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　さくら咲く、1年で一番
心地よい季節となりました。
平素は、私の議員活動に深
いご理解とご支援を賜りま
すこと、心から感謝申し上
げます。 
　 

　今年も新たな年度がスター
トし、学校関係ではピッカ
ピッカの1年生や会社では
新社会人としてスタートす
る方々が真新しい制服やビ

ジネススーツに身を包み、生き生きとして歩いているの
を見ると、こちらも元気になります。 
　栗東市も、市民の皆さんへの様々なサービスや施設の
改修や新設などに使う新年度の予算（404億円）を可決
しましたが、この予算が市民の皆さんの元気につながる
ようしっかりと活用していかなければと思います。 
　　 

　新年度といえば、私も2月中頃から運動不足解消と、ダ
イエットのために近くのジムに通いだし、ほぼ１ヶ月が
経過しました。 
　ジムに行くと、顔見知りの皆さんも多くおられ、体調
管理について、「継続が重要だぞ！」と皆さんがおっ
しゃってくださいますので、頑張って続けていきたいと思
います。 
　 

　また、議会では、これまで長年、商工・土木・上下水
道等を所管する環境建設常任委員会に所属していました
が、新年度からは福祉・教育・文化等を所管する「文教
福祉常任委員会」に所属する予定です。 
　新たな委員会でも全力で頑張りますので、今後ともご
指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 
　　　　　　　　　　栗東市議会議員 
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２０１７年１月～３月　主な行動
１月１日 元旦祭・元朝祭
１月５日 商工会年賀会・人権研修会
１月７日 県教組旗開き
１月８日 消防出初式・成人式
１月９日 川端達夫衆議院副議長年賀会
１月１０日 全国競馬労働組合旗開き・議会広報特別委員会
１月１１日 議会防災視察受け入れ
１月１８日 会派代表者会議・議会説明会・全員協議会
１月２０日 滋賀県市議会議長会議員研修
１月２１日 市民の要望を語る会・栗東魅力発信講座
１月２４日 旧ＲD産廃処分場視察
１月２６日 議会広報編集特別委員会行政視察（～27日）
１月２９日 民進党滋賀県連第３区新春のつどい
２月１日 湖南広域行政協議会研修
２月２日 全員協議会
２月６日 会派代表者会議
２月１０日 平成２９年予算説明会・湖南市議会議長会会議
２月１１日 栗東魅力発信講座
２月１３日 全員協議会・議会説明会
２月１５日 都市計画審議会・栗東市政懇談会
２月１８日 平成28年度上砥山営農組合総会
２月２０日 議会運営委員会
２月２１日 平成29年度予算説明会
２月２２日 平成29年度予算説明会
２月２５日 JR草津線SHINOBI TRAIN運行記念式典
２月２７日 ３月定例会開会（～３月２３日）
３月１日 県立国際情報高校卒業式
３月６日 議会広報編集特別委員会
３月１４日 栗東市内３中学校卒業式
３月１７日 栗東市内９小学校卒業式
３月１９日 災害時リハーサルウォーク
３月２１日 植松勉氏講演会
３月２２日 栗東市立幼保園卒園式
３月２３日 ３月定例会閉会・議会説明会・全員協議会
３月２４日 ファブリーダム改修委員会
３月２６日 民進党滋賀県連定期大会
３月２７日 春を呼ぶ！政策討論会
３月２９日 金勝川水系土地改良区総代会

ご挨拶

●平成29年度の市内24の公共施設の電力を、7,700万円で契約！　 
　平成29年度の市庁舎や幼保園および小中学校を含む24の施設の電力を、「丸紅新電力株式会社」
と契約。電力の自由化により平成27年度から入札により電力を購入していますが、当時と比較し、
約2,000万円の減額となっています。ちなみに、１kw（月）あたりの基本料単価は、関西電力で
1,733円、同社入札後単価は508円、電力量料金単価は、１kwhあたり、関西電力で16.7円、同社
入札後単価で16.3円となっています。 

  田村隆光（59）
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　財政の健全化に取り組んでいる栗東市。 
　これまで取り組んでいる（新）集中改革プラン
の効果を持続させながら、社会経済情勢の変化等
に伴う行政サービスの提供を両立させる予算編成
として、平成29年度の一般会計予算規模は、235
億2700万円となり、前年度当初予算と比較する
と約12億円（4.9％）の減額となりました。 
　主な理由としては、当初は平成29年度に予定し
ていた学校給食 センター建設や防災センター建
設など大規模な建設事業予算が平成28年度に前
倒しできたことから、その分が減額となったこと
によるものです。  
　 
◆税収は2.８億円（2.2%）増◆ 

　 
　市税収入は、たばこ税は減収傾向にありますが、
法人税、固定資産税は増加傾向にあり、全体で2
億8100万円増となりました。 
　 
◆地方交付税 2.９億円を計上◆ 

　栗東市は、昔、財政が豊かで1983年から27年
連続で国からの交付金に依存しなくても自治体経
営のできる「不交付団体」でした。 
　しかし、過去に大型公共施設への投資などで多
額の負債を抱え、景気の低迷もあり2008年以降、
急速に税収が落ち込み、2010年からは国からの
普通交付税をもらう「交付団体」となりました。 

　 

　その後、新幹線新駅建設中止等も重なり、財政
は逼迫し、財政再建の取り組みを進め、ようやく
トンネルの向こうに出口が見えかけてはいますが
平成29年度も「交付団体」であるとの見込みか
ら国からの普通交付税を1.2億円、特別交付税を
1.7億円をもらえると見込み計上しました。 

　 

◆主な事業予算◆ 

●子育て・母子福祉関連予算 

　 

  

　 
　 
●高齢者福祉関連予算

　 
　栗東市議会では、議会改革の一環として、今３月定例会から、予算審査の方法
をこれまでの３常任委員会（総務・環境建設・文教福祉）の所管内の事業ごとの
審査から、所管の壁を無くし、全議員による全予算審査方式に切り替えました。 
　これにより、全議員がまちの全予算を横断的に見ることができるようになりま
した。 

一般会計予算概要 

前年比4.9%（12億円）減 

※国から地方交付税の交付を受けないで、財政運営を行う
地方自治体の不交付団体は前年度の60団体から77団体へと
増えました。しかし、内訳は都道府県では東京都1団体のみ。
残り76団体はすべて市町村で、全国1718市町村のうち、わ
ずか4.4％にとどまっています。

地域子育て支援センター運営経費 5499万円
学童保育所増築・空調設備更新 1億6037万円
子ども発達支援事業 1786万円
妊婦結構診査等事業 9612万円
乳幼児健康診査事業 2360万円
乳幼児福祉医療費助成事業 1億8596万円
こんにちは赤ちゃん訪問事業 1664万円
児童扶養手当支給事業 2億8152万円
ひとり親家庭等福祉医療費助成 6625万円

老人クラブ補助 284万円
後期高齢者医療保健事業 3億9767万円
後期高齢者医療特別会計 5億5962万円
介護保険特別会計 36億2901万円

特別会計予算概要 

前年比1.2%（2億円）減 
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●保育・教育関連予算  

  

 
●健康維持管理関連予算 

　 

●障害者福祉関連予算 

●生活環境関連予算 

　 

●防災・防犯関連予算 
 

　 

●地域コニュニティー関連予算 

　 

●水道・公共下水関連予算 

 

　 

●バス・バリアフリー関連予算 

　 

●土木関連予算 

　 
●体育関連予算 

●農業・商業関連予算 

　 

●文化芸術関連予算 
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下鈎出庭線（２工区）・集落間道路 4億5584万円
大門野尻線整備 9671万円
国8バイパス用地取得費 7億6984万円
市道新設改良事業 2億8859万円
橋梁定期点検費 4620万円

保育園管理運営経費 12億9092万円
幼稚園管理運営経費 2億8796万円
教育施設改修事業 3億3253万円
学習支援センター管理運営経費 4654万円
教育施設改修事業 3億3253万円
学習支援センター管理運営経費 4654万円
小中学校管理運営経費 2億5212万円
いじめ防止対策事業 341万円
コンピューター教育推進事業 3808万円
英語市道助手派遣事業 1476万円
学校給食共同調理場管理運営経費 3億8629万円

生活保護事業 ６億0785万円
国民健康保険特別会計 60億0219万円
生活困窮者自立支援事業 2253万円
なごやかセンター管理運営経費 2565万円
済生会病院整備補助 1億0993万円
予防接種事業 2億5081万円
健康増進事業 6741万円

心身障害者(児)福祉医療費助成 9413万円
地域生活支援事業 8997万円
障害者自立支援事業 8億3055万円

社会体育施設管理運営経費 5817万円
体育協会活動補助 4617万円

さきら管理運営経費 2億0531万円
歴史民俗博物館管理運営経費 3248万円
文化財保護事業 671万円
埋蔵文化財発掘調査事業 421万円

一般廃棄物等処理委託事業 5億3622万円
最終処分場維持管理経費 1118万円
環境センター管理運営経費 3億3135万円

消防団活動推進経費 3301万円
防災・水防活動推進事業 5801万円
湖南広域行政組合（消防）負担金 6億5456万円

自治会長配置費用 2647万円
自治会活動交付金 3353万円
地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ管理運営経費 1億2435万円

バス路線対策事業 5309万円
栗東駅西口エレベーター設置 2億3436万円
庁内電算運用等事業 2億1493万円

水道事業会計 22億0769万円
公共下水道事業会計 34億8071万円
地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ管理運営経費 1億2435万円

新規就農総合支援事業 605万円
有害鳥獣防除事業 522万円
土地改良事業（一の井堰改修設計委託） 2224万円
商工団体育成事業 3463万円
商工会館バリアフリー化 4804万円
シルバー人材センター補助 1618万円

●起債（借金）残高の推移は、平成25年度の土地開発
公社解散のための「第３セクター等改革推進債」発行や
平成28年度の国の補正予算計上による大型建設事業の
前倒し実施といった特殊要因による増加を除くと、通年
ベースではプライマリーバランス（※）の黒字は、平成
29年度においても継続しており、起債現在高の減少に
つながっています。 
※プライマリーバランス（基礎的財政収支）とは・・・市債
の元金償還を除く歳出が、市債の借り入れを除いた歳入で賄
えているかどうかを見るものであり、言い換えると、市債の
元金返済額が市債の借入額を上回ることにより借金の残高が
減少しているかどうかを見ることができるものです。
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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 

6月12日（月） 定例会開会

6月19日（月） 
～21日（水）

個人質問

　22日（木） 
～23日（金）

予算 
常任委員会

26日（月） 
～27日（火）

常任委員会

30日（金） 定例会採決

北中小路におけるまちづくりに関する請願 
審議未了で「継続審査」に！

５月30日（火） 
９:30～　栗東市役所

平成28年度 議員報酬等の報告

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

議長・副議長および常任委員会
等の改選についての議会です。

　栗東市内の北中小路地区における
将来的なまちづくりについて、同地
区で構成するまちづくり委員会から、
現在、同地区で農業振興地域に指定
されている約19haの土地を将来的に
商業施設として開発するために都市
計画の変更を求める請願が出されま
した。 
　同請願では、この地域を商業施設
として開発することで、市内の経済
や雇用に寄与する可能性があること
から、①都市計画の見直し、②同計
画の見直しを可能とする市の方針の
明示、③農林部門との協議調整、を
求めています。 

◆環境建設常任委員会での審査結果 

　委員から「委員会のまちづくりの
思いは評価するが、市の農業全体を

考えたときのバランスの問題や、企
業誘致における経済効果、交通状況
の調査等の客観的なデータが不足して
おり、継続審査すべきである」との
動議が出され、採決の結果、全会一
致で「継続審査」することとなりま
した。これにより、6月定例会までに
引き続き審査することとなりました。

▲商業施設のイメージ図

【議員報酬】 

　平成28年度の議員報酬について、確
定申告を完了しましたので報告いたし
ます。 
　今年度は、昨年６月から副議長を拝
命したこともあり、議員報酬を昨年よ
り、年間約55万円ほど多くいただきま
した。 
（内訳） 
　　①報酬　　4,053,580円（月額分計） 
　　　　　　　1,354,200円（期末手当） 
　　②その他　  　16,200円（3回分） 
              （内訳） ・都市計画審議会委員報酬 
　　　　　　　　　・表彰審議会委員報酬 

【政務活動費】 

　政務活動費は、市議会レポートの2
回分（全4回発行）の印刷代と郵送代
として、計約17万円、および会派研修
費として4万円を使用させていただき
ました。 
　詳細は、市のホームページにも掲載
されています。 

＊政務活動費 
　・一人年間24万円・残額は返還 
　・要領収書、立替払い方式 

　今年も議会が議場を飛び
出して市内の４ヶ所のコミ
センで３月定例会の報告を
させていただきます。ぜひ、
ご参加ください。 

　5月27日（土） 
　　・19:30～ 
　　・コミセン葉山 
　　・コミセン大宝西 
　 

　5月28日（日） 
　　・19:30～ 
　　・コミセン治田東 
　　・コミセン金勝


