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そもそも 

企業事業資金貸付金問題って？

６月定例会での争点！ 

市長の結果責任のあり方を問う議会

　平成12年から15年に、たばこ事業者2社に貸し付けた10億円の返済のう
ち約9億円の返済が連帯保証人の破産により、回収不能となったことに対
する市の責任と、市の最高責任者である市長の結果責任を問う議会となっ
た6月定例会。
　問責決議案の提出や議員報酬の削減案、また市長を含む幹部職員の給与
削減の提案などをめぐり、議会はその賛否をめぐり、議会の各会派が対
立!!　新幹線新駅設置問題以来の大きな議論の場となりました。

　 

　私は、昨年から議会の場で、この問題の顛末につい

ては、市民に皆さんへ丁寧な説明と、市長には結果責

任を明らかにするよう求めています。 

　また、3月定例会では、約９億円の債権の消滅が確

定し、なおかつ人事院勧告を受け市職員の給与を4月

から減額とした時期において自らの給与を月額１７万

円も引き上げる議案を提出したことに対して、「最高責

任者として問題意識が希薄であり配慮が足りない」と

指摘し、議案に反対しました。 

　加えて、6月に実施した市民説明会では、丁寧な説

明責任に心がけると言いながらも、わずか２日間（2か

所）の開催にとどまり参加者も１０数名といった状況

に、市の姿勢に対し苦言を呈しました。 

　このような一連の市長の姿勢に対し、私の所属する

栗東市民ネットワーク（4名）と今定例会で自民党系会

派から分派した究理の会（2名）の2会派は、抗議の意

味を込めて、市長への「問責決議案(*1)」を提出。 

　また「この問題については議決してきた議会にも責任

がある」として、議員報酬20％・３ヶ月の削減案（総額

約360万円の減額）を提出しました。 

　しかし、新政会（自民党会派）と公明栗東（公明党会

派）の理解が得られず、8：9という僅差でで否決とい

う結果となりました。（共産党会派2名は賛成） 

　平成10年（1998）当時、新幹線新駅設置及び周辺

整備、芸術文化会館及び総合福祉保健センター整備、

環境センター更新など、多くのハコモノ行政で財政が

逼迫しており、税収確保策を模索していたところ「タバ

コ税」に着目。 

　本市は、栗東町時代の平成１２年（２０００）６月にタバ

コ税収増を見込み、１０年間で町に５０億円を納税する

条件で、１法人に対して上限５億円（うち１割は担保）の

資金を貸し付ける「町企業事業資金貸付条例」を施

行。償還方法は利息をのぞいて満期一括返済とし、市

制以降も引き継がれました。 

　しかし、貸付金の返済期限を過ぎたタバコ小売会社

4社のうち大阪市内の2社は、納税義務も果たさず、担

保金を除く約９億円の貸付金の返済にも応じないため

訴訟に。市は両社と連帯保証人２人の破産手続きを申

し立てましたが、令和２年12月時点で、回収できた債

権は約６８６万円。経費などを除く実質的な回収額は

約３９４万円にとどまりました。 

　そして、令和３年11月に連帯債務者の免責が確定。

それにより、約９億円の回収が不可能となるという事

態を招いてしまいました。 

　一方、残る2社については現在、協

議により、分割払いにより返済を継続

中です。 

　※詳細は市ホームページで！

企業事業資金貸付金９億円の回収不能問題

市長の結果責任をめぐり
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過去の不透明な条例運用や 

事務処理への管理監督責任として？
その他の主な議案

　前述の通り、約９億円の損失責任については、本年３

月および６月議会のたびに、市長に対しては、自主的

な判断で適切な責任を取るよう求めてきました。 

　すると、今６月定例会の最終日に、追加議案として急

遽、過去の不透明な条例運用や事務処理への管理監

督責任として市長等の給与減額案が提出されました。 

　内容は、市長（給与50％カット３ヶ月）、副市長（給与

40％カット３ヶ月）、教育長（給与30％カット３ヶ月）、

そして、部長級の管理職手当（20％カット３ヶ月）の総

額約380万円を減額するものです。 

　私たち栗東市民ネットワークと究理の会および共産

党市議団は、「教育長および部長に対する給与減額は

望ましくない」、「減額期間３ヶ月に妥当性がなく、また

３月時点での増額の影響が退職金に反映されたまま

である」として反対し、修正案も提出しましたが、結果

は、市長与党の２会派の賛成により当局提案通り可決

となりました。 

　しかし、３月時点では増額、６月時点では減額とまさ

に、一貫性のないドタバタの対応には頭を傾げます。 

　市民の皆さんは、この結果責任の取り方についてど

う評価されるのか？

*1　問責決議とは？

　国や地方自治体の議会において、首長など特定の

地位にある者について、その責任を問う旨を意思表

示した決議をいう。類似のものとしては不信任決議、

解任決議、辞職勧告決議などがあるが、不信任決議と

違い、法的拘束力はなく、議会としての意思を示す決

議の一種。

　栗東市では、市民の多くが利用する草津市営火葬場

の老朽化と死亡者数の増加に伴う火葬需要への対応

のため、草津市との広域連携による新たな施設の整備

について両市間で基本協定を締結し、栗東市内での

建設の方向で進んでいます。 

　今回、管理運営に関する事務を共同処理するために

一部事務組合の設立に関する規約と、その予算（約1

億円）の計上を全会一致で」可決しました。

　国からの新たな新型コロナ感染症対策経費（11事

業：1億6,６８７万円）についてを全会一致で可決し、対

象者への支給を決定しました。主な内訳は以下の通り

です。 

事業名 予算

職員福利厚生事業 33.7万円

住民税非課税世帯に対する臨時特別給付
金事業（職員人件費含む） 6,369.4万円

子育て世帯生活支援特別給付金支給事業
（ひとり親世帯分）

1,019.7万円

子育て世帯生活支援特別給付金支給事業
（その他世帯分） 913万円

保育所管理運営経費 346.2万円

私立保育所運営等補助 239.8万円

単独農業振興事業 634.5万円

幼稚園自園給食事業 63.2万円

小学校等給食材料 651.5万円

中学校給食材料 353万円

幼稚園給食材料 44.7万円
　この条例は、本市議会の最高規範で

ある栗東市議会基本条例の委任を受

け制定するもので、同条例や平成１０年

３月の「栗東町議会議員政治倫理に関

する決議」を具現化するものです。 

　議員は、市民の負託を受けその職にあるものであ

り、二元代表制の一翼である議会の一員であことか

ら、より高い倫理観が求められており、そのことを全会

一致で条例化しました。　 

　施行日は、令和４年7月１日からです。

　公職選挙法施行令の一部改正が本年4月6日に施

行されたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙にお

ける選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ

及びポスターの作成等の経費の限度額の引上げの条

例改正を全会一致で可決しました。
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今、国内における子どもの貧困率は7人に一人、15〜19歳の死因のトップ

は自殺です。加えて、コロナの影響で子どもたちの学ぶ機会さえ失われ子ども

の生命や安全など、多くの権利が危機にさらされているのが現実です。 

日本は、国連の「子どもの権利条約」の批准から28年経過し、現在「子ども家庭庁」

の発足の議論はありますが、一向に子どもに関する施策が進みません。本市における

子どもの権利を守るための条例制定を求め、市の考えについて質問しました。 

　子どもたちは、学校教育におけるカリキュラ
ムの中で社会に主体的にかかわれるよう学んい

るとのことだが、実際その学びとか経験が市政にど
のように活かされているのか。
　また、行政は子どもたちが活動できる場所やス
テージを用意しているのか。

テーマ

　栗東市の子どもたちにとって、国連の定め
た子どもの権利条約に謳われている４つの基

本的な権利（生きる権利・育つ権利・守られる権
利・参加する権利）は、十分に尊重され、守られて
いると考えるか。

　平成２６年度に策定した栗東市子ども・子育て支

援事業計画において、４つの基本目標を設定し、そ

の１つに、全ての子どもの人権を尊重するまちづくりを

掲げ、周知や啓発を行う中で、子どもの権利を守る取

り組みを進めている。 

　「生きる権利」として、病気やけがの治療のための医療

費助成や、保護者のみで心身の健やかな成長が望めな

い場合には、福祉による支援を行い、「守られる権利」と

して、あらゆる種類の虐待や搾取などから守られるよう

に、児童生徒支援室や家庭児童相談室をはじめ地域子

育て支援センターを中心に支援を行っている。 

　また、「育つ権利」として、保幼、小・中学校において、

自分らしく育つよう教育を受けたり、みんなと遊んだり

している。「参加する権利」については、自由に意見を発

表したり友達と集まったり、さまざまな行事に参加して

いる。 

　本市としては、18歳未満の子どもを権利をもつ主体と

して位置付け、大人と同様、一人の人間として人権を認

めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮が必要

な子どもならではの権利について尊重されていると考

えている。（子ども青少年局長）

　国連の定めた『子どもの権利条約』の趣旨に
沿った本市での条例等の制定についての見解
は。

　令和5年4月には子ども家庭庁が創設され、子ども

政策に関する司令塔機能が強化されることを踏ま

え、本市においても子ども条例の制定に向け、まずは庁

内関係課によります検討会議を立ち上げ、検討を進めて

いきたいと考えている。（子ども青少年局長）

　学校が社会の縮図であると捉えると、子どもたち

は学校の児童会活動やクラスの学級会などで、自

分たちの思いを意見として出し合い、自分たちが意欲的

によりよい学校をつくり上げていくことは将来を担う子ど

もたちが、市政やまちづくりに主体的にかかわる社会をつ

くり上げるための準備段階であると言える。 

　子どもたちが実際に社会とつながる機会として、中学２

年生がチャレンジウイークとして、職業体験学習に取り

組むことで、実際に労働に携わる中で社会を体

験し、これまでの学習と総合して市政やまち

づくりへの興味、関心につながるものと考え

ている。 

（子ども青少年局長）

　子どもたちが市政やまちづくりに主体的に
かかわることについての見解は。

　子どもたちの学びは、全国学力学習状況調査の生

徒質問紙の中に、地域や社会をよくするために、「何

をすべきかを考えることがありますか」という問いに対し

て、４割が「考える」と答えていることから、子どもたちの学

びが地域や社会にも向いていることは把握している。 

　また、子どもたちの意見を述べる場としては、中学生広

場での意見表明が、主体的に市政にかかわれるようにな

ることは、これからの栗東をつくっていく子どもたちにとっ

て、よい経験になると考えている。 （教育長）

　コロナ禍の中で、育つ権利の１つである学ぶという

ことが大変厳しい状況になった。学校が再開されて

も、子どもたちのトレスは大人が計り知れないほど膨らん

でいるように感じる。 

　だからこそ今、子どもたちの権利が十分に保障されて

いることを自覚し、将来、自分たちが親になったときに、

しっかりとこの権利を自分の子どもに伝えられるようなっ

てほしい。そのためにも今の大人が振り返るべきである。 

　学校現場においては、特に１８歳以上に選挙権

が付与されたこともあり、高校生とか中学生

が自分たちの権利等をしっかりと自覚で

きるよう主権者教育に力を入れていく。 

（教育長）

　栗東市の子どもたちの未来がどうあってほし
いと願っているか。また、それを実現するため

の具体的な施策についてはどう考える。
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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

9月5日（月） 定例会開会

9月12日（月） 
〜14日（水）

個人質問

9月15日（木） 
〜20日（火）

各常任委員会

9月21日（水） 
〜28日（水）

決算特別委員会

10月3日（月） 定例会採決

2022年4月～7月　主な行事・活動
4月5日 議会改革推進部会

4月6日 議会改革特別委員会・全員協議会

4月12日 日清製粉栗東工場視察

4月15日 参議院議員選挙対応合同選対会議

4月16日 滋賀大合同研究発表会

4月21日 金勝の歴史学習会（広徳寺）

4月23日 フリースクール説明会（zoom）

4月26日 議会説明会

4月28日 市立体育館内覧会

4月29日
市民の会しが県民集合集会

メーデー

5月4日 栗東市内街宣活動

5月5日 日吉神社例大祭

5月12日 連合滋賀第3区地域協議会幹事会

5月14日 視覚障害者福祉協会総会

5月20日 議会改革特別委員会・定例全員協議会

5月22日 日吉神社献湯祭

5月24日 栗東市内街宣活動

5月26日 しがNPOセンター総会（zoom）

5月27日 臨時会・議会説明会

5月30日 参議院議員選挙3区選対会議

5月31日 県教組湖南支部総会

6月9日 6月定例会開会（〜6/29）

6月11日 十九道林道整備・会派協議会

6月17日 参議院議員選挙3区決起集会

6月20日 企業事業資金貸付金問題住民説明会

6月22日 参議院議員選挙スタート（〜7/10）

6月30日 くりの木作業所総会

7月2日 中学生広場

7月7日 連合滋賀第3区地域協議会幹事会

7月15日 観光協会馬の子事業相談

加齢性難聴の実態把握のために 
特定健診・後期高齢者健診で 
聴力検査の実施を求める意見書 

　　　　　　　　　短い梅雨も明け、本格的な 

　　　　　　　　　夏がそこまできています。 

　新型コロナ感染症は衰えを知らず新たな

感染拡大との報道もあり、猛暑の中でのマ

スク着用もまだまだ続きそうです。 

さて、先日の参議院議員選挙での

演説中に、安倍元総理が凶弾

に倒れられた事は大変ショッ

キングな事態でありました。 

　亡くなられた安倍元総理に

はご冥福をお祈り申し上げる

次第です。 

　いかなる理由があるにせ

よ今回の銃撃事件のような言論に対する

暴力行為を容認する事はできず断固として

非難いたします。 

　民主政治の中で、言論の自由や討論が保

証される事の重要性は言うまでもありませ

ん。 

　しかし、一方では近年クローズアップされ

ているインターネット上での誹謗・中傷など

言葉による暴力問題があることも事実で

す。やはり、政治がしっかりとしないといけ

ません。今回の事件で感じました。頑張りま

す。　　　　　　 

　　　　　　　　　　栗東市議会議員　田村隆光

傍聴にお越しください！

　公立幼稚園・小中学校の 

　完全給食を求める請願 

　消費税インボイス 
制度の実施中止を 

求める意見書 

 

　加齢からくる難聴に対して補聴器を購入する際の

公的補助については、本年３月議会に提出された請

願を、実態を把握するため調査が必要であるとの判

断から「継続審議」としました。 

　今回の意見書は、その調査に必要な要件でもある

健康診断に聴力検査の実施を求めるものであること

から全会一致で採択しました。 

　これにより、加齢からくる難聴に対して補聴器の購

入補助については大きく前進しました。

　現在、本市の給食は、栗東産米を使った米飯給食

を中心に、野菜も地元産にこだわり、美味しい給食

を子どもたちに提供しています。 

　栗東市は県内では唯一、週１回（１部幼稚園では2

回）は弁当の日を設定し、週４日の給食を実施してい

ます。 

　しかし、弁当の持参は、食中毒への対応が必要な

ことや、近年の家庭環境等の変化により、週５日の完

全給食を望む保護者からの声が大きくなってきてい

ました。 

　今回、完全給食を求める保護者の代表の方から

4,161筆の署名と共に請願が提出され、審査の結

果、完全給食実施に向けて、保護者のみならず、子

どもたちの意見、学校現場の意見、財政的問題など

調査・検討の必要があるとして「継続審査」とし、引き

続き審査することとしました。 

　インボイス制度とは、主に事業者を対

象とした新たな納税申告制度のことです

が、来年１０月から導入されるものです。

この意見書は、『中小零細の事業者はコ

ロナによる痛手を受けている中、拙速な

新制度の導入はデメリットのみが先行す

ることが考えられるため実施の中止を求

める』という内容のものです。 

　当会派と共産党会派は賛成しました

が、賛成少数で不採択となりました。 

　いずれにしても、動向には注視していく

必要がある重要な制度です。
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