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政治は未来を
つくるもの

まなぶ

〜だから︑清潔で︑身近な︑
ひらかれた滋賀をつくりたい〜

日毎に春の息吹を感じる時節となってきました︒
皆様方におかれましてはお元気でお過ごしでしょうか︒
多 くの方々の温 かいご支 援のお 陰で滋 賀 県 議 会 議 員 として
仕 事 をさせていただいていることに心から感 謝 申 し 上 げ ま す ︒
住民に身近な議員として活動させていただいて以来四年︒
自 身の政 治 信 条でも あ り ま す﹃クリーンで身 近なひらかれた
県政 ﹄構築のため︑
まじめにひたむきに学び︑
働き︑
生活する人た
ちが報われる滋賀県づくりのため︑
現場を歩くことで多くのお声
をお聞きし︑
政策に反映してまいります︒
ここに第 十四号﹃ 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︒
寒さ厳しき折︑
お身体ご自愛下さい︒

くのり

り

〜情熱・使命感・行動力〜
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「まなぶログ」更新中

土木交通副委員長として
県施工の河川・道路・住宅整備に尽力

３人の子どもたちと一緒に
（自宅前で）

現場を歩いて体験してこそ知りえること
がある（琵琶湖再生のためのヨシ刈り）

レポート
議会初登庁・責任の大きさ
に身がひき締まる
栗東西中生徒増対応のため
林文科大臣政務官と現状把握

栗東市民の願いを県行政に反映する様、
嘉田知事に要望書を提出する。

市内各地の道路整備を推進する

障がい物競争に参加（金勝小学校の運動会にて）

シカ・シシの獣害被害
から農作物を
守るため現地視察（浅
柄野）

地振協主催のお祭りで挨拶を
させていただく（葉山東学区）

環境副大臣（当時）立ち合い
のもと、RD現場の状況を
環境省に報告

養護学校の新築・改築、スクールのバス増車
を県教育長に訴える
堀削物を自らの手で確認・検証する
（小野・RD最終処分場にて）

市内の運動会に呼んでいただき元気な子ど
も達の姿におもわず拍手！
！（大宝小にて）
地振協主催の運動会にて（治田西学区）

新駅後継プランについて
栗東市と協議

命を守るために滋賀への
ドクターヘリの導入を目指す
地域の自治会の夏祭りで談笑！
！

市商工会事業で人馬一体！
（県民の森にて）

仲間の当選のために
県内を駆け巡る

県議会定例会後の県政報告会で市民の方々に
県予算の状況を報告（次回２月26日開催予定）
地域の自治会に入り要望を聞く

ごみ拾いと手原・
栗東・守山・草津駅
での街宣活動を4年間続ける

る

街頭で政策を訴え

茶話会で子育て中のお母さんの願い
をお聞きし県政に反映する

国と県と市が連携し合ってこそ県民の
立場に立った地方政治が構築できる

PTA行事の給食試食会にて
料理教室を体験
（コミセン金勝にて）

県政報告会で
議
透明化を訴え 員の政務調査費の
る（計52回
実施／１月末
）

後援会主催・グラウンドゴルフ大会にて

議員を続けられるのも多くの方の
地域安全パトロールで子ども達を見守る
おかげ（後援会事業で）
（市内４か所にて）

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

課

いは毎朝の日

駅前のごみ拾

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）

く の り

『元気な滋賀を ４
つくります』

トライ！

７

つのトライ！！

トライ！

1

景気・雇用対策をすすめ、
元気な滋賀（栗東）をつくります

農林業の振興と環境対策の充実で、
元気な滋賀（栗東）をつくります

シカ・シシの獣害対策や地産地消、
食育を推進し、
滋賀の農林
業を守ります。将来にわたり禍根を残さない解決のための
RD問題の対策工事実施にかかる
財源確保に努めます。
産廃特措
法延長に国・栗東市と協力し
全力で取り組みます。
トライ！

５

新駅跡地対策と国・県から栗東市
への財政支援。
中小企業を振興し、
若年層の就労支援を充実します。
滋賀の歴史や文化をもとに観光
を振興し、
水環境ビジネスに
より経済を発展させます。

トライ！

2

安心・安全のまちづくりをすすめ、
元気な滋賀（栗東）をつくります
防災危機管理・地域防犯体制を整備するとともに、
地域交通政策の充実を図り誰もが安心してくら
せる滋賀をつくります。
道路・河川・公共交通
機関の整備と
バリアフリー化に
取り組みます。

トライ！

子育て・
教育環境を整備し、
ひとにあたたかみのある
元気な滋賀（栗東）をつくります

６

ムダづかいをなくし、
元気な滋賀（栗東）をつくります

住民に一番身近な市町との連携を強化し、県民公開
の場で各事業を仕分けします。実効性のある
『滋賀県
版事業仕分け』
の
実施でムダづかい
を撲滅します。

待機児童解消・学童保育の推進、
子ども医療費の負担軽減で子育て
しやすい環境を整備します。
少人数学級の実現や栗東西
中学校生徒増対策はじめ教育
環境の整備に取り組みます。
トライ！

3

医療福祉を実現し、
介護労働者や医師・看護師などの
条件整備と人材確保を
進めます
国・市町・住民と一体化した健康づくり
体制の整備とあわせ、高齢者・障がい者
福祉の充実につとめます。

滋賀県議会定例会

四年間の登壇記録

TRY

県政刷新 ！ 九里学の挑戦
まなぶ

トライ！

７

県民目線にたった地域主権の確立と
議員自ら身を削る議会改革をすすめ、
元気な滋賀（栗東）をつくります
国から地方への財源・権限委譲を実現させます。
議員報酬削減や議員定数削減に取り組みます。
『議会基本条例』を制定し県議会を透明でひらか
れたものにします。

平成19年 ６月 RD問題・新幹線新駅問題への解決の

平成21年 ２月 学校給食・RD最終処分場問題

平成19年 ９月

問題
平成21年11月 文化行政のあり方・RD最終処分場問題・
新駅中止後のまちづくり
平成22年 ６月 口蹄疫・嘉田マニフェストの総括・滋
（代表質問） 賀 県 の 成 長 戦 略・関 西 広 域 連 合
（仮
称）
・新型インフルエンザ・低炭素社会
の実現・RD最終処分場問題・観光振
興・子育て政策・県立高等学校の再編
計画
平成22年11月 公立学校の施設整備と環境学習の推
進・RD最終処分場問題

平成19年12月

平成20年 ２月
平成20年 ６月
平成20年 ９月
平成20年11月

取り組み
RD問題・新幹線新駅問題の解決
文化力を生かした地域社会づくり・新
駅中止後の南部振興策と区画整理事
業処理策
新駅中止後の県の対応・県道路公社・
RD問題の今後の対策
RD最終処分場問題
滋賀らしい地域文化の振興・RD最終
処分場問題
新駅中止後の諸課題に対する県の取り
組みと地域活性化に向けた県としての
栗東市への支援・RD最終処分場問題・
地域ブランドへの取り組み

平成21年 ６月 ドクターヘリの導入・RD最終処分場

平成19年４月〜平成23年１月末現在
定例会15回中、
12回登壇
（全定例会中80%登壇）

