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 市議会レポート

発行責任者：田村隆光　　〒520-3004　滋賀県栗東市上砥山1468-5　　TEL:077-558-0490 　　FAX:077-558-2762

２０１9年1月～3月　主な活動
1月１日 元朝祭
5日 滋賀県教職員組合旗開き
6日 栗東市消防出初式
7日 連合滋賀2019新春旗びらき
8日 全国競馬労働組合旗びらき
10日 栗東市栗東商工会金勝支部幹事会
11日 議会改革推進部会
12 日 井手英策氏講演会
13日 栗東市成人式
14日 九里県議年賀会・宮本かずひろ決起集会
15日 ＩＣＴセミナー
16日 自治労滋賀旗びらき
19日 居場所作りセミナー
21日 栗東市森林林業活性化推進協議会総会
30日 幼児教育・保育の無償化と保育行政
31日 議会説明会・人権研修

２月5日 国道バイパス整備促進特別委員会
7日 議会改革特別委員会
9日 立憲民主党定期大会
14日 旧ＲＤ最終処分場見学会
16日 小沢一郎を囲む会
17日 国際交流協会20th記念式典・叙勲祝賀会
19日 帝産バス路線要望行動
20日 新年度予算説明会
26日 ３月定例会開会（～3/25）

3月４日 栗東市都市計画審議会
7日 連合滋賀第３区地域協議会幹事会
9日 元気創造まちづくり成果発表会
11日 予算常任委員会（～3/19）
12日 栗東中学校卒業式
15日 ＣＬＴ構造説明会
17日 市民歴史講座
19日 金勝小学校卒業式
20日 金勝第2保育園卒園式・文教福祉常任委員会
23日 講演会「近江サンヤレ踊り」
25日 ３月定例会閉会・議会説明会
26日 ファブリーダム委員会
27日 金勝水系土地改良区総代会
28日 トレセン自治連合会総会
29日 滋賀県議会議員選挙出陣式

ご挨拶

2019/3/29（金） 

NO.６３ 
Since 2003.3

　昔から雑誌が好きで、よく購入して読んでますし、定期購読している雑誌も２誌ほどありますが、２ヶ月ほど
前に、ネット上で、月350円～月400円で、約250冊の雑誌が読めるサイトがあり（楽天マガジン等、国内9
社）、そのうちの１社に加入しました。いわゆる、「電子雑誌」と言われるものなのですが、新刊の週刊ポスト

や週刊現代、FRIDAYやアエラ、女性週刊誌やファション誌、アウトドア系、etc・・・月400円で読めます。 
　確かに、「電子書籍（文学・小説系）」といわれるものは、400円では読めませんが、雑誌の類は、iPadなどで読んでもペー
ジのめくり感もあり、違和感なく読めます。しかし、「これで儲かるのかな～」との疑問があり、調べてみると、これが結構儲
けているとのこと。雑誌は、広告が入るため、販売収入が赤字でも、広告収入が潤沢であれば、ビジネスは成り立つらしく、
まして電子雑誌は、紙代等が不要ですので、利益率は高いとのこと。こういった電子雑誌販売会社は１社の契約者が約300万件
ほどですので、月100億を超える売上です。読んだ後も紙が残らず、木材の伐採も減るので環境にもいいのかも？と思っていま
す。ただそれを読むのに電気を使いますので、その電気を作るためにCO2が発生しますので・・・う～ん、難しい。

  田村隆光（61）
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　予算17議案、条例9議案、人事3議案、その他5議案の計34議案を審

昨年より8.7％（2388百万円）減 
250億7200万円 

【概要】 
　 
　平成31年度予算については、対前年比で23億
8,800万円の減（-8.7％）と大きく減額となりま
した。主な理由としては、平成30年度に予定して
いた小学校の大規模改造や給食センター施設整備
費などの大型建設事業が予定通り完了したこと、
また、平成31年度も引き続き財政健全化に向けた
取り組みを実施することから、国の施策や社会経
済情勢の変化に伴い必要なもの、また、栗東市人
口ビジョン・総合戦略を踏まえ施策展開するも
の、そして市民の安全安心につながるもの以外の
新規事業は計上しなかったことが要因としてあげ
られます。 
　 
【予算の特徴】 
　 
①税収 
　 

　市税全体では、市た
ばこ税以外は、それぞ
れ増額を見込み、6億
6,890万円（対前年比
2.5％）増となり、135
億9,254万円となりまし
た。 

②地方交付税 
　 

　地方交付税については、平成31年度は「不交付
団体（＊1）」の指定を見込み、普通交付税（約1.3
億円）および臨時財政対策債（約2.7億円）につい
ては計上せず、特別交付税のみ、1億5,650万円の
計上となりました。 
　特別交付税については、平成31年10月から実施
予定の幼保無償化に伴う自治体負担分の平成32年
3月までの半年分に対して交付されるものです。 
　また、基金等の残高見込みとしては、財政調整
基金は、防災対策費に1,150万円ほど充当するた
め、平成31年度末残高見込みは、10億5,880万円

に。また、新駅基金は、後継プラン等に充当する
ため、3億4,530万円に。そして、減債基金は、最
終の財源不足を補うために繰り入れるため 9億
5,680万円となる見込みです。 
　 
③歳出の科目別構成 
　 
　全体的な歳出の科目別構成割合は、下記の通り
ですが、栗東市の場合、特徴的なのは、「公債費」
が全体的支出の中で２番目を占めていることで、
地方債（借金）残高を減らすために、元金を含め
多くの金額を返済に充てています。 

市　税
市民税（個人） 43億6070万円
市民税（法人） 14億3100万円
固定資産税 59億3784万円
軽自動車税 1億9300万円
市たばこ税 8億2300万円
都市計画税 6億7010万円

地方譲与税
自動車重量譲与税 1億2500万円
地方揮発油譲与税 4800万円
森林環境譲与税 391万円

出所：H31予算書より

H31年度予算　科目別構成割合
科　目 予算額（千円） 構成比

議会費 188,404 0.8%
総務費 2,388,579 9.5%
民生費 9,239,002 36.9%
衛生費 2,045,294 8.2%
労働費 59,526 0.2%
農林水産費 362,186 1.4%
商工費 396,536 1.6%
土木費 2,307,093 9.2%
消防費 979,579 3.9%
教育費 3,126,584 12.5%
災害復旧費 0 0.0%
公債費 3,969,217 15.8%
予備費 10,000 0.0%

出所：H31予算書より

＊１）地方交付税の不交付団体とは、自前の財政が豊かで
国から交付税を受けない自治体。したがって、臨時財政対
策債は交付団体でないと使えないので、不交付団体となる
と、この制度も使えなくなる。
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④主な歳出 
　　 

　主な歳出は、まず、市職員の給与など職員給与
費として、37億3,904万円が計上されました。 
　内訳としては、特別職３人（市長・副市長・教
育長）が、4,367万円、一般職が457人分で36億
2,788万円、再任用15人分で6,749万円となって
います。 
　また今年は、統一地方選挙として、県議会議員
選挙と市議会議員選挙、そして夏に参議院選挙が
予定されていますので、その経費として下記の金
額が計上されました。 
　＊滋賀県議会議員選挙　➡ 1,179.6万円 
　＊栗東市議会議員選挙　➡ 4,213.7万円 
　＊参議院議員選挙　　　➡ 2,343.7万円 
　その他、大きく予算が伸びている事業等は下記
の通りです。 

【概要】 
　 

　９つの特別会計で増額となったものが、国民健
康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者
医療保険特別会計であり、高齢化の進展に伴い、
これらの経費は、年々膨らんでいます。 
　また、減額となったものは、土地取得特別会
計、水道事業会計、さらに公共下水道事業会計な
どで、特別会計全体では、2億3 , 3 0 0万円
（1.5％）の減となっています。 
　一般会計および特別会計を合わせた合計では、
26億2,100万円（6.0％）の減となっています。 

　栗東市の地方債（借金）は、近隣市や同規模自
治体と比較しても異常に高い数値であり、将来負
担比率（＊2）も平成29決算時点で「161」であり
減少傾向にはありますが非常に高い数値です。 
　わかりやすくいえば、一般会計予算の「約1.6
倍＝１年半分」の借金があるということです。 
　614億円の内訳は、一般会計分が、404億2410
万円、特別会計分が、209億8110万円です。 

　 

　　　　　 

　 
ɹɹ

事　業　名 H31年度 H30年度当初
防災活動推進事業 5,961万円 1,006万円
移動系防災行政無線整備事業 1億7,636万円 810万円
障がい者自立支援給付等事業 9億9,569万円 9億477万円
介護保険特別会計繰出金 5億3,875万円 4億9,090万円
介護施設等整備事業 7,360万円 0円
学童保育所管理運営事業 1億7,390万円 1億3,000万円
児童扶養手当支給事業 3億4,840万円 2億7,580万円
保育園入所事業 10億128万円 8億2,993万円
私立保育園運営等補助 3億8,093万円 3億1,939万円
一般廃棄物中間処理施設 

管理運営委託事業 2億6,110万円 2億736万円

工場誘致事業 2億1,599万円 7,768万円
市営住宅維持補修事業 2億767万円 1億47万円
社会体育施設整備事業 1億5,794万円 2,482万円
単独街路事業 5,968万円 2,433万円
給食センター管理運営費 1億1,459万円 7,780万円

出所：H31年度当初予算書より

昨年より1.5％（233百万円）減 
157億8200万円 

H31年度　特別会計予算
特別会計名 H31年度 H30年度当初

土地取得特別会計 5億4,003万円 5億9,693万円
国民健康保険特別会計 53億552万円 51億114万円
介護保険特別会計 36億9,998万円 35億356万円
栗東墓地会計特別会計 595万円 527万円
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 8,134万円 8,059万円

水道事業会計 22億2,036万円 24億5,477万円
公共下水道事業会計 32億8,212万円 36億3,867万円
農業集落排水事業特別会計 3,502万円 3,380万円
後期高齢者医療特別会計 6億1,168万円 6億27万円

合計 157億8,200万円 160億1,500万円
出所：H31年度当初予算書より

H31末見込み　30億円減 
614億520万円 

起債
残高

年間
返済額

0

0

����
������	

＊２）一般会計において、将来負担しなければならないお
金が、通常見込まれる 収入に占める割合のことです。この
数値の「350」が早期健全化基準であり、これを超えると
「財政健全化団体」に指定されます。 

出所：H31年度当初予算概要より
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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 

●滋賀県議会議員選挙 
   

　 告示：3月29日（金） 
　 開票：4月  7日（日） 
  

●栗東市議会議員選挙 
  

　 告示：4月14日（日） 
　 開票：4月21日（日） 

平成30年度の議員報酬等 確定申告完了！
　平成30年度の私の市議会議員としての報酬は、下の源泉徴収票の通りでした
のでご報告いたします。 
　また、政務活動費（年18万円／ひとり）については、会報印刷＋送料（とも
に1回分）として、72,307円、会派の視察経費として、38,195円の計110,502
円を使わせていただき、残り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。

講演会・セミナーに行ってきました！

▲  井手英策氏（慶応大学教授）の、分断社会
の現状とそれを乗り切るための税のあり方につ
いての講演会に出席。所得、世代、地域、性
別、障害の有無・・・で分断される社会。税の
仕組みや使い方を変え、ベーシック・サービス
の必要性について説かれました。

▲「誰も置いてきぼりにしない～居場所づくり
活動のこれから」というセミナーに参加。 
　ソーシャルワーカーの幸重氏から、子どもの
貧困の現状とその原因。そして、一人ぼっちに
しないための居場所づくりについて、講義をい
ただきました。

▲ 10月から始まる「幼保無償化」について、
所属する会派「栗東市民ネットワーク」の４名
で東京でのセミナーに参加。10月から始まる新
制度について勉強してきました。

1月30日（東京）

▲ 地元、上砥山在住の藤田アニコーさんを講師
として、SDGsの理念と具体的な活動につい
て、カードゲームを通じて学びました。

2月18日（草津）

1月12日（大阪） 1月19日（大阪）

入 学 式
●小学校入学式 
　 ４月８日（月）10:00～ 

●中学校入学式 
　 ４月８日（月）13:00～ 

●幼保入学式 
　 ４月9日（火）  9:30～ 

マニフェスト

　今回の市議会議員選挙に
向けて、議員としての思い
と活動の柱を「私の仕事」
として、22ページの冊子に
まとめました。 
　必要な方は、お渡しさせ
ていただきます。また、
ホームページにも掲載して
いますので、下記のアドレ
スにアクセスしてご覧くだ
さい。

https://photos.google.com/photo/AF1QipOWb3lPmh0XS-zYINfKPtamMcJGYZS5RauZznBA

