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 本格的な夏の季節となりました。 皆様に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”の議員活動にご理解とご支援

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて過日、明日の滋賀を決める知事選挙が行われ、現職の「国松善

次」候補が、“新幹線新駅凍結”を訴える新人の「嘉田由紀子」候補に

敗れるという結果となりました。 

敗因はいくつかあると思いますが、県政も多くの課題が山積している中

で、今知事選においてもなお「新幹線新駅設置の是非」が争点になること

自体、新幹線新駅設置に対する県民への説明責任が果たせていなか

った証拠であり、大いに反省すべき点だと思います。 

ともあれ、新知事のもと新たな滋賀が動き出す訳ですが、栗東市としては、財政問題もありますが RD 産廃処分場

問題も大きな問題です。現時点では、嘉田新知事の所信表明も聞いておりませんので、新幹線新駅「凍結後」の方

針、また RD 産廃処分場の問題への取り組みの姿勢はわかりませんが、新たな期待をいたしております。 

私の新知事への思いは、RD 処分場問題については、地下水の汚染防止対策について、早急に住民が安心で

きるための具体的方策を提示していただきたいし、新幹線新駅設置問題については、「長年の夢」という民意もあるこ

とから、“廃止のための凍結”ではなく、将来に“設置”の可能性を残した「凍結」であって欲しいと思っています。  

当会派の方針としては、RD 問題への取り組みは優先順位上位としながらも、新幹線新駅設置については“あきら

めない”という方向で今後取り組んでいくことを確認しました。いずれにしても、新知事の所信表明を待つこととします。 

これから、本格的な暑い夏を迎えます。くれぐれもご自愛のほどを。          栗東市議会議員 

 
 

 

６月定例会は、６月９日から２６日までの１８日間の日程で、専決処分

の平成１７年度補正予算６件、専決処分２件を含む条例９件、監査委員の

選任をはじめとした人事案件４件、その他６件の計２５議案について審査しました。 

ポイントとしては、小泉内閣の三位一体の改革の一環として、所得税から個人住民税（国から地方）への３

兆円の税源移譲に関し、平成１９年（度）分以後の所得税及び個人住民税の税率が改正されることによる当市

の税条例（国民健康保険税含む）の改正であります。今回の税制改革の概略を紹介します。 
 

地方税制改正の概要
 

■所得税 
 

 所得税は国に納める税金ですが、これまで 4段階と

なっていた課税所得区分が 6段階に細分化され、最低

税率が 10％→5％に引き下げられ、最高税率が 37％→

40％に引き上げとなります。（表 1：財務省資料より） 
 

■個人住民税 
  

 個人住民税は、都道府県及び市町村に納める税金の

ことですが、これまで 3段階に税率が区分けされてい

ましたが、平成 19 年度分から課税所得に関わらず一

律 10％となります。（表 1：財務省資料より） 

 また、税源移譲に伴い、住宅ローン減税（平成 18

年までに入居したものに限る）により控除される所得

税額が減少する者については、翌年度の個人住民税に

おいて減額調整する措置が講じられます。 

 この改正により、税制改正（税源移譲）だけによる

負担額の変動はありません。（表 2：総務省資料より） 
 

■定率減税の廃止 
 

 景気対策のための暫定的な税負担の軽減策として

導入された定率減税ですが、経済状況の改善等を踏ま

え、平成 18 年 6 月に縮減、平成 19 年１月（個人住民

税は６月）徴収分から廃止となります。（表 3：財務省

資料より）
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今議会のポイント 

▲栗東市障がい者レクリェーションスポーツ大会

で、ほほえみ苑チームで参加。（6/10） 
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【表１】税源移譲による課税率の変更 

 

 
課税所得 税  率  課税所得 税  率 

 ～330 万円 10%  ～ 195 万円 5% 

330 万円～1900 万円 20% 195 万円～ 330 万円 10% 

900 万円～1800 万円 30% 330 万円～ 695 万円 20% 

所
得
税 

1800 万円～1800 万円 37% 

 

695 万円～ 900 万円 23% 

 900 万円～1800 万円 33% 800 万円 

   

所
得
税 

1800 万円～1800 万円 40% 

  
      

      

課税所得 県民税 市民税 計  課税所得 県民税 市民税 計 

～ 200 万円 2% 3% 5% 

200 万円～700 万円 2% 8% 10%

個
人
住
民
税 700 万円～700 万円 3% 10% 13%

 

  

個
人
住
民
税 

一律 
 

※減額措置：全世帯にお

いて人的控除の差を考

慮した減額措置を実施。 

4% 6% 10%

 

【表２】課税率変更による個人負担の増減額 

  ●独身者の場合 

税源移譲前（単位：円） 税源移譲後（単位：円） 
給与所得 

所得税 住民税 合計 所得税 住民税 合計 
負担増減額

300 万円 124,000 64,500 188,500 62,000 126,500 188,500 0 円 

500 万円 258,000 163,000 421,000 160,500 260,500 421,000 0 円 

700 万円 474,000 307,000 781,000 376,500 404,500 781,000 0 円 

1000 万円 966,000 553,000 1,519,000

 

 

 

⇒

 
868,500 650,500 1,519,000 

 

 

 

＝ 

 
0 円 

 

●夫婦＋子ども 2 人の場合  

税源移譲前（単位：円） 税源移譲後（単位：円） 
給与所得 

所得税 住民税 所得税 所得税 住民税 合計 
負担増減額

300 万円 0 9,000 9,000 0 9,000 9,000 0 円 

500 万円 119,000 76,000 195,000 59,500 135,500 195,000 0 円 

700 万円 263,000 196,000 459,000 165,500 293,500 459,000 0 円 

1000 万円 688,000 442,000 1,130,000

 

⇒
 

590,500 539,500 1,130,000 

 

＝ 
 

0 円 
※夫婦＋子ども２人の場合、子どものうち１人が特定扶養かぞく親族に該当しているものとしています。 

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 

※定率減税による影響は加味していません。 

 
【表３】定率減税廃止による所得税・個人住民税の負担額の変化（夫婦子２人・年額） 

給与収入 
改正前 

（定率減税あり） 

改正後 

（定率減税なし） 
負担額の変化 

300 万円 998,300 円 999,000 円 17,700 円増 

500 万円 177,400 円 195,000 円 17,600 円増 

700 万円 418,000 円 459,000 円 41,000 円増 
※子どものうち１人が特定扶養親族に該当するものとしています。 

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。 

※給与所得が 1人の場合の負担額です。 

 

■その他の主な税制改正 
 

 ①地震保険料控除の創設 
 

地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するために、損害保険料控除を改め、地震保険

契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額を所得控除する地震保険料控除が創設されます。（Ｈ19 年度分

より） 
 

 ②耐震改修促進税制の創設 
 

  住宅の自発的な耐震改修を支援するために、昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅について、新耐震
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基準（昭和 56 年 6 月 1 日以後の基準）を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の 10％相当額

（最高 20 万円）を所得税から控除する制度が創設されます。平成 18 年 4 月 1 日から平成 20 年 12 月 31 日

までの間に行われる耐震改修について適用されます。 

  また、同上の条件で固定資産税については、3年度分 1/2 減額されます。 
 

 ③酒税の見直し 
 

税制の中立性や公平性を確保

する観点から、酒類の分類や税

率が簡素化されます。 
 

 ④たばこ税の引き上げ 
 

国債発行を極力圧縮するため   

の取組みの一環として、たばこ  

税の税率を１本当たり 0.852 円 

（国税 0.426 円、地方税 0.426 円）が引き上げられます。 
 

⑤年齢 65 歳以上の方の課税制度の見直し 
 

 （１）公的年金等控除の見直し 

   公的年金等控除のうち、年齢 65 歳以上の方への上乗せ措置が廃止され、また最低保障額が 140 万円か 

 ら 120 万円になります。この結果、年金所得額が増えることになります。 

（２）老年者控除の廃止 

  年齢 65 歳以上の方で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以下の場合に適用されていた老年者控除（48 

万円）が廃止されます。 

（３）年齢 65 歳以上の方に適用される非課税措置の廃止 

  年齢 65歳以上で前年の合計所得金額が 125 万円以下の方にかかる非課税措置が廃止されます。（ただし、 

昭和 15 年１月 2 日以前生まれの方で、かつ前年の合計所得金額が 125 万円以下の方については、税負担

を緩和するための経過措置があり、税額が 1/3 になります。） 
 

⑥琵琶湖森林づくり県民税の創設 
 

琵琶湖と森林の関係を重視しながら、環境重視の森林づくりと、広く県民が森林に対する理解と関心を深 

め、県民協働による森林づくりを推進するために必要な費用に充てるため、琵琶湖森林づくり県民税が導入

され、県民税均等割に 800 円（前記経過措置対象者は 200 円）上乗せされます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメント 小泉内閣が連呼している「改革」とは何なのでしょうか。国の負担を地方に押し付け（補助

金カット・税源移譲）、尚且つ社会保障破綻の責任を国民負担と言う形で片付けよう（定率減税の廃止・

配偶者控除等の廃止などによる増税）とすることが「改革」なのでしょうか。 

景気対策のための暫定的な税負担の軽減策として導入された定率減税が、平成 18 年 6 月に縮減、平

成 19 年１月（個人住民税は６月）徴収分から廃止となり、これが圧縮あるいは廃止されると、増税と

いうことになり、廃止ということになると、平均的な家庭では年間約 18 万円の増税になると言われて

います。 

 なぜこのような事態になったのか? 諸悪の根源は年金制度の破綻です。年金未納者が 4割を超え、

積立不足が 450 兆円を超えるという欠陥制度。国民の不信や不安は解消されないまま給付水準は引き下

げられ、保険料は引き上げ、国庫負担の財源は増税で…信用も信頼もなくしてしまいました。これが小

泉改革です。少子化？高齢化？そんなことは以前から予測できているのであり、厚生労働省をはじめ、

社会保険庁などズサンで怠慢な姿勢がこの制度の破綻をきたしたと言えますし、｢100 年安心の年金改

革｣を公約とした小泉内閣も結局は、「100 日で賞味期限」の改革となり、小泉内閣の失政が不安を増

幅させています。 

小泉政権のすべてが「偽」。先日のＴＶで「今、あなたの年金額を確かめるべき。知らないところで

未納期間ができている」、「国会議員による“偽”厚生年金受給者がいる」など信頼をどこまで失墜さ

せたらよいのかと言うような問題が出続けています。もう自民党ではだめ！国民のために「真」の改革

を託せる政党は…？ 
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文教福祉常任委員会概要 
 

 今定例会で文教福祉常任委員会に付託された案件

は、議案 5 件（うち 4 件が専決処分議案）、請願書 1

件および昨年 12 月議会で継続審査となっている請願

書 1件について審査しました。 
 

 ▼まず、今議会から専決処分(注 1)とする予算(補

正)関連議案については、専決処分から外し委員会付

託とすることを決めたことから、本来専決処分として

処理していた案件も審査することとなりました。 

 今回当委員会に付託された専決処分の議案は一般

会計補正、国民健康保険特別会計補正を含めの 4 件で

したが、委員から「専決処分するには金額が大きすぎ

る」、また｢財源組み換えが多すぎる。予算編成の時点

でしっかりと精査すべき｣との意見がありましたが、

すべて全会一致で可決しました。 
 

 ▼更に議案第 61 号については、栗東市福祉医療費

助成条例の一部改正の議案ですが、これは県の制度改

正により乳幼児の福祉医療費の助成対象を就学前ま

で引き上げ、市単独事業として所得制限を設けず自己

負担金を求めないこととする条例改正でしたが、全会

一致で可決しました。 

 ▼請願書 2 件については、教育基本法の改正の慎重

審議を求めるものでしたが、賛成少数で否決となりま

した。▼また、継続審査となっていた文化体育振興事

業団を「さきら」の指定管理者にすることを求める請

願は、審査前に請願の取り下げがあったことから委員

会としての審査は打ち切りました。 

 ▼その他、健康福祉部から幼稚園や保育園の防犯対

策としてのフェンス等の設置に関する説明がありま

した。 

●フェンス等整備計画（保育園・児童館・学童保育所） 

市内公共施設（保育園・児童館・学童保育所）の現

地確認状況を踏まえて、外部からの侵入者対策や安心

で安全な施設の確保を図るため、フェンス、門扉等の

設置改修計画を作成。現場状況から、緊急度を A、B、

C の 3段階に区分し、計画的に実施を図る。 

 

A（大至急）：①フェンスや門扉が未設置 

      ②フェンス等のすき間 

      ③安全対策装置や備品（保育園や幼稚園

と同様） 

B（至 急）：①フェンスや門扉の高さが低い（飛び越

せる高さ等） 

      ②フェンスや門扉の老朽化 

      ③夜間のお迎えの安全対策（照明設置） 

C（来年度）：①フェンスや門扉の老朽化 

      ②児童の交通安全対策 

      ③防災対策 

工事実施の時期 

A：緊急性を要する内容であるので、既決予算で実

施し、9 月補正を要望する。 

B：年度内補正により、年度内実施を要望する。 

C：来年度の実施を要望する。 

 
  

（注 1）専決処分とは、地方自治法第 179 条に規定されるもので緊急を要

するような事案で議会を召集して議決を経てから執行していたのでは時

期を失すると市長が判断した場合に議会に代わって意思決定するもので、

議会に提出されたときにはすでに予算等は執行済みとなっており、当局

は議会に承認を得るだけとなっている。

 

 
 

■栗東市独自の障がい者就労支援施策の実現を 
 

【質問】 
 

障がい者自立支援法が本年 4月にスタートした。こ

の法律は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障

がいのある人たちが、それぞれの能力や適性に応じ、

自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ

う支援していくことを目的としており、それにより、

障がいの有無にかかわらず、ともに人格や個性を尊重

し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目

指すとしている。 

 しかし、この法律は、当事者・家族・関係者の声が

反映されないまま政府与党の拙速かつ強行採決とい

う強引な手法で決まってしまったため、現行制度の不

備を解消するメリットとがあるとしながらも、十分な

論議がなされていないため、現行制度と比べて改悪さ

れるデメリットも多い制度となっているなど多くの

不備が指摘されている。 

 ともあれ、この法律の積極的な部分である国や県が

担ってきた分野の権限の大半が市町村に移行するこ

とは、自治体のレベルによって格差が生じる可能性は

あるとしても、

それぞれの自

治体の創意工

夫によって、

様々な施策が

より身近なも

のになり、利

用者の地域で

の暮らしを支

える基盤がつ

くりやすくな

    

▲福祉作業所ほほえみ苑(荒張)で家電製

品等の部品を組立てている施設利用者 
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ったともいえる。 

そこで、障がい者に対する自立支援策の中でも、就

労支援対策について、栗東市として全体的にはどのよ

うな施策を考え、実施されようとしているのか。 
  

【答弁】 
 

障害保健福祉施策は、平成 15 年度から導入された

支援費制度により飛躍的に充実したが、「身体障害、

知的障害、精神障害といった障害種別ごとに縦割りで

サービスが提供されており、施設・事業体系がわかり

にくく使いにくいこと」「サービスの提供体系が不十

分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサー

ビスが行き届いていない（地方自治体間の格差が大き

い）こと」「支援費制度における国と地方自治体の費

用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のため

の財源を確保することが困難であること」といった問

題点が指摘されていた。こうした制度上の課題を解決

するとともに、障害のある人々が利用できるサービス

を充実し、一層の推進を図るために、障害者自立支援

法が制定されたところである。 

 障害者施策については、広域的な社会資源の活用が

不可欠となってきているが、幸いにも湖南地域には、

就労関係（ハローワーク、滋賀県障害者職業センター

など）の専門的な機関が存在しており、連絡調整につ

きましては、スムーズに活用させてもらってしている。

また、湖南圏域でのサービス調整会議の中で、先行し

た形ではあるが、精神障害者就労支援関係者（作業所、

支援センター等）による検討会に市担当者も参画し、

連携を図っているところである。 

 また、滋賀県の圏域サービス調整において、働き・

暮らし応援センターの立上げが湖南地域の検討課題

としても取り上げられ検討が進められており、広域で

の調整を図っていく予定である。 

 今後は、市の自立支援協議会を立上げ福祉、医療、

教育、及び就労についての関係機関と連携を図り個別

計画を作成していく中で、平成 18 年度中に策定する

本市の障害福祉計画策定につなげて行く。 

 また、労政面におきましては、働く意欲がありなが

ら、障害者の方など、就労を妨げる要因を抱える方の

就労を支援するため、「栗東市就労支援計画」を平成

17 年 7 月に策定し、10 月より就労支援相談窓口を設

置して、就労支援相談員による就労支援を行っている。 

 現在、障害者の方については、身体障害者 7 名、難

病 1名の方の就労支援を行っている。 

 引き続き、ハローワーク等、関係機関と連携を図り

ながら「就労」という基本的な権利を尊重することが

できる社会の実現を目指すため就労支援に努めて行

く。

  

■障がい児地域活動支援施設の増築もしくは増設の考えについて 
 

【質問】 
 

栗東市が平成 16 年 7 月より栗東市高野地先におい

て、障がい児地域活動支援事業として、一般的に言わ

れる障がい児の学童保育所を事業費約 2 千万円で設

置し、定員 15 名の施設としてスタートし、現在は元

気玉クラブさんが指定管理者として、その運営をして

いただいているところである。 

 開所から丸 2年を迎えようとするこの施設は、現在、

利用者は 18 名となり、大変狭隘な中で活動されてい

る現状にあり、新規入所の問題や活動面で多くの問題

を抱えている。 

 以前、市の答弁として「将来的には中学校区に 1

ヶ所程度の設置について検討する」との発言もあった

ように記憶しているが、このような状況のまま、子ど

もたちに利用させておくにあたっては、事故はもちろ

んのこと、児童によってはパニック

を起こす子どももおり、早急な対策

が必要と考える。 

 更には、この施設は小学生から高

校生まで活動している施設でもあり、

体の大きさの違いや思春期をむかえ

ている子どもへの対応にも配慮が必

要である。 

 以上のような状況から、この施設

への対応として、一刻も早く増築も

しくは増設が必要であると思うが市の見解は。 

 

【答弁】 
 

 現在の障害児地域活動施設については、施設の面積

105 平方メートルで入所定員 15 名として開所当初の

平成 16 年度は、利用者数 10 名、平成 17 年度におい

ては、利用児童数は 16 名で、指導員 14 名、その他大

学生、高校生の方 14 名の協力を得てマンツーマン体

制での活動を行ってもらっている。平成 18 年度にお

いても 18 名の利用児童数で、開所日も 277 日の活動

予定となっており、いろいろな活動を通じて、障害児

と地域の皆さんとの交流などで障害児にとって有意

義な余暇支援活動を行っていただいている。 

 ご指摘のことについては、年々利用人数が増加して

いること、保護者の皆さんのニーズが非常に高いこと

など、障害児が地域で生活していく上でも、この事業

は意義のある事業であると認識

している。 

 障害児の障害特性とその年齢

により、個別の療育活動内容にあ

わせたサポート体制が必要であ

ること、また、環境調整が不可欠

であることも議員ご指摘のとお

りであり、今年度予定をしており

ます障害福祉計画において十分

に検討していく。 ▲障がい児地域活動支援施設元気玉クラブ 
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■新幹線新駅接続駅の計画の進捗は 
 

【質問】 
 

 去る 5 月 27 日、栗東市さきらにおいて新幹線新駅

（仮称）南びわ湖駅の起工式が行われ、昨年末のＪＲ

東海との工事協定以降、新幹線新駅設置に向けては、

更に一歩前進した。 

 しかし、工事協定が締結され、起工式が実施されて

も、接続駅の問題は不明瞭のままである。 

 昨年、栗東市が同盟会の加盟市町に負担を求める意

向を固めたのは、同盟会がＪＲ西日本に対して求める

草津線の複線化の第一段階として、新幹線新駅の接続

駅設置を位置付けているためだと本市は答えたが、同

盟会の各自治体の首長は、「寝耳に水。関係市の会合

でも一切協議されていない」、「あくまで栗東市の試

案。これ以上は負担しない」、「設置市が負担するの

が当然」、と冷ややかな対応であった。 

 更に、本年１月の県議会において国松知事は、この

接続駅に関する質問に対し、「経費負担については、

請願主体である栗東市が、今後、ＪＲ西日本における

事業化の決定をにらみながら検討されていくものと

考えている」と発言されており、栗東市だけが進めて

いる事業のように受け取れる。 

 この問題はどこまで協議が進み、いつの時点でしっ

かりとした財政計画と建設計画が提示されるのかを

伺う。さらに、新駅設置の栗東市負担分の中に、寄付

金 10 億円が計画されているが、その進捗状況は。 
 

【答弁】 
 

 昨年度は、新駅の交渉窓口が JR 西日本京都支社総

務企画課であることを確定させ、事務レベルでの協議

を進めてきました。10

月 28 日に JR 西日本京

都支社幹部に、現地視

察をしていただきまし

た。 

 また、11 月 29 日に

行われました草津線複

線化期成同盟会による

JR西日本京都支社要望

におきましても、最重

点要望事項として草津

線手原草津間新駅の設

置を要望してきました。 

 今年度は、JR 西日本

と具体的な新駅設置に向けての協議を進めるための

基本計画を策定してまいります。このなかで、線路の

計画、駅舎の計画、事業費の算出、利用者推計等を行

います。 

 現時点の草津革新駅を含めた財政計画につきまし

ては、本議会終了後に予定されています全員協議会で

報告させていただきます。 

 次に寄附金 10 億円の進捗状況でございますが、昨

年設立されました「滋賀の元気なまちづくり県民会

議」や「新幹線（仮称）南びわ湖駅早期開業推進協議

会」など民間の協力により平成 18 年 6 月 15 日現在約

1,365 万円の募金を頂いているところです。 

 また、5月27日の起工式以降、予約を含めさらに1，

200 万円強の募金が寄せられています。 

 引き続き、各団体と連携を密にしながら、目標達成

のため努力してまいります。

 

 

  
▲新大宝東小学校に新しい学童保

育所みつばちクラブが誕生 

（4 月 1日） 

▲第７７回メーデーが守山市市民

球場横の広場で開かれる 

（4 月 29 日）

▲地元の村祭り 日吉神社の神輿

渡業（5 月 5日） 

▲栗東市さきらで新幹線(仮称)南

びわ湖駅起工式が行われる 

（5 月 27 日）

  
▲全国でもめずらしい日吉神社の

どぶ酒祭り（5月 28 日） 

▲滋賀県知事選挙マニフェスト型

公開討論会が野洲で開かれる 

（6 月 4日） 

▲金勝学区子ども会スポーツ大会

が金勝小で開かれる（6 月 18 日） 

▲第 14 回栗東演劇祭が栗東市さき

らで開かれる（6 月 25 日） 
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東京都三鷹市の小中一貫校を視察 7/12 
 

〔概要〕 
 

 三鷹市教育委員会では、平成 18 年 4 月 5 日に第

二中学校区（第二小学校、井口小学校、第二中学校）

をひとつの「にしみたか学園」として小・中一貫教

育校を開園。  
 三鷹市の小・中一貫教育校の大きな特色は、特区

申請なしで①既存の小・中学校を存続させた形で、

②「コミュニティースクール」を基盤としながら、

③９年間の一貫カリキュラム（指導計画）により、

「豊かな人間性」、「確かな学力」、「人間力」を培う

というものです。 
 今後、三鷹市では、第二中学校区での実践を検証

した上で、全中学校区（８学区）で、小・中一貫教

育校を開設していくとの事。 
 

〔指導の概要〕 
 

■国語、算数・数学、理科、外国語(英語)について

は、「少人数指導（１クラス３名の教師）」、「習熟度

別学習」の実施。 
■小学６年生に２学期１０時間の選択制学習（１２

コース）の導入し、個性、能力の伸長と自己選択能

力の向上を目指す。 
■特色ある教育活動として、①小学１年生から音声

を中心とした英語学習、②ＩＴ学習、③地域の歴史

や特質などを学ぶ地域学習を実施。また、自らの進

路を切り開いていく力を育てる、生き方・進路指導

の実施。 
 

〔コミュニティースクール〕 
 

■学校と保護者・地域のつながりをより一層深め、

地域住民が学校運営に積極的に参画できる仕組み

を作るため「コミュニティースクール委員会」を設

置。 
■保護者、地域住民に対して、中学校区を単位とし

た教育ボランティア＝サポート隊を募集し活動。 
■地域イン

トラネット

を活用し、学

校、家庭、地

域間の情報

交流を実現。 
 
〔その他〕 

■学園の名

称は公募に

より「にしみたか学園」と決定し、学園旗、学園歌

は、図案、歌詞を児童･生徒から募集し作成するこ

ととなっている。 
 

〔感想〕 
 

■小中一貫校設置の目的のひとつとして、従来、小

学校から中学校へ移るとき他の小学校からも来る

ため不安になり不登校が増えるという「中一ギャッ

プ」の解消があったと説明を受けた。 
既存の施設を活かした小中一貫校であり、基本的

に大きな資金を必要とせず、尚且つ地域の思いも大

切にしているところは評価でき、全児童･生徒 1500
人に対し、職員は 100 人、それにプラスして地域の

人が参画しているから、決め細やかな対応ができて

いる。 
 説明を受ける中で、保護者はもちろんのこと、学

園長をはじめ多くの指導者や地域の人から、学校運

営に対する「情熱」を感じることができた。 
 

自治体政策講座を受講 7/13～7/14 
 

 
 

＜講演要旨＞ 
 議員は「市民の代表」とされているが、果たして「民

意を代表」しているのか？というテーマでした。 
 県知事選挙の直後でもあり、また、滋賀の県知事選

挙もひとつのサンプルとして出されるなど興味深い

講義でした。 
①“民意”について市民と議員･議会とでは認識のズ

レがあり、“民意”も情報の提供の仕方で変わってく

ることから、議員・議会自らが、市民に対して客観的

で正確な情報を適宜提供し、“民意”を作ることが重

要。 
②議案の審議状況について、現在の議会は議案審議が

できていない。ほとんど追求なしで、形式的な状況に

あり、改善すべき。 
 議案に対して、議員同士が十分な論議をすることで

“民意”が形成される。本会議、委員会の再構築が必

要。市民(住民)にオープンな議会をつくり、地方行政

ではなく地方自治の立場から、住民側に立って “自

治の主役”としての議会が変革すべき時。 
 

 
 

＜講義要旨＞ 

Ⅱ．テーマ：介護の理念のランクアップ 

  講 師：堀田力（さわやか福祉財団理事長） 

Ⅰ．テーマ：自治体議会の原点 

  講 師：竹下譲（四日市大学総合政策学部長）

7 月 12 日～14 日、自治体議会政策学会主催の自治政策講座が東京で

開かれ、全国の８１の議会から１６１名が参加。私も個人参加しました。

初日は、小中一貫教育の現場視察で 2 日目以降は、「自治の原点と未

来」というテーマで 7つの講義を受講してきました。（報告は抜粋） 

▲にしみたか学園について、開園の経緯

等を説明する大嶺せい子学園長 
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 主に介護保険制度についての講義でした。 
 世界で介護保険制度を導入している国は、日本、ド

イツ、オランダだけであるが、負担と給付を自治体が

決められる日本の制度は、仕組みとしては良い制度と

の評価であるが、地方議会の関与が極めて弱い。 
 しかし、アジアのほとんどの国が、自立を基本とし

ており、介護保険より、高齢者が働くための技術を学

べる環境づくりを進めているという。 
 介護の基本は、①自助、②共助、③公助であり、自

分でできることは自分ですることが基本であり、依存

症にさせない事が重要。 
 進んだ自治体は、単に制度の説明だけでなく負担と

給付、夜間巡回サービス等について住民同士で議論す

る機会を与え、選択させている。 
 尊厳を守り、支援する制度でなければならない。 
 

 
 

＜講義要旨＞  
講師の青山さんが、元東京都副知事も経験されて

きた経験も踏まえて講義してくださいました。 
「市場化」が今の動きだが、市場化をしていく場合

どう公共（市民・自治体・政府）が関与していくか

が重要。民営化の是非論ばかりが争点にされている

ことが問題。 
 耐震偽装問題については、典型的な市場化の問題

であり公共が関与しなかったことで、民営化の負の

部分が出てしまった。製造物責任法の適用が、建築

物についてはこれまで行政がやっていたため、対象

外となっていた。よって、建築確認を民営化すると

きに議論にならなかった。 
 結果として、多くの人たちが被害を受けることに

なったが、国民の生命や財産を守るのは国の責務で

もあるから、国という公共が関与すべきだし、正常

な民間への市場開放は、よりコストがかかることを

認識すべき。 
 ＪＲ尼崎事

故を例えに初

期投資が多く

て回収期間が

長いものを民

営化した場合、

市場が安定す

る側面がある

一方、破滅的競

争に陥ることもあり、今回は後者のほうである。 

 イギリスのこれまでの福祉政策は「ゆりかごから

墓場まで（ｾｰﾌﾃｨｰﾈｯﾄ型福祉）」であったが、トラン

ポリン型福祉(注 2)にレベルアップした。これはまさ

に社会的包容力（Social Inclusion：社会から一定

の人を排除する状況をなくそうとする公共の努力）

であり、社会的弱者に対しては公共的責任として関

わっていくことの事例である。 

--------------------------------------------------------------------- 
注 2 今日の日本でも盛んに用語として使われている「セーフテ

ィー・ネット型福祉」ですが、そもそも、セーフティー・ネット

とは、サーカスの空中ブランコの際に張られている網のことをい

います。もし、ブランコから落ちても死なずにすむよう、最低生

活を保障する制度を意味します。 

 さらに、「トランポリン型福祉」とは、転落しても死なないと

いう機能だけではなく、ちょうどトランポリンのように、再び大

きく飛び上がって、ブランコから落ちた人をまた別のブランコに

復活させて、以前と同じように活動してもらおうとする積極的な

雇用政策制度のことです。 
  

 
 

＜講義要旨＞ 
 最近良くこの町のことは TV や雑誌等で紹介されて

いますので、期待していた講義でした。 

 徳島県の山間の町、上勝町は、人口 2,136 人、面積

110ｋ㎡（うち山林が 68％）、高齢化率 46.27％の町で

すが、高い高齢化率にもかかわらず①寝たきり老人は

わずか 2 人(Ｈ16)で、一人当たりの医療費は県下第

32 位という大変元気まちです。 

 では、何故元気なのか？それは、地域の資源を徹底

的に活かそうということで始まった「彩(いろどり)」

事業。料理や弁当を彩る紅葉などの「妻物」を製造販

売。これを平均年齢 70 歳の人たち 190 名で材料の確

保から製造、発送まですべて行い、なんと月収で 200

万円以上稼ぐおばあちゃんもいるとか。 

 そのために、高齢者でも使用できるパソコンを開発

したり、町内の双方向の防災無線の FAX を使った注

文・出荷の仕組みを作ったりと大変だったとか。 

 高齢者でも、自分の存在を認めてくれて、自分の力

が発揮できるところがあれば、元気になるとのこと。 

また、ゴミゼロも推進している町で、家庭での分別種

類は 34 種類とか。 

他にもユニークな施策を実現させ、生き甲斐と働き

甲斐を作り出している町です。 

一度、視察に行きたいと考えています。

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ．テーマ：高齢者の力を引き出す上勝町 

  講 師：横石知二（徳島県上勝町 (株)いろどり副社長）

Ⅲ．テーマ：市場化と公共関与 

  講 師：青山佾（明治大学大学院教授） 

 

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） 

ＵＲＬ    http:// t-tamura.ｊｐ 

E-mail   22＠t-tamura.jp 

編集後記 待ちに待ったアメリカン･ミニチュア･ホースが 8

月には 4 頭、我が家に来ます。受け入れの準備はまだ途中です

が、何とか間に合わせなくてはと思っています。 

 家族が増えて大変ですが、大切に育てなくてはいけません。

まず、部屋の掃除から手入れ、散歩、餌やり･･･。 

 次回の通信から、この馬のコーナーも作り紹介します。 

 お近くにお越しの際は、是非一度見に来てください。 


