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NO.78 
Since 2003.3

財政力と将来負担比率 

改善見られるも他市とは大きな開き

財政健全化の各種指数 改善されるも 

義務的経費の増加が財政圧迫!!

　今定例会に提出された議案は、35議案。そのうち10件が令和3年度の決算認定でした。 
　令和3年度の決算総額は、一般会計・特別会計併せて、収入が前年比13.4％減の404.4億円。支出は、11.9％
減の387.６億円。実質単年度収支は、16億円ほどの黒字での決算となりました。 
　決算特別委員会では、議会として当局に対して財政運営に対し数項目の指摘事項を提出。今後、いっそうの
費用対効果と適切な財政運営に努めるよう要請し、原案通りの可決で9月定例会を閉会しました。

令和3年度　一般会計 単年度収支 

3億9,438万円の黒字 
しかし‼まちの財布に余裕なし‼

　右のグラフは、湖南４市の財政力と将来負担比率
の比較です。 
　栗東市は、４市の中では財政力は0.98（1に近い
ほど財政力は高い）と高いのですが、改善されたと
はいえ借金残高が多いため将来負担比率が91.4％と
他の市より非常に高い数値です。

　まちの財布の自由度を表す「経常収支比率」は、
昨年の92.6％から87.6％と5ポイント改善。 
　また、体力以上の借金負担がないかを示す「実質
公債費比率」は、昨年の13.3%から1ポイント改善
し12.3％に。 
　さらに、将来負担すべき実質的な負債をチェック
する「将来負担比率」は、昨年の110.3％から
91.4％と18.9ポイントも改善しました。 
　しかし、右の「義務的経費の推移」のグラフが示
す通り人件費や扶助費、公債費など、その支出が義
務づけられているため簡単に削減することができな
い経費が年々上昇し、まちの財布を圧迫していま
す。 

義務的経費とは・・・職員給与費等の『人件費』と社会保障制
度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、障がい者等に対し
て行っている様々な支援に要する経費である『扶助費』。 
　そして地方公共団体が発行した地方債（借金）の元利償還等に
要する経費である『公債費』のことを指します。 
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依然深刻　不納欠損処理の多さ 

R3年度 9億5,500万円が回収できず

　不納欠損処理の主なものは市税が多く、督促など
あらゆる措置を講じても徴収ができない場合に不納
欠損処理がなされます。 
　昨年、不納欠損処理額は市税を含め約5,000万
円。令和3年度は、市税だけでは約1,850万円です
が、6月定例会で議論になったたばこ税関連の貸付
金約9億円が相手側の自己破産により回収不能に
なったこともあり、今期の不納欠損額は約9億5,500
万円と高額になり、大きな損失を被りました。 
　このことは、市の監査委員からも市民に対して
しっかりと説明責任を果たすよう監査報告の中で通
告されています。

水道事業・公共下水道事業 

老朽化対策へ多額の経費が今後必要

　私たちの命を守る「水」、公衆衛生の関係では公
共下水事業はなくてはならないインフラです。 
　しかし、ここもまた老朽化対策に多額の費用が必
要です。特に公共下水道事業の方は処理原価が使用
料を上回っている状況にあり、一般会計からの繰入
に依存している状況です。 
　また、この事業も使用料の徴収ができず不納欠損
額が高額になっていますので、しっかりとした徴収
対策も必要です。

７つの特別会計 

全体で７.６億円の黒字

　７つの特別会計を代表する国民健康保険特別会計
は、R3年度の加入者が10,961人で、徴収された保
険税（料）が約11億3,900万円、県支出金が約37億
円であり、収入総額約57億7,500万円と高額な事業
です。令和3年度の収支は約6億円ほどの黒字です。 
　併せて介護保険特別会計も1.3億円ほどの黒字で
はありましたが、収入総額約40億円を超える事業と
なっています。 
　栗東市は高齢化率が県内で一番低い（19.24％）
状況ですが、高齢社会は到来しており、適切な介護
認定のあり方や利用サービスの向上、また健康維持
増進のための施策などの展開により、住み慣れた地
域で安心かつ自立した生活が送れるような高齢者
サービスの充実は必要な施策です。

監査も指摘‼  

健全な財政運営と行政サービスの両立

中長期財政計画（R5～R14） 

　今後10年間、火葬場建設や環境センター更新、企
業誘致関連のインフラ整備、東部工業団地整備、健
康運動公園整備、さらには草津川跡地の整備、小中
学校の大規模工事などの大型公共工事が計画されて
おり多くの財源（計約150億以上）が必要です。 
　本年6月に示された本市の中長期財政見通しで
は、来年度から年間約6億～10億円ほどの財源不足
が生じます。その不足は主に基金で補填しますが、
基金も潤沢ではなく危機管理の面からも不安です。 

老朽化対策　新設か？更新か？ 

　水道・下水道施設や橋梁、そして公共施設の老朽
化も深刻で多額の改修費が必要となります。 
　まずは、90億円ほどの事業費が必要なごみ焼却炉
の問題。ごみ焼却場の耐用年数は一般的には30年程
度とされています。本市の施設は現在19年が経過
（2003竣工）。市は築25年に到達する2028年4月
を新たな施設の供用開始目標としています。 
　長寿命化で対応できないのか？他の老朽化施設の
改修はどうする？ 

新たな財源確保策　目処立たず 
　 
　火葬場建設や企業誘致のためのインフラ整備（工
業用水確保）。また、中長期財政見通しにも載って
いない『ホースパーク構想（健康運動公園）』。 
　これら全ての事業には大きな財源が必要ですが、
新たな財源確保策はいまだに提示されていません。 
　今一度、全ての事業を精査し、優先順位を付け対
応することと、新たな財源確保に汗をかくときで
す。　 
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 市内の認可保育所や幼稚園
への入所、他市への広域入

所、認可外施設等への入所状況
などから、3～5歳児における保
育所等の利用実態が把握できて
いない子どもは3～5歳児人口
2,084人の1.3％（27人）程度い
る。 
　また、0～2歳児は、無償化対
象外となるため、正確な人数の
把握はできないが、認可保育所
等の入園状況から、0～2歳児人
口2,468人の6割程度（1,480
人）は存在していると考える。 
　また、無園児の把握と解消に
ついては、乳児家庭への全戸訪
問事業や未就園の保護者を対象
とした子育て講座を開催してい
る。 
　さらに、家庭児童相談室で
は、児童虐待の早期発見・早期
対応のため、未就園や福祉サー
ビスを利用していない在宅児が
いる家庭への訪問相談を実施。 
　発達課題のある子どもへの取
り組みとしては、乳幼児健診と
の連携により、療育教室等を通
して支援を行っている。 

　 
令和３年度の実績では、保
育所・幼稚園・幼児園での

相談件数は955件、主な相談内
容は、幼児食の偏食、友達との
トラブル、排せつについて。 
　また、地域子育て支援セン
ターと児童館では、相談件数は
165件、主な相談内容は育児不
安、発達、食事となっている。 
　家庭児童相談室が実施してい
る未就園児等全戸訪問事業では
62世帯を訪問し、85人の状況を
確認している。主な相談内容
は、幼稚園の就園、乳幼児健
診、地域の遊び場についてと
なっている。   

  
 民生委員児童委員の活動
や乳幼児健康診査において

実態の把握に努め、必要に応じ
て関係機関へつないでいる。 

　今後も、子育てをする保護者
が社会との接点を持ち、孤立す
ることがないよう関係機関と連
携し、情報を共有しながら、子
育て支援に取り組んでいく。  

　

平成23年度から令和2年9月
までに10件の無戸籍に関す

る相談があり、それ以降は0件で
ある。 
　相談内容は、すべて民法第772
条の規定による前夫の子どもと
嫡出推定されることを避けるた
め、出生届を提出することがで
きないという相談である。 
　対応として、嫡出推定を覆す
ため、裁判所で親子関係不存在
確認等の調停の申し立て手続き
の案内している。 
　総務省の通知に基づき、申し
立てにより出生届が未提出で
あっても住民登録を行うことは
できる。また、健康保険、児童
手当、乳幼児健診など各種行政
サービスを受けることもでき
る。総合窓口課カウンターでの
無戸籍者の相談窓口ポスター掲
示やパンフレットの設置など啓
発に努めており、出生届を提出
できない方の相談は総合窓口課
で受けている。

今回は、貧困や育児放棄等により保育所にも幼稚園にも通っていない

「無園児」の実態と、「無戸籍者」という何らかの理由で戸籍がなく、社会

生活の中で孤立と行政サービスとの無縁に苦しむ人の実態について質問し、行政と

しての丁寧かつ配慮ある対応を求めました。

テーマ

「無園児」の実態と、市の取り

組みについては。　

「無園児」とは？ 

　「無園児」とは、子育て支援団体な

どが提唱した呼び名で、保育所や幼

稚園、認定こども園といった施設に

通っていない小学校就学前の０歳か

ら５歳児のことで、国では「未就園

児」と呼んでいる。 

　全国では３歳児以上の無園児（未

就園児）は約１４万人に上る。 

各所における相談支援等の

件数と主な相談内容は。

一番心配なのは、貧困やネグ

レクトによる「無園児」状態で

ある。実体把握と対応は。

「無戸籍者」とは？ 

　日本では子を出産した場合、法律

に基づいた届け出を行うことによ

り、その子が戸籍に記載される規定

となっている。しかしながら、何らか

の理由により出生の届け出が行わ

れない場合、戸籍に記載されない無

戸籍者となってしまう。このことに

より、住民票も作成されず、教育や

行政サービスが十分に受けられな

い、住む場所や就労の機会を失うな

ど、社会生活上のさまざまな不利益

が生じ深刻な問題となっている。  

本市における「無戸籍者」の存

在実態は。また、対応は。
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ホームページもご覧ください 
  WEB：http://t-tamura.jp 
  MAIL：22@t-tamura.jp 
  ＴEＬ：090-3264-0920 

お問い合わせなどはコチラ

12月5日 定例会開会

12月12日〜 
12月15日

代表質問 
個人質問

12月16日〜 
12月20日

各常任委員会

12月21日〜 
12月22日

予備日

12月23日 定例会採決

2022年7月～9月　主な行事・活動
7月18日 りっとう演劇祭

7月21日 自治体要請行動

7月23日 栗東観光案内所詰

7月27日 国スポ障スポ設立準備委員会総会

7月29日 議会説明会

7月30日 連合滋賀第3区地協ユニオンセミナー

8月2日 国道バイパス整備促進特別委員会

8月4日
栗東市民ネットワーク会派研修（福岡）

8月5日

8月19日 議会説明会・全員協議会

8月20日 連合議員団総会・研修会

8月27日 栗東観光案内所詰

8月31日 議会説明会

9月1日 連合滋賀第3区地協政策制度要求ヒアリング

9月4日 連合滋賀第3区地協4役会議

9月5日 9月定例会開会（〜10/3）・議案勉強会

9月6日 個人質問担当課ヒアリング

9月8日 連合滋賀第3区地協幹事会

9月12日 個人質問（〜14日）

9月13日 議会改革推進部会

9月14日 会派代表者会議

9月15日 予算常任委員会

9月16日 文教福祉常任委員会

9月18日 労働者協同組合施行直前フォーラム

9月21日 決算特別委員会（〜9/28）

9月22日 連合滋賀拡大執行委員会

9月24日 栗東観光案内所詰

9月25日 連合滋賀びわこクリーンキャンペーン

10月3日 9月定例会閉会・議会説明会

　　　　　　　いつもお世話になります。
平素は議員活動にご支援をいただき
心から感謝申し上げます。 
　 

　さて、人生は早いものでこの10月
で65歳に到達。年金受給者
となります。年金なんて
遠い日のことと思ってい
ましたが・・・。 
　ただ65年間も無事で
健康でいられたことが何
よりもありがたいこと
だと思っています。 

　まだまだ65歳。これからも♪ビー
トルズと🎸 サザンオールスターズを
愛し、LIVEにも行こうと思っていま
す。そして何事にも好奇心旺盛なジイ
ジイで孫たちと過ごせたらいいなぁと
も思っています。 
　そして、これからも大好きなこのま
ちを市民の皆さんと盛り上げていけ
るよう頑張っていく所存です。 
　今後ともご指導ご鞭撻をよろしく
お願いいたします。 
　 

　　　　栗東市議会議員　田村隆光

傍聴にお越しください！

オミクロン株対応ワクチン接種 

10月からスタート

　オミクロン株対応のワクチンの追加接種の方針
が厚労省より示されています。 
　市として10月以降に対応できるよう補正予算
（2億7,400万円）を可決しました。 
　対象は、1回～2回目の接種完了者（約52,500
人）としています。

12年ぶりの市長選挙 

上石田まさこ氏を支持します

　現野村市長の次期市長選不
出馬でほぼ確定した12年ぶり
の市長選挙！ 
　有権者の皆様の1票で新しい
市長が誕生します。 
　上石田さんは、私と同じ会
派の議員であり、現在２期

目。議員としての資質も高く、信頼できる人物で
す。ご支援よろしくお願いいたします。 
＜プロフィール＞ 
昭和41年10月生まれ55歳。山口県生まれで栗東居
住25年余り。広島大学文学部卒業。市議会では議
会広報特別委員会委員長を歴任。

会派の仲間と 

「夢ある明日をつくる会」を結成

　企業誘致による財源確保も一案
ですが、その投資により子育てや
教育をはじめとした市民サービス
に影響があってはなりません。 
　もっと人への投資をすすめ、す
べての子どもたちの育ちや教育が
保障されるまちづくりのために私
たちは『夢ある明日をつくる会』
を結成。 
　新たな活動の場として、今後活
動していきたいと思います。

mailto:22@t-tamura.jp

