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　紅葉の美しい季節になり
ましたが、一気に寒さも増
し、冬へ突入か？と思わせ
るほど秋の短さを感じてい
ますが、皆様におかれまし
ては、ご健勝のこととお慶
申し上げます。 
　 

　さて、ようやく市議会レ
ポート53号ができました。
10月は月初めから行事が

目白押しで、編集に入ったのが11月でしたので、発行
がすっかり遅くなってしまいました。 
　 

　栗東市は平成27年度の決算も議会の認定を受け、い
よいよ平成29年度の予算編成に入る時期となり、先日、
「平成29年度栗東市予算編成方針」も発表されました。
昨年、法人市民税が4億円ほど減収となりましたが、今
年度も現時点では改善の兆しはなく、当然予算編成に
も影響します。来年度は、給食センターやJR栗東駅西
口エレベーターなど大型の建設事業が予定されていま
すので、厳しい財政状況が予測されます。 
　とはいえ、市民サービスの低下は避けなければなり
ませんので、知恵と工夫で解決にあたっていきたいと
思います。 
　 

　これから日毎に、日の短さを実感し、寒さも増して
まいりますが、皆様にはどうかご自愛いただき、深ま
る秋と迎える師走をお迎えください。 
　今後ともよろしくお願い申し上げます。 
　 

　　　　　　　　　栗東市議会議員 
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２０１６年８月～10月　主な活動
8月2日 議会改革推進部会・中長期財政見通し説明会
8月3日 連合滋賀制度政策討論集会
8月4日 湖南地区市議会議長会研修（和歌山）
8月7日 栗東演劇祭
8月8日 上砥山営農組合かぼちゃ焼酎用材料カット
8月9日 守山・栗東広域行政協議会・議会改革特別委員会
8月10日 栗東市表彰審査会
8月12日 会派代表者会議・議会説明会・全員協議会
8月15日 富士山登山登頂
8月18日 JRA日本中央競馬会要望活動
8月19日 議会広報編集特別委員会・正副委員長合同会議
8月20日 赤坂自治会納涼祭
8月26日 会派研修（～28日）富山
8月31日 栗東市都市計画審議会・議案勉強会
9月3日 栗東市戦没者追悼式・上砥山田楽踊り
9月5日 定例会開会（～27日）
9月12日 議会広報編集特別委員会
9月14日 議会防災訓練&救急救命訓練
9月17日 ニューハイツ自治会敬老会
9月24日 金勝小学校運動会
9月25日 上砥山敬老会
9月27日 議会運営委員会・議会説明会
9月28日 議会改革特別委員会
10月1日 金勝第１幼児園運動会
10月2日 御園自治連運動会
10月6日 金勝第２保育園運動会
10月8日 なごやか祭り
10月9日 湖南市長選挙当選祝い
10月11日 議会広報編集特別委員会
10月16日 野洲市長選挙出発式
10月17日 栗東３河川県要望・農業委員会説明会
10月18日 部落解放研究第５０回全国集会（～20にち）
10月23日 金勝ふれあい広場・野洲市長選挙当選祝い
10月25日 国道バイパス整備促進特別委員会
10月27日 自治体の防災・減災マネジメント研修
10月29日 「治療的乗馬」研究会in関西
11月1日 議会改革推進部会
11月5日 金小まつり

ご挨拶

■2017年3月定例会より「予算審査」を全議員対象の常任委員会を設置し実施に！ 
　栗東市議会では、議案審査は「委員会制」を取っているため、自分の所属する委員会が所管する議案以
外については、審査することができません。 
　しかし、議会改革特別委員会の中で、予算・決算の審査については、全議員が所属委員会に関係なく審
査することで、認識の共有化と審査の深堀が可能となるとの考えから、見直しの検討を進めてきました。 
　結果、来年の３月の定例会から議会日程を延長し、まずは、「予算」について全員で審査することが決
定。そのため、３月定例会が２月後半から開催されることになります。 
　引き続き、決算についても同様に審査できるよう現在、協議しており、早ければ９月定例会から、決算
についても一括審査できるようになります。

  田村隆光（59）
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２７年度決算など２４件の議案を審査・すべて原案通り承認・可決！　
 　● 財政の健全化：将来負担比率は186.1％で昨年度より20.8ポイント改善 

　 
　● 市税・国保税の滞納１２.８億円　不納欠損は１.３５億円に・・・

●● 財政全体●● 

◆全体収支 
　 
　一般会計及び各特別会計の決算状況は、公営企
業会計（上下水道）を除き、収入（歳入）総額は
約338億7000万円、支出（歳出）総額は330億700
万円となり、前年度と比べ、歳入で5.3％の増、
歳出で5.4％の増となり、歳入歳出差し引き額は、
約8億6000円で、翌年度繰越額5000万円を差し
引いた実質収支額は、8億1300円ほどの黒字とな
りました。 
　また、まちの財政力を表す財政力指数は、0.6%
上昇し、93.1%に改善しました。 
　 
◆地方債（市の借金） 
　 
　平成27年度の新たな借金が約20億9,300万円、
元金償還（借金返済）合計額は、約34億円とな
り、当市の地方債の現在高合計は、472億3,086
万6千円で、前年度に比べ約13億1600万円の減少
となりました。 
　結果、実質公債費比率（財源における借金の割
合：18%以上は国の許可が必要）は、前年度より
0.1％改善し、17.3％となりました。 

◆収入未済額と不納欠損額 
　 
　いわゆる「滞納」などの収入未済額は、一般会
計では約7億2500万円で、前年度より1億6300万
円増加しています。収入率では96.7％となり、前
年度より0.7ポイント悪化しています。 
　特別会計でも、国民健康保険税が約5億2900万
円、介護保険等その他で約2,700万円、合計約5
億5600万円となり、一般会計・特別会計を合わ
せると、約12億8000万円の収入未済額が生じて
います。 
　また、徴収を諦めた額である不納欠損額におい
ては、一般会計で市税等の約7400万円、特別会
計で6100万円、合わせて総額1億3500万円とな
り、前年度より1750万円ほどの増額となってい
ます。 

◆基金 
　 
　当市の基金は、栗東市土地開発基金、財政調整
基金、東海道新幹線（仮称）びわこ栗東駅建設等
整備基金、ふるさとりっとう応援基金など11の
基金がありますが、27年度は約4億円の積み立て
を実施し、年度末残高は50億3,680万5千円とな
りました。 

●● 一般会計●● 

◆市税収入（歳入） 
　 
　収入総額の53.4% を占める平成27年度の市税
収入は、法人税が4億2000万円（25.2%）ほどの
減収となり、同じく固定資産税も2億2000万円
（3.9%）と減収。併せてたばこ税・都市計画税
も減収となったことから全体で、昨年より決算ベー
スで6億円ほどの減収（-4.7%）なりました。 
　法人税の落ち込みの主な要因としては、法人税
の税率改正が大きく、また、開発研究費や設備投
資に伴う利益減少によるものと考えられます。 

◆市税外収入（歳入） 
　 
　市税以外の収入では、地方消費税交付金や国庫
支出金、県支出金、さらには住民票、戸籍発行等
の手数料や給食費や保育料等がありますが、全体
では前年より、約15億円（66.8%）の増となりま
した。 
　主な要因としては、2014年の消費税率引き上
げに伴い、地方消費税交付金の交付率の引き上げ
等による影響（約4億7000万円）がありました。 

◆支出（歳出） 
　 
　栗東市の支出（歳出）は、議会費から公債費ま
で12の費目で処理されていますが、全体では、
予算額238億に対し、227億3000万円の支出とな
りました。 
　12の費目のうち、主なものは、「土木費」は
前年比20.9%増で、街路、公園、下水道等の整備、
区画整理等に要する経費である都市計画費が約
27%の増となり全体で20.9%の増でした。 
　また、支出を判断する場合、支出の性質から見
た判断がありますが、まず、「義務的経費」と呼
ばれる職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶
助費及び地方債（市の借金）の元利償還金（公債
費）などが、当市の場合、前年度より0.4%低く
はなりましたが、52.6%と収入の半分を占めてい
ます。 
　また、道路や橋、公園、学校、公営住宅の建設
など将来に残る社会資本の整備等に要する経費と
言われる「投資的経費」は、9.5%。そして、職
員旅費や備品購入費、委託料などの物件費と呼ば
れるその他の経費が37.9%でした。 
　財政が硬直化する原因が、この義務的経費の増
加であり、これが増えると、自由に使える財源が
少なくなり、サービスの低下につながります。 
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　１０月２０日、名古屋市のNHK名古屋放送ビルセンター
において、「自治体の防災・減災マネジメントと議会・議員
の役割」についての講座
に個人で参加。 

　講師は、跡見学園女子大の教授で元板橋区危機管理担当部長の「鍵屋 一」さん
で、自治体の職員として経験した防災対応について、板橋区の全中学生に心肺蘇
生法を学ばせる制度を作ったことの重要性や、議会議員の災害時のあるべき姿を
教えていただきました。また、講座中盤からは、全国から参加した17名の議員の
皆さんと「ワールドカフェ」方式による課題解決の手法を学び、災害発生時にお
ける自治体と議員との立ち位置等について学ばせていただきました。

●● 特別会計 ●● 

　当市の特別会計は、国民健康保険特別会計を含
め８つの特別会計がありますが、主なものを報告
します。 

◆国民健康保険特別会計 

　当市の国民健康保険の加入世帯数は、7,202世
帯、被保険者数は12,447人で、当市の全人口の
18.4%となっています。 
　国保会計の財源は、本人からの保険料（税）と
国、都道府県および市町村の負担金からなってい
ますが、平成27年度の当市の予算は、約60億7800
万円であり、対前年比12%増となっており、支出
は59億7000万円ほどになっています。　 
　その内の約3億8000万円を当市の一般会計から
の繰り入れで賄っています。 
　決算状況は、2億3400万円ほど次年度繰越とな
りましたが、前述した通り滞納分として5億2900
万円、不納欠損額が5300万円ほどに上っている
状況です。 

◆介護保険特別会計 

　当市の人口に占める高齢者人口の比率は、17.9%
と他市に比べ比較的若いまちですが、確実に高齢
化は進んでおり、昨年、要介護（要支援）の認定
を受けた高齢者等は、平成27年度末で1,806人（前
年度1,747人）であり、その内介護サービス利用
者は1,636人（前年度1,549人）となっています。 
　決算状況は、介護保険料全体の収入合計は、31
億1700万円に対し、30億4700万円と約7000万円
の黒字となりましたが、収入未済額も2300万円
ほど発生しています。 

【主張】自主財源の根幹をなす市税等の財源の確
保について、依然として高額な不納欠損処理や滞
納が多く発生していることについて、税の公平負
担の確保と滞納原因の究明と早急な対応により、
滞納の縮小に努め、財源の確保に努めるよう進言
しました。

　 
　第８回生活保護問題議員研修会・「貧困の連鎖を断ち切るために富山で生
活保護を考える」が８月２６日（金）・２７日（土）の両日にわたり開催さ
れ、栗東市民ネットワークのメンバーで参加しました。２日間の研修の全体
会では３つの講演と６つの分科会、そして３つの基調報告など充実した研修

でした。　 
　主な内容は、▼藤田孝典（ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理
事）さんは「生活保護基準相当で暮らす高齢者及びその恐れ
がある高齢者が全国で700万人おり、現状の若者の非正規雇用
の増加が下流老人に直結する」と解説。また、▼中塚久美子
さんは、朝日新聞大阪本社の記者として、生活困窮問題を主に
取材した結果から「子どもの貧困対策法で大綱には貧困率の
削減目標がない。保育、医療が触れられてなく問題であり、自
治体での実態調査が必要」と力説。そして、▼田川英信（世田
谷区職員）さんは、「貧困と学力には相関関係がある。貧困
の連鎖を避けるために、学習を支援し、学力を向上させると
ともに自己肯定感持てるようにすることが重要」と解説。▼
高端正幸（埼玉大学准教授）さんは、「弱者の救済ではなく
弱者を生まない社会を作るために自治体の役割が重要である」と説かれました。

　　▲全国からの参加者で定員いっぱいの研修会でした。

生活保護問題と 
子どもの貧困を考える

自治体の防災・減災マネジメントと 
議員の役割

▲実践から得たノウハウを非常にわ
かりやすく教えていただきました。
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　昨今、国内において、シカ、イノシシ等による獣害は、生態系や農林業等
に深刻な被害を及ぼしていますが、私の住む金勝地域は、市内でもシカ、イ
ノシシ等の被害が一番多いところでもあります。 
　そんなこともあり、地元の議員で「ジビエカレー」を作り、獣害の実態を
知ってもらおうか？との話になり、過
日開催された金勝ふれあい広場で、地
元の市議会議員三人で手作りのカレー
を販売。前日から何時間も煮込んだイ
ノシシのカレーは、いい味に仕上がり
「初めて食べたけど臭み無く旨い」と
多くの方から評価をいただき見事完売。
でも、残念ながらカレー作りと販売に
没頭しすぎ、獣害に関する周知はでき
ませんでした。反省！

市政に関する様々な疑問、 
要望等お気軽にご相談ください。

ホームページもご覧ください 
WEB：http://t-tamura.jp 
mail：22@t-tamura.jp 

平成２８年11月27日（日） 
　13:15～15:30 
栗東市役所４階議場 
　小学６年生18名

12月5日（月） 定例会開会

　12日（月） 
～14日（水）

個人質問

　15日（木） 
～19日（月）

常任委員会

　22日（木） 定例会採決

栗東市議会の政務活動費は 
大丈夫か？ 

　昨今、国会議員の白紙領収書問題や地方議員の政務活動費の私的流用や不
正な領収書の取り扱いなどが問題となり、全国で議員の釈明会見や辞任など
が相次いでおり、富山市議会においては12人（定数40）がこの政務活動費
の不正使用等で辞任に追い込まれるなど、全国の議会議員の信用はズタズタ
です。 
　では、栗東市議会の政務活動費はどう使われているのでしょうか。 
　栗東市も全国の地方議会と同じように議員報酬とは別に議員一人につき月
額2万円、年額上限24万円（草津市36万円・守山市25万円・野洲市24万
円）の使用が一定の規定のもと認められています。ただし、自治体の規模に
よりその金額は大きく違い、富山市の場合、一人当たり年間180万円以上と
なっています。 
　栗東市の場合、この金額は報酬と一緒に支給されるのではなく、議員活動
として使った経費（旅費・通信費・印刷費・資料購入費・事務用品購入費・
研修会等の会費など）について、領収書の現物を添付（研修等の経費として
使用したのであれば報告書の添付も必要）し、事務局の審査の上、支給され、
一応上限（年間24万円）まで使用できますが、使用残があればそれは市に
返還されることになっています。 
　したがって、問題となっている地方議会のように、政務活動費の「先渡し」
や「領収書はコピーでも可」ということはありませんし、使途についても、
条例や申し合わせ事項にしっかりと規定しています。 
　また、事務用備品としてパソコンやデジタルカメラ等の購入も認められて
はいますが、価格の全額が対象とはならず、その議員の残任期間等に応じた
算定により、政務活動費の使用範囲が決定されます。 
　ちなみに、私の場合は、自分のホームページに平成15年分から毎年、使
用内容等については公開しておりますし、市の市議会ホームページにも会派
の支出状況は公開していますので、一度ご覧ください。 

・田村HPアドレス（http://t-tamura.jp/index.php?政務活動費） 
・栗東市HPアドレス 
（http://www.city.ritto.shiga.jp/shigikai/seimukatudouhi/index.html）

平成28年11月23日（水） 
〔場　所〕野洲川運動公園　 
〔受　付〕8:00～ 
〔開会式〕9:00～ 
〔開　始〕9:30～ 

★ゲストに、リオ 
パラリンピック日 
本代表の近藤寛子選手が来られ
ます。

10/23 金勝ふれあい広場 
地元議員でイノシシカレーを販売！

▲写真左が、谷口議員、中央が私、右が
三木議員です。


