滋賀県議会議員

九里学レポート

くのり学活動報告
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新緑が目に鮮やかな季節となりました︒
県議会議員として皆様の大きなお力をいただき︑日々
仕事をさせていただいていることに感謝申し上げます︒
昨年６月の自身はじめての定例議会以降︑９月︑ 月そし
て２月議会と毎回県行政のあり方を議会の立場から
チェックする ため質問をし続けさせて頂きました︒３月
には平成 年度予算のあり方についても討論の機会をえ
ました︒
地元栗東でも日々﹁駅立ち﹂や﹁辻立ち﹂の他様々
な事業や活動で市民の方々にお声をかけていただける様
になりました︒いよいよ２年目︒これからも初心忘れるこ
となく﹃地道に︑ひたむきに﹄﹁生活者の立場﹂で身近な議
員として元気いっぱい頑張ります︒
ここに第 号の﹁くの
り学レポート﹂をお届けできることになりました︒
ありが
とうございます︒

（常設日：火・水・金 10：00〜15：00）

爽やかな風吹く日に

県政ガラス張り宣言
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●くのり学事務所に気軽にお立ち
寄りください。
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HP滋賀県議会へもアクセスして下さい
（くのり学の議会活動がみられます）

滋賀県基本構想

〜未来を拓く共生社会へ〜 の実現に向けた県政運営の考え方

（１）
「対話と共感」による県政を進め、県民や各種団体、企業などとの連携を深めます
（２）市町との連携、協力関係を構築します

（４）県行政の改革を進めます

生活者の視点で
行動します。

（３）県域の総合的な活力を高めます

戦略

滋賀県が本来持っている個性を発揮し、その魅力をさらに高めていくため、
「足下を見つめながら、ないものねだりではなく、あるものを探し、それを活か
す」
という考え方で、
「人の力を活かす」、
「自然の力を活かす」、
「地と知の力を活かす」の３つの戦略を展開していきます。

人 の 力 を 活 か す

自 然 の 力 を 活 か す

地域のつながりを深め、誰もが人権を尊重され、人の力が活き
る、
活かせる社会を実現していきます。

自然本来の力を再生可能な範囲で活かしながら損なわない持続
可能な社会づくりを進めるとともに、損なった自然の力を再生させ
て、琵琶湖をはじめとした豊かな自然を次世代に継承できる人と
自然との新たな関係を築きます。

■社会で子育てを支える
■力を発揮できる多様で柔軟な活躍の場をつくる
■子どもの多様な学びの場をつくる
■健康でいきいきと暮らせる仕組みをつくる
■地域での多様な支え合いの輪を広げる
■多文化共生を目指す

次回の

■自然本来の力を保全し、再生する
■自然を活用した産業を活性化させる
■持続可能な社会を目指す
■自然の力を憩いや学びに活用する

平成20年2月27日（水）〜4月27日（日）
2 ／ 27 2月定例県議会本会議（一般質問）・党第3区役員
会
28 交差点通学見守・2月定例県議会本会議（一般質
問）
（手原）
・2月定例県議会本会議（一般質問）
29 駅立ち
3 ／ 1 国際情報高校卒業式・金小PTA会議・党第3区
定期大会・市人権を考える集い・県教育懇談会
2 感恩報謝の日朝起会・栗東市内河川視察
・2月定例県議会本会議（一般質
3 駅立ち（栗東）
問）
・栗東高校卒業式・医療懇談会
4 県議会予算特別委員会・栗東市県予算打ち合わせ
5 南部振興局建設管理部栗東市内道路河川要望交渉
6 県議会予算特別委員会・文化懇談会（報告会）
7 駅立ち（栗東）・地域安全パトロール・県立聴覚
障害者センター障害福祉打ち合せ
8 金勝第一幼児園奉仕活動・荒張農業体験
9 湖南広域行政組合消防記念日記念式典・栗東市
民茶会・滋賀がいいもん市・葉山東側道視察
（手原）・県議会予算特別委員会
10 駅立ち
11 県議会予算特別委員会・総務政策常任委員会
12 県議会予算特別委員会・総務政策常任委員会・
金小PTA会議・市内県道街路樹剪定交渉

地の利点、知の利点を活かして、滋賀県産業の競争力を高めま
す。
また、利便性や安全性を確保するとともに、豊かな自然や歴史
資源、文化・芸術が息づく美しい魅力あるまちづくりを進めます。

■新規成長産業の創造や新たな事業活動への挑戦
を支援する
■滋賀県の特性を活かした産業を育成・支援する
■安全で美しいやすらぎのあるまちづくりを進める
■文化・芸術が息づく魅力的なまちをつくる

5月9日（金）19：30〜

多数お越し下さい

コミュニティーセンター大宝東（栗東駅東口ウイングプラザ3F）

「県政報告会」
「子育てランチミーティング」他まちづくりについて『くのり学』
とひざを交えて話しあいませんか。
ご希望の方はお気軽にお声かけ下さい。

考動する「くのり学」

地 と 知 の 力 を 活 か す

13 2月定例県議会本会議・県会議員研修会（HP、IT関
係）
・連合滋賀学習会・市学校協議会
14 駅立ち（栗東）
・2月定例県議会本会議・総務政策
常任委員会・労務・医療・保険関係勉強会

FAX申込先／077-554-1384迄

28 地域安全パトロール・子育て座談会・市身体障害
者更生会総会・栗東市議会臨時議会傍聴・いつみ
会パーティー・栗東柔道スポ少育成会総会

12 市心身障害児（者）連合会定期総会・JR西日本幹
部懇談会

29 近江歴史回廊フォーラム・栗東水口道路現地視察

（栗東）
・市要望事項滋賀県打ち合わせ
14 駅立ち

15 駅前商業施設活性化打合せ・県政報告会・RD対
策委員会

30 環境学習近江桶風呂再生プロジェクト・アクティ
ブフィナーレびわこ視察・市内歩道整備政務調査

16 地権者説明会・新駅予定地現地へ知事と訪問

・県教委教諭離任式・栗東市役所・
31 駅立ち（手原）
市内施設等年度末訪問・20年度事業打ち合わせ

17 駅立ち（手原）・県議会少子高齢化対策特別委員会
18 交差点通学見守・地権者説明会・市内幼児園・保
育園・幼稚園訪問・子育て世代懇談会
19 県予算特別委員会・年金関係勉強会
20 市子育てサロン・林参院議員「日本の未来を語る」
集い・第三区幹事会・スポーツ懇談会
21 駅立ち（栗東）・金勝第一幼児園卒園式・RD対策
委員会・地権者説明会・環境懇談会
22 シルバー人材センター訪問・池坊県連式典・華道
展・ピアノおさらい会・さきら創造ミュージカル・
グレーシィデュオ自治会総会出席
23 スポーツ団体懇談会・さきら創造ミュージカル
・2月定例県議会本会議・南部地域
24 駅立ち（手原）
振興会議・市役所打合せ
・市森林林業活性化推進協議会研修
25 駅立ち（栗東）
会
〔森の未来館他〕・市PTA連協役員会議
26 RD対策委員会・南部振興局地域振興課打ち合わせ
・
27 近 江 歴 史 回 廊 推 進 協 議 会『近 江 ワ ザ 回 廊』
KAOMICLUB発表会・JR草津線林周辺視察

4 ／ 1 会派会議・大阪府庁「指定管理者制度」政務調査・
大津市歴史博物館・琵琶湖博物館・栗東歴史民俗
博物館打ち合せ
（栗東）
・市役所打ち合せ
2 駅立ち
（手原）
・中小企業振興条例政務調査（県内）
4 駅立ち
5 県PTA会長等指導者研修会・県内交通政策政務調
査・駅前街宣活動（草津・栗東・手原）
6 三大字阿星クラブ定期総会・県内観光政策政務調
査・駅前街宣活動（栗東・手原）
・金勝第2保育園入園式・栗東市政
7 駅立ち（栗東）
懸案事項検討会・金小PTA役員会
8 通園交差点立ち・金勝小入学式・地域安全パトロー
ル・栗東中学校入学式・金勝老ク連通常総代会・
大宝小、栗東西中、栗東高校、国際情報高校新年度
訪問・教育福祉懇談会
9 駅立ち（栗東）・金小PTA役員会・道路財源政務調査
10 駅立ち（手原）・JRA駿友会関西支部観桜会・党第
3区幹事会
11 まちづくり座談会・長寿医療制度政務調査

13 滋賀がいいもん市・音楽振興団体懇談会
15 会派政調会議・県福祉政策打ち合わせ・PTA会議
（県庁）
16 議会改革・医療改革等長野県研修
（こども病院他）
17 議会改革・医療改革等長野県研修
・通学安全交差点立ち・会派会議・
18 駅立ち（栗東）
県教育関係政務調査
19 大正琴SAKURAコンサート・市内まちづくり座談
会・RD対策打合せ・駅前街宣
（栗東）
20 治田西地振協総会・滋賀県連幹事会・県ラグビー
部打合せ
・党関係議員団会議・連合地協４役
21 駅立ち（栗東）
会議・へそ東自治会交流会
（草の根ハウス）
22 バドミントン市民交流・金小PTA役員会・琵琶湖
環境勉強会
23 企業門立ち・大宝西児童館おはなし会・南部森林
組合森林政策政務調査・打合せ会議
24 栗東市老人クラブ連合会総会・県農政水産政策政
務調査・広報政務調査
25 企業門立ち・県議会臨時議会・治田東地振協総会
26 むつみ園25周年記念式典・内覧会
27 県労働者統一メーデー・栗東市衡陽市友好都市締
結15周年記念「友好の響宴」
・市バスケットボール
団体視察・広報配布
（28以降は次号へ）

くらしのご相談やご意見などございましたらお気軽にくのり学事務所へ（火・水・金 10:00〜15:00常勤）
開設日
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県の基本構想や事業施策
平成20年度予算を検証する
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指定管理者制度について現場の声をきく
（三重県総合文化センターにて）

学ぶ

生活者の視点で行動します

人を大切にする県政づくり

九里

まなぶ

﹃ 栗東を元気に

双子のママ蓮舫参議院議員と
「子育て」
について語りあう

動く

耐震化他
教育施設の
整備を求める
（大宝小にて）

党県連第3区定期総会
（三日月衆議院議員・
橋川草津市長とともに）

県生協の
新年賀詞交歓会で

知事懇談会にて「教育・福祉の
充実を！
！」訴える
（知事公舍にて）

栗東市の課題解決に向け仲間
の県議会議員とともに庁舎を
訪ねる

市民の生の声を
聞き、県へ

要望を
聞き届ける

栗東高校卒業式にて

母校・栗東高校野球部応援

川辺県営住宅新築工事進む

新駅中止後の土地区画整理事業に
ついて現場で県・市と対策を議論

金勝川外河川環境保全工事
（20年1月〜）
完了後と途中経過

歩道設置率・歩道整備の
更なる推進へ（20年度）

子育て支援の先進地調査
（NPO法人体験ひろばこどもスペース四日市にて）

RD処分場・焼却炉内ダイオキシン類の
洗浄他対策事業を予算化（20年度） 栗東水口道路全線開通に向けて尽力

葉山川河川改修工事を視察

・議会で新しい栗東のまちづくりについて知事に質す
・福祉と文化施策について質す
・RD問題の解決に向けて県に質す

早朝市内各駅で毎週駅立ち
見える議会へ、
県議会をガラス張りにする

中ノ井川河川工事実施（19年12月改修〜）

環境・教育・福祉・医療の充実を

日々の暮らしに密着した市民の声を届けるために

5月〜3月
県政報告会で

﹄

市民が安心して暮らせる滋賀・栗東づくりを目指して

『働く女性の声をきく』
企業内少子化対策に
ついてヒアリング

！
！

県民に身近な県議会をめざして

RD処分場から出てきた山積の
ドラム缶廃棄物を検証

﹃ 県政ガラス張り宣言 ﹄

子育て環境しやすい県土づくり

自席にて県の姿勢をチェック
（席番は8番）

県立こども病院にて
周産期医療を学ぶ
（長野）

