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　梅雨の候　皆様にはご健勝
にてお過ごしのこととお慶び
申し上げます。 
　平素は、私の議員活動に深
いご理解とご支援を賜り、心
より暑く御礼申し上げます。 

　さて、早いもので6月定例
会も終了し、１年の半分が過ぎました。 
　とりわけ、昨年6月から今年5月末日までの１年間、副
議長の任を担わせていただきましたが、先の5月末の臨
時会で、あっという間に副議長の任期も終了し、少しホッ
としているところです。 
　その間、貴重な経験と多くの出会いをいただきました
ことに心から感謝申し上げるとともに、これからは、市
議会議員の中で一兵卒として頑張っていく所存です。 
　また、所属委員会も久しぶりに福祉・教育・文化・ス
ポーツ等を所管する正に人に直接関わる事案を審査する
「文教福祉常任委員会」に所属することとなりましたの
で、丁寧に、市民目線で、尚且つ現場主義で頑張ってい
きたいと思います。皆様には更なるご指導とご支援をお
願い申し上げます。 
　これから、いよいよ夏本番！ 
　さらに暑い日が続きますが、皆様にはご自愛いただき、
健やかにお過ごしいただくことをお祈り申し上げ、ご挨
拶とさせていただきます。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　栗東市議会議員 
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２０１７年4月～6月　主な活動
4月2日 出原逸三氏叙勲祝賀会
4月3日 市議会事務局辞令交付・県要望打合せ
4月5日 議会広報編集特別委員会
4月6日 予算常任委員会協議会・週間定例会議
4月8日 栗東魅力発信チーム発足式
4月9日 農業で引きこもりの若者支援講演会
4月10日 金勝小学校入学式・栗東中学校入学式
4月11日 金勝第２保育園入園式
4月12日 ICTチーム打合せ
4月14日 議会広報編集特別委員会
4月15日 栗東視覚障害者福祉協会総会
4月17日 議会説明会・全員協議会・会派代表者会議
4月20日 議会広報編集特別委員会協議会
4月21日 菜の花サミットin南相馬（～23日）
4月28日 環境建設常任委員会協議会
4月29日 連合滋賀第88回メーデー
5月3日 孫崎享氏講演会
5月8日 民進党全国研修会
5月9日 高規格道路・主要地方道路期成同盟会総会
5月10日 予算常任委員会協議会・地振協総会
5月12日 湖南地区議長会第１回会議
5月13日 栗東音楽振興会総会・心身障害者連合会総会
5月14日 第９回びわこウォーキング
5月15日 市議会県要望行動
5月18日 栗東市商工会通常総会
5月19日 栗東市事業所人権教育推進協議会総会
5月20日 部落解放同盟定期大会
5月22日 地方自治懇談会総会・研修会
5月23日 議会説明会・全員協議会
5月24日 栗東市企業懇話会総会
5月25日 国道バイパス促進特別委員会
5月26日 会派代表者会議
5月27日 議会報告会（葉山・大宝西）
5月28日 議会報告会（治田東・金勝）
5月30日 臨時会
5月31日 県教組湖南支部栗東地区定期大会
6月4日 消防ポンプ操法訓練大会
6月6日 金勝川水系土地改良区総会
6月7日 定例会議案勉強会
6月9日 栗中祭
6月12日 6月定例会開会（～30）
6月15日 金勝の歴史講座
6月19日 個人質問
6月20日 追加議案勉強会・全員協議会
6月23日 くりのみ作業所総会
6月24日 第２弾 栗東市ふるさと観光塾

ご挨拶

●北中小路地区の商業施設開発（コストコ等）の請願書、再び「継続審査」に！ 
　 
・先の3月議会で、調査データ不十分で「継続審査」となった「北中小路地区の農地を商業施設として開発して
ほしい」という趣旨の請願について、今6月定例会で引き続き審査を実施。 
　結果は、商業施設等の計画案が市や議会に示されていないこと、及び都市計画道路を含む周辺道路等の整備
など、検討すべき課題が多い。また、７月に閣議決定されると言われている商業施設や物流拠点の新設を促す
農地法に関する政令の改正について、動向を見定める必要があることから、「継続審査」すべきであるとの動
議が出され、採決の結果全員一致で、再度「継続審査」すべきものとなりました。

  田村隆光（59）
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専決処分・・・６件

「農業委員」の選出　公選制から任命制へ！　１４名を承認

★「専決処分」とは、本来は議会の権限である事
項を、長が代わって処分することをいいますが、
最終的には議会に報告し、承認が求められます。 
　今回の専決処分は、市の条例に関わる上位法が
平成29年4月1日に施行されたことに伴い、関係す
る条例改正に係る専決処分と、平成28年度 一般会
計補正予算、特別会計及び事業会計補正予算の専
決処分の報告で、緊急に処理する必要があり、地
方自治法の規定に基づき、それぞれ平成29年3月29
日付け及び同年3月31日付けで専決処分したもの
です。委員から、多くの質疑・意見等ありました
が全て「同意」となりました。 
  

【議案内容】 
　 

　▼栗東市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 
・非常勤消防団員等に扶養親族がある場合における
加算額の改定により補償基礎額の改正を行うもの。 

　▼栗東市税条例の一部改正 
・軽自動車税のグリーン化特例について措置基準を
見直し、適用期限を２年間延長することなど。 

　▼栗東市国民健康保険税条例の一部改正 
・保険税の５割軽減及び２割軽減対象世帯の軽減判
定所得算定において、被保険者の数に乗ずべき額を
引上げるもの。 

　▼平成28年度栗東市一般会計補正予算（第6号） 
・総務費の増額ならびに、民生費、商工費、土木費、
教育費など、国・県の補助事業等の確定に伴う精算
などにより、１億6431万2千円を減額したもの。 

　▼平成28年度栗東市介護保険特別会計補正予算 
・保険給付費の減額及び基金積立金を増額し、総額
を31億5415万2000円とするもの。 

　▼平成28年度栗東市公共下水道事業会計補正予算 
・企業債利息の減額、流域下水道維持管理負担金返
還金の増額及び減価償却費に対する一般会計補助金
を2124万円減額するもの。 

人事・・・1６件

●人権擁護委員の推薦 
・任期満了に伴う委員の推薦で昭和30年生まれの
「金城ゆみ子」さんを適任者として承認。 
　 

●栗東市農業委員会の委員の任命 
・農業委員の選出方法が公選制から任命制になっ
たことから、14名の任命を議会が同意。 
  

●栗東市 監査委員の選任 
・昭和２０年生まれの寺田範雄氏を適任者として
同意。 

●栗東市税条例の一部改正 
・家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所
内保育事業用途に供する家屋、償却資産に課する
課税標準を３分の１にするなどの改正。可決 
  

●栗東市地域包括支援センターの職員及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正 
・主任介護支援専門員について更新制が導入され
ることによる改正。可決 
  

●栗東市消防団条例の一部改正 
・金勝生産森林組合の定款変更により機能別消防
団員の定数を20人から16人に変更する改正。可決 

●栗東市学校給食共同調理場建設工事の請負契約 
　 

＜建設工事＞ 
・契約金額---------774,360,000円（消費税含む） 
・契約相手---------山東・たち建設工事共同企業体 
＜電気設備工事＞ 
・契約金額---------307,800,000円（消費税含む） 
・契約相手---------美松・さんでん建設工事共同企業体 
＜機械設備工事＞ 
・契約金額---------588,600,000円（消費税含む） 
・契約相手---------アアン・夏山建設工事共同企業体 
＜厨房設備工事＞ 
・契約金額---------441,396,000円（消費税含む） 
・契約相手---------（株）中西製作所 京都営業所 
　 

※入札については、全て条件付き一般競争入札であり、栗東
市に本店もしくは営業所のある企業を基本とし、その他、一
定の条件を満たした企業のみ入札できます。

条例・・・3件

契約・・・４件
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　　　　市民の生命・財産を守る責任のある自治体と 
　　　　して地籍調査の推進は、地震等の大規模災害 
　　　　への備えでもある。また、公共事業の効率化・
市道や市有地等の管理および固定資産税課税の適正化
など行政上のメリットに加え、災害復旧の迅速化や土
地境界を巡るトラブルの未然防止、土地の有効活用の
促進など、市民へのメリットも非常に大きい。しかし、
本市の状況は県内唯一の調査休止市である。地籍調査
が進捗しない理由は。 

　　　　地籍調査が土地境界紛争の未然防止や災害時 
　　　　の復旧の迅速化に効果があることおよび大災 
　　　　害時の復旧の基礎資料として土地の利権関係
を明確にした地図整備の必要性は認識している。しか
し、新たな財源と担当職員を投入することは、現状で
は厳しい状況である。 

　　　　地籍調査の進捗が上がらない理由に、事業費 
　　　　負担の問題と人員配置の問題をあげられてい 
　　　　るが、事業費に関しては、国庫負担が50％、
県が残りのうち25％を負担し、市の負担は25％で、
しかも20％相当額は交付税措置されるため市の実質
負担は5％で済む。 
　また、地籍調査の対象となる土地所有者の経費負担
もなく、「地域から要望がない」といった消極的対応
ではなく、防災の観点からも、もっともっと地籍調査
への啓発を進め、進捗率を高めていくべきだと考える
が？  

　　　　交付税措置の件は承知しているが、交付税は 
　　　　従前の実績に基づき交付されると聞いており 
　　　　20%の交付については疑問がある。それ以
外、体制の整備となると人員の確保が難しいなど課題
もあるが、今後、地籍アドバイザーの確保など県と相
談しながら調査、研究していきたい。 

　　　　地震・土砂崩れ、水害等の災害によって、土 
　　　　地の形状が変わり、現地の境界目印等が流出 
　　　　してしまった場合、地籍調査が実施されてい
なければ、確認作業が困難になるとともに、地権者が
亡くなられたりしていると調査も不可能となり、復旧
計画の策定に大きな支障をきたす。 
　災害復旧においては、特にライフラインの復旧、住
宅再建等はスピードが重要視され、境界確認の遅れが
そのまま復興事業の遅れにつながる。 
　当市が本来実施すべき地籍調査地域と災害ハザード
マップとの重ね合わせはできているのか？ 

待った無し！地籍調査
　　　　ハザードマップとの重ね合わせについては 
　　　　具体的には把握していないが、優先順位につ 
　　　　いては認識している。 

　　　　豪雨や津波等の災害時においては、情報弱者　　 
　　　　がそのまま災害弱者になってしまうと言われ 
　　　　るほど、状況に応じ適切な避難勧告等を、正
確に尚且つ一刻も早く住民に伝達することは、住民の
迅速な避難を実現し、被害を最小化できることから極
めて重要なものである。 
　しかし、屋外スピーカーからの音声放送は、雨など
の気象条件や住宅の遮音性能の向上等により、「聞こ
えにくい」とのご批判も数多く伺っており、確実な情
報伝達の対応が求められている。 
　本市の同報系防災行政無線72機のカバー率はどの
程度か？ 
　また、聞き取り困難地域（難聴地域）の箇所数とそ
の対策は？ 

　　　　カバー率は、音声到達距離250ｍ～300ｍで 
　　　　音量として60～65デシベルを基準に、人口 
　　　　集積地を包含するように、平成19年度に市内
72箇所に整備し、概ねカバーできていると考える。 
　また、平成26年度に難聴エリアの調査を調査し、市
内11カ所を確認。うち３カ所（目川・安養寺レイクヒ
ル・下戸山）について昨年、一昨年度に屋外拡声装置
を新たに設置した。残る８カ所も他の情報伝達手段の
検索と併せ、設置を検討する。 
　なお、残る８ヶ所とは、小平井4区・小平井集会
所・花園・苅原・大宝団地・綣１丁目・安養寺１区・
御園中村の各周辺エリアである。 

　　　　総務省の調査結果で、「東日本大震災におけ 
　　　　るラジオの活用状況と評価」を見ると、震災 
　　　　発生直後、東北電力管内で約４５０万戸の大
規模な停電があり、乾電池で動くラジオ受信機やカー
ラジオが情報取得手段として身近にあったことや放送
の即時性や輻輳がない等の強みなどから、ラジオがもっ
とも評価されたとの指摘もある。 
　当市において、防災ラジオの活用は考えられないか。

　　　　ラジオの整備よりも、放送局の整備が必要と 
　　　　なってくる。また、災害時に自動的に電源が 
　　　　入るシステムが必要である。 
　当市の場合、個別受信機を障害者の方に貸与してい
るが、全市民にとなると財政的負担が大きい。今後の
技術開発を見ながら、活用等を研究していきたい。 

確実な防災情報の伝達を！

　今回の質問は、「地籍調査の重要性」と「防災
無線の難聴解決」について質問いたしました。



Let’s Begin このまちが好きだから！

 
 4

　　

市政に関する様々な疑問、 
要望等お気軽にご相談ください。

ホームページもご覧ください 
WEB：http://t-tamura.jp 
mail：22@t-tamura.jp 

9月4日（月） 定例会開会

11日（月） 
～13日（水） 個人質問

　14日（木） 
～15日（金）

予算 
常任委員会

　19日（火） 
～20日（水） 常任委員会

21日（木） 
～26日（火）

（ka  ）

決算 
特別委員会

29日（金） 定例会採決

【孫崎 享 氏講演会/大津】 
　孫崎享さんの講演会に参加。メデ
イアの信憑性に疑問符のつく今、国
民一人ひとりが、自分を見失わない
ようなすることが重要であることを
強く感じました。

【民進党：全国研修会／
東京】 

　民進党 地方自治体議
員フォーラム

が新宿の京王プラザホ
テルで開催さ

れ、その中の全体講演
で生の「井手

英策（慶應義塾大学教
授）」さんの

講演を受けることがで
きました。 

　先生は、自己責任社
会はもう機能

不全に陥っている。こ
れからは、人

間の尊厳を保障し、支
え合える社会

を目指そう！と、とて
も熱く、わか

りやすく語ってくださ
いました。

【県知事への要望活動/県庁】 
　栗東市議会の全会派16人で、
県庁へ訪庁。三日月知事、西嶋
副知事を訪ね、栗東市のまちづ
くりに対する思いを届けました。

【栗東市ふるさと観光塾】 
　栗東市観光物産協会のボラ
ンティアガイド育成講座に参
加。栗東市の魅力を再発見し
ました。次回も参加予定。 
写真＝金胎寺

【田植え/上砥山】 
　地元、上砥山営農組合のご理解出
８畳植の田植機を運転させていただ
きました。

【第88回メーデー/さきら】 
　連合滋賀・労福協主催の労働者の
祭典メーデーに参加。

【第９回びわこウォーキング/草津】 
　障害のある方達と初夏のびわこ湖畔
を歩くイベントにボランティアとして
今年も参加。みなさんとここと良い汗
をかきました。

【全国菜の花サミット／南相馬市】 
　東日本震災以降、４度目の福島県南
相馬市。昨年、種まきした菜の花の
開花の確認と、全国菜の花サミット
に参加。脱原発に向けた菜種油を活
用したバイオエネルギー政策や原発依
存社会からの卒業の重要性を感じま
した。


