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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年5月20日(木)午前10時 

第1  市会議長の辞職について 

第2  市会議長の選挙 

第3  市会副議長の辞職について 

第4  市会副議長の選挙 

第5  陳情の回付 

第6  議第65号 令和3年度京都市一般会計補正予算 

第7  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8  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9  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10 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11 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12 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13 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14 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15 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16 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17 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18 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19 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20 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21 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22 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23 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24 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25 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26 議第85号 市道路線の認定について 

第27 議第86号 市道路線の廃止について 

第28 議第87号 訴えの提起について 

第29 議第88号 京都市監査委員の選任について 

第30 議第89号 京都市監査委員の選任について 

第31 市選挙管理委員及び補充員並びに各区（山科区及び西京区を除く。）選挙管理委員及び補充員の選挙 

第32 澱川右岸水防事務組合の議会の議員の選挙 

第33 桂川・小畑川水防事務組合の議会の議員の選挙 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時１分開議〕 

 副議長（青野仁志）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。 
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本日の会議録署名者を指名いたします。片桐直哉議員と菅谷浩平議員とにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 副議長（青野仁志）日程に入ります。 

 日程第1，市会議長の辞職についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。山本恵一議員の市会議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 副議長（青野仁志）御異議なしと認めます。よって山本恵一議員の市会議長の辞職を許可することに決定

いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 副議長（青野仁志）この場合，山本恵一議員から発言の申出がありますので，これを許します。山本議

員。 

〔山本恵一議員議席前面に立つ〕 

 山本恵一議員 お許しをいただきまして，一言御挨拶申し上げます。 

 この度，私の議長辞職を願いましたところ，承認をしていただきましてありがとうございます。 

 振り返りますと，一昨年5月16日，平成から令和となった5月市会におきまして，皆さんの温かい御支援，

また，御推挙によりまして，この節目となる130年の歴史と伝統，趣のあるこの京都市会の第84代議長に就

任させていただきました。ありがとうございます。 

 そしてそれ以来，私は，議長として謙虚にしておごらず，そのモットーで，誠心誠意努力してまいりまし

た。この在任中でありますけれども，過去にないこのコロナ禍におきましても，この状況におきましても，

津田大三市会運営委員長をはじめ各会派の理事の皆さん，先輩議員，同僚議員の温かい御理解とお力添えの

たまものでありまして，この議会運営，円滑にするとともに，また，市民の方々に見える市会，伝わる市会

の推進に取り組んできました。そして，青野仁志副議長におかれましては，2年間，本当にお世話になりま

した。私を支えていただきまして，本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 これから，一議員として，この京都市会，京都市政のために頑張ってまいる所存でございます。この2年

間のこの培ってきた，また経験をいかしまして，これから頑張っていきたいと思っております。皆さんの変

わらぬ御支援，また，御鞭撻をよろしくお願いいたしまして，私の退任の挨拶といたします。ありがとうご

ざいました。2年間，どうもありがとうございます。（拍手） 

 副議長（青野仁志）甚だせん越ではございますが，先例に従いまして，この席から山本恵一議員に一言御

礼を申し上げます。 

 山本議員には，一昨年5月16日，市会議長に御就任になり，今日まで，ひたすら円滑なる市会運営と市政

の発展に尽くしてこられ，私どもは，常に敬意を表しておりましたところであります。 

 ただ今は，御丁重なる御挨拶をいただきまして，誠に恐縮に存ずる次第でございます。 

 山本議員には，このうえとも健康に十分留意されまして，京都市発展のため，ますます御活躍くださいま

すようお願いいたします。 

 甚だ簡単ではございますが，御礼の言葉といたします。ありがとうございました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 副議長（青野仁志）日程第2，これより市会議長の選挙を行います。 

 議場の出入口を閉鎖いたします。 

 〔議場閉鎖〕 

 副議長（青野仁志）選挙の方法は，単記無記名投票であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

 〔投票用紙配付〕 

 副議長（青野仁志）投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 ないと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

 〔中村事務局次長投票箱点検〕 

 副議長（青野仁志）氏名点呼によって順次御投票願います。 
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 〔多川議事課長氏名点呼，投票〕 

 副議長（青野仁志）投票漏れはありませんか。 

 ないと認めます。投票箱を閉鎖いたします。 

 これより開票いたします。 

 開票立会人2名，議長より指名いたします。津田大三議員と加藤あい議員とにお願いいたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 〔議場開鎖，開票〕 

 副議長（青野仁志）投票の結果を事務局長から報告いたさせます。 

 事務局長（山田聡）投票の結果を御報告いたします。 

 投票総数65票 

 有効投票47票 

 無効投票18票 

 田中明秀議員47票 

 以上のとおりであります。 

 副議長（青野仁志）ただ今報告がありましたとおり，田中明秀議員が市会議長に御当選されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 副議長（青野仁志）この場合，田中明秀議員に発言を許します。田中議員。 

 〔田中議長議席前面に立つ〕 

 議長（田中明秀）お許しをいただきまして，一言御挨拶をさせていただきます。 

 ただ今は，先輩，同僚議員の皆様方の御推挙を得まして，130年の歴史と伝統ある京都市会議長に就任を

させていただきました。心から厚く御礼を申し上げます。 

 浅学非才，正に身に余る光栄であり，その職責の重さに身の引き締まる思いでございます。新型コロナ感

染症対策，危機的な京都市財政，今，二つの大きな危機に直面している中ではございますけれども，市民の

暮らしと命，安心安全をしっかりとお守りをする決意でございます。 

 私は，議員は，滅私奉公，市民と共に考え行動することをモットーに活動してまいりました。今まさにこ

の国難とも言える状況の中，京都市会の責務は大変大きいものがございます。行政の監視機能，政策提案・

立案，議会の権能を十二分に発揮することはもちろん，この京都市会の活動が広く，早く，そして正確に京

都市民にお伝えできるよう，見える市会，伝わる市会の取組もしっかりと全力を傾けてまいる所存でござい

ます。 

 そして，この京都を築いてこられた先人のたゆまぬ努力と熱い思いを胸にしっかりと刻み，世界の中の京

都を次世代に引き継いでいけるよう努力，精進をしてまいります。皆様方の御指導と御協力を重ねてお願い

いたしまして，就任に当たっての挨拶といたします。ありがとうございました。（拍手） 

 〔青野副議長退席，田中議長着席〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）進行いたします。 

日程第3，市会副議長の辞職についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。青野仁志議員の市会副議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，青野仁志議員の市会副議長の辞職を許可することに決

定いたしました。 

 この場合，青野仁志議員から発言の申出がありますので，これを許します。青野議員。 

〔青野議員議席前面に立つ〕 

 青野仁志議員 一言，御礼の御挨拶を申し上げます。 

 この度，一身上の都合により，副議長職を辞することを申し出ましたところ，御承認いただきましてあり

がとうございました。 

 令和元年の区切りの年に皆様方から御推挙いただき，第94代の京都市会副議長として就任をさせていただ

きましてから，この2年間，山本前議長の補佐役として京都市政の発展，また，議会の円滑な運営，そして
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市民の皆様に信頼される議会づくりに努めてまいりました。 

 山本前議長をはじめ先輩，同僚の皆様の御配慮と御理解，御協力により，副議長という大任を全うできま

したことに，心より御礼を申しげます。とりわけ，この1年余りは，コロナ禍の中，大変厳しい環境であり

ましたけれども，皆様方の格段の御協力を賜りましたことを重ねて御礼申し上げます。 

 これからは，一議員に戻りまして，この2年間での経験をいかして，京都市政，京都市会の更なる発展の

ために努力してまいる決意でございますので，引き続き，皆様方の御指導，御鞭撻をお願いを申し上げまし

て，私の御礼の挨拶に代えさせていただきます。 

 この2年間，大変にお世話になりありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）甚だせん越ではございますが，先例に従いまして，この席から，青野仁志議員に一言御

礼を申し上げます。 

 青野議員には，一昨年5月16日，市会副議長に御就任になり，今日まで議長を助け，ひたすら円滑なる市

会運営と市政の発展に尽くしてこられ，私どもは常に敬意を表しておりました。 

 ただ今は，御丁重なる御挨拶をいただきまして，誠に恐縮に存ずる次第でございます。青野議員には，こ

のうえとも健康に十分留意されまして，京都市発展のため，ますます御活躍くださいますようお願いいたし

ます。 

 甚だ簡単ではございますが，御礼の言葉といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第4，これより市会副議長の選挙を行います。 

 議場の出入口を閉鎖いたします。 

 〔議場閉鎖〕 

 議長（田中明秀）選挙の方法は，単記無記名投票であります。 

 投票用紙を配付いたさせます。 

 〔投票用紙配付〕 

 議長（田中明秀）投票用紙の配付漏れはありませんか。 

 ないと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

 〔中村事務局次長投票箱点検〕 

 議長（田中明秀）氏名点呼によって順次御投票願います。 

 〔多川議事課長氏名点呼，投票〕 

 議長（田中明秀）投票漏れはありませんか。 

 ないと認めます。投票箱を閉鎖いたします。 

 これより開票いたします。 

 開票立会人2名，議長より指名いたします。平山よしかず議員と中野洋一議員とにお願いいたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 〔議場開鎖，開票〕 

 議長（田中明秀）投票の結果を事務局長から報告いたさせます。 

 事務局長（山田聡）投票の結果を御報告いたします。 

 投票総数65票 

 有効投票65票 

 田孝雄議員47票 

 西野さち子議員18票 

 以上のとおりであります。 

 議長（田中明秀）ただ今御報告がありましたとおり，田孝雄議員が市会副議長に御当選されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）この場合，田孝雄議員に発言を許します。田議員。 

 〔田副議長議席前面に立つ〕 

 副議長（田孝雄）お許しをいただき，一言御礼の御挨拶をさせていただきます。 
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 ただ今は，先輩，同僚議員の多数の御推挙を賜り，伝統ある京都市会第95代副議長に就任させていただ

き，厚く御礼を申し上げます。私にとりまして，身に余る光栄であり，その職責の重大さに身を引き締めて

いるところでございます。 

 今，京都市は，新型コロナウイルス感染症の的確な対策と持続可能な行財政改革の確立という極めて厳し

い局面に立っており，だからこそ多くの市民の皆様の声を真正面から受け止め，真摯に審議を尽くすとい

う，議会の役割の重要性はますます大きくなっていると考えております。 

 このうえは，田中議長のよき補佐役として，微力ではございますが，誠心誠意円滑な議会運営，真剣に取

り組んでまいる所存でございます。どうか，皆様方におかれましては，心温かな御支援と御指導を賜ります

よう，心よりお願いを申し上げまして，甚だ簡単ではございますが就任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（田中明秀）日程第5，陳情の回付を行います。 

 今回受理いたしました陳情2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（田中明秀）日程第6ないし日程第28については，前回の議事を継続し，これより順次上程すること

といたします。 

日程第6，議第65号令和3年度京都市一般会計補正予算を議題といたします。 

 井上よしひろ議員。 

 井上よしひろ議員 議事進行について動議を提出いたします。 

 ただ今議題となっております議第65号については，66名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置

し，これに付託のうえ，慎重審議願いたいと思います。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

 議長（田中明秀）ただ今，井上よしひろ議員から動議が提出され，動議は成立いたしております。 

 お諮りいたします。ただ今の井上議員の動議のとおり決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，井上議員の動議のとおり決します。 

 なお，予算特別委員は，全議員66名の方々を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第7ないし日程第28，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，ほか21件，以上22件を一括議題といたします。 

 本案は，ただ今お手元に配付してあります議案付託表のとおり，所管の常任委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第29，議第88号京都市監査委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は，議案の説明及び委員会付託を省略のうえ，原案のとおり同意することに賛成

の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって，本件は，原案のとおり同意することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第30，議第89号京都市監査委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は，議案の説明及び委員会付託を省略のうえ，原案のとおり同意することに賛成

の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって，本件は，原案のとおり同意することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第31，これより，市選挙管理委員及び補充員並びに各区（山科区及び西京区を除

く。）選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。この選挙につきましては，指名推選の方法によることとし，議長から指名いたしたい
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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（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長において，ただ今お手元に配付してあります名簿

の方々を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長から指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長から指名いたしました方々が市選挙管理委員及び

補充員並びに山科区及び西京区を除く各区選挙管理委員及び補充員に当選されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第32，これより，澱川右岸水防事務組合の議会の議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。この選挙につきましては，指名推選の方法によることとし，議長から指名いたしたい

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（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長において，ただ今お手元に配付してあります名簿

の方々を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長から指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長から指名いたしました方々が澱川右岸水防事務組

合の議会の議員に当選されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第33，これより桂川・小畑川水防事務組合の議会の議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。この選挙につきましては，指名推選の方法によることとし，議長から指名いたしたい

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（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長において，ただ今お手元に配付してあります名簿

の方々を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議長から指名いたしました方々を当選人と定めることに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって，議長から指名いたしました方々が桂川・小畑川水防事

務組合の議会の議員に当選されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前10時57分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        副 議 長  青 野 仁 志 

        議  長  田 中 明 秀 

        署名議員  片 桐 直 哉 

        同     菅 谷 浩 平 


