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 新年明けましておめでとうございます。 

 旧年中はひとかたならぬご支援を賜り、心から感謝を申し上げます。 

昨年は、４月の県議選に始まり栗東市議選、そして７月の参議院選

挙、さらに９月の草津市議選と、まさに「選挙の年」でした。 

とりわけ４月の栗東市議会議員選挙においては、皆様に大きなご支

援をいただき、２期目の当選を果たすことができました。あらためて

心から感謝を申し上げます。 

 さて、昨年は何と言っても「新幹線新駅設置」に関することで栗東

市の１年は過ぎました。結果としては、期限切れで「中止」というこ

とになり、新たな土地の利活用の問題について早急に栗東市としてビ

ジョンを示すことが急務となってきています。 

 また、前号でも報告したとおり、栗東市の財政は非常に厳しい状況

にあります。しかし、県財政はそれ以上に深刻であり、昨年末の県議

会で大幅な財政縮減策が議会で可決しました。それにより県内の関係市町は、県からの補助金が大き

くカットされるため、平成２０年度の予算策定に影響が出るのは必至で、これまで栗東市が単独でや

ってきた福祉医療費の助成制度などにも影響が出そうです。 

 さらに、ＲＤ産業廃棄物最終処分場問題も県の対策委員会で、対策工事の４案が提案されており、

本年度中にいずれかを選択することとなりますが、工事経費が４００億円から１５億円と幅があり、

維持経費もかさむなど、これまた多額の経費と効果との整合性が問題となってきています。 

新年早々から、厳しい状況ばかりの報告となりましたが、議員として「市民生活の満足度アップ」

を第一に考え、今年一年がんばる所存ですので今年もよろしくお願いいたします。 

皆様におかれましては、今年一年が健康で充実した年となることを祈念しまして、あいさつとさせ

ていただきます。 

栗東市議会議員  
 

今定例会の議案は、人事２件、条例 8 件、予算 8 件、その他 3

件を審査し、議員提出議案（議員の費用弁償の廃止／継続審議）

以外すべて原案通り可決となりました。 
 

■今議会のポイント 
 ●新幹線新駅「中止」決定による新駅の建設関連費約４６億円の減額を含め、計４３億７３００万

円を減らす本年度一般会計補正予算案を賛成多数で可決！ 

 ●新幹線新駅設置に関する市起債差し止め裁判に敗訴した責任として、市長および副市長の給与を、

来年１月から３カ月間、市長自身の給与を 50％、副市長の給与を 30％減額する条例の変更を

賛成多数で可決！ 
 

～総務常任委員会に付託された主な議案～ 
 

  

※議案第９２号（条例改正）…可決 

  ＊公職選挙法の一部改正により、栗東市長の選挙

に関して、「選挙用運動ビラ」の制作費を公費負

担することができることを条文化するもの。 

（１枚 7.3 円以内で１万６千枚を限度） 

 

 ※議案第９３号（条例改正）…可決 

  ＊地方公務員の育児休業に関する法律が今年８
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月に一部改正されたことにより、栗東市職員の

育児休業等に関する条例を一部改正するもの。 

  

   ①再度の育児休暇が取得できる条文の追加。 

   ②休業中の給与の調整（100％減額なし） 

   ③短時間勤務制の新設（週 20、24、25 時間制） 

   ④部分休業の改正。１日２時間以内の休業を現

在の３歳までという規定を小学校入学までと

すること。 

 

※議案第９５号（条例改正）…可決 

＊新幹線新駅設置に関する市起債差し止め裁判

の判決が確定したことにより、裁判の敗訴に対す

る責任として、市長および副市長の給与を、来年

１月から３カ月間、市長自身の給与を 50％、副

市長の給与を 30％減額する条例の改正。 

 ２名分のカットの総額は、１５７万２千円。 

 

※議案第９６号（条例改正）…可決 

＊人事院勧告による栗東市職員の給与を変更す

る条例の改正。 

  ①１号級～３号級の一部の給与の引き上げ。 

  ②扶養手当の改正（現６千円 → 6,500 円） 

  ③期末勤勉手当（0.05 ヶ月の引き上げ） 

  ・人事院勧告の影響額は、約１９００万円の増。 

 

 ※議案第１０３号（一般会計補正予算）…可決 

  ＊新幹線新駅「中止」決定による新駅の建設関連

費約４６億円の減額を含め、計４３億７３００

万円を減らす本年度一般会計補正予算案。 

  新幹線新駅設置推進費の減額の総額は、４５億

８６９４万６千円です。 

 

県の「新たな財政構造改革プログラム見直し」による栗東市への影響額は１億６千万円(３年間) 
 

 滋賀県は、今後見込まれ

る大幅な財源不足（2008

年度に 400 億円、2009 年

度に 460 億円、2010 年度

には 450 億円）に対応する

ため、来年度から 2010 年

度までの 3 カ年で取り組

む「新たな財政構造改革プ

ログラム（150 億円前後の

削減）」の内容を明らかに

しました。 

事業の廃止や縮小など

見直しは約 148 項目に及

び、うち、補助金カットや

事業廃止に伴い、市町に影

響が及ぶ額は単年度で 49

億円以上。 

 それによる栗東市への

影響額は、右表にあるよう

に 12月 21 日現在で 23項

目にのぼり、影響額は３年

間で１億６千万円以上と推定されます。（今後増える可能性大） 

 また、福祉医療費助成では、乳幼児や母子（父子）家庭などへの助成が見直され、通院、入院の自己負担費

は最大で現行の 2～3倍に増加すると推定されます。さらに、65～69 歳の高齢者や独居女性らが対象外となる

など、縮減の対象が、乳幼児や高齢者に対する医療費助成となっていることから、住民生活に大きな影響を及

ぼすことは必至です。 

 

●市議会全員一致で「新たな財政構造プログラム」に対する意見書を採択 嘉田知事へ提出● 
 

 12 月定例会の最終日（21 日）に栗東市議会として、今回県が示した「新たな財政構造プログラム」は、県財政の

厳しい状況は認識しながらも、市町と何の協議もなく一方的に補助率を削減し、補助対象を縮小することは、市町

の財政や県民生活にとってあまりにも影響が大きく極めて遺憾な措置であり、①補助金の見直しについて県と市と

協議すること、②県民生活に影響が出る補助金の見直しについて説明責任を果たすこと、を求める意見書を全会一

意で採択し、嘉田知事へ提出することとしました。 

【主な見直し項目と影響額】（12/21 現在：影響する全項目は 23項目） 

主な県支出金の見直し項目 
平成 20年 

影響額 

平成 21年 

影響額 

平成 22年 

影響額 

コミュニティーバス運行対策費補助金

運行費経常欠損補助 

キロ当たり 100 円を超える欠損に対

し、補助率を現行の 1/5 から 1/10 に 

－2,100 千円 －2,100 千円 －2,100 千円 

老人福祉医療補助金 

65～69 歳老人制度の廃止。障害老人

の一部自己負担金の引き上げ 

－4,262 千円 

Ｈ20 年 8月～ 
－8,713 千円 －9,774 千円 

重度心身障害者(児)福祉医療費補助金

一部自己負担金の引き上げ 

－1,920 千円 

Ｈ20 年 8月～ 
－3,960 千円 －4,080 千円 

母子家庭等福祉医療補助金 

所得制限の見直し。寡婦制度廃止。

一部自己負担金の引き上げ 

－2,988 千円 

Ｈ20 年 8月～ 
－4,548 千円 －4,790 千円 

乳幼児福祉医療費補助金 

一部自己負担金の引き上げ 

－11,785 千円 

Ｈ20年10月～ 
－35,602 千円 －36,680 千円 

放課後児童健全育成事業補助金（特別活動費） 

100 千円×11学童×1/2 → 廃止 
－550 千円 －550 千円 －550 千円 

２３項目合計（上記含む） －31,772 千円 －63,640 千円 －66,141 千円 

３年間の影響額合計 －161,553 千円 
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平成２０年度から保険料負担の新ルール ４月から「後期高齢者医療制度」が始まります 
 

 本格的な少子高齢社会が訪れる中、今後も安定した

医療制度を続けていくために、現在の老人保健制度に

変わる高齢者の医療制度がはじまることになりまし

た。それが「後期高齢者医療制度」です。 

 
●対象となるのは？ 

・75歳以上の全ての人 

・65 歳～74歳で一定の障害がある人 

 
●どう変わるの？ 

・平成 20 年 3 月 31 日の時点ですでに 75 歳（一定

の障害のある人は 65歳）以上（老人保健の受給者）

の人は・・・ 

  4 月 1日から全員が、今まで加入していた国民健

康保険や社会保険などの健康保険から、後期高齢者

医療制度の加入者に移行します。 

・平成 20年 4月 1日以降に 75歳になる人… 

  誕生日から後期高齢者医療制度の加入者となり

ます。 

これらの手続きは自動的に行われますので、手続き

の必要はありません。 

 
●保険料はどうなるの？ 

 ・保険料は、所得に応じてすべての加入者が納める

もので、所得割部分と均等割部分で決定されます。  

滋賀県の場合、均等割は３万８１７５円、所得割

は 6.85％と広域連合議会で決定しました。 

所得の低い世帯の方には、均等割が軽減（７割・

５割・２割）されます。 

＊保険料の納付方法 

（特別徴収） 

   原則として介護保険料と同様に、毎回年金から

引き落とされます。 

（普通徴収） 

   年金が年額 18 万円未満の人や、介護保険と後

期高齢者医療制度の保険料を合わせた額が、年金

額の 2分の 1を超えるときは、市町から送られる

納付書または口座振替で納めていただくことに

なります。 

【答弁】 私が目指す協働のまちづくり条例は、

市民と行政が互いにまちづくりに対する意見を

提言しあいながらつくるものであり、情報の共有

が重要であると認識している。これまでに集約し

た先進事例等の情報を整理し、来年早期に市民も

参加する検討委員会を立ち上げる。２１年４月の

条例化をめざす。 

なお予算の説明資料については、ニセコ町の予

算書も参考とさせていただく。（答弁＝市長） 

【答弁】 教職員は授業以外においても日々、

特別活動や部活動、教育相談対応、生徒指導

等に加え事務対応もあり多忙であることは確

か。市教育委員会は教育現場との連携を最も

重視しており現場と協議のもと教育施策を実

践している。 
 また、教育委員については月１回の定例会、

それから学校訪問、道徳の研究などかかわっ

ている。 
 活動内容については、情報公開は可能であ

る。（答弁＝教育長） 

【質問】 まちづくりは、情報の共有と市民参

画が基本。市民の知る権利と参加を保障し行政

の説明責任を定めた「自治基本条例」の設置に

ついての進捗は。 北海道ニセコ町では、まち

の予算を分かりやすく解説した「もっと知りた

い今年の仕事」という冊子を全戸に無料配布し、

財政状況をオープンにしている。当市としても

検討されたい。 

【質問】 今、子ども達の学ぶ力を育てている教職

員の方々は日々子ども達と向かい合う以外に煩雑

な事務に追われ、評価制度によるプレッシャー等、

「ゆとり」などとはほど遠い環境の中で、働いてお

られ「もっと子ども達とふれあいたいのに時間がな

い」との意見をよく聞く。 

また「教育委員会や事務局からのトップダウン的

な指示が多く、現場の声は中々通らない」とのご意

見も聞く。こどもの学力向上や人格形成を図る上で

は、栗東市の教育行政を司る教育委員会が、教育の

現場である教職員の方々の意見をしっかりと受け

止め、連携して行く事が重要だと考えるが。 

今定例会では、①「自治基本条例」設置の

進捗は、②教育行政は現場との連携で、の２

点について質問しました。 

 要旨については、以下のとおりです。 
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●保険証はどうなるの？ 

 ・後期高齢者医療制度の保険証が渡されます。 

  保険証は、平成 20年 3月 31 日時点で対象の人は

3 月末日までに、4月 1 日以降に対象になる人には

誕生日までに届けられます。（保険証は一人に一枚

発行されます）。 

  医療磯閑などの窓口での負担は、基本的に今の老

人保健制度と同じで変わりません。かかった費用の

1割（現役並み所得の人は 3割）を負担します。 

 

●市町と広域連合の役割 

 ・各種届出の受付や保険料徴収、保険証の引き渡し

などの手続きは栗東市福祉保険課が窓口です。 

  滋賀県内全ての市町が加入する「滋賀県後期高齢

者医療広域連合」では、後期高齢者医療制度の運営

を行い、加入者の資格管理・保険料に関することや

保険給付の支給決定などを行います。 

  この広域連合は、平成19年2月1日に設立され、

制度施行の準備が進められています。 

 

●考えられる問題点 

 ・同じ年金額を受け取っていても都道府県によって

違う。（地域格差） 

 ・２年毎の見直しのため、医療費の増大が保険料の

上昇に直繋がる。（保険料値上げのスピード化） 

 ・広域連合運営により責任の所在が見えにくい。 

 ・保険料支払が困難となったときの医療費負担。 

 など、多くの課題や問題点があるのも事実です。 

 本当の意味での高齢者福祉の充実が望まれます。 

 

なお、現在政府は、後期高齢者医療制度の一部見

直しを検討しており、内容について一は今後変更に

なることもあります。

 

ＲＤ産業廃棄物最終処分場問題

の現状報告 
 

●対策委員会設置から１年経過 

 問題発覚から８年以上が経過した栗

東市小野の(株)アール・ディー・エンジ

ニアリング産廃処分場問題ですが、この

最終処分場における環境汚染問題およ

び違法に埋められたドラム缶問題等に

ついて、対応策を調査検討するため昨年

１２月に「ＲＤ最終処分場問題対策委員

会」が平成２０年３月３１日という期限

付きで設置され、これまで１０回の対策

会議を開催し、ＲＤ処分場で発生する様々な支障（図の①～⑤）の整理と、その支障を取り除くための対策工

事について調査・検討を進めています。 

 

●対策工事の案は現在４案（14億円～４００億円） 

現在、対策案としては、４つの工法が提案されていますが、工費だけでも約１５億円～約４００億円と幅広

く、工期にしても約２年～約１６年、工法についても「全面撤去」～「覆土」まで様々です。 

問題は、対策工事がこの処分場を原因として環境汚染を引き起こしているすべての事象を解決することが可

能なのかどうか？ということなのですから、費用、工期ともそのことを前提に実現可能かつ効率的な工法を選

択することが重要だと考えています。 
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■対策工法の各案と概算事業費等 
工法案 対策説明 予定工期 工費 維持費（年） 

各支障の素因となる産業廃棄物を周辺環境（処分場外）

に影響を及ぼさないように掘削し、必要に応じて掘削さ

れた場所を汚染されていない土壌等により埋める工法。 

※廃棄物全量撤去が基本（場外搬出量 100％：71.4万㎥） 

16 年 約 400 億円 

3,100 万円 

 
モニタリング 

18 年 

Ａ案 

 
各支障の素因となる産業廃棄物を周辺環境（処分場外）

に影響を及ぼさないように掘削し、必要に応じて掘削さ

れた場所を汚染されていない土壌等により埋める工法。 

※廃棄物全量撤去が基本（場外搬出量 50％：35.7万㎥） 

13 年 約 240 億円 

3,100 万円 

 
モニタリング 

15 年 

委員 

三者案 
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工法案 対策説明 予定工期 工費 維持費（年） 

廃棄物は撤去せず、鉛直速水壁を地中に築造し、汚染地

下水を水処理施設で浄化する。 

廃棄物の飛散対策として覆土（土質系）を行い、浸透水

は揚水井戸で汲み上げ、浸透水の浄化を行う工法。 

3年 約 33 億円 

3,600 万円 

 
モニタリング 

5年 

Ｂ案 

 

 
廃棄物は撤去せず、バリア井戸を設置し、汚染地下水を

下流側に流下させないようにする。 

廃棄物の飛散防止は遮水性のシートを使用することで

廃棄物層への雨水の浸透を遮断する工法。 

また、有害ガスについてはガス処理施設を設置し、ガス

の強制引抜きを行う。 

2年 約 14 億円 

7,000 万円 

 
モニタリング 

30 年 

Ｃ案 

 
※１２月２７日の対策委員会で、これまでの検討結果を踏まえ、新たにＢ－２案及びＤ案が提案されました。後日ご報告申し上げます。 
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 前回の会報で紹介した以降の活動報告を写真で振

り返ります。 
 

●１０月１４日（日） 栗東森林のフェスティバル 

 

 第３回目となる栗東森林

のフェスティバルが県民の

森で開催され、自然の中で

和太鼓演奏やブラスバンド

演奏、そして丸太早切り競

争など多くの人出で賑わい

ました。 
●１０月２８日（日） 金勝ふれあい広場 
 金勝学区の住民の親睦を

図ることを目的に毎年開催

されている金勝ふれあいま

つりが、今年も各自治会に

よる模擬店や金勝保育園の

園児などの歌などで賑わい

ました。  
●１１月９日（金） 滋賀県市議会議長会議員研修 

 

 栗東市の歴史民族博物館

で議員研修会が行われ、講

師に志木市の元市長である

穂坂さんが「地方から国を

変える」をテーマに講義を

してくださいました。 
 

●１１月１０日（土）金勝まつり 

 ９学区のうちで金勝小学

校だけの催しである金勝ま

つりがＰＴＡと協働で開催

され、子どもたちが育てた

米で餅をつき、地元野菜を

使った金勝汁をいただきま

した。  
●１１月１１日（日） 上砥山グラウンドゴルフ大会 

 

 地元上砥山自治会の恒例

行事であるグラウンドゴル

フ大会が地元の公園で開催

され、多くの参加があり、

笑いの中で一日を楽しみま

した。 

 
●１１月２５日（日） 民主党躍進パーティー 

 民主党滋賀県連のパーテ

ィーが大津プリンスホテル

で開催され、長妻議員の講

演や小沢代表のあいさつな

ど豪華キャストの中で、１

千名を超える参加者で盛り

上がりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【議員として参加した主な行事等】 
 

１０月 １日（月） キャノンマシナリー労組３０周年祝賀会 

１０月 ３日（水） ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

１０月 ４日（木） 金勝第２保育園運動会 

１０月 ５日（金） 議会広報編集特別委員会 

１０月 ６日（土） 
金勝第１幼児園運動会 

健康ふれあい広場 

１０月 ７日（日） 上砥山スポーツの集い 

１０月 ９日（火） 草津栗東地域協議会幹事会 

１０月１０日（水） 

 ～１２日（金） 
栗東市民ネットワーク行政視察 

１０月１４日（日） 栗東森林のフェスティバル 

１０月１５日（火） 
全員協議会 

議会広報編集特別委員会 

１０月２５日（木） ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

１０月２６日（金） 全員協議会 

１０月２８日（日） 金勝ふれあい広場 

１１月 ９日（金） 滋賀県市議会議長会議員研修 

１１月１０日（土） 金勝まつり 

１１月１１日（日） 上砥山グランドゴルフ大会 

１１月１４日（水） ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

１１月１９日（月） 議会運営委員会・臨時議会 

１１月２３日（金） 新穀感謝祭 

１１月２５日（日） 民主党パーティー 

１１月２７日（火） 議会運営委員会 

１１月２８日（水） 
会派勉強会 

県教組湖南支部栗東分会懇談 

１２月 １日（土） ＲＤ最終処分場問題対策委員会 

１２月 ４日（火） 
１２月定例会開会 

人権啓発運動 

１２月 ５日（水） 草津栗東地域協議会幹事会 

１２月１１日（火） 
個人質問 

ほほえみ苑運営協議会 

１２月１２日（水） 個人質問 

１２月１３日（木） 個人質問・議会広報編集特別委員会 

１２月１４日（金） 総務常任委員会 

１２月１５日（土） 草津栗東地域協議会ﾕﾆｵﾝｾﾐﾅｰ 

１２月１６日（日） 上砥山川南地区区画整理事業起工式 

１２月１７日（月） 総務常任委員会 

１２月２１日（金） 
議会運営委員会・定例会閉会 

ほほえみ苑運営協議会 

 
連合滋賀草津栗東地協ユニオンセミナー 

～栗東市民ネットワークとして栗東市の現状報告～ 

 連合滋賀草津栗東地域協議会が毎年主催してい

るユニオンセミナーは、草津栗東地域の企業に就

労している働く仲間の皆さんが参加されるセミナ

ーで、毎回テーマを変えて開催されています。 
 今回は、連合議員団として「自治体の現状と課

題」というテーマでしたので、栗東市としては当

栗東市民ネットワーク（国松篤・林好男・田村隆

光）が栗東市の情勢と課題についてパワーポイン

トをつかって報告しました。 
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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） 

ホームページ  http://t-tamura.jp 

メール     22＠t-tamura.jp 

ホームページもご覧ください 

ミニ集会「まちづくり

車座集会」の開催地を募

集しています。出前しま

すので栗東市政につい

て語りましょう。 

会報は、後援会会員の方々

でなく、ミニ集会や名刺等を

頂いた方にも配布させていた

だいておりますが、個人情報

につきましては、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾎﾟ

ﾘｼｰに基づき第三者への提供

は一切いたしません。 

編集後記 
 年末、身内に不幸があり実家の宮崎県都城市

に帰ってきましたが、宮崎空港に降りると到着

ロビーの入り口で、「東国原（そのまんま東）

知事」が黄色いハッピを着てお出迎えです。 

もちろん、看板なのですが･･･。 

この一年、宮崎県出身者としては、この「東

国原知事」の活躍により“宮崎県”が有名にな

り元気になっていることが大変うれしくて、自

分の故郷を誇りに思えるようになりました。 

東国原知事は「宮崎をどげんかせんといか

ん！」と立ち上がった訳ですが、たった一人の

リーダーの存在が、これほどまでに住民意識を

変えるのかとの思いです。 

母や妹、叔父、叔母、友人に聞いても、「僅

か１年だから経済的に急激に良くなった訳で

はないが自分のまちを誇りに感じる」、「知事は

頑張ってくれている」という感想を聞きます。 

私も宮崎を出て栗東に住んで３０年以上が

経過しますが、栗東が大好きです。このまちの

ことを「誇れる」ようなまちづくりを進めなく

てはと改めて心に誓いました。    Ｔ.Ｔ 

〔１月以降の主な行事〕 

9:00～ 栗東市消防出初式 
1/6 

18:00～ 上砥山新年賀詞会 

10:00～ 商工会年賀会 

13:30～ 人権研修会 1/7 

15:30～ 全員協議会 

1/8 13:30～ 議会広報編集特別委員会 

1/9 12:00～ 全国競馬労働組合旗開き 

 17:00～ 連合滋賀新春の集い 

1/10 13:00～ 自治労旗開き 

1/11 9:30～ 産業廃棄物処分場対策特別委員会 

1/13 13:30～ 成人式 

1/14 10:00～ 県ＲＤ処分場対策委員会 

9:30～ 議会広報編集特別委員会 

10:30～ ＮＰＯくりの木会開所式 1/16 

14:00～ 議長会研修会 

1/20 9:00～ アベック登山大会 

1/24  議会広報編集特別委員会先進地視察 

1/26  議員研修 

2/13  総務常任委員会行政視察（～14） 

2/15  自治体議会政策学会研修（～16） 

2/23  県ＲＤ処分場対策委員会 

2/25 9:30～ 議会運営委員会 

3/1  栗東市人権デー 

9:00～ 議会運営委員会 
3/3 

9:30～ 3 月定例会開会～24 

3/10 9:30～ 定例会代表質問 

3/11 9:30～ 定例会代表質問 

3/12 9:30～ 定例会個人質問 

3/13 9:30～ 定例会個人質問 

3/14 9:30～ 総務常任委員会 

3/17 9:30～ 総務常任委員会 

3/18 9:30～ 総務常任委員会 

3/19 9:30～ 総務常任委員会 

3/24 9:30～ 定例会採決 

 

●栗東市も「早期健全化団体」に該当！！ 
 

昨年６月、北海道夕張市のような財政破綻を未然に防止するた

めの「自治体財政健全化法」が国会で成立しました。 

 この法律では、自治体の財政状況を様々な角度からチェックする

ために、４つの財政健全化指標を設定し、住民の皆さんに対して毎

年度公表することとなっています。 

＜４つの指標とは？＞ 

①普通会計（一般会計・特別会計）における収入に対する赤字額の

比率を示す「実質赤字比率」。 

②上下水道や病院などの公営企業を含めた全会計の「連結実質赤

字比率」。 

③収入に対する借入金返済額の割合を示す「実質公債費比率」。 

④地方公社や第三セクターも加味して自治体が将来負担する実質

的な借入金返済等のための将来的な負担度合を示す「将来負担比

率」。 

 これらの指標は、平成１９年度決算（今年８月）から公表することと

なります。このうち１つでも国が定める基準を超えると「財政健全化

団体」となり財政健全化計画の策定が必要となります。（イエローカ

ード）。さらに、財政状況が悪化した場合には、「財政再生団体」とな

り、国や県の管理のもと、財政再生計画を策定し厳しい歳出削減な

どに取り組むこととなります。（レッドカード） 

  

栗東市の場合、 

①については、実質収支は「黒字」ですので該当しません。 

②についても、実質収支は「黒字」ですので該当しません。 

③については、２５％を超えると「早期健全化団体」、３５％を超え

ると「財政再生団体」となりますが、平成１６年度～平成１８年度平

均で１５．９％ですので、いずれにも該当しません。 

しかし、平成１９年度は１９％を超える可能性は大です。 

④については、３５０％を超えると「早期健全化団体」となります

が、栗東市の場合、土地開発公社の決算状況がここに反映して

きますので、４００％を超える可能性が高く、一般会計に影響が出

てきそうです。 

したがって、４つの指標の④が該当するわけですから「早期健全

化団体」との指定を受け、財政健全化計画を議会の議決を経て

定めなければならず、また外部監査の要求の義務づけなどその

他にもペナルティーが科せられます。 

これらのことは、「新幹線新駅問題」が中止になったからではなく、

これまでの放漫経営の積み重ねが原因として挙げられます。 

いずれにしても、上記指標の①、②についても前年度繰越や基金

の取り崩しによって「黒字」となっており、③についても起債制限比

率も上昇傾向にあることなど、栗東市の財政は、極めて「レッドカ

ード」に近い「イエローカード」といえます。 


