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 田村たかみつ 
  　 
　市議会レポート

発行責任者：田村隆光　　〒520-3004　滋賀県栗東市上砥山1468-5　　TEL:090-3264-0920 　　FAX:077-558-0241

2023/1/2（月） 

NO.79 
Since 2003.3

一般会計補正予算（第9号） 

補正額 5億2800万円を追加 

① 職員給与の改定等（ 総額172万円） 

　今回の補正予算は、人事院勧告（R4.8月）に基づ
く特別職(市長三役)、議員を含む市職員の期末手当
支給率（ボーナス）の引き上げと、人事異動等によ
る人件費の補正をするもので、内容は下記の通りで
す。 

○特別職（期末手当） 
　・年末＝1.625月 → 1.675月（0.05月分増） 

　＊R5年度以降、年間3.25月　→ 3.30月 
　＊今回改定額（議員）＝ 約15,500円 

○一般職（給与+期末手当） 
　①給与 
　　　令和4年度人事院勧告における官民格差

（921円）に伴う改定を令和4年4月1日に遡
及して実施（改定額：平均1,330円） 

　②役職手当 
令和4年度人事院勧告に基づき12月勤勉手当
支給月数を引き上げる 
＊現行 0.95月　→ 1.05月（平均　32,396円） 
＊年間 4.30月　→ 4.40月 

○人件費　 
(1) 議員　　1名の失職により約200万円の減額 
(2) 三役　　職員手当の精査により5.3万円の増額 
(3) 一般職　7名の増員分を含む総額約8,100万円増額 
　　　　　　　＊人事院勧告分の影響額＝2,944万円 
　　　　　　　＊人事異動分影響額＝5,177万円 

　自立支援給付とは、障害のある方に対して医療
や福祉サービス、福祉用具（補装具）などの費用
の一部を行政が個別に給付するものです。 
　自立支援給付の基本的な運用ルールは、国（厚
生労働省）が定めます。 
　今回の補正では、給付費の伸びがグループホー
ムが1.62倍、生活介護が1.09倍、デイサービスが
1.16倍と伸びていることに対応するための補正で
す。

一般会計補正予算（第9号） 

② 自立支援給付金事業の増額 

（総額３億３７００万円）

　前述以外に、今回の補正の特徴的なことは、電
気代および燃料代の高騰が影響し、公設の各施設
において、光熱費等が増大したことへの経費補填
としての補正です。 
　また、市職員の事務量増による時間外勤務手当
の増額も補正の要因となっています。

　・令和４年度一般会計補正予算（5億2800万円追加） 
　・市職員の65歳定年制導入(令和13年まで段階的) 
　・市職員給与引き上げ(人事院勧告) 
　・請願書１件ほか要望書等13件 
　 
　・新市長所信表明に代表質問 + 個人質問

主な議案

　質問

一般会計補正予算（第9号） 

③ その他

・採決の結果は、一般会計補正予算ならび
に特別会計補正予算をはじめ全19議案の
うち17議案については、全会一致で採択
されました。 
　なお、請願書１件と意見書１件は、賛成少
数で不採択となりました。

【人事院勧告とは】 

　労働基本権が制約され、給与など勤務条件の改定に自ら関与できない国

家公務員のため、第三者機関の人事院が国会と内閣に必要な見直しを求め

る制度。公務員と民間企業の従業員の給与水準を均衡させることを目的

に、原則毎年実施する。それを受けて、地方自治体の人事委員会が地方公務

員の給与等の見直しを行う。

(4) 再任用　9名減分を含む総額約4,700万円減額 
  (5) 会計年度任用職員 
　　　　　　 43名増分を含め総額約3,400万円減額 

　＊補正総額＝172万円（補正後総額約53億1千万円）　
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　今議会における所属の文教福祉
常任委員会に付託された案件は令
和4年６月定例会で「継続審査」
となっていた請願書第11号「公
立幼稚園・小中学校の週5日の完
全給食を求める請願」の審査が主
なもので、その他には陳情書や要
望書に関する協議を行いました。 
　 

請願書第11号 

「公立幼稚園・小中学校の週5日の

完全給食を求める請願」について 

本請願は、5,000筆を超える署名 

とともに提出された請願書で、令
和4年6月定例会で提出されまし
た。その時、審査するにあたり対
象者の保護者や当該児童生徒、そ
して現場の教職員の意見も集約す
べきとの観点からアンケートを実
施することになりました。 
　今定例会の委員会では、その資
料等を参考に再審査しました。 
　結果は、慎重審議の結果、請願
書については「採択すべきもの」
と決し、本会議でも全員一致で可
決しました。これを受け、当局は
令和５年度の早い時期に完全給食
が実施できるよう準備するとの見
解を示しました。 

【審査した陳情書・要望書等】 

① 陳情書第14号 
・食の安全を守るため小学校にて
ゲノム編集トマト苗を受け取らな
いことを求める陳情 
② 要望書第40号 
・「不登校児童生徒に対して多様
な学習機会の確保のための経済的
支援制度の確立を求める意見書」
の採択に関する要望書 
③ 要望書第36号 
・学童保育事業についての要望書 
④要望書第37号 
・令和５年度こんぜの里周辺施設
に関する要望書  

条例改正（議案第92号） 

市職員の65歳定年制度への移行

【改正の理由】 
　少子高齢化が進み生産年齢人口が減少する中、
複雑高度化する行政課題への的確な対応などの観
点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限
に活用しつつ、次の世代にその知識、技術、経験
などを継承していくことが必要となっています。 
　そのため、国家公務員については、定年が段階
的に引き上げられるとともに、組織全体としての
活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計
の支援などを図るため、令和3年6月に国家公務員
法等の一部を改正する法律が公布され、管理監督
職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前
再任用短時間勤務の制度が設けられました。 
　地方公務員については、国家公務員の定年を基
準としてその定年を条例で定めることとされてお
り、地方公務員も定年を65歳に引き上げるなど国
家公務員と同様の措置を講ずる法律改正がされた
ことによるものです。 

【施行日】 
　　・令和5年4月1日から 
【改正内容】 
　① 定年の段階的引き上げ 
・令和5年4月から2年に1歳ずつ定年を引き上
げ（令和5年4月の定年年齢は原則61歳）、令
和13年4月に65歳となる。 

　② 役職定年制 
・60歳に達した管理監督職の職員は管理監督
職以外の職に降任等をする管理監督職勤務上
限年齢制（いわゆる役職定年制）を導入す
る。 
③ 定年前再任用短時間勤務制の導入 
・定年前の60歳以降の職員が一旦退職した上
で短時間勤務に移行する定年前再任用短時間
勤務制度等が導入される。 

④60歳に達した職員の給与 
・60歳超職員の給与水準が当分の間、60歳時
点の7割水準となる。 
(附則第11条の規定は、公布の日から施行す
る。) 

定年の段階的引き上げ

現行
令和5年度 
～６年度

令和7年度 
～8年度

令和9年度 
～10年度

令和11年度 
～12年度

令和13年度 
〔完成形〕

定年 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

文教福祉 
常任委員会報告
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代表質問＝新市長の就任により市政運営に関する所信が表明されました

ので、会派を代表してその内容について12点質問しました。 

個人質問＝不登校児童生徒を抱える保護者の方々との意見交換を経

て、今定例会では「不登校児童生徒の学習環境の充実を求める」という

テーマで質問しました。 

テー
マ

代表質問

Youtube

ホースパーク建設について事業

費や事業内容、開園時期は。 

　また近隣住民への説明と了解は取

れているのか。 

事業費は約24億円で国および
JRAの寄付を見込んでいる。

「馬のまち」にふさわしい引退馬を
活用したランドマーク的な施設整備
を目指し令和12年開園を目指す。 
　管理運営については、民間事業者
の動向を調査し、民間活力により運
営できる可能性のある施設について
は公募等により決定する計画であ
る。隣接地域への事業内容等の説明
は、丁寧に進めていく。 

給食５日制の実施は願うところで

もあるが、増えた分の給食費につ

いては応分の負担を保護者にお願い

するとの考えだが、学校給食は食育の

観点からも教育の一環である以上、無

償化すべきとの見解もある。受益者負

担という考え方は学校給食に馴染む

のか。 

給食費については、学校給食法
第11条の規定により、学校給食

実施に必要な施設、設備に要する経
費並びに調理・配送・配膳等業務委
託料、光熱水費等の施設運営経費に
かかる部分は市が負担し、それ以外
の給食材料費は、保護者にご負担い
ただくことになっている。 

　 

東部工業団地における企業誘致
計画は大規模なものであり、市道

整備や工水の整備、既存企業の移転
や公共施設の移転など、市の負担も
かなり大きくなってくる。行きすぎ
た企業誘致は将来世代へ負担を押し
付けることにもなりかねない。

適宜、的確な情報公開を求めるとと
もに、地元住民の雇用拡大について
見解を伺う。 

  
企業立地の推進にあたっては、
本市への税収効果や雇用、中長

期の財政見通し等の観点を踏まえて
十分に検討や議論を行い進めるとと
もに、適切な時期に的確な情報公開
を行い透明性を確保する中で積極的
に進めていく。 
また、立地する企業に対して手続き
に伴う協議の際、積極的な雇用に配
慮するよう依頼していく  

本市の投票率は近隣市と比較し

ても低い。各級選挙の投票率向上

への考えは。 

選挙は候補者がそれぞれの政策
等を訴える重要な機会であり、

投票結果は政治の在り方を大きく左
右する。 
　栗東市長選挙より栗東駅前期日前
投票所の利便性も向上したが引き続
き投票率向上に向け投票傾向を分析
し、エビデンスに基づいた啓発等を
行っていく必要があると考える。 

本市に9億円という大きな損失を

与えたタバコ税に関わる貸付金問

題は、いまだに情報公開請求や住民

監査請求等が出されている状況にあ

り収束していない。 

　また、前述の企業以外の２社にも貸

付を行い、現在分割で返済中である。

この２社への公文書管理や返済計画

の確認、企業経営の実態等の把握な

ど貸付金回収に向けた責任は新市長

に引き継がれた。今後の対応は。 

企業事業資金貸付金総括（続
編）の通り、今日までの反省を

踏まえ適切な文書管理を徹底する。
残る２社の債権管理については、経

営状況等の情報収集を行い貸付金が
確実に償還されるよう万全を尽く
す。  

小中学校の不登校状態にある直

近の児童生徒数と前年比は。 

令和３年度において年間30日以
上欠席した不登校児童生徒数は

小学校で62名で1.3倍、中学校114
名で1.6倍となっている。 

毎日、学校には行くけど短時間登

校や別室登校などは不登校として

カウントされず「隠れ不登校」とも言わ

れている。その実態は。 
　 

不適応、不登校として支援の必
要な児童生徒は、今年度10月末

で小学校106名、中学校114名を把
握している。 

教育機会確保法の施行によりフ

リースクールや家庭など、学校以

外の多様な居場所を選択できるよう

になった。児童・生徒が通うフリース

クール等と行政、教育現場との連携実

態と今後の対応は。 
　 

フリースクールに通っている実
態は把握しており通所施設と保

護者、学校とが連携して出席状況や
学習状況については共通理解をして
いる。 
　また、行政としても他市との情報
交換や民間施設への見学も実施し、
どういった支援が必要なのか検討し
ていきたい。 

個人質問
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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

2月27日 定例会開会

3月6日〜 
3月7日

代表質問

3月7日〜 
3月9日

個人質問

3月10日〜 
3月17日

各常任委員会

3月23日 定例会採決
 新年明

。�
 皆様 健 新年

迎 慶 申 上
。�
 昨年 変 ⽀援 理解
賜 ⼼ 感謝申 上
。�

  、昨年10⽉ ⾏ 栗
東市⻑選挙 私

会派 仲間 上⽯⽥
⽀援、誠

。�
残念 想 届

、多 ⽅
叱咤激励 ⼤

勇気 活⼒

。�
  結果 反省 ⽣ 、今年
頑張 所存 、

⽀援賜 願 申 上
。�

 今年 ⼲⽀ ⾔ 「癸卯（
・ ）」。寒気 緩 、萌芽

促 年 ⾔ 。�
 世界情勢 国内 政治 不
安定 時世 、今年 、
平安 希望溢 1年
願 。�
 厳寒 季節、皆様 ⾃
愛 健 過

祈念申 上 。�

　　　　栗東市議会議員 ⽥村隆光

傍聴にお越しください！

本年4月の栗東市議会議員選挙へ 

「田村たかみつ 6期への出馬を決意!!!

新たな「出産・子育て応援交付金」事業 
本年2月からスタート

　0歳から2歳の低年齢期に焦点
を当ててた新たな交付金「出
産・子育て応援交付金」事業の
国の補正予算(第2号)が令和4年
12月2日に成立。 
　それに伴い、栗東市において
も上記の国の交付金事業を活用
し、これまで取り組んできてい
る「妊娠期から子育て期までの
切れ目ない相談支援」の拡充と
経済的支援を目的に、すべての妊
婦・子育て家庭が安心して出
産・子育てができるよう同事業
が追加議案として提出され、慎
重審議の結果、全員賛成で可決
しました。 

【給付内容】 
・令和4年4月1日～令和5年9月
までに妊娠届を提出した妊婦に
一人当たり5万円を給付。 
・同上の期間に出生届を提出し
た養育者に、こども一人当たり5
万円を給付。 
・2月から順次現金給付開始 

【事業予算】 
事業費：163,300千円 
事務費：117,696千円 
合計　　180,996千円 

※詳細は、市役所健康福祉部健
康増進課まで（℡554-6100） 

　本年4月に任期満了に伴

う栗東市議会議員選挙が

行われます。（日程等詳細は

未定） 

　つきましては、この選挙

に私は６期目の出馬を決

意しました。 

　主な理由としては、過日の市長選を総括

した結果、当会派としての想いをしっかりと

市政に届け、こども政策の充実を始め、市

民サービスの向上を果たすという目標の達

成のため。そして新しい仲間として新人候

補者の擁立も検討していることから若い人 

材の育成。 

　さらに、これまで５期の経験と反省を活か

し、しっかりと市政に物申す煙たい議員とし

て仕事をするために出馬を決意しました。 

　多選へのご批判もあろうかと思います

が、謙虚に受け止めるとともに、新たな気

持ちの中で、夢ある栗東を創るために力を

尽くしていきたいと考えています。 

　これまでにない厳しい選挙になるとは思

いますが、信念を曲げず前向きに挑戦した

いと思います。 

　皆様には、変わらぬご支持ご支援を賜る

ことを心からお願い申し上げます。 

　

2022年10月～12月　主な行事・活動
10月2日 市政功労者表彰式
10月3日 9月定例会閉会・議会説明会
10月6日 連合滋賀第３区地協幹事会
10月5日 市民座談会
10月7日 連合滋賀第３区地協駅頭行動
10月13日 不登校に関する懇談会
10月16日 栗東市長選挙予定候補者公開討論会
10月21日 臨時会
10月18日 上石田まさこ決起集会
10月23日 上石田まさこ出陣式（～10/30）
10月25日 上石田まさこ個人演説会
10月27日 上石田まさこ個人演説会
11月2日 連合滋賀第３区地協幹事会
11月7日 不登校に関する懇談会
11月8日 全国競馬労働組合第68回定期大会
11月11日 連合滋賀定期大会
11月11日 栗東市行政視察受け入れ
11月14日 文教福祉常任委員会先進地視察（～11/15）
11月20日 叙勲パーティー
11月22日 議会説明会・議会改革特別委員会
11月23日 不登校を知るセミナー
11月25日 連合滋賀第３区地協定期総会
11月29日 栗東市都市計画審議会
12月5日 12月定例会開会（～12/23）
12月6日 連合滋賀第３区地協駅頭行動
12月12日 代表質問
12月13日 個人質問
12月16日 予算常任委員会
12月22日 連合議員団ネットワーク会議
12月23日 12月定例会閉会・議会説明会
12月31日 大祓式・除夜祭
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