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春
発行／栗東市民ネットワーク（上石田まさこ・中村ひさじ・林よしお・田村たかみつ）　滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号（栗東市議会内）

コロナ禍３年目　3月定例会／新年度予算を含む41議案を可決！（＋請願・決議）

2022年度当初予算

主な歳出予算

一般会計（当初）

特別会計（当初）

約263.7億

約163.8億

約427.4 
億円

詳細は市の 
HPで！

■ 新型コロナウイルス感染症対策事業 6億5,540万円

■ 国庫補助道路新設改良事業 
　　　　　　　　　　（出庭林線ほか）

6億4,400万円

■ 保育園会計年度任用職員等配置事業 
（保育士確保）

4億1,549万円

■ 学童保育所管理運営経費 
（指導者処遇改善ほか）

2億8,032万円

■ 社会体育施設整備事業 
（市立体育館改修ほか）

2億0,263万円

■ 小学校大規模改造事業 
（大宝西・葉山東小学校ほか）

1億7,280万円

■ 東部開発推進事業 
（新たな産業拠点整備）

1億6,570万円

■ 中学校施設維持補修事業 
（栗中グラウンド改修）

8,432万円

■ 危機管理センター管理運営経費 
（防災無線整備ほか）

7,912万円

■ 公園整備事業 
（健康運動公園整備ほか）

7,240万円

■ 子ども医療費助成金事業 
（小６年まで助成を拡大）

6,097万円

■ 火葬場整備事業 
（環境影響調査ほか）

3,162万円

　コロナ禍で3度目となる新年度予算の審査。 

　令和４年度は、コロナ禍の影響で不安定要素を抱えながら、地方債の償還(34.7億円)や扶

助費(約60億円)の伸びなどもあり、厳しい財政運営が継続するとの判断もありますが、市民

生活や地域経済を守るために慎重審議の結果、前年比2.5％増となる予算を可決しました。 

　詳細は、市のホームページや予算のすがたを参照していただき、ここでは主な予算構成等

について報告いたします。（記載している数値は四捨五入して表示している関係上、合計額が合わない場合があります）

 市議会レポート

自主財源比率 60.1%

　 

　一般会計予算を科目別に見

ると下表の通りです。 

　対前年比で大きく伸びたものとしては、コロナ関

連で衛生費、道路事業や企業誘致関連で土木費。

逆に減額となったものとして御園地先の湖南消防

局中消防署出張所の建設終了による消防費の減な

らびに葉山中学校の大規模改造完了による教育費

の減額等があります。（左表もご覧ください） 

　　９つの特別会計の令和４年

度の予算は下表の内容で可決

しました。 

　 全体としては、対前年比5.1％の増となっていま

すが、特に対前年比が大きいものとしては、水道事

業会計が29.7％増加となっています。  

 増加の要因としては、老朽化に伴う設備の改修や

更新等が主なものです。 

　令和4年度の市税を前年比

5.1％増（6.6億円）の134億

8,180万円として計上。 

 増額見込みの理由として、令和3年度の決算状況

を見ても、コロナによる不確定要素を抱えてはいる

ものの市内の企業等の業績にさほど影響が見られ

ないとの判断によるものです。 

　令和４年度の当初予算におけ

る人件費は下表の通りです。 

　令和3年度末時点で市の一般職は、464名でし

たが、令和４年度は「火葬場ならびに環境センター

建設」に対応する部署を設置することから職員4名

を増員し、468名に。それに伴う人件費は下表の通

りです。 

　ただし、今定例会の議案上程後すぐに、人事院勧

告により職員の期末手当の減額（総額約6,200万

円）が補正予算（第1号）として追加提案されまし

た。ここでは当初予算についてのみ報告します。 

　2025年の国スポ・障スポのた

めの体育館大規模改修や健康

運動公園基本設計等にかかる財源として、ふるさと

応援基金から8,510万円、防災対策等の財源とし

て財政調整基金から5,820万円、その他の不足財

源を減債基金から4億8,450万円を一般会計に繰

入れました。 

　 
　地方交付税については、令和４

年度も「交付団体」と見込み、普

通交付税を1億4,900万円、特別交付税を1億

6,900万円、コロナ対応にかかる地方創生臨時交

付金を1億7,400万円を計上しました。 

　起債残高(市の借金)は引き続

き減少し、一般会計で367億

8,432万円、特別会計で186億6,929万円の合

計554億5千万円ほどを見込んでいます。 

　また、令和４年度の借金返済額（公債費）は、

34.7億円を計上しました。 

特別会計

■ 職員給与予算（当初） ■
区分 職員数 増加額 総予算額

市長・副市長 
教育長 3 500万円 4,887万円

一般職 468 5,490万円 37億1,451万円

再任用 25 3,465万円 1億1,889万円

会計年度 
任用職員 691 7,736万円 13億6,266万円

議　員 18 0円 1億1,933万円

合計 1,205 1億7,191万円 53億6,425万円

■ 令和４年度　特別会計予算 ■

■ 土地取得特別会計 1億2,290万円

■ 国民健康保険特別会計 52億6,906万円

■ 介護保険特別会計 41億8,809万円

■ 栗東墓地公園特別会計 677万円

■ 大津湖南都市計画事業栗東新都心

土地区画整理事業特別会計
6,321万円

■ 水道事業会計 26億1,744万円

■ 公共下水道事業会計 33億2,958万円

■ 農業集落排水事業特別会計 3,665万円

■ 後期高齢者医療特別会計 7億4,331万円

合計 163億7,700万円

■ 一般会計予算 ■
科目 金額 前年比

■ 議会費 1億8,581万円 1.0%

■ 総務費 24億9,680万円 5.1%

■ 民生費 99億4,694万円 -1.2%

■ 衛生費 25億8,538万円 18.8%

■ 労働費 5,095万円 -7.6%

■ 農林水産費 3億7,747万円 4.6%

■ 商工費 4億7,376万円 -6.8%

■ 土木費 25億5,174万円 11.4%

■ 消防費 8億2,346万円 -23.5%

■ 教育費 33億9,415万円 -4.2%

■ 公債費 34億7,055万円 -0.1%

■ 予備費 1,000万円 0.0%

合計 263億6,700万円 0.9%

一般会計

号

人件費

基金繰入

税　収

地方交付税

起債残高

栗東市議会議員会派 
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詳細は市議
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　来たる6月定例会は、下表の日程で開催

されます。また、5月の臨時会では、議長

ならびに副議長、監査の改選のために開会

されます。 

　市民の皆さ

んの傍聴をお

待ちしていま

す。

現現在、0歳から就学前
までの医療費（通院・入
院）の自己負担を『なし』

にし、小学１年から３年までの通院分を『一診
療あたり500円、入院は自己負担なし』とし
ています。 
　今回、湖南４市（草津・栗東・守山・野洲）で
歩調を合わせ、小４〜小６まで助成範囲を拡
大し、自己負担を『一診療あたり500円』にすることが
決定ました。（10/1〜） 
　なお、入院費については従来通り中学３年まで『自己
負担なし』としています。 

ロロシアによるウクライナ侵攻に栗

東市議会としても断固抗議すべき

として当会派より提案した決議案が

了承され、議会発議として3月7日に全会一致で可決し

ました。 

決議では「ロシアによる侵攻は、国際社会の平和と安

全を著しく損なう、断じて容認することができない暴挙」

とした上で「力を背景とした、現状変更への試みは明白

な国際法違反で断じて看過できない」。 

また、政府に対しても「在留邦人の安全確保に万全を

尽くすよう要請」しました。 

加一定の条件を満たす聴覚障がい

者への補聴器購入・修理等の一部

助成制度はありますが、加齢からく

る難聴に対して補聴器を購入する際には公的助

成がなく、高額な負担を強いられることか

ら、公的助成をしてほしいとの請願に対し、

予算措置するための基礎調査の必要性等

もあることから、「趣旨採択」とし前向きに検

討していくこととなりました。 

今今定例会で、市長の諮問による栗東市特別職報酬審

議会答申を受けた議案（第20号）が提出されました。 

　内容は、市長等特別職（市長・副市長・教育長）の月額

給与を令和4年4月1日から平成12年当時の水準まで

に引き上げるというものです。当会派としては、下記の

理由により、『施行時期を令和４年12月１日に見直すべ

き』として条例の修正案を動議として提出しました。 

　しかし、他会派の理解が得られず修正案は否決。当会

派の思いは届きませんでした。 

　よって、下表の内容で改正案が可決しました。

＜修正動議提出理由（要旨）＞
　
　本市は今、昨年11月に企業事業資金貸付金10億円の
うち約9億円が債務者の債権免除が確定し約9億円の回
収が不可能となり財政上、大きな損失が確定した。
　しかし、市民への経過説明等は不十分であり、市長
としての責任のあり方なども不明瞭なままである。
　また、今年度の市職員の期末手当が人事院勧告によ
り、大きく減額されることになった。そのような背景
がある中で、4月1日から市長等特別職の報酬を大きく
引き上げることについては配慮が足りない。
　少なくとも施行時期を本年の市長の任期が終了した
後の本年12月1日からとすべきである。

昨年、市政20周年を迎えた栗東市。この20年で人口も1万人以上増え、今後

数年間は人口増加が続くと予測されている栗東市。 

まちの成長はまだまだ高いポテンシャルにより可能だと思いますが、それを活

かすには高いリーダーシップ力と、市職員の皆さんの高いスキル、そして公務員

としての責任と情熱が必要ですし、それにより政策の具現化につながると信じて

います。 

もう一つ重要なことは、行政を監視し、チェックする役割を持つ「議員」を選ぶ

ことです。今年は、6月告示の参議院議員選挙、滋賀県知事選挙、そして10月の

栗東市長選挙、さらに来年4月の県議会議員ならびに市議会議員選挙

が連続して行われます。 

政治は生活に直結しています。市民、有権者の皆さんの貴重な一

票と確かな目が、政治を動かします。 

投票行動はみなさんが主役です。高い投票率で住みやすいまち

を創りましょう！ 

『市長等の報酬引き上げ時期不適切』 
見直し求め修正動議を提出

医療費助成

詳細は市の 
HPで！

新年度予算を中心に開催された今定例会の所属する委員会(予算・総務)では、

３３議案の審査を終え、また新しい年度が始まりました。 

今の私の取り組みのひとつは「都市計画マスタープラン」の理念と進捗を追い

求めることです。 

少子高齢化と人口減少が進む時代の中で、長期化しているコロナ禍の影響に

惑わされることなく、持続可能で次世代に誇りをもって継承でき、あらゆる世代が

安心して暮らせるまちをつくるため、今の課題を見つめながら、一歩先の社会に

対応できるまちづくりが必要なのです。 

これまでの経験で得たことは、「思いやり」を見つめながら、また新

しいまちづくりに一歩ずつ取り組む姿勢であります。「まちづくりの

基本は人づくり。人づくりの原点にあるのは、将来を担い、夢を持っ

た子どもたちの笑顔」であります。一刻も早く今までのような「栗

東らしさ」を取り戻すために新たな年度に取り組んで参ります。 

3月定例会において、会派を代表して「代表質問」を行いました。市長の施政方

針に対し、各施策にわたり質問を展開しましたが、その中でも特に重要と思われる

「企業事業資金貸付金問題」を厳しく追求しました。 

昨年11月に貸付金約9億円もの巨額の債権が完全消滅した問題です。この巨

額の貸付金は、市民の税金から貸し付けたものです。栗東市にとっては、大きな損

失であり、極めて重要な問題です。私は市長に対して、市民への説明責任は当然

であり、市政を預かる組織の長として明確に結果責任をとるべきであると指摘しま

したが、市長は「今日までの反省点を踏まえ、これらを実践していくこと

が、私に課せられた大きな責務であり、市民への説明責任である。」

と答弁しました。 

まだまだこの問題は終結していません。今後も厳しく市政を監

視していきます。 

陽春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。皆さまにおかれまして

は、日ごろより私の議員活動にご理解とご協力を賜わり、心より感謝申し上げま

す。 

議員としての２期目は、環境施策、特に市街化が進む本市の生活環境問題や

防災減災に係る治水対策について様々な観点から施策提案や問題提起をして

まいりました。また、コロナ感染の収束が見えない中、生活弱者ともいうべき女性

や高齢者、子どもたちを支えるべく、就労支援や感染予防対策を行政に求める

活動を続けております。 

これからも（女性の『笑顔』は、まちを元気にする）との一心で、子

どもたちの豊かな未来のために、また、高齢の方々がますますご活

躍いただけるよう、地道な活動を続けてまいります。 

田村たかみつ（金勝学区在住） 中村ひさじ（大宝西学区在住）

上石田まさこ（治田西学区在住）

■ 4月1日から採用される市長等特別職の給与月額

現行 改正 改定額 改定率

市長 684,000円 800,000円 116,000円 17.0%

副市長 622,000円 690,000円 67,300円 10.8%

教育長 602,800円 668,000円 65,200円 10.8%

選挙に行こう
　今年度から来年度にかけて、国、県、市

の５つの選挙が続けて行われます。 

　有権者の皆さんの投票行動が政治を変え

ます。貴重な１票を大切にしてください！

決　議

傍聴に行こう

日程 内容

5月27日(金) 臨時会

6月9日(木) 定例会開会

6月16日(木) 
〜20日(月) 個人質問

6月21日(火) 
〜23日(木) 常任委員会

6月28日(火) 定例会採決

請　願

選挙の種類 選挙日程

参議院議員 　告示日：令和4年6月22日 

　投票日：令和4年7月10日滋賀県知事

栗東市長
　告示日：令和4年10月23日 
　投票日：令和4年10月30日

滋賀県議会議員 　令和5年4月

栗東市議会議員 　令和5年4月（県議選後）
　※ 投票は告示日の翌日から期日前投票もできます。

林よしお（大宝学区在住）


