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春から夏へ！ 桜の季節も終わりいよい

よ初夏。一年で一番元気の出る季節です。 

でも、初夏だというのにあまり良いニュ

ースがありませんね。 

 道路特定財源の暫定税率問題で、ガソリ

ン代が下がったことが唯一良いニュースの

ように感じますが、その裏で、道路工事計

画の見直しが各自治体で起きており、道路

ができることを見越して進めている事業を

中断している自治体もあるという状況のよ

うです。 

また、後期高齢者医療制度もこの 4 月か

らスタートしました。この制度は、18 年 2

月に閣議決定され国会に提出されたものですが、ネーミングからして高齢の

方の怒りに触れ、保険証が届かない、まちがって年金から控除される、など

の失態も続いています。これまで 2 年の間、国会で審議はされてきたのでし

ょうか？法律ってこんな感じで作られ、施行されていいものかと痛感してい

ますが、これも一党による長期政権の弊害なのでしょうか？ 

 さて、私たちのまち「栗東市」も、3月議会で向こう 1年間の予算が可決さ

れましたが、大変厳しい財政状況になっています。 

 しかし、あたかも新幹線新駅建設中止による影響で財政が悪化したかのよ

うに言われていますが、事実、中止により土地区画整理事業の問題をはじめ

諸課題はあるにせよ、すべて新幹線新駅建設中止が原因ではなく、三位一体

改革など国の政策の影響もありますし、「たばこ税」に頼ったこれまでの行政

運営のあり方のほうに大きな原因があるといえるのではないでしょうか。 

 市民の税金をいかに「大切に」、「平等に」、「効果的に」使うか！これが行

政の仕事ですし、それをチェックしていくのが議員です。そして、予算をは

じめとしたまちの情報を徹底的に分かりやすく公開していくことも行政の務

めであり、議員としてその仕組みを作ることが重要だと考えています。 

私は、市長をはじめ市当局へ常に主張している「わかりやすい予算書」の

作成・配布や住民投票を含めた私たちのまちの「自治基本条例」の制定の実

現に向けて、これからも頑張っていく所存ですので、更なるご支援をよろし

くお願い申し上げます。 
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今定例会の議案は、人事１件、条例 14 件、予算 20 件、その

他 3 件を審査しましたが、すべて原案通り可決となりました。 

 
 

■定例会のポイント 
 〔予算〕・平成 20 年度一般会計予算は、217 億２千６百万円（対前年比マイナス 19.9％） 

     ・特別会計予算は、128 億７千７百万円（対前年比マイネス 14.9％） 

 〔条例〕・敬老祝い金の縮減による条例改正 

         ・市長・副市長及び教育長の給与 5％カットの継続による条例改正 

・議員報酬・費用弁償及び政務調査費のカットによる条例改正 

・国民健康保険税率の改正による条例改正 

 ●税金や保 

●平成 20 年度予算関係 

  

 平成 20 年度の予算は、一般会計で対前年比 19.9％（約 54 億円）のマイナス、特別会計で 14.9％

（約 23 億円）のマイナスですが、主な原因は、新幹線新駅事業の中止によるものと、市庁舎耐震工

事の終了、防災無線設置事業の終了によるものです。 

 しかし、平成 20 年度は歳入（収入）に 10 億円程度の不足が生じることから、表 2 の事業見直し

による経費削減で 1.5 億円、新駅建設整備基金からの繰入（基金の取り崩し）で 3.5 億円、臨時財政

対策債（借金）の発行（5 億円）で対応することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表１  

新幹線新駅及び周辺整備に伴う負担額 

・土地開発公社用地対応･･････6 億円 

・新駅中止による諸課題対応 

･･･9 千万円 

・栗東新都心土地区画整理事業 

現地復旧等 ・・・・・・・1.6 億円 

・通常の不足分 ・・・・・・1.5 億円 

 
表２  

①行政委員会等費用弁償廃止 

②自治連、消防団等研修廃止 

③敬老祝金単価削減、路線バス回数券削減、リ

フト付タクシー廃止 

④コンポスター購入補助及び火葬奨励補助削

減、太陽光発電システム補助廃止 

⑤複数指導教員賃金削減、幼・保・小・中学校

の芸術観賞事業中止 

⑥人件費、物件費、各種団体運営補助削減 

※その他含めて合計約 1億 5千万円の削減 

■主な事業後との予算配分 

①人権・教育・保育・防犯・コミセン関連予算 

 事業費･･･約 28 億円／人件費･･･約 7.8 億円 

②老人福祉・障害者福祉・子育て関連予算 

 事業費･･･約 128 億円／人件費･･･約 9.4 億円 

③生活環境整備関連予算 

 事業費･･･約 60 億円／人件費･･･約 2.4 億円 

④勤労者福祉・農林業関連予算 

 事業費･･･約 3.8 億円／人件費･･･約 2 億円 

⑤道路、河川整備・バス関連予算 

 事業費･･･約 18 億円／人件費･･･約 3.6 億円 

⑥庁舎事務関連予算 

 事業費･･･約 4 億円／人件費･･･約 8.4 億円 
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●条例関係 

 

 条例改正の主なものは、前ページ表２にもあり

ますように財政難の観点から、敬老祝い金の縮減、

市長、副市長及び教育長の給与の 5％カットの継

続、さらに議員の報酬カット、費用弁償の廃止、

政務調査費の縮減の実施、さらには国の法改正等

によりなどを行うことにより条例を改正するも

のです。 

 

①敬老祝い金条例の改正 
 

現在 957 名が対象となるもので、削減額は約

260 万円。内容は、満 77 歳の祝い金１万円を７

千円に、満 88 歳 1.5 万円を 1万円に、満 99 歳 2

万円を 1.5 万円に、満 100 歳以上 2.5 万円を 2

万円にそれぞれ減額すると共に、満 70 歳に支給

していた5千円分の商品券を3千円に減額し支給

するものです。 

②市長、副市長、教育長の給与に関する条例改正 
 

これは、平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3

月 31 までの間、それぞれの給与を引き続き 5％

減額することによる条例改正。および、上記の間

期末手当の算定も 5％削減することによる条例

改正。 

 

③議員報酬の条例改正 
 

 これは、議員提案ですが、財政厳しい状況にお

いて議員自らも努力しようということで、報酬、

費用弁償及び政務調査費を削減、廃止するもので

す。内容は、表 3の通りです。 

尚、削減された約 800 万円の使途については、「子

育て支援」に充当することを条件としています。 

④国民健康保険税条例等の改正 
 

 

 これは、国の保険税率の改定に伴うもので、 

・国保、後期高齢者支援金、介護保険の基 

礎課税額をそれぞれ改正するもの。 

 ・70 歳以上の医療費負担が平成 20 年 4 月  

1日より2割になることが1年間延期され   

たことによる条例改正。 

 ・特定健康診断（メタボ健診）の導入によ 

る条例改正。 

 ・住民税の激変緩和措置を 1年間延長する 

ための条例改正。 

･･･などが条例改正の主なものですが、財  

政難による経費削減の目線が子育て中の 

世代や高齢者世代、そして教育や福祉とい  

った分野にばかり向けられるのではなく、 

生活者が求める優先順位を尊重した配分  

をすべきだと考えます。 
 

＊増え続ける栗東市の借金                      （一般会計・特別会計のみ） 

 Ｈ18 末残 Ｈ19 発行 Ｈ19 償還 Ｈ19 末残 Ｈ20 発行 Ｈ20 償還 Ｈ20 末残 

一般 382.1 億円 30.2 億円 28.4 億円 383.9 億円 13.5 億円 28.9 億円 368.4 億円 

土地 58.1 億円 0 4.4 千万円 57.6 億円 0 1.6 億円 56.0 億円 

駅前 3.9 億円 0 4.8 千万円 3.4 億円 0 4.9 千万円 2.9 億円 

都心 9.2 億円 0 45 万円 9.2 億円 0 3.9 百万円 9.1 億円 

下水 183.3 億円 11.9 億円 10 億円 185.2 億円 12.6 億円 9.7 億円 188.1 億円 

農業 2.7 億円 0 1.3 千万円 2.6 億円 0 1.2 千万円 2.5 億円 

水道 23.7 億円 0 8.5 千万円 22.9 億円 0 1.0 億円 21.8 億円 

計 663 億円 42 億円 40.3 億円 664.8 億円 2.6 億円 41.9 億円 648.9 億円 
※上記表で、一般＝一般会計、土地＝土地取得特別会計、駅前＝大津湖南都市計画事業栗東駅前土地区画整理事業特別会計、都心＝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、下水＝栗東市公共下水道事業特別会計、農業＝栗東市農業集落排水事業特別会計、水道＝栗東市水道事業

会計の略。 

表３ 

①報酬月額（削減） 

役職 削減率 改訂前報酬月額 改定後報酬月額 

議長 2.5％ ４００，０００円 ３９０，０００円 

副議長 2.9％ ３４０，０００円 ３３０，０００円 

議員 3.2％ ３１０，０００円 ３００，０００円 

※削減総額 ３，４９９，８００円（期末手当含む） 

 

②政務調査費（削減） 

削減率 ２５％減 

削減額／月 ５，０００円 

政務調査費額／月 １５，０００円 

年間削減額 １，１４０，０００円 

   

③費用弁償（廃止）   

年間削減額 ３，３５４，０００円 

   

削減総額／年 ①＋②＋③ ７，９９３，８００円 

議員一人当たりの削減総額／年 約４２万円 
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 自治体議会政策学会主催の上記の講座が、去る 2 月 15～16 日の両日、東京で開催されましたの

で個人で参加してきました。 

 今回は、「財政」がテーマであり、予算審議のあり方や自分のまちの財政状況の分析の仕方など、

ためになる講義でした。今後の議員活動に活かして行きたいと思います。 

 

■２月１５日（金） 第１講座～第３講座            東京 都市センターホテル 

 

 

●「予算を審議する議会のあり方」         講師／竹下 譲 氏（自治体議会政策学会会長） 

 財政危機時代における、議会の予算審議のあり方についての講演で、健全な自治体運

営を行なう上で最も重要となる予算審議。議事次第書によらない本当の予算審議とはな

にか。審議のポイントとして審議の時間、審議の視点、そして議会の審議の特色の 3 点

を挙げ、十分な審議をした上で、執行部に対して議会としてまとまった意思を伝える重

要性を説かれました。 

 また、監査は本来議会選出であったことや、骨抜きにする制度化があった中、今こそ、

議会の監査についての考え方の重要性を説かれました。 

 

●「地方財政改革の現状と今後」           講師／金澤史男 氏（横浜国立大学教授） 

 歴史的な観点から現存の地方財政の位置、国際的な視点から比較して、日本の自治体

財政がおかれている現状と課題を講演。三位一体改革の成果と問題点とは何かを指摘。 

国別でみた租税負担、国民負担、企業負担を踏まえたうえで、租税負担に見合った効

率的で透明なで質の高い政府をつくることが国際競争力には必要である。分権改革をす

すめるには財政分権が重要であるが、まず国が財政再建を行なうことが必要。そして本

来の地方自主税源の確立が必要と説かれました。 

 

●「自治体財政と税制」              講師／星野 泉 氏（明治大学大学院教授） 

東京、愛知など 3 都府県の法人事業税約 3600 億円を他の道府県に配分することが含

まれた与党の税制改革大綱のゆくえ。消費税論議の焦点は。日本の税制、地方税のしく

みと、今後の自治体収入の展望や住民負担のあり方など、自治体財政を取り巻く環境を

「税」から説き起こし、現金給付ではなく、行政サービスの充実をはかることの重要性

を訴えられました。世界的に様々な租税体系があるなかで、これからの日本の税財政の

行方について、ひとつの方向性を示され、地方と国の財源問題に注意を喚起されました。 

 

■２月１６日（土） 第４講座～第５講座             東京 剛堂会館 

 
●「破綻法制と決算・予算の見方」        講師／兼村高文 氏（明治大学大学院教授） 

 

 自治体の財政分析がきるよう、現状と各自治体での分析の手法、財政健全化法につ

いて講演。国と地方の歳出・予算の比較を踏まえ、決算カードやバランスシートによ

る分析の手法を解説。実務的な財務諸表の見極め方も伝授。2008 年 4 月から一部施行

となる破綻法制についても、4 つの指標による早期健全化段階、財政再建段階の見極め、

議会の役割について講演されました。 

財政健全化法では議会の責任が明記され、外国では議会が責任を賠償請求という形

で問われていると注意を喚起されました。 
●「行政評価の導入と予算」      講師／稲澤克祐 氏（関西学院大学専門職大学院教授） 

 

 成果志向の予算編成とはなにか、行政評価にもとづく予算編成とはどういうことか。 

増分主義、投入統制、単年度予算、現金主義という予算編成の問題点を挙げ、予算

編成改革の流れの中で成果を重視し、行政評価を導入した最適な予算配分を効率的に

行なうにはどうするのかを説かれました。また、四日市市などの予算編成の実務経験

を通して、予算編成と行政評価のあり方について講演。必要な予算配分と権限の集中

と分権の関係を、自らの県職員の経験からわかりやすく解説してくださいました。 
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▼１月９日（水） 連合滋賀新春の集い ▼１月 13 日（日） 栗東市成人式 

 

恒例の連合滋賀新春の集いが、

琵琶湖ホテルで開催され、多く

の参加者で新年を祝うと共に、

大津市長選挙、草津市長選挙、

そして衆議院議員選挙の必勝

を誓いました。 

 

平成 20 年の栗東市成人式が

さきらにおいて行われ、６０６

名の新成人が誕生しました。こ

の成人の人たちの未来のため

にも私たち大人が頑張らない

といけませんね。 

▼1 月 14 日（月） ＲＤ最終処分場問題対策委員会 ▼１月 16 日（水） ＮＰＯ法人くりのみ作業所開所式 
県のＲＤ最終処分場問題対

策委員会主催による住民の意

見聴衆会が中央公民館で開催

され、１００名余りの市民の

方々が参加され、栗東市のＲＤ

産廃処分場問題に対してそれ

ぞれのご意見をいただきまし

た。  

長年、「福祉作業所ほほえみ

苑」として地域の障害を持った

方々の活動の場であった作業

所が、新たに「ＮＰＯ法人」を

取得し、「くりのみ作業所」と

してスタートを切ることとな

りその開所式に出席しました。 
 

▼1 月 24 日（木） 議会広報特別委員会視察研修 ▼2 月 5 日（火） 県議会県民ネットＲＤ処分場視察 

私の所属する議会広報編集

特別委員会で、議会広報に関す

る先進地を視察しました。 
 視察先は、錦帯橋で有名な山

口県岩国市と広島県安芸郡坂

町の２ヶ所を視察させていた

だきました。 
 

２月４日から再開された栗東

市小野のＲＤ産業廃棄物最終

処分場の掘削調査の状況を県

議会会派の県民ネットワーク

の議員さんと共に視察しまし

た。 

▼2 月 13 日（水） 総務常任委員会視察研修 ▼2 月 15 日（金） 自治政策特別講座 

私の所属する総務常任委員

会で、石川県小松市の「総合評

価落札」と富山県高岡市の「イ

ンターネット公売および臨時･

夜間納税相談」について、先進

地の視察に行ってきました。 

 

毎年、自治体議会政策学会

が主催する講座には参加し

ていますが、今年初の講座は

「分権時代における予算審

議」というテーマで２日間に

わたり、５つの講座を受講し

勉強してきました。 
 

▼3 月 1 日（土） 連合滋賀 08 春闘総決起集会 ▼3 月 21 日（金） 金勝第 2 保育園卒園式 

 

08 春闘の山場が迫る中、連合

滋賀主催で表題の集会が大津

市なぎさ公園で働く仲間約

6000 人が集る中、春闘勝利で景

気回復を!とシュプレヒコール

をしながら街宣行動をしまし

た。 
 

金勝第２保育園の修了式に

出席。一人ずつ将来の夢を言い

ながら、退場していく姿を見

て、この子たちの１０年後、２

０年後がすばらしい未来であ

るためには、私たち大人がしっ

かりしなければいけないとあ

らためて心に誓いました。 

▼3 月 25 日（火） 栗東市林業活性化推進協議会研修 ▼4 月 8 日（火） 金勝小学校入学式 

栗東市林業活性化推進協議

会の視察研修が、①栗東市立自

然体験学習センター（森の未来

館）と、②甲賀工業団地内にあ

るポラテック株式会社におい

て行われました。 

 

 金勝小学校の入学式に参加。

ピッカピッカの一年生たちが

元気に入場しました。 
 大いに遊び、学び、楽しい６

年間を過ごしてもらいたいで

す。 
 

 



Ｌ 

 

６ 

Let’s Begin！                   ＜URL＞http://t-tamura.jp                        ＜e-mail＞ 22@t-tamura.jp                Let’s Begin！ 

Let’s Begin！             田村たかみつ市議会通信 ＮＯ.２１ ２００８／４／２６発行             Let’s Begin！ 

組織内討議資料 

 

～県は「答申」を尊重し実施計画を作成してすべき～ 

ＲＤ最終処分場における環境汚染問題についての対応

策を調査検討するため設置された「ＲＤ最終処分場問題対

策委員会（委員長：岡村周一氏）」は、平成 18 年 12 月

から 15 回の委員会を開催し、平成 20 年 4 月 9 日（水

曜日）に対策委員会答申*1 を、嘉田知事に提出しました。 

  県は、この答申を踏まえ実施計画を作成することとな

っていますが、果たしてどこまで答申を尊重した実施計画

案になるのか、いくつかの不安が残ります。 

それは、県は、この対策工を国の「特措法*3」の支援を

受けたいという思惑がありますが、特措法の期限が平成

24 年 3 月 31 日までであり、今回提出された答申（Ａ-2

案）は、対策工の工期を約 13 年としており、特措法期限

内には対策工事は終了しないため、対策工のすべてを特措

法の対象にすることはできません。 

また、県の財政難もあり工費約 240 億円にどう対処し

ていくのか？。 

更に、この特措法の支援を受けるには、県は、措置命令

をかける必要がありますが、Ａ-2 案にある「全量掘削・

有害物除去」に措置命令を発令できるかどうかという法的

根拠（支障除去の対象となるか？）に疑問があるとしてい

ます。 

しかし、このＲＤ産廃処分場問題は、「県の対応の甘さ

がこの問題を大きくかつ長期化させたのであり、県の責任

は否めない」と検証委員会が報告しているように、特措法

の対象にならなかった場合においても、地域住民の不安と

いう支障の除去と環境汚染の防止という観点からも、最後

まで県が責任を負わなければならないことは明確です。 

また、対策委員会としても、特措法の期限、県の財政、

措置命令の法的根拠の及ぶ範囲等々、考慮し検討した結果

を答申としてまとめたものですので、県は、この対策委員

会と平行して行われてきた RD 最終処分場問題行政対応

検証委員会の答申*2 を真摯に受け止め、対策委員会の答申

を最大限に尊重して欲しいと思います。 

尚、県の実施計画は、6 月の県議会には提出される模様

です。 

 

 

 

*1）対策委員会の答申の概要（Ａ-2 案） 
 

①緊急対策として、廃棄物の飛散について

は表面シート敷設。汚染地下水の拡散につ

いては、遮水壁を設置、表面（雨水）排水

については、外周水路設置、浸透水の排水

は、揚水井戸の設置をする。 

②恒久対策として、有害な廃棄物の全量掘

削除去。 

③焼却炉の解体撤去。 

 

*2）検証委員会の答申の概要 
 

①県は、地域住民の苦情等に関する配慮が

不十分であり信頼関係を構築できていなか

った。 

②県は、ＲＤ社を十分指導監督できなかっ

た県の組織としての対応の不十分さや認識

の甘さが、この問題を大きくかつ長期化さ

せる結果となったことから、県に行政上の

責任があることは否めない。 

 

*3）特措法 
 

正式名称は「特定産業廃棄物に起因する

支障の除去等に関する特別措置法」。国が

自治体に財政支援をして、不法投棄された

産廃を１０年間で一掃することを目指し

た時限立法で、２００３年６月１８日に施

行された。産廃処理方法などを示した都道

府県などの実施計画が環境相の同意を得

られた場合、処理費用の４５％は地方交付

税の形で国が支援する。残る５５％は自治

体が負担する。 
産廃特措法による都道府県の実施計画

が環境大臣の同意を得たのは香川県豊島、

青森・岩手県境、山梨県須玉町、秋田県能

代市、三重県桑名市、新潟県上越市、福井

県敦賀市、宮城県村田町、横浜市、岐阜県

岐阜市の１１件。 

▲対策委員会の答申を嘉田知事に提出する岡村委員長 
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～利用者の声を最大限に反映して欲しい～ 

  

 栗東市では、平成２２年度を目標に、市内の公

立保育園を民営化および統廃合する計画を進め

ています。この計画の基になっているのが、「栗

東市保育園運営検討委員会」からの提言です。 

 市は、その提言にもとづき民間活力活用の基

本計画（案）を作成しました。 

以下、基本計画案の概要。 
  

■保育園の現状と課題 
 

 ①保育需要の増加 
 

   「０歳～５歳児数」は増加傾向にあり、限られ

た資源を有効に活用し、本市保育園運営の再構築

をはかる必要がある。 
 

 ②保育需要の増加 
 

   核家族化や労働形態等の変化等により保育需

要が多様化し、延長・一時・休日保育といった多

様な保育が求められているため、民間保育園のも

つ、柔軟で即応性のある高い運営手法を引き続き

支援する。 
 

■「保育園運営に関する提言」への取り組み 
 

 ①保育サービスについて 
 

   「保育プラン」に基づき、公立並びに法人立保

育園は、お互いの交流や、子育て支援センターを

はじめとする関連機関との連携により、育児に対

する不安や負担感の解消などを目的とした子育

て支援体制を推進する。中でも、「乳幼児保育総

合化」の推進により拡充を図る。 
 

 ②法人立保育園について 
 

   法人立保育園の運営には、本市以外にも国等か

ら施設整備費や運営費が交付され、法人立保育園

の開園は、本市の限られた資源を有効に活用して

いくうえで重要であり、開園する事業主体を慎重

に選定し、開園への支援や積極的な誘致を行う。 
 

③公立保育園の施設整備 
 

公立保育園施設は、これまで年次的に老朽化等

による建替えや耐震補強工事に取り組んできた。 

   自園給食についても、年次的に調理場を開設し、

平成 20 年度には治田東幼児園にて新たに調理場

を開設し、市内 10 保育園中 7 園（配送 1 園含む）

にて自園給食を実施する。 

 

 

④公立保育園の民営化について 
 

   民営化する保育園については、地域における子

ども数の推移や保育需要への効果、施設の状況等

を勘案し考察する。 
 

■民営化する保育園の選定 
 

①選定の考え方 
 

・中学校区単位で公立保育園を存続する。 

・民営化する保育園は、法人立保育園として経営

が成り立ち民間活力の導入効果が十分に発揮で

きる地域施設とする。 
 

②民営化する保育園の設置形態 
 

  ・民営化の設置形態は民設民営を基本とする。 

   また、移管については原則、土地は無償貸与、

建物は貸与又は譲渡とする。 
 

③民営化の時期 
 

・民営化は平成 20 年度に利用者（住民）への説

明、平成 21 年度に運営法人の選定を実施し、民

営化の実施時期は当面の目標として平成 22 年 4

月とする。 
 

 

④引続き公立保育園として経営する保育園 
 

 ・栗東中学校区…金勝第 1 幼児園・治田東幼児園 

 ・栗東西中学校区…大宝西保育園 

 ・葉山中学校区…葉山幼児園・葉山東幼児園 
 

 ⑤民営化する公立保育園 
 

・大宝保育園（民営化）                   

・大橋保育園（廃園→大橋保育園に移管） 

・治田保育園（廃園→民間園を誘致） 

・治田西保育園（中時部：廃園→民間園を誘致） 

・金勝第２保育園（民営化：ＪＲＡと要協議） 
 

■民営化保育園の運営主体の選定 
  

  ・運営主体は、社会福祉法人を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔私の思い〕 民営化そのものを反対するもので

はありませんが、何と言っても利用者の声をまず

聴くべきであり、丁寧な説明が必要です。 

市の計画ありきではなく、利用者や保護者の立

場に立った保育環境の整備を図ることが重要だ

と考えます。 

「保育の主人公は子どもである」ということが

言葉だけでなく理念として生かされることを望

みます。 
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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 
 

日本の借金は、国の分（国債）だけで現在

838 兆円、0 が 12 個もつく桁なのですが、

借金の利息だけで年間 9 兆 5 千億円と言われ

ています。 

この金額を聞いてもいまいちピンとこない

のですが、単純に生まれたばかりの赤ちゃんか

らお年寄りまで、国民一人当たり約 653 万円

の借金をしていることになる金額です。 

では１兆円とはどのくらいの金額なのか？ 

考えたこともなかったのですが、計算してみ

ると、仮に１日 100 万円ずつ使ったとして、

2740 年使い続けられるというとてつもない

金額です。ということは、単純に日本の借金は、

その838倍！先の計算で言えば230万年分。 

よくもまーこれだけ借金できたもんですね。 

では、誰が日本にお金を貸しているのか？そ

のほとんどは銀行や郵便局が「国債を買う」と

いう形でお金を貸しているのですが、その資金

の元は国民の預貯金なのですから、結局は国民

が日本にお金を貸しているということになり

ます。で、理不尽なことは、「貸すつもりもな

いのに勝手に貸して、借金した覚えも無いのに

借金したことになっている」こと。 

まったく、この国の行く末が心配です。 

衆議院解散で、スカッとしたいものです。 

あっ、当市の市民一人当たりの借金も、すべ

て合わすと一人 150 万円程度になっていま

す。これも大変です。トホホホ･･･   Ｔ.Ｔ 

と き 

 ・５月９日（金） 

・１９:３０～２１:００ 

 

ところ 

 コミセン大宝東 

（ウイングプラザ 3Ｆ） 

 

参 加 

 どなたでも参加は自由で

す。 

■当面の行事予定（地域・行政関係） 

日 付 曜 行         事 

５／５ 月 日吉神社例大祭（神輿渡業） 

５／１５ 木 全員協議会 

５／１７ 土 連合議員団ネットワーク会議 

５／２１ 水 金勝学区地域づくり委員会 

５／２６ 月 全国競馬労働組合結成 50 周年記念式典 

５／３０ 金 臨時議会（議長選出等） 

６／１ 日 ごみゼロ大作戦 

６／４ 水 議会運営委員会 

６／１１ 水 6 月定例会開会（～6/27） 

６／１８ 水 ６月定例会 個人質問 

６／１９ 木 ６月定例会 個人質問 

６／２０ 金 ６月定例会 個人質問 

６／２３ 月 ６月定例会 常任委員会 

６／２４ 火 ６月定例会 常任委員会 

６／２５ 水 ６月定例会 常任委員会 

６／２７ 金 ６月定例会 採決 

 

栗東西中学校の生徒数が、JR 栗東駅周辺を

中心に人口が急激に増加したことから、平成

19 年 3 月 7 日に栗東市学区編成審議会より

「平成 22 年度までに栗東西中学校を分離し

新設されたい」との答申を受け、市は、建設予

定地の選定等を進め、一旦は北中小路地先が最

有力候補地として決定していました。  

しかし、議会の文教福祉常任委員会から、候

補地選定基準や通学区域等の問題、分離・新設

に対する財政問題等から再考の意見があり、一

旦白紙とすることが決定しました。 

建設にあたっては、約３5 億円の事業です

が、国からの補助が７億程度しかなく、残りを

すべて市が借金で建てるという計画そのもの

に無理があったと考えます。 


