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■令和4年度予算の主な内容■
■ 新型コロナウイルス感染症対策事業 6億5,540万円

■ 国庫補助道路新設改良事業（出庭林線ほか） 6億4,400万円

■ 保育園会計年度任用職員等配置事業（保育士確保） 4億1,549万円

■ 学童保育所管理運営経費（指導者処遇改善ほか） 2億8,032万円

■ 社会体育施設整備事業（市立体育館改修ほか） 2億 263万円

■ 小学校大規模改造事業（大宝西・葉山東小学校ほか） 1億7,280万円

■ 東部開発推進事業（新たな産業拠点整備） 1億6,570万円

■ 中学校施設維持補修事業（栗中グラウンド改修） 8,432万円

■ 危機管理センター管理運営経費（防災無線整備ほか） 7,912万円

■ 公園整備事業（健康運動公園整備ほか） 7,240万円

■ 子ども医療費助成金事業（小６年まで助成を拡大） 6,097万円

■ 火葬場整備事業（環境影響調査ほか） 3,162万円
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特会：164億円 
総額：427億円

　コロナ禍で3回目となる新年度予算の審査

を3月定例会で行いました。 

　議会として慎重審議の上、一般会計263億

6,700万円(前年比＋0.9％)、9つの特別会計

予算163億7,700万円(対前年比＋5.1％)の合

計427億4,400万円を議決しました。 

詳細は市の 
HPで！

コロナ禍でも 

個人・法人ともに税収増の見込み

　令和4年度の市税を前年比5.1％増（6.6億円）

の134億8,180万円として計上。 

　増額見込みの理由として、令和3年度 

の決算状況を見ても、コロナによる不確 

定要素を抱えてはいるものの市内の企 

業の業績にさほど影響が見られないと 

の判断によるものです。

地方交付税等 4億9,200万円を計上 

令和4年度も「交付団体」見込み

　地方交付税(*1)については、令和４年度も「交付団体

(*2)」と想定し、普通交付税を1億4,900万円、特別交付

税を1億6,900万円、コロナ対応にかかる地方創生臨時

交付金を1億7,400万円を計上しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 

*1）「地方交付税」とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、

どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財

源を保証するため、国から地方公共団体に交付される資金であ

り、その使途は制限されない。（普通交付税） 

　　　 また、地方交付税には、普通交付税の他に災害等の特別の財政

需要に対して交付される「特別交付税」がある。 

*2）「不交付団体」とは、税収が多く、国からの「地方交付税」を受けて 

　　いない自治体のこと。の数だ。 こうしたみずからの税収だけで財 

　　政運営できる自治体は「不交付団体」と呼ばれる。 

　３年後の国スポ・障スポのための体育館大規模改修や

健康運動公園基本設計等にかかる財源として、ふるさと

応援基金から8,510万円、防災対策等の財源として財

政調整基金から5,820万円、その他の不足財源を減債

基金から4億8,450万円を一般会計に繰入れました。

基金からの繰入　6億2,780万円 

体育館改修・健康運動公園基本設計へ

起債残高(市の借金)は引き続き減少 

一般・特別の両会計で554億5千万円

　市の借金にあたる起債残高は、H25をピークに年々減

少（それでも近隣他市よりはズバ抜けて多い）。 

　内訳は、一般会計で36７億8,432万円、特別会計で

186億6,929万円。また、令和４年度の借金返済額（公

債費）は、約34.7億円を見込んでいます。
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職員の増員と人件費(当初予算) 

一般職 464名 → 468名に増員 

　令和４年度の当初予算における人件費は以下の通りで

す。ただし、同定例会の議案上程後すぐに、人事院勧告

により職員手当等の減額（約6,200万円）が補正予算

（第1号）として追加提案されました。 

　しかし、ここには、当初予算を記載します。 

　令和3年度末時点で市の一般職は、464名ですが、令

和４年度は「火葬場ならびに環境センター建設」に対応す

る部署を設置することから職員4名を増員し、468名に。 

　それに伴う人件費は下表の通りです。（金額は四捨五入） 

■ 職員給与予算（当初） ■
区分 職員数 増加額 総予算額

市長・副市長 
教育長 3 500万円 4,887万円

一般職 468 5,490万円 37億1,451万円

再任用 25 3,465万円 1億1,889万円
会計年度 
任用職員 691 7,736万円 13億6,266万円

議　員 18 0円 1億1,933万円

合計 1,205 1億7,191万円 53億6,425万円

栗東市特別職の報酬改定議案 

　施行時期変更の『修正動議』を提出！ 　　　　 

　市長は本年１月６日に『市長、副市長および教育長の

給与月額を令和４年４月１日から改正する』ことについて

栗東市特別職等報酬審議会に諮問。 

　同審議会の答申をもとに、下表内容の改正額と施行

時期を令和４年４月１日とする議案（第20号：影響額約

500万円）を議会へ上程。 

　当会派として、▼昨年１１月に企業事業資金貸付金問

題で本市の約９億円の損失が確定したが、責任問題も

含め市の対応が明らかになっていない。▼今定例会に

人事院勧告による職員給与の減額案を上程している。

以上のような背景の中で、施行日を令和４年４月１日と

することについて、市民や職員へ配慮すべきであるとの

理由により、『施行時期を令和４年12月１日に変更すべ

き』として条例の修正案を動議として提出しました。 

　しかし、自公系を含む他会派が反対したため修正案は

否決。当会派の思いは届きませんでした。よって、下表

の内容で改正案が可決しました。

■ 審議会より答申された職務報酬（月額）案 ■

現行 改正 改定額 改定率

市長 684,000円 800,000円 116,000円 17.0

副市長 622,000円 690,000円 67,300円 10.8

教育長 602,800円 668,000円 65,200円 10.8

子ども医療費助成制度 改正! 

 小４〜小６の医療費 1診療500円 

　本市では現在、0歳から就学前までの医療費（通院・

入院）の自己負担を『なし』にし、小学１年から３年までの

通院分を『一診療あたり500円、入院は自己負担なし』

としています。 

　今回、湖南４市（草津・栗東・守山・野洲）で

歩調を合わせ、小４〜小６までの自己負担金

を『一診療あたり500円』に範囲を拡大し助

成することが決定ました。（10/1〜） 

　なお、入院費については従来通り中学３年

まで『自己負担なし』としています。
詳細は市の 
HPで！

健康運動公園構想　進捗に目処 

令和４年度 基本設計予算を計上 

　30数年前からの懸案であった「栗東健康運動公園

（小野地先：12.5ha）」の整備が財源確保等の目処も

たったことから、令和4年度は3,770万円を予算計上

し、基本設計に入ることとなりました。 

　公園のコンセプトは、「馬のまちにふさわしく、馬を資源

として活用しながら、ホースセラピーや市内外の人々が

多様な交流や日常的な憩いを楽しめる公園」です。

特別会計予算　9会計総額164億円 

前年比7億9,800万円(5.1%)増 

　本市には９つの特別会計がありますが、令和４年度の

予算が下表のように確定しました。 

　また、今議会において令和３年度の補正予算と、国民

健康保険事業については、保険料(税)の見直し(減額)

および水道事業について、給水人口と最大給水量の変

更をするために条例改正も行いました。

■ 令和４年度　特別会計予算 ■

■ 土地取得特別会計 1億2,290万円

■ 国民健康保険特別会計 52億6,906万円

■ 介護保険特別会計 41億8,809万円

■ 栗東墓地公園特別会計 677万円

■ 大津湖南都市計画事業栗東新都心

土地区画整理事業特別会計
6,321万円

■ 水道事業会計 26億1,744万円

■ 公共下水道事業会計 33億2,958万円

■ 農業集落排水事業特別会計 3,665万円

■ 後期高齢者医療特別会計 7億4,331万円

合計 163億7,700万円
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本市の財政上、約9億円とい
う大きな損失が確定した。 

　現在、市長はまちづくり座談
会等でここに至った経過や再発防
止策等について説明責任を果たす
べく報告されていると聞く。 
　しかし、「9億円の損失」とい
う現実に対する結果責任について
は、どのような対応をされている
のか。 

このような結果となったことに
ついての責任は、昨年5月に示

した企業事業資金貸付金の総括
で述べている通りである。 
  今日までの反省点を踏まえ、組織
として、適正な文書管理と意思形成
過程の明確化の徹底、たばこ税に頼
らない安定した財源確保による財政
運営のもとで、各種施策の推進に努

めることを徹底して実践していくこと
が、大きな責務であり、これまでから
職員が一丸となって財源確保に取り
組み、市民の皆様に安全・安心な行
政サービスが提供できるよう取り組 
んでいく。 

「説明責任」と「結果責
任」は意味が違う。「結果

責任」は、結果に対するケジ
メを示すことではないか。その意
味でも、何らかの「処分」が必要
と考えるがいかがか。 
　また、この問題について、今後
どのような対応をしていくのか。 

(市長)この結果について、私
に全ての責任がある。説明責
任を果たした上で、皆さんに理

解を得られる努力を任期の中で精

一杯努力していくことが私に与えら
れた使命であると考える。 
（副市長）　調査、検討についてはも
う少し時間が必要である。過去の職
員さん等へのヒアリング等について
は先日実施した。 
　今月中に検討委員会を開催し最
終的に内部の取りまとめをし、まとま
り次第、議会に報告する。それを
もって終結としたい。 
　 

直近の高齢者数、高齢化率
および要介護認定者と認定
率は。 

高齢者数は、13,488人、高
齢化率は19.16％、要支援・

要介護認定者数は2,205人
で認定率は16.14％である。 

介護に従事している方の平
均年齢と、正規・非正規の

人数は。 

市内の市営、民間５８の事業
所を対象とした調査では、平

均年齢は46.0歳。 
　　　正規職員は607人、非正規

職員・派遣職員は524人である。 

介護ニーズに対する介護職
員の不足については把握し

ているか。また、離職率は
どの程度か？ 

本市における介護職の人数

や離職率は把握できていない。 
しかし、県の調査では2025年で

3,200人、2040年で10,500人が
県内で不足するとの報告がある。 

また、本市の令和元年の市の事
業所調査では50％が不足している
と答えている。また、離職者が多く運
営が不安定であると答えた事業所
は20.7％である。 

市の介護職員の賃金、労働
時間、休日などの労働環境

について伺う。 

賃金をはじめとした労働条件
等については把握していな

い。 

介護施設の数と許容量に対
する介護ニーズの実態につ

いて伺う。 

特別介護老人ホーム4ヶ所、老人
保健施設1ヶ所、認知症共同生活介
護(グループホーム)3ヶ所、有料老

人ホーム2ヶ所、サービス付き高齢
者向け住宅４ヶ所であり、入所の定
員は675人である。 

そのうち、特別介護老人ホーム、
老人保健施設1ヶ所、認知症共同生
活介護の入所定員は441人で満室
である。昨年11月の入所申込み状
況調査では、延べ245人が申し込
んでいる。ただし、複数箇所に入所
申し込みをしている状況もあり実数
については把握できていない。 

＜質問を終えて＞ 

　 
　介護職員の不足や離職率、そして

労働環境など人材確保に対する種々

のデータを把握していないことに唖

然としました。そんなことで、どう

やって本市の福祉施策に対応してい

くのだろうと。しっかりと現場の声

を聞き、実用にあった運営と、来年

から始まる第９期の計画にはしっか

りと実態を把握した上で計画策定に

活かしていくよう進言しました。

本市が企業事業資金として民間２社に貸し付けていた10億円のうち約9億円の債権が、連帯債務
者の破産申立てにより昨年11月26日付で「債務免除」が確定。 

　これにより、本市は貸付金元金だけでも約9億円という大きな損失を被る事となりました。 
この問題について、市長に対し「説明責任」と「結果責任」を果たすよう議会はもとより行政が組織した

総括検討会議や監査委員からも指摘されていますがまだ明確な返答はありません。 
市長に対して、この損失に対しての結果責任についてどう考えているのか聞きました。 

テー
マ２

今、日本の介護環境を取り巻く情勢は深刻で、団塊の世代が後期高齢者に
なる2025年には、65歳以上の高齢者は、3,600万人以上になると推計されて

います。 
そして、同時期の介護ニーズに応えるためには介護職員が約38万人不足すると推計

されていますので、介護サービスを受けたくても受けられない人が続出する、そんな日
がもうそこまで来ており、人材確保は急務とされています。 
そこで、栗東市の介護事情について、人材確保の観点から質問しました。

テー
マ1

＜質問を終えて＞ 

　　 　結果責任の取り方も示していない
中で、今回、市長等の給与等の増額
の提案をするなど、市長の危機感に
疑問符がつくことを進言しました。 
　今回、代表質問や個人質問で同様
の質問が3件もあったことが、事の
重大さを示しています。市民が納得
できる対応が必要です。
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　令和３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、個人の政務活動費（一人年24万円）については、議

会レポートの印刷代や書籍購入費として、123,751円

使わせていただきました。会派全体としては、202,428

円の使用でしたので、

残りの757,573円に

ついては市に返納しま

した。なお、経費の領収

書等は、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。

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

5月27日（金） 臨時会

6月 9日（木） 定例会開会

6月16日（木） 
〜20日（月）

個人質問

6月21日（火） 
〜23日（木）

各常任委員会

6月28日（火） 定例会採決

2022年1月～3月　主な行事・活動
1月1日 元旦祭

1月5日 栗東市新年賀詞会

1月6日 栗東音楽振興会理事会

1月7日 連合滋賀新春の集い

1月9日 消防出初式・成人式

1月12日 栗東ボランティア観光ガイド協会定例会

1月13日 連合滋賀草津栗東地域協議会幹事会

1月20日 議会改革特別委員会

2月9日 栗東ボランティア観光ガイド協会定例会

2月10日 令和4年度予算説明会

2月16日 議会説明会・議会改革特別委員会・全員協議会

2月18日 市議会Web対応訓練

2月21日 令和4年度予算説明会

2月22日 令和4年度予算説明会

2月24日 定例会議案勉強会

2月25日 栗東都市計画審議会

2月26日 こどもソーシャルワークセンター報告会

2月28日 3月定例会開会（3／24）・議会改革推進部会

3月2日 栗東ボランティア観光ガイド協会役員会

3月3日 連合滋賀草津栗東地域協議会駅頭行動

3月5日 金勝山周辺クリーン作戦

3月7日 
〜9日 代表質問・個人質問

3月10日 連合滋賀草津栗東地域協議会幹事会

3月10日 
〜18日 常任委員会（予算・総務・環境建設・文教福祉）

3月19日 岡遺跡発掘35周年記念講演

3月20日 さきらジュニアオーケストラ成果発表会

3月24日 定例会閉会・議会説明会

3月26日 ２０２１年の日本とドイツの総選挙から考える講演会

3月28日 湖南消防署中出張所竣工式

令和３年度分　議員報酬等の確定申告完了 

■ごあいさつ 
　平素の議員活動にご理解とご支援を
賜り、心から厚く御礼申し上げます。 
　コロナ禍での新年度予算審査を主とす
る３月定例会が、無事終了し、４月１日か
ら新予算のもとで栗東市の施策が進め

られていくことななります。 
　さて、世界ではウクライナ
へのロシアによる軍事侵攻
（侵略）が進んでおり、日々
流れるメディア情報は虚し
さと、腹立たしさと、無力
感、そして今の自分が平

和な中で過ごせていることへの感謝を強
く感じます。 
　調べてみますと、現在ウクライナ以外に
直接的暴力（武力紛争等）で昨年1000
人以上1万人未満が死亡した紛争は世
界中で18件もあるとのこと。 
　一方的なメディアの情報ばかりに目を
奪われがちですが、世界では簡単に
『命』、『人権』、そして『平和』が壊されて
いることに愕然とします。　 
　このような紛争が、１分１秒でも早く収
束し、世界中からなくなることを願わず
にはいられませんね。　　　　　田村隆光

ウクライナに軍事侵攻したロシアに 

３月定例会においてロシアによるウクライナ侵攻に断固

抗議する議員提出の決議を3月7日、全会一致で可決し

ました。 

決議では「ロシアによる侵攻は、国際社会の平和と安
全を著しく損なう、断じて容認することができない暴挙」と
した上で「力を背景とした、現状変更への試みは明白な国
際法違反で断じて看過できない」とし、市議会としてロシ
アに厳重に抗議するとした。 

政府に対しても在留邦人の安全確保に万全を尽くすよ

う要請しました。

加齢性難聴者への補聴器購入に 

加齢からくる難聴に対して補聴器を購入する際には
公的助成がなく、高額な負担を強いられることから、公
的助成をしてほしいとの請願に対し、予算措置するため
の基礎調査の必要性等もあることから、「趣旨採択」と
し前向きに検討していくこととなりました。

傍聴にお越しください！
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