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～天高く馬肥ゆる秋～ 

朝晩の過ごしやすさは、すっかり秋を感じさせるものとなりましたが、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。 

平素は、田村たかみつの議員活動に格別のご理解とご協力、そしてご助言を賜りますことに心

から感謝申し上げます。 

さて、第４４回衆議院選挙も「郵政民営化」だけを最大の争点とした自民党の「圧勝」という形

で終わった訳ですが、いくら「民意の結果」とはいえ、本当に国民が望む改革の優先順位の上

位が郵政民営化なのか？については現在でも疑問です。 

今回の選挙を「小泉劇場」と揶揄されるように、情報のほとんどがＴＶから入る時代においては、マスコミをうまく

活用し、政策論争ではなく、「主演：小泉純一郎」に目を向けさせた戦略が勝っていたのでしょう。 

しかし、小泉政権が３００人のイエスマンで組織されたことは、外交も含め将来に大きな不安を残しています。 

一方、惨敗した民主党ですが、新代表に「前原誠司」さんを選出し、刷新を図

ることとなりましたが、民主党は今回の選挙をしっかりと総括し、二大政党制実現と

政権奪取をめざし、国民のためにがんばって欲しいと思います。 

滋賀３区では、田村の支援する「三日月大造」候補が、１万票の上積みはでき

ましたが、結果はわずか２６６票差と大接戦の選挙戦でした。何はともあれ小選挙

区で当選したことは大変意義あるのもですから、ご支援いただいた皆様には心から

感謝申し上げる次第です。今後、三日月大造衆議院議員の更なる活躍を期待を

し、支援していきたいと思います。 

最後に、栗東市の９月定例会は２６日に終了いたしましたが、田村としましては、

１０月１６日から始まる湖南市議会議員選挙で「赤祖父ゆみ」候補を支援し、当選

を果たさなければなりません。今一度、皆様のご支援をよろしく申し上げまして、あいさつといたします。 

 

                          栗東市議会議員 
 

 

 

 

 

    

今議会のポイント 

今回の議案の柱は、平成１６年度の栗東市の一般会

計と国民健康保険特別会計等を含む９の特別会計の

決算認定に関する議案ならびに平成１７年度一般会

計補正予算、指定管理者制度に関する条例変更など全

４１の議案について審査しました。 
 

平成 17 年度一般会計補正 
 

 今年度の補正予算（第 2 号）としては、第 44 回衆

議院選挙に掛かるかる経費２２,５４１千円を補正す

るもので、主な支出は選挙の開票等における“人件費”

であり、専決処分で可決しました。 

 また、補正第 3号としては、小学校施設改修費や公

民館等アスベスト対策工事費等を含む内容で、約１億

５千万円を補正しました。 
 

平成 16 年度決算 
 

約２２３億円でスタートした平成１６年度の一般

会計予算は、４回の補正等で前年比６.８％増の約２

５２億円、特別会計で６％増の約１２８億円の計約３

８０億円の最終予算となり、その決算状況は、一般会

計の歳入で約２４９億円（対前年比＋14.3％）、歳出

で約２４６億円（対前年比＋16.3％）で、翌年度に繰

越すべき財源（74,350 千円）を差し引いた実質収支

額では約２億３千万円の黒字となりました。 

一方、特別会計は、９会計の歳入合計で約１２６億
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円（対前年比＋5.6％）、歳出は約１２７億円（対前年

比＋7.7％）で約１億２７００万円の赤字となりまし

た。 

 

 

 
 

財政運営の状況 
 

＊＊＊ 好転した税収 ＊＊＊ 
 

 市の収入の基本となる「市税」は、個人ならびに法

人税や固定資産税、たばこ税などを含め７つの種類が

ありますが、平成１６年度の市税決算総額は約１３３

億円で、対前年度比２.６％（約 3億 3700 万円）の増

となりました。 

 
税目 決算額 対前年比 

個人税 2,940,372 千円 －0.7％
市民税 

法人税 1,333,598 千円 ＋11.7％

固定資産税 5,267,177 千円 ＋1.3％

軽自動車税 87,874 千円 ＋5.0％

市たばこ税 3,129,505 千円 ＋5.2％

特別土地保有税 0 千円 ― 

都市計画税 585,956 千円 －0.4％

 

＊＊＊ 増え続ける滞納額 ＊＊＊ 

 

 税金で大きな問題となっているのが、「税金の滞納

の増加」です。 

 今決算時点での滞納額は、税金だけで約７億６千万

円で前年度と比較して、１千万円ほど増加しています。 

 また、不能欠損処分*1も前年度より 10.9％増の約２

５００万円となっています。 

さらに、「滞納」は税金だけでなく国民健康保険税、

介護保険料、公共下水道料等にもおよび、税金の滞納

を含めた総額では、現在約１１億７千万円にも上って

います。 

とりわけ、国民健康保険税については、不納欠損処

分が前年比 17.8％増の約１７００万円、収入未済額

（滞納額）は、前年比 13.8％増の約３億４３００万

円に達し、保険税の徴収率も年々低下しており、負担

の公平性と財源確保の観点から早急の対策が重要で

あると指摘しています。 

 

市税滞納額推移
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＊＊＊ 増え続ける医療給付 ＊＊＊ 

 

 国民健康保険をめぐる状況は、急速な高齢化や医療

の高度化、また、平成１４年度の法改正などにより老

人保健受給前の対象者が年々増えてきており、国保の

財政運営は大変厳しくなってきています。 

 栗東市においても、保険加入者の病気や怪我などに

よる医療機関の受診に対して給付された療養（医療）

給付金は、平成１６年度で約２３億円に上り、前年度

比約１億６５００万円（7.8％）の増となりました。 

国民健康保険制度は住民の生活の安定と福祉増進

のための大切な制度でもありますので、病気への予防

も含め一層の充実を図る必要があります。 

 

＊＊＊ わずかに減少した老人医療給付 ＊＊＊ 

  

 この制度は、高齢者の病気予防や治療、機能訓練等

に至る総合的な老人保健事業として国民が公平に負

担する制度で、平成１４年１０月に老人保健法の改正

により、対象年齢が７５歳以上に引き上げられ、自己

負担金も１割負担制度から収入に応じて２割負担制

度になりました。 

老人医療受給者は、予防対策の効果もあってか、受

給者はここ５年間で最低の３，７３３人で、医療費は

約２８億５千万円と、前年度比で約１億４千万円ほど

減少となりました。 

  

＊＊＊ 増え続ける介護給付費 ＊＊＊ 

 

 この制度の施行後、在宅サービスの利用は５年間で

約２倍に増え、平成１６年度の給付費の伸びは、前年

度比で 9.0％の大幅な増加となりました、 

２０１５年には、高齢者人口もピークを迎えるにあ

【一般会計決算】 

＊歳入(収入)合計 

約２４８億７９６０万円 

（前年度比 11.4％増）

＊歳出(支出)合計 

約２４５億７０００万円 

（前年度比 16.3％増）

※収支 

＊実質収支 

約２億３５００万円の黒字 

＊単年度実質収支 

約１億５３００万円の黒字 

（基金積立金含む）

 

【特別会計決算・・・９会計合計】 

＊歳入(収入)合計 

約１２６億２２６０万円 

（前年度比 5.6％増）

＊歳出(支出)合計 

約１２７億３２７０万円 

（前年度比 16.3％増）

※実質収支 

約１億２７００万円の赤字 
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たり制度の見直しが進められています。 

また、保険料の滞納も約１３００万円に上っていま

す。（前年より４００万円増） 

  

＊＊＊ 増え続ける市の借金 ＊＊＊ 

 

 平成１６年度に市が起こした借金(市債)は、一般会

計、特別会計の合計で約４７億５千万円であり、対前

年比６５.９％増となりました。 

主な使途として総合福祉保健センター建設事業、大

宝東小学校建設事業および手原駅前広場等整備事業

の資金として借り入れられました。 

 

また、現在の市債（借金）残高は約６３０億円にも

上っており、一定の財政の健康状態を示す公債費比率
*2が、１７.１％、起債許可制限比率*3も１０.６％と

いう状況で、財政の硬直化が進んでいます。 
 

*1）不納欠損処分とは、見込まれた歳入が、時効又は徴収権の消滅によ

り、徴収できなくなった場合に行う、会計上の処理のことです。 

*2）一般財源総額に対する借金返済額の割合のことで、一般的に、この

比率が財政運営上、１５％が警戒ライン、２０％が危険ラインとさ

れていますので、栗東の場合、すでに警戒ラインを超えています。 

*3）市の借金の限度額を制限するもので、これも１５％超が警戒水準と

され、起債制限比率が１５％を超えると、借金返済計画をつくって

公債費の圧縮を求められます。さらに起債制限比率が２０％を超え

ると一般単独事業債と厚生福祉施設事業債の発行が認められなくな

り、さらに３０％を超えると一般事業債の発行がすべて認められな

くなります。 

 

急増の育児相談 
 

栗東市では、子育て支援事業として金勝第１幼児園、

大宝保育園、こだま保育園を子育て支援センターとし

て、子育てに関する相談や情報提供、遊びの場、仲間

づくりの場を提供し、家庭や地域の支援を行っていま

すが、時代を反映してか、育児等に関する相談が激増。 

子育てサークル育成・支援事業（１２４回開催）に

延べ１６７８組が参加。また電話や来所、開放などに

よる育児相談は、前年を１８倍も上回る３，６１０件

と多くの相談がよせられました。今後、人口増加が見

込まれる当市においては、核家族化の進行や少子化な

ど時代を反映した事例が益々増えてくることが予測

されます。 

 

文教福祉常任委員会 
 

田村の所属する文教福祉常任委員会への付託案件

は上述の補正予算、決算認定を含め１５議案であり慎

重審議の上、多くの意見や指摘がありましたが、すべ

ての案件を「可決すべきもの」と決し本会議に提出し

ました。 

尚、付託議案以外で報告を含め説明を求め審査した

内容は下記の通りです。 

（1）学校給食共同調理場の調理業務委託について 

（2）公民館のコミセン化について 

（3）図書館分館の設置計画について 

（4）指定管理者制度についての平成１６年度の決

算報告 

（5）介護保険法の改正について 

（6）栗東市国民健康保険運営協議会委員について 

（7）入園申請について 

（8）治田東学童保育所について 

（9）綣東学区の公共施設について 

 

 

質 問 

市民の市政への運営参加の機運が高まっている。 

現在の市政に直接参画できる制度の運営状況と今

後の方針は？  

回 答 

 市民主役の環境整備として「対話型まちづくり」を

進めており、これまで市民参画懇話会、市長への手紙、

市長のこんにちはトーク等の市民参画事業や審議会・

委員会の公募制も導入してきた。今後は機能の拡大や

パブリックコメント実施により計画段階から市民の意

見を反映したい。また十月より「まちづくり出前トー

ク」をスタートする。 

質 問 

市民の参画をより推進する為に市民と行政の権利や

責務を明確にし、住民自治のしくみを制度として定め

る「自治基本条例」の制定を急ぐべきではないか？ 

回 答 

当市では昨年度より社会貢献活動団体を「新しい公

共」を進めるパートナーとして位置付け、団体の育成

を実施。条例の制定については、市民と共に作成プロ

セスが共有できる仕組みを考えさらに検討する。 

今、地方分権改革が進む中において、市政運営に

は市民参加が欠かせない要素となってきています。

実際、ＮＰＯ等をはじめとして各種ボランティア

の活動など市民の自治意識も高まってきており、市

政参加への機会を求めています。 

しかし、「住みたいまちランキング」の１位に選

ばれた栗東市ではありますが、市民参加については

統一的なルールのもと実施されているわけではあ

りません。 

そこで市民の市政に参加する権利と、参加を可能

にするために不可欠な情報を知る権利を保障し、市

民参加による市政を進める上での基本的なルール

を市民共同で作成していくことが重要となってき

ています。そこでその基本となる自治基本条例の制

定について質問しました。 
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質 問 
 衆議院議員選挙も終わりましたが、選挙の投票日

には各投票所で投票立会人としてどの投票所もほ

とんど自治会長が選任され職務を遂行されていま

すが、法的に規制されているものではありません。

投票立会人の職務には、本人確認等の役目等もあ

るのでしょうが、ごく一部では威圧的に感じるとの

意見もあります。 

 投票立会人の選任の公平性や選挙への意識の高

揚を図る上でも全国的に広がりつつある“公募”に

より青年層の参加も含め幅広い人選により立会人

を選任してはどうか？ということで質問しました。

投票立会人制度を選任の公平性や選挙への意識の高

揚を図るためにも、青年層も含め幅広く立会人を公募

し選任してはどうか？ 
 

回 答 

現在当市では投票立会人の職責上、地域の状況を熟

知している自治会長に推薦を依頼している。県内１３

市でも公募制をとっているところはない。 

 今後、選挙への関心と親しみのある投票所づくりに

向け、栗東市明るい選挙推進協議会とも連携し、公募

による選任についても一定検討を加える。

 
 

 
▲林久美子参議院議員国政報告

会（7／9） 

    

▲原水禁 2005 自治体要請行動

（7／11） 

 
▲中高生広場私の思い 2005 栗

東大会（7／16）

 
▲第 17 回ボランティア祭り in

りっとう（7／17） 

 
▲連合議員団会議第 15 回定期

総会（7／24） 

  

▲学童保育所の問題についての

懇談会（7／24） 

 
▲長浜市神田公民館視察 

（7／29） 

 
▲第 44 回衆議院選挙 

（8／30） 

 
▲第 25 回部落解放市民の集い

（9／2） 

  

 
▲廃棄物問題住民交流会 

（9／3） 

 
▲日吉神社田楽踊り（9／3） 

 
▲ビワコクリーンキャンペーン

（9／4） 

 
▲栗中祭（9／14） 

 
▲連合滋賀政策制度要求討論集

会（9／14） 

 
▲同和教育推進協議会主催連

続講座（9／15） 

 
▲金勝小学校運動会（9／17） 
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 まれに見る大接戦でした。自民党の圧勝 
の様子がテレビに映し出されても三日月候 
補の名前が出てきません。最後の最後まで 
わからない情勢に関係者もヒヤヒヤ。 

しかし、日頃の活動に対する評価と支援 
者の皆様の応援の力を信じ待ちました。 
勝ちました！前回の６４，２２５票を 1 

万票以上も上回る７４，２７２票を獲得。 
しかし、着差はわずか「票差２６６票」 

という僅差！ 
見事２期目当選を果たした三日月衆議院議員は、翌日からいつも通り駅頭で街宣活動を続けていますが、三

日月議員には、地道な活動と大胆な行動力で、大きな仕事をしてもらうことを期待しています。 
後援会の皆様をはじめ、大変なご支援を賜りましたこと、心から厚く御礼申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 田村の所属する栗東市同和教育推進協議会の湖南ブロック

（草津市、守山市、栗東市、野洲市）の視察研修が去る 10 月 5

日～6日の 2 日間行われ、26 名の参加のもと行われました。 

 
◆視察先 

 １日目：岡山県瀬戸内市邑久町虫明 国立療養所邑久光明園 
 ２日目：岡山県岡山市神下     岡山市渋染一揆資料館 
◆ハンセン病国立療養所邑久光明園 

 【施設概要】 延床面積・・・・・40,090 ㎡（敷地 834,313 ㎡） 

医療法病床数・・・322 床 

        職員数・・・・・・244 名 

        診療科目・・・・・内科・外科・整形外科・皮膚科・眼 

                 科・耳鼻咽喉科・歯科・麻酔科 

        入所者の現状・・・在園者数＝254 名 

                 在園年数＝45 年以上が 184 名 

                 平均年齢＝78.5 歳（65 歳以上が 96％） 

                 開園以来の死亡者数＝3,054 名 

        各種団体・・・・・宗教は 7 宗派が公認。入社者の 94％ 

がいずれかに加入。 

                 趣味の団体として、陶芸、手芸、書 

道、写真、カラオケ、盆栽がある。 

 
 【ハンセン病とは】 
  ＊かつては「らい病」と呼ばれ、遺伝病と信じられていた。1873 年、

ノルウェ－の医師アルマウェル・ハンセンによって「らい菌」が発見
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され、彼の名をとって「ハンセン病」と呼ばれて

いる。 

感染力は極めて弱いが、感染すると末梢神経が

おかされ、感覚が麻痺し、温度や痛みを感じなく

なる。その結果、やけどや怪我を繰り返し、手足

や顔面が変形する後遺症が残った。 

 

 【歴史】 

  ＊明治 40 年（1907 年）に諸外国からハンセン病

の患者を放置していることに対して非難をあび

たことから、「らい予防に関する法律」を制定。 

ハンセン病の患者を療養所に強制収容し社会

から隔離。これによりハンセン病は「感染の強い

病気」であるという間違った考えが広まり、偏見

を大きくすることに。各県ではハンセン病患者を

見つけ出し強制入所させるという「無らい県運

動」が全国的に広がる。 

＊大阪にあったハンセン病患者の施設「外島保養

院」が明治 2 年に設置されるも、昭和 9年室戸台

風で施設は壊滅（患者 173 名死亡）。生存者 416

名を全国の 6 施設に分散委託。その後現在の長島

に名称を「光明園」として設立。 

＊昭和 23 年（1948 年）に治療薬プロミンが使用

されるようになったが、昭和 28 年（1953 年）「ら

い予防法」が成立。人権侵害ともいえる政策が強

化され、昭和 26 年に全国ハンセン病療養所患者

協議会をつくり、法改正を求め運動するも、その

後 43 年も放置される。 

＊しかし、長年の運動が実って平成 8年「らい予

防法の廃止に関する法律」が施行。平成 10 年、

11 年と国に賠償責任を求める裁判を起こし、平

成 13 年熊本地裁において原告勝訴の判決。国は

控訴しなかった。 

 

 【これからの問題】 

  ＊「らい予防法」は廃止され、社会復帰への対策

も進んできているが、入所者の多くが高齢となっ

ており、また、直系の子どももいないことから、

療養所を退所する人がほとんどいない。 

  ＊平成 15 年に熊本の旅館が宿泊を拒否した事件

など、いまだ偏見や差別が後を絶たず、社会復帰

や地域との交流を阻む原因となっている。 

  ＊療養所の運営上では、公務員の人員削減問題や

高齢化対策が重要となってきている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲光明園自治会長からハンセン病の歴史や光明園につ

いて説明を受ける湖南ブロックの参加者。 

 

 
 
 

    

▲監禁室 脱走したりして厳しい国の規則を破った

人々が監禁されていた建物。牢の中には監禁された人

たちが壁に書いた文字が残っている。 

▲監禁室内部 格子は復元。かなり狭い。 ▲施設内の旧小・中学校校舎 現在は畳工房として使用。  
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 ２日目は、岡山市の神下人権交流学習センターを中

心として、安政二年に起きた部落差別事件である「渋

染一揆」について学習しました。 

 

◆渋染一揆の概要 

 岡山藩は藩政改革の一環として安政二年（1855 年）、

29 ヵ条の「倹約令」を出し、その内の最後の 5 ヵ条

は「別段お触れ書き」と呼ばれ、百姓や町民から分け

隔てられ厳しい差別を受けていた人々（岡山藩では

「かわた」と呼ばれた）だけに出されたものだった。 

 この「別段お触れ書き」は、『着物は無紋の渋染・

藍染に限る』、『雨天の時、村内の仲間の家に行くと

きは、はだしは迷惑だろうから、くり下駄を使用する

ことは許す。ただし、顔見知りの百姓に出会ったら、

下駄を脱いであいさつをする』など、かわたと百姓を

ことさら分け隔てする差別的内容であった。 

 この差別に対し、かわたの村人は、「嘆願書」をま

とめ差別を拒否し平等を求めた。 

 その後、嘆願書は差し戻されたがあきらめず、岡山

藩の年筆頭家老である「伊木忠澄」への強訴（一揆・

集団行動）に踏み切る。 

一揆の代表は「伊木忠澄」へ強訴に至った経緯と嘆願

書の内容を礼儀正しく伝え、2 日間の話し合いの末、

嘆願書の提出に成功。その後「別段お触れ書き」が強

制されることはなかった。 

しかし、強訴は違法であり取り調べの結果、12 人

が入牢。うち 6人は厳しい牢内の生活のため病気で死

亡。そして、次は牢内外の「赦免（釈放）」を求める

運動により最後まで残った 5名が釈放された。 

差別を拒否する要求を命がけで貫いた村人の取り

組みは、封建時代にあっては画期的な出来事だった。 

 

◆感想 

 ２日間を通じて「差別」について学習しました。 

 病気や障害に対する偏見や差別、生まれた地域や職

業などによる差別。差別の歴史は古く長いのですが、

依然としてなくなりません。 

実際、人権の委員会等に携わってから、現状を知っ

た状況です。２日間の研修で多くの差別事例を知らさ

れ、心が痛くなりましたが、一日も早くすべての人が

平等で差別のない社会で生活できるよう、より一層み

んなで努力することが重要だと改めて感じました。貴

重な経験ありがとうございました。 

 

 
▲神下人権交流学習センターの佐々木さんから渋染一揆につい

て講義を受ける参加者 

 

 
▲渋染一揆資料館において説明を受ける。左の着物が渋染・無紋

の着物。 

 

 
▲強訴後に入牢させられ獄死した神下出身の一揆の指導者５人の

名を刻み神様として祀られている「若宮様」。
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 １０月１６日告示、２３日投票で合併後初となる県下５市（湖南

市・野洲市・甲賀市・東近江市・米原市）の市議会議員選挙が同時

期に行われます。 

 とりわけ、湖南市においては、現在合併による特例で議員総数も

３６名と人口規模から比較するとかなり多い状況にあり、今回の選

挙で定数を２４議席にすることとなっています。 

田村の所属する全国競馬労働組合の組織候補として「赤祖父ゆみ

（44 歳）」候補の出馬を決定し、後援会ともども当選に向けて取り

組みを進めています。 

「赤祖父ゆみ」候補は、働く女性の立場から、そして子どもを生

み育てる母として、市民の想いを市政に届けてくれると信じていま

す。 

今回の湖南市議会議員の選挙につきまして、最後までのご支援よ

ろしくお願いいたします。 

７月 
1 金 会派代表者会議 

林久美子と語る七夕の集い 
9 土

政策フォーラム滋賀第 3 回定例研 

11 月 市議会議員団懇談会 

臨時議会 
12 火

リコーセミナー 

13 水 リコーセミナー 

中高生広場 
16 土

栗東花火大会 

17 日 栗東市ボランティアまつり 

18 月 早朝ふれあいウォーキング 

20 水 地協幹事会 

23 土 連合議員団総会 

25 月 少子高齢対策特別委員会 

26 火 議員団懇談会 

全員協議会 
28 木

栗東湖南広域行政協議会総会 

29 金 長浜市神田公民館視察 

８月 
2 火 送迎ボランティア 

4 木 送迎ボランティア 

6 土 政策フォーラム滋賀第 4 回定例研 

7 日 栗東夏祭り 

9 火 社会福祉協議会理事会 

10 水 個人情報保護法勉強会 

12 金 全員協議会 

18 木 同和教育推進協議会研修部会 

19 金 駅頭街宣活動 

22 月 金勝ボランティア協議会設立総会 

24 水 駅頭街宣活動 

27 土 防災訓練 

三日月大造出陣式 
30 火

送迎ボランティア 

９月 
人権啓発街頭行動 

1 木
三日月大造個人演説会 

9 月定例会議案勉強会 
2 金

部落解放市民の集い 

産業廃棄物交流集会 
3 土

田楽踊り奉納 

びわこクリーンキャンペーン 
4 日

政策フォーラム滋賀第 5 回定例研 

5 月 定例会開会（～26 日） 

6 火 駅頭街宣活動 

駅頭街宣活動 
7 水

三日月大造個人演説会 

8 木 駅頭街宣活動 

駅頭街宣活動 
9 金

議案審議 

12 月 一般質問 

一般質問 
13 火

会派代表者会議 

栗中祭 
14 水

2006 制度政策要求討論会 

文教福祉常任委員会 
15 木

同和教育推進協議会連続講座 

16 金 文教福祉常任委員会 

金勝小学校運動会 
17 土

終戦 60 周年平和祈念栗東市戦没者追悼式 

19 月 敬老会 

定例会閉会 
26 月

全員協議会 

30 金 こんぜの里周辺活性化推進協議会 

【プロフィール】 
出身  大阪府高槻市 

学歴  大阪音楽大学短期学部ピアノ科卒業 

役暦 

・石部幼稚園「夕べのつどい」環境部長 

・石部南小学校ＰＴＡ副会長 

・ＰＴＡコーラス「ハーモニーマーム」指導 

・石部町体育指導委員 

・宝来坂自治会夏祭り委員長 

・石部町スポ小・ミニバス男子保護者会会長 

・石部町議会議員民生文教委員 

■１０月以降の主な行事 
 

 10/11～12   少子高齢対策特別委員会先進地視察（広島）

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 

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。 

 10/16     第１回金勝森林(もり)のフェスティバル 

 10/17     全員協議会 

 10/27     少子高齢対策特別委員会 

 10/30     金勝ふれあい広場 

 11/3      トレセン文化祭 

 11/9～11/11  栗東市民ネットワーク会派研修（長野） 

 11/22～11/23  文教福祉常任委員会先進地視察 

 12/5～12/22  １２月定例会 

会報は、後援会会員の方々

でなく、ミニ集会や名刺等を

頂いた方にも配布させていた

だいておりますが、個人情報

につきましては、ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾎﾟ

ﾘｼｰに基づき第三者への提供

は一切いたしません。

 


