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 １２年に一度、統

一地方選挙と参議院

議員選挙が重なる今

年。いよいよ参議院議員選挙が始まります。消え

た年金問題や増税負担の押し付け、教育基本法案

や国民投票法案、年金法案、そして公務員制度改

革関連法案の強行採決など、２／３を超える数の

勢力を武器に十分な審議もしないまま、多くの法

律を可決させてきた自民党政権に、「ＮＯ！」を突

きつける最後のチャンスといえるこの選挙。 

私は、今回の選挙は民主党公認の「とくなが久

志」さんを全面的に支援することとしていますが、

その「とくなが久志」さんが学ばれた「松下政経

塾」の創立者 松下幸之助氏の語録に「是を是とし

非を非とする」というものがあります。その意味

は『とかく人間というものは、物事を数の大小や力の強弱といったことで判断しがちである。そして

また、そういうことを中心に考えた方がいいという場合もあるだろう。しかし、それは日常のことと

いうか、いわば小事について言えることではないだろうか。大事を決するに当たっては、そうした利

害、損得といったものを超越し、何が正しいかという観点に立って判断しなくては事をあやまってし

まう。それができるということが、指導者としての見識だと思うのである。とかく長いものにまかれ

ろ的な風潮の強い昨今だけに、指導者にはこうした是を是とし、非を非とする見識が強く望まれる』

ということです。 

確かに、民主主義のルールとして“多数決”という数による意思決定の方法はありますが、これは

あくまでも議論を尽くした上での最終的な手段に過ぎません。 

議員は、議員個人の持つ１票の後ろには、市民・国民の「民意」があることを忘れずに、その代表

として、「民意」をしっかりと受け止め、「いま何が正しい選択なのか」を見極め、議論し、決断する

ことが重要だと思います。 

暑い夏が始まります。そして熱い戦いも始まります。この夏が市民・国民にとって歴史的“逆転の

夏”となることを願いながら挨拶とさせていただきます。 

栗東市議会議員  

 

 

 
「田村たかみつ」の所属委員会等が、６月５日の

臨時議会で下記のように決まりました。 

 ①総務常任委員会（委員５名） 
＊政策推進部・総務部に関する事項や他の委員会に

属さない事項について審査します。 
 ②議会運営委員会（委員７名） 

＊多数の議員で構成される議会を円滑にしかも効

率的に運営するために、常任委員会とは別におかれる委

員会。議会運営の責任者である議長の諮問機関的な性格

を帯びた機関です。 
③議会広報編集特別委員会（委員７人） 
 ＊「りっとう議会だより」の編集・発行をします。 

④産業廃棄物最終処分場対策特別委員会（委員９人） 
 ＊ＲＤ産廃処分場問題の事件を審査します。 

 ＊委員長を拝命しました。 

⑤栗東湖南広域行政協議会（委員５人） 
 ＊湖南市との共通の事案について協議します。 

栗東市議会議員 
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▲草津ボストンプラザホテルにおいて、パリ政治学院在学中のジュリ

ー・ドナさんと、滋賀県の政治情勢や選挙について会談しました。 
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 ２期目の最初となる６月議会は、人事3件、

条例 4 件、予算 7 件、その他 3 件の計 17 件

（うち 9 件の専決を含む）の案件と議提案 1

件、請願書 1 件、意見書 2 件であり、そのう

ち、所属する総務常任委員会に付託された案件

は議提案１件を含む以下の計 5 件でした。 
 

①平成１８年度一般会計補正予算（第６号） 

 
 ＊歳入歳出それぞれ３億８千万円余りを減額する

ものですが、主なものは事業精査による減額と新

幹線新駅の駅前周辺整備事業が未着工であること

に伴う減額補正です。また、総務常任委員会では

主に財政調整基金のあり方として、市たばこ税県

交付金の次年度支払分を積み立てておくことが原

則であるのに、７億円ほど不足していることにつ

いて、当局に財政改革の徹底を図るよう要請し、

賛成多数で「承認すべきもの」と決しました。 

 

②栗東市税条例の一部を改正する条例の制定 

  

 ＊地方税条例の一部が変更となったことによる当

市の税条例の変更で、法人課税信託に関すること

と市街化調整区域における都市計画税納税義務者

の地番を確定するものです。全員一致で可決すべ

きものと決しました。 

 

③栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例の制定 

 

 ＊非常勤消防団員等に係る政令の一部が改正され

たことによる扶養親族加算額の変更です。 

  全員一致で可決すべきものと決しました。 

 

④栗東市同報系防災行政無線の設置工事契約 

 

 ＊約２億円の契約で上記の無線を設置するもので、

全員一致で可決すべきものと決しました。 

 

⑤栗東市議会議員の報酬及び費用弁償に係る条例

の一部を改正する条例の制定（議員提案） 

 

 ＊議員報酬とは別に委員会出席等に対して１回 3

千円支給されている費用弁償を廃止しようとする

提案ですが、栗東市の議員報酬との整合性の問題

もあり、賛成多数で継続して審査することとなり

ました。 

 
★ウイルス肝炎患者の医療環境改善を求める意見

書の提出 

 
＊栗東市民ネットワークとして、国に対しＣ型お

よびＢ型肝炎患者の方への医療支援の強化を求め

る目的で意見書を作成し、議会に提案しました。  

結果、全議員の理解のもと文教福祉常任委員会

から政府に対して意見書を提出することとなりま

した。 

 
 

 

 

 ＲＤ処分場問題と新幹線新駅問題について 

質問しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問】倒産から 1 年。現在、ＲＤ最終処分

場は、管財人が管理している状況であるが、

維持経費的な問題から年内には処分したい

と聞いている。今後の対策のためにも、県が

所有すべきだが、県が拒否している。最悪県

が受けない場合は、栗東市が責任を持って所

有・管理すべきと考えるが市の見解は？ 

【答弁】昨年７月に当市より管財人に対し

「処分場の管理等に関する要望書」を提出

し、その中で処分場の適正な処理を行えない

者への処分回避をお願いすると共に、当市が

所有する意思のないことを伝えている。当市

としても県が所有すべきと考えており、引き

続き県の対策委員会等へ要望していく。 

【質問】 現在、新幹線新駅問題は事実上の「凍結」状

況にあり、県議会でも凍結の方向で一致している。 

当市としても、「新駅建設中止」が決定した場合を想

定し、新幹線新駅に頼らない新たな土地区画整理事業の

あり方を早急に当市が策定し、県へ提案していくことが

重要と考えるが市の見解は。 

【答弁】 栗東市新都心区画整理事業は、新幹線（仮

称）びわこ栗東駅設置に関する基本協定に基づき新

駅設置の条件整備として取り組んできたもので、関

係自治会や地権者の方々の協力のもと進めてきた事

業である。 

 当市としては、土地区画整理事業と新駅設置は不

可分一体の関係であると考えており、新駅のない区

画整理事業は考えられない。 

 これまでの方針を転換された県が、新幹線新駅設

置と同等以上の新たな地域振興策を提示することは

当然のことと考える。市が提案するものではないと

考える。 
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 前回の会報で紹介した以降の活動報告を写真で振り

返ります。 

 
●５月１７日 ＲＤ産廃処分場問題 

県の第４回目の対策委員会を傍聴 

 感想ですが、率直に１年という

期限の中で、本当に解決のための

糸口を見つけ出せるのだろう

か？と不安です。最終的な目標が

どこにあるのかが見えない。 
 

 
●５月２７日 地元上砥山の日吉

神社の濁酒祭 

 ２３５年以上の歴史を持つこ

の濁酒祭。今年は５０リットル、

１９度という状況でした。神社の

境内で、地元の方々とおいしくい

ただき、歴史の深さと継承の道筋

等について語り合いました。 

 

●５月３１日 ジュリー・ドナさんと

会談 

 パリ政治学院在学中のジュリ

ー・ドナさんは、日本の政治、

とりわけ滋賀県の嘉田知事誕生

における滋賀の政治について研

究中。選挙への関わり方や日本

の選挙制度政治について会談し 
ました。 

 
●６月２日 連合議員団ネットワー

ク会議 

近江八幡市のホテルニューオウ

ミで開催され、連合議員団の日頃

の活動や各自治体の情勢等につい

て意見交換を行いました。 
 
 
 

●６月９日 国民投票学習会 

政策フォーラム滋賀の主催で、

諸外国の国民投実に詳しい今井

一さんを講師として、国民投票

の重要性とあるべき姿、そして

住民投票の制度や各地の実施状

況などについて学習しました。 
改憲の是非、国の行方を決め

るのは主権者である私たち自身であり、国民投票は、私たちが直

接日本の未来を選択できる唯一の手段ですから、護憲・改憲を問

わず公正になされることが大切です。 
 
●６月１６日 市民が考える医療フ

ォーラム 

東近江市の商工会議所におい

て、「地域医療の役割」というテ

ーマで長野県泰阜村診療所の

佐々木学所長に佐々木医師が日

頃取り組んでおられる地域医療

の現場の話とこれからの地域医

療についての考えを聞かせていただきました。  

●６月２７日 梶山先生を囲む学

習会 
今回、ＲＤ産廃問題合同対策

委員会の主催で、弁護士であり、

全国の産業廃棄物問題に取り組

んでおられる梶山正三先生（県

ＲＤ最終処分場問題対策委員会

のメンバーでもある）を講師と

して、ＲＤ処分場問題について状況の認識や行政への対応などを

学習しました。全国でも指折りの事例と話す梶山先生。消極的な

行政対応にどう住民が対応していくのかを考えさせられました。  
 

●６月３０日 三日月大造国政報

告会 

 国政報告会で三日月代議士は、

消えた年金問題、教育基本法案、

公務員制度関連法案などを強行

採決してきた自民党の体質を痛

烈に批判。今参議院議員選挙で

政権交代を目指そうとあいさつ。参議院選挙の候補者「とくなが

久志」氏も出席し、熱い決意を披露されました。 
 
●７月４日 琵琶湖塾２００７ 

 今回で３年目を迎える田原総

一郎氏を塾長とする琵琶湖塾２

００７に参加。私は昨年からの

入塾ですが、今回も「生きる」

をメインテーマに、そして「ワ

ークライフバランス」をサブテ

ーマとして、1 年間多くの講師

を迎え塾生みんなで学習を進めます。 
 
 
＜主な活動＞ 
日付 場所・地域 行事・活動内容 

5/17 農業教育センター 県ＲＤ対策委員会傍聴 

5/18 荒張 福祉作業所ほほえみ苑監査 

5/19 金勝コミセン 金勝地域振興協議会総会 

5/20 上砥山 日吉神社献湯祭 

5/22 レイバ滋賀 滋賀県民平和人権運動センター総会 

5/26 草津市役所 朝起会 

5/27 上砥山 日吉神社濁酒祭 

5/29 大宝西小学校 県教職員組合湖南支部総会 

5/30 京都 ＲＤ産廃処分場管財人面談 

5/31 草津ボストンＰＨ ジュリー・ドナさんとの会談 

6/1 市役所 全員協議会 

6/2 近江八幡市 連合議員団ネットワーク会議 

6/2 上砥山 上砥山専門部会員合同会議 

6/5 市役所 臨時会 

6/6 市役所 議会運営委員会 

6/8 市役所 議案説明会 

6/9 男女共同参画Ｃ 国民投票学習会 

6/12 小柿 しがなんれん作業所視察 

6/12 まちづくりセンター 草津栗東地協幹事会 

6/13 市役所 ６月定例会開会 

6/15 荒張 福祉作業所ほほえみ苑運営委員会 

6/16 東近江市 市民が考える医療フォーラム 

6/21 市役所 ６月定例会個人質問 

6/22 ＪＲ草津駅 県教組教育基本法に関するビラ配布 

6/24 さきら 栗東演劇祭観劇 

6/25 市役所 総務常任委員会 

6/27 日吉ヶ丘自治会館 梶山先生を囲む学習会 

6/29 市役所 ６月定例会採決 議会運営委員会 

6/30 さきら 三日月大造国政報告会 

7/4 ピアザ淡海 ２００７琵琶湖塾 
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「とくなが久志」さんのプロフィール 

昭和 51 年(1976) 近江八幡市立金田小学校卒業 

昭和 54 年(1979) 近江兄弟社中学校卒業 

昭和 57 年(1982) 滋賀県立彦根東高校卒業 

昭和 62 年(1987) 早稲田大学政治経済学部卒業 

財団法人松下政経塾入塾 

平成３年(1991) 財団法人松下政経塾退塾 

民間会社に就職 

平成９年(1997) 衆議院議員公設秘書に就任 

平成 11 年(1999) 滋賀県議会議員当選（1期目）

平成 15 年(2003) 滋賀県議会議員当選（2期目）
 

＊近江八幡青年会議所監事 

＊国際松濤館空手道連盟滋賀県松濤館会長 

＊近江八幡市若葉町自治会長 

 

＊1963 年（昭和 38 年）生まれ ４３歳 

＊家族＝妻・長女（８歳）・次女（２歳） 

＊読書、プロレス、野球観戦が好き 

＊身長１８２センチ 体重７０kg 

２００５年の 9 月に行われた衆議院総選挙。結果は、自

民党が圧勝し、「小泉チルドレン」なんて呼ばれる新人議

員が数多く当選したことでも記憶に新しいですが、結果は

「 格 差 社 会 の 拡 大 」 と 「 公 共 サ ー ビ ス の 低 下 と 増

税」！！！！ 

何でもかんでも「数」にまかせて、民意を無視して強行

採決する自民党。このままでは、衆議院は解散なし。つま

り、今の状態が２年間以上続くということです。 

２年待ちますか？それとも、国民の怒りを投票に変え

て、自民党政権にさよならしますか？ 

私、田村たかみつは滋賀選挙区は「とくなが久志」予定

候補を支援します。ご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。 

        比例区選挙は、自治労出 

身の「あいはらくみこ」予定

候補を支援しています。 

 比例区選挙では、候補者名と政党名のい

ずれかを記入しますが、できる限り候補者

名で投票しましょう。 

「あいはらくみこ」予定候補の政策や政治

理念等については、リーフレットやホーム

ペ ー ジ な ど を 参 照 し て く だ さ い 。

（http://210.170.58.152/index.php）


