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給食費無料化の方針転換を求める
報

告

今は給食費の無料化ではなく
水害対策に万全を期すべきだ

【質問】 栃木市は、平成27年と昨年の台風19号
(現在は「令和元年東日本台風」の名称に)と、４
年間で２回の水害を被っている。今やるべきは、
給食費の無料化ではなく、水害対策を迅速に進め
これ以上被害が発生しない万全の対策を講じるこ
とである。そのことで市民の平穏な生活を取り戻
すことにつながるのではないか。水害対策予算を
いくらかでも上積みするべきと考える。
新型コロナウイルス感染症の影響で、市内の経
済は疲弊しており、今年度の市税は大幅に減少す
る見通しもある。それでも給食費無料化を方針転
換せずにめざす考えか。
現状では完全無料化は難しい
来年度から一部無料化をめざす
＜市長答弁＞令和２年度予算編成にあたっては、
令和元年東日本台風からの復旧復興を最優先すべ
きであったことから、学校給食費の一部無料化の
予算化を見送った。しかし、本市の出生数は減少
傾向が続いており、少子化対策は待ったなしの状
況である。また、新型コロナウイルス感染症の影
響により、子育て世帯の家計状況が悪化すること
も想定される中、子育て世帯への支援策の必要性
が高まっている。現在の財政状況では、完全無料
化は難しいが、本市の少子化対策の一つとして、
令和３年度から学校給食費の一部無料化をめざし
ていきたいと考えている。
給食費の無料化は
少子化対策にはなり得ない
【意見】給食費の完全無料化の実現は、少なくと
も現在の市長の任期中は相当に難しいと考える。
したがって、給食費無料化は方針を転換すべき。
仮に一部無料化になったとしても少子化対策には

用
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栃木市議会では、8/28～9/28までの32日間 9月議会が開
催されました。主な議題は、令和元年度決算の認定でした。
７つの会計の決算と補正予算を含む全議案が、原案通り可
決されました。また、千葉まさひろは約１年３カ月振りに
一般質問に立ちました。学校給食費無料化をめざしたいと
する市の動きがあるため、学校給食費無料化は方針転換す
べきなど、４つの項目を質問しました。

なり得ないことは、当初から申し上げてきている。
この一部も含め無料化をすれば、途中で引き返す
ことができず、将来に亘り市の財政には大きな負
担となる。したがって、給食費無料化の方針は転
換すべきと考える。再考を望む。
*************************************

一般質問ではこの項目以外に、スーパーシティ
構想に関して、台風19号改良復旧工事対策関連、
災害時の避難の関連等、４項目行いました。

台風19号対策予算の執行状況
今年の1月臨時議会終了時点では、災害復旧関係
予算が約１７４億円でした。その後予算の減額補
正等もあり、最終的には約１６４億円の予算とな
りました。その予算の執行状況は下記のとおり。
令和元年度の決算額約４４億円、うち栃木市の
負担は１６億円でした。
令和年度への繰越額が約９８億円である旨の報
告でした。今年度への繰越額が大きいのは、多く
の復旧工事等が今年度に実施されるためです。
議員研究会では無料化に対し市長に変化が・・
9月議会閉会後に開催された、議員研究会(※)の中で、
学校給食費の一部無料化に向けて7通りの手法が示され
ました。この中から議員の意見も聞きながら、最終案を
絞り込んでいきたいとの説明がありました。私の一般質
問では、公約実現を前面に出しての、かたくなな答弁に
終始していた市長ですが、若干の変化があったように感
じました。しかし、栃木市の財政は厳しい状況にあり、
今年度の市税は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
現時点でも2.5％以上の減額見通しとの説明でした。通
常の市税でも給食費無料化の財源確保が厳しい状況であ
り、給食費への“補助”に切り替えたとしても毎年多額
の予算をそこに充てることは如何なものかと考えてしま
います。※議員研究会とは、市の各種計画や事務事業等について議
員への説明や意見交換する場〕
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栃木市にサッカースタジアム建設中

千葉まさひろの活動報告

委員長として

発行

議会改革にまい進中

今年の６月議会で議会人事が改選になり、千葉
は、議会改革検討委員会のメンバーとなり、互選
の結果、委員長を拝命しました。また、議会報告
会運営委員会にも属して活動しています。
議会改革検討委員会は、メンバーの補強を行い
現在は12人のメンバーで活動しています。各会派
から提出頂いた、改革を要望する項目について３
つのワーキンググループで精力的に検討を進めて
います。検討項目としては、一般質問関係、予算
決算特別委員会関係、政務活動費、タブレット端
末の更なる活用、広報公聴、危機管理等を先行し
て、進めているところです。
議会のＰＲ動画作成にチャレンジ
議会報告会運営委員会の活動の一つとして、栃
木市議会および議会報告会のＰＲ動画を作成して
います。今年は新型コロナの関係で中止としまし
たが、報告用の資料は作成し、併せてＰＲ動画を
作成することで活動中です。
議員定数についても検討はじまる
議員定数検討委員会が発足しました。現在の議
員定数は３０人(実在は２９人)ですが、議会とし
てこの定数をどのようにするかについて、検討が
はじまっています。皆さんはどうお考えですか。

岩舟地区総合運動公園内に、とちぎシティフッ
トボールクラブのサッカースタジアム建設が進ん
でいます。来年早々には完成の運びで工事が行わ
れています。栃木市としては、建設に関する費用
の支援はしませんが、土地の使用料や完成後の固
定資産税の免除など支援をしながら、盛り上げて
いく予定となっています。サッカースタジアムは、
将来のＪ３昇格に備えての準備の一つであり、早
期昇格に期待したいと思います。
工事が進むスタジアム建設現場

写真を掲載

▲工事が進むスタジアム建設現場

新しい会派を結成し活動しています
７月から、福田裕司議員(いすゞ労組)と千葉ま
さひろ(日立GLS労組)の二人で会派を結成し活動し
ています。名称は「創政会(そうせいかい)」です。
これまでの会派のメンバーとは考え方の違う点が
多かったことから、新しい会派の結成に至ったこ
とをご報告いたします。
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令和１年度決算一覧表
令和元年度会計別決算一覧表
会計項目

別
会
計

業
会
計

（A）

（B）

64,670,000

85,766,040

75,141,772

歳出

64,670,000

85,766,040

67,294,036

歳入

18,145,355

19,152,215

19,108,896

歳出

18,145,355

19,152,215

18,676,081

歳入

1,932,216

1,959,439

1,930,541

歳出

1,932,216

1,959,439

1,915,401

介護保険特別会計

歳入

14,925,931

15,137,650

14,691,594

（保険事業勘定）

歳出

14,925,931

15,137,650

14,561,628

介護保険特別会計

歳入

67,356

68,086

70,349

（介護サービス事業勘定）

歳出

67,356

68,086

65,002

歳入

35,070,858

122,083,430

110,943,152

歳出

35,070,858

122,083,430

102,512,148

歳入

3,246,006

3,246,006

3,178,569

歳出

4,822,833

4,822,833

4,416,648

歳入

5,982,637

5,982,637

5,609,561

歳出

7,255,667

7,255,667

6,696,557

歳入

9,228,643

9,228,643

8,788,130

歳出

12,078,500

12,078,500

11,113,205

歳入

108,969,501

217,078,113

194,873,054

歳出

111,819,358

219,927,970

180,919,389

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

特別会計合計
企

当初予算額

決算額

歳入

一般会計

特

区分

予算現額

水道事業会計
下水道事業会計
企業会計合計
総合計

（単位：千円

決算額と予算
歳入歳出差引

減額との比較
（B）— （A）

7,847,736

87.6

△ 18,472,004

78.5

△ 43,319

99.8

△ 476,134

97.5

△ 28,898

98.5

△ 44,038

97.8

△ 446,056

97.1

15,140
129,966
5,347

△ 576,022

96.2

2,263

103.3

△ 3,084

95.5

△ 11,140,278

90.9

△ 19,571,282

84.0

△ 67,437

97.9

△ 406,185

91.6

△ 373,076

93.8

△ 559,110

92.3

△ 440,513

95.2

△ 965,295

92.0

△ 22,205,059

89.8

△ 39,008,581

82.3

△ 1,238,079
△ 1,086,996
△ 2,325,075
13,953,665

執行率
(B)/(A)

△ 10,624,268

432,815

8,431,004

％）

企業会計の歳入は、収益的収入と資本的収入を合計して表記している。歳出は、収益的支出と資本的支出を合計して表記している。
企業会計の歳入歳出差引のマイナスについても、適正に補填をして収支の均衡を図っている。また、下３桁の数値は切り捨てて表記している。

