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 異常なほど暑かった夏も終わり、朝晩は肌寒

ささえ感じられる秋本番がやってきました。 

 いつもなら紅葉や秋の味覚に意識がいくの

ですが、この１０月～１１月はそうではありま

せん。 

 それは、栗東市の大きな課題である「新幹線

新駅」の設置問題について、県および促進協議

会から最終的な方針が示される月でもあり、ま

ちの将来に大きな影響があります。 

 また、当市のもうひとつの課題である「ＲＤ最終処分場問題」も生

活保全上の支障の除去を目的とした対策工事の工法が、県の対策委員

会で具体化されます。 

 このように、まちの大きな課題が一度に一定の方向性が示されるこ

ともあり、また、そのいずれにも関わっている身としては、何となく

落ち着かない状況です。 

 しかし、この課題は避けては通れない課題であるのですから、しっかりと正面から議論して、栗東

市の将来に向けた方針を一致団結して決定していくことが重要だと考えています。 

 そのためには、これらの課題についての議論の内容をしっかりと情報公開し、市民の皆様と問題点

の共有をはかり、市民の皆様の意見の集約が不可欠ですので、市政報告会の開催や車座懇談会の中で

意見交換をしていきたいと考えていますのでよろしくお願いいたします。 

栗東市議会議員  

 

今定例会の議案は、人事２件、条例２件、予算６件、決算１１

件、その他９件を審査し、議員提出議案（議員の費用弁償の廃止

／継続審議）以外すべて原案通り可決となりました。 
 

■平成 18 年度決算のポイント 
 ●一般会計実質収支は約 1 億 6 千万円の黒字決算。でも基金約 19 億円の取り崩しによる対応の

結果。よって実質単年度は赤字決算！ 

 ●地方債（借金）残高は 639 億円！ 

 ●税金や保険料などの滞納額が 12 億円に！ 
 

●平成 18 年度財政収支 
 

 ※一般会計 

歳入    ２２９億円（うち 133 億円が市税） 

歳出   ２２７億円 

収支 ＋１.５８億円(繰越財源含まず) 

 ※特別会計 

   歳入    １３１億円 

   歳出   １２７億円 

   収支 ＋４.７３億円(繰越財源含まず) 

●平成 18 年度実質単年度収支（一般会計） 
 

   前年度繰越金    ２.３２億円 

   単年度収入額    １.５８億円 

   収支       －０.７３億円 

   基金取崩し   －１８.００億円 

   実質単年度収支 －１８.７３億円 

   ＊たばこ税県交付金（県に支払うお金）は、平

成 18 年度は 22.8 億円でした。 
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●増え続ける市の借金。早く歯止めをかけないと 
 

  平成１８年度決算における栗東市の借金は一般

会計で３８２億円、特別会計で２５７億円の計６

３９億円に上っています。 

  そして、平成１９年度以降に支出する予定の金額

（債務負担行為）が１７１億円あり、これを加え

ると８１０億円、それに土地開発公社の借金１８

６億円を加えると１千億円近い借金になります。

市民一人あたりにすると約１６０万円の借金とな

ります。 

  財政の健康状態を示す公債費比率、実質公債比率、

起債制限比率など年々上昇傾向にあり栗東市の財

政には既に“黄色い信号”が点灯している状況で

す。 
 

●減らない税金や保険料などの滞納 
 

  税金をはじめ国民健康保険料、給食費など滞納の

問題は栗東市に限らず全国的な問題となっており、

格差社会の解消とともに、税負担の公平化を求め

る声が大きくなっています。 

  栗東市の場合、平成１８年度の市税滞納額が１億

３千万円、繰越分が６億円であり、実に７億３千

万円もの税金が徴収できていません。これに、国

民健康保険税(料)や介護保険料、水道料、給食費

等の滞納分を加えると１２億円もの滞納額となり

ます。 

  また、時効や倒産等によってこれらの徴収が不納

となった金額も一般・特別会計合わせて９千５０

０万円にも上っており、年々上昇しています。 

  行政としても徴収のための努力はしているよう

ですが、徴収できない者の実態把握も重要なこと

です。滞納している人の中には、多重債務等によ

る生活苦から支払えない人もいると考えられます

ので、相談窓口の強化を図ることも徴収率アップ

のひとつの手法と考えられます。 
 

■議案審査のポイント 
 ●新幹線新駅「凍結」による契約解除 6 件の

損害賠償総額 3450 万円で和解 

 ●新幹線新駅啓発用ＤＶＤ制作費の返済金を

一般会計から補填？ 

●新幹線新駅に関する議会決議 
 

●損害賠償の和解について（議案第 63～68） 
 

新幹線新駅問題が事実上“凍結”状態にあり、

新駅設置工事や土地区画整理事業の推進が見込め

ないことによる工事等の契約解除に伴う損害賠償

の案件が６件。内容は、道路築造工事、企業移転

事務所新築工事、公共下水道工事の管布設工事、

建物移転の損失補償などの損害賠償額が決定した

ため和解することの議決を求めるものです。 

損害賠償額の総計は約３４５０万円で、うち、

８００万円は用地の買戻し費です。 

 

※私は、事実上、新幹線新駅設置が「凍結」とな

っている状況下での今回の契約解除はやむなしと

判断し、かかる損害賠償金の拠出については土地

区画整理事業の特別会計からの拠出となることか

ら賛成の立場をとりました。 

しかし、栗東市としてはこの賠償金額について、

県へ負担を求めるとしていますが、この件につい

ては、昨年の 7 月に嘉田知事が「凍結・中止」を

掲げて当選された以降の契約が４件（１６６０万

円）もあります。契約時点で、「凍結後」の損害賠

償などリスクの回避もできたのではとの考えもあ

り、すべてを県の責任にすることには疑問が残り

ます。 

とはいえ、１０月末の結果次第で、新たな損害

賠償等が生じることが予測されますので、その対

策を検討しておく必要があります。 

採決の結果は、和解に関する６議案すべて原案

の通り、全会一致で承認されました。 
 

●平成 19 年度補正予算（第 1 号）について 

啓発用ＤＶＤ制作費を一般会計から支払うこ

とについて反対！ 
 

 この案件は、総額４億１４００万円の一般会計

補正予算案ですが、そのうち総務常任委員会に付

託された関係の補正予算では問題もなく承認しま

した。 

しかし、環境建設常任委員会に付託された、新

幹線新駅の「推進」のための啓発用ＤＶＤの制作

費 115.5 万円を一般会計からの拠出することにつ

いては、反対の立場をとりました。 

そもそもこの問題は、栗東市が新幹線新駅の「推

進」のための啓発用ＤＶＤを、滋賀県や周辺市な

どに説明せず、駅設置促進協議会の予算を使って

無断で製作していた問題で、滋賀県や周辺市に対

して、栗東市長は謝罪し「制作費は返還する」と

述べましたが、そのお金は何と栗東市の一般会計

から補填するというものでした。 

市長が勝手にやったことの後始末を市民の税金

から負担するとは言語道断であり到底認められな

いものです。 

しかし、採決の結果は、賛成 12 対 7 で可決して

しまいました。 
 

●「東海道新幹線（仮称）南びわ湖駅問題解決 

に関する決議案」に反対 
 

同決議案は、新幹線新駅推進派の「新政会」「公

明栗東」両会派の１１人が提出。 
決議案の内容は、「県の指導により新幹線新駅設

置の推進のために取り組んできたが、嘉田知事就

任により事態が変わった。新駅事業が中止となれ
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ば、訴訟問題になるのは必至。税金を新駅問題処

理のために無駄づかいするのは財政の悪化を招

く」などとして嘉田知事に対し、凍結後の対応策

を具体的に示すことなどを求めたものです。 

 当会派としては、前述の財政状況からもわかる

ように、今は新駅設置に多額の財政負担をする余

裕のある状況ではなく、新駅設置は市民の望む施

策のうちで優先順位は低い。 

 高齢者福祉や子どもの教育など、栗東市には即

急な対策が必要な課題が多くある。 

 推進ではなく、事実上「凍結」状態にある新駅

問題の凍結後のまちづくりの具体化をはかること

が専決であるとして、反対しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【答弁】 滞納が年々増加していることから、

納税推進室を設置して滞納整理の早期着手に

努め滞納の実態に応じた文書催告等重点的に

行っている。 

不納欠損の件数は１７４９件、人数は延ベ９

６７人に上っている。不納欠損となった事由に

ついては、住民票はあるものの、所在が不明で

ある。滞納処分をする財産がない。法人の場合、

破産し法人が解散した場合などの理由による

ものである。 

今後の対策については、現年分の未納を発生

させないための未然防止策の徹底をはじめ、滞

納整理徴収を強力に進めるとともに、新たな収

納対策として、コンビニ収納委託など先進事例

からより効果的な徴収対策に取り組んでいく。

【答弁】 同調査による当市の状況は、小学校２３

人、（前年度より１０人増加）、中学校５０人（前年

度より１１人増）の合計７３人（前年度より２１人

増）という結果である。 

市としての取組状況は、平成１６年９月から立ち

上げた「児童生徒支援室事業（不登校対策総合事業）」

を中心として、担当兼務の指導主事２名、相談員３

名、支援員２名を配置し、随時不登校に関わる相談

や不登校児童生徒の学習・コミュニケーション支援

を実施している。また、他市には例のない臨床心理

士２名による巡回相談や、各校の担当者との直接的

な協議の場である「市内児童生徒支援担当者会」の

定期開催など、教育重点施策として、取り組んでい

る。 

【答弁】 ＲＤ産業廃棄物最終処分場においては、そ

の基準値以下であっても安定型処分場に処分出来ない

違法廃棄物は除去が必要であるとの考えのもとに、市

として汚染土壌や違法廃棄物の除去、環境基準を超え

る要因物質の除去または無害化等を知事に要望した。 

 処分場を安全な状態にする対策が、住民の安心の確

保につながるものと考えている。 

国１バイパス「栗東水口道路」六地蔵西地区改良工

事区域においては土壌中から高濃度のガスが検出され

たとのことから、市は、国土交通省と協議し、国道交

通省がこの区域での土壌及び地下水について総水銀を

含む有害物調査等を実施されることになっている。 

【質問】 市の財政を支える税金等の滞納が増

加し、一般会計・特別会計併せて１２億円にも

上っている。 

 また、時効成立や企業の倒産などで徴収が不

可能となり欠損処分した金額も１億円近くに達

している。 

 財政の健全化をめざす中でこの税金等の徴収

対策について伺う。 

【質問】 ２００６年度の学校基本調査、児童生徒

の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果

で、２００６年度間の長期欠席者数は，小学校 6 万

1 千人（前年度間より約 2 千人増加。対前年度比 3.5

パーセント増）、中学校 13 万 5 千人（前年度間より

約 7 千人増加。対前年度比 5.3 パーセント増）の合

計 19 万 7 千人（前年度間より 9 千人増加。対前年

度比 4.8 パーセント増）そのうち、「不登校」を理由

とする児童生徒数は，小学校約 2 万 4 千人（前年度

間より約 1 千人増加。対前年度比 4.9 パーセント

増）、中学校約 10 万 3 千人（前年度間より約 3 千

人増加。対前年度比 3.4 パーセント増）の合計約 12

万 7 千人（前年度間より約 4 千人増加。対前年度比

3.7 パーセント増）であることが発表された。当市

の実態は？ 

【質問】 ＲＤ最終処分場問題を早期に、着実に解

決するために、この処分場が抱える課題を整理し、

県の今後の対応策を策定していくための委員会とし

て昨年の１２月に設置された県の対策委員会である

が、生活保全上の支障除去について県と市民の認識

に違いがある。もっと栗東市が主体性を持ってやっ

ていくべきではないか。 

また、国１バイパス工事地から高濃度のガスが出

たことで、国は 10 月から付近を調査するとしてい

るが、栗東市も加わり水銀調査等すべきではないか。

今定例会では、①税金等の滞納増加への対

応、②不登校対策、③ＲＤ処分場問題の３点

について質問しました。 

 要旨については、以下のとおりです。 
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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。 

 
●７月２１日 第１９回栗東ボランティアまつり in 栗東 
 市内のボランティアや市民

活動団体が一同に集まり、活動

報告や市民活動に顕著だった

個人や団体の表彰が行われま

した。表彰の後、記念講演とし

て林家花丸さんの落語、そして

各団体の活動発表が行われま

した。 

●７月２２日 若竹チャリティー「小林良正」講演会 

 

講師として、お母さん尼僧の

「小林良正」氏が「優しい言葉

と微笑み～和顔愛語（わげんあ

いご）」というテーマで名古屋

弁で、命の大切さや豊かな心、

素敵なコミュニケーションづ

くりについてお話いただきま

した。 

●７月２６日～２７日 第９期自治政策特別講座ｉn東京 
 全国でも珍しい「自治会・

町内会組織のない市として、

昭和４６年から「武蔵野市コ

ミュニティー構想」を策定し、

全国でも魁でコミュニティー

センターを地域ボランティア

の方々で運営されている状況

を視察してきました。 

●８月４日 ＲＤ産廃処分場現地説明会 

 

 県の対策室主催による追加

調査の報告を兼ねた現地説明

会が開催され、嘉田知事、国松

市長も参加しました。 

 県の職員の方が、追加調査の

コアの説明や水質調査の手法

など実践を交えての説明会で

した。 

●８月１１日 連合議員団総会 

 連合滋賀連合議員団総会

が、大津プリンスホテルにお

いて開催され、私が議長に選

任され、昨年度の活動報告並

びに決算・監査の報告が承認

され、次年度の運動方針並び

に予算が満場一致で可決しま

した。  

●８月１８日 ホースセラピー牧場視察 

 

馬を使い”ホースセラピー”
として、不登校やひきこもり、

ニートの人などに対する支援

プログラムを実践されている、

「ホース・フレンズ枚方セラピ

ー牧場」を視察。 

 
 

●８月２５日 びわ湖クリーンキャンペーン 

連合滋賀恒例のびわ湖クリ

ーンキャンペーンが県下一斉

に行われ、当全国競馬労働組合

は、２７名で地元の金勝川沿い

の県道脇を清掃しました。 
今年は堤防の雑草が草刈さ

れていないため堤防の清掃は

できませんでした。 

●８月２６日 シンポジウム「住民投票」 

全国から 120人を超える

参加者があり、常設型の住

民投票条例について４時間

に渡る長丁場でのシンポジ

ウムでしたが、これからの

市民参加のツールとして必

要性を再認識しました。 

●９月１日 栗東市防災総合訓練 

 「防災の日」の９月１日。 
治田西小学校で約５３０名

の地域住民や関係団体および

防災関係機関の方々が集まり、

大規模地震の発生を想定した

訓練が行われました。 

●９月１日 上砥山田楽踊り 

 

地元上砥山の日吉神社で恒

例の田楽踊りが行われまし

た。古くから伝わる行事を地

元の皆さんが保存会を作って

伝承されています。 
 しかし、踊り手や歌い手が

少ないのが悩みの種。 

●９月１７日 金勝学区敬老会 

恒例の金勝学区敬老会が栗

東トレセン体育館において行

われ、対象者８２３名のうち３

００名近くの皆さんが出席さ

れ、長寿を祝いました。また、

余興として、荒張一座の芝居や

国際情報高校の吹奏楽部の演

奏等でにぎやかな一日でした。 
●９月２２日 金勝小学校運動会 

 

残暑厳しい中、金勝小学校

の運動会が開催され４８９名

の児童が厚さにも負けず精一

杯のプレーを見せてくれまし

た。 
孫の響生も、今年が初めて

の運動会でした。 

●９月２６日 ＲＤ問題地元住民集会 

栗東ニューハイツ自治会が

滋賀県のＲＤ処分場問題対策

委員会の委員４人を招いて住

民集会を開催。住民の立場から

同問題を考えようと企画し、約

５０人が参加しました。 
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■7 月 26 日（木）～27 日（金） 武蔵野市市民協働の視察・特別講座 in 東京 

●武蔵野市視察 

 
▲市民協働推進課長 

 

 
▲コミュニティ協議会代表 

武蔵野市自体が、全国でも珍しい「自治会・町内会組織のない市（一部マンショ

ン単位では組織しているところもある）」として、昭和２２年から行政を運営され

ており、昭和４６年から「武蔵野市コミュニティー構想」を策定し、全国でも魁で

コミュニティーセンターを地域ボランティアの方々で運営されている状況を視察

してきました。  

 武蔵野市は、地域に子どもから高齢者までが集えるコミュニティーセンターを 16

館つくり、地域市民でつくるコミュニティー協議会が地域の意見を聞きながら運営

しています。コミュニティー協議会は自主参加、自主企画、自主運営の３つを原則

として、市とのパートナーシップにより個性あるコミュニティーづくりを進め、各

地域独自の取り組みと、広報紙の発行 、行政・地域情報の提供など「住民自治」

と「協働」に必要な活動を行っています。 

 特に「けやきコミュニティーセンター」の建設にあたっては、用地探しから設計

まで住民が主体的に参加。「いわさきちひろ絵本美術館」の設計をされた早川さん

が無償で基本設計を担当。木立の中に素朴に建つおしゃれなセンターには感動。 

●自治体行政の運営を知る   青山 佾（明治大学大学院教授・元東京都副知事）

 

「官から民へ」の掛け声により、官がなすべき仕事を民間へ移行したが、建築強

度偽装問題やエレベーターメンテの手抜き事件、プール安全手抜き事件、コムスン

不正請求事件など民間による大きな事件、事故が多発している。官から民への丸投

げではなく、問題は市場に対して公共がどう関与していくかということが大切であ

る。この場合の公共とは「市民・自治体・政府」であり、市場を監視しつつ、消費

者と生産者・販売者とのバランスをとっていくことが大切。これからはガバメント

からガバナンスの時代であるとの大変わかりやすい講義でした。 

●予算と決算を読みこなす          兼村高文（明治大学大学院教授）

 

 自治体財政は変わろうとしている。公会計は、政治の責任がどのように果たされ

ようとしているのかを予算編成作業と決算で明らかにすること。そのためにわかり

やすい予算･決算の審議を議会で行う必要がある。連続４時間の講義となりました

が、行政の財政システムにおける予算設定や決算、そして公表に至るプロセスを変

えるべき。複式簿記（企業会計）と同じようなシステムが必要だと････決算カード

を活用した自治体財政の健全度チェックの話もしていただきました。 

■８月 22 日（水）～8 月 23 日（木） 千代田区議会の視察・自治政策講座 in 東京 

●千代田区議会視察 
 千代田区は、人口は４万５千人程度ですが、昼間人口が約２０倍

の９０万人以上という大都会ならではの自治体であり、私たちの町

とは規模も考え方も根本的に違いますし、何と言っても皇居を抱え

ている自治体でもあります。が、国旗は議場にはありませんでした。 
 それでも、議会改革は進んでおり、定例会や臨時会はもとより、

常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、審査会等々ほとんどの

議会での審議状況を傍聴できます。 
 また、当然のことではあるのですが、政務調査費の領収書原本の

義務付けや公開。住民と議会が一体となった「区民集会」の開催

等々、全国のほとんどの議会が非公開としている事柄をすべてＨＰ

やテレビも含め公開されています。 
また、議場も区議会で使用するだけでなく、コンサートや映画会など多目的に使えるよう区民にも開放され

ています。  

また、同区議会は、平成１４年３月議会から、本会議場における議員の賛否を電光表示する「投票システム」

を導入し、議会の透明性を図っています。このシステムは、議員一人ひとりの賛成・反対が瞬時に議場前面の

大型ディスプレイに表示されるものです。 

▲議場は可動式で正面に大型スクリーンがあ

ります。傍聴席もガラス張りで視界抜群です。
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●自治体の自立をめざして      片山善博（慶応大学教授・前 鳥取県知事） 
 鳥取県知事時代に、慣例打破と情報公開を県政改革の柱に、ハコもの行政からの

転換、ダムや博物館などの計画を次々に中止。前例のない被災住宅救済も行った。 

 県職員の人件費をカットした財源で小学校教諭の採用を増やし、1、2 年生の 30

人学級を実現するなど独白の構造改革を展開。議会への根回しをやめるなど、住民

の視点で政策を実際に実現してきた経験から、これからの「自治あり方と議会のあ

るべき姿」について講演いただきました。  
●命を大切にする政策とは           本橋 豊（秋田大学医学部教授） 
 年間 3 万人以上が自殺する日本ですが、2006 年、自殺対策を国と自治体の責務と

位置づける「自殺対策基本法」が議員立法で成立しました。 

 自殺問題は「自殺する個人を取り巻く社会の問題」と認められた訳ですが、地方

自治体による現状把握や取り組みの格差は大きいのが現状です。そこで、本橋先生

は、県が財政上の措置を図り、地域をあげて取り組んで成果を上げている秋田県の

事例を紹介し、自殺の撲滅の実践に取り組んでこられた経験を講義いただきました。  
●市民の声を生かすまちづくり           篠藤 明徳（別府大学教授） 

篠藤先生は、ドイツにおける「プラーヌンクスツェレ」というドイツで生まれた

「市民の声を聞く」という市民参加の手法について講義くださいました。この手法

とは、無作為で選ばれた市民が、有償で地域の解決すべき課題について徹底的に討

論し、まちづくりを実践していくという手法です。  

篠藤先生は、この手法を、日本で初めて解説した書を出版され、その理念と、海

外・国内の事例を紹介し、実際、三鷹市などで模擬実施が行われたことから、現場

の課題やこの手法についての意義について講義いただきました。  
 
 
 
 

■１０月１０日（水）～１２日（金） 自治基本条例と議会基本条例の先進地視察 

 

●北海道ニセコ町  全国で初めて自治基本条例（まちづくり基本条例）を施行 

 〔まちの概要〕 

  位置： 道央の西部、後志管内のほぼ中央に位置。東に国立公園羊

蹄山（1,898m）、北に国定公園ニセコアンヌプリ（1,309m）の山岳に

囲まれ、波状傾斜の多い丘陵盆地を形成。 

人口： ４，６６１人（07.9 末） 

財政： 予算総額５２億円（一般 33.7 億円／特別 18.3 億円） 

産業： 国立公園、スキー場など観光が中心 
 

〔視察の目的〕 

平成１３年に全国で初の「自治基本条例（ニセコ町ではまちづくり基

本条例いう）」を施行。徹底した情報共有と住民参加を基本に、まちづく

りを進められている先進地である。 
 

 〔内容要旨〕 

   まちづくり基本条例は、平成９年から前町長の逢坂誠二氏が「住むこ

とが誇りに思えるまちづくり」をめざして、まちの「憲法」ともいえるまちづ

くりのルールをつくろうと旗振り。 

４年の町民論議や研究会をかけて、町長が替わっても情報共有や住

民参加の仕組みがなくならないように条例化することを研究・検討。平

成１２年に可決成立、翌１３年４月に施行される。 
 

～情報共有の取り組み～ 
 

   ①文書管理（ファイリングシステム） 

     町民が主体的にまちづくりに参加するためには、情報の共有が不

 

 
▲視察の日に初冠雪した国立公園羊蹄山
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可欠。行政の情報＝町民の共有財産との認識のもと、平成１２年から

同制度を導入。町民からの情報提供の要請から３０秒で開示できるシ

ステムを作り上げ、ＩＳＯ規格のコンセプトモデルに指定される。 
 

   ②予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」の配布 

     町の予算は本来町民のものであり、行政には予算を町民にわかり

やすく説明する責任があるとして、平成７年度から通常の予算書では

伝わらない予算の具体的な内容をわかりやすくお知らせするために

右の本を作成。毎年５月に町内全世帯へ無料配布（町外の人は有

料）。アンケート調査で６１％の人が「役に立っている」と評価。 
 

 

  ～市民参加の取り組み～ 
 

   ①まちづくり委員会 

    町民が広く総合的なまちづくりを議論できる場として、平成１３年か

ら実施。委員は公募委員５名を含む 10 が２年の任期で、町の事業に

ついて意見交換、「まちづくりサポート事業」への補助申請の審査を

行い町長に答申する。 
 

   ②住民提案型予算制度（1％予算） 

    ニセコ町の住民税の 1％にあたる１００万円の使い方を町民が決

定する制度。寄せられた提案は町民で組織する予算検討委員会で

審査。議会の議決を経て予算化される。 

 
▲とにかくわかりやすい予算説明書。前

年度の決算も掲載しまちの財政状況を説

明している。 

※感想 前町長が「お任せ民主主義からの脱却」をめざして、徹底的な情報公開と共有、そして市民参加の取

り組みを進められたニセコ町だが、社会一般的に条例というと住民を縛りつけ違反者は罰せられるという捕

らえ方をされがちだが、この条例は自治の基本となるものであるため、町民の実践により生かされているこ

とから罰則規定はなく、逆にニセコ町の条例の中の最高規範的性格を持つこの条例ではあるが、「育てていく

条例」ということを認識されているところはすごいと感じた。 

●北海道栗山町  全国で初めて議会基本条例を施行 

 〔まちの概要〕 

  位置： 道都札幌市や港湾苫小牧市、新千歳空港に約 1 時間の道央圏

に位置し、北は屈足山系と東は夕張山系につづく緩やかな丘陵

地帯で、夕張市と接している。 

人口： １４，３０４人（06.9 末） 

財政： 予算総額１４５億円（一般 74.5 億円／特別 70.5 億円） 

産業： 農業は水稲、小麦が主な作物、第３次産業が６割を占める。 
 

〔視察の目的〕 

全国で初めて議会の形がい化を防ぎ、首長と同様に住民の代表であ

る地方議員の役割を明確化した画期的な「議会基本条例」を施行。 

栗山町のこの取り組みをきっかけに全国でも条例制定の動きが加速

している先進事例を研究するため。 
 

 〔内容要旨〕 

 ～栗山町議会における議会改革の背景～ 
   

  平成 12 年 4 月の地方分権一括法の施行以来、地方議会の役割

は極めて広範囲にわたり、その責任の度合いはこれまでと比較に

ならないほど重くなった。 

  また、2007 年に実施される統一地方選挙から議員定数が 5 名

減の 13 名になることから、町内全体への目配りのためにも住民

との協働による議会を目指さなければならない。 

  その中で、栗山町議会は、平成 13 年 9 月から今日まで時代に

対応した議会改革、議会活性化策に努め、真に「町民に開かれた

議会づくり」に取り組んできており、議員及び議会にとって、議

会の改革・活性化は永遠のテーマであり、町民の代表たる多人数

 
▲８０名を超える全国からの視察者で行

われた説明会 

 

 
▲年１回の議会報告会の案内パンフ 
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による合議制の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させるためにも、今後も、継続して議会の

改革・活性化に取り組んでいかなければならない重要なテーマと認識。 

 栗山町議会基本条例は、いつの時代においても議会としての権能を十分に発揮し、その責任が果たされ

るよう、4年半に及ぶ議会改革・活性化策の集大成として制定された。 
 

～議会基本条例の特徴～ 
  

 ①町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置…施行後３回実施 

 ②請願・陳情を町民からの政策提案と位置づけ 

 ③重要な議案に対する議員の態度（賛否）を公表 

 ④年１回の議会報告会の開催を義務化…施行前から 4回３７会場で開催（延べ１１００人参加） 

 ⑤議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与 

  ⑥政策形成過程に関する資料の提出を義務化…７項目にわたる説明 

  ⑦５項目にわたる議決事項の追加…都市計画マスタープラン、次世代育成支援行動計画など 

  ⑧議員相互間の自由討議の推進 

  ⑨政務調査費に関する透明性の確保 

  ⑩議員の政治倫理を明記 

  ⑪最高規範性と４年に一度の見直しを明記 

※感想 本条例の内容は、まさに時代の先取りであり、情報の公開と住民参加、それに加えて「議会報告会」

という議会自らが住民の場に出て行きまちの現状や議会審議の経過を報告することを義務付けている点は、

大きく参考になった。また、これらの特徴的なもののほとんどが条例制定前から実施されており、そのこと

を単に条例化しただけ…と橋場議長が言われたが、常に住民のほうを見ていないとこれだけのことは一気に

はできないことであると感じた。当市においても一日も早く議会改革の論議を始めたいものである。 

 
 

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） 

ホームページ  http://t-tamura.jp 

メール     22＠t-tamura.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。 

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、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟ

ﾘｼｰに基づき第三者への提供

は一切いたしません。

■１０月以降の主な行事 

10/25 

10/28 

11/1 

11/8 

11/11 

11/14 

11/22 

11/27 

12/1 

12/4 

12/11～12/13

12/14～12/19

12/19 

12/21 

＃7ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

金勝ふれあい広場 

トレセン文化祭 

リコーセミナー 

政策フォーラム滋賀研修会 

琵琶湖塾 

連合滋賀定期大会 

議会運営委員会 

＃8ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

１２月定例会開会 

個人質問 

総務常任委員会 

琵琶湖塾 

１２月定例会採決 

編集後記 
 

 我が家にクロ（牝７歳）＆ライス（牝２歳）

というアメリカンミニチュアホースが来てか

ら早１年２ヶ月が過ぎましたが、毎日元気に過

ごしています。また、世間を騒がせた馬インフ

ルエンザも大丈夫でした。 

しかし、彼女たちに大きな問題が発生。 

いま、放牧場＆家庭菜園として借りている畑

が近々、区画整理で一部道路として共用される

ため、新たな放牧場を探さなければならなくな

りました。 

今までは、家から延長コードをひっぱって、

夏には扇風機をかけてやり、早朝は灯りをつけ

るなどできたのですが、これからはどうしよう

か？と悩んでいます。 

早朝の散歩は日課であり、私のストレス発散

でもあるのですが、これまでは近いからできた

のであって、遠くになると餌やりも含め大変か

なー？と思っています。 

どこか、近くに格安で貸してもらえる土地は

ないですか～？ 

話は変わりますが、枚方市の駅前に全国で初

の“ホースセラピー”の牧場ができたのですが、

“馬”を触ることで明らかに交感神経の緊張が

とれ、リラックスできる効果があるといい、多

くの方が利用しているとのこと。 

10 月 28 日、葉山の元気玉クラブさんのお祭

りに、彼女たちも招かれていますが、彼女たち

の存在が“ホースセラピー”としての効果を与

えられればいいなーと思っています。 

Ｔ.Ｔ 


