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２０１７年１０月～１２月　主な活動
10月1日 オレンジリングフェスタ／なごやかC
10月2日 路上喫煙防止啓発活動／手原駅 
10月3日 ＪＲ栗東駅駅頭行動

10月5日 金勝第２保育園運動会
国道バイパス整備促進特別委員会

10月8日 金勝第１幼児園運動会
10月12日 断酒会栗東支部総会／なごやかC
10月15日 赤祖父裕美湖南市議会議員候補出陣式
10月18日 議会防災行政視察対応／市役所
10月19日 湖南市議選個人演演説会応援弁士
10月20日 湖南市議選個人演演説会応援弁士
10月23日 議会説明会～全員協議会
10月27日 文教福祉常任委員会と学童保育所懇談
10月28日 第5回栗東観光塾
10月30日 議会改革特別委員会行政視察／小浜市他
11月1日 ファブリーダム改修委員会／上砥山
11月3日 市政功労者表彰式／なごやかC
11月5日 糸賀一雄記念音楽会／さきら
11月9日 連合滋賀第３区地協幹事会

11月11日 りっとう秋祭り
金勝寺あかりの演出運営支援

11月12日 第6回栗東観光塾

11月13日 金勝寺あかりの演出後片付け
栗東中学校創立70周年記念式典

11月16日 カルネコ講演会／農林業技術センター

11月18日 農業まつり
さきらジュニアオーケストラ定期演奏会

11月22日 栗東市森林林業活性化推進協議会研修
連合議員団ネットワーク会議

11月23日 くりちゃんファミリーマラソン大会
11月25日 栗東市視覚障害者協会交流会
11月26日 栗東市子ども議会／市役所
11月29日 議案勉強会／市役所
11月30日 議会改革推進部会／市役所
12月1日 議会改革特別委員会／市役所
12月4日 12月定例会開会（～22日）
12月17日 古式こんにゃく作りワークショップ
12月23日 シンポジウムin沖島 

ご挨拶

“コストコ”等誘致  　用地・交通影響調査等委託経費1,300万円を計上 
　 

　昨年の9月定例会で採択した大型商業施設誘致のために都市計画等の見直しを求める内容の請願書
（北中小路まちづくり委員会提出）の内容に関して、建設予定地の約19ヘクタールの土地が適地であ
るかの整理・検証、さらには市民生活や経済活動などへの交通混雑等の影響を調査・検証するために、
委託料として1,300万円を予算計上しました。調査にかかる時間は、用地関係で約３ヶ月、交通量関
係で約７ヶ月を要するとのことです。 

  田村隆光（60）
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提出議案すべて可決・承認

　 

　今回の補正予算のほとんどが、市役所職員の時
間外手当の清算による補正と人事院勧告(＊1)に準じ
る給与の改定で、特別職（議員・市長・副市長・
教育長）と一般職の12月期末手の支給率と一般職
員の給与を増額改定するものです。 

　●時間外手当補正（係長級以下対象） 
　　　・対象延３６４人　１６,７３３時間 
　　　・補正額＝４,１１３万円 
　●人勧による職員等給与の補正 
　　　・補正額＝４,５１3万円 

　一般会計の補正額は、５億円を超えるもの
であり、平成29年度の補正後の予算の総額は
242億円となり、主な歳出は下表のとおりで
す。（職員給与費、時間外手当補正は除く） 
　なお、歳入は財源は、国庫支出金、県支出
金、繰越金、市債などで調整しています。 

　栗東市上鈎地先に建設予定の「コメリパワー栗
東店（ホームセンター）」の敷地面積約11,900坪
のうち、約8,400坪の市有地を（株）コメリに12
億3152万円で売却する案件で、全会一致で可決し
ました。 
　この土地は、以前、新幹線新駅設置に関わる開
発予定地として栗東市が購入していた土地ですが、
当時の簿価(＊２)と今回の売却価格（時価）との差
は約20億円にもなっています。 
　株式会社コメリは全国に1,191店舗を運営する
ホームセンター大手ですが、この「コメリパワー
栗東店」の規模については、店舗面積4,000坪クラ
スでコメリの中でも大きいものです。 
　開店予定は、本年11月を予定されていますが、
先に、県道栗東・支那中線の混雑緩和のために、
店舗前の交差点から店舗への進入路を市道として
整備します。 

　 

１２月定例会は補正予算＝１４件、条例＝３件、財産の処分を含むその他の案
件＝5件、意見書、要望書＝６件の全２８議案を審査しました。 

　＊職員の時間外手当の清算 
　＊人勧による職員給与の改定

仮称：「コメリパワー栗東店」 
建設予定地を12億3千万円で売却

（＊２）簿価（ぼか）とは、資産または負債について適正な会計
処理の結果として帳簿に記入されている数値の純額をいう。 帳簿
価額の略称であり、帳簿残高とも称する。対する言葉として時価

（＊１）人事院勧告（じんじいんかんこく）とは、人事院が国家
公務員の給与や待遇の改善を政府に求める制度で、民間と国家公
務員の給与水準をそろえるのが目的。勧告の基準となる「民間給
与実態調査」を実施し、国家公務員の水準を決定します。勧告対
象は国家公務員ですが、人事委員会を持たない一般市町村の地方
公務員の給与改定に影響します。

区　分 改定内容 平均額 
（一人当たり）

議員 12月期末手当 
　 

1.70ヶ月 
↓ 

1.75ヶ月

約20,000円

市長・副市長 
教育長 約125,000円

一般職員

給与 
　 

4月に遡り支給
543円／月

12月勤勉手当 
　 

0.85ヶ月 
↓ 

0.95ヶ月

36,071円

自立支援給付事業 200,000千円 放課後デイサービスほか
保育所入所事業 146,929千円 私立園分
台風21号復旧事業 13,011千円 成谷・美ノ郷・上砥山
防災拠点施設整備 38,617千円 危機管理センター整備
生活保護費 5,800千円
片岡栗東線整備他 133,324千円 県施工負担金
台風18号関係 15,000千円 H25年分・繰越
新幹線新駅建設等
整備基金積立金 ▲75,869千円
中学校トイレ補修 9,600千円 多目的トイレ２校
市債償還金 ▲12,552千円 元金・利子

【議員の辞職】 
　今議会において、伊吹みちえ議員が健康を理由に議
員を辞職したい旨の提案がありましたので、承認しま
した。これにより、現在、定数18のところ1名減の17
でしたが、さらに減り16名となります。本年10月の
市長選挙の際に補欠選挙が行われるかどうかはまだ未
定です。

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%85%E9%81%87-556784
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BE%A1
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%85%E9%81%87-556784
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E4%BE%A1
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　先の衆議院選挙において、当市の最
終投票率は、５１.７２％と前回の参議
院議員選挙を２.７４％も下げた。しか

し、期日前投票は、前回を４.３９％上回り、８,
６７２人が投票。前回より２,４３４人も上回っ
た。　 
　このように期日前投票制度を活用する有権者が
増える中、当市には、期日前投票所が「市役所」
のみであり、国道１号線より琵琶湖側と市役所側
に居住する有権者の方の期日前投票の投票率に明
らかな違いが出ている。（琵琶湖側が低い） 
　投票環境の改善の観点からも、国道１号線より
琵琶湖側の区域に最低でも１カ所は、期日前投票
所を設置すべきと考えるがいかがか？ 

　 
　期日前投票所の増設については、投票
所の安定的な確保など課題も多くある
が、市民からの要望もあり、大変重要

な課題であると認識している。 
　現在、選挙管理委員会と協議する中では、本市
が、「おうみ自治体クラウド（＊１）」に加盟
し、同じ選挙システムを共同利用できるのが平成
31年10月からの予定であり、これ以降の選挙か
ら１カ所増設する方向で検討している。 

　昨年の参議院選挙から実施となった
１８歳、１９歳の有権者の投票率はど
うだったのか？　 

　 
昨年の参議院選挙では、当市の１８歳は
５２.３２％（国＝51.17%）、１９歳は、
５０.４６％（国＝38.31%）であった。

また、直近の衆議院選挙では、１８歳は４９.６
６％、１９歳は、３８.３１％であった。 

　平成17年にも質問したが、各投票所
における「投票立会人」の公募につい
て、近年、若年層の投票率が低下して

いることも含め一般市民の方に選挙への関心を高
めるとともに、実際に選挙事務に携わり、選挙事
務等を体験するなど、主権者教育の一環からも、
投票立会人を広く募集しているところが増加して
いる。市の考えは？ 

　 
　期日前投票所の増設時には、投票立会
人の確保が重要なことであるので、公募
も含め、具体的な検討を進めていく。 

投票率向上のために 
期日前投票の充実を

　今回の質問は、期日前投票所の増設等に関する
件と「農福連携」について質問いたしました。

　障害者の経済的自立という福祉の課題
と高齢化等による後継者不足という農業
の課題を掛け合わせて解決を試みる「農福

連携」。地域における障害者や生活困窮者の就労
訓練や雇用だけでなく、地域活性化にもつながる
など多くの可能性を秘めている。市の考えは。 

　高齢化や耕作放棄地等、農業が直面す
る課題解消に向け、農福連携に大いに期
待している。今後も認定農業者等を活用

しながら農福連携の輪が広がるよう支援していく。

　今年7月に栗東市が龍谷大学と締結した
「包括連携協定」の事業と、農福連携を
絡めることはできないものか？ 

　龍谷大学には農学部があり、生産性の向上や栄
養学などの観点からも連携できるのではないかと
考える。市の考えは？ 

　龍谷大学との「包括連携協定」では、
地域福祉や地域産業も連携項目に掲げて
おり、大学に持ちかけていける分野であ

る。実際、ＮＰＯ法人の方から既に提案もされて
いるようであり、進んでいる。 

　この農福連携は、障害者の方だけでな
く、生活困窮者やニートと呼ばれる方々、
そして高齢者もターゲットになり得るし、

栗東ブランド化を考えた時、農福商工連携も見え
てくる。そいった観点から、推進していく上では、
関係する全ての担当課が、庁内において横断的に
つながっておく必要がある。今後、担当課同士で
の情報交換や取り組みの連携は進めていくのか？ 

　現在、「農福連携」に特化した横軸の取
り組みはないが、障害者や生活困窮者の
自立支援や就労等についての取り組みを
発展させ農福連携に取り組んでいくこと

は可能と考える。

農福連携を突破口に 
社会課題の解決を

（*1）おうみ自治体クラウドとは、複数の自治体が共同して税や住
民記録などの行政情報を外部のデータセンタで一括管理することで、
住民サービス向上や経費削減を図ることを目的とする組織で、現在、
草津、守山、栗東、野洲、湖南、近江八幡、米原の各市が参加して
います。
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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月定例会で、不本意な結果で「不採択」となった「性犯罪被害者
の支援を求める意見書」でしたが、再度提出して欲しいとの支援者か
らの要請もあり、一部修正し、再度提出しました。 
　結果は、全会一致で「採択」され、栗東市議会として、国へ意見書
を提出することとなりました。 
　国には、この意見書の主旨を理解し、早急な法整備と必要な予算措
置を期待するところです。

　　　    性犯罪被害者の支援を求める意見書    “採択”

　第２弾から連続して参加
している栗東市ボランティ
ア観光ガイド協会主催のイ
ベント「栗東ふるさと観光
塾第６弾栗太八景詩碑巡り」
に参加。 
　今回は、旧栗太郡（現在
の栗東、草津両市を中心に
した地域）の名勝を選んだ
「栗太八景」、その詩碑を
めぐる観光ウォーク。 
「栗太八景」は１７５０年、
慶崇寺（栗東市大橋１丁目）
の住職致遠（ちおん：通称
素月）が栗太地域の美しい情景を漢詩に詠んだのがはじまりとされ、
市内にはその詩碑が八景ゆかりの地に建碑されています。 
　その詩碑を訪ね、栗太八景にふれるとともに、その詩碑の前で栗東
市文化協会吟道部のみなさんにその詩を吟じていただき古き昔の風情
を思い浮かべました。 
　まだまだ、栗東の素敵な場所や人、文化など知らないことばかり。
こういったイベントをもっと盛り上げていきたいですね。

▲上砥山地先の「砥山夕照」の漢詩を吟じる「栗東文化
協会吟道部」のみなさん

　10月27日(金)19:30～葉
山学童保育所「うさぎク
ラブ」に於いて、栗東市
議会の文教福祉常任委員
会のメンバーと各学童保
育所保護者代表ならびに
学童保育所連絡協議会の
皆さんとで、市内の学童
保育所の運営等について
懇談しました。 
　懇談内容は、各学童保
育所から現状と課題をお
聞かせいただき、安全の問題、施設の問題、指導者の処遇問題etc.に
ついて意見交換しました。子どもたちの良好な放課後の環境を確保す
るために、委員会として全施設の視察をする予定です。 

▲多くの皆さんに出席いただき学童保育をめぐる様々
な課題について意見交換しました。

平成30年1月7日（日） 
9:00～ 

栗東市立体育館 

平成30年1月7日（日） 
　13:30～ 
　栗東さきら 

平成30年1月21日（日） 
9:30～ 

金勝第１幼児園駐車場 
　 

金勝小学校～金勝寺までの 
７kmのコース 

平成30年２月27日（火） 
　　　  ～3月23日（金） 

　 ・平成30年度当初予算ほか


