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大阪北部地震　栗東市の対応 
　　　　　　　　6月18日に大阪府北部地域を襲った巨大地震。高槻市立小のブロック塀が倒壊して女児の尊
い命が失われるなど、地震等による通学路の安全性と学校施設の安全性が改めて浮き彫りになりました。 
   このことに対して、全国の学校などで同様の塀を撤去する動きが加速していますが、栗東市でも学校のブロック
塀を点検しましたが、建築基準法で規定する2.2mを超えるものは「無い」との説明。ただし、新たに通学路の再
点検や市内の企業等のブロック壁の点検を急ぐとともに、安全性向上に向けた指導等を徹底するとしています。 
市民のみなさんも、危険箇所など不安な施設や場所について心当たりがあればご連絡ください。
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２０１8年４月～６月　主な活動
4月9日 金勝小学校入学式・栗東中学校入学式
4月10日 金勝第２保育園入園式
4月17日 全員協議会・議会説明会
4月21日 視覚障害者福祉会総会
4月27日 文教福祉常任委員会協議会

種子法廃止に関する講演会
4月28日 連合滋賀メーデー

国民投票法「木村草太」氏講演会
4月30日 角居勝彦氏COY受賞記念祝賀会
5月3日 安倍９条改憲NO集会
5月6日 前川喜平氏講演会
5月8日 連合滋賀の日 駅頭行動
5月10日 連合滋賀第３区地協幹事会

地域振興協議会総会
5月11日 議会改革推進部・全員協議会
5月18日 議会改革特別委員会

縁活（おもや）新加工場竣工式
5月19日 議会報告会

5月20日
立憲民主党「枝野幸男」代表講演会
しがNPOセンター総会
献湯祭

5月21日 国道バイパス整備促進特別委員会
栗東市観光物産協会総会

5月22日 議会説明会・全員協議会
5月24日 金勝生産森林組合総代会
5月25日 文教福祉常任委員会治田小学校視察
5月26日 和中散本舗一般公開ガイド

道徳の教科書に関する勉強会
5月28日 臨時会・文教福祉常任委員会協議会
5月30日 県教組栗東支部定期大会
5月31日 6月定例会議案勉強会
6月1日 旧ＲＤ最終処分場見学会
6月3日 消防操法披露会
6月5日 6月定例会開会（～25日）
6月7日 滋賀県知事選挙ポスター貼り
6月8日 栗中祭
6月10日 博物館を楽しもう講演会
6月12日 個人質問
6月21日 「檻の中のライオン」講演会
6月22日 くりのみ作業所総会
6月23日 県知事選挙三日月候補決起集会
6月26日 栗東商工会金勝支部総会

ご挨拶

  田村隆光（60）
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　＊人権擁護委員　1名 
　＊栗東固定資産評価審査委員会委員　1名 
　＊栗東固定資産評価委員　1名 
　＊栗東市監査委員　1名 

◎補正予算（2件）：平成29年度末における事業
の確定による精算が主なもので、補助金の返還等
を年度内に処分する必要が生じたための補正。 

◎条例改正（3件）：地方税法や政令等が平成30
年4月1日に施行されたことに伴い、市内の関係
条例を改正する必要が生じたことによる改正。 

  

◎新たな条例の制定（ほか一部改正＝5件） 
　＊栗東市総合計画条例（新設） 
　　・栗東市の第六次栗東市総合計画の策定にあ
たり、本市総合計画における基本構想及び基
本計画を議会の議決事項とするため、新たに
条例を制定するもの。 

　　→ このことは、平成23年5月2日に「地方自
治法の一部を改正する法律」が公布され、自
治体の総合計画の基本構想の法的な策定義務
がなくなり、策定及び議会の議決を経るかど
うかは、市の独自の判断に委ねられることと
なりました。今回、栗東市は、「基本構想及
び基本計画の策定、または変更するときは議
会の議決を経る」と条例に規定することにし
ました。  

◎平成30年度補正予算（第2号） 
　＊526.5万円の増額補正 
　　→ 生活保護制度の改正に伴うシステム改修 
　　→ 校務支援アシスタント３名の配置による賃 
　　　 金の計上（金勝・葉山・西中） 
      → 家庭教育支援員の報酬（治田東小に配置） 

◎市内小学校９校の空調設備設置工事契約 
　＊大宝・大宝東・大宝西 
　　→ 契約金額：2億1924万円 
　　　 契約方法：条件付一般競争入札 
　　　 契約相手：アアン・夏山建設工事共同企業体 
　＊治田・治田東・治田西 
　　→ 契約金額：1億6549万9200円 
　　　 契約方法：条件付一般競争入札 
　　　 契約相手：大崎・湖南建設工事共同企業体 
　＊金勝・葉山・葉山東 
　　→ 契約金額：1億5876万円 
　　　 契約方法：条件付一般競争入札 
　　　 契約相手：美松・奥井建設工事共同企業体 
　＊設計委託業務 
　　→ ９校分の設計：オオタニ設計　1,249万円 

◎栗東市道路線の廃止（3路線）と認定（6路線） 
　＊廃止：下鈎蜂屋線・川辺瀬流6号線・綣西線 
　＊認定：下鈎出庭線・綣西大宝神社線・綣西線 
　　　　　上鈎坊袋葉山川線・坊袋葉山川線 
　　　　　霊仙寺区内6号線 

◎専決処分のうち、議案第44号 平成29年度栗東
市一般会計補正予算（7号）については、下記の理
由で「反対」しました。 
　 
　→ 「専決処分」は、その審議を議会に付す時間
がない時に市長の権限で認められているものです
が、議案内の一部の案件について、他に補正の余
地は十分あったにも関わらず、専決処分したこと
に対し、「反対」。結果は、賛成多数で「可決」。

　 

　　提出議案すべて可決・承認
専決処分を含む、人事4件、条例9件、予算3件、契約3件、その他2件の21議案
と、意見書、要望書、陳情書各１件を6月5日～6月25日の21日間で審査。

　＊平成29年度栗東市一般会計補正予算（7号） 
　　→ 2億6430万円の減額補正 
　＊平成29年度栗東市介護保険特別会計補正予算　　　 
　　→ 3,927.8万円の減額補正

　＊栗東市税条例の一部改正 
　　→ 内国法人の外国関係会社に係る二重課税の調整 
　＊栗東市国民結構保険税条例の一部改正　　　 
　　→ ５割、２割軽減世帯の軽減判定所得算定方法の 
          変更
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し、伸ばす積極的評価を行う」とされているが、
栗東市ではどのような姿勢で臨むよう教員の皆さ
んに指導していくのか。 

　　　　評価を行う上で、児童生徒の道徳性に係 
　　　　る成長の様子を継続的に把握することや、
一面的な見方から多面的な見方へと発展させてい
るか、また思いやりや正義といった道徳的な価値
を自分との関わりの中で深く理解しようとしてい
るかに注目するよう指導している。 

　     市内にどれだけのＮＰＯ法人があり、ボ 
　　　　ランティア団体や社会課題の解決のため
に取り組んでいる企業などがどれだけ存在してい
るのか？ 
　市内には、それらを一元的に管理する組織もな
く、また、そのような団体から支援を受けたい市
民の側も、その存在を知るすべがないことも実情
である。 
　多様な社会課題のある中で、支援を求める側と
支援する側の必要な情報を、一元的に管理するプ
ラットフォームの仕組みをつくり、市民とＮＰＯ
やボランティア団体、企業等を繋げる役目を行政
が果たすべきではないか。 
　併せて、現在、これらの団体等と「協働」とい
う形で取り組んでいる状況について伺う。 

　　　　市内を主体として活動しているＮＰＯ法 
　　　　人は、14団体ある。また、社会貢献活動
を実施している企業も、平成28年度に実施した「市
民参画と協働によるまちづくりに関する事業所ア
ンケート調査」の結果によると100事業所が何ら
かの社会貢献活動に取り組んでいる。 
　また、市との共同事業については、昨年度末ま
でに16の事業がある。 
　さらに、そのアンケート調査でも市によるコー
ディネート機能の充実が期待されている。学識経
験者や市民の各階、階層の方が参加している「市
民参画と推進委員会」の声も聞きながら、また社
協とも連携をとりながら、行政がどのような対応
ができるか具体的に検討をしていく。

　　　　小学校では今年の４月から、中学校で 
　　　　も来春から道徳が教科化され、国や郷 
土を愛する態度、礼儀、勤労・公共の精神等、
22の項目について検定教科書を使い、週１回、
年間35時間授業が行われ、教員による評価も義
務付けされる。とりわけ、検定教科書の採択に
ついては、戦前の「修身」教育の色の濃い教科
書は、不採択運動が起こるなど、問題もある。
本市の教科書採択について伺う。 

　　　　教科書の採択について、当市は近隣６　　 
　　　　市と同じ第２採択地区（*1）に分類さ
れており、６市の教育長、教育委員会代表、保
護者代表で構成する協議会の諮問機関である調
査委員会の調査報告を受け、同協議会で物事を
多面的・多角的に考え、言語活動ができるよう
に工夫されているかなど４項目の観点に沿って、
道徳教育にふさわしい教科書であるかを審査し、
採択している。 

　　　　今後は、子どもの通知表の欄に「道徳 
　　　　科」が追加され、その評価も付される
ことになるが、文科省では、「通常の教科とは
異なり、5段階評価はしない」、「国や郷土を
愛する態度などの個々の項目についての評価は
せず、成長の様子を丁寧に見て記述による励ま

道徳の教科化への対応は

　今回の質問は、小・中学校で「道徳」が教
科化（中学は来年）されたことで、子どもた
ちの個々の価値観が評価されることが、社会
的にも大きな話題となっていますので、「道
徳の教科化」について。また、NPO法施行20
年を迎えるにあたり、行政とNPOやボランティ
アとの関わり方について質問しました。

ＮＰＯやボランティアと市民を
繋げるプラットフォームを

＊1 教科書の採択地区は県内６地区に分かれており、栗東
市のほか草津市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市は、第
２選択地区は分類されている。 
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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 

誌上 「FaceBook」！！

平成30年   9月3日（月） 
　　　  ～10月2日（火）

「種子法廃止とこれからの農業」 
元農水大臣「山田正彦氏」講演会 
　元農水大臣の山田正彦さんとアイルラ
ンド生まれの、ジョンムーアさんから
は、「種子は誰のもの？」というテーマ
の講演を聴きました。 
　種子ビジネスとして、お金も種子も独
占しようという流れの中に日本が進んで
いることに不安を感じました。（4/27）

「治田小学校」授業視察 
　 

　大規模工事の完了した治田小学校を文
教福祉常任委員会のメンバーで視察。 
　また、いくつかの授業も視察させてい
ただき、英語の授業での子どもたちの元
気で活発な授業風景や、タブレットを活
用した理科の実験など、ＩＣＴ授業の一
端も視察させてもらいました。（5/25）

第６回「議会報告会」 

　６回目となる議会報告会を今回は、本
年4月に完成した危機管理センターで開
催。参加者が少なかったことは反省です
が、参加した皆さんから多様なご意見を
いただき今後の議会活動のヒントもいた
だきました。（5/19）

憲法について学ぶ 
「檻の中のライオン」講演会 

　ひろしま市民法律事務所の所長であら
れる弁護士の「楾 大樹（はんどうたい
き）さんを講師に、「権力」を、ライオ
ン、「憲法」を檻に例えて、「立憲主
義」の重要性について、わかりやすく解
説していただきました。（6/21）

市長のこんにちはトーク 
「観光ボランティアガイド協会」 
　「市長のこんにちはトーク」に栗東観
光ボランティアガイド協会の一員として
参加させていただき、ボランティアガイ
ドの活動報告をはじめ、栗東市の観光行
政について野村市長と懇談しました。 
　　　　　　　　　　　　　　　（5/9）

「栗東ふぁざ～ず俱楽部」訪問 

「栗東ふぁざ~ず倶楽部」さんは、団塊の
世代の皆さんが、企業戦士ガンダムとな
って働いた会社を退職し、第2の人生は、
地域デビューとともに社会貢献をしよ
う！というコンセプトで作られたシニア
の皆さんのボランティアグループ。その定
例会にお邪魔しました。（6/23）

平成30年7月15日（日）　 
　・10:30～17:30 
　・さきら 
　・1,000円/ひとり

平成30年7月15日（日）　 
　・AM5:00～ 
　・コミセン金勝集合 
　・日産リーフの森まで

平成30年8月25日（土）　 
　・8:00～11:30 
　・治田西小学校


