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市会の新しい構成が決まりました市会の新しい構成が決まりました
　３月 20 日の本会議で市会運営委員会と５つの常任委員会の構成を決め、
各委員会の正副委員長も選任しました。 ◎＝委員長、○＝副委員長、△＝理事

◎△𠮷井あきら （自民・山科）
○△加藤　あい （共産・左京）
○△𠮷田　孝雄 （公明・伏見）

○△山岸たかゆき（民進・伏見）
△橋村　芳和 （自民・伏見）
△玉本なるみ （共産・   北   ）

田中たかのり（自民・右京）
みちはた弘之（自民・伏見）
椋田　隆知 （自民・   南   ）

井坂　博文 （共産・   北   ）
西村　善美 （共産・右京）
平井　良人 （共産・中京）

かわしま優子（公明・伏見）
国本　友利 （公明・左京）
山本ひろふみ（民進・伏見）

　本会議の運営方法の協議や市会内部の連絡交渉などのために置かれており、所属議員５人以上の会派
から委員を選出し、組織されています。市会運営委員会 定数15人

　市政の分野別に５つの委員会が編成され、各委員会は１年を通じて毎月２回程度活動しています。
　（詳しい活動内容は３面をご覧ください。）常任委員会

◎河合ようこ （共産・西京）
○田中たかのり（自民・右京）
○鈴木マサホ （民進・左京）
津田　大三 （自民・中京）
中村三之助 （自民・上京）
𠮷井あきら （自民・山科）
加藤　あい （共産・左京）
樋口　英明 （共産・左京）
やまね智史 （共産・伏見）
西山　信昌 （公明・下京）
ひおき文章 （公明・   北   ）
村山　祥栄 （京都・左京）
宇佐美けんいち（維新・左京）

総務消防委員会 定数13人

行財政局、総合企画局、消防局、会計管
理者、選挙管理委員会、人事委員会及び
監査委員の所管に属する事項並びに他の
常任委員会の所管に属しない事項

担　

当

◎曽我　　修 （公明・伏見）
○森田　　守 （自民・右京）
○赤阪　　仁 （共産・伏見）
井上与一郎 （自民・右京）
寺田　一博 （自民・上京）
富　きくお （自民・山科）
井坂　博文 （共産・   北   ）
森田ゆみ子 （共産・   南   ）
青野　仁志 （公明・中京）
山本ひろふみ（民進・伏見）
菅谷　浩平 （維新・   北   ）
豊田　貴志 （無所属・山科）
やまずまい子（無所属・下京）

文化環境委員会 定数13人

環境政策局及び文化市民局の所管に
属する事項

担　

当

◎しまもと京司（自民・   南   ）
○玉本なるみ （共産・   北   ）
○平山よしかず（公明・西京）
西村　義直 （自民・西京）
橋村　芳和 （自民・伏見）
平山たかお （自民・東山）
くらた共子 （共産・上京）
ほり　信子 （共産・右京）
山本　陽子 （共産・山科）
久保　勝信 （公明・山科）
隠塚　　功 （民進・左京）
中野　洋一 （民進・東山）
江村　理紗 （京都・右京）
森川　　央 （維新・西京）

教育福祉委員会 定数14人

保健福祉局、子ども若者はぐくみ局
及び教育委員会の所管に属する事項

担　

当

◎山岸たかゆき（民進・伏見）
○みちはた弘之（自民・伏見）
○森　かれん （京都・上京）
繁　　隆夫 （自民・伏見）
下村あきら （自民・下京）
山本　恵一 （自民・   北   ）
井上けんじ （共産・   南   ）
西野さち子 （共産・伏見）
山田こうじ （共産・右京）
国本　友利 （公明・左京）
大道　義知 （公明・   南   ）
天方　浩之 （民進・西京）
こうち大輔 （維新・右京）
大西ケンジ （無所属・左京）

まちづくり委員会 定数14人

都市計画局及び建設局の所管に
属する事項

担　

当

◎田中　明秀 （自民・西京）
○平井　良人 （共産・中京）
○かわしま優子（公明・伏見）
加藤　昌洋 （自民・中京）
小林　正明 （自民・   北   ）
椋田　隆知 （自民・   南   ）
北山ただお （共産・山科）
西村　善美 （共産・右京）
山中　　渡 （共産・下京）
湯浅　光彦 （公明・右京）
𠮷田　孝雄 （公明・伏見）
安井つとむ （民進・伏見）
大津　裕太 （京都・中京）

産業交通水道委員会 定数13人

産業観光局、交通局及び上下水道
局の所管に属する事項

担　

当

本会議等の
傍聴

本会議、予算・決算特別委員会市
長総括質疑を傍聴できます。本会
議では事前申し込みによる手話通
訳も実施しています。

テレビ放映 本会議の代表質問・質疑の模様を
KBS京都でテレビ中継しています。

インターネット
議会中継

本会議や委員会の生中継と録画を
インターネット配信しています。

委員会の
モニター放映

委員会の模様を市役所本庁舎２階
のモニター室で放映しています。

５月市会の開催予定
　５月市会は、５月17日（木）から５月31日（木）まで開催し、
５月22日（火）に代表質問を行う予定です。
　５月市会の日程は、市会ホームページからご覧いただ
くことができます。

市会からのお知らせ

　市会だよりやポスター、ホームページなど
市会の広報活動に対するご意見をお寄せく
ださい！（調査票年４回送付）

 申込期限    ５月３１日（木）
 謝　　礼      １回の回答につきトラフィカ京

カード（２，０００円）と市会グッズ
 資　　格      市内在住又は通勤・通学
 定　　員      ３０名（多数の場合抽選）
 問合せ先      市会事務局調査課  

（電話）２２２-３６９７ 
（FAX）２２２-３713

詳細は、市会ホームページをご覧ください！

見学時間：午前９時30分～11時45分
午後１時30分～４時

見学時間：第１部 午前10時30分～
第２部 午後１時30分～（各１時間半）
※第１部、第２部は同内容。定員各25組（先着順）

対象：  京都市内に「在住」又は「通学」の
小学４～６年生の児童とその保護者

説明タイム：午前10時～10時30分
午後２時～２時30分

京都市会広報モニター京都市会広報モニター
を募集します！を募集します！

市会議場一般公開

親子ふれあい議場見学会

～市会の歩みと議場90年の歴史～

市会議場一般公開
親子ふれあい議場見学会 開催!!

平成３０年６月１４日（木）～６月１６日（土）
平成３０年７月３０日（月）～８月１日（水）
【事前申込み不要】

平成３０年７月２９日（日）
【事前申込みが必要です】

議場（市役所本庁舎２階）へ
直接お越しください！
※ ６月16日（土）は出入口が押小路通側１箇所
となりますのでご注意ください。
問合せ先：市会事務局総務課
　　　　   （電話）２２２－３７００
　　　　   （FAX）２２２－３７13

「京都いつでもコール」へお申込みください！
申込期限：７月１３日（金）
（電話）０７５－６６１－３
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（パソコン・スマートフォン）
京都いつでもコール

記念パンフレットを片手に、議場内を
自由に見学できます！

市会の歴史や議場内部について、
説明します！

児童の皆さんは、演壇（議員
が発言する場所）で一言話す
体験ができるよ！
議員の気分が味わえるかも!?

ここにもここにも
ご注目！ご注目！
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