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平成21年夏号

詳細はインターネット
「滋賀県議会」HPで！

HP滋賀県議会へもアクセスして下さい
（くのり学の県議会活動がみられます）
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質 聞く
す
正

⑤「大津〜栗東間がより便利に！
！」生活文化・土木交通副委員長として、湖
南幹線砂川大橋を現場検証
（6/4）
⑥『原点は現場第一！
！』のポリシーを忘れずに。民主党「次の内閣」環境部
会の衆参国会議員をRDの現地へ案内
（3/30・小野地先にて）
⑦党員サポーター局長として党県連定期大会にて役員人事案件を提示
⑧スポーツ少年団・中日旗争奪軟式野球6年生お別れ大会開会式で挨拶
（3/7・野洲川運動公園）
⑨「暮らしを大切にする、人にあたたかみのある政策」
を訴える
（市内各地で
16
定期的に開催中の県政報告会にて・3月〜7月）
⑩政権交代に向けて三日月大造前衆議院議員と共に
（大宝学区・円田団地）
⑪全国高校野球選手権滋賀大会開会式に来賓として参列。
（7/11）
母校・栗東高校野球部の応援に
（7/16・7/23皇子山球場にて）
⑫地域のお宝
（観光資源）
さがしに葉山東学区方々とご一緒に！
！
（7/4・林・
新善光寺前にて）

①『近江の環境こだわり米』
を市民
の方々と手植え体験
（5/23・金勝
学区東坂にて）
②駅立ちとゴミ拾いをして早や2年半
〝頑張ってや〟
の声を励みに日々活
動（大宝東学区・綣・JR手原駅に
て）
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③ラグビー仲間とクラブ創設20周年
試合の後に
（7/12・最前列左から
2番目）
④景気回復・雇用確保は県民の切
なる声。
「我がこととして考えて欲
しい」
と経済雇用対策特別委員
会委員として緊急雇用対策費の
予算化を訴える
（7/13・県庁にて）
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⑮「まあ、
うち来てや！
！」膝を交えて生活に密着した生の声を聞かせていただいてこその政治

TEL554-1310 FAX554-1384 夜間・留守時/TEL558-1809 FAX558-0664
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 お問い合わせ下さい
（留守電OK折り返し連絡させていただきます）

次世代育成型の社会を構築

11日…全国高校野球選手権滋賀大会開会式・中学生広場私の思い・治
明かり』
・
くのりん会協議・行財政改革勉強会
田東学区スポーツの集い・県立聾話学校夏祭り
25日…治田学区こども広場・治田西健康フェスタ・栗東柔道スポ少夏合
12日…市民ママさんバレーボール大会・文化協会舞踊部門発表会・滋賀の
宿・ルモンタウン夏祭り
いいもん市・文化協会夏季謡曲大会・ラグビーOB戦
26日…呉羽テック労組定期大会・ヒューマンライツふぇすたinひだまり・東坂
13日…手原駅立ち・市民河川道路整備要望・県議会経済雇用対策特別
農業組合機械掃除・さきらタウンふれあい夏まつり
委員会・議会改革勉強会
27日…栗東駅立ち・農産物ブランド化会議・連合滋賀議員団会議定期総
14日…森林整備関連協議・教育団体懇談会・市町合併協議懇談会
会・市森林、林業活性化懇談会
15日…県議会議案会派調整・RD対策工交渉・県内NPO・文化団体協議
28日…衆議院選挙選対会議・経済雇用対策会議・党栗東支部広報活動
16日…栗東駅立ち・県議会本会議・栗東高校野球部応援・三日月大造衆
29日…栗東駅立ち・交差点立ち・雇用改善勉強会・衆議院選挙栗東支部
議院議員さきら決起集会・市民要望拝聴
広報活動・行財政改革勉強会
17日…草津駅立ち・栗東事務所開設準備・こだわり農産物関係協議
30日…市民県関係要望活動対応・医療制度改
18日…葉山幼児園夏祭り・街宣活動・栗東市民夏まつり花火大会・県体栗
革検討会議・シルバー人材センター囲碁
東市代表選手団結団式・地方分権勉強会
将棋大会・地方分権勉強会
19日…金勝学区地振協早朝ふれあいウォーキング・交通安全パトロール・
31日…草津駅立ち・社会保障制度勉強会・ハロ
市民座談会
ーワーク現況訪問
（外国人労働者につい
20日…日本民謡滋賀連合会民謡まつり・スーパー前立ち・衆議院選挙対策
て）
・ダイキン工業納涼祭
準備・議会改革勉強会
1日…街宣活動・三菱重工工機フェスティバル・
21日…栗東駅立ち・平成22年度国・県要望関係会議
（栗東市）
・RD対策
工協議・RD問題周辺自治会連絡会議
治田西カナリヤ第三保育園夏まつり・大
22日…通園安全パトロール・滋賀新名神高速道路建設促進期成同盟会
野神社納涼祭
総会・街宣活動・党第三区幹事会・栗東柔道スポ少激励
2日…東坂墓参り・三日月大造後援会栗東事務
所開き・りっとう市民夏まつり・県消防学校
23日…新駅跡地プラン県交渉・栗東高校野球部応援・県観光活性化協
ーは
アプレ
屋外訓練場・九里学レポート第9号発刊
議・県民ネットワーク会派会議
とフェ
ガッツ マンの誇り
24日…手原駅立ち・市ボランティア・市民活動支援センター
『灯かりあかり （7月30日以降は一部変更する可能性があります）
ラガー

8月

7月

1日…栗東駅立ち・獣害対策市民懇談会・県関係経済雇用対策会議
2日…栗東駅立ち・県議会一般質問
（一日目・九里学登壇）
3日…栗東駅立ち・県議会一般質問
（二日目）
・衆議院選挙準備
4日…林地区の街道筋に残るお宝探し・街頭演説・党第三区幹事会・東
坂体育部会
5日…栗東駅東口環境整備・市民バスケットボール大会・音楽振興会ピア
ノはともだち・道州制勉強会
6日…手原駅立ち・県議会一般質問
（三日目）
7日…栗東駅立ち・県議会一般質問
（四日目）
8日…子ども交通安全見守り
（御園・綣）
・市内道路整備現場視察・ママさ
んバレー練習
9日…守山駅立ち・県議会生活文化・土木交通常任委員会・スーパー前
立ち・
くのり学後援会協議
10日…県議会生活文化・土木交通常任委員会・会派広報協議・障害者団
体懇談会・行財政改革勉強会

⑱栗太八景「伊勢落晴嵐」詩碑竣工式。
ヨシ笛演奏のもと琵琶湖周航の歌を合唱する
（6/6・伊勢落）
⑲国1バイパス・県営住宅・市内歩道整備に尽力
（5月〜8月・川辺・六地蔵・御園他市内各地）
⑳草津市出身の友人・桂三風さんの結婚披露宴に出席。桂三枝師匠の挨拶
（4/5・京都南禅寺）

7月

27日…みんなの米作り体験・山の動く会ステージ・池坊青年部花展・学童
保護者懇談会・
ドクターヘリ勉強会
28日…綣グレーシイ夏季一斉清掃・県中体連招聘ラグビー大会・子育て教
育座談会
29日…守山駅立ち・県議会代表質問・連合地区連役員会・一般質問議案
作成
30日…草津駅立ち・観光資源協議・市観光物産協会総会・RD連絡会議・
地方分権勉強会

7月

6月

子育て環境日本一の県土づくり

（7/19・支援者の方々と熱く語り合う）
する
⑯市内の無認可作業所をまわり、障害者自立支援法改正について聴取
（5月〜7月）
考動 学」
⑰日本の力と、絆のために！
！
（市内各地で週末恒例の街頭演説）
り
の
「く
平成21年6月27日（土）
〜8月2日（日）

⑬「RD勉強会」で国・県・市の各級
議員が周辺自治会の役員の方々
と対策工の議論を重ねる
（3月〜5月）
⑭市文化協会「いけばな展」にお招
きを受けて
（6/6・さきらにて）
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年金・医療・介護等︑信頼される社会保障制度の確立 あたたかさあふれる人を大切にするまちづくり

暑さ厳しき折︑皆様におかれま

してはお元 気でお過 ごしでしょ

うか︒

多くの皆 様の温かいご支 援の

お 陰で 県 議 会 議 員として 三 年

目となります ︒日 々 仕 事をさせ

ていただいていることに感謝とお

3

す

礼を申し上げます︒県民市民の

方々にとって身 近な 議 員として

9

地域のお声を県行政に反映させ

8

るべく三年目も﹁生活者の視点・

全ての定例会で一般質問継続中

2

「まなぶログ」更新中

）について

環境省に対して県の働きかけ・住民との直
接対話・中立的第三者・県と住民とが歩み寄れる工法・県としての行政措
置・住民の提案する案に対しての具体的支援と期限・有害物質の掘削除
去・
「不安」を「安心」に変えるための「対話」
と
「共感」等 について

金勝学区早朝ふれあいウォーキングに地振協役員として子ども達と参加
（7/19・荒張・県民の森で）

立場﹂
で行動します︒

17

夢を語り 合 える﹃ 滋 賀 県と栗

14

東市づくり﹄
のために︒

13

嘉田知事に質す

現状・効果・諸課題・事業主体・
連携・手段・時期・必要性 等

・RD最終処分場問題

1

7

ここに第九号﹁くのり学レポー

（

・ドクターヘリの導入

ト﹂
をお届けできることになりま

6月定例会（7/2本会議）くのり学

した︒
ありがとうございます︒

平成二十一年八月吉日

県政ガラス張り宣言
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の政
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〜
〜

景気回復︑雇用の安定を第一に考える施策づくり 生活者・納税者・労働者・消費者のための政治へ

くのり学は政治資金を全て「ガラス張り」にしています！
！
［県議会図書室・くのり学事務所公開中］

