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🔹 平成25年以来の決算規模に 
　 

　令和２年度の一般会計予算は、
２５１億１３００万円でスタート
しましたが、異例の１２回の補正
の実施と前年度からの繰越予算を
加えて、過去２番目（H25年度が
過去最高410億円）に多い決算規
模となりました。 
　その１２回の補正の総額は、９
０億円近い金額であり、多くが
「定額給付金」や「子育て世帯臨
時特別給付金」など、コロナ感染
症対策における経済支援として国
から交付されたものです。

🔹 収支はわずかに黒字 
　

　令和２年度の歳入決算額は、３
４２億５７４７万１千円であり、
その収支を見ると、形式収支は、
４億８４８１万円で黒字ですが、

ここには翌年度へ繰越す
べき財源が含まれていま
すので、それを差し引い
た財政上の指標となる実
質収支は、４億４９７８
万２千円の黒字という結
果でした。
　また、単年度収支と財
政調整積立金との調整に
よる実質単年度収支も、
わずかではありますが１
億２７６１万８千円の黒
字となりました。

🔹 法人税が23.8％の落ち込み　 

　自主財源のほとんどを占める市
税は、コロナの影響が大きく、法
人市民税が２３.８％も落ち込み
ました。しかし、市税全体では、
個人市民税や固定資産税、軽自動

車税の伸びもあり、対前年比１.
０％の減にとどまりました。
　しかし、不納欠損額は３.５％
増の５,０６１万円にも上り、税
負担の公平性の観点からも徴収率
の向上は必要不可欠であり、納付
相談や指導などの取り組みも重要
だと進言しました。
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令和２年度決算　コロナの影響で税収落ち込むも 
国・県の補助などで、過去２番目の決算規模に！ 
　未だ猛威を振るう新型コロナウイルス。県下にも非常事態宣言が
発令された中で、9月定例会は開会しました。（8/31～9/28） 
　今定例会の主な議案は、令和２年度の決算審査。 
　コロナ禍の１年は、地域経済にも大きな影響を与え、それは法人
税の減額という形で現れました。しかし、事業の中止や縮小もあり
最終の収支は、1.27億円ほどの黒字となりました。 
　一方、コロナ禍対応も含め、国庫補助金が対前年比203.9％と大
きく交付され、異例の12回もの補正で財政補填した１年でした。 

342億5747万1千円 
（259億4432万7千円）

337億7266万1千円 
（252億1636万0千円） 

※ （　）内は令和元年決算実績
依存財源 
52.9％

自主財源 
47.1％

一般会計歳入決算 構成比グラフ

出典：令和２年度栗東市決算審査意見書をもとに個人で作成

昨年は 
63.5％
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🔹 まちの財政状況・他市との比較（右グラフ参照） 

●財政自由度のバロメータ＜経常収支比率＞ 
(数字が小さい方が、より健全：栗東市は92.6%) 

　まちの税金や地方交付税など毎年決まって入ってく
るお金に対して、人件費や施設の維持費など毎年決
まって出て行くお金がどの程度になるかを示す指数。 
　数値が「90%以上」の場合、財政が硬直化しており
自由に使えるお金が少ないことを示しています。 
　５市で比較すると同じような数値であり、どのまち
も財政の自由度は余裕のない状況といえます。 

●体力以上の借金負担がないかをチェックする「実質
公債費比率」(数字が小さい方が、より健全：栗東市は13.3％) 

　まちの税金や地方交付税など毎年決まって入ってく
るお金に対して、借入金（地方債）の返済にあてた経
費（公債費）がどの程度の割合になるかを示す指標。 
　チェックの目安として「18%」以上になると、新た
な借入に制約を受けることになります。 
　栗東市も年々数値は下がってきましたが、他の４市
と比較して、まだ借金返済の割合が高い状況です。 

●将来負担すべき実質的な負債をチェックする「将来
負担比率」(数字が小さい方が、より健全：栗東市は110.3％) 

　借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある
負担額等の現時点における残高の程度を示す指標。数
値が大きいほど今後の財政を圧迫する可能性が高い。  
　５市と比較した場合、本市は非常に高い数値を示し
ており、借入金（地方債）が基金（貯金）では賄えな
いほど多くあることを示しています。 
　一方、大津市、草津市、守山市はほとんどゼロであ
り基金額が負債を賄えるほど潤沢であることがわかり
ます。 

108億6821万3千円 
（109億8089万7千円）

101億9363万7千円 
（103億7412万4千円） 

※ （　）内は昨年実績

出典：R２年度の県内４市との比較（自作）

　７つの特別会計 概ね適正と認定！ 
　 

　特定の事業や資金の運用の状況を明確化するため
に、特定の収入、特定の支出を財源に一般会計とは財
布を分けて会計処理をしている『特別会計』。 
　本市には7つの特別会計ありますが、それぞれ概ね
事業に対して適切な支出が行われていることを確認し
認定しました。 

　 

不納欠損処理に議会から厳しい意見！ 
　　 

　国民健康保険特別会計の不能欠損処理（滞納が時効
を過ぎ徴収を諦めた金額）が前年より約4,000万円ほ
ど多い7,400万円にも上りました。 
　国保の運営は平成30年度より県が保険者として対
応することになり、そのことにより財産調査の量や質
が向上し、資力があるのに国民健康保険税を滞納する
者の存在が明らかになり増えています。 
　本市の場合、所得別の滞納世帯状況を見ると、滞納
世帯780世帯のうち、44世帯（5.6％）が令和2年度
の所得が400万円以上であることがわかっています。 

　議会からも「不納欠損処理になる前に督促や相談、
徴収率の向上への努力が必要であると進言しました。 
　　 

上下水道事業は、コロナ禍に伴う 
経済支援対策で収益が減収に！ 

　 

　本市は、新型コロナウイルス感染症に伴う独自の経
済支援策として上下水道の6月、7月の基本料金を減
免しました。その結果、水道および下水道事業につい
ては、両事業とも収益が減収となり、いずれも原価が
単価を上回る状況にもなりました。 
　しかし、全体的な収支については、黒字決算という
結果でした。 
　 

令和2年度の要支援認定者110人増！ 
　 

　全国の平均高齢化率が28.8％（2020年10月）にな
る中、本市の高齢化率は19.6%（2021年4月）と近
隣市と比較しても低い状況にはありますが、令和2年
度の要介護（要支援）認定者の人数は、5.5％（110
人）も増えており、保険の給付状況も右肩上がりの状
況であり健康増進の施策も重要となってきています。

まだまだ高い
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テーマ①

テーマ②

　公園の遊び場はみんなのための場所。でも本
当にみんなが楽しく遊べているでしょうか。 

　市内の公園は、障がいのある子どもにとっては、遊び
にくい場所となっています。遊びは障がいの有無や年
齢、経済的・社会的背景等の違いにかかわらずすべての
子どもの成長と発達に欠かせないものです。 
　多様な子どもが共に生き生きと遊び地域の大人たちが
その成長見守り支え合えるインクルーシブな遊びの創造
が必要だとの思いから質問しました。

背景

　芝生化については、環境へ
の負荷の低減としてだけでな

く、多様な付加価値が期待できる
と考えている。 
　教育・保育環境のより一層の向
上につながるよう、グランドの一
部であるとか、少しでも、小さい
ところから取り組んでいけないもの
か検討する。 

答

校庭や園庭等の芝生化につい
てどう考えているか。問

　当市の都市公園および児童公園は、バリアフリー法の
施設整備ポイントを充足した施設になっているのか？ま

た、市内に「インクルーシブ」といった考えを考慮した公園
はあるのか。

問

　出入口をスロープ等にし、段差を無くすなどの対応を
行っているが、立地状況等により整備ができていない公

園があるのが現状であり、「インクルーシブ」を考慮した公園
はない。

答

車椅子でも楽しめる遊具がいっぱい。（東京都内の公園）

芝生は 
フワフワで 
気持ちいい～！

　小中学校の校庭や保育園、幼稚園
の園庭はほとんどが砂地。砂埃りが

立ち、転んで擦り傷も多い。いま校庭や園庭
の芝生化で、子どもたちが思いきり遊んだり
裸足で駆け回ったりできる環境づくりが全国
で進んでいます。また芝生化は、運動能力の
向上やヒートアイランド効果の緩和にも繋が
ります。 

　この事業には、国や日本サッカー協会からの補助も受けられますので、本市
でも対応すべきであるとの提案を含めて質問しました。

背景

　　　子どもの遊びについての教育長の考え方は。問
　　 　子どもにとっての遊びは仲間とのかかわりや心身の発 
　　 達を促し、子どもの成長には欠かせないもの。子どもは
遊びの中で学び方を身につけ、それが学びの基礎となるものであると
考えている。遊びには、遊具で遊ぶことだけでなく、人とのふれあい
や自然環境にふれることなど、体を動かすことだけでなく、心で感じ
るなどの体験をすることが大切だと考えている。子どもたちは、遊び
に集中するあまり、周りが見えなくなることがある。特に幼い子ども
については、大人の見守りが重要となる。遊具の安全点検をしたり、
子どもたちが安心して遊べる「遊び場」を維持したりすることが大人
の役割であると考えている。

答

緑の基本計画の中で、市内の緑地
面積を現在の0.5％（約29ヘク

タール）を増やそうと計画されてい
る。その一つとして、芝生化を推進す
るように環境政策課から各課に進言で
きないか。

問

　芝生化については、安全性、温
度上昇抑制等のメリットがあるの

で、担当部局と協議していく。
答

　日本サッカー協会が取り組んでいる
芝生化補助金制度のある「グリーンプ

ロジェクト」に参加してはどうか。
問

　グリーンプロジェクトの参加について
は、管理運営を支援する地域住民や各

種団体の意識改革も必要。 
　今回の提案や、先進地の取り組みも参考
にしながら、今後の校、園舎等の大規模改
修やグラウンド等の政修工事を実施する中
で、教育・保育発達のより一層の向上につ
ながるよう努めていていきたい。

答

　今後、市内の公園を１カ所からでもみんなが一緒に遊べるイ
ンクルーシブ公園としてリニューアルすることはできないか。 

　また、計画にある健康運動公園の構想にこのインクルーシブ公園の
考え方を盛り込むことはできないか。

問

　公園のリニューアルはバリアフリー化を進めるとともにイン
クルーシブに配慮した公園となるよう検討していく。 

　また、健康運動公園については現在、基本計画の成案化を目指し
ており今後計画を具現化するにあたり、インクルーシブ公園の考え
方を盛り込むよう取り組んでいく。

答

まず園庭の芝生化からはじめませんか

インクルーシブ公園の整備
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【編集後記】いつもご支援ありがとうございます。今回は、決算報告ということもあり
紙面の関係上、あいさつが最後になりました。 
　さて、もう10月。ようやく緊急事態宣言も解除され、気持ちは、幾分ホッとしていると
ころです。ただ、これから冬に向け、インフルエンザと並行して第５波に備えてのコロナ
対策の継続が必要ですので、心晴れ晴れという訳にはいきません。 
　さて、コロナ禍で行われたオリンピック&パラリンピックは、多くの感動に包まれ終了
しました。特に今回は、自国開催ということもあり、普段はほとんど放映されないパラリ
ンピックの競技風景も比較的多く報道され、大きな勇気もいただきました。 
　パラリンピックは、スポーツを通じ、障がいのある人にとってよりよい 
共生社会を実現することを理念とし、パラリンピアンたちに秘められた力 
こそがの象徴であるとし、公平・勇気・強い意志・インスピレーションを 
4つの価値としています。競技をテレビで観ていて、この４つの価値がひ 
とり一人の競技者から感じ取ることができた素晴らしい大会だったと思 
います。さあ～次は政治が国民に感動と希望を与えてくれる番です。 
　感動と希望、そして安全安心な生活を実感できる政治を国民に提供 
してくれる日本のリーダーを選ぶ選挙。決めるのは主権者である国民 
の皆さんの１票です。衆議議員選挙には必ず投票に行きましょう。

ホームページもご覧ください 
  WEB：http://t-tamura.jp 
  MAIL：22@t-tamura.jp 
  ＴEＬ：090-3264-0920 

お問い合わせなどはコチラ

12月3日（金） 定例会開会
12月10日（金） 
～14日（火） 個人質問

12月15日（水） 
～17日（金） 各常任委員会

12月22日（水） 定例会採決

　コロナ禍でもあり、マ
スク着用や密を避けるた
めに人数制限等もありま
すが、ぜび傍聴にお越し
ください。

市内のワクチン接種 
希望者全員11月末完了見込

　市の担当課は、ワクチン接種者を希望する市内のすべ
ての者（12歳以上人口の80％）が2回の接種を終える
時期を11月末と見込んでいるとの見解を示しました。 
　現段階（9/28）では、12歳以上で2回のワクチン接
種を終了した人は、34,127（55.3％）人ですが、県平
均（42.8％：9/7現）より高い状況です。 
　しかし、国では時間の経過とともにワクチン効果の低
下もあることから、3回目の接種（ブースター接種）の
対応について各地方自治体に指示しています。 
　本市も65歳以上の3回目の接種を来年1月から実施す
る方向で準備を進めていくとのことです。

期日前投票所 西図書館に設置
　各種選挙における投票において利便性の向上と投票率
アップのため、JR栗東駅近辺に新たな『期日前投票所』
の必要性を求めていましたが、本年11月に行われる衆議
院議員選挙からJR栗東駅横のウイングプラザ内の西図書
館に投票所を設置し、活用できることとなりました。 
　市役所での期日前投票もこれまで同様に実施されまの
で、併せてご利用いただければと思います。 
　また、入院されている方は、これまで通り不在者投票

ができますが、今回コロナ感染により、自宅待機やホテル等に宿泊されている方
も『特例郵便等投票』という制度を活用できるようになりました。 
　方法としては、投票用紙の請求書を選挙管理委員会や市のホームページからダ
ウンロードし、これに必要事項を記入。そして投票日の4日前までに、保健所から
の外出自粛を求める書面を添えるなどして、選挙管理委員会に郵送することで、
投票できます。（詳細は市の広報でご確認願います）

2021年7月～9月　主な行事・活動
7月8日 連合滋賀第３区地協幹事会／キラリエ草津
7月11日 ピアノは友達／さきら
7月12日 生活環境部との懇談／市役所
7月16日 栗東湖南広域行政協議会事前打合せ／市役所
7月17日 連合滋賀議員団会議総会／zoom
7月18日 栗東演劇祭／さきら
7月21日 栗東湖南広域行政協議会総会／湖南市

7月28日 議会説明会・議会改革特別委員会／市役所 スクールガード研修会／金勝小学校
7月31日 第３区地協ユニオンセミナー／エストピアH
8月6日 議会改革推進部会／市役所
8月17日 議会説明会・全員協議会 議会改革特別委員会／市役所
8月23日 国道バイパス整備促進特別委員会／市役所
8月24日 栗東市都市計画審議会／危機管理センター
8月27日 会派議案勉強会／市役所

8月31日
9月定例会開会（～9/28）／市役所
湖南市議会議員選挙選対会議／湖南市

9月7日 個人質問（～9/9）／市役所
9月8日 議会改革推進部会／市役所
9月10日 常任委員会（～9/14）／市役所
9月15日 決算特別委員会（～9/22）／市役所
9月18日 田島事務所支援行動／彦根
9月25日 徳永・山本事務所支援行動／近江八幡
9月27日 公職選挙法Webセミナー／ZOOM
9月28日 9月定例会採決・議会説明会／市役所
9月30日 公職選挙法Webセミナー／ZOOM

mailto:22@t-tamura.jp

