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ごあいさつ 

初秋の候、皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、田村たかみつの議員活動にご理解とご支援をいただき厚く御礼申し

上げます。 

さて、決算議会といわれる９月議会も２７日で終了いたしました。 

まず、補正予算関連では、（仮称）新大宝小学校建設にかかわる用地買収

経費約９億円の地方債補正の案件を含む６件の議案でしたが、すべて可決さ

れました。 

また、決算関連議案は１１件すべて可決・承認されました。 

しかし、平成１５年度決算結果は、個人市民税や固定資産税等の落ち込み、

さらにはたばこ税の減収もひびいて歳入で６．９％の減収となり、税金等の滞納も

１１億円を超える状況が明らかになった決算でもありました。このことは今後の市

政運営にも大きく影響してくるものと思われます。 

そのような状況を受け、栗東市は平成１７年度から平成１８年度までの２年間、財政不足に対応するため段階

的かつ着実な歳入の確保と歳出削減策に取り組む「財政構造改革プログラム」を過日発表し、人件費の削減

や事務経費の削減、さらには新規事業の凍結や使用料及び手数料の見直しなど、１２億円程度の削減を決め

ました。 

行政運営の中での無駄は当然省くべきですが、市民が生活する上での教育や福祉は絶対に後退させてはい

けません。そういう意味でこのプログラムが活かされることを期待しています。 

さて、１０月からは、滋賀県の湖南地域で合併が相次ぎ、野洲町と中主町が「野洲市」に、甲賀郡の石部町

と甲西町が「湖南市」に、残る甲賀郡５町が「甲賀市」と３つの新しい市が誕生します。 

栗東市もこれらの新しい市に負けないように、フレッシュかつハートフルな市政運営をしなければいけません。 

微力ながらこれからもがんばりますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

田村隆光 

 
 

 

今回の議案の柱は、平成１５年

度の栗東市の一般会計と国民健康

保険特別会計を含む９つの特別会

計の決算認定に関する議案が主な

ものでした。 

 

一般会計の決算状況 
 

＊歳入(収入) 

  約２１７億６７００万円 

  （前年度比 約 6.9％減） 

＊歳出(支出) 

  約２１１億２４００万円 

  （前年度比 約 7.1％減） 

 

 平成１５年度の一般会計の決算

は、上記のような状況であり、歳

入歳出差引額は、約６億４３００

万円であり、ここから翌年度繰越

財源(約４億９８００万円)を差し

引いた実質収支額では約１億４５

００万円の黒字となりました。 

 しかし、平成１５年度の単年度

収支だけを見てみると、上記の実

質収支額には前年度繰越金約３億

４６００万円も含まれていること

から、事実上の単年度の収支は財

政調整基金７千万円の取り崩しも

あったため、それを含め約２億７

千万円の赤字となりました。 

 

特別会計の決算状況 
 

 ＊歳入(収入)合計 

  約１１９億５８００万円 

  （前年度比 約 8.4％増） 

 ＊歳出(支出)合計 

  約１１８億２６００万円 

  （前年度比 約 7.6％増） 

 

 特別会計の歳入歳出差引額は、
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約１億３２００万円で、ここから

翌年度繰越財源(約１億４００万

円)を差し引いた実質収支額では

約２８００万円の黒字となりまし

た。 

 

財政運営の状況 

 
＊＊＊＊ 減る市税 ＊＊＊＊ 

 

 市の収入の基本となる「市税」

は、個人ならびに法人税や固定資

産税、たばこ税などを含め６つの

種類がありますが、平成１５年度

の市税決算総額は約１３０億円で、

対前年度比６.８％（約 9 億 5600

万円）のマイナスでした。 

なお、その主な内訳としては、

▼ 個 人 市 民 税 ＝ 約 1.8 億 円

（5.7％）の減、▼固定資産税＝約

3 億円（5.3％）の減、▼市たばこ

税＝約 5.5 億円（15.5％）の減と

なりました。これは、昨今の不景

気による雇用不安や地価の下落な

ども影響していると考えられます

が、たばこ税については昨年の市

の条例改正要求による卸売業者の

一時業務停止がひとつの原因とし

て考えられます。 

 しかし、法人税については景気

の回復基調も手伝ってか、約 1 億

円（8.8％）の増となり、軽自動車

税もわずかながら増となりました。 

  

＊＊＊ 増える滞納額 ＊＊＊ 

 

 税収が減る中で大きな問題とな

っているのが、「税金の滞納の増

加」です。 

 今決算時点での滞納額は、税金

だけで約７億５千万円で前年度と

比較して、６千万円ほど増加して

います。 

 また、「滞納」は税金だけでなく

国民健康保険税(料)、介護保険料、

公共下水道料等にもおよび、税金

の滞納を含めた総額では、現在約

１１億４千万円にも上っています。 

市も督促も強化しているとのこ

とですが効果が上がっていない状

況にあるため、当会派では税負担

の公平性や財源確保の観点からも、

しっかりとした対策が必要である

と訴えています。 

 

＊＊＊ 増える医療給付 ＊＊＊ 

 

 国民健康保険をめぐる状況は、

急速な高齢化や医療の高度化、ま

た、平成１４年度の法改正などに

より老人保健受給前の対象者が

年々増えてきており、国保の財政

運営は大変厳しくなってきていま

す。 

 栗東市においても、一般保険者

の病気や怪我などによる医療機関

の受診に対して給付された療養

（医療）給付金は、平成１５年度

で約１３億円に上り、前年度比約

３億５７００万円（20.1％）の増

となりました。 

 また、市民税同様、滞納額も約

３億円に上り、徴収の対策が必要

な中、“保険料が支払えないため保

険証がもらえず病院にいけない”

といった状況も増えており、保険

証の取り上げとなる資格証明書の

交付世帯の増加への何らかの対策

も必要となってきています。 

いずれにしても、国民健康保険

制度は住民の生活の安定と福祉増

進のための大切な制度でもありま

すので、病気への予防も含め一層

の充実を図る必要があります。 

 

＊＊ 増える老人医療給付 ＊＊ 

  

 この制度は、高齢者の病気予防

や治療、機能訓練等に至る総合的

な老人保健事業として国民が公平

に負担する制度で、昨年１０月に

老人保健法の改正により、対象年

齢が７５歳以上に引き上げられ、

自己負担金も１割負担制度から収

入に応じて２割負担制度になりま

した。高齢者増により医療給付費

も約 30 億円と前年度比で約３億

円ほど増加したため、３千万円ほ

ど収入不足となりました。 

  

＊＊ 増える介護給付費 ＊＊ 

 

 この制度は介護サービスを利用

しながら、できる限り自宅での生

活を継続するよう支援する制度で

施行から４年を経過しましたが、

こちらの制度も高齢化が進んでい

ることもあり、サービスの利用は

増加傾向にあります。 

 平成１５年度の給付費の伸びは、

前年度比で 13.1％の大幅な増加

となりました、保険料の滞納も約

９００万円に上っています。 

  

＊＊＊ 増える市の借金 ＊＊＊ 

 

 平成１５年度に市が起こした借

金(市債)は、一般会計で約２９億

円、特別会計で約１０億円であり、

主な使途として総合福祉保健セン

ター建設事業、保育園整備事業、

小中学校大規模改造事業等の資金

として借り入れられました。 

また、現在の借金残高は約６１

４億円にも上っており、一定の財

政の健康状態を示す公債費負担比

率（一般財源総額に対する借金返

済額の割合のこと）が、栗東市の

場合は、１４.０％という状況です。 

一般的に、この比率が財政運営

上、１５％が警戒ライン、２０％

が危険ラインとされていますので、

警戒ラインに近づいているといえ

ます。 

  

 以上、平成１５年度の決算状況

を報告いたしましたが、市の収入

の根幹をなす税収入のうち、たば

こ税の大きな減収(収入として栗

東市に入ってはくるがその約 2/3

を県に交付しなければならないた

め)は市の財政に大きく影響する

ことは間違いありません。 

 とはいえ、「福祉や教育は後退さ

せてはいけない」という基本方針

のもと大きな行財政改革が求めら

れています。 

 いま、栗東市にとって何が一番

重要で、何を辛抱するのかといっ

た政策の優先順位の見直しが重要

となってきています。 

 一極集中のまちづくりではなく、

住民の生活を基本とし、広く栗東

市を見渡した中で、将来展望に立

ったバランスの良い政策を提言で

きるよう私もがんばって行かなけ

ればと思っています。
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質 問  

運動発達がとてもゆっくりで

あったり、発達に障害があると診

断された乳幼児の療育施設とし

て、当市には栗東市心身障害児通

園事業として「たんぽぽ教室」と

いう施設があり、現在この施設で、

就学前の子どもたち約６０名が、

園長を始めとした１２名の職員

（正規職員は１名）さんのもとで

療育を受けているが、子どもたち

は週１回、２時間程度の療育しか

受けられないのが現状であり、通

所希望も増加傾向にある。 

これらへの対応として専門職

員の配置など職員体制の強化と

医療・教育機関との連携強化が望

まれるが市としての対策は？ 

 

回 答 

 利用者増については、今年１０

月開所するなごやかセンターへ

の移転し、２室での対応となるた

め、広くなったことにあわせ、１

室対応だけでなく並行して２室

を有効的に活用していきたい。 

現在の職員の体制は、今年度に

増員した保育士も含め、管理者１

名（家庭障害児課長）、園長１名、

心理判定委員２名、保育士８名の

１２名の体制である。 

 職員の専門性も重要であり、ス

ーパーバイザー、理学療法士など

の協力を得て運営しているが、今

後、専門職が固定できるよう療育

体制の充実に努める。 

 また、現在７クラス実施をして

いるが極力同一の保育士さんが

同一の児童にマンツーマンで対

応できるよう運営していく。 

 

質 問 

 たんぽぽ教室を利用する子ど

もたちが、小学校に就学した場合、

就学後のフォローも重要であり、

たんぽぽ教室との連携が重要だ

と考えるが市の考えは？ 

 

回 答 

 就学後のアフターケアーや連

携は大変重要であると認識して

いる。 

 就学後の障害児などの支援に

ついては、ことばの教室に小中学

生５９名が通っている状況にあ

る。 

小中学校における支援の関係

は障害児学級で対応させてもら

っている。 

しかし、支援の体制は問題を抱

えているのが現状であり、平成１

９年から特別支援教育というも

のも考えられており、特殊教育か

らひとり一人の教育的ニーズに

応じた適切な支援が必要になる

ことから検討を進めていく。 

 

 

質 問 
 県主導で進められているＲＤ

問題における調査と対策は一向

に進まない。市の主導で対応すべ

きでは？ 

 

回 答 

 環境基準を超える総水銀が連

続して検出されているＲＤ処分

場下流と県観測井№３の異常性

は認識しており、県に対し原因究

明を早期に実施するよう再三要

請している。 

 しかし、今回県の計画に処分場

内のコアボーリングがあり、この

調査を最大限活用し、市の総水銀

汚染原因物質の調査との整合が

図れるよう要請している。 

 市のボーリングについては、予

備調査のあと、可能性の高い箇所

を選定し三つの地下水層それぞ

れの状態が把握できるような本

ボーリングを行うが、できれば１

０月中に実施したい。 
 

 

質 問 
 栗東市の第４次計画の中に情

報基盤の整備について書かれて

いるが、庁舎内ならびに教育機関

やその他公的な機関とのＬＡＮ

による情報ネットワークは整備

されたと聞くが、民間レベルにお

ける情報基盤の整備は遅れてい

る状況にある。 

 防犯・防災対策も含め、現在民

間会社により整備が進められて

いるケーブルテレビ（CATV）や光

ファイバー網を市として活用し、

コンピューターが苦手な方にも

効率良く市内のいろいろな情報

や防災情報を提供できるような

システムを作れないか？ 

 

回 答 

 栗東市では平成１４年度に国

の補助を受け、地域イントラネッ

トを整備し、出先機関と市役所を

民間事業者の光ファイバーで結

ぶ情報インフラ整備を整えた。 

 いま、市内でも複数の民間事業

者が光ファイバー網を配備しブ

ロードバンドによるインターネ

ット接続の環境がほぼ市内全域

で整った。 

 確かに、ケーブルテレビはコン

ピューターに不慣れな人にも有

効な手段であり、自治体が独自に

チャンネルを持ち情報提供する

ことは大変有意義なことだと認

識している。 

 しかし、利用者には加入金や使

用料など新たに必要となり、また

ケーブルテレビについては最近

事業展開されたばかりであるた

め、市広報等の情報提供等につい

ては、加入者数の状況を見ながら、

費用対効果を考え合わせ利活用

を検討していく。  

 

心身障害児通園事業 

たんぽぽ教室の充実を 
情報基盤の整備で 

情報の共有化を！

ＲＤ問題 地下水汚染対策

は市の主導で！ 
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▲林久美子参議院議員候補個人

演説会        （7.1） 

▲第４８回滋賀県肢体不自由児

者福祉大会      （7.19）

▲栗東市地域総合センター会館

記念式典       （7.23）

▲第 6回車座集会 

下戸山地区（7.24）

    
▲第 7回車座集会 

荒張地区（7.31） 

▲自治公開セミナー「市町村合併

後の自治のあり方」  （8.20）

▲第 8回車座集会 

御園地区（8.21）

▲連合議員団会議第１４回総会 

（8.24）

    
▲部落解放市民の集い（9.3） ▲日吉神社田楽踊り（9.4） ▲ビワコクリーンキャンペーン 

（9.5）

▲連合滋賀研修会（9.11） 

  
▲第 9回車座集会 

上砥山地区（9.19） 

▲金勝学区敬老会（9.20） ▲上砥山収穫祭（9.25） ▲第１３回全国ボランティアフ

ェスティバルびわこ（9.26） 

 

 

 

 

 

市政に関する様々な疑問、質問、

要望等、お気軽にご相談ください 

TEL・FAX 077-558-0490（事務所） 

FAX・TEL 077-558-2762（事務所） 

TEL・FAX 077-558-0241（自宅） 

http://www009.upp.so-net.ne.jp/t-tamura/ 

E-mail:taka-3@fa2.so-net.ne.jp 

ホームページもご覧ください 

---------お願い--------- 
 田村たかみつ後援会にご入会いただいている方には、会報等をポスティングや郵送にて配布

させていただいていますが、ご転居等に伴い転居先不明でお届けできない方もいらっしゃいま

す。ご面倒でしょうが、住所等が変更となった場合には、ご連絡をいただければ幸いです。 

＜編集後記＞ 

 今回の会報は決算の報告をメインにしたため、委員会報告やまちづくり

車座集会の細かな報告ができませんでしたが、今年 5 月より始めた車座集

会もようやく 10 月 8 日のトレセン地区の開催で 10 回目を向かえます。

 これまで 9 回の参加者が 104 名ですので平均 11.5 人となるわけです

が、どうしたら来てもらえるか？開催の曜日と時間についてはいろいろと

悩みます。また、案内も後援会だけでなく広く案内すべきか？ﾅﾄﾞ･･･ 

 集会の当日は、常時、私の所属組合の 2 名のスタッフが会場のセッティ

ングや参加者の方の対応等をしてくれていますが、参加者が少ない時は申

し訳なく思います。（トレセンの仕事は朝が早いため） 

 でも、集会が終わると「次はどこでやろか」と私に元気を与えてくれま

す。ほんとに感謝です。 

 私はある意味で恵まれた環境の中で議員としての仕事をさせてもらっ

てますが、この環境に甘えることなく活動を続けなければ･･･と思います。

 いよいよ秋です。組合の仕事や議会の仕事、忙しくなりますが“忙しい

うちが華”。がんばろー！！                 たむら

【お詫び】 
 7 月 1日付№7の会報に誤字脱

字の箇所が多くあり、皆さんに

指摘いただきました。大変申し

訳ございませんでした。これか

らは校正をしっかりと行いたい

と思いますのでよろしくお願い

いたします。 


