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２０１8年7月～9月　主な活動
7月12日 議会防災視察対応
7月15日 早朝ふれあいウォーキング
7月17日 栗東湖南広域行政協議会事前打合せ
7月20日 県議・市議懇談会
7月24日 合同議案説明会

7月25日
議会説明会
栗東湖南広域行政協議会総会
立憲民主党被災地カンパ活動

7月29日 望月衣塑子講演会
7月30日 臨時会・文教福祉常任委員会協議会
8月8日 連合滋賀駅頭行動
8月9日 議会改革特別委員会

8月10日 中長期財政見通し説明会
議会改革特別委員会

8月20日 都市計画審議会

8月21日 全員協議会・議会説明会
連合滋賀第3区地域協議会協議

8月27日 岩手県の被災地訪問
8月29日 給食センター竣工式
8月31日 ９月定例会議案勉強会

9月1日 栗東市平和祈念戦没者追悼式
連合滋賀第３区地協ユニオンセミナー

9月2日 立憲民主党滋賀県連設立セレモニー

9月3日
9月定例会開会（～10/2）
決算特別委員会協議会
企業事業資金貸付金勉強会

9月4日 連合第３区面談
9月5日 個人質問ヒアリング
9月6日 議会防災訓練
9月7日 議案勉強会
9月10日 個人質問（～11日）・全員協議会
9月13日 予算常任委員会（～14日）
9月18日 文教福祉常任委員会
9月19日 決算特別委員会（～27日）
9月23日 金勝小学校運動会
9月26日 栗東総合産業労組定期大会
10月2日 定例会閉会
10月18日 タバコ税に関する説明会

ご挨拶

  田村隆光（60）

　平成31年度から不交付団体に？ 
ɹ�

ຊࢢ쏔༧ଌ쏍쏕ɺฏ��쏕ʮෆަஂମʯ쏑े쏜쏰쏑쏱ʁ쏎쏔
༧ଌ쎲쎨쏰쏤쎿ɻ�
ɹʮෆަஂମʯ쏎쏕ɺࠃ쎲Ұఆ쏔ج४쏑ج쏋쎳ఆ쎽ɺݯࡒ쎲҆ఆ쎽쏌쎪쏱

쏎அ쎻쏲쏅ํࣗମ쏕ʮํަ੫ʯ쎲ަ쎻쏲쏐쎵쏐쏰쏤쎿ɻෆަஂମ쏕ɺҰݟɺݯࡒ쏔
๛쎱쏐쏤쏇쏎அ쎻쏲쎲쏇쏍쎿쎲ɺۚج쏔쎽쎪ຊࢢ쏑쏎쏉쏌ɺ্ɺ쐇쑃쐇쑃쏍ʮෆަஂମʯ
쏎쏐쏱쎹쏎쏕ɺ੫ऩ쏪ۚج쏔औ쏰่쎽쏐쏏ɺࣗओݯࡒ쏑པ쏱ࢢӡӦ쎲ٻ쏧쏯쏲쏤쎿쏔쏍ɺख์쎽
쏍ت쏟쏱ঢ়گ쏍쏕쎨쏰쏤쏁쏹ɻ



Let’s Begin このまちが好きだから！
　　　　　　　　 

 
 2

ɹຊࢢ쏑쎰쎷쏱ฏ��쏔Ұൠձܭ쏔ࡀೖʢऩ
ೖʣ૯ֹ쏕ɺ���ԯԁ쏎쏐쏰ɺओ쏐ࡀೖ쏕ɺࢢ
੫ऩೖ쏍���ԯԁʢ����ˋɿલൺ���ˋ૿ʣ쏍
쎽쏅ɻ�
ɹҰํɺࡀग़쏔ओ쏐쏨쏔쏕ɺٛతܦඅ쏎ݺ쏖쏲
쏱ࢢ৬һڅ༩ɾٞһใु쏐쏏쏔ʮਓ݅අʯɺྸߴ
ऀɺࣇಐɺো쎲쎪ऀࡦࢪ쏐쏏ࣾձࢱ쏑쎱쎱쏱ܦ
අ쏍쎨쏱ʮැॿඅʯɺ쏤쏅ɺࢢ쏔आۚ쏔ݩརঈؐ
ۚ쏑쎨쏅쏱ʮެ࠴අʯ쏍쎨쏰ɺશମ쏔����ˋ쏸
쏧쏌쎪쏤쎿ɻ쎹쏲쏯쏔ܦඅ쏕ɺҙ쏑ֹݮ쎿쏱쎹
쏎쎲쏍쎳쏐쎪쏅쏧ɺ쎹쏲쏯쏔ܦඅ쎲쏯쏦쏎ɺ쏤
쏎ࡒ쏔ࣗ༝쎲੍ݶ쎻쏲쏱쎹쏎쏑쏐쏰쏤쎿ɻ�
ɹ쏤쏅ɺಛผձܭ쏕ɺ�쏊쏔ձܭ쏍ӡӦ쎻쏲쏌쎪쏤
쎿쎲ɺओ쏐쏨쏔쏕ɺࠃຽ݈߁อݥಛผձܭɺհޢ
อݥಛผձܭɺऀྸߴظޙಛผձܭ쏐쏏쏍ɺࠃ쏔
ิॿۚ쏪ରऀ쏔อݥྉ쎲ओ쏐ࡀೖ쏎쏐쏉쏉쏌쎪
쏤쎿ɻ�
ɹࡀग़쏍ݟ쏱쏎ɺࠃຽ݈߁อݥಛผձܭ쎲��ԯ
ԁɺհޢอݥಛผձܭ쎲��ԯԁɺऀྸߴظޙಛผ
ձܭ쎲�ԯԁ쏎쏐쏉쏌쎰쏰ɺ쎹쏔̏쏊쏔ձܭ쏆쎷쏍
ಛผձܭશମ쏔�ׂ쏸쏧쏌쎪쏤쎿ɻ�

ɹ쏤쏇쏔आۚ쏍쎨쏱ʮํߴ࠴ʯ쏕ɺҰൠձܭɺ
ಛผձܭ߹쏵쏁쏌���ԯԁ쏎쏐쏉쏌쎰쏰ɺຊࢢ
쏔ࢢຽҰਓ쏅쏰쏔ߴࡏݱ쏕ɺ��ສԁ쏎쏐쏰ɺ
쏑쏐쏉ֹߴ쏎쏕ൺֱ쏑쏐쏯쏐쎪쏡쏏ࢢࣅ쏪ྨݝ
쏌쎪쏤쎿ɻฏ��쏨ࡀೖ쏸ิ쎬쏅쏧쏑৽쏅쏐
�ʢआۚʣ쏕ɺ��ԯԁ쏎쏐쏰쏤쎽쏅ɻֹߦൃ࠴ํ

ɹҰൠձܭ쏔ฏ��쏔ऩࢧ쏕ɺӈද쏔௨쏰쏍
쎿쎲ɺࣜܗత쏐ऩࢧ쏎쎽쏌쏕ɺ�ԯ����ສԁʢ$ʣ
쏍쎿쎲ɺ쏃쏔த쏑쏕쏑܁쏰ӽ쎻쏐쎷쏲쏖쏐
쏯쏐쎪ݯࡒ	%ɿฏ��த쏑ྃ쎽쏐쎱쏉쏅ࣄ

쏔쏅쏧쏔쎰ۚۀ쏍쎨쏱�ԯ����ສԁ쎲쎨쏰쏤쎿쏔
쏍ɺ쏃쏲쏸ࠩ쎽Ҿ쎪쏅ֹ쎲�ԯ����ສԁԯԁʢ&ʣ
쏔ࠇ쏎쏐쏰쏤쎿ɻ�
ɹ쎽쎱쎽ɺ쎹쏔ֹۚ쏔த쏑쏕લ쏔܁ӽۚ	'
쎲
ೖ쏉쏌쎪쏤쎿쏔쏍ɺฏ��୯쏔ऩࢧ쏸ݟ쏱
߹ɺ쎹쏲쏸আ쎵쏔쏍ɺ࣮ࡍɺ୯ऩࢧʢ(ʣ
쏕ɺ쐷쏽쐣쐒쏔����ສԁ쏎쏑쏐쏰쏤쎽쏅ɻ�

ɹ쎻쏯쏑ɺશମత쏑ݟ쏱쏎ɺࡒௐۚج쏞쏔ੵ
쏥ཱ쏌ʢ)ʣ쏨ߦ쏐쏉쏌쎪쏤쎿쎲ɺҰํ쏍ۚج쏔
औ쏰่쎽	̞
쏨ߦ쏐쏉쏌쎪쏤쎿쏔쏍ɺશମత쏐୯
쏔ऩࢧ쏕ɺ�����ઍԁ쏔쏍쎿ɻ�

ɹຊདྷɺ쏤쏇쏔ऩೖ쏎쎽쏌ऩ쎿쏟쎳੫ۚ쏪ਫಓ
ྉɺอݥྉ쏐쏏쎲ɺԿ쏯쎱쏔ཧ༝쏍ೲ쏎쏐쏰ɺ
쏃쏔ޙɺز쏎쏐쎵ಜଅ쏸쎱쎷쏌쏨సډ쏪ࢮɺ
ޮ쏔ཱ쏐쏏쏍ऩ쎲ෆ쏎쏐쏉쏅쎰ۚ쏔ऩ
쏸ఘ쏧쏌ॲ쎿쏱쎹쏎쏸ʮෆೲܽଛॲʯ쏎ݴ쎪
쏤쎿ɻ�
ɹฏ��쏔ຊࢢ쏔ෆܽଛॲֹ쎲લ쏮쏰
�গ쎽쏅쏎쏕쎪쎮ʮݮ���ສԁʯ쏑쏨্쏉쏌쎪쏤
쎿ɻ�
ɹ༁쏎쎽쏌ɺ࠷쏨ଟ쎪쏔쎲ݸਓࢢຽ੫ɺݻఆࢿ
�੫쏸쏕쎾쏧쏎쎿쏱੫ۚؔ࿈쏍ɺ���ສԁɺ
쏑ࠃຽ݈߁อݥྉ쏍ɺ����ສԁɺ쏑հޢ
อݥྉ���ສԁ쏍쎿쎲ɺ쎹쏔ଞ쏑쏨อҭԂར༻ऀ
ෛ୲쎲���ສԁ쏎쏐쏉쏌쎪쏤쎿ɻ�
ɹ쎹쎬쎪쏉쏅ෆೲܽଛॲ쏸ݮ쏯쎿쏅쏧쏑쏕ɺ쏤
쏀ෆೲܽଛ쏎쏐쏱લ쏔ೲ쏸ݮ쏯쎿쎹쏎쏍쎨쏰ɺ
ೲ੫ڥ쏔උ쏎ೲཧ쏔ڧԽ쏕ॏཁ쏍쎿ɻ�
ɹ쏤쏅ɺೲ੫ྗࢿ쎲쎨쏱쏑쏨ؔ쏵쏯쏀ɺೲظ쏑
ೲ쎽쏐쎪ೲऀ쏑쏕ɺపఈ쎽쏅ೲॲ쏸લఏ
쏎쎽쏅औ쏰쏥쏨ॏཁ쏍쎿ɻ�
ɹ੫쏔ެฏ쏔؍쎱쏯쏨ߋ쏑ऩڧԽ쏑쏕쏧
쏌쏨쏯쎪쏅쎪쏎ٞձ쏎쎽쏌ఏݴ쎽쏤쎽쏅ɻ�
ɹ

平成29年度決算状況：形式的には「黒字」も実質は「赤字」

　人事4件、条例２件、予算4件、決算11件、その他3件の計24件を審査しました。審査
の結果、補正予算で１件の「修正案」が提出されましたが、結果、「否決」となりました
ので、全議案が、原案通り可決となりました。 

　　　　　　財政収支状況表　　　（千円）
（A）歳入 27,099,900
（B）歳出 26,552,709
（C）形式収支（A-B） 547,191
（D）翌年に繰越すべき財源 131,570
（E）実質収支（C-D） 415,621
（F）前年度実質収支（繰越金） 461,714
（G）単年度収支（E-F） △46,093
（H）基金積立額 20,770
（Ｉ）繰上償還額 0
（Ｊ）基金取り崩し金 64,120
実質単年度収支（G+H+I-J） △89,443
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森林環境税が２０２４年度から住民税に１０
００円上乗せされ徴収されるが、税金の配
分は、来年度から始まる。その税の配分基

準と活用方法を伺う。また滋賀県が既に徴収してい
る森林税との関係は。　 

税については、県の試算で、平成31年度は、
約400万円程度の交付が予定されている。
活用は、林業施業の集約化を推進し、効率

的な林業経営を図るために、まずは林地の所有者や
境界の明確化を行う事業や、林地台帳及び林地台帳
地図を整備する事業を想定している。また、滋賀県
では既に琵琶湖森林づくりの関係で、年800円の税を
徴収しており、次世代の森の創生事業、やまのこ事
業の森林環境学習事業などは重複している。今、県
とワーキンググループを開催し、今後の森林環境税
をどの部分に充てていくのか検討中である。 

　現時点での森林の蓄積量並びに昨年度にお
ける生産量と生産額、栗東産材の活用状況
について伺う。 

森林蓄積量は、平成28年度で民有林と国有
林の合計で38万5000㎥、生産量は約1,166
㎥、生産額は約1,366万円である。主に柱材、

板材そして活用されている。 

めぐみの森の進捗と今後の活用について。 

　まずは、土壌改良を行い、栗の木が育ち
活用できる取り組みを本格的にやっていく。
また商工会、商工業とともに、協働の森事

業をつくり上げていけるように努力していく。 

森林環境税による森林資源の活用は

　今回の質問は、森林税に関する件と吹奏楽部の
楽器について質問いたしました。

吹奏楽を志す子どもたちにとって楽器の存在
は大きいものがある。市内の中学校の吹奏楽
部の楽器の環境について、学校備品としての

楽器の種類と数、購入年数と新たな購入計画等につい
て伺う。 

学校備品としての楽器は、木管楽器92台、金
管楽器86台、弦楽器7台、打楽器78台。購入
した楽器は大切に使われており、古いもので

昭和46年に購入したトローンボーン1台や昭和48年に
購入したバリトンサキソフォーン1台を使っている学
校もある。今後、楽器の購入をしたいと検討している
中学校は1校で、チューバやティパニーのような大型
の楽器を考えている。 

楽器は高額で、個人購入となると保護者の負
担も大きなものがあるが、個人購入の楽器の
種類と台数の現状と、ここ数年における、学

校備品としての楽器購入実績と年間の吹奏楽部にお
ける予算額について伺う。 

個人購入は、市内中学校を合わせて、木管楽
器20台、金管楽器が8台である。 
また、学校備品としての楽器購入実績は、市

内中学校を合わせて、平成28年度２台、平成29年度
2台、平成30年度2台である。 
吹奏楽部の予算額としては、市内3中学校合わせ

て124万円である。 

老朽化した楽器も多く見かけられるが、メン
テナンスや修理代に経費がかさむと思うが、
学校の予算の中のどこの部分で賄っているの

か伺う。 

楽器の購入自体は、当然、市のほうで学校管
理備品として、購入予算を確保して購入して
いる。また、軽微な修理については、学校の

中の文体費の活動費のほうで負担し、一部ＰＴＡの
ほうからも自己補助をいただいている。ただ、大き
な修繕となると、市の予算を新たに確保し修理代を
賄っている。 

吹奏楽部の楽器の充実を
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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 

告示：10月21日（日） 
投票：10月28日（日） 
開票：10月28日（日）

タバコ税に関する補正予算に反対し 
『修正案』を提出　しかし、結果は”否決”

　栗東市は、「企業事業資金貸付金条例」に基づき、平成20年にクリ
アゲート社に対し、10年間でたばこ税を50億円以上納付することを特
約として、５億円を融資しましたが、その融資金額の償還期限である
平成30年6月に同社から「一括返済でなく分割返済」の申し入れがあ
り、市は条例にはない「分割償還」を認め、今回の9月定例会のなか
で議案第78号補正予算として、本来入る予定だった５億円余の金額を
減額補正し、議会に提出しました。 
　このことについて、予算常任委員会では多くの議論が交わされまし
たが、私の所属する会派、栗東市民ネットワークと、栗東再生、日本
共産党議員団の３つの会派は、 
① 当局からの説明は一定行われたが、条例に分割返済の規定がない
中で、「分割返済」に対しての合意形成はできていない。 

② 物的、人的担保が不透明であり、特約条項の履行が明確でない。 
③ この貸付金問題については、他２社への10億円も返済がなされず
係争している状況があるため、慎重に対処すべき。 

などとして、この議案第78号に対しての修正案を提出しました。 
　採決の結果、自民党系議員１名の退席はありましたが、7対6の賛成
少数で否決されました。 
　このたばこ税問題、今後は残る他２社（TSR・CSR）への返還請求
をめぐって、大きな問題に発展する可能性があるため、前述の３つの
会派は、市当局へこの２社に対しての現況の情報開示を求め、協議す
ることとしています。

日時：11月11日（日） 
　　　10：00～ 
場所：日産リーフの森　

日時：11月25日（日） 
　　 13:15～15:30 
栗東市役所４階議場 
　小学６年生対象

12月4日（火） 定例会開会
11日（火） 
～12日（水） 代表質問

12日（水） 
～14日（金） 個人質問

　17日（月） 予算常任委員会

　18日（火） 総務・環建・文福 
常任委員会

　19日（水） 
～20日（木） 予備日

25日（火） 定例会採決

誌上、FaceBook!

▲7/15 早朝ふれあいウォーキングに参加。日
産リーフの森まで約4kmを歩いて登りまし
た。

▲7/29 望月衣塑子氏の講演に参加 
何が正しくて、何が嘘の情報なのか！情報リ
テラシーについて学びました。

▲8/27 岩手被災地訪問 
陸前高田から、大槌町の復興の様子を伺うとと
もに社協の皆さんと意見交換しました。

▲10/13 馬のまちを創ろう！に参加 
「うまのまち」と呼ばれている栗東。自分たち
で馬のまちを創ろうという青年会議所のイベン
トに参加。


