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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年5月18日(火)午前10時 

第1  永年在職議員の表彰について 

第2  陳情の回付 

第3  議第65号 令和3年度京都市一般会計補正予算 

第4  議第66号 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第5  議第67号 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第6  議第68号 京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

第7  議第69号 京都市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

第8  議第70号 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）並びに京都市立芸術大学 

（Ｂ地区）新築工事請負契約の締結について 

第9  議第71号 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）新築工事（電気設備工

事）請負契約の締結について 

第10 議第72号 京都市立芸術大学及び京都市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）新築工事（空気調和及び 

衛生設備工事）請負契約の締結について 

第11 議第73号 京都市立芸術大学（Ｂ地区）新築工事（電気設備工事）請負契約の締結について 

第12 議第74号 京都市立芸術大学（Ｂ地区）新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の締結につ 

いて 

第13 議第75号 京都市新北庁舎（仮称）新築工事請負契約の締結について 

第14 議第76号 府道四ノ宮四ツ塚線今熊野橋（東海道本線山科・京都間）架替工事委託契約の締結につい   

 て 

第15 議第77号 新普通科系高等学校施設新築工事請負契約の締結について 

第16 議第78号 新普通科系高等学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の締結について 

第17 議第79号 新普通科系高等学校施設新築工事（空気調和及び衛生設備工事）請負契約の締結について 

第18 議第80号 京都市立西院小学校増築工事請負契約の締結について 

第19 議第81号 京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事請負契約の変更について 

第20 議第82号 京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（電気設備工事）請負契約の変更に 

ついて 

第21 議第83号 京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（衛生設備工事）請負契約の変更に 

ついて 

第22 議第84号 京都市本庁舎改修工事及び新西庁舎（仮称）新築工事（空気調和設備工事）請負契約の変 

更について 

第23 議第85号 市道路線の認定について 

第24 議第86号 市道路線の廃止について 

第25 議第87号 訴えの提起について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時1分開議〕 

 議長（山本恵一）ただ今から，令和3年京都市会定例会5月市会を開きます。 

 なお，今市会の審議期間は，本日から6月1日までの15日間といたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は，席上に配付いたしておきました。 

本日の会議録署名者を指名いたします。津田大三議員と玉本なるみ議員とにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（山本恵一）この場合，議長から一言申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に対し，改めてお悔やみを申し上げるととも

に，現在も闘病を余儀なくされている方々の一日も早い御回復を心からお祈り申し上げます。 

 また，医療機関をはじめとする各機関の皆様の懸命の御尽力に対し，さらには，市民，事業者の皆様によ
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る感染拡大防止の御協力に対し深く感謝申し上げる次第でございます。 

 この間，東京，大阪，兵庫，そして京都府に対し，4月25日から5月11日までを緊急事態措置を実施すべき

期間とする緊急事態宣言が発出されましたが，感染者数の高止まりや医療提供体制の危機的な状況が続いて

いることなどから，緊急事態措置の期間が5月31日まで延長されたところであります。 

 こうした中，感染拡大を抑え，医療崩壊を防ぐための取組が極めて重要となっており，更なる行動の自粛

や自制，感染防止策の徹底が求められております。とりわけ，感染拡大防止の切り札となるワクチン接種は

最優先事項であり，円滑かつ迅速な接種に向けた取組が求められております。 

 京都市会といたしましても，この危機を乗り越えるべく，より一層の緊張感を持って感染拡大防止に取り

組むとともに，引き続き京都市や京都府，国など関係各所と更なる連携の下，市民生活を守り抜くため，全

力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。 

 この場合，更に議長から御報告を申し上げます。 

 市長から，市営住宅の家賃滞納に係る訴えの提起及び裁判上の和解の成立についての専決処分の報告が参

っております。この写しはお手元に配付いたしておきました。 

 以上，御報告申し上げます。御了承願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（山本恵一）日程に入ります。 

 日程第1，永年在職議員の表彰についてを議題といたします。 

 この度，安井つとむ議員，井坂博文議員におかれましては，本市市会議員として在職されること30年に達

せられました。よって本会議の議決をもって永年の功績を表彰いたしたいと思いますが，御異議ありません

か。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（山本恵一）御異議なしと認め，表彰することに決しました。 

 次に，表彰文は，議長に御一任願いたいと思いますが，御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（山本恵一）御異議なしと認め，さよう決します。 

 表彰の進行を事務局長にいたさせます。 

 事務局長（山田聡）これより表彰を行います。 

 安井つとむ議員，御登壇ください。 

 〔山本議長議長席前面に立つ〕 

 〔安井つとむ議員議長席前面に立つ〕 

 議長（山本恵一）表彰状 

 京都市会議員安井つとむ様 

 あなたは京都市会議員に在職すること30年に及び，常に市政の発展と市民福祉の向上のために尽瘁されま

した。その間，市会副議長に就任されたのをはじめ各種委員会の正副委員長を歴任され，円満なる人格と卓

越した手腕とにより，市会の円滑な運営に貢献せられるところ誠に大なるものがあります。京都市会は，こ

こにあなたの永年の功労を多とし，特に議決をもって表彰します。 

 令和3年5月18日 京都市会議長 山本恵一 

 おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

 事務局長（山田聡）井坂博文議員，御登壇ください。 

 〔井坂博文議員議長席前面に立つ〕 

 議長（山本恵一）表彰状 

 京都市会議員井坂博文様 

 あなたは京都市会議員に在職すること30年に及び，常に市政の発展と市民福祉の向上のために尽瘁されま

した。その間，各種委員会の正副委員長を歴任され，円満なる人格と卓越した手腕とにより，市会の円滑な

運営に貢献せられるところ誠に大なるものがあります。京都市会は，ここにあなたの永年の功労を多とし，

特に議決をもって表彰します。 

 令和3年5月18日 京都市会議長 山本恵一 
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 おめでとうございます。これからもよろしくお願いいたします。（拍手） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔山本議長着席〕 

 議長（山本恵一）この場合，表彰をお受けになられましたお二方を代表いたしまして，安井つとむ議員か

ら御挨拶がございます。 

 〔安井つとむ議員議席前面に立つ〕 

 安井つとむ議員 おはようございます。ただ今，市会本会議の議決により，井坂博文議員，そして私安井

つとむに対し議員在職30年の表彰を賜り，身に余る光栄に存じますとともに厚く御礼を申し上げます。年長

の故をもちまして，代表して御挨拶させていただきます。 

 顧みますと，初めて当選いたしましてから今日まで30年間にわたり議員として在職することができました

のも，地元行政区の皆様の御支援はもちろんのこと，先輩また同僚議員の御支援のおかげと心から感謝を申

し上げるところでございます。 

 今日の地方分権の進展に伴い，地方議会を取り巻く状況は大きく変化をしてまいりました。京都市会にお

きましても，厳しい市政運営の中で，市民に開かれた見える市会，そして伝わる市会の一層の推進，行政に

対するチェック機能の強化，また，議員一人一人の政策立案能力の更なる向上など多くの課題が求められて

おります。 

 こうした中，今日の表彰を契機といたしまして，京都市政のなお一層の発展のため，今まで以上に努力へ

の決意を新たにしているところでございます。 

 何とぞ，今後ともなお一層の御指導，御鞭撻を賜りますよう，心からお願いを申し上げまして，御礼の御

挨拶とさせていただきます。 

 本日は，誠にありがとうございました。（拍手） 

 議長（山本恵一）以上で表彰を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（山本恵一）日程第2，陳情の回付を行います。 

 今回受理いたしました陳情5件は，お手元に配付してあります文書表のとおり所管の常任委員会に回付い

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（山本恵一）日程第3ないし日程第25，議第65号令和3年度京都市一般会計補正予算，ほか22件，以上

23件を一括議題といたします。これらの議案の説明を求めます。門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）おはようございます。本日，5月市会の開会に当たりまして，議員の先生方の御参集を

賜りまして，誠にありがとうございます。 

 冒頭，新型コロナウイルス感染症に感染され，お亡くなりになられた皆様に謹んで哀悼の誠をささげま

す。さらに，闘病を続けておられます皆様の一日も早い御回復をお祈り申し上げます。 

 また，過酷な環境の下，命と健康を守るために御献身いただいている医師や看護師，保健師をはじめ医

療，福祉関係者の皆様，教育，子育て支援をはじめ社会基盤を支えていただいている全ての関係者の皆様

に，改めて心から敬意を表し感謝申し上げます。 

 感染拡大防止のために，多くの市民，事業者の皆様に御尽力いただいているところでありますが，京都の

感染者数は高止まりが続き，緊急事態宣言は今月末まで延長されております。本市では，この間，感染拡大

防止を徹底するため，保健所の役割を強化し，積極的疫学調査において濃厚接触者の範囲を拡大し，さら

に，感染の可能性が少しでもある方にＰＣＲ検査を受けていただく取組を実施，それらの濃厚接触者でなく

ても，また，ＰＣＲ検査が陰性であっても，2週間は健康観察，注意就業として，対人との距離を確保して

いただくなど徹底した防止策を実行していただいております。 

 また，医療機関等との連携により，抗原検査キットを用いて継続的に社会福祉施設職員の検査を進めるな

ど，厳しい感染状況を踏まえた対応を重ねております。 

 感染拡大防止の決め手となるワクチンにつきましても，高齢者福祉施設での接種に続き，先週から，医師

会等の協力の下に，地域の診療所，病院における接種を開始しております。あさって，20日からは，14の区
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役所・支所が開設します。集団接種の予約を開始いたします。7月末までに希望される高齢者の皆様全てが

接種していただけるように，そしてその後，64歳以下の皆様への接種を迅速に開始するべく，総力を挙げて

取り組んでまいります。 

 今は，従前のウイルスよりも感染力が強く，若い方でも重症化するリスクが高い変異株との戦いでありま

す。何としても感染拡大を抑え，医療現場を守り，多くの命を守れるよう，市民の皆様には，不要不急の外

出をお控えいただき，路上や公園等での飲酒といった感染リスクの高い行動を決して行わないように改めて

お願い申し上げます。 

 引き続き，議会の御理解の下に，国，府，市が徹底して協調し，医師会，看護協会等医療関係者，福祉や

大学，経済団体等ともしっかりと連携し，全力を尽くしてまいります。 

 それでは，本議会に御提案申しております議案につきまして，御説明申し上げます。 

 本議会には，補正予算を1件，条例の改正を4件，契約議案を15件，その他の議案を3件の，合計23件を御

提案いたしております。御審議をお願いするに当たり，私からは，補正予算について御説明申し上げます。 

 この度の補正予算は，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中，特に厳しい状況におかれている

ひとり親世帯や女性への支援のほかに，京北地域におけるテレワーク拠点整備を行うための国の交付金等を

活用し計1億3,000万円を補正しようとするものでございます。 

 まず，生活に困窮するひとり親世帯及び女性への支援でございます。 

 新型コロナの感染拡大は，社会経済活動のみならず様々な観点から長期間にわたり大きな影響を及ぼして

おり，コロナ前に培っていた人と人とのつながり，きずなについても同様でございます。本市では，昨年

度，日々刻々と変わる状況に即応して補正予算を編成し，感染拡大防止や経済対策のみならず生活困窮やＤ

Ｖ，自殺防止への相談支援体制の強化，子供の見守りなど，幅広い取組を進めてまいりました。また，深刻

化する孤独，孤立の問題について，現在，国を挙げて取り組まれているところであります。 

 本市においても，8050問題をはじめ，虐待，ひきこもり等の課題に着目し，緊急に社会福祉審議会におい

て議論いただき，その御意見を踏まえ，昨年8月，施策に人を合わせるのではなく，困りごとを抱えておら

れる方お一人お一人に施策を合わせるとの趣旨の下に，全ての区役所・支所に寄り添い支援係長を新たに14

名配置するとともに，既に配置の地域あんしん支援員等との連携も含め，京都ならではの地域に根差した取

組を総合的に進めております。 

 さらに，コロナ禍において，孤独，孤立，貧困や格差など様々な課題が顕在化，加速化する中，その対応

のために孤独・孤立対策プロジェクトチームを先月発足させ，市民生活を最前線で支える基礎自治体とし

て，福祉や教育，地域コミュニティなどの分野から総合的に検討を深めております。 

 こうした中，今回の補正予算では，ひとり親世帯が安定した就労を行えるように，職業訓練を受講する際

の給付金について支給対象を拡大するとともに，不安を抱えておられる女性に対する寄り添い支援といたし

まして，福祉やＮＰＯといった関係団体と連携し，有資格者による相談支援の充実や居場所づくりを進めて

まいります。さらには，生活面での課題をお聞きする中で，女性用品の提供も行ってまいります。 

 次に，国交付金を活用した地方創生の推進でございます。 

 新型コロナの影響により，様々な角度から社会のありようを考え直す必要が生じている中で，全国的にコ

ロナ以前の働き方を大きく変えようという機運が高まっております。これは，テレワークやワーケーション

を通じて，都心部から地方へと人の流れが変化することにより，東京一極集中を是正し，地方創生を更に前

進させるチャンスでもあり，国においても地方でのテレワーク拠点の整備を推進する交付金が創設されるな

ど取組が進められております。 

 本市では，この間，京都大学や民間企業，地域との連携により，産学公による京都超ＳＤＧｓコンソーシ

アムの下に，京北地域の活性化と新しい人の流れを創出するための検討を進めております。京北との合併か

ら15年を超え，地域振興のために様々な施策を地域と共に展開してまいりましたが，人口減少に歯止めが掛

からない中，優れた自然，文化，地域力をいかした取組を進めていくために，今回，国の交付金や企業版ふ

るさと納税を積極的に活用し，元京北第一小学校をテレワークや京北地域の魅力発信のための拠点として整

備し，北部山間地域の持続的発展，定住人口や関係人口の増加につなげてまいります。 

 私からは以上でございます。その他の本議会に御提案申し上げております各議案の大要につきましては，

岡田副市長から御説明させていただきますので，よろしくお願い申し上げます。 
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 議長（山本恵一）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）それでは，本議会に御提案いたしております各議案につきまして，御説明申し上げま

す。 

 初めに，補正予算についてでございます。 

 今回提案いたします補正予算は，議第65号令和3年度京都市一般会計補正予算であり，先ほど市長から御

説明申し上げたとおりでございます。 

 次に，条例の改正についてでございます。 

 まず，議第66号京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正は，所期の設置目的を達成し

た京都市持続可能な行財政審議会を廃止しようとするものでございます。 

 次の議第67号も京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正であり，新たに，本市の国際

的な事業の展開に関する事項について，市長の諮問に応じ調査及び審議する京都市国際交流・多文化共生審

議会を設置しようとすることに伴い，京都市多文化施策審議会及び京都市国際化推進プラン点検委員会を，

また，所期の設置目的を達成したことに伴い京都市基本計画審議会を廃止しようとするものでございます。 

 次に，議第68号京都市市税条例の一部改正は，令和3年度税制改正に伴う地方税法等の一部改正に伴い，

個人市民税の均等割の非課税等における扶養親族の取扱いの見直しや，住宅ローン控除の適用期限の延長等

のほか，地価が下落した土地に係る固定資産税等の課税標準の修正措置の継続，燃費性能等の優れた軽自動

車に係る税率軽減の特例措置の延長などの措置を講じようとするものでございます。 

 次に，議第69号京都市保育所条例の一部改正は，聚楽保育所について，同保育所を廃止しても地域におけ

る保育の需要を満たすことができると考えられることから，これを廃止しようとするものでございます。 

 条例改正については，以上でございます。 

 続きまして，契約議案でございます。 

 まず，議第70号から議第74号までは，いずれも京都市立芸術大学等の移転に係る請負契約の締結であり，

議第70号は，河原町通と鴨川の間に位置するＡ，Ｂ地区における京都芸大及び銅駝美術工芸高等学校の建築

主体工事，議第71号及び議第72号は，Ａ地区の電気設備工事並びに空気調和及び衛生設備工事，議第73号及

び議第74号は，Ｂ地区の電気設備工事並びに空気調和及び衛生設備工事に係る議案でございます。 

 次に，議第75号は，（仮称）京都市新北庁舎を新築するため，請負契約を締結しようとするものでござい

ます。 

 次に，議第76号は，府道四ノ宮四ツ塚線今熊野橋（東海道本線山科・京都間）の耐震性を確保するため，

架替工事に係る委託契約を締結しようとするものでございます。 

 次に，議第77号から議第79号までの3件は，元洛陽工業高等学校敷地に塔南高等学校を移転，再編する新

普通科系高等学校の校舎等を新築するため，建築主体工事のほか，電気設備工事，空気調和及び衛生設備工

事について，それぞれ請負契約を締結しようとするものでございます。 

 次に，議第80号は，右京区の西院小学校について，児童数の増加に伴い校舎等を増築するため，請負契約

を締結しようとするものでございます。 

 次に，議第81号から議第84号までの4件は，いずれも本庁舎改修工事及び（仮称）新西庁舎新築工事に係

る請負契約の変更であり，工事内容の変更により，建築主体工事，電気設備工事，衛生設備工事及び空気調

和設備工事について，それぞれ請負金額を変更しようとするものでございます。 

 契約議案につきましては，以上でございます。 

 続きまして，議第85号及び議第86号は，市道路線の認定及び廃止でございます。 

 最後に，議第87号は，市営住宅において他の入居者に迷惑を及ぼす入居者に対し，当該市営住宅の明渡し

及び損害賠償金の支払いを求める訴えを提起しようとするものでございます。 

 本議会に御提案いたしました議案の大要は，以上のとおりでございます。 

 よろしく御審議のうえ，御議決いただきますよう，お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（山本恵一）本日の審議は，この程度にとどめ，延会いたしたいと思いますが，御異議ありません

か。 
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 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（山本恵一）御異議なしと認めます。よって本日はこれをもって延会いたします。 

 〔午前10時28分延会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  山 本 恵 一 

        署名議員  津 田 大 三 

        同     玉 本 なるみ 


