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　こども新聞からの受け売
りですが、地球は約46億
年前に誕生し、約40億年

前に偶然に生まれた一つの細胞を共通の祖
先として、いまの動物や植物などへつな
がっているとのこと。その証拠として、細
胞の中にある遺伝子の情報が、「A・T・C・
G」という共通の文字で表せるとのことで
す。そして、地球はこれまで5回の大量絶
滅を経験し、その5回目が約6,600万年前
の恐竜の絶滅の時らしいのです。 
　しかし、現在の食物連鎖の頂点にいる大
型動物の絶滅が増えていることを根拠とし
て、現代が第６回目の大量絶滅の時代に
入った可能性があるとのことです。それ
は、乱獲や環境破壊を人類が起こし、動物
の多様性が急激に減少し大量絶滅を早めて
いるというのが理由らしいです。新型コロ
ナウイルスもその現象の一つなのか？ 
　環境問題、人類の引き起こした課題。 
　今一度、考えないと！！ 

２０２０年４月～６月　主な活動
4月4日 森林友の会総会
5月8日 臨時議会議案勉強会
5月11日 臨時議会

5月19日 議会改革特別委員会
議会改革推進部会

5月22日 議会説明会・議案勉強会
5月29日 臨時議会・文教福祉常任委員会
6月4日 定例会議案勉強会
6月6日 美しいまちづくり事業
6月9日 6月定例会開会（～6/29）
6月10日 栗東市観光ボランティア協会・総会
6月13日 森林友の会林道整備
6月15日 栗東市観光ボランティア協会PC会議
6月16日 定例会個人質問
6月17日 定例会個人質問・議会説明会
6月18日 議会改革推進部会
6月19日 予算常任委員会・議会改革特別委員会
6月23日 文教福祉常任委員会
6月26日 くりのみ作業所理事会
6月27日 災害支援ネットワークしが総会
6月29日 くりのみ作業所総会
6月30日 電機連合記念品贈呈式

ご挨拶

▲ 私の6月定例会での個人質問の様子（滋賀報知新聞より）
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　６月定例会は、予算3件、人事16件、条例7件、その他2件、陳情書1件、要望
書2件の計31件の案件を審査しました。 
　人事案件のうち14件は、農業委員の選任です。また、条例のうち3件は、上位
法の改正等により専決処分としたものです。審査の結果、原案通りすべて可決と
なりました。

補正第2号・補正第3号 

７億５４８９万円 
　 

　令和２年度の予算も３月定例会で可決した
ばかりですが、新型コロナウイルス感染拡大
に伴う支援策として、国から補助金が交付さ
れたことから、５月の臨時会に引き続き、一
般会計への補正予算約７億５,４８９万円が追
加され、令和2年度の予算総額は、３３３億
２,４２３万円となりました。 
　 

🔹 小学校全児童・教員にタブレットの配布 
　 

　「GIGAスクール構想」に基づくタブレッ
ト等の整備として、タブレット7,243台の購
入費として3億6千万円を超える予算が計
上され、市内小学校の全児童および全
教員に配布されます。(配布は来年１月予
定) 
　また、学校における働き方改革を推
進するために教員の資料作成や授業
準備等を補佐する「スクールサポー
トスタッフ」を9名、9ヶ月間雇用
します。 
　さらに、市内の小中学校に、熱中
症予防として「ネッククーラー」の配布やコ
ロナ対応としての「フェイスシールド」、仮
設の「手洗い場」の設置、「サーキュレー
ター」の配置などの措置が行われます。 
　 

🔹 中小企業振興事業　国の制度の上乗せ実施 
　 

　新型コロナ感染拡大の影響により、経済的
影響の大きい小規模事業者に対して、市単独
で国の「事業継続応援給付金」に上乗せする
給付金事業を実施。 
　内容は、新型コロナウイルスの影響で、前
年度より３割程度の売り上げ減など減額が生
じた事業者（市内807事業者見込）に、15万

円を上限として交付します。併せて、地代や
家賃等で困っている市内の事業者（565事業
者見込）に前述の給付金に加え5万円を支給
します。 
　手続き等は、市の広報もしくはホームペー
ジでご確認ください。 
　　 

🔹 市長・副市長・教育長の期末手当465万
円、および議員の政務活動費180万円をコロ
ナウイルス対策や学校図書の充実に充当！ 
　 

　新型コロナウイルスへの支援を目的とし
て、市三役（市長・副市長・教育長）の春季
の期末手当（ボーナス）の全額、計465万円
と市議会議員の政務活動費一人10万円、計
180万円をコロナウイルス対策や学校図書の
充実に充当することとなりました。

主な歳入（収入）
・国庫支出金 4億1,941万円
・県支出金 3,079万円
・寄付金 2,070万円
・繰越金 2億703万円
・市債 760万円
・繰入金 9,154万円
・給食費負担金 -2,462万円

主な歳出（支出）
・GIGAスクール構内通信 
　　　　　ネットワーク整備事業 3億6,473万円

・プレミアム商品券事業 
　　　　　　　　国庫補助返還金 1,090万円

・市税過誤納還付金等 2,867万円
・小規模事業者事業継続応援給付金 1億5,480万円
・ひとり親世帯臨時特別給付金 7,866万円
・セーフティネット資金利子 
　　　　　　　　補給事業補助金 2,940万円

・スクールサポートスタッフ配置 1,529万円
・小学校教育振興費 1,2276万円
・特別職期末手当等 -465万円
・議会政務活動費 -180万円
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問：この融資に対して、資格要
件である、たばこ税の納税は、
１社を除き３社が、「10年間で
50億円以上の納税」という資格
要件を満たしておらず本来200
億円以上の税収が見込めたもの
が、50億円ほど不足している。 
　この４社が、融資を受けた日
から栗東市に納税した『たばこ
税』の金額はいくらか？ 

答：ＴＳＲが約42億３千万円、
ＣＳＲが約23億1千万円、キシ
ダサービスが、約61億7千万
円、そして、クリアーゲートが
約23億円である。合計は、150
億1千万円である。 

問：３社は、貸付資格の要件
（10年間で50億円以上の納
税）を満たしていない。 
　条例違反ではないのか？ 

答：貸付時には、達成されるも
のと判断していたが、リーマン
ショックやタスポの導入、喫煙
人口の減少など、社会経済状況
等の予期せぬ変化により、全国
的に売り上げが低迷したことが
大きな要因と考えられる。 
　貸付後10年間で市税収入等が
『50億円以上見込まれる者』と

規定してあり、この額が達成さ
れなかったことをもって条例違
反とは言えないが、当初見込ん
でいた税収が確保できなかった
ことは誠に遺憾である。 

問：ＴＳＲ、ＣＳＲにかかる貸
付金返済の遅延損害金と今回の
債権者破産申立にかかる予納金
を含めた裁判費用について、現
時点での額はいくらか？ 

答：ＴＳＲが約5億2,640万
円、ＣＳＲが、約3億5,166万円
で、合計8億7,706万円である。
また、予納金を含めた裁判費用
は、834万8千円である。 

問：6月10日の債権者集会にお
ける内容とその評価についての
見解と、今後の対応は。 

答：6月10日の債権者集会は、
裁判所の方針（コロナ対策）に
より9月16日（水）13:30～京
都地方裁判所に延期された。 

問：TSRとCSRへの債権回収手
段としての「債権者破産申立」
については、リスクのある対応
だと考えるが、最悪の場合、市

税を投じたにも関わらず裁判費
用すら回収できないような事態
も考えられるが、その時の市は
どう対応するのか。 

答：この債権は市税などの公債
権ではないことから行政として
は、財産などの強制的な調査は
行えない。 
　このことから、裁判所を通じ
ての強制執行により、少しでも
多くの債権回収を図る必要があ
ると判断し、『債権者破産申
立』という手段に訴えた。 
　現在、破産管財人による破産
手続き中であり、その結果を見
据えた上で、過去の経緯も含
め、十分な調査・検証を行い、
市民への説明責任を果たすこと
が重要だと考える。 
　　　　 
問：自己破産等され債権が消滅
した場合、大きな損害となる。
会計上の取り扱いは。 

答：債権は市が財産として保有
しているものであり、直接的に
予算運営上は影響はない。しか
し、債務が免責されたり、債務
者が死亡したりして債権が消滅
した場合、市としては大きな損
害を被ることになる。 

　栗東市は、平成12年～平成21年までに7回、
市内でたばこ販売を業とする事業者４社（ＴＳ
Ｒ・ＣＳＲ・キシダサービス・クリアーゲート）
に対して、「企業事業資金貸付条例」に基づき、
貸し付けた日から10年後に一括返済することを
条件として、1社あたり5億円を限度として低利 

で、総額19億円を貸し付けてきました。 
　しかし、10年後、それぞれの返済期日
（H22.９月・H22.12月・H24.6月・H25.3月）
を迎えても4社からの元金一括返済はなく、現
在、４社中、２社、キシダサービスが４億円、
クリアーゲートが５億円を10年間の分割で返済
中です。 
　そして、残る２社（ＴＳＲ・ＣＳＲ）につい
ては、それぞれ５億円、計10億円の貸し付けを
行っていますが、返還請求訴訟等を経て、平成
30年11月に『債権者破産』という手続きによ
り、強制的な債権回収の手続きを執行中であ
り、6月中にも最終判断が示されるという状況に
ありますので、この貸付金がしっかりと回収でき
るのか質問しました。

「債権者破産申立」の 
行方について
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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 

9月 1日（火） 定例会開会

9月18日（火） 
～10日（木） 個人質問

9月11日（金） 
～15日（火） 各常任委員会

9月16日（水） 
～24日（木） 決算特別委員会

9月25日（金） 
～28日（月） 定例会予備日

9月29日（火） 定例会採決

～1人10万円の特別定額給付金・上下水道基本使用料無料化～
　栗東市議会は、去る5月11日に新型コロナウイ
ルス感染症対策に関する栗東市の補正予算を臨時
議会を開き、予算額約74億6000万円を全員一致
で可決しました。 
　補正予算のうち、約70億7000万円は、全額国
庫補助によるもので、一人一律10万円支給され
る「特別定額給付金」に使われます。 
　また、国庫補助、県補助、および匿名２社の企
業からの寄付金、そして基金の取り崩しなどで確

保した約3億9000万円は、児童手当受給世帯への
支援金や休業要請に伴う中小企業・個人事業主へ
の臨時支援金、そして、下水道の基本使用料の
２ヶ月分（6月・7月検針分）の無料化に使われ
ます。 
　併せて、水道使用料（基本料）も２ヶ月分（6
月・7月検針分）を無料化（6,700万円）。これ
は、水道事業費の内部留保資金から充当されま
す。

　新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、経済や生活へ
の影響に対しての支援策を
順次、栗東市でも行ってい
ます。 
　6月29日現在での、市内
の主な支援策等の状況を報
告いたします。

● 中小企業者への資金繰り支援措置（セーフティネット保証） 
・建設業116件、卸売小売業59件、宿泊・飲食業44件、製造業43
件、その他145件、計407件。うち、栗東市商工会の融資斡旋取り
組み件数は、420件。斡旋金額は91億2,687万円。 

● 滋賀県コロナ感染防止拡大臨時支援金の交付 
・滋賀県全体　7,622件（うち栗東市は、285件） 

● 特定定額給付金申請・受付状況 
・5/11 市内28,521世帯に申請書の送付 
・給付金支払済件数　27,858件（97.4％） 
・予算＝約70億7千万円 

●住居確保給付金事業 
・相談件数　55件（うち給付決定済み12件） 

● マスク・消毒液等の配布状況 
〔マスク〕調達数（269,996枚）…… うち寄付（77,146枚） 

・妊婦（9,500枚）、幼保・学童保育所（29,298枚） 
　介護・障がい者施設（27,080枚）、小中学校（15,300枚） 
　自治会（13,000枚）ほか 

〔消毒液〕533.5ℓ 
・済生会病院（45ℓ）、草津栗東医師会（45ℓ） 
　幼稚園・保育園（60ℓ）ほか 

● 寄付金　　6者　23,700,000円 

● 子育て世帯への臨時特別給付金等 
・児童手当受給者 …… 対象児童一人当たり、1万円（10,583人） 
・児童扶養手当受給者 …… 対象児童一人当たり、3万円（506人） 
・ひとり親世帯臨時特別給付金 …… １世帯あたり5万円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　第２子以降ひとり3万円　　　　　 


