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　人事関連の議案では、栗東市固定資産評価
審査委員会委員（1名）、栗東市固定資産評価
員（1名）および栗東市政特別功労者（5
名）、栗東市監査委員（1名）を決定する議案
であり、当局提出の資料を参考に審査を実施
しました。結果は、当局提案通りすべての方
を承認しました。 

　① 栗東市固定資産評価審査委員会委員 
          栗東市大橋　柴田 博孝 氏（任期満了再任） 
　② 栗東市固定資産評価員 
　　　栗東市出庭　國松保志 氏（税務課長） 
　③ 栗東市政特別功労者 

　今日まで本市の経済、文化等、各般にわたり市
政の振興発展に寄与され、特にその功績が著しい
方々5名を決定。 

武村秀夫 氏（栗東市林）・澤 絢子 氏（栗東市手
原）・井之口秀行 氏（栗東市十里）・高野正勝 
氏（栗東市安養寺）・清水 憲 氏（栗東市蜂屋） 

　④ 栗東市監査委員 
　　　栗東市辻　　　田中英樹 氏（議会選出委員） 

　 
　 
　条例関係については、上位法の改正等によ
る影響により、条例の一部を改正する議案が4
件、新たに制定する条例議案が2件です。 
　　 
＊一部改正の条例 
　　 
　① 栗東市職員の服務の宣誓に関する条例 

→　総務省通達により、行政文書等で押印を
求める趣旨の合理性が乏しいものについては
押印を廃止するための改正を行うもの。 
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　６月定例会は、議定案１件、予算３件、人事4件、条例6件、そ
の他3件の計17件の案件を審査し、すべて原案通り可決されまし
た。また、陳情書1件も各議員に提出されました。
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　② 栗東市税条例 
→ 地方税法の改正により、土地及び農地に係
る負担調整措置の適用期限の延長、軽自動車
税環境性能割の税率の臨時的軽減期間の延長
などの改正行うもの。 
→　地方税法の改正により、寄附金制度にお
ける寄附金の範囲の見直しや医療費控除の特
例（セルフメディケーション）税制の延長、
雨水貯留浸透施設の特例割合の見直しなどの
改正行うもの。 

　 
　③ 栗東市手数料徴収条例 

→ デジタル社会の形成に関する法律の公布に
より、地方公共団体情報システム機構が個人
番号カードの発行事務に関する手数料を徴収
することができることとなったことから、個
人番号カード再交付に係る手数料の規定を本
市条例から削除するもの。 
　 

　④ 栗東市個人情報保護条例 
→ デジタル社会の形成に関する法律の公布に
より、情報提供ネットワークシステムの所管
がデジタル庁に変更になること等に伴い所要
の改正を行うもの。 

＊新たに制定した条例 
　 
　① 栗東市工場等立地促進条例 

→　令和３年２月に策定した栗東市企業立地
推進計画において整理した工業用地の適地で
は、公共インフラ施設の整備に多大な費用を
要する場合が出てくることから、助成措置を
講ずることで効果的に工場等の立地促進を図
るため、これまでの「栗東市工場等誘致に関
する条例」を全部改正するもの。 

　② 栗東市東部地区新産業拠点の整備に関す 
　　 る条例 

→　六地蔵・伊勢落地先の東部地区における
民間活力による秩序ある工業団地の整備と企
業立地を推進すべく、公共インフラの基盤整
備に係る市および進出企業の役割を定めるた
め新たな条例を制定するもの。 

　 
① 令和２年度一般会計補正予算（第12号） 
→　6億1,189.9万円を追加補正（4事業） 
◉主に総務費および衛生費などの増額
で、コロナ対策に備えるための財政調整
基金や減債基金への積立を増額するもの
のほか3事業。 

② 令和３年度一般会計補正予算（第3号） 
→　1億5,474.3万円を追加補正（5事業） 

◉子育て世帯生活支援特別給付金支給事
業として、非課税世帯に対し、一人5万円
を給付するもの（1,120人） 
◉新型コロナウイルスワクチン接種推進事
業として、集団接種医師や職員への報酬の
計上（205名分＝約1億2600万円）と看護
師出動謝礼および医師派遣委託料の減額 
◉東部開発推進事業における工業用水堂
整備基本設計にかかる経費として、4,790
万円を補正計上するもののほか2事業。 

③ 令和３年度一般会計補正予算（第4号） 
→　1億5,474万円を追加補正（2事業） 
◉新型コロナの長期化に伴い、社会福祉
協議会における「総合支援金」等の貸付
が限度額に達しているまたは、再貸付に
ついて不承認とされ特例貸付を利用でき
ない世帯に対して、「新型コロナウイルス
感染症生活困窮者自立支援金」を支給す
るもの。 
　・支給額（ひと月あたり） 
　　　単身世帯６万円・２人世帯８万円 
　　　３人以上世帯10万円 
　・支給期間＝７月以降３ヶ月間 
　・申請想定世帯数は、５００世帯 
◉SNS相談等から具体的な支援につなげ
る場合を含め、若者が悩みを気軽に話す
ことができる居場所づくりを推進すると
ともに、自治体の自殺対策担当者が生活
困窮者自立支援制度などの各分野の窓口
へ支援を行い、居場所を含めた地域の適
切な社会資源へ確実につなげるための体
制を構築するための事業。 
　※スクールソーシャルワーカーの派遣 
　　・263.6万円を計上 
　　・市内中学校で要保護生徒数＝110人 
・市内３中学校において、これまで2
名配置し対応しているが、新たに１
名のスクールソーシャルワーカーを増
員し、各校１名体制で済みで対応す
る。 

　 

　 
　その他の議案については、市道の廃止と変更
および認定について、６路線を審査。すべて提
案通り可決。 

　日本は離婚後「単独親権」の制度のため、子の
両親の内、どちらか一方が親権を持ち、どちらか
一方が親権を失うことになる。それにより子ども
の親権、監護権をめぐる争いが多く、親権を失う
ことによる問題も多い。 
　よって、民法を改正し、婚姻中のみを共同親権と
する単独親権制度の撤廃を求める意見書を国に提
出してくれるよう求めるもの。
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　今回の質問のテーマは、「公
共事業における合意形成のあり
方について」です。 
　栗東市は、現在の国道バイパ
ス工事をはじめ今後10年間に多
額の経費を必要とする公共事業
の計画が目白押しです。 
　その経費の捻出も大きな関心
事ですが、今回は、それらを設
置するにあたり地元自治会等の
皆さんとの合意形成のあり方に
ついて質問しました。 

問　現在、社会的インフラ整備
として、国道1号および8号のバ
イパス整備、並行して山手幹線
整備など、大型の事業（2025年
の供用開始予定）が進んでる。 
　また、東部地区における新た
な工業団地の整備計画や火葬場
建設（2027年の供用開始予定）
と環境センターの更新（2028年
供用開始予定）、さらには、
2022年度からの事業実施に向け
た草津川跡地の整備や小野地先
の健康運動公園の整備等々、大
型公共事業が目白押しである。 
　とりわけ、火葬場建設と環境
センターの更新について、住民
説明会などの実施状況は。 

答　火葬場整備においては、昨
年度末に、小野他4自治会の周辺
自治会長に説明会を開催した
が、今年度においては、周辺自
治会への説明会は開催できてい
ない。環境センターにおいて
は、次期ごみ処理施設建設候補
地の応募を検討されている自治
会からの依頼に応じて開催する
こととしている。 

問　「住民説明会」の目的及び
参加対象の範囲はどこまでか。
また、火葬場に対して同意等を
得る期限はいつ頃か。 

答　目的は、説明会を通じて整
備に向けた理解を得ることであ
り、参加対象の範囲について
は、自治会長、自治会役員、自
治会住民を対象とする3つの段階 

があると考えている。 
　現在進めている地権者との交
渉後に、再度、周辺自治会長へ
の説明を行う予定である。 
　その後の自治会の役員や住民
への説明については、自治会長
との相談により決めていく。 
　期限については、基本計画策
定スケジュールを踏まえ、概ね
年内には同意なり、御理解をい
ただきたいと考えているが、県
と法規制など事前協議に時間を
要していることから、再度、調
整をする。 

問　環境センターの更新につい
て、火葬場及び環境センター整
備特別委員会の中でも、長寿命
化に関する質問に対して、「地
元との約束の期限が令和9年度
末でまでである。補助金をもら
おうとすると、平成27年度当時
には既に設計段階まで終わって
いないと、後の工事手続の関係
で間に合わないため、その内容
が発出された当時延命化の議論
は内部ではしなかった」との答
弁であった。 
　全国を見ても、新築ではな
く、長寿命化というのが、現在
当たり前の時代になっている
中、長寿命化と新築移転とは、
建設コストも大きく違う。当局
としてその多額の税金を投入す
る施設について、長寿命化につ
いての検討をしてこなかったこ
と自体、行政の怠慢だと思うが
いかがか。 

答　環境センターのような特殊
な施設は、一般的に稼働後15年
から20年をめどに基幹改良を行
い、その後、15年程度の稼働を
見込んで、少なくとも稼働開始
から30年以上は維持すべき施設
というふうに考えている。 
　現在の環境センターは、現地
で2台目の環境センターというと
ころから、地元や周辺自治会の
意向を酌み、交わした契約確認
書の内容で、存続期間は最長25
年とするとした。 
　当時の判断として、財政面等
も考慮した上で、市民との約束
を重んじた結果として、長寿命
化を選択してこなかったものだ
と考えている。 

問　環境センターの更新につい
て、建設候補地を今月から、本
年9月まで公募し、応募地の現
地調査や、資格判定調査や評価
などを経て、令和4年2月ごろに
は候補地の決定の発表があると
認識している。 
　応募要件の中に「建設応募用
地が所在する自治会内における
合意が形成されていること」と
あり、総会議事録の提出も要件
としてある。 
　もし共同応募の場合、総会議
事録の提出は、共同応募対象自
治会各々が実施した総会の議事
録でいいのか、それとも関係自
治会の合同による総会の開催が
必要なのか伺う。 

答　複数の自治会での応募の場
合は、全ての自治会において合
意形成を図られているというこ
とが確認できれば、合同による
総会の開催は必要ないと考えて
いる。 

問　前述の議事録の記載方法と
して、多数決による合意形成を
促しているように感じるが、地
域の住民のみなさんは、その多
くが地域から逃れることは出来
ない。安易な多数決の誘導は表
決によっては、地域間紛争や住
民同士の人間関係の阻害が心配
である。 
特に火葬場や環境センターであっ
たりというような施設の合意形成
をめぐっては、行政としてより丁
寧で透明性、公正性を確保した上
で、住民や関係者等の理解を得て
ほしいと考えるがいかがか。 

答　議事録に関しては、応募の
段階で自治会の規約や会則に
のっとり実施されたかという部
分を確認させていただく必要が
あり、候補地となった時点で、
可能な限り迅速に住民を対象と
した説明会を開催し、理解を得
る必要がある。 
　公共施設、公共事業における
合意形成については、必要な情
報の公開や提供、また、説明な
どを丁寧に行うことにより、公
平公正に基づく住民や関係者と
の合意に向けて進められると考
えている。 
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　栗東市の65歳以上のコロナワクチン接種状況は、下表の通
りですが、予約率は1回目の予約済者は73.3％、2回目予約済
者が67.5％となっています。（6/9時点） 
　また、6月から始まった市内20ヶ所の個人病院での個別接種
を含めると、65歳以上の市民のうち60％を越える人が1回目の
接種を終えている状況です。（県平均＝56.9％） 
　なお、個別接種用のワクチン（ファイザー社製）について
は、272バイアル（1,632人）分が用意されています。 

＜集団接種＞ 
　高齢者の接種スケ
ジュールとしては、
集団接種、個別接種
ならびに施設接種
（往診訪問含む）も
始まっていますので、全ての希望者の接種完了は、7月末と見
込んでいます。 
　また、それ以外の方については、基礎疾患を有する方を優
先に7月上旬を目処に接種券を送付し、7月中旬頃から優先接
種が始まる見込みです。 
　さらに、一般の方については、接種券送付は7月中旬を予定
しており、概ね8月初旬から５歳刻みの年齢別で2週間毎の間
隔で接種が可能となる見込みです。 

２０２１年４月～６月　主な活動
4月５日 栗東ボランティア観光ガイド役員会
11日 ワクチン集団接種訓練
14日 企業事業資金貸付金特別委員会
20日 ５月臨時会議案勉強会
23日 菜の花プロジェクトin南相馬（～26）
27日 ５月臨時会
30日 自治労本部との打ち合わせ
5月5日 日吉神社例大祭神事
7日 企業事業資金貸付金特別委員会

議会改革推進部会正副会議
13日 連合地協幹事会
14日 議会BCP打ち合わせ

企業事業資金貸付金特別委員会
18日 GIGAスクールに関する西中視察
19日 議会改革推進部会
21日 市民の会駅頭行動
22日 しがNPOセンター総会

25日
議会説明会・定例全員協議会
企業事業資金貸付金特別委員会協議会
議会改革特別委員会

26日 災害支援ネットワークしが総会
28日 市民ネットワークヒアリング

連合議員団ネットワーク会議
29日 教科書運動の取り組み
31日 当局と市民ネットワーク懇談会

6月１日 県教組湖南支部総会
5日 市民の会と４党行動
8日 定例会議案勉強会
10日 ６月定例会開会（～6/29）
15日 定例会個人質問
16日 定例会個人質問

17日 定例会個人質問
栗東音楽振興会理事会

22日 予算常任委員会・文教福祉常任委員会
25日 くりのみ作業所総会

　　

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 

8月31日 定例会開会

9月7日～9日　　 個人質問

9月10日～14日　　各常任委員会

9月15日～22日　　予算常任委員会

9月24日・27日　　 予備日

9月28日　 定例会閉会

65歳以上の接種券送付者数 ＝13,925人

接種者数（1回目） 接種者数（2回目）

7,432人（53.4％） 3,797人（27.3％）
※6/26現在

＜個別接種・大規模接種会場での接種＞ 
　一般の方の個別接種および大規模接種会場（会場：
Oh,me!大津テラス）での接種を希望される方は、申し出
があれば接種券を担当窓口で発行しています。 
　なお、大津市での大型接種会場は、全県民が接種でき
「モデルナ社製」ワクチンを使用します。 
　接種の順位については、まず、基礎疾患をお持ちの方か
ら始まり、警察・消防、教員、介護・保健士、障害者施設
職員等、そして、一般の皆さんの順となりますので、一般
の方々の1回目の接種は概ね7月中旬以降になる見込みで
す。なお、予約の受付は県が窓口であり、すべてWEB予約
のみとなります。 
　ワクチン接種に関する詳細は、栗東市広報7月号か、携帯電
話・パソコン等で右のQRコードを読み込むことで、栗東市および滋賀県
のコロナワクチン情報を見ることができます。 
　 

＜その他＞ 
　ワクチン接種については、個別接種や大規模会場での接種に加え、市内
の大きな団体や職場における「職域接種」も始まるとのことですので、集
団接種の予約に空白ができる場合もあり、前倒しの接種も可能となる場合
も出てきますので、市の広報等のチェックなどもお願いします。

栗東

滋賀


