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２０１8年１月～3月　主な活動
1月1日 元旦祭/日吉神社

5日 栗東市年賀会/商工会館連合滋賀新春のつどい/大津プリンスH
6日 滋賀県教職員組合旗開き/琵琶湖ホテル
7日 消防出初式・成人式・新年賀詞会
10日 全国競馬労働組合60th旗開き
21日 耐寒アベック登山/金勝小学校
22日 議会説明会・議会改革推進部会
24日 文教福祉常任委員会協議会
27日 野村昌弘市長新春互礼会/魚新楼
28日 災害時における情報対策講演/京都
31日 2018春闘闘争開始宣言集会/草津駅
2月2日 市議会タブレット導入説明会/市役所
3日 栗東ふるさと観光塾
5日 文教福祉常任委員会学童保育所視察
6日 議会防災行政視察受入/市役所

9日
議会改革特別委員会/市役所
湖南地区市議会議長会懇談会/草津

10日 社会福祉大会/なごやかセンター
11日 「これでいいのか日本」集会/大津
13日 全員協議会・議会説明会
18日 栗東市クロカン/野洲川河川敷公園
20日 栗東湖南広域行政協議会/市役所
21日 新年度予算説明会/市役所
22日 新年度予算説明会/市役所
23日 会派議案勉強会/市役所
24日 「アイスランドの暮らしと政治」大津
25日 國松善次氏叙勲祝賀会/大津
27日 3月定例会開会（～3/23）
3月4日 神谷廣幸氏叙勲祝賀会/草津

8日
危機管理センター内覧会/市役所
連合滋賀第３区地協幹事会/草津

11日 原発のない社会へびわこ集会/大津
13日 栗東中学校卒業式
20日 金勝小学校卒業式
22日 金勝第２保育園卒園式
23日 全員協議会・議会説明会
24日 栗東ふるさと観光塾閉講式
25日 危機管理センター竣工式/市役所
26日 金勝川水系土地改良区総代会

ご挨拶

  田村隆光（60）

　「国民健康保険制度」が変わる！ 
　この10年で70歳以上の高齢者数は1.3倍、国民医療費は1.3倍に。団塊の世代が全員75歳以上にな
る2025年には、国民お医療費総額は61.8兆円となる見込みです。 
　そこで、国民皆保険を将来にわたって守り続けるために、平成30年4月から都道府県が保険者とし
て運営することとなりました。このことにより、都道府県内で保険料負担を公平に支えあうため、市
町村の財政は従来と比べて大きく安定することとなります。 
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提出議案（請願書等除く）すべて可決・承認
■一般会計予算（270億6千万円→253億8684万円） 
　平成30年度の一般会計の全体予算は、定例会開会時は
「274億6千万円」でしたが、議会の途中で、小学校の空調
設備費や給食センターの経費約20億7千万円が、国庫補助や
市債等が、平成29年度中に補正として確保できたことから、
平成30年度予算から減額となり、253億8684万円が事実上
の当初予算となりました。 
　 
■特別会計予算（160億1500万円） 
　特別会計は9つの事業に特化した会計ですが、水道、公共
下水道、後期高齢医療会計は増額となりましたが、その他は
減額となりました。 
　 
【平成30年度予算の概要】　 
　 
　▶主な歳入（収入） 

○税金：個人市民税や軽自動車税、市たばこ税で増収見
込みも、固定資産税が減少のため市税全体で3790万円の
減となった。 
○地方交付税は、平成30年度も「交付団体」との見込み
であり、普通交付税を1億600万円、特別交付税を1億
7860万円を計上 

　 
　▶主な歳出（支出） 
　 
　　○職員給与関係 
　　　　→ 特別職　（3人：4,200万円） 
　　　　→ 一般職員（453人：36億2000万円） 
　　　　→ 再任用　（9人：4,156万円） 
　　 

　　○議会費 
            → 議員報酬（18人：1億1600万円） 
　　 

　　○産業・商工農林・観光など 
            → 後継プラン（2億6670万円） 
　　　　→ 商工団体育成事業（5,065万円） 
　　　　→ 観光振興推進事業（2,274万円） 

　　○教育・子育てなど 
            → 学童保育所運営経費（1億3千万円） 
　　　　→ 乳幼児福祉医療費助成（1億7千万円）　　　　　　　　　　 
　　　　→ 保育園管理運営経費（16億8千万円） 
　　　　→ 教育施設改修事業（13億3千万円） 
　　　　→ 小中学校管理運営（25億8千万円）　 
　 

　　○生活困窮・高齢者福祉・障害者福祉など 
            → 生活保護事業（6億2千万円） 
　　　　→ 国民健康保険特別会計（51億円） 
　　　　→ 介護保険特別会計（35億円） 

　　　　→ 児童扶養手当（2億7500万円）　 
　 

　　○暮らし関連（市道・水道・下水道）など 
            → 市道維持・新設関連（7億1千万円） 
　　　　→ 水道事業（24億5500万円） 
　　　　→ 下水道事業（36億4千万円） 
　　　　→ くりちゃんバス（5,200万円）　 
　 

　　○行政運営関係など 
            → 第３セクター推進債返還（14 億円） 
　　　　→ 広報等発行（市・議会：2,700万円）

　人事3件、条例17件、予算19件、は全て請願書2件、意見書1件、要望・陳情
書・3件を2月27日～3月23日の25日間で審査。

＜交付団体＞　地方交付税には、普通交付税と災害な
どの特別な財政需要に対応する特別交付税があり、普
通交付税は、道路や施設の整備、行政サービスなど、
自治体の必要経費を算出した基準財政需要額から、自
治体の税収などを差し引き、不足分を国が補う制度で
す。一方、自前の財政が豊かで国から交付税を受けな
い自治体を「不交付団体」と呼び地方交付税措置を受
けません。栗東市は平成31年度は「不交付団体」に
なる見込みです。
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市内の学童保育所の視察等を通じ、施
設の老朽化と狭隘なスペース、指導員
の処遇改善、指定管理者制度の問題な

ど改善の必要性を感じた。 
　まず、施設の老朽化とともに空調の問題、不
衛生で不便なトイレの実態、軽微な備品購入や
修繕など、保護者の善意による寄付に頼り切っ
た施設運営など、抜本的かつ計画的な見直し、
改修が必要と考えるが、市の考えは。 

　施設規模の確保や施設の老朽化への
対応は必要と考えているが、空調設備
の修繕など緊急的な対応を優先してい

るのが現状である。 
　今後、公共施設総合管理計画に基づき、十分
に予算配分ができるよう、個別計画を策定して
いく。また、建物等に付随するものの整備や改
修は、基本的には、指定管理者である社会福祉
協議会にお願いしているが、当然、市も対応し
ていかなければならないので調査の上、対応を
考える。 

　指導者の現状は、月額雇用の常勤指
導員が２１名、時間給雇用の非常勤指
導員が２９名、アルバイト指導員が６

６名であり、一応、市の基準は満たしていると
のことだが、指定管理上、不安定雇用であり、
若い男性の雇用や新規採用をはじめ人材確保に
苦慮していると聞く。 
　さらに、今後は、平成３２年３月末日までの
経過措置があるとしながらも、指導員、放課後
児童支援員として、国が定める資格が必要とな
り、滋賀県の研修と、保育士、小中校の教員免
許などの資格の両方を持ってなくては、有資格
者として認定されない。対応できるのか。 

　指導員の処遇関係は、指定管理者が
人件費等、対応している。 
　平成27年度からは、放課後児童支援

員処遇改善事業に対応し、平成29年度から、キャ
リアアップ処遇改善事業への対応を検討してい
る。 

子どもの放課後の明るい
未来のために

　今回の質問は、学童保育所に関する件と寡婦控
除の適用拡大について質問いたしました。

　現在、当市の学童保育所は社会福祉
協議会が指定管理者として、運営してい
るが、あくまでも運営主体は市であり、

統計では、全国の学童保育所の平均では、年間
２８３日開設され、年間１,６８１時間を学童保
育所で過ごす実態があることからも、指定管理
ではなく直営が望ましいと考える。 
できないのであれば、「非公募」で「１０施
設」まとめて委託はできないものか。その方が
より安定運営ができ、子どもたちも指導者も、
そして保護者も安心して利用できると考えるが。

　以前は、保護者会のほうに経営をお願
いしていたが、指定管理者制度というも
のができて、一括して指定管理者制度に

移っていくということが、経営的にも、また継
続性も含めて、一番適切であろうと判断し、そ
の対応を図ってきた。 
　今年度より５年間の指定管理がスタートした
ところであるので、公募方法については、今後
の動向や他市の状況も参考に検討していく。 
　 

　厚生労働省は、「寡婦控除」の適用を
拡大し、配偶者と死別、離婚した寡婦へ
の経済的支援の一部を、「未婚のひとり

親」も対象となるよう６月から政令などを改正
し、保育料の軽減、児童扶養手当の支給基準の
緩和、高等職業訓練促進給付金の増額、難病医
療費の自己負担軽減などの恩恵が受けられるよ
うになるが、本市の対応は。 

　みなし寡婦の適用関係の児童扶養手当
の受給者は、市内に５６５人、未婚のみ
の事由の認定者は、１月現在で４９人と

なっている。また、みなし寡婦の適用をして、支
給額の変更となる方はいない。 
　制度改正は、国からの通知等で承知しており、
厚労省からの対象分野については、具体的に例
を掲げてくれているので分かるが、今後全体的
な対象分野については、今後通知もあると思う
が、現在はわからない。前向きに、その対応が
できるように努めて行く。 

寡婦控除の拡大で、未婚
のひとり親家庭支援を
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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 

種子法廃止に伴い公共品種を守る 
新法整備を求める請願　“不採択”

平成30年5月19日（日 
10:00～12:00 
危機管理センター 

種子法廃止後の農業は 
元農水大臣 

「山田正彦」氏講演

平成30年４月27日（金）　 
　・16:00～ 
　・JA栗東桃李館 
　・2,000円/ひとり

平成30年５月28日（月） 
＊議長等の改選

平成30年 6月  5日（火） 
　　　  ～6月25日（月）

　今定例議会に「主要農作物種子法に代わる公共品種を守る法律を作
ることを求める請願」が市民農業団体より提出され、審議した結果、
採決は賛成少数で”不採択”となりました。 
　そもそも、この「主要農産物種子法」とは、国内の主要農産物であ
る「稲・大麦・はだか麦・小麦・大豆」の優良な種子の生産と普及促
進を目的にしたものですが、政府は、「この法律があることで民間企
業の参入の阻害となっている」として廃止を決めたものですが、この
法の廃止は、一連のモリ・カケ問題の影に隠れて、ほとんど審議され
ることなく、昨年4月に廃止法がスピード採択により可決となり、本
年3月末をもって法そのものが失効しました。 
　私自身、このことを知った時にはすでに廃止が決定していましたが、
遅ればせながら、様々な資料や講演を聞くなど学習するにつれ「種子
法廃止は、海外の民間企業の参入も可能としており、農業を単に国際
的な種子ビジネスとして捉えることは、今後の日本の農業に大きな禍
根を残す。法廃止は止められなかったが、日本の地域の風土に適合し
た優良な原種、原原種を守るためにも新法（仮称：公共品種保全法等）
を制定し、守って行くことが重要」と考え、賛成し、賛成討論も行い
ましたが、その思いは届きませんでした。

平成29年度の議員報酬等 確定申告完了！

＊告　示：6月  7日（木） 
＊投開票：6月24日（日）

憲法と教育を語る 
前 文部省事務次官 
「前川喜平」氏講演

平成30年5月6日（日）　 
　・13:50～ 
　・さきら 
　・500円/ひとり

「さきらジュニアオーケストラ演奏会」 
市議会議場にバロックの風が吹く♬

　平成29年度の私の市議会議員としての報酬は、下の源泉徴収票の通
りでしたのでご報告いたします。報酬に合った行動だったでしょうか？

　3月定例会最終日、お昼の時間を使って「さ
きらジュニア・オーケストラ」の皆さんの弦
楽アンサンブルによる演奏会が、議場で行わ
れました。

　昨年秋には、フランスのナント市への海外
公演を成功させるなど、精力的に活動してい
る栗東が誇るジュニア・オーケストラです。

　11月には定期演奏会もありますので、ぜ
ひ、さきらまでお越しください。


