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 梅雨と夏の境目がはっきりとしない曖昧な天候が続き、水不足がある

と思えば水害が出るなど、異常気象が続いていますが、皆様におかれ

ましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 さて、今６月定例会は、「新幹線新駅設置にかかわる栗東市の負担

金１０１億円を決める」という議案を最大の焦点として、県下の注目を集

める中、６月１０日～２４日の日程で開催され、２４日の採決の日には、

多くの傍聴者の方々やマスコミ各社が見守る中、賛成多数（賛成10・

反対５・退席 4）で可決成立いたしました。 

 私は、議員当選後から一貫して、新幹線新駅設置については「将来は必要」と認めた中で、①県はもとより栗東

市の財政状況の悪化、②“新駅設置ありき”で進んできたことによるビジョンの不明瞭さと市民への説明不足、③知

事および栗東市長のリーダーシップのあり方に疑問、等々を理由として、「財政基盤の確立と明確なビジョンを市民に

示すことが先」として駅舎建設には慎重な立場で対応してきました。 

 最終的には、わずか１票差（退席は賛成ではない）で「可決」となったわけですが、それだけ市民の関心が高く、市

民を二分するような大事な事案であったということです。 

 市長は、今回の採決結果を真摯に受け止め、「教育福祉は後退させない・駅舎建設による負担は一般会計には

掛けない」という市長の公約を守り、まちづくりを進めていただきたいと思うと同時に、私としましても、「駅はできたが・・・

やっぱり・・・」と言われないよう、また市民生活に支障が出ないようしっかりとチェックし、これからの栗東のまちづくりを進

めていくことを新たに決意しました。今後ともご指導ご支援をよろしくお願いいたします。          田村たかみつ 

 

 
 

 

６月定例会のポイントは、何と

いっても議案第６３号平成１７年

度栗東市一般会計補正予算（第１

号）の中身である「新幹線新駅設

置工事費の栗東市負担分約101億

円の債務負担行為(注 1)の議決でし

た。他の議案は国の法律改正など

による栗東市の条例変更や市道認

定などであり計２０件を審議しま

した。 

 

負担金101億円の内訳は？ 
 

駅舎建設費の総額は、約２３４

億円であり、県が半分の約１１７

億円、栗東市が都市計画道路費（約

6億円）と寄付金分１０億円を含

め約１０１億円、残り２２億円を

大津市をはじめ草津、守山、野洲、

湖南、甲賀の６市で負担すること

になっています。 

栗東市の負担分の内訳は、まず

駅舎建設費として、３４.０８億円

と寄付金予定分１０億円、特殊要

因分として、５０.７９億円、都市

計画道路の事業費６.０７億円と

なります。特殊要因とは、新駅設

置にあたり駅舎建設費とは別に属

地的な要因としてかかる仮線工法

分として８３.１９億円、変電所の

設置に９.９３億円、新幹線の安全

を確保するための中間セクション

設置に８.４６億円の計１０１.５

８億円の半分の５０.７９億円と

なっています。 

しかし、他市の負担金額につい

ては甲賀市が当初提示額より１.

７億円減額となり、大津市の負担

分３億円については、大津市は支

払わないとの姿勢を崩していませ

んので、未解決の状況です。 
 

議案第６３号の議会審査 
 

前述のような状況の中、この議

案は、環境建設常任委員会（議員
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７人で構成）に付託され審査され

ましたが、委員会採決の結果（委

員長を除く）４対２で「可決すべ

きもの」と決し、本会議で最終採

決されました。 

推進派委員の意見としては、①

先人が築いた夢の実現、②未来へ

の先行投資、③180億円以上の経

費投入済案件、などであり、慎重

派および反対派の意見としては、

①県・栗東市ともに財政が厳しく

不安定な現状、②累積借金（約900

億円）の増加、③利便性と経済波

及効果の不透明性、などでした。 

本会議での採決の結果、賛成10

人、反対5人、退席4人となり、

賛成多数で可決しました。 
 

多数派工作成功の裏 
 

 この新幹線新駅設置に関わる情

勢については、これまでの会報の

中でも伝えてきましたが、今６月

定例会が事実上の新駅工事のスタ

ートを決定する議会であり、当局

も可決成立に必死の情勢。 
しかし、これまでの議会構成を

みても、推進派は新政栗東の７名

と公明栗東の２名の計９名であり、

慎重派は栗政会４名と私の所属す

る栗東市民ネットワーク４名、そ

して反対派が共産党３名という構

図でした。また、この５月臨時議

会で慎重派から議長が選出されて

も、慎重派（反対含む）が１０、

推進派が９という構成であり、推

進派は５月頃から多数派工作に乗

り出し、地域から様々な圧力を掛

けたり次期選挙へのプレッシャー

を掛けるなど、本題である「市民

のためのまちづくり」に関する政

策は議論されず、まったく違う時

点で多数派工作が進められていた

のは事実であり残念に思います。 
 結果として、推進派には慎重

派・反対派への切り崩しが成功し

た形となりましたが、禍根を残し

たのは事実です。 
 
私は何故、反対したのか 

 

私は、栗東市内でこの１年間ミニ

集会を重ねてきた中で、新幹線新駅

設置に関しては、市が示している設

置場所や駅舎の規模、経費、経済波

及効果などを参加者に示し、それぞ

れに判断してもらう形を取ってき

ました。 

しかし、参加してくれた多くの人

は新幹線新駅は「いらない」、「優先

順位が違う」などの意見であり、私

は議員としてその意志は代弁すべ

きであると考えています。 

また、市側は２１日の環境建設常

任委員会と総務常任委員会の合同

審査の席で、ようやく駅舎負担と区

画整理事業に対する負担金の返済

計画（一方的に）を出すなど、まっ

たくもって計画性がなく後付けの

論議ばかりで進められてきたこと

に、より一層の不信を抱きました。 

そういった意味からも、私（会派

も含め）の最大限の譲歩案は今議案

については「もっと議論を尽くすべ

き」との考えから、継続審議とすべ

く“動議”を提出し、財政の確保や

ビジョンの明確化、そして県をリー

ダーとした関係市の意志の再確認

をするためにも、再度の協議を求め

ました。 

しかし、残念ながら私が提出した

この「動議」は、賛成少数（６人）

で否決されました。 

結果、私としては、否決された以

上、本議案に対して賛成はありえな

いとの考えから「反対」という立場

をとりましたが、同じ会派の議員の

姿勢については、それぞれの判断に

委ねましたので反対と退席の者が

出ることになりました。しかし、「賛

成」に同意した者はいませんでした。 
 

今後の対策は･･･ 
 

 いずれにせよ「賛成多数」で可決

されたことは事実ですし、この結果

は市民の民意の結果と受け取らざ

るを得ません。 

 従いまして、今後は今回の結果を

受け、新駅設置については推進して

いかなければならないと考えます。 

 但し、関係市の負担金の問題も未

解決ですし、更に区画整理事業には

まだ２００億円以上はかかるわけ

ですから、市長には「教育福祉は後

退させない」、「新幹線事業の経費は

一般会計に負担を掛けない」という

公約をしっかりと守っていただき、

私も主張し続けてきた安定した財

政基盤確保のための政策を提案す

るとともに、市民への負担が増えな

いようしっかりとチェックしてい

かなければなりません。 

また、「設置して良かった」と栗

東市民や滋賀県民が言えるような、

まちづくりに汗を流さなければな

らないと考えています。 
 
注 1）債務負担行為 
債務負担行為とは、地方公共団体

が建設工事をしたり土地を購入する
場合、数年度にわたる債務を負担す
る契約を結ぶ等の将来の財政支出を
約束する行為で、予算として定めま
す。 
債務負担は、乱用すると将来の財

政運営を悪化させる恐れがあり、こ
の予定額を的確に把握する必要があ
ります。 ▲議案第63号の採決時の様子（写真はみんなの滋賀新聞より） 
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質 問 
当市の災害時の飲料水の備蓄状

況は？ 
 

回 答 
飲料水兼耐震性貯水槽100トン３

基、市内小学校区の防災倉庫にろ水

機を１台ずつ、市内の防火水槽等を

活用した整備を進めている。 

 これらの設備を使用して1400ト

ンの飲料水が確保できている。 
 

質 問 
官民一体となった災害に強いまち

づくりを実現するために、各家庭に

おける緊急用の貯水槽設置に補助金

等を交付する条例を制定し、啓発を

進めては？ 
 

回 答 
 災害発生直後、ライフラインの復

旧や生活支援物資が届くまで最低３

日程度、家族が過ごすための非常用

備蓄品を市民が自らで確保すること

は重要であり意義はある。また設置

した後の効果も期待できるため、家

庭用貯水槽の設置を含め、平成18

年度の地域防災計画の見直し時に前

向きに調査・研究する。 

 

 

質 問 
当市が県に要請した地下水汚染対

策の回答に対する市の見解は？ 
 

回 答 
 全面的に受入れは難しいが埋戻し

廃棄物の是非については十分議論し、

是正効果が十分でないと判断された

ら新たな対策の履行を県に求める。 
 

質 問 
 鉛の含有量が基準を超えて検出

された廃棄物を粘土で覆土し、埋

めるとされているが安全性は？ 

回 答 
 安定型最終処分場に鉛の含有が

少し高い物質を最終処分するとい

う問題については、法律の解釈も

あり県と十分話をして適正な処分

をしていかなければならない。 

 

質 問 
北尾団地内の市所有の道路の整

備計画は？ 
 

回 答 
下水道整備も含め平成22年度完

了を目標としている。路面の凹凸

が激しい箇所は補修を行う。 
 
質 問 
 ＲＤ問題に関する県の説明会の

開催を市として求めるべきでは？ 
 

回 答 
 県には説明責任があるため早期

の開催を市として要請していく。 
 

 

 

 

◄第76回滋賀県統一メーデー 

連合滋賀と労福協の共催

に多くの勤労者が集いメー

デーを祝いました（4/29） 

 

◄日吉神社 5月例大祭 

 地元上砥山の日吉神社で

豊作と家内安全を祈願して 5

月例大祭・みこし渡業が行わ

れ、子ども神輿と大人の神輿

が町内を練り歩きました

（5/5） 

三日月衆議院議員との懇談► 

 三日月大造衆議院議員を

囲んで保護者の方々と「発達

障害」について懇談しました

（5/9） 

 

栗東青年会議所創立 30周年

式典► 

 栗東市さきらに於いて式

典が行われＯＢをはじめ近

畿のＪＣのメンバーが集ま

り創立 30周年を祝いました

（5/15）  

防災・減災の意識が徐々にで

はありますが高まってきてい

る中、自治体の支援だけに頼る

のではなく、市民が自助努力と

してできる“家庭内貯水”の啓

発を進めるために貯水槽設置

に対しての補助金条例の制定

についての質問をしました。 

 

ＲＤ処分場の深堀穴の修復

工事の遮水効果に対して、県と

市の見解が違うことによる今

後のＲＤ処分場対策を質問し

ました。 
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◄青少年育成ミニ会議 

 栗東トレセン自治会主催

で学校や地域の代表が集い

子どもを守るための親や地

域の責任について懇談しま

した（5/27） 
 

◄栗東市ごみゼロ作戦 

栗東市主催で県民の森（金

勝山）の清掃活動が多くの参

加者のもと行われました

（5/29） 

第５回市民グランドゴルフ

大会► 

 野洲川河川敷の芝コース

において、218名の参加で盛

会に開催。 

 成績上位者は県大会出場

のチャンスあり（6/26）  

第13回栗東演劇祭► 

 出演団体5団体で「夢はこ

こから…絆」をテーマにそれ

ぞれの作品を披露。 

 会場に大きな笑いと感動

を与えてくれました（6/26） 
 

 

こんな勉強会に参加しています 
 
 
 
 
 
 
 

まちづくり車座集会の報告 

 ●5/20 第12回 北尾自治会館 ８名参加 

 ●5/25 第13回 御園 個人宅 ９名参加 

 ●6/19 第14回 小野 個人宅 ６名参加 

 内容：①平成17年度予算と事業について 

    ②栗東市が抱える課題について 

    ③意見交換 ほか 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

日 付 ４月～６月の主な議員活動 

4/2（土） 北野加代子県議会議員県政報告会 

4/9（土） 防災対策についての会派勉強会 

4/10（日） 谺雄二さんの講演「ハンセン病を生きて」 

4/16（土） 栗東市消費生活研究会総会 

4/18（月） 全員協議会 

4/19（火） 文教福祉常任委員会 

4/21（木） 会派勉強会 

4/25（月） 行財政問題特別委員会 

5/5（木） 日吉神社五月例大祭 

5/6（金） 会派代表者会議 

5/9（月） 三日月大造衆議院議員懇談会 

5/10（火） 金勝地域振興協議会総会 

5/11（水） 臨時議会 

5/15（日） 栗東市青年会議所創立30周年記念式典 

5/16（月） 全員協議会 

5/18（水） 行財政問題特別委員会 

5/20（金） 
文化体育振興事業団理事会 

第12回車座集会 

5/23（月） 社会福祉協議会評議員会 

5/24（火） 同和教育推進協議会総会 

5/25（水） 第13回車座集会 

5/27（金） 青少年育成ミニ会議 

5/28（土） 栗東市消費生活研究会研修会 

5/29（日） 栗東市ごみゼロ大作戦 

5/31（火） 

臨時議会 

県教組湖南支部栗東分会総会 

障害児活動施設元気玉クラブ懇談会 

6/3（金） 第2回政策フォーラム滋賀定例会 

6/9（木） 第14回車座集会 

6/10（金） 6月定例会（～24日） 

6/11（土） 政策フォーラム連続講座＃1 

6/13（月） 民生委員推薦会 

6/15（水） 労福協総会 

6/16（木） 一般質問 

6/18（土） 
金勝学区子ども会スポーツ大会 

政策フォーラム滋賀連続講座＃2 

6/20（月） 文教福祉常任委員会 

6/21（火） 同和教育推進協議会研修部会 

6/22（水） 会派勉強会 

6/24（金） 
定例会閉会・全員協議会 

少子恒例対策特別委員会 

6/25（土） 政策フォーラム滋賀連続講座＃3 

6/26（日） 
第5回栗東市民グランドゴルフ大会 

第13回栗東演劇祭 

6/28（火） 金勝学区地域づくり委員会 

 
 
 

 

＜編集後記＞ 

 いま、近所の方の休田を借り、友達数人で農園をやっています。 

 朝は、６時には畑に出て出来栄えや作物の状態をチェック！ 

 はじめて２ヶ月を経過した中、ようやく収穫できるようになっ

てきました。 

また、地元上砥山の背高ひまわりコンテストに今年も参加。 

日々、太陽と大地の恵に感謝！感謝！の毎日です。 

しかし、育てる難しさも実感しています。生命あるものみな同

じですね。 

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。 

●6/3 政策フォーラム滋賀主催 

 ＊「指定管理者制度と公共施設」について 

●6/11,18,25 政策フォーラム滋賀主催 

 ＊「新しい選挙のあり方」について 

■今後の予定 

 ＊「市民とつくるローカルマニフェスト」について 

 ＊「自治体財政の今後の方向性」について 

 ＊「予算の仕組みと決算」について ほか 

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。 


