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厳寒の候　皆様におかれましてはご健勝にてお過ごしのこととお慶び申
し上げます。
　また、旧年中は大変なご支援とご指導を賜り、心より厚く御礼申し上
げます。
　さて、昨年は未曾有の大震災に日本中が震撼し、甚大な被害に何度
「夢であってくれ」と思った事かわかりません。亡くなられた尊い命の
ご冥福をお祈り申し上げますとともに、甚大な被害にも関わらず、発生
直後からの自衛隊や消防団、消防職員の皆さんの懸命な救命活動や休み
なく続けられている原発事故への対応には、日本人としての誇りを感じ
るとともに心からの感謝の気持ちでいっぱいです。

　あれから時間は過ぎ、早や10ヶ月が経ちますが、政府の対応もまずさはありますが、確実に復
旧復興、再生に向けて、動き出していますし、元気を取り戻しています。
　私もわずか４日間ではありましたが、昨年１０月に福島県の須賀川市といわき市に放射能汚染
の除染活動と新エネルギーの勉強を兼ねて、滋賀県の菜の花プロジェクトの皆さんとボランティ
ア活動に参加し、そのことを実感しました。
　これからも、私に出来る復興支援の活動は続けていかなくてはならないと思っています。
　一方、栗東市の問題です。昨年当初から財政の立て直しのためのプログラムとして、新集中改
革プランの検討を進めてきています。
　その中でも大きな事は、何と言っても栗東市土地開発公社の問題解決が栗東市の命運の鍵を
握っているともいえます。今年一年、このことに集中する事となると思いますが、何としてでも
やり遂げなければなりません。
　どうか市民の皆様には、深いご理解とご協力をいただければと思います。
　今年が、皆様にとって健康で幸多き年となります事をお祈り申し上げ年頭の挨拶といたします

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗東市議会議員
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９月
定例会

　
　上位法である地方税法が今年6月
30日に改正されたことに伴う当市の
条例改正であり脱税犯等に対する罰

則の強化、個人住民税における寄付
金控除の見直し、固定資産税等の負
担軽減措置の見直しが主なもので
す。
　その中でも、寄付金控除について
は、寄付金控除額の下限額がこれま
での5千円から2千円に引き下げら

れ、寄付控除の対象金額が増えまし
た。例えば、1年間に自治体や日本
赤十字社などの特定公益法人等へ寄
付した合計額から、2千円を差し引
いた金額が、所得税の控除対象とな
ります。また、住民税の税額控除も
受けられます。

補正予算18件・条例4件・決算認定12件・その他5件　

職員給与削減の可決をはじめすべて原案通り可決
POINT

1
税条例の一部
改正について

POINT

２
平成22年度

決算認定について

（1）財政収支状況（表1）
　平成23年度の収入と支出の実
質収支は、3億円程度でしたが、

これは前年度から2.2億円ほどの
繰越を得ているため、単年度の
収入は8千万程度の黒字となりま
した。なお、全体では財政調整
積立金への積立も含めると1.3億
円ほどの黒字決算でした。
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＜表1>　平成22年度財政収支＜表1>　平成22年度財政収支＜表1>　平成22年度財政収支
区分区分 決算金額

A 歳入（収入） 332億5600万
B 歳出（支出） 329億1400万
C 形式収支（AーB） 3億4200万

D 翌年に繰り越すべき財源
（繰越明許費）

4200万

E 実質収支（CーD） 3億0000万
F 前年度実績収支 222億1900万
G 単年度収支（EーF） 8000万
H 基金積立金 5000万
I 繰上償還額 0
J 財政調整基金取崩額 0
K 実質単年度収支（G+H+I+J） 1億3000万
※繰上償還額は、10万円単位を四捨五入しているため「0」
ですが実質は17万5千円あります。
※繰上償還額は、10万円単位を四捨五入しているため「0」
ですが実質は17万5千円あります。
※繰上償還額は、10万円単位を四捨五入しているため「0」
ですが実質は17万5千円あります。

＜表2>　地方債残高（借金残高）＜表2>　地方債残高（借金残高）＜表2>　地方債残高（借金残高）
区分 平成21年度末残高 平成22年度末残高
一般 384億3600万 374億9800万
特別 222億1600万 216億9200万
計 606億5200万 591億9000万

＜表3>　財政健全化指標＜表3>　財政健全化指標＜表3>　財政健全化指標
実質公債費比率 将来負担比率

平成19年度 13.3% 336.0%
平成20年度 15.6% 327.9%
平成21年度 17.5% 309.3%
平成22年度 19.6% 312.6%
※実質公債費比率とは、まち借金の返済額が市の財政に及
ぼす負担を表す指棟で、18％以上の団体は、地方債の発行
に際し許可が必要となります。さらに25％以上の団体は単
独事業に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、般公
共事業債についても制限されます。
※将来負担比率とは、自治体が将来支払う可能性がある負
債の一般会計に対する比率。350％以上で早期健全化団体と
なり財政破綻の一歩手前となる。

※実質公債費比率とは、まち借金の返済額が市の財政に及
ぼす負担を表す指棟で、18％以上の団体は、地方債の発行
に際し許可が必要となります。さらに25％以上の団体は単
独事業に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、般公
共事業債についても制限されます。
※将来負担比率とは、自治体が将来支払う可能性がある負
債の一般会計に対する比率。350％以上で早期健全化団体と
なり財政破綻の一歩手前となる。

※実質公債費比率とは、まち借金の返済額が市の財政に及
ぼす負担を表す指棟で、18％以上の団体は、地方債の発行
に際し許可が必要となります。さらに25％以上の団体は単
独事業に係る地方債が制限され、35％以上の団体は、般公
共事業債についても制限されます。
※将来負担比率とは、自治体が将来支払う可能性がある負
債の一般会計に対する比率。350％以上で早期健全化団体と
なり財政破綻の一歩手前となる。

＜表4>　財政健全化指標＜表4>　財政健全化指標＜表4>　財政健全化指標＜表4>　財政健全化指標＜表4>　財政健全化指標
平成22年度平成22年度 平成21年度

決算額 前年比 決算額
市民
税

個人 37億3300万 91.7 40億7000万市民
税 法人 11億6500万 98.4 11億8400万
固定資産税固定資産税 52億8800万 100.9 52億3900万
軽自動車税軽自動車税 1億900万 101.7 1億800万
市たばこ税市たばこ税 7億3700万 49.2 14億9600万
都市計画税都市計画税 5億8900万 101.5 5億8000万

計計 116億2100万 91.7 126億7700万

（2）地方債の縮減に努力（表2・3）
　栗東市の抱える地方債（借金）は、一般会計と特別
会計を合わせると、昨年より15億円ほど減少し、590
億円余になっています。
　昨年、新たな借金額は37億円、一方、借金の返済額
は52億円となりました。
　「財政再生団体」への転落を避けるため地方債の返
済を進めていますが、その分市の財政状況を表す「実
質公債費比率」は上昇傾向にあり、平成22年度始めに
18％を超えてしまい「起債許可団体」になってしまい
ました。

（3）税収の大幅な減少（表4）
　税収を見ると、長引く景気低迷により、市税収入が
昨年より、約10.5億円（8.3％）と大きく減少しまし
た。特にたばこ税の落ち込みは大きく、減収総額10.5
億円のうち7.6億円がたばこ税であり禁煙ブームやタ
スポなどの影響もあり、たばこ税に依存してきた栗東
市にとっては非常に厳しい状況です。

（4）市税・保険料等の滞納増問題（表5）
　昨年1年間の市税や保険料、使用料など本来市民が
支払わなければならないお金が支払われず、滞納と
なった金額が総額で13億円を超えており、前述の税収
の落ち込み分は十分まかなえるだけの金額となってい
ます。
　滞納するにはそれぞれ理由はあるのでしょうが、市
としても督促や差し押さえも含め徴収に努めています
が、依然として滞納額は減りません。
　そして、徴収努力が実を結ばず、結果的に徴収をあ
きらめざるを得なかった不能欠損額が1億円を超えま
した。経済状況が極めて悪い昨今ですが、生活保護費
の増額とともに、こういった税金等の滞納が大きな問
題になっています。 ＜表5>　平成22年度の税金等の滞納（現年分）＜表5>　平成22年度の税金等の滞納（現年分）＜表5>　平成22年度の税金等の滞納（現年分）

区分 不能欠損額 収入未済額
市税 5330万円 6億710万円

住宅使用料 70万円 280万円
幼稚園・保育園保育料 0円 1570万円
学校給食負担金 0円 1030万円
国民健康保険料 3540万円 4億9660万円

後期高齢者医療保険料 0円 200万円
介護保険料 610万円 3190万円
下水道使用料 540万円 4200万円

水道料 70万円 9260万円
その他 50万円 2900万円
合計 1億210万円 13億3000万円
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めの実施計画である「集中改革プラン」関連の11議
案が上程され審議しました。
　主なものでは、▼市民税、固定資産税の前納報奨
金の廃止、▼65～69歳の医療費助成の廃止（2割負
担→3割）、▼プール基金の廃止、▼事業系ごみ搬
入処理手数料の見直し、▼障がい者(児)・母子家庭
への福祉医療助成の縮小、▼歴史民族博物館の貸館
料金の見直し、▼敬老祝い金の見直し、などであ
り、当会派としては、厳しい財政状況を考えるとや
むを得ない部分もあるが、歳入確保の施策も同時に
行うべきであると進言し、賛成としました。

12月
定例会

損害賠償訴訟和解金3千万円補正・新集中改革プラン関連議案

条例14件・予算8件原案通り可決

POINT

1 栗東市の主要課題の現状

POINT

３
学童保育所問題

新集中改革プランから除外し議論

　当初は、新集中改革プランの中で、保育料の値上
げを含む見直しが提案されていた学童保育所の問題
は、大幅な値上げ額と、多くの人が望む4～6年生の
対応について、利用者との協議が不十分であるとし
て、議会が紛糾。結果として、集中改革プランのメ
ニューから外し、再度、保護者会との協議を進める
こととなりました。
　とは言っても、市の見直し案が訂正された訳では
なく、今後の行方を見守る必要がありますが、子育
て支援に関する施策は、市の重要課題として取り組
む必要があると提言しています。

新集中改革プラン関連の
条例等の一部改正

POINT

２

■新集中改革プランの進捗

　新集中改革プランについては、昨年の9月28日に
市当局からの議会説明会で素案が提案されて以降、
自治会連合会や関係団体への説明をはじめ、広報紙
やホームページなどでも公表。また、11月4日から
19日にかけて、小学校区ごとに「財政健全化市民説
明会」を行政主導で開催して、新集中改革プラン素
案の内容や市土地開発公社問題対策について直接市
民に説明し、ご意見やご質問を受けてきました。
　そして、１２月議会では関連する条例等の一部改
正案を議会として審議し、更には平成24年度予算確
定に向け、各常任委員会として、市民負担が大きく
影響する事項については、指摘事項を付け、丁寧な
対応をとるよう進言しています。
　さらに、市の財政健全化には土地開発公社の解散
による清算が重要な事項であり、そのことについて
も地元代議士等を通じて、当会派としても支援への
理解を求めています。

■まちづくり基本構想（後継プラン）の推進

　新幹線新駅計画跡地での後継プラン事業における
都市計画道路線（2路線）の用地取得は、約85％の
契約締結が完了し、部分的に工事を実施するととも
に、中央都市下水路（本流、支流）の工事も併せて
実施しています。現在、残りの用地取得をはじめ、
全体的な調整を図りながら、各種事業を進めていま
す。
　また、リチウムエナジージャパン社は、予定どお
り本年1月より本格稼動され、4月には製品出荷をさ
れる計画で進められています。
　更に、第2期用地については、現在、市土地開発公
社において順次造成工事を進めており、昨年11月30
日に株式会社リチウムエナジージャパン社と仮契約
の締結が整い予定通り工事も進んでいます。

■RD最終処分場問題の進捗

　平成23年11月14日に周辺7自治会と県において、一
次対策工事の実施にあたっての協定書および確認書

が締結されました。
　また、産廃特措法に伴う実施計画の策定にあた
り、法に基づき栗東市への意見照会が平成23年11月
22日にあり、国としても特措法の延長をほぼ確定し
ました。
　議会としては、周辺自治会と締結した協定書等の
遵守および周辺の安全対策等、一次工事への確実な
対応と、恒久対策としての2次工事の調査についても
住民意見を十分反映し実施するよう再度求めていき
ます。
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財政健全化に向けた栗東市の解決すべき課題

　2006年（平成18年）頃までの
栗東市は、豊かな税収を見越し、
積極的な公共事業の推進や近隣市
町もうらやむほどの充実した福祉
施策を借金に依存しながら展開。
借金の返済は税収増で返済可能と
判断していた。

　2005年、2007年には「住み良
さランキング全国1位」を獲得。
　2007年（平成19年）頃から
リーマンショック等による景気低
迷の影響や新幹線新駅中止による
用地の事業目的喪失による信用価
値の低下、また、たばこ税法の改
正による税収の激減などが重なり
一気に一般財源の確保が困難な状
況になった。
　対応策として、市民サービスの
大幅な見直しをはじめとした財政
再構築プログラム（財プロ）や更
なる財政再構築プログラム（更な
る財プロ）の実施。更には基金の
取崩し、臨時財政対策債の発行等
で当面の危機を回避してきたが、
土地開発公社の問題は金額的影響
が大きすぎる事から抜本的改革は
先送りしてきた。

　財プロ実施（2008年度～2010
年度）の3年間で28.4億円の収支
改善効果を生むも、前述の影響に
よる税収減が22億円にのぼり、
改善効果がほぼ打ち消しされる結
果となった。

　また、2010年度からの更なる
財プロの3.6億円程度の収支改善
効果も税収減を補えない状況にあ
る。

　栗東市土地開発公社（以後公
社）が保有していた新幹線新駅計
画用地が事業廃止により使用目的
を失った事で、資金繰りの見通し
が立たず、金融機関からの短期借
入利子が大幅（2％超）に上昇し
金利負担が増大。
　公社の借金返済のために年度越
えの一時借入金（オーバーナイ
ト）による資金調達が平成22年
度末で35億円あり、厳しい資金
繰りが、毎年、年度末に発生して
いる状況にあり、このままでは金
融機関からの融資ストップも考え
られる。
　実際、公社の保有している土地
の簿価は現在172億円ほどである
が、実際の地価は48億円程度で
あり差額の124億円は実体のない
借金だけとなっている。

　公社の資金繰りの状況によって
は、公社の債務保証をしている栗
東市に借金の返済が求められる。
　しかし、栗東市も財政が悪化し
ている中肩代わりの弁済はできな
いため、新たに栗東市が金融機関
から融資を受けなければならない
が、融資を拒否された場合、単年

度で大幅な赤字を発生する事とな
る。
　結果として、実質財政比率（現
在19.6％＝すでに起債許可団体に
指定されている）が財政再生基準
（25％）以上となり、財政再生
団体に転落する可能性が高い。

　第2の夕張市にならないために
は、▼新集中改革プランの着実な
実行、▼公社の抜本的解決を図る
ため公社の解散を前提とした「第
三セクター等改革推進債（三セク
債：時限平成25年まで）」の活
用等が必要となっている。
　三セク債の発行で見込める効果
は、▼不安定な資金繰りからの脱
却による計画的な借金の返済が可
能、▼金融機関の信用維持による
金利の水準回帰、▼国からの特別
交付税の交付、などがある。
　一方では、「新たな借金による
借金の返済」であり、返済期間の
長期化も求められる事から、若い
世代への負担増を市民に理解して
もらえるのか。英断的措置である
ため新たな財政需要や災害等への
対応など想定外の財政支出が発生
する可能性があり、その対応も念
頭に置く必要がある。

　いずれにしても市民に負担をお
願いしながらの財政再建であり、
その取組みのプロセスを包み隠さ
ず公開していく事が重要だと考え
ます。
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●転換期の栗東市（2007年～）

●好調期の栗東市（～2006年）

●税収減による財政危機

●栗東市土地開発公社の
経営不安による財政危機

●公社の借金の肩代わりは栗
東市 → 財政再生団体に転落?

●解決すべき課題と問題点

●財政再建の取組みの透明化


