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新年明けましておめでとうございます 
　 旧年中は、私の議員活動に深いご理解とご支援を賜り 
ましたこと心から厚く御礼申し上げます。 
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　12月定例会は、予算9件、条例8件、人事1件、指定管理者の指定を含むその他
10件に加え、請願書１件、意見書案２件、要望書6件を審査。 
　請願書と意見書１件以外は、原案の通り可決いたしました。 

　民間の事業所1万数千カ所の給与や諸手当の支給
状況を把握し、民間企業の従業員の給与水準と公務
員の賃金を均衡させることを目的に、人事院により
原則毎年実施されている「人事院勧告」。 

　令和2年10月7日、人事院は国家公務員のボーナスの支給月数を、「0.05か月減」とすることを勧告。 
　また、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、月給については民間企業との水
準差が小さい（△0.04％）ことから据え置くことを10月28日勧告しました。 
　それに準じて、本市においても下記の通り、12月のボーナスを0.05ヵ月分（総額1,000万円）を減
額することになりました。 
　加えて、人事異動による給与や諸手当の見直しや時間外勤務手当等の補正も約5,500万円増となりま
したので、総額で合計約4,500万円の増額補正となりました。 

人事院勧告と人事異動等に伴う 
職員人件費の補正

　市内には多くの公共施設がありますが、この運
営、管理を民間に委託する制度である「指定管理者

制度」の業者指定についての議案を審査し、業者を決定しました。内容は下表のとおり。 
　

【人事異動等に関する影響】 
　◉ 約5,500万円の増 
　　・給与・・・・・    470万円増 
　　・時間外手当・・ 2,759万円増 
　　・共済費・・・・ 1,058万円増ほか

【人事院勧告分の影響】 
◉ 特別職（市長・副市長・教育長） 
　　・1.7ヵ月　→  1.65ヵ月 
　　・136,000円の減（約45,330円／一人） 
◉特別職（議員18人） 
　　・1.7ヵ月　→  1.65ヵ月 
　　・359,000円の減（約19,940円／一人） 
◉一般職（461人） 
　　・課長級以上　1.10ヵ月　→ 1.05ヵ月 
　　・一般職　　　1.30ヵ月　→ 1.25ヵ月 
　　・1,000万円の減（約21,690円／一人）

　　　　　　

施設名 指定管理者 指定期間 応募の状況

1 栗東農畜産物処理加工施設 アグリの里栗東（株） R3.4.1～R8.3末 1団体のみ

2 栗東市立農林業技術センター 滋賀南部森林組合 R3.4.1～R8.3末 1団体のみ

3 栗東シルバーワークプラザ 栗東市シルバー人材センター R3.4.1～R8.3末 1団体のみ

4 栗東市芸術文化会館 （株）ケイミックス 
パブリック・ビジネス R3.4.1～R8.3末 ２団体

5 栗東市体育施設 栗東市スポーツ協会 R3.4.1～R8.3末 指名応募

指定管理者の指定

　国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に

特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、本年6月度の受給対象者に対して、年末年始に向け
予備費を活用して、再度、同様の基本給付の支給を決定。本市でも、前回の補助金で不足する額、約
2,000万円の追加補助を受け、年内に支給を完了できるよう作業を開始しました。 
　

ひとり親世帯臨時特別給付金

対象者 支給単価 対象数 小計 総合計
① 児童扶養手当受給者 
② 公的年金給付等受給者 
③ 家計急変者

基本額 50,000円 570世帯 28,500千円
38,190千円

２人目以降加算 30,000円 323人 9,690千円

※ 時間外手当の多くがコロナウイルス関連
の作業によるものです。
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　今回の個人質問は、市内にも多く存在する文化財の管理
や活用について質問しました。 
　文化財は、過去と現在、そして未来をつなぐ大切なもの
です。博物館の利活用の活性化も含め、文化財を活用した
まちづくりの一端になればと思います。

問：文化財保護法の改正で、地
域の文化財の総合的な保存・活
用にかかる計画を自治体は策定
することとなった。本市の文化
財保存活用地域計画の概要とそ
の進捗について伺う。 
　また、本市の国・県・市の指
定文化財、および未指定文化財
の類型と数量は？ 

答：この「文化財保存活用地域
計画」は、文化財の保存・活用
に関して市が目指す将来的なビ
ジョンや具体的な事業等の実施
計画を定めるもので、本市にお
いては令和２年度から３年度に
おいて策定していく。 
　今年度については、栗東市文
化財保存活用地域計画策定協議
会を設置するとともに、文化財
の保存と活用を考えるため実際
に地域を歩くワークショップを
４回開催した。 
また、本市には国指定４６、

県指定１６、市指定７５の合計
１３７の文化財があり、類型別
でいうと有形文化財１２０、記
念物１４、民俗文化財３になり
未指定文化財については、全て
有形文化財で、２,２２０件を
確認している。 

問：文化財の保護や活用に関す
る行政の現状課題として、第一
に専門職の人材不足があると考
える。 
　本市の文化財の発掘や保存お
よび活用に関しての組織体制と
今後の文化財専門職員の育成と
適正配置についての見解は。 

答：現在、文化財を担当する職
員はスポーツ・文化振興課に２
名の正職員と１名の再任用職員
を配置している。また、他に２

名の学芸員を博物館に配置して
いる。今後の課題や業務に応じ
て、また育成期間も勘案して適
正に配置していく。 

問：地域計画を策定する懸念と
して、事務量の増加とともに、
市内に存在する未周知の文化財
の実態などを確認するための悉
皆調査が必要と考えるがその実
態は？ 

答：「栗東の歴史」編さん事業
や「栗東の文化」発行事業、博
物館における資料調査等で、す
でに実施したものを基に、現在
確認調査を実施している。 

問：本市は旧東海道、旧中山道
の通る街道文化の色濃いまちで
ある。文化財を観光事業へ活用
するにはトイレや、外国からの
観光客も考慮に入れた案内看板
等のインフラ整備が必要だと考
えるが見解は。 

答：観光インフラ整備の必要性
は認識している。新規整備の依
存財源確保は難しいが、国の支
援制度も活用して整備を進めて
いきたい。 

問：本市の歴史民俗博物館も現
在、開館30年を迎える。老朽
化の中で、施設面で現代に合っ
た十分な展示ができるのか疑問
である。老朽化する施設に関し
ての再整備などのが見解は。 
　また、博物館の第1展示室の中
に、映像と音声を使いながら解
説するコーナーの機器が故障し
機能していないが、対応は。 

答：博物館における再整備につ
いては、市の長寿命化計画の中
で、現在ある施設を修繕しなが
ら使用していくことが基本であ
ると考えている。 
　また、故障し機能を果たして
いない機器については、現代に
あったような機器に転換できな
いか検討している。 

問：文化財の所有者は文化財保
護法や文部科学省令に従う形で
管理義務、移出、毀損したとき
の届出義務など多くの制約が課
されている。また、修理や公開
は、所有者自身が行うこととさ
れ、さらに文化財保護法では、
文化財を公共のために、大切に
保存、公開することを求めてい
る。 
　しかし、現状は過疎化であっ
たり、少子高齢社会の到来で、
担い手不足も生じており、所有
者の負担は増すばかりであり、
建物の修復費用の負担などを重
荷に感じた所有者が建物解体や
手放すケースが後を絶たないと
いう実態もある。本市の状況
は。 

答：市内には、個人所有の建造
物の文化財は３９件あり、これ
までに建物解体をされたり、登
録解除の事例はない。 
　ただし今後、所有者の高齢化
による担い手不足や、修理費用
の負担などが課題となってきて
いる。 
　今回策定する文化財保存活用
地域計画では、こう
した文化財保護に
対する方 
向性も示して 
い く 予 定 で あ
る。 

地域の宝　文化財でまちの 
魅力発信を！
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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

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

２０２０年10月～12月　主な活動
10月３日 音楽振興会野外コンサート手伝い
10月６日 臨時会議案勉強会
10月６日 連合滋賀駅頭行動（JR栗東駅）
10月9日 学童保育連協と議員との懇談会
10月11日 野洲市長選挙出陣式
10月12日 金勝地域振興協議会ボウリング大会
10月13日 臨時会
10月19日 国道バイパス整備促進特別委員会視察
10月21日 教育予算についての懇談会
10月29日 企業事業資金貸付金特別委員会
10月30日 コロナ感染を踏まえたHUG体験
11月1日 走井ハーベスタ祭り
11月6日 金勝自治連合会と議員の懇談会
11月12日 企業事業資金貸付金特別委員会協議会
11月18日 議会説明会・定例全員協議会
11月20日 旧RD最終処分場問題連絡協議会
11月21日 立憲民主党躍進パーティー
11月23日 新嘗祭
11月25日 企業事業資金貸付金特別委員会協議会
11月29日 市民活動の一歩
11月30日 臨時会
12月1日 議案勉強会
12月3日 定例会開会（～22日）
12月6日 馬のいる多世代の居場所
12月10日 個人質問（～14日）
12月15日 常任委員会（～17日）
12月17日 企業事業資金貸付金特別委員会
12月22日 定例会採決・議会説明会
12月25日 谷口たかひさ講演会

 定例会開会  3月1日（月）
 代表質問  3月8日（月）～9日（火）
 個人質問  3月9日（火）～11日（木）
 各常任委員会  3月12日（金）～19日（金）

 定例会予備日  3月22日（月）・23日（火）
 定例会採決  3月24日（水）

▲

　栗東市議会は、本市が貸し付けたたばこ小売業者２社
への貸付金計９億円が回収できない問題で、さる9月26
日に▼貸付制度と貸付実施の妥当性について、▼弁済期
日後の対応について、▼債権の今後の対応について、の
３点に関して主に検証するために「企業事業資金貸付金
特別委員会」を設置。現在まで、4回の委員会を開催。 
　その中で、12月3日の債権状況報告集会で、回収額が
計685万9369円で確定したとの報告がありました。 
　これまでの会議の中では、資料として提出された会議
録など公文書の保存等の不備や、返還期日後の事務的対
応の遅れ、さらには、相手側との行政との関係など、行
政責任を問う声が委員から多く出ています。 
　委員会の審査はこれからも続きますが、ほとんど回収
できない元金９億円と、遅延損害金、貸付条件不履行の
納税額などなど、これらの処理について、行政としてど
う責任を取るのか！が問われています。 
　当然、それらを当時議決してきた議会としての責任も
問われてくると思います。いずれにしても、回収できな
い債権を将来的にもどうするのか、大きな課題です。 

　今議会に上記の意見書と請願書が出されました。 
　一つ目は、国連で核兵器の保有や使用を全面的に禁じ
る核兵器禁止条約が、発効に必要な５０カ国・地域の批
准に達し来年１月２２日、史上初めて核兵器を違法とす
る国際条約が発効します。 
　しかし、日本は世界で唯一の戦争被爆国でその悲惨さ
を身をもって経験しているのですが、残念ながら批准し
ていません。世界で唯一の平和憲法９条をもっている日
本へ批准を求める声は大きくなっています。 
　二つ目は、刑事事件における「冤罪」は、誤って有罪
となり犯罪者にされた人の人生を狂わせ、人権をも奪う
国家による重大な問題であり、国内ではこれまでも多く
の冤罪被害者の方が、裁判のやり直しを求め闘っておら
れますし、闘争半ばで亡くなられた方もいます。 
　三審制終了後であっても、確定した有罪判決に疑いが
生じた場合、裁判をやり直すための「再審制度」が適正
に機能していれば誤って有罪にされた方を救えます。そ
の再審法（刑事訴訟法第４編再審）の改正を求める請願
です。私の所属する栗東市民ネットワークと日本共産党
議員団はいずれも「賛成討論」を行い、賛同を求めまし
たが、残念ながら、与野党の壁とイデオロギーの壁があ
るのか、自民党、公明党の会派には、理解してもらえ
ず、不採択となりました。引き続き人権・平和の問題に
は、様々な壁を乗り越え、取り組んでまいります。 


