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 市議会レポート

発行責任者：田村隆光　　〒520-3004　滋賀県栗東市上砥山1468-5　　TEL:077-558-0490 　　FAX:077-558-2762

２０１9年4月～7月　主な活動
4月8日 金勝小学校・栗東中学校入学式
4月9日 金勝第２保育園進級入園式
4月9日 市議選立候補事前審査
4月10日 選挙用自動車事前審査
4月11日 トレセン連合子供会総会
4月14日 栗東市議会議員選挙告示日（～21）
4月22日 市議会議員選挙当選証書授与式
4月24日 災害支援ネットワーク総会
4月27日 第90回滋賀県統一メーデー
5月1日 TCCセラピーパーク竣工式
5月3日 安倍９条改憲NO!集会
5月9日 金勝学区地域振興協議会通常総会
5月11日 栗東市音楽振興会総会
5月12日 第10回びわこウォーキング
5月14日 議会説明会・全員協議会
5月18日 講演：栗東市の左義長からみる地域社会
5月24日 金勝生産森林組合総代会
5月30日 栗東市観光物産協会総会
6月2日 消防操作法披露会
6月3日 議員協議会
6月5日 臨時会・県教組栗東支部総会
6月10日 会派議案勉強会
6月10日 旧RD最終処分場問題連絡協議会
6月11日 旧RD最終処分場第2期対策工事現場見学
6月12日 栗東ボランティアガイド協会総会
6月14日 写真撮影・6月定例会開会（～7/2）
6月20日 上砥山地区別懇談会
6月21日 くりのみ作業所総会
6月22日 栗東自然観察の森ボランティア
6月26日 栗東栗東商工会金勝支部幹事会
6月27日 参議院議員選挙候補者公開討論会
7月1日 嘉田由紀子と進む会
7月２日 定例会採決・議会説明会
7月４日 参議院議員選挙出陣式
7月８日 監査請求意見陳述傍聴
7月10日 栗東ボランティアガイド協会例会
7月11日 連合滋賀３区地協幹事会

ご挨拶

2019/7/20（土） 

NO.６4 
Since 2003.3

　この市議会レポートを作成中の今は、参議院議員選挙の真っ最中です。 
　参議院選挙は、県内で1名を選ぶ選挙ですので、候補者も17日間、県内各地を遊説しなければなりませんので
大変ですが、今はSNSといったインターネットも活用できますので各陣営、その取り組みも大変です。 

ただ、そのSNSの投稿で、先日ある方が、自分の支援している候補者ではない相手側の候補者の過去の実績を罵り、それはも
う～恨みタラタラの文章を投稿されていました。さぞ、ご本人は恨み辛みを投稿することで、さぞご満悦だったでしょう。 
　しかし、それを見ている私たちには、その方の立場を考えた時、器の小ささと情けなさでとても不愉快な思いをしました。 
　公職選挙法上、SNS上での規制は極めてゆるく、表現、言論の自由もありますが、その投稿された方の立場を考えた時、もっ
と中立性を重んじる役職であるべき立場なのに…と残念な気持ちになりました。恨みや憎しみからは何も生まれません。民主
主義を重んじ、人の良さを評価し合えるような懐の広い人間にならねばと、改めて自分を見つめ直した次第です。

  田村隆光（61）
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専決６議案・条例４議案・予算１議案・人事２議案・その他1件・意見書1
件・請願書2件・要望書３件を審議
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●専決処分 
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●子どもの医療費助成（通院分）を拡充 
ɹ�
ɹ쎹쏔੍쏕ɺࢠҭ쏌ੈଳ쏔ࡁܦతෛ୲쏸ܰݮ쎿
쏱쏅쏧ɺࢠ쏏쏨쎲පؾ쏪ոզ쏐쏏쏑쏮쏰ड쎽쏅
߹쏔ҩྍඅ쏸ݝ쏎ࢢொଜ쏍ॿ쎿쏱੍쏍쎿
쎲ɺ܀౦ࢢ쏔߹ɺೖӃ쏑쏊쎪쏌쏕ɺ̌ࣇࡀ쎱쏯
தֶߍଔۀ쏤쏍ॴಘ੍ݶ쏐쎽ʢো쎲쎪ࣇআ쎵ʣ쏍
ʮࣗݾෛ୲쏐쎽ʯ쏎쏐쏉쏌쎪쏤쎿ɻ�
ɹ쏤쏅ɺ௨Ӄ쏑쏊쎪쏌쏕ɺबֶલʢখֶߍೖֶ쏤
쏍ʣ쏤쏍쏸ʮࣗݾෛ୲쏐쎽ʢ�ྍ���ԁ쏕ඞ
ཁʣʯ쏎੍ݶ쎽쏌쎪쏤쎿ɻ�
ɹ쎽쎱쎽ɺۙɺଞݝ쏪ۙྡࢢ쏍쏨ɺࢠ쏏쏨쏔
ҩྍඅॿ쏔֦ॆ쎲ਐ쏹쏍쎳쏌쎪쏱தɺ܀౦ࢢ쏎
쎽쏌쏨ɺྩ݄̎̐쎱쏯ʮখ�ʙখ̏쏤쏍ʯ쏑
ର쏸֦ॆ쎿쏱쏅쏧쏑ඞཁ쏐ɺؔྫ쏸վਖ਼쎿
쏱쏨쏔쏍ɺશձҰக쏍Մܾ쎽쏤쎽쏅ɻ�
　 
●低所得高齢者の介護保険料軽減を強化 
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＜専決処分とは＞　おもに議会が機能しない事態への対処
を目的として首長が独自の判断で処理するためにある。 
　次の議会で承認を求める必要がある。ただし、議会の招
集権を持つ首長が延々と議会を開かなければ理論的には専
決処分が有効のままとなる（なお、2012年に地方自治法が
改正され、首長が議会を招集しないときは、議長が臨時会
を招集することができることとなった）。また、議会で不
承認とされても専決処分の効力は失われない。

　請願書2件（中学校卒業まで医療費無料化を求めるもの・所得税法第５６条の廃止を求めるもの）は、
賛成少数で否決となりましたが、その他はすべて可決されました。



Let’s Begin このまちが好きだから！

　

 
 3

　 文部科学省が昨年１０月に改訂し、全国の
小中学校や高校に配布した「放射線副読本」
について、滋賀県野洲市教育委員会が、被災者

への配慮に欠けているなどとして回収している問題。 
　文科省では、「児童生徒が放射線に関する科学的な知
識を身に付け、理解を深め、復興が進んでいる一方で避
難児童生徒に対するいじめが課題となっている」ことを
問題視して作成、改訂した冊子。 
　私も副読本を読んだが、放射線の安全性やメリットを
ことさら強調するだけで、福島第１原発の事故で放出さ
れた放射性物質の量を、チェルノブイリ原発事故の約7
分の1であると、チェルノブイリ事故の規模も記載せ
ず、事故の規模を恣意的に軽く表現し、また、放射線の
健康への影響については、「1日に110gしか野菜を食
べなかった時のリスクと塩分の高い食品を食べ続けたと
きのリスクと同じ」と特段関係のないリスクと比較し、
健康被害の低さをアピール。特に気になったのは、食品
中の放射性物質に関する指標を示す表において、日本は
「平常時」の数値を、そして同じ表にEUやアメリカな
どの数値は、「緊急時」の数値を、さも同じ基準である
かのように掲載し、いかにも日本が厳しい基準であるか
のように見せつける表現は、子どもの教育にとって不適
切であると考えるが、栗東市は、副読本の配布について
はどう対応し、内容についてどう考えているのか。 
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くりちゃんタクシーは、金勝地域の６つの地域
の最寄りのバス停から、コミセン金勝のバス停
まで完全予約方式で、概ね１時間に１便運行さ

れている。先般、ルモンタウン自治会が実施したバスの
運行についてのアンケート結果について考えを伺う。 
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ը쏔ܭܥ쎲Մ쏐쏔쎱쏨౿쏤쎮쏌ɺ쐩쐒ަ௨ମࡦ
�쎽쏑쏧쏱ɻݟ

1月30日（東京）

●地方自治法等に基づく報告から 
　�
���ใࠂୈ�߸쏍ɺʮ์غ쎽쏅ࢢ쏔ݖ࠴ʯ쏔ใࠂ쎲쎨
쏰ɺ܀౦ݖ࠴ࢢཧྫ쏑ج쏋쎳ɺੜځࠔ׆쏪ഁ
쏐쏏쏍ਫಓྉࢮա쎰쏮쏙ܦɺফ໓ޮؒ쏔
ۚ쏪څ৯අ쏔ೲʢݖ࠴ʣ쏸์غ쎽쏅쏎쎿쏱ใ
�쎲쎨쏰쏤쎽쏅ɻࠂ
� � 쎽쎱쎽ɺ쏃쏔ֹ쎲ਫಓྉۚ쏍ɺ������ԁʢ��
݅ʣɺڅ৯අ쏍༮ஓԂʹ������ԁʢ�݅ʣɺ
খֶߍʹ�������ԁʢ���݅ʣɺதֶߍʹ
�������ԁʢ��݅ʣ쏍쎨쏱쎹쏎쏍쎿ɻ�
ɹಛ쏑څ৯අ쏑쏊쎪쏌쏕ɺฏ��쎱쏯쏔쏨쏔쏍
쎨쏰ɺʮࠒࠓॲʁʯ쏎ہ쏑࣭ɻ�
ɹ쎮쏕ɺʰਫಓྉ쏪څ৯අ쏑쏊쎪쏌ɺੜࠔ׆
쏐쏏쏍ɺࢮա쏪ܦ쏔ؒظɺফ໓ޮɺഁځ
ऩෆ쏎쏐쏉쏅쏨쏔쏍쎨쏱ɻ쎹쏲쏯쏑ର쎽쏌쏕ɺ

దٓɺಜଅ쏨ߦ쎪쏐쎲쏯쏨ɺ࿈བྷ쎲औ쏲쏐쎪쏐
쏏ɺճऩ쎲ෆ쏎쏐쏉쏅쏨쏔쏍쎨쏰ɺݖ࠴ࢲ쏔쏅
쏧ෆೲܽଛॲཧ쏨쏍쎳쏀ཧ쎽쏌쎪쏅ɻ�
ɹ쎽쎱쎽ɺฏ��쏑܀౦ࢢ쏨ݖ࠴ཧྫ쏸ࢪ
࠴ࢢ౦܀쎽쏅쎹쏎쏑쎪ɺճऩෆ쏎அ쎽ɺߦ
쏎ߦࢪ쏋쎳ॲ쎽쏅ɻຊདྷɺྫجཧྫ쏑ݖ
쏎ಉظ쏑ॲ쎿쏱쏟쎳쏆쎲ɺೲֹ쏔ճऩ쏑
쎷ߋ쏐쏱ௐࠪɺྗ쏸ॏ쏓쏌쎪쏅݁Ռɺ쎹쏔
�쏔ॲ쏎쏐쏉쏅ɻʱ쏎쏔ห쏍쎽쏅ɻظ
ɹ੫ۚ쏪ࠃຽ݈߁อݥ੫쏐쏏ެݖ࠴쏆쎷쏍쏐쎵ɺ
ਫಓྉۚ쏪څ৯අ쏐쏏쏔ݖ࠴ࢲ쏔ೲ쏑쏊쎪쏌
쏕ɺ๏త쏑쏨ճऩ쏑쏊쎪쏌쏕ɺෳ쏍쎨쏱쏎쎽
쏐쎲쏯쏨ɺࢧ쎪ྗ쎲쎨쏱쏑쏨ؔ쏵쏯쏀ೲ쎽
쏌쎪쏱ऀ쏑ର쎽쏌쏕ɺ੍ڧత쏐ॲ쏨ؚ쏧ɺ쎽쏉
쎱쏰쏎ରԠ쎿쏟쎳쏆쏎ࢥ쎪쏤쎿쏔쏍ɺޙࠓ쏨쎹쏔
݅쏑쏊쎪쏌쏕ɺٻ쎽쏌쎪쎳쏤쎿ɻɹɹ

「放射線副読本」の
小中学校への配布について

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

【質問テーマ】 
　（１）「放射線副読本」について 
　（２）公共交通機関の利便性の向上について

公共交通機関の利便性向上について
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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！

9月4日（水） 定例会開会
11日（水） 
～13日（金） 個人質問

　17日（火） 
～19日（木）

総務・環建・文福 
常任委員会

　20日（金） 
～27日（金） 決算特別委員会
30日（月） 

～10月1日（火） 予備日

10月２日（水） 定例会採決

    日時：8月24日（土） 
　　　　 8:00～11:30 
　 場所：治田小学校

日　時：7月21日(日)  
　　　　10:30~18:00  
場　所：さきら  
入場料：1,000円/ひとり  

▲労働者の祭典「メーデー」に参加 
   第90回目となる今回のメーデー。栗東さき
らにて開催され、多くの仲間で労働者のための
働き方改革の実現を誓いました。

▲びわこウォーキングに参加 
  恒例の障がい者を対象として、琵琶湖の湖畔
を歩くイベントのボランティア・スタッフとし
て参加。多くの方が参加してくれました。

▲セラピーパークの竣工式に出席 
   栗東市の地域資源でもある競走馬のセカンド
キャリアとしての居場所と、障がい者のための
居場所としてオープンしました。

▲安倍9条改憲NO!滋賀県民集会参加 
   膳所公園で行われた安倍9条改憲NO!県民集
会に参加。安倍政権にNO！を突きつけ、まっ
とうな日本の政治に戻そうと集いました。

▲消防操作法披露会に出席 
  市内の４消防団＋女性消防団の消防操作法披
露会に出席。それぞれの分団が日頃の訓練の成
果を披露。今回は女性消防団も操作法を披露。

▲なかよし作業所 生活展を観覧 
  毎年恒例の生活展。澤田さんをはじめ、アー
ル・ブリュットの作品の展示を毎年楽しみにし
ているイベントです。

▲自然観察の森 竹細工クラフト参加 
　栗東自然観察の森のイベント「竹細工クラフ
ト」にボランティアとして参加。みんなで竹と
んぼを作りました。

▲旧RD処分場２期工事の現地見学会 
  問題発覚から約20年。違法埋め立ての現場も
２期工事が進み、生活環境保全上の支障除去も
進展。来年にも工事は完了し、モニタリングへ


