め４１の議案が３月定例会（３月２日～３月２４

日）で可決成立し、新年度のスタートを切ることになりました。 

また、新幹線新駅設置問題も大詰めを迎えており、滋賀県および栗

東市だけでなく、促進協議会を構成している大津市、草津市、守山

市、野洲市、湖南市、甲賀市のそれぞれの駅舎負担金の割合が発表され、各市とも遅くとも６月の議会に諮ら

れることとなります。 

わたしは、新幹線新駅の設置問題については、現状の財政状況を考えた場合、教育、福祉をはじめとした多

くの施策の中でも、決して「最優先課題はない」と位置づけていますが、市民の皆様をはじめ、関係者の方々、い

ろいろなご意見があります。十分に話し合ってより良い道を築いていくことには最大限の努力をしていかなくてはなら

ないと思っています。 

また、RD 処分場の問題も依然として解決の目途が立たず、深堀箇所の改善工事も結局は延長せざるを得ず、

県の姿勢に疑問は深まるばかりです。もっと積極的に“ど真剣”に取り組んで欲しいものです。私も一日も早い解

決に向けて地域の団体の方々と共に取り組んで行きます。 

今後も、市政運営や私の議員としての行動や言動等についても、厳しくご指導賜りますようお願い申し上げます。

田村たかみつ 

 
 

 

今回の議案は、平成１７年度の

一般会計予算および国民健康保険

ならびに介護保険等を含む１０の

特別会計予算をはじめとして、全

部で４１の議案を審査しました。 

とりわけ、平成１７年度予算に

ついては、新幹線新駅設置にかか

る平成１７年度予算の修正を求め

議会に修正動議を提出し、また、

所属の文教福祉常任委員会では公

民館のコミュニティーセンター化

について委員会が紛糾するなど、

財政問題と行政姿勢について追求

する議会となりました。 

 

条例・補正予算 
 

今議会における私の所属する文

教福祉常任委員会への付託案件は、

条例５件、補正を含む予算８件、

請願１件でした。 

主な内容は、条例では、児童福

祉法や国民健康保険法等の改正に

伴う変更であり、委員会決議同様

に本会議でも全会一致で可決しま

した。 

補正予算関連では、平成１６年

度一般会計および特別会計の教

育・福祉関連について審査しまし

た。 

補正の主なものは、小学校費の

（仮称）新大宝小学校用地整備事

業で土地購入費が借地へ振替えと

なったことによる減額や造成工事

等の入札残など約２億円を減額、

また栗東西中のエレベーター設置

費を約３千万円計上するといった

内容です。 

その他、委員会では、多くの意

見も出ましたが、賛成多数で可決

すべきものと決し、本会議でも賛

成多数で可決いたしました。 

 

平成 17 年度一般会計予算 
 

平成１７年度の一般会計予算の

総額は、２３４億６千７百万円（前

年比 105.1％）、特別会計予算総額

は１４３億２千４百万円（前年比

95.5％）の計３７７億９千百万円

（前年比 101.3％）の予算となり
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ました。 

主な内容として、▼新大宝小学

校整備事業で約２２億円、▼各小

学校の外周フェンス設置工事を含

む教育施設改修事業で約７千５百

万円、▼防犯のまちづくり事業費

として、防犯防災一斉通報システ

ムや栗東駅前防犯カメラ設置を含

め約１千６百万円、▼幼稚園運営

経費として、大宝幼稚園の増築費

等を含め約２億４千万円、▼図書

館分館設置にかかる費用として、

約４千万円、▼市道新設改良事業

として、駅前広場整備と JR栗東駅

のエレベーター設置費、市道３路

線の新設等を含み５億５千万円、

▼新幹線関連の事業として、横断

水路切換工事や区画整理事業費な

ど債務負担も含め約１６億円など、

７０を超える新規事業に約３０億

円を超える予算計上となっていま

す。 

 

公民館のコミセン化で紛糾 
 

文教福祉常任委員会における一

般会計予算の審査の中でも、一番

時間を費やし、委員会が紛糾した

のは、公民館のコミュニティーセ

ンター化についてでした。 

この問題は、平成１８年度から

公民館の館長ほか職員を民間から

雇用し、民営化するというもので

すが、この案件は課題も多いこと

から、委員会では審議途中の案件

でしたが、教育委員会が独断で地

域の自治会長宛に公民館長の推薦

を依頼し、市職員の現館長を引き

上げることを決定していたことが

大きな争点となりました。 

私としても、「コミセン化をむげ

に反対するものではないが、民営

化よる不安もある。十分議論を深

め慎重に対処すべき」とこれまで

の委員会で進言していました。 

今議会の委員会の冒頭、里内教

育長からこれまでの対応の不備に

対して謝罪もありましたが、私は、

民間人が館長として運営をするた

めには▼大災害等における指揮命

令をはじめとした対応能力の問題、

▼諸証明発行等のプライバシーに

関する問題、▼議会および地域無

視で今日まで進めてきたプロセス

の問題などいくつかの問題点を指

摘しました。 

審議が進む中、「平成１７年度は

試行段階として、既に地域から館

長に推薦された者については“館

長心得”とし、市職員を館長とし

て再度配置する」という代案が提

示されましたが、私は、▼平成 17

年度予算も可決成立していない中、

また▼地域の了解も得ないまま勝

手な変更は認められないとして、

このような行政の姿勢に対して大

きな反省を促す意味を込めて、反

対の立場をとりました。 

しかし、委員会での採決は、賛

成多数で可決し、本議会でも同様

の結果となりました。 

＜委員会結果＞ 

賛成＝久徳・野村・西村 

反対＝田村・馬場 

 

平成 17 年度一般会計予算の

修正動議に賛成も･･･ 
 

 私は「新幹線新駅設置」には基

本的には賛成の立場ですが、今の

栗東市やそれを取り巻く自治体の

経済状況は厳しく、削減や縮小を

余儀なくされている中、足元（財

政基盤）をしっかりと立て直して

からでも遅くない事業であると考

えています。 

今回、以下の理由で修正動議の

提出をしました。 

 

＜動議提出者＞ 

・中前純一（栗政会） 

・田村たかみつ（栗東市民ネットワーク） 

・馬場美代子（共産党） 

 

＜提案理由＞ 

 新幹線新駅設置に関する駅舎負

担金の調整が進む中、県と栗東市

の負担は明らかになりました。 

 栗東市負担分としては、寄付金

１０億円を含めて約９５億円です

が、当初の２４０億円の３分の１

にあたる「８０億円」の負担でも

現在の栗東市の財政状況では、到

底無理であるとして、これまで凍

結を強く主張してきました。 

今回、それを大きく上回る「９

５億円」の負担となったことは、

長期財政計画の早急な見直しが必

要ですが、当局は、「財源は３５

億円の基金の取り崩しと特定財源

（県からの借金）で賄い、その返

済は、開発による経済波及効果等

の増収分を当てる」としています。 

 当然、新駅を設置するからには

波及効果がないと困るわけですが、

現段階でも各市単位の経済波及効

果は示されておらず、促進協議会

からの大津市の脱退や甲賀市から

の負担割合見直しの要請など、こ

の場においても取り巻く環境は不

安定要素でいっぱいです。 

しかも、将来的なビジョンも明

確に示されていません。 

 また、現状でも約９００億円か

らの借金を抱える栗東市において、

山積する課題は多くあります。 

税収も落ち込むなどの厳しい状

況下で一般財源に負担はかけない

という市長のことばにも信憑性は

ありません。 

「ＧＯサイン」は簡単なことで

すが、今は、財政基盤の立て直し

を図ることが最重要施策であると

して、平成１７年度の新幹線にか

かる予算（人件費除く）を一時凍結

する意味から３億３千万円の減額

を求めて修正動議を提出しました。 

 

＜結果＞ 

 賛成＝６人、反対＝１３人の賛

成少数で否決となりました。 

 
今後の動向 

 

県と栗東市については、負担割合

がはっきりしましたが、関係市の負

担金割合の決定は、大津市と甲賀市

が負担割合に難色を示しているこ

とから、最終的な負担割合の決定は

新年度へ先延ばしとなりました。 

今後、県を中心として大津市およ

び甲賀市の負担金については継続

して折衝が続くでしょうが、もし負

担金が減額となるようなことがあ

ると他市も黙ってはいない状況が

起こります。 

また、その減額分が栗東市への負
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担増となることも考えられ、難航が

予測されます。 

最終的に負担割合が決定し議会

に図られる時期として、栗東市は他

市に先駆けて４月下旬か５月上旬

には臨時議会での提案となる模様

です。 

他市は、６月議会での議案提出が

強いようです。 

いずれにしても、６月議会では新

幹線問題についての決着がつく模

様です。 

 

 

劣化ウラン弾廃絶を求める 

意見書が全会一意で採択 
 

イラク戦争から早 1 年が過ぎま

したが、戦争の傷跡は大きく、そ

して未だに爆弾テロが相次ぐなど

治安は依然として回復しません。 

 そんな状況にある中、アメリカ

軍が湾岸戦争時から使用してきた

とされる「劣化ウラン弾」による

被害が深刻さを増しており、その

被害者の多くが何の罪もない子ど

もたちであることが世界的な問題

となっています。 

 そのような劣化ウラン兵器がも

たらす健康被害者への医療の確保

や、兵器の廃絶を求める運動の呼

びかけ人である「ウラニウム兵器

禁止条約実現キャンペーン」の方

と知り合い、運動の主旨に賛同を

おぼえ、３月議会での意見書を提

出しました。 

 結果は、全会派からの賛同をい

ただき、栗東市議会から政府に意

見書が提出されることになりまし

た。

 
 

 
質 問 

 発達障害をもつ子どもを乳幼児

期から成人期まで生涯を通して支

援する法律が今年４月から施行さ

れるが、当市としての取組みは？ 

また、医療・福祉・教育・保健

等との連携が重要であり相談窓

口の一本化、および情報の集約組

織として、当市にも発達支援室な

るものを設置して、関係組織が横

断的に活動でき、それぞれのライ

フステージに応じた支援をする

ことが重要と考えるが？ 
 

回 答 

 現在、たんぽぽ教室では、専門

家を配置し、親子への療育指導を

行い幼稚園や保育園、就学後の小

学校との連携に努め、医療、保健、

福祉、教育の緊密な連携を図って

います。今後、障害者生活支援セ

ンターを立上げ取組みの強化を図

ります。 

また、平成１７年度は児童生徒

支援室を核として、モデル校を指

定し特別支援コーディネーターの

養成、特別支援コーディネーター

会議の立上げ、巡回相談員、専門

家チームによる指導等を実施し、

子ども成長支援室での対応を充実

します。更に健康福祉部、幼児課、

ことばの教室、健康増進課、たん

ぽぽ教室との連携を図る目的で連

絡会を設置します。 
 

質 問 

 小中学校における特別支援教育

の支援体制を確立するためには校

長自身がこの事の意義を正確に捉

え、リーダーシップを発揮するこ

とが重要だと考える。教育的支援

を必要とする児童への指導を学級

担任任せにするのではなく校長が

先頭に立ち進めることが重要。従

って研修は、保育士や教職員の研

修も重要であるが、まず校長の研

修が重要ではないか。また講義研

修だけでなく医療現場での実践教

育も重要だと考えるが？ 
 

回 答 

 校長、教頭以下理解をもらい特

別支援教育を実施する。研修は講

義と医療現場での実践も含め行う。 
 

 

 

質 問 

 １歳児半健診や３歳児健診では

重度や中度の知的障害や自閉症が

重なる場合については発見でき、

療育的支援に結びついていくが、

軽度の知的障害やＬＤ、ＡＤＨＤ、

アスペルガー症候群などの発達障

害の場合、３歳児健診で発見でき

るケースは少なく、就学時健診で

いきなり問題を指摘されるか、就

学後に問題が顕著化しその対応が

遅れる場合があり、５歳児健診の

重要性が指摘されているが市の考

えは？ 
 

回 答 

 健診を実施している中での課題

としては認識している。フォロー

教室で対応もしているが今後十分

検討していく。 
 

質 問 

 一貫した支援の最終段階とし

て就労支援の具体的な対策は？ 
 

回 答 

 障害者生活支援センターや社

会福祉事業団の取組みと連携し

て対応を図る。 

 これまで発達障害は人口に占める割合が高い割には法制度もなく、専門医も少ないなど対応が遅れ、支

援体制も整っていませんでした。 

しかし、今回、発達障害の定義を法的に位置付けるとともに、障害を持つ人の乳幼児期から成人期まで

一貫した支援を国、自治体、専門家、そして地域などとともに図り、子育てに対する国民の不安を軽減す

ることを目的として「発達障害者支援法」が４月から施行されることになりました。 

この件について、栗東市としての取り組みについて質問しました。 
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▲連合滋賀「2005 新春の集い」

に出席（1.6） 
▲消防出初式に出席（1.10） ▲平成 17年度成人式に出席 

（1.10） 
▲綾羽労組創立 50 周年記念式典

に出席（1.16） 
    

▲三日月衆議院議員とＲＤ処分

場視察と県との懇談（1.18） 
▲会派として栗東市への平成 17

年度の予算要望協議会（1.19） 
▲三日月事務所で発達障害者支

援法の勉強会（1.23） ▲三日月大造衆議院議員の年賀

会に出席（1.23） 
    

▲連合地協スマトラ沖地震への

カンパ活動に参加（1.29） 
▲近畿労金ＮＰＯフォーラムｉ

ｎ滋賀に参加（1.29） 
▲学童フェスティバルに出席 

（1.30） 
▲第 13 回きらめき栗東に出席し

向井さんの講演を聴く（2.6） 
    

▲連合滋賀 05 春闘総決起集会に

出席（3.5） 
▲三日月衆議院議員の発達障害

者支援法の講演会に参加（3.5） 
▲第 20 回滋賀県聴覚障害者福祉

大会に出席（3.6） 
▲北野加代子県議会議員の県政

報告会に出席（4.2） 
 

 

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＞ 

 新年度にあたり、ホームページを新しくしました。何とか間に合った感

じです。情報量が増えてきて、50ＭＢ以上になったこともあるのですが、

実際半年がかりでの作業でした。 

 それにしても、IT 化社会になっても、紙による資料が多いことにはうん

ざり。日々こまめにデジタル化しておけばよいのですが、それも無理。 

 それでも今後増え続ける情報をどのように管理し、市民の皆さんに情報

提供するのか当面の課題です。 

 伝えたいことが多すぎて、紙やインターネットでも足りません。やはり、

足を運んでひざ詰めの話が一番か！車座集会を 5 月より始めます。 

ミニ集会「まちづくり車座集会」の

開催地を募集しています。出前します

ので栗東市政について語りましょう。 


