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 桜花 候  過
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 平素 、私 議員活動 深
理解 ⽀援
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  、昨年 秋 冬
、季節外 「桜 話

題」 ⽇本中 賑
、年 明 本物 桜 季節 、「花

⾒」 、「新型 」 ⾒
敵 戦 、地球規模 始 。�
 新型 猛威 、世界中 健康被害

、経済的 甚⼤ 影響 与 。�
 ⼦ 、卒業 進学 ⼤切 時期 臨
時休校 縮⼩ 制限下 対応
東京五輪・ ⼀年延期 。�
  、社会的 、地球規模 移動 制限 、
観光客 激減 多発 製造業 ⾄
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 医療関係者 、⼀⽇ 早 、⾎清等 開
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安全確保 、市⺠⽣活 安定化 、効果的
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２０２０年１月～３月　主な活動
1月1日 元旦祭／日吉神社
1月5日 九里学県議会議員年賀会
1月6日 栗東市年賀会／商工会館
1月7日 連合滋賀結成30周年記念式典／大津
1月8日 全国競馬労働組合旗開き
1月9日 連合滋賀第３区地協幹事会／草津
1月10日 大津市長選挙応援／石山駅
1月11日 滋賀県教職員組合旗開き／大津

1月12日 栗東市消防出初式／市立体育館
栗東市成人式／さきら

1月13日 セミナー「子ども条例の活かし方」／大阪
1月17日 国道ﾊﾞｲﾊﾟｽ整備促進特別委員会／市役所
1月18日 大津市長選挙応援／大津
1月19日 耐寒アベック登山開会式／金勝

1月24日 総合計画特別委員会傍聴／市役所
議会説明会／市役所

1月25日 栗東市青少年育成市民会議50周年記念式典
1月26日 三日月大造知事互礼会／大津
2月5日 文教福祉常任委員会行政視察／相生市
2月9日 栗東ええとこ紹介／図書館
2月10日 栗東湖南広域行政協議会研修会／市役所
2月12日 令和2年度予算説明会／市役所
2月14日 議会説明会・全員協議会／市役所
2月18日 山梨県笛吹市行政視察対応／市役所
2月20日 観光ボランティア／中山道（栗東～草津）
2月21日 令和2年度総務予算説明会／市役所
2月22日 栗東市福祉大会／なごやかC
2月24日 学童保育所学習会／ウイングプラザ
2月25日 令和2年度環建・文福予算説明会／市役所
2月26日 3月定例会議案説明会／市役所
2月28日 3月定例会開会／市役所（2/28～3/25）
3月5日 栗東市都市計画審議会／市役所
3月6日 定例会代表質問・全員協議会／市役所
3月9日 定例会個人質問
3月10日 定例会個人質問
3月12日 定例会予算常任委員会
3月13日 定例会予算常任委員会
3月14日 金勝生産森林組合山周辺清掃活動
3月15日 立憲民主党滋賀定期大会／大津
3月16日 定例会予算常任委員会
3月18日 定例会予算常任委員会・文教福祉常任委員会
3月25日 定例会採決・議会説明会

ご挨拶

2020/4/1（水） 

NO.６7 
Since 2003.3

  、 、 、 、 、 、
・・・ 、「戦時下」 例 国 出 猛威 振 「新型

」 関 ⽤語。⽇本 専⾨家会議 報告 聞 ⾔葉。�
 意味 、順 爆発的感染、世界的⼤流⾏、患者集団、都市封鎖、感染源、在宅勤務、根拠�…�？�
  、専⾨家会議 ⼈ 、最後 「⾼齢者 重症化 ⾼ 気 ！」 ⾔
。 待 ！！重要 情報 、不安 ⼈ 確実 届 分 表

現 使 ！ ⽤語 感染 問題 ！ 「新型」 意味 最近分 。�
 ⼀時流⾏ 「 」 「 」 他 ⾵邪 似 症状 引 起 ４ （計６
個） 「 」 、今回新 ７番⽬ 発⾒ 「新型」 。 ！�
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　3月定例会は、予算14件、人事２件、条例13件、その他4件、請願書2件、意見書1
件の計36件の案件を審査しましが、請願書第５号以外は、すべて原案通り可決されま
した。今回は、コロナウイルスの影響もあり、議会、当局とも全員マスクをした中での
議会であり、傍聴者もほとんどないという異例の議会でしたが、無事終了し、新年度の
予算を確保できました。

昨年より0.2％（4100万円）増 

251億1300万円 　 

【審議・採決結果】 

　2020年度（令和２年度）予算については、対
前年比で4,100万円（0.2％）とわずかに増額と
なり、一般会計総額 251億1,300万円、特別会計
総額 161億2,600万円の計 412億3,900万円とな
りました。 
　内容については、令和元年度の補正予算を含
め、14の予算を予算常任員会で審査（3/12～3/
16）し、質疑・意見も多くありましたが、すべて
原案通り可決成立しました。 

【予算の特徴】 
　 
① 税収 
　 

　令和2年度の政府発
表の経済見通しを参考
に、市税全体では、法
人市民税は減少と見込
みながらも、個人市民
税の伸びを3.5％と見
込み前年より1億5,590
万円増で計上。 
　また固定資産税も増収を見込むなど、市税全体
としては、前年度より約6,580万円（＋0.5％）増
の134億8,140万円を計上しました。 

② 地方交付税 
　 

　地方交付税については、昨年に引き続き令和2
年度も「不交付団体」であるとの想定のもと、普
通交付税および臨時財政対策債については計上せ
ず、特別交付税のみの、1億5,540万円の計上とな
りました。 

③ 基金への対応 
　 

　基金等においては、防災対策等に充てる財政調
整基金繰入金を1,670万円と前年比46.8％の増、

新幹線関連基金への繰入金は、19.6％減のマイナ
ス8,480万円、また、本年4月からこども福祉医療
助成制度（無償化）の対象範囲を小学1年～3年の
通院医療費まで拡大するため、その原資として、
ふるさとりっとう応援基金へ4,470万円を計上。 
　さらに、財源不足対応として、減債基金繰入金
に5億8,760万円を計上しました。 

④ 新制度「会計年度任用職員制度」への対応 
　　 
 地方公務員法および地方自治体法の改正によっ
て、本年4月1日から「会計年度任用職員制度」が
施行となり、非正規職員（非常勤職員/臨時職員な
ど）のほとんどが、今回新設された「会計年度任
用職員」に移行することになります。 
　会計年度任用職員は、就業時間が週38時間45分
以上のフルタイム職員と週38時間45分未満のパー
トタイム職員に区分されますが、いずれも「非正
規・臨時」という立場です。 
　しかし、今回の改正で、従来の非正規職員には
なかった期末手当の支給や人事評価の導入、再任
用の際の報酬の職級加算（いわゆる昇給）などが
追加されることになりましたので、予算措置が必
要となります。人件費等の予算内容については後
述します。 

⑤ 歳出の科目構成 
　 

   全体的な歳出の科目別構成割合は、下記の通り
ですが、栗東市の特徴的なのは、「公債費」が一
般会計の支出の中で、「民生費（37.7％）」に次
で２番目（14.8％）を占めていることです。 
　これは、地方
債（借金）残高
を減らすため
に、元金を含め
多くの金額を返
済に充てていま
すので、他会計
（科目）に余裕
がなく、自由度
の少ない状態
で、財政の硬直
化が進んでいま
す。 

市　税
市民税（個人） 45億1660万円
市民税（法人） 12億6550万円
固定資産税 59億9480万円
軽自動車税 2億1680万円
市たばこ税 8億760万円
都市計画税 6億8010万円

地方譲与税
自動車重量譲与税 1億2600万円
地方揮発油譲与税 4600万円
森林環境譲与税 421万円

出所：R2年度予算書より

R ２年度予算　科目別構成割合
科　目 予算額（千円） 前年比

議会費 187,687 0.1%
総務費 2,326,977 ー9.3%
民生費 9,458,642 ー1.8%
衛生費 2,080,828 1.5%
労働費 51,523 ー12.9%
農林水産費 332,406 ー10.2%
商工費 433,102 12.7%
土木費 2,087,701 ー11.0%
消防費 1,223,562 23.8%
教育費 3,196,787 2.8%
公債費 3,723,785 ー6.2％
予備費 10,000 0.0%

出所：R2年度予算書より
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⑥ 主な歳出 
　 

　主な歳出は、まず、市職員の給与など「人件
費」として、特別会計分も含めて49億9,550万円
が計上されました。 
　ほとんどの自治体では、業務の遂行を正規職員
だけでなく非正規職員の方と一緒に行っていま
す。（栗東市の一般職正規職員＝458人） 
　しかし、非正規職員等の給料は正規の3分の1か
ら半分程度、任用期間は半年や一年の期限付きで
繰り返し任用され何十年働いても昇給はなし。 
　通勤手当など各種手当も不十分で、年休や各種
休暇でも正規職員と差がつけられていました。 
　それが、地方公務員法等の改正により、前述の
制度に移行しましたので、栗東市の非正規職員
（フルタイム＝71人、パートタイム＝459人）の
給与（報酬）が「物件費」ではなく、「人件費」
で処理されることから大きく増額となりました。 
　しかし、今回の制度改正による任用職員分給与
としての純粋な増額としては、新たに期末手当を
はじめ、地域手当、超過勤務手当、休日給、夜勤
手当、特殊勤務手当、退職手当等も支給となるの
で、１億4,540万円程度の増額となります。 
　他の主な事業への歳出は下表のとおりです。 

【概要】 
　 

　右上表のとおり、９つの特別会計で減額となっ
たものが、土地取得特別会計、墓地公園特別会
計、新都心区画整理特別会計および水道事業特別
会計の４会計で、国民健康保険特別会計や介護保
険特別会計、後期高齢者特別会計など高齢化の進
展に伴い、これらの経費は、年々膨らんでおり、
特別会計全体では、昨年度より3億4,400万円
（2.2％）の増となっています。 

　 

　栗東市の地方債（借金）は、近隣市や同規模自
治体と比較しても非常に高い数値であり、減少傾
向にあるとはいえ、依然多くの借金があります。 
　R2末見込みの、一般会計および特別会計の地
方債残高 578億円の内訳は、一般会計分が、380
億7,900万円、特別会計分が、197億6,297万円で
す。なお、返済額（公債費）は、全体予算の約
12％となっています。 

区分 R2年度 
（千円）

R元年度当初 
（千円） 増減率

　　一般会計 25,113,000 25,072,000 0.2%

特
別
会
計

土地取得 387,842 540,025 ー28.2%
国民健康保険 5,767,094 5,305,520 8,7％
介護保険 3,728,146 3,699,979 0.8%
墓地公園 5,273 5,953 ー11.4%
新都心区画整理 76,487 81,340 ー6.0%
水道事業 2,148,411 2,220,364 ー3.2%
公共下水道事業 3,305,035 3,282,122 0.7%
農業集落排水 46,574 35,021 33.0%
後期高齢者 661,138 611,676 8.1%
特別会計　合計 16,126,000 15,782,000 2.2%

　　　総合計 41,239,000 40,854,000 0.9%
出所：R2年度予算書より

昨年より2.2％（3億4400万円）増 

161億8200万円 

Ｒ２末見込み、３１億円減 

578億4283万円 

事　業　名 H31年度 増額分
防災活動推進事業 4億4,323万円 3億8,362万円
戸籍住民基本台帳管理事業 8,683万円 5,575万円
こども医療費助成事業 5,080万円 4,533万円
学童保育所管理運営事業 2億2,237万円 4,985万円
保育園入所事業（民間） 11億9,610万円 1億9,482万円
幼稚園入所事業（民間） 3,254万円 2,268万円
工場誘致事業 2億7,583万円 5,984万円
単独街路事業 1億4395万円 8,427万円
中学校大規模改造事業 2億6,859万円 2億5,840万円

出所：R2年度予算書より

※上下のグラフは、R2予算書の数値をもとに個人でグラフ化しました
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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

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

5月29日 臨時議会

6月9日 定例会開会

6月16日～
18日 個人質問

6月19日～
22日 予算常任委員会

6月23日～
24日 各常任委員会

6月29日 定例会閉会

　令和元年度の私の市議会議員としての給与は、下の源泉徴収票の通りでした
のでご報告いたします。貴重な市税をいただき、ありがとうございました。 
　また、政務活動費（年18万円）については、会報印刷＋送料（全4回発行の
うち2回分を請求）として、85,147円、会派の視察経費として、37,202円、
そして、書籍購入などに24,118円の計146,467円を使わせていただき、残り
は市に返納しました。 
　なお、視察報告と経費の領収書は、栗東市議会事務局で閲覧自由ですので、
ご確認される場合は、お手数ですが議会事務局までお願いします。

『手話は言語である』これは、国
際的にも認められたことですが、
まだまだ理解されていません。 
　本市では、「手話が言語として
認められたこと、また障がいのあ
る方とも、スムーズにコミュニ
ケーションが取れ、生活への支障
や障がいの有無によって分け隔て
られることのない共生社会を目指
そう」という目的のもと、条例制
定を進めてきました。 

　そして、障害者団体の関係者も
参加する検討委員会で、昨年2月
から本年１月までに計7回の審議
会を経て、上記の２本の条例案が
策定されました。 
　 

　その条例案を、私の所属する文
教福祉常任委員会が今定例会に負
託を受け審査。 
　常任委員会の全委員は、慎重な
審議を尽くし、『この条例に対し
ては、広く市民に周知し、生きた

条例になるように、当局として
も、概要版や説明会、また各企業
等へも理解と協力をいただけるよ
う丁寧に対応してほしい』との意
見を付して、２本の条例案を、全
員一致で可決。本年10月1日から
施行されることとなりました。 
　市としては、わかりやすい条例
の概要版を今後、全戸配布する予
定です。

緊急補正　学童保育所・幼保園対応！ 

１,098.4万円 
　コロナウイルス対応で、小中学校が臨時休校に
なったことに伴う学童保育所等の延長や幼稚園、保
育園への支援措置として、1,098.4万円の追加予算
を、緊急補正。可決しました。 
　使途は、学童保育所の8:15～15:30までの拡大運
営に伴う、指導員の時間外手当や光熱水費等に
「444.8万円」、また、市内の公立私立の学童保育
所、公立私立の幼稚園および保育園に空気清浄機84
台の購入や保険衛生用品等の購入に「653.6万円」
となります。 

　また、市の備蓄と緊急購入および寄付を受け
たマスク（計12万枚余）を、草津栗東医師会や
湖南４市の歯科医師会に提供するほか、下記の
栗東市内の個人、団体に4月末までに郵送・手渡
し等で配布することを決定しました。 

医師会・歯科医師会 12,900枚
妊婦 9,000枚
小学校・中学校 15,300枚
幼保園・学童保育所 27,400枚
介護・障がい者事業所 25,100枚
自治会 13,000枚
友好都市 10,000枚
市の窓口業務・その他 7,550枚


