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　3月定例会は、予算20件、人事4件、条例10件、その他2件、請願書
1件、陳情書1件の計38件の案件を審査し、請願書第7号以外は、すべて
原案通り可決されました。

【審議・採決結果】 

　2021年度（令和3年度）予算については、対
前年比で10億700万円（4.0％）の増額となり、
一般会計総額 261億2,000万円、特別会計総額 
155億7,900万円（-3.4％）の計416億9,900万
円となりました。 
　内容については、令和３年度予算を中心に、令
和2年度の補正予算を含め、20の予算を予算常任
員会で審査（3/12～3/17）し、質疑・意見も多
くありましたが、すべて原案通り可決成立いたし
ました。 

【予算の特徴】 
　 
① 税収 
　 

　市税では、コロナ禍における経済の落ち込
みによる減少を見込み、個人市民税・法人市
民税として、6億6,730万円（4.9％）の減を見
込み、51億1,480万円を計上しました。 

② 地方交付税 
　 

　一方、地方交付税＊1については、税収等の
減少を踏まえ、令和３年度は交付団体＊2であ
ると想定し、普通交付税＊3を2億2,900万円、
特別交付税＊4を1億7,400万円ならびに臨時財
政対策債＊5を6億2,100万円の計10億2,400万
円を計上しました。 
　また、コロナ感染症への対応にかかる地方
創生臨時交付金＊6を1億530万円計上しまし
た。 

昨年より4.0％（約10億円）増 
261億2000万円 
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市　税

本年度 前年度 比較

市民税（個人） 43億480万円 45億1,660万円 −2億1,180万円

市民税（法人） 8億1,000万円 12億6,550万円 −4億5,550万円

固定資産税 60億3,900万円 59億9,480万円 4,420万円

軽自動車税 2億1,560万円 2億1680万円 -120万円

市たばこ税 7億8,500万円 8億760万円 −2,260万円

都市計画税 6億6,730万円 6億8010万円 −1,280万円

地方譲与税

自動車重量譲与税 1億2,700万円 1億2600万円 100万円

地方揮発油譲与税 4600万円 4600万円 0円

森林環境譲与税 895万円 421万円 474万円

資料：R3年度予算書より

③ 基金への対応 
　 

　基金等においては、保育所と障がい者施設の整
備に充てる財源として、ふるさとりっとう応援基
金から5,190万円、防災対策等に充てる財源とし
て財政調整基金から4,950万円。その他不足財源
として、減債基金より7億4,980万円を一般会計へ
繰入れました。 
　なお、上記基金の令和３年度末の残高見込み
は、ふるさとりっとう応援基金が2億7,160万
円、財政調整基金が、13億9,096万円、減災基金
は、12億9,660万円、さらに、新幹線新駅建設予
定の跡地対策である後継プラン関連の財源となる
新駅基金は、4,842万円となる見込みです。 

④ 主な歳出 
　 

　主な歳出は、まず、市職員の給与など「人件
費」として、特別会計分も含めて約50億7,300万
円（前年度49億9,550万円）が計上されました。 

＜内訳＞ 
・特別職 3人（市長・副市長・教育長） 
　　→ 4,387万円 

・一般職正規職員＝464人（前年比+6人） 
　　→ 36億5,961万円 
・再任用職員（19人） 
　　→ 8,423万円 
・会計年度任用職員 
　　→ 12億8,529万円 

　ほか、科目ごとのへ
の歳出は右表のとおり
です。 
　商工費が高い伸びを
示していますが、コロ
ナウイルス感染症に関
する経済対策として、
新たに馬カードを活用
したプレミアム付き商
品券発行事業を通じて
の商工団体への補助や
中小企業への持続化補
助金等の経済支援を継
続するために増額となっています。 
　また、事業ごとの予算で、前年度より増加率の
高いものを下表に列記しました。 
　東部開発推進事業が大幅な増額予算を計上して
いますが、新たな産業拠点として本市の東部地区
（六地蔵地先）のインフラ整備（市道・公共下
水・工業用水等）を図るものです。 
　また、新規事業としては火葬場整備に向けた用
地測量調査や地質調査、環境影響調査等を実施す
るための予算も計上されました。 
　さらに教育振興指導経費としては、GIGAス
クール構想＊7対応として、タブレットのリースや
ICT環境整備のための指導員の派遣などが、新規
事業として実施されるためです。 

事　業　名 R3年度予算 R２年度予算
住居確保給付金交付事業 1,780万円 40万円
東部開発推進事業 1億226万円 437万円
小学校大規模改造事業 3,589万円 200万円
農政対策経費 2,208万円 208万円
休日急病診療事業 1,313万円 201万円
中小企業振興事業 5,914万円 2,018万円
教育指導図書購入事業（中学校） 2,025万円 826万円
教育振興指導経費 8,136万円 3,902万円
国庫補助街路事業 6,500万円 2,830万円
衆議院議員選挙費 2,747万円 0円
地域墓地環境整備等事業 8,482万円 0円
土地改良事業 1,288万円 0円

出所：R3年度予算書より

R ２年度予算　科目別構成割合
科　目 予算額（千円） 前年比

議会費 183,928 -2%
総務費 2,375,111 9.3%
民生費 10,068,417 6.4%
衛生費 2,176,314 4.6%
労働費 55,166 7.1%
農林水産費 361,005 8.6%
商工費 508,242 17.3%
土木費 2,290,379 9.7%
消防費 1,076,174 -12%
教育費 3,541,504 10.8%
公債費 3,473,760 -6.7%

資料：R3年度予算書より

*1）地方交付税：自治体の税収不足によって住民が必要な
行政サービスを受けられないことがないよう、国が不足
分を補う制度で、普通交付税と特別交付税の2種類に区
分される。

*2）交付団体：上記の地方交付税を受けられる地方自治体
のことで、栗東市は令和1年、2年はこの交付金を受けら
れない「不交付団体」でした。

*3）普通交付税：市の必要経費（生活保護費・清掃費な
ど）に対し、市税等の収入見込額が不足する額を基準に
国から交付される。

*4）特別交付税：普通交付税を補完するためのもので、急
な災害等による財政需要の増加、財政収入の減少などを
考慮して国から交付されるもの。

*5）臨時財政対策債：地方財政収支の不足額を補てんする
ため、各地方公共団体が特例として発行できる地方債
（借金）

*6）地方創生臨時交付金：新型コロナウイルス感染拡大を
防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経
済や住民生活を支援し地方創生を図るため、創設された
交付金。

フルタイム　＝079人 
パートタイム＝451人 
　　　　計　＝530人

*7）GIGAスクール構想：
　　 児童生徒向けに、1人1台のコンピュータ端末と、高速
大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、多様な子
どもたちを誰一人取り残すことのなく、公正に個別最適
化された創造性を育む教育を、全国の学校現場で持続的
に実現させる構想のこと。



Let’s Begin このまちが好きだから！

１

3

区分 R3年度当初 
（千円）

R2年度当初 
（千円） 増減率

　　一般会計 26,120,000 25,113,000 4.0%

特
別
会
計

①土地取得 123,924 387,842 -68.0%
②国民健康保険 5,337,710 5,767,094 -7.4%
③介護保険 4,005,361 3,728,146 7.4%
④墓地公園 5,268 5,273 -0.1%
⑤新都心区画整理 72,322 76,487 -5.4%
⑥水道事業 2,018,209 2,148,411 -6.1%
⑦公共下水道事業 3,309,147 3,305,035 0.1%
⑧農業集落排水 34,763 46,574 -25.4%
⑨後期高齢者 672,296 661,138 1.7%
特別会計　合計 15,579,000 16,126,000 -3.4%

　　　総合計 41,699,000 41,239,000 1.1%
出所：R3年度予算書より

広報・施設補助・プレミア商品券等 
1億5360万円 

【概要】 
　 

　右表のとおり、９つの特別会計で減額となっ
たものが、土地取得特別会計ですが、地方債の
償還金が主な支出であり、また、農業集落排水
事業特別会計については、浅柄野地区と観音寺
地区の２地区のし尿や生活排水など汚水を収
集・処理する汚水処理施設の運営にかかる会計
であり、多くが施設の維持管理と地方債の償還
金です。 
　特別会計全体としては、前年比3.4％の減とい
う予算計上になりました。 

　 

　栗東市の地方債（借金）は、近隣市や同規模自
治体と比較しても非常に高い数値であり、減少傾
向にあるとはいえ、依然多くの借金があります。 
　R3末見込みの、一般会計および特別会計の地方
債残高578億円の内訳は、一般会計分が、377億
6,870万円、特別会計分が、192億4,880万円です。 
　なお、返済額（公債費）は、全体予算の約6.1％
となっています。 

Ｒ3末見込み、17.8億円減 
570億1752万円 

昨年より-3.4％（5億4700万円）減 
155億7900万円 

610億円 588億円 570億円

39億円

37億円

35億円

30億円

32億円

34億円

36億円

38億円

40億円

500億円

550億円

600億円

650億円

R1末 R2末⾒込 R3末⾒込

地⽅債起債残⾼と公債費

起債 
残高

年間 
返済額

⼀般会計

378億円

⼟地取得

7億円

区画整理

1.3億円

公共下⽔

147億円

集落排⽔

0.8億円
⽔道

37億円

令和３年度末　起債残高内訳

※上下のグラフは、R3予算書の数値をもとにグラフ化しました。

　新型コロナウイルス感染症から市民生活や地域 
経済を守るため、幼稚園や保育園、学童保育所や
小中学校等の施設の消毒液等の備品経費の支援。
そして、障がい者施設や介護事業所ならびに保護
者のコロナ感染による児童の一時預かり施設、商
工会や中小企業への支援、さらには、広報経費な
ど含め、1億5,360万円の予算を計上し支援するこ
ととしています。（ワクチン経費は未計上） 

【ワクチン接種について（予定）】 
　・接種期間 
　　　▷ 令和３年4/25～令和4年1/30の土日 
　　　　　土曜日＝14:00～17:00 
　　　　　日曜日＝9:00～12:00 
                           13:00～17:00 

　・接種場所（集団検診） 
　　　▷ JR栗東駅前の平和堂アルプラザ２階 
　　　　　→ シャトルバスの運行を検討中 
　・接種方法 
　　　▷ 予約制（電話・WEB） 
　　　▷ 65歳以上の方から4月中旬以降に「接種 
　　　　 券」を配布 
　　　▷ 65歳以下は、6月以降に開始予定 
　　　▷ 21日間の間隔を空け、一人２回接種 
         ▷ 接種費用は「無料」  
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２０２１年１月～３月　主な活動
1月10日 成人式
1月14日 連合滋賀第３区地協幹事会
1月18日 会派議案勉強会

1月21日
企業事業資金貸付金特別委員会協議会
観光ボランティア協会市長面談
野党共闘駅頭行動

1月22日 NPO法人環境文明21セミナー
1月24日 高嶋市議会議員早川ひろのり候補出陣
1月25日 臨時会・議会説明会
1月29日 企業事業資金貸付金特別委員会
2月2日 議会改革推進部会
2月9日 令和3年度当初予算概要説明

国道バイパス整備促進特別委員会
2月15日 議会説明会・定例全員協議会
2月18日 金勝の歴史講座
2月19日 議会改革推進部会

都市計画審議会
2月24日 新年度予算説明会
2月25日 3月定例会会派議案勉強会

3月1日
3月定例会開会（～3/24）
企業事業資金貸付金特別委員会協議会
東部地区開発等説明会

3月5日 個人質問ヒアリング
NPO法人環境文明21セミナー

3月6日 原発のない社会へ2021びわこ集会
3月8日 定例会 代表質問
3月9日 定例会 個人質問
3月10日 定例会 個人質問
3月12日 定例会 予算常任委員会
3月13日 金勝山クリーン作戦
3月15日 定例会 予算常任委員会
3月16日 定例会 予算常任委員会
3月17日 定例会 予算常任委員会
3月18日 定例会 文教福祉常任委員会
3月20日 栗東の古墳と古代の官衙 セミナー
3月21日 慰安婦問題を考える集会
3月24日 定例会 裁決・文教福祉常任委員会
3月25日 ICT推進セミナー
3月30日 企業事業資金貸付金特別委員会協議会

　　

市政に関する様々な疑問、 
要望等お気軽にご相談くださ

ホームページもご覧ください 
WEB：http://t-tamura.jp 
mail：22@t-tamura.jp 

5月31日 臨時議会

6月10日 定例会開会

6月16日～
18日 個人質問

6月17日～
21日 予算常任委員会

6月22日～
24日 各常任委員会

6月29日 定例会閉会

　令和2年度の私の市議会議員としての給与は、下の源泉徴収票の通りでした
のでご報告いたします。貴重な市税をいただき、ありがとうございました。 
　また、個人の政務活動費（一人年18万円）については、会報の印刷代とし
て、6,720円、会派のコロナ給付金チラシの印刷代として、7,978円（一人
分）、事務用品・書籍購入などに78,509円の計93,207円を使わせていただき
ました。会派全員分としては、211,950円で、残り348,052は市に返納しまし
た。なお、視察報告と経費の領収書は、栗東市議会事務局で閲覧自由ですの
で、ご確認される場合は、お手数ですが議会事務局までお願いします。

公文書管理条例の制定で
信頼される行政を

　今回の個人質問は、「公文
書管理」に焦点を当てて質問
しました。 
「公文書」といえば、近年の
国会運営の中で、南スーダン
ＰＫＯの日報記録、モリカケ
問題、そして、桜を見る会な
どにおける公文書の扱いが、
改ざん、隠蔽、破棄、不存在
などなど挙げればきりがない
ほど、杜撰に管理され、森友
問題では官僚の自殺という痛
ましい事件まで発生しまし
た。 
　本来「公文書」とは、行政
の職員が仕事上、作成する文
書のことですが、「公文書管
理法」では、「健全な民主主
義の根幹を支える国民共有の
知的資源として、主権者であ
る国民が主体的に利用し得る
ものであり、適正に管理し、
現在及び将来の国民に説明す
る責務が全うされるよう管理
しなければならない」と定義
されています。 

　本市でも、数年前に市の職
員が５万数千件もの公文書を
破棄したという事件がありま
したので、本市における公文
書の作成・保管・保存・廃棄
等の一連の管理体制について
問いました。 
　 
　結果は、本市には公文書を
管理するマニュアルもなく、
また新人職員等への研修も
行っておらず、ただ先輩から
後輩へ口頭で伝えていると
いった実態であり、廃棄につ
いては、保管期限は決まって
いても、所管課長の判断のみ
で廃棄できるシステムであ
り、電子データの管理も曖昧
な状況が見受けられました。 
　よって、今回の質問で『公
文書は主権者たる国民・市民
のものであり、いつでも公開
でき、説明が果たせるよう規
程ではなく「条例」を制定
し、しっかりと管理すべきで
ある』と提言し、是正を求め
ました。 


