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HP滋賀県議会へもアクセスして下さい
（くのり学の県議会活動がみられます）
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うららかな春の日差しが肌に心地よい季節となりました︒
皆様におかれましてはお元気でお過ごしのことと存じます︒
滋賀県議会議員として三年目の春を迎えることができ︑
日々仕事
をさせていただけるのも多くの皆様のお支えのお陰︑心から感謝申
しあげます︒
いよいよ一期目最終年度︒
﹁雇用情勢の安定﹂
﹁個人消費の上昇﹂
﹁社会保障制度の確立﹂
﹁教育福祉施策の充実﹂等々︑
現場で汗して
働く皆さんの立場・日々生活される方々の視点で︑﹃ 透明で公正な湖
国滋賀づくりのために﹄元気いっぱい活動してまいります︒
﹃ 面 白きこともなき世に面 白くすみなすものは心なりけり ﹄︵幕
末の志士 坂本龍馬の言葉︶
自身を奮起させ︑
地道に現場を歩くことで一人でも多くの人の声
をお聞きし︑
政策に実現してまいります︒
ここに第 号﹁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︒

山菜の新芽息吹く頃

11

「まなぶログ」更新中

九里

VOL

くのり学は企業・団体献金を今まで一度も一切もらっ
たことがありません。
政務調査費も一円まで領収書添付。毎年ホームペー
ジ・議会図書室でいつでも誰にでも公開中。

まなぶ

学

林参議院議員と教育福祉子育て現場で
働く職員さんの生の声を聞き現場を知る
（1/30）
（児童館・栗東西中・図書館等々）

レポート

写真

「琵琶湖再生へ！
！」ヨシ刈りボランティアに
仲間の皆さんと汗する
（1/30）

後援会主催まつづくり事業にて
厳しい県財政の状況を説明する
（2/11）

コミセン大宝東はつらつ教養大学閉講式で
参加者のご労苦をねぎらう
（2/23）

！
初心忘れず！

米沢藩第9代藩主
上杉鷹山の名言を胸に
『栗東再生』
を誓う
暑くとも、寒くとも
4年間週1回の街宣活動、
週数回の駅立ち、
月数回の交差点立ち、
スーパー前立ちは続ける

「公の施設のあり方」を
自分の目でみ、現場の声をきく
（1/27〜1/29）
（栗東体育館、
しが県民芸術創造館）

同級生やラグビー仲間との
年数回の食事はやすらぎの一時

県都市計画審議会委員として新駅跡地の栗東の
新しいまちづくり計画について審議する
（2/12）

第36回びわこ栗東駅伝
クロカンin野洲川にて
「タスキを絆に！
！心一つに頑張って！
！」
と挨拶（2/14）
シルバー人材センター
「三世代ふれあい広場」にて
（子育て中のお母さんと
育児について話し合う）
（3/4中央公民館にて）

同世代の福山哲郎外務副大臣と
国際問題について懇談（2/5）
守山栗東雨水幹線宅屋工区

嘉田知事と保護者の方の15,115筆の
署名の橋渡しに一役（2/10知事室にて）
「草津養護学校の増築、
スクールバス増車の夢叶ってよかった」

葉山川広域河川改修事業
（平成22年度〜）

平成21年度
土木交通副委員長として
市内の道路河川整備を推進
市内各地の歩道を整備
（県道六地蔵草津線）

大宝東学区の皆さんともちつき大会に参加
（1/16 ウイングプラザ）
国と連携して国1バイパス
（国際情報高校横）工事進む

栗東市野球スポ少のお別れ大会にて挨拶
（野洲川運動公園 3/13）

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

GSユアサ本社で
栗東市への
企業誘致の交渉（2/8）

「子ども達の才能にびっくり！
！」
栗東市青少年美術展へ（1/31）

TEL554-1310 FAX554-1384 夜間・留守時/TEL558-1809 FAX558-0664
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）

人にやさしく、あたたかみのある滋賀づくりのために新たにH22年度予算化

〜九里学マニフェスト実行〜
も り

湖国の森林と自然を守る
ニホンジカ特別対策事業
について

【予算額

獣害
対策

社会で子育て、
子育ちを支える

芸術
文化
振興

保育所および放課後児童クラブの
【文化振興推進事業 予算額 11,034千円】
設置促進 【予算額 2,828,521千円】

53,350千円】

獣害対策事業の趣旨・内容

平成22年度の新たな取り組み

具体的な取組

●捕獲目標を早期に達成し、農林業や森林生態系
への被害を軽減する
●従来の枠組みによる捕獲に加え、森林の公益的
機能の保持・生態系の保全の観点から、追加的
に必要な4,300頭について、
期間を限定した特別
対策として、
市町が行う捕獲に対する経費を補助
●上記の観点から、森林づくり県民税を充当

4300頭

〈従来の枠組みによる捕獲〉 〈新たな枠組みによる捕獲〉
森林の公益的機能・生態系
自治振興交付金、
保全を含めた特定鳥獣保護
市町単独事業等
管理計画の目的の実現
＋
〈狩猟等による捕獲〉

捕獲目標（8500頭）の達成

①（仮称）若手文化活動者フェスティバル事業

１

保育所待機児童の解消
●子育て支援環境緊急整備事業

びわ湖ホール全館を１日丸ごと使い、県内で活動する若
手のアーティストが集い、多彩なジャンルの公演やパ
フォーマンス、
ワークショップを次々繰り広げるフェスティバ
ルを開催します。

【1,907,264千円のうち1,554,906千円】

安心子ども基金を活用し、市町が実施する民間保育所
等の施設整備に対し補助します。
・老朽化に伴う改築を含め ７市20施設（970名の定員増）

【予算額7,000千円】

②（仮称）文化芸術人材育成・ネットワーク形成
事業

●保育対策等促進事業費補助

文化活動を支え、文化の継承・発展を担う文化コーディ
ネーターなどを育成する研修を行い、
その人材が地域の核
となり、活動の輪が広がるネットワークの形成を目指します。

【556,755千円】

低年齢児保育等に必要な保育士の配置、家庭的保
育事業や延長保育事業の実施に対し補助します。
・前年度予算の約2.4倍

事業の概念図

4200頭

文化で滋賀を元気に！
プロジェクト

子育て
環境

【予算額400万円】

２

放課後児童クラブの設置促進
●放課後児童クラブ施設整備費補助

【197,148千円】

市町が行う放課後児童クラブの施設整備に対し補助します。
・４市14施設（350名の定員増）

●放課後児童健全育成事業費補助

【519,712千円】

放課後児童クラブを実施する市町に対し運営費補助
を行います。
・前年度予算の約1.4倍

葉山川広域河川改修事業国道1号交差点部工事について
協 定 名●一級河川葉山川
広域河川改修事
業に伴う一 般 国
道1号との交差点
部工事

会派の仲間と平成22年度県予算審議中

滋賀県、栗東市に３月31日10億円臨時貸付を県議会で可決
新幹線新駅振興等基金と貸付金の流れ
（３月31日〜４月１日）
３月31日
４月１日
17億円5,200万円

工事場所●栗東市坊袋地先
工事概要●施工延長
Ｌ＝72.5m
工事内容 函渠工
（W8.7m×Ｈ3.6m）
上下流取付工
（護岸工、護床工） 一式
協定概要●協定金額…1,448,142,000円
協定期間…平成22年度から平成26年度

くのり学
土木交通
副委員長
として

利息約243万円

新駅関連支援交付金
1,013万９千円

10億円

東海道新幹線新駅
地域振興等基金
支払

栗東市
12月18日 RD問題 田島環境副大臣・くのり学
協議後環境省が県に提言した内容
①処分場跡地を県有地化し、何か問題が起こった場合は、
県が責任をとることを住民にしっかり伝えて理解を求める。
②有害物の存在が確認できた場合には、当該地点及びそ
の近傍の有害物は全て撤去する。

近隣住民10年来の願いRD焼却炉ついに解体へ！
！

臨時貸付金

約17億4,433万円

約７億4,429万円
①貸付

⑥償還

10億円＋約３万３千円
（利子）

栗東市土地開発公社
②償還

⑤貸付

栗東市
③償還

④貸付

金融機関

住民にとって「公平・透明・納得」してもらえる滋賀栗東づくりのために日々働く！
！
考動する
「くのり学」

平成22年1月1日
（金）
〜3月31日
（水）
1/ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

駅立ち・元朝式・葉山東地振協日向山登り・東坂新年会
お墓参り・新年挨拶まわり・市内寺社仏閣参拝
新年挨拶まわり・街宣活動・市内寺社仏閣参拝
駅立ち・企業施設挨拶まわり・県予算議案調整
駅立ち・栗東市商工会新年賀式・県予算議案調整
市内企業挨拶回り・県予算議案調整
駅立ち・県予算聴取
駅立ち・県予算聴取・連合20周年レセプション・年賀会準備
年賀会準備・まちづくり年賀会・児童虐待防止有志会議
栗東市出初式・栗東市成人式式典・市内街宣
駅立ち・交差点立ち・後援会幹部回り
駅立ち・全馬労旗開き・勤労者互助会打ち合せ
駅立ち・全馬労祝新聞取材・栗東青年会議所年賀会
駅立ち・政調会・市高齢者生きがい交流会・県政報告会
大宝東もちつき大会・栗東表現祭・栗東建設工業会懇談会
耐寒アベック登山大会・県政報告会・エスリード栗東第2懇談会
駅立ち・市民要望対応・県連会派会議・政調会議・栗東
市文体事業団職員協議会懇談会
駅立ち・市内県道整備県市現場協議・県議会経済雇用
対策特別委員会
駅立ち・葉山川広域河川整備県協議・ＲＤ対策予算副
知事・琵琶湖環境部長協議
駅立ち・政調会・会派会議・雇用対策市民要望・湖南広
域消防防災幹部協議
駅立ち・観光振興県協議
市内県道整備現場視察・文化協会謡曲大会・京都新聞
取材・ＲＤ環境省県対応方針話し合い・体育協会祝賀会
ラグビーリーグ練習・栗東ヤングステージ・街宣活動・公の
施設見直し県内施設視察
駅立ち・政調会議・第7回草津栗東地区連幹事会
バトミントン子育て懇談会・後援会協議・栗中人権ネット研修会
駅立ち・金勝学区砂防山崩現場視察・滋賀会館・しが県

民芸術創造館視察・栗東柔道スポ少・ママさんバレー体験
28 駅立ち・交差点立ち・政調会議・知事懇談・全馬労新役員懇談
29 駅立ち・栗東体育館現場視察協議・済生会訪問看護現
場視察・子育て世代市民協議・ママさんバレー体験
30 林参議院議員子育て支援及教育関連施設視察(びいめー
る・栗東西図書館・子育て地域支援センター・西中・大宝西児
童館)・地区連烏丸半島ヨシ刈り・街宣・県民ミュージカル視察
ｔ
ｔ
ｏ
・徳永久史年賀会・県
31 三日月大造年賀会・きらめきＲｉ
議会代表質問作成・栗東市青少年美術展
2/ 1 駅立ち・大宝学区道路整備現場協議・各新聞社取材対
応・県政報告懇談会
2 代表質問作成・湖南広域消防幹部協議
3 駅立ち・会派政調会(議会代表質問作成)・栗東西中ＰＴＡ研修会
4 ２月議会代表質問作成・栗東市関連県予算執行部協議
5 政調会・議案説明・会派会議・県立養護学校保護者協
議・林久美子年賀会・農林業施策市民協議
6 金勝後継者クラブ金勝市場・こだまフレンドフェスティバ
ル・街宣活動・栗東柔道スポ少育成会
7 スーパー立ち・青少年育成予算要望市民協議・県議会議案調整
8 駅立ち・ＧＳユアサ本社にて栗東市誘致協議・難病対策
市民要望協議
9 駅立ち・交差点立ち・栗東市財政及ＲＤ対策県協議・政
調会議・会派会議・後援会会議
10 駅立ち・生活文化土木交通常任委員会・草津養護スクール
バス増車知事要望・連合ネットワーク会議・記者クラブ懇談会
11 くのり学後援会主催まちづくりバスツアー
12 県都計審議会議(新駅跡地新しいまちづくり等)・林参議
院議員協議・ＲＤ対策市民協議
13 党各級議員栗東市幹部懇談・後援会員協議・第三区幹事会
14 びわこ栗東駅伝クロカンin野州・文化協会吟道部門発
表会・市民フットサル大会・栗東市ＰＴＡ大会・街宣活動
15 会派会議・政調会・ＲＤ連絡会県話し合い
16 駅立ち・交差点立ち・県議会会派会議・議員定数検討委員会
17 駅立ち・交差点立ち・県内中小企業経営雇用現場ヒアリ
ング・子育て教育政策協議

18 交差点立ち・非正規労働現場実態調査・綣東綣南自治会員交流
19 駅立ち・門立ち・県議会代表質問・金勝学区自治会長会
懇親会・草津栗東地区連交流会
20 社会福祉関連市民協議・街宣活動・地域医療現場関係者懇談
21 サロン野尻・公の施設見直しにかかる県内博物館展示視察
22 駅立ち・農業後継者問題及獣害対策現場協議
23 駅立ち・はつらつ教育大学・請願・陳情書協議・確定申告書類整理
ＪＲＡ幹部協議・県議会一般質問
（一日目）
24 駅立ち・
（二日
25 駅立ち・小平井地区チラシ配布・県議会一般質問
目）
・スーパー立ち
26 交差点立ち・県議会一般質問（三日目）
・森林林業施策協議
27 街宣・こだまフェスティバル・スーパー前立ち・教育施策協議
28 党県連定期大会・県連幹事会・国会議員随行街宣活動
3/ 1 県議会一般質問
（四日目）
・会派会議・政調会議・土地開
発公社貸し付け栗東市長協議
2 駅立ち・市役所立ち・市内幼保学校祝電配達・ＲＤ説明会
3 県議会予算特別委員会・プレス民主原稿作成・第三区
役員選考規約検討委員会
4 駅立ち・こんぜの里グランドゴルフ場開場式・シルバー人材センター
三世代ふれあいひろば・こころの病気ランチミーティング・政調会
5 交差点立ち・県議会予算特別委員会・議員定数検討委員会
6 連合滋賀春季生活闘争・参議院議員選挙必勝総決起
集会・人権を考える集い・党第３区幹事会・さきらジュニア
オーケストラ成果発表会
7 栗東市社会福祉大会・栗東市バドミントンオープン大会・
栗東市民茶会・こどもフェスタ・湖南広域消防局設立40
周年記念式典・栗東音楽振興会栗東市音楽祭・湖笛の
会音楽教室発表会・ＥＣＣジュニア発表会・県政報告会
8 駅立ち・県議会予算特別委員会・陳情関係協議
9 県議会予算特別委員会・
くのり学後援会勉強会
10 交差点立ち・守山栗東雨水幹線宅屋工区現場視察協
議・児童館大宝西っこまつり
11 駅立ち・県議会追加議案上程・予算特別委員会分科会・
生活文化・土木交通常任委員会
12 交差点立ち・県議会予算特別委員会分科会・生活文化・

土木交通常任委員会・地元自治会長ＲＤ県議会報告
13 栗東市野球スポ少お別れ大会・栗東西中卒業式・草津
線全線開通120周年電化30周年記念式典及びフォー
ラム・地元自治会長ＲＤ県議会報告
14 滋賀県小学生柔道大会・街宣・地方分権勉強会
15 駅立ち・県議会本会議質疑・生活文化・土木交通常任委
員会・予算特別委員会
16 駅立ち・県議会予算特別委員会・生活文化・土木交通常
任委員会・滋賀会館事務局協議・常任委員会懇談会
17 駅立ち・県議会経済雇用対策特別委員会・地域ブランド振興協議
18 交差点立ち・安養寺カンガルークラブ協議・栗東市シル
バー人材センタ−現状ヒアリング
19 県議会予算特別委員会分科会・常任委員長報告採決
20 党第三区定期大会・栗東市シルバー人材センターシル
バーフェア・こだま保育園卒園式・重度障害者施策市民
要望ヒアリング
21 観光振興勉強会・街宣・栗東柔道スポ少お別れ会
22 総合型クラブ『ＮＰＯ法人りっとう』設立記念式典イベン
ト・さきら創造ミュージカル
『幻の蒼きイサザ』
・議案調査
23 駅立ち・園立ち・金勝第一幼児園卒園式・県議会議案調
査・県道整備・学童保育要望協議
24 会派会議・県議会追加議案上程・生活文化・土木交通
常任委員会・委員長報告・採決・栗東柔道スポ少総会
25 栗東市民要望ヒアリング対応・観光振興施策勉強会
26 スーパー立ち・党県連選対会議・幹事会・コミセン葉山東
県政報告会
27 街宣・成田県議結婚披露宴・金勝小ＰＴＡ19年度役員懇談会
28 交差点立ち・街宣・参議院議員選挙対策・地方自治財政
問題勉強会
29 駅立ち・栗東市内施設まわり・ＲＤ問題対策協議
30 駅立ち・栗東市市内施設団体まわり・出原県議いつみ会
31 駅立ち・平成21年度事務所整理・市内挨拶まわり

（3月28日以降は一部変更することもあります）

人にやさしく、あたたかみのある滋賀づくりのために新たにH22年度予算化

〜九里学マニフェスト実行〜
も り

湖国の森林と自然を守る
ニホンジカ特別対策事業
について

【予算額

獣害
対策

社会で子育て、
子育ちを支える

芸術
文化
振興

保育所および放課後児童クラブの
【文化振興推進事業 予算額 11,034千円】
設置促進 【予算額 2,828,521千円】

53,350千円】

獣害対策事業の趣旨・内容

平成22年度の新たな取り組み

具体的な取組

●捕獲目標を早期に達成し、農林業や森林生態系
への被害を軽減する
●従来の枠組みによる捕獲に加え、森林の公益的
機能の保持・生態系の保全の観点から、追加的
に必要な4,300頭について、
期間を限定した特別
対策として、
市町が行う捕獲に対する経費を補助
●上記の観点から、森林づくり県民税を充当

4300頭

〈従来の枠組みによる捕獲〉 〈新たな枠組みによる捕獲〉
森林の公益的機能・生態系
自治振興交付金、
保全を含めた特定鳥獣保護
市町単独事業等
管理計画の目的の実現
＋
〈狩猟等による捕獲〉

捕獲目標（8500頭）の達成

①（仮称）若手文化活動者フェスティバル事業

１

保育所待機児童の解消
●子育て支援環境緊急整備事業

びわ湖ホール全館を１日丸ごと使い、県内で活動する若
手のアーティストが集い、多彩なジャンルの公演やパ
フォーマンス、
ワークショップを次々繰り広げるフェスティバ
ルを開催します。

【1,907,264千円のうち1,554,906千円】

安心子ども基金を活用し、市町が実施する民間保育所
等の施設整備に対し補助します。
・老朽化に伴う改築を含め ７市20施設（970名の定員増）

【予算額7,000千円】

②（仮称）文化芸術人材育成・ネットワーク形成
事業

●保育対策等促進事業費補助

文化活動を支え、文化の継承・発展を担う文化コーディ
ネーターなどを育成する研修を行い、
その人材が地域の核
となり、活動の輪が広がるネットワークの形成を目指します。

【556,755千円】

低年齢児保育等に必要な保育士の配置、家庭的保
育事業や延長保育事業の実施に対し補助します。
・前年度予算の約2.4倍

事業の概念図

4200頭

文化で滋賀を元気に！
プロジェクト

子育て
環境

【予算額400万円】

２

放課後児童クラブの設置促進
●放課後児童クラブ施設整備費補助

【197,148千円】

市町が行う放課後児童クラブの施設整備に対し補助します。
・４市14施設（350名の定員増）

●放課後児童健全育成事業費補助

【519,712千円】

放課後児童クラブを実施する市町に対し運営費補助
を行います。
・前年度予算の約1.4倍

葉山川広域河川改修事業国道1号交差点部工事について
協 定 名●一級河川葉山川
広域河川改修事
業に伴う一 般 国
道1号との交差点
部工事

会派の仲間と平成22年度県予算審議中

滋賀県、栗東市に３月31日10億円臨時貸付を県議会で可決
新幹線新駅振興等基金と貸付金の流れ
（３月31日〜４月１日）
３月31日
４月１日
17億円5,200万円

工事場所●栗東市坊袋地先
工事概要●施工延長
Ｌ＝72.5m
工事内容 函渠工
（W8.7m×Ｈ3.6m）
上下流取付工
（護岸工、護床工） 一式
協定概要●協定金額…1,448,142,000円
協定期間…平成22年度から平成26年度

くのり学
土木交通
副委員長
として

利息約243万円

新駅関連支援交付金
1,013万９千円

10億円

東海道新幹線新駅
地域振興等基金
支払

栗東市
12月18日 RD問題 田島環境副大臣・くのり学
協議後環境省が県に提言した内容
①処分場跡地を県有地化し、何か問題が起こった場合は、
県が責任をとることを住民にしっかり伝えて理解を求める。
②有害物の存在が確認できた場合には、当該地点及びそ
の近傍の有害物は全て撤去する。

近隣住民10年来の願いRD焼却炉ついに解体へ！
！

臨時貸付金

約17億4,433万円

約７億4,429万円
①貸付

⑥償還

10億円＋約３万３千円
（利子）

栗東市土地開発公社
②償還

⑤貸付

栗東市
③償還

④貸付

金融機関

住民にとって「公平・透明・納得」してもらえる滋賀栗東づくりのために日々働く！
！
考動する
「くのり学」

平成22年1月1日
（金）
〜3月31日
（水）
1/ 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

駅立ち・元朝式・葉山東地振協日向山登り・東坂新年会
お墓参り・新年挨拶まわり・市内寺社仏閣参拝
新年挨拶まわり・街宣活動・市内寺社仏閣参拝
駅立ち・企業施設挨拶まわり・県予算議案調整
駅立ち・栗東市商工会新年賀式・県予算議案調整
市内企業挨拶回り・県予算議案調整
駅立ち・県予算聴取
駅立ち・県予算聴取・連合20周年レセプション・年賀会準備
年賀会準備・まちづくり年賀会・児童虐待防止有志会議
栗東市出初式・栗東市成人式式典・市内街宣
駅立ち・交差点立ち・後援会幹部回り
駅立ち・全馬労旗開き・勤労者互助会打ち合せ
駅立ち・全馬労祝新聞取材・栗東青年会議所年賀会
駅立ち・政調会・市高齢者生きがい交流会・県政報告会
大宝東もちつき大会・栗東表現祭・栗東建設工業会懇談会
耐寒アベック登山大会・県政報告会・エスリード栗東第2懇談会
駅立ち・市民要望対応・県連会派会議・政調会議・栗東
市文体事業団職員協議会懇談会
駅立ち・市内県道整備県市現場協議・県議会経済雇用
対策特別委員会
駅立ち・葉山川広域河川整備県協議・ＲＤ対策予算副
知事・琵琶湖環境部長協議
駅立ち・政調会・会派会議・雇用対策市民要望・湖南広
域消防防災幹部協議
駅立ち・観光振興県協議
市内県道整備現場視察・文化協会謡曲大会・京都新聞
取材・ＲＤ環境省県対応方針話し合い・体育協会祝賀会
ラグビーリーグ練習・栗東ヤングステージ・街宣活動・公の
施設見直し県内施設視察
駅立ち・政調会議・第7回草津栗東地区連幹事会
バトミントン子育て懇談会・後援会協議・栗中人権ネット研修会
駅立ち・金勝学区砂防山崩現場視察・滋賀会館・しが県

民芸術創造館視察・栗東柔道スポ少・ママさんバレー体験
28 駅立ち・交差点立ち・政調会議・知事懇談・全馬労新役員懇談
29 駅立ち・栗東体育館現場視察協議・済生会訪問看護現
場視察・子育て世代市民協議・ママさんバレー体験
30 林参議院議員子育て支援及教育関連施設視察(びいめー
る・栗東西図書館・子育て地域支援センター・西中・大宝西児
童館)・地区連烏丸半島ヨシ刈り・街宣・県民ミュージカル視察
ｔ
ｔ
ｏ
・徳永久史年賀会・県
31 三日月大造年賀会・きらめきＲｉ
議会代表質問作成・栗東市青少年美術展
2/ 1 駅立ち・大宝学区道路整備現場協議・各新聞社取材対
応・県政報告懇談会
2 代表質問作成・湖南広域消防幹部協議
3 駅立ち・会派政調会(議会代表質問作成)・栗東西中ＰＴＡ研修会
4 ２月議会代表質問作成・栗東市関連県予算執行部協議
5 政調会・議案説明・会派会議・県立養護学校保護者協
議・林久美子年賀会・農林業施策市民協議
6 金勝後継者クラブ金勝市場・こだまフレンドフェスティバ
ル・街宣活動・栗東柔道スポ少育成会
7 スーパー立ち・青少年育成予算要望市民協議・県議会議案調整
8 駅立ち・ＧＳユアサ本社にて栗東市誘致協議・難病対策
市民要望協議
9 駅立ち・交差点立ち・栗東市財政及ＲＤ対策県協議・政
調会議・会派会議・後援会会議
10 駅立ち・生活文化土木交通常任委員会・草津養護スクール
バス増車知事要望・連合ネットワーク会議・記者クラブ懇談会
11 くのり学後援会主催まちづくりバスツアー
12 県都計審議会議(新駅跡地新しいまちづくり等)・林参議
院議員協議・ＲＤ対策市民協議
13 党各級議員栗東市幹部懇談・後援会員協議・第三区幹事会
14 びわこ栗東駅伝クロカンin野州・文化協会吟道部門発
表会・市民フットサル大会・栗東市ＰＴＡ大会・街宣活動
15 会派会議・政調会・ＲＤ連絡会県話し合い
16 駅立ち・交差点立ち・県議会会派会議・議員定数検討委員会
17 駅立ち・交差点立ち・県内中小企業経営雇用現場ヒアリ
ング・子育て教育政策協議

18 交差点立ち・非正規労働現場実態調査・綣東綣南自治会員交流
19 駅立ち・門立ち・県議会代表質問・金勝学区自治会長会
懇親会・草津栗東地区連交流会
20 社会福祉関連市民協議・街宣活動・地域医療現場関係者懇談
21 サロン野尻・公の施設見直しにかかる県内博物館展示視察
22 駅立ち・農業後継者問題及獣害対策現場協議
23 駅立ち・はつらつ教育大学・請願・陳情書協議・確定申告書類整理
ＪＲＡ幹部協議・県議会一般質問
（一日目）
24 駅立ち・
（二日
25 駅立ち・小平井地区チラシ配布・県議会一般質問
目）
・スーパー立ち
26 交差点立ち・県議会一般質問（三日目）
・森林林業施策協議
27 街宣・こだまフェスティバル・スーパー前立ち・教育施策協議
28 党県連定期大会・県連幹事会・国会議員随行街宣活動
3/ 1 県議会一般質問
（四日目）
・会派会議・政調会議・土地開
発公社貸し付け栗東市長協議
2 駅立ち・市役所立ち・市内幼保学校祝電配達・ＲＤ説明会
3 県議会予算特別委員会・プレス民主原稿作成・第三区
役員選考規約検討委員会
4 駅立ち・こんぜの里グランドゴルフ場開場式・シルバー人材センター
三世代ふれあいひろば・こころの病気ランチミーティング・政調会
5 交差点立ち・県議会予算特別委員会・議員定数検討委員会
6 連合滋賀春季生活闘争・参議院議員選挙必勝総決起
集会・人権を考える集い・党第３区幹事会・さきらジュニア
オーケストラ成果発表会
7 栗東市社会福祉大会・栗東市バドミントンオープン大会・
栗東市民茶会・こどもフェスタ・湖南広域消防局設立40
周年記念式典・栗東音楽振興会栗東市音楽祭・湖笛の
会音楽教室発表会・ＥＣＣジュニア発表会・県政報告会
8 駅立ち・県議会予算特別委員会・陳情関係協議
9 県議会予算特別委員会・
くのり学後援会勉強会
10 交差点立ち・守山栗東雨水幹線宅屋工区現場視察協
議・児童館大宝西っこまつり
11 駅立ち・県議会追加議案上程・予算特別委員会分科会・
生活文化・土木交通常任委員会
12 交差点立ち・県議会予算特別委員会分科会・生活文化・

土木交通常任委員会・地元自治会長ＲＤ県議会報告
13 栗東市野球スポ少お別れ大会・栗東西中卒業式・草津
線全線開通120周年電化30周年記念式典及びフォー
ラム・地元自治会長ＲＤ県議会報告
14 滋賀県小学生柔道大会・街宣・地方分権勉強会
15 駅立ち・県議会本会議質疑・生活文化・土木交通常任委
員会・予算特別委員会
16 駅立ち・県議会予算特別委員会・生活文化・土木交通常
任委員会・滋賀会館事務局協議・常任委員会懇談会
17 駅立ち・県議会経済雇用対策特別委員会・地域ブランド振興協議
18 交差点立ち・安養寺カンガルークラブ協議・栗東市シル
バー人材センタ−現状ヒアリング
19 県議会予算特別委員会分科会・常任委員長報告採決
20 党第三区定期大会・栗東市シルバー人材センターシル
バーフェア・こだま保育園卒園式・重度障害者施策市民
要望ヒアリング
21 観光振興勉強会・街宣・栗東柔道スポ少お別れ会
22 総合型クラブ『ＮＰＯ法人りっとう』設立記念式典イベン
ト・さきら創造ミュージカル
『幻の蒼きイサザ』
・議案調査
23 駅立ち・園立ち・金勝第一幼児園卒園式・県議会議案調
査・県道整備・学童保育要望協議
24 会派会議・県議会追加議案上程・生活文化・土木交通
常任委員会・委員長報告・採決・栗東柔道スポ少総会
25 栗東市民要望ヒアリング対応・観光振興施策勉強会
26 スーパー立ち・党県連選対会議・幹事会・コミセン葉山東
県政報告会
27 街宣・成田県議結婚披露宴・金勝小ＰＴＡ19年度役員懇談会
28 交差点立ち・街宣・参議院議員選挙対策・地方自治財政
問題勉強会
29 駅立ち・栗東市内施設まわり・ＲＤ問題対策協議
30 駅立ち・栗東市市内施設団体まわり・出原県議いつみ会
31 駅立ち・平成21年度事務所整理・市内挨拶まわり

（3月28日以降は一部変更することもあります）

