
プロフィール
1948 年生まれ。
1967 年守山高等学校卒業。
1972 年龍谷大学法学部卒業
後、京都女子学園に就職。
2009 年 3月で定年退職し、
4月より同学園にて特任嘱託
職員として勤務する。
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草津市議会

「滋賀・大阪・京都・兵庫・和歌山・徳島・鳥取の
2府5県が防災や医療連携、環境保全などの
分野で府県域を越えて連携を図っていく
『関西広域連合』構想の確立に向けて、
前向きに検討を進めています！」

「のびっ子（学童保育）」を新設するなど、子どもたちの健全育成にかかわる施策に力を入れています！

国民健康保険料の引き上げ反対をはじめ、高齢化社会への対策など

市民目線での活動を続けています！

年々、過酷になる自然
災害対策を市に質す！
安全な市民生活の確
立を目指します！

新幹線新駅の建設予定あと地に、大手リチウム電池会社の誘致が

決定しました！これを起爆剤に、財政再建に全力を尽くします！

●人口総数…127,730人　※Ｈ２２年8月1日現在滋賀県議会
●人口総数…1,403,000人　※Ｈ２２年8月1日現在

守山市議会 野洲市議会●人口総数…77,525人　※Ｈ２２年8月31日現在

●人口総数…23,831人　※Ｈ２２年9月1日現在

●人口総数…
　　　　50,667人

栗東市議会
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環境生活都市経済常任委員会

山川 あきお
環境生活都市経済常任委員会

下村 いさお

※Ｈ２２年9月1日現在

栗東市長選挙栗東市長選挙栗東市長選挙

10月31日（日）投票日栗東市長選挙　および　栗東市議会議員補欠選挙

　43年8ヶ月にわたる、行政職員・副市長としての経験の中で、
私が大事にしてきたもの、それは「人」です。
　お金や資源には限りがありますが「人」には無限の可能性が
あります。
　この「人」の力を最大限活かすため、5つの基本方針を
元に政策を進めていきます！

　誰もがこのまちを『ふるさと』として、
慈しみ尊び愛することのできる
誇れる『まち』をつくり、胸をはって
未来に引きついでゆきたいと思っ
ています！
　そのために、栗東の自然や文化
を守り、小さなお子様からお年寄
りまで、誰もが支えあいイキイキ
と暮らしていける「まち」をみなさ
んとともに作り上げていく。
私は、その原動力として活動する
ことを誓います！

人を活かす！
市民生活を守る！
徹底した情報公開で財政健全化を図る！
地域資源を活かす！
生涯現役社会をつくる！
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栗東市議会議員
補欠選挙
栗東市議会議員
補欠選挙
栗東市議会議員
補欠選挙 中村ひさじ氏中村ひさじ氏中村ようぞう氏中村ようぞう氏

プロフィール
1948年生まれ。
1966年守山高等学校卒業後、
43年余り栗東町役場（市役所）
に勤める。（企画部次長・建設
部長・議会事務局長を歴任）
2007年栗東市助役に就任、
同年4月副市長に就任

国と地域の元気のために!! 
2010年秋もガンバります!

　政権交代して早一年が経過しました…。

「担うこと」「変えること」「つくること」の

難しさを日々感じています。

　経済も、財政も、外交も、安全保障も、動く流れの中で、

待ったなし！です。試行錯誤も多くありますが、結果責任

を問われ、説明責任も求められます。

　参院選と代表選挙を経て、菅改造内閣もスタートしました。

これからが正念場です。この重要な変革期に日本の経営を

担っています。引き続き、緊張感と使命感をもって処して

まいる所存です。

日本の力と絆を活かして…

政権交代から１年！
これからが正念場！

　この１年間は、政務官と副

大臣を拝命して、国土交通

行政を担当してきました。

　政治主導とは、国民主権

の体現だと考えています。

官僚組織を上手く使うこと

に心を砕きました。

　「何とかお役に立ちたい !」

「ご期待に応えたい !」の一心

で、霞が関と永田町を走り回り、国内外の多くの現場を

視察し、交渉などにあたってきました。

　人口減少、少子高齢化、財政悪化、グローバル化、温暖化

という、不可避で、未曽有な変化に対応するため、

●「コンクリートから人へ」予算の大幅な組み替え、事業
　仕分け、ダム事業の見直し、ＪＡＬ経営再建など、旧来
　の仕組みの改革

●「観光立国」「海洋国家」「海外展開」など、日本の力を
　活かした成長戦略の策定・実行

●「交通基本法」の制定、高速道路料金改革などによる
　新しい社会づくり

大きく３つのことに取り組んできました。あらゆることが

緒についたばかり。どれも、ようやく芽が出始めたこと

ばかりです。

　日本の経営改革をさらに加速進化させるために、これ

からも頑張ります！

琵琶湖と滋賀県のためにも！

民主党滋賀県第三区総支部 総支部長

衆議院議員

2010年10月3月  

  琵琶湖を眺めながら…、感謝と決意の心、込めて。

　10月1日からは「第176臨時国会」が開会中です。日中、

大半の時間を、国会内の控室に居て過ごしています。

　本会議や委員会での法案審議の状況を見守り、党内の、

与野党間の、国会と政府間の交渉や調整を重ねるのが

仕事です。参議院で与野党が逆転している「ねじれ」の

状況下、とても難しい対応を迫られます。ある意味、人間力

が試され鍛えられる、やりがいのある仕事だと前向きに

考えて、先輩に揉まれながら、一生

懸命取り組んでいます。

　補正予算を含む経済対策、国民

生活に直結する諸施策などが、

国会で、円滑に審議し、迅速に成立・

実施していけるよう、誠心誠意、

情理を尽くし、粘り強く、コツコツ…。

奮闘を誓っています。

「国会対策筆頭副委員長」として…

　私たちの国・日本と、愛する故郷・

滋賀県、母なるびわ湖のために、

尽力しよう！いつも自分に言い聞かせ

ています。

　水も、食料も、文化も、風景も、そして

平和も…。本当に有難く、恵まれた国、

地域に、生きて住んでいることに感謝しています。

　大切なものを、より良くして子どもたちに引き継ぐ。私たち

の使命です。

　くれぐれのご自愛と、ますますのご活躍をお祈り申し

上げます。

民主党 党員サポーター大募集民主党 党員サポーター大募集
民主党の基本的な理念に賛同し、運営と活動を支え、
共に活動して頂ける方を募集しています！！

民主党滋賀県第3区総支部
TEL.077-563-4404  FAX.077-563-4480
e-mail:info@dpj-shiga3.com

年間：6,000円
党費

年間：2,000円
サポーター費

民主党滋賀県連のパーティーを開催！岡田幹事
長

岡田幹事
長

来県予定
！

来県予定
！

　民主党政権になり早一年。独自の予算編成も
注目されています。また、マニフェストのうち約
90％の政策に着手しており、取り組みも実を結び
はじめています。
　今後も政権与党としての基盤を磐石にし、政策
を実行していくため、右記の通り、パーティーを開
催させて頂きます。ご支援ご協力、叱咤激励賜り
ますようお願い申し上げます。

日時

場所

会費

11月23日(祝)
10：30開場、11：00開始

〒520-8520
滋賀県大津市におの浜4-7-7
TEL.077-521-1111（代）

大津プリンスホテル

20,000円

民主
県連

推薦
民主
県連

推薦

10月31日投票　栗東市長選挙は

課題も、可能性もある栗東市の経営は、中村ようぞうさんに

託したい！くのり学県議や市議の皆様、市民の皆様と一緒に、

「新しい元気な栗東」を創っていきたい！

ご支援をよろしくお願いいたします…。

中村さ中村さん!中村さん!中村さん!

国と地域の元気のために!! 
2010年秋もガンバります!

9月14日に行なわれた両院議員総会において党の代表を決める選挙が
行なわれ、菅直人氏が民主党代表に再選されました。
それに伴い、菅内閣の改造も行なわれ、新内閣が発足しました！

菅改造内閣菅改造内閣菅改造内閣がががが 足発発発足発足発足発足発発足！！！菅改造内閣が発足！菅改造内閣が発足！菅改造内閣が発足！
滋賀県
からは・・・

林 久美子
参議院議員

文部科学大臣
政務官 

とくなが 久志
参議院議員

外務大臣
政務官 

に就任！に就任！ に就任！に就任！

実りの秋！皆様、如何お過ごしですか？

平素のご支援に、心から感謝申し上げます。

この度、新しい役割として、国会対策筆頭副委員長を拝命

しました。政府の一員から、国会対策担当に代わりました。
岡田幹事

長

来県予定
！


