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　天高く馬肥ゆる秋、皆様に
は、ますますご健勝にてお過
ごしのこととお慶び申し上げ
ます。平素は、一方ならぬお
力添えにあずかり、誠にあり
がとうございます。 

　さて、１年の時の流れは早
く、もう１年の３／４が過ぎ、
秋本番へと向かっています。 
　本市の９月定例会も９月29
日に無事終了し、いよいよ新

年度予算の編成が本格的になってまいりますが、そんな
中、急な衆議院の解散となり、僅か１ヶ月も満たない中
での選挙戦に戸惑いもありますが、多くの課題のある国
内情勢でもありますので、しっかりと対峙していかなけ
ればなりません。 
　とは言いつつも、政局は混迷を極め、また、昨今の議
員や国会に対する疑惑や不信感は、払拭されないままで
すし、野党も合流問題で混乱していますので、有権者に
とっては、誰を、どの政党を、そしてどの政策を・・・
と日本の未来を託す選択選挙に戸惑いも多いことではな
いかと思います。。 
　また、昨年の参議院選挙より１８歳以上の若い人たち
も有権者となりましたので、その声もしっかりと拾い上
げ、政策に活かしていただきたいと思います。 
　私は、まだまだ大くの課題はありますが、この選挙を
機に「命の尊厳が守られ、平和で皆で分かち合える社会」
が実現できる国になってくれることを願っています。 
　皆様の大切な１票を、無駄にすることなく投票に行っ
ていただければと思います。 
　季節の変わり目です。どうか皆様には、ご自愛いただ
き深まる秋を堪能いただければと思います。 
　最後になりますが、今後もご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。 
　　　　　　　　　　　　　　栗東市議会議員 
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２０１７年7月～9月　主な活動
7月4日 議会改革特別委員会
7月6日 民進党駅頭行動（栗東駅）
7月8日 中学生広場（さきら）
7月11日 国会視察（議事堂・副議長室他）
7月13日 議会改革推進部会・国県要望協議
7月14日 フォレストアドベンチャー安全祈願祭
7月16日 早朝ふれあいウォーキング
7月21日 連合滋賀政策制度要求討論集会
7月24日 議会説明会～文教福祉常任委員会
7月25日 栗東市給食センター起工式
7月26日 栗東市内小中学校図書館視察（６校）
7月27日 ファブリーダム改修委員会
7月28日 琵琶湖の石鹸運動40周年記念集会
7月31日 議会改革特別委員会
8月9日 中長期財政見通し説明会・議会改革推進部会

8月17日 議会説明会～全員協議会議会改革特別委員会
8月18日 栗東市都市計画審議会
8月22日 民生委員制度創設100周年記念式典
8月24日 栗東市内小中学校図書館視察（６校）
8月26日 栗東市青少年育成大会
8月27日 栗東市防災訓練（治田東学区）
8月29日 会派代表者会議
8月30日 9月定例会議案勉強会(会派） 
9月1日 議会防災訓練（中消防署）
9月2日 平和記念栗東市戦没者追悼式
9月4日 9月定例会開会・決算特別委員会議会改革特別委員会
9月5日 民進党駅頭行動（栗東駅）
9月11日 9月定例会 個人質問旧RD連絡協議会（コミセン治田東）
9月12日 9月定例会 個人質問
9月14日 予算常任委員会
9月15日 予算常任委員会
9月19日 議会改革特別委員会
9月21日 決算特別委員会（文福関連）
9月22日 決算特別委員会（環建関連）
9月23日 金勝小学校運動会あかそふ裕美後援会事務所開き
9月24日 上砥山敬老会
9月25日 決算特別委員会（総務関連）
9月26日 決算特別委員会（まとめ）
9月29日 9月定例会採決
10月1日 オレンジ・リングフェスタ

ご挨拶

● 入学準備金の支給が、入学後の８月支給から、入学前の２月支給に！　 
　 

　これまで栗東市では、経済的に苦しい家庭の子どもが小学校や中学校に入学する際、ランドセルなどの
通学用品を買うために支給される「新入学準備金」を、入学後の８月頃に支給していましたが、文科省か
らの通達もあり、ランドセルなどを購入する費用は入学前に必要なため、入学前の２月には支給できるよ
う今議会に補正予算を提出し、可決しました。来年から適用となります。 
　更に、支給額も、これまで小学校入学で「20,470円」だったものを、「40,600円」に、中学校入学で
「23,550円」だったものを「47,400円」に増額し支給することとしました。

  田村隆光（59）
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【財政収支状況】 
　　 
　平成28年度の決算は、歳入歳出差引残額は、6
億1,687万円余りとなり、このうち翌年度へ繰越
すべき財源が1億5,516万円あるので、これを差引
いた実質収支は、4億6,171万円となりました。 
「実質収支」とは、自治体の財政運営の良否を判
断する重要なポイントであり、一般的に黒字・赤
字はこの「実質収支」のことを指しますので、栗
東市の財政収支は黒字決算と言えます。 
　しかし、この実質収支の中身は、前年度から4
億7,333万円の繰越と、財政調整積立金に2,058万
円の積立はしたものの、6,492万円を取り崩してい
ますので、実質的な単年度収支は5,596万円の赤
字という側面もあります。 
　 
【財政運営の状況】 
　 
　税金や使用料など栗東市が自主的に収入として
集められる自主財源が63.7％、一方、県や国から
の補助金などの依存財源が36.3%でした。 
　その中で、支出が義務付けられ任意に削減でき
ない人件費や福祉給付的な経費である扶助費、借
金の返済金などの「義務的経費」は51.4%、支出
が道路、学校、公営住宅の建設等に使われ将来の
資本として残る「投資的経費」が11.3%、維持補
修費や、補助金など「その他の経費」が、37.3%
で下が、義務的経費が50%を超えている現状で

は、まだまだ財政に自由に使えるお金の割合が低
いため財政は硬直化していると言えます。 
　更に、市の借金（地方債）も計画的に返済は進
んでおり減少傾向にはありますが、一般会計と特
別会計の借金残高は、463億8,946万円であり、人
口一人当たりの借金残高は「約68万円」で、県内
や類似市とは比較にならないほど高額となってお
り、より健全な財政運営が求められています。 
　　 
【税収状況】 
　　 
　自主財源の根幹となる市税の状況は、全収入の
52%を占め、調停額130億9,025万円に対し、収入
済額が126億894万円となり、収入率は96.3%。徴
収を諦めた不納欠損額は、3,116万円でした。 
　税別の収入で見ると、個人市民税は微増ながら
も、法人税が5,751万円（4.6%）の増となるほか、
軽自動車税が2,062万円（15.2%）増、固定資産税
が1億3,037万円（2.4%）増となり市税全体では対
前年比2億243万円の1.6％増となりました。 
  
【特別会計】 
　 
　８つの特別会計の支出合計は、約107億円です
が、そのうち、「国民健康保険」が、約58億円、
「介護保険」が31億円、「後期高齢者医療」が5.4
億円であり、医療、高齢者福祉に関する会計がほ
とんどを占めています。  
　少子超高齢化の進展は、今後も財政の圧迫を招
きますので、市だけでは対応できません。国・県
による抜本的な政策が求められています。 

実質収支黒字も前年度繰越等を差し引くと5,596万円の赤字　
一般会計の財政状況

９月定例会は「平成28年度決算＝11件、平成29年度補正予算＝３件、条例＝
２件、人事を含むその他の案件＝4件、意見書、要望書＝７件を審査しました。 

一般会計
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白血病を含む血液の病気の治療として骨
髄移植があるが、移植を希望する患者と
骨髄の提供者（ドナー）の骨髄の適合確

率は数百分の一から数万分の一といわれており、
日本骨髄バンクでは多くの新規ドナーの登録を求
めている。本市における登録者数と新規の骨髄ド
ナー登録者推進の取り組みを伺う。 

　 

県内での骨髄ドナー登録者数は、本年3
月末現在で4,272人。本市では229人で
ある。骨髄の提供の推進として、年３回

の献血会場での骨髄ドナー登録の説明やなごやか
センターにパンフレットの設置、また10月の骨
髄バンク推進月間に啓発活動を予定している。 

　 
ドナー登録の際、骨髄採取時に必要とな
る休業等への負担軽減のために経済的助
成など支援の取り組みを全国の事業所や

300を超える自治体で実施している。本市で考え
られる方策は。 

　 
ドナーへの負担を軽減し、多くの患者に
骨髄が提供できる環境を整えることは大
切である。助成制度については、各市町

でも実施が検討できるよう県の財政支援も含め市
保健事務担当課長会から要望書を提出している。
企業に対しては、休業等への理解が深まるための
啓発活動が必要と考える。 

　　　 
日本骨髄バンクでは、移植によって元気
になられた元患者およびドナーを「語り
べ」として講師派遣し、自らの体験から

「いのちの大切さ」を語る講演会を全国で実施し
ている。かけがえのない命をつないだ物語は、こ
れからドナーになっていただく方やたとえ提供に
至らなくてもドナー登録されているだけで、誰か
の希望にはなっていることだと思うことから、何
らかの機会で、この骨髄ドナーのことについて、
市民への講演会等の実施などで、さらなる啓蒙を
してはどうか？ 

　 

今日まで講演会等は実施していないが、
今後、県とも連携しながらそのような
場も設けていければと考える。 

骨髄ドナー登録の推進を！

　今回の質問は、「骨髄ドナー登録の推進」と「駅
前の駐輪制度」について質問いたしました。

骨髄液と同様に造血幹細胞の供給源とし
て、さい帯血移植は骨髄移植とともに造
血幹細胞移植の柱にもなっているが、最

近、さい帯血を使用した再生医療が無届けで行わ
れていた事実が明らかになり、そのさい帯血をク
リニックに販売していた業者ら数人を、無届けの
治療に関わったとして摘発される事件が起きた。
このさい帯血の活用等について、さい帯血のドナー
や妊婦には、病院等で説明しているのか？ 

　 

さい帯血治療を扱う医療施設は県内１カ
所であり、説明がされているのか、また、
妊婦がどの程度の認識があるのかは把握

していない。 

ＪＲ栗東駅およびＪＲ手原駅の駐輪場に
おける一時預かりは、駅に定期券や切符
を買いに行く、あるいは観光案内所へ立

ち寄るなどの極めて短時間の利用でも、また、丸
１日利用でも、有料となる。 
　しかし、自動車の場合、市営駐車場においては
30分無料等のサービスがあり、同じ駅前を利用
するにあたり、自転車利用者と自動車利用者の利
便性には格差がある。見直すべきでは？ 

　 

駅前広場に設置の有料駐車場は、駅利用
者送迎時の利便性を考え、一定時間の無
料化をしている。駐輪場は、利用者本人

が電車等を利用し、ショッビングに出かけるなど、
一定時間の駐輪利用がほとんどであると考えてお
り、自動車同様の一定時間の無料化は困難と考え
る。しかし、現在、駅での切符購入など数分の駐
輪については、運用として、駐輪場管理者におい
て柔軟に対応頂いている状況である。　 

しかし、「柔軟な対応」はどの程度の利
用者が知っているのか？極めて曖昧であ
り、もっと明確にすべきではないか。 

　 

短時間であることを管理者に告げていた
だければ、柔軟に対応してもらえる。し
かし、マナーの問題もあり限られたスペー

スの中で「短時間無料」を大きく掲げることはで
きない。理解していただきたい。 

駅前の一時預かり駐輪の見直しを！
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　9月28日に安倍総理が解散を発
表。また、民進党が希望の党と合
流するなど政局は揺れ動いていま
すが、10月22日（日）に選挙の
投票・開票が行われることは確定
していますので、その経費の予算
を確保するために、9月定例会の
最終日に追加議案として、人件費
や入場整理券の印刷および郵送代、
さらにはポスター掲示板の費用な
どの選挙費用として、2,487万円
が計上され、全会一致で可決しま
した。なお、この経費は、全額県
から依託金として交付されます。 

　　

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 

12月4日（月） 定例会開会
11日（月） 
～13日（水） 個人質問

　14日（木） 
～15日（金）

予算 
常任委員会

　18日（月） 
～19日（火）

総務・環建・文福 
常任委員会

　20日（水） 
～21日（木） 予備日

22日（金） 定例会採決

平成２９年11月26日（日） 
　13:15～15:30 
栗東市役所４階議場 
　小学６年生19名

　私の所属する会派「栗東市民ネットワー
ク」のメンバーで、去る７月２６日、８
月２４日の両日、市内にある市立の小中
学校の全ての図書室を視察させていただ
きました。 
　目的は、本年度から国による「第５次
学校図書館図書整備等５カ年計画」に伴
う財政措置が確定しましたので、それに
先駆け、市内の小中学校の図書館（室）
を視察し、実態を調査し、国の施策をど
う活用できるかを検討するための資料を
作成するためです。 

【主な調査内容】 

開館時間 ・全日開館＝小３校・中０校でほ
とんどが、長・昼休みのみ

蔵書数 ・全ての学校で、学級数別の図書
標準の70%以下

管理
・全ての学校で、蔵書はパソコン
で管理しているが、貸出・返却は
手作業のため、実際の冊数や貸出
本の傾向などは不明

修繕等 ・ボランティアの方が対応してい
る学校もあるが、年々減少傾向。

取組み
・小学校では、ほとんど毎朝読書
の時間を設定している。 
・市民への開放（１校のみ）

課題
・司書教諭と担任の兼務で忙し
い。学校司書を配置してほしい。 
・パソコンが古く対応できない。 
・タブレット化への対応

▲左が中村議員、右が林議員、中央が私

▲図書の配列や読書スペースの確保が重要

▲図書室は居場所としての空間も大切です

　 

　 

　性暴力被害は、被害者の人権が著しく侵害され、深刻な被害が生じます。 
　同時に、被害者がその被害の性質上、支援を求めることが難しく、事件とし
て顕在化するものは氷山の一角に過ぎません。 
　性暴力被害の特殊性、深刻性に鑑み、性暴力被害者が被害を受けたときか
ら直ちに必要十分な支援が受けられる体制や中長期的な支援を継続するとと
もに、ワンストップ支援センターを法定化し、各都道府県での設置と適切な
支援の提供、また、支援を行う人材を育成し、安定的な運営を確保すること
を求める意見書を提出しました。 
　　 

【採決結果】　採決は、自民党系会派からの反対もあり、８対8の同数でした
ので、本来は、地方自治法の規程により「賛否同数」の場合、議長の判断に
委ねられるのですが、議長が勘違いで「起立（賛成）少数で否決」と宣告して
しまい、「否決」が決定してしまいました。 
　実際、採決の際、賛成・反対の数について、議員席側では判断しませんし、
議案の可否の判断は、議長の権限ですので、勘違いや間違いによるものでも、
採決の結果は「有効」で覆ることはないとされています。 
　しかし、今回の「否決」は覆らないにしても、地方自治法に基づくもので
はないため、議会広報等への結果報告は、事実に基づき厳格であるべきだと
進言し、しっかりとした対応を求めました。（9/30時点で結論は出てません）　 

性犯罪被害者の支援を求める意見書提出も「否決」に！
採決結果８：8の同数も、議長の「誤認」により否決に!


