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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年6月1日(火)午前10時 

第1  陳情の回付 

第2  議第65号 令和3年度京都市一般会計補正予算（予算特別委員長報告） 

第3  議第66号ないし議第68号，議第70号ないし議第75号及び議第81号ないし議第84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12件（総務消防委員長報

告） 

第4  議第69号及び議第77号ないし議第80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 ほ

か4件（教育福祉委員長報告） 

第5  議第76号及び議第85号ないし議第87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 ほか3件（まちづくり委員長報告） 

第6  議第90号 京都市教育委員会委員の任命について 

第7  諮第1号 人権擁護委員の推薦について 

第8  諮第2号 人権擁護委員の推薦について 

第9  諮第3号 人権擁護委員の推薦について 

第10 市会議第1号 入国における万全な水際対策を求める意見書の提出について 

第11 市会議第2号 事業者支援の一層の充実を求める意見書の提出について 

第12 市会議第3号 学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に進めるための意見書の 

提出について 

第13 市会議第4号 今夏の東京オリンピック・パラリンピックの中止を求める意見書の提出について 

第14 市会議第5号 「病床削減推進法」廃止を求める意見書の提出について 

第15 市会議第6号 新型コロナウイルスワクチン接種の確実な推進を求める決議について 

第16 市会議第7号 新型コロナウイルスワクチンの一層の接種体制の拡充を求める決議について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時開議〕 

 議長（田中明秀）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。田中たかのり議員と国本友利議員とにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）この場合，議長から御報告申し上げます。市長から，令和2年度の繰越明許費及び事故

繰越しの繰越計算書並びに水道事業，公共下水道事業及び高速鉄道事業の各特別会計予算の繰越計算書が参

っております。これらの写しは，いずれも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。 

 この場合，市長から発言の申出がありますので，これを聴くことといたします。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。新型コロナワクチン接種事業の協力機関名の公表に関しまして，

今5月市会における代表質問におきまして，私から個別接種について協力医療機関数の拡充を図るととも

に，集団接種の拡充に合わせまして個別接種の協力医療機関名を6月1日に公表すると御答弁申し上げまし

た。しかし，昨日全ての医療機関名の公表につきましては，これを行わない旨発表させていただきました。

代表質問の答弁の重さにもかかわらず，急きょこのような方針転換を行ったことにつきまして非常に重く受

け止めております。深くおわび申し上げます。 

 6月1日の公表につきましては，京都府医師会とも調整を重ねてまいりましたが，この間，協力医療機関数

は約800から983まで拡充することができました。また，5月26日に発表いたしました先着順の受付から，希

望者全員を京都市が受け付ける登録制への変更につきましては，市民の皆様から，接種の機会を必ず確保で

きることから安心したとのお声もお聞きしております。初日であります昨日は，計3万2,528件の登録を受け

付けております。このような状況の下，京都府医師会における診療所名等の公表に向けた同意を得るための

調査の中で，定期的に実施されている患者様など既に予約を受けている方への接種を行った後，新たな希望
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者を受け入れたいので，現時点での公表は差し控えたいとされる診療所等が多くありました。また，二重予

約が増えるのではないかとの懸念もございました。このような中，このまま公表することで特定の医療機関

への負担が事前の想定以上に大きくなることも懸念されたことから，京都府医師会と協議を重ねてきたとこ

ろでございます。今後，64歳以下の方の接種におきましての接種体制の確保が極めて重要となります。集団

接種会場の拡充など，様々な手法を用いまして体制確立を図ってまいりますが，かかりつけ医のない方も身

近な診療所等で安心して接種いただくことができる体制の確保が大切であり，医療機関名の公表はそのため

のものでもございます。そこで，現在，京都府医師会と京都市が共同し，接種を希望される市民の皆さんと

診療所等医療機関双方の負担の軽減を図るオンラインを使った手法について準備を進めているところでござ

います。 

 今回の件につきまして重ねておわび申し上げますとともに，これを教訓にしまして，市民の皆様への分か

りやすい周知を徹底するとともに，市民の代表である皆様との，議員の先生方との情報共有と事前の相談の

徹底を図ってまいります。以上でございます。よろしくお願いします。 

 議長（田中明秀）お聞き及びのとおりであります。御了承願います。 

 進行いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程に入ります。 

 日程第1，陳情の回付を行います。 

 今回受理いたしました陳情9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2，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。 

 予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長，しまもと京司議員。 

 〔しまもと予算特別委員長登壇（拍手）〕 

 予算特別委員長（しまもと京司）本委員会に付託されました議第65号令和3年度京都市一般会計補正予算

につきまして，審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，5月20日の本会議で付託を受け，24日に，第1小委員会では行財政局及び文化

市民局に対して，第2小委員会では子ども若者はぐくみ局に対してそれぞれ質疑を行い，27日に各小委員会

の報告を受けた次第であります。 

 今回の補正予算は，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

とり親世帯や女性に対する支援の実施のほか，京北地域におけるテレワーク拠点整備に要する経費など，国

庫支出金及び基金繰入金を財源として，総額1億3,000万円を補正しようとするものであります。 

 以下，審査の過程において論議されました主な事項について順次申し上げます。まず，補正予算全般に関

しましては，補正予算に計上した各事業における本市の財政負担の状況，事業者の倒産を防ぐ補正予算を組

むとともに積極的に京都府に事業者の声を届ける必要性，失業状況等が深刻である文化芸術関係者への支援

の考えなどについて質疑や御意見がありました。 

 次に，生活に困窮するひとり親世帯及び女性への支援として，まず，高等職業訓練促進給付金等事業の拡

充に関しましては，現行制度の支給実績及び資格取得の状況，予算積算の根拠及び国庫支出金の補助割合，

制度拡充に至った経過及び拡充によって取得できるようになった資格，申請から給付金受給までの期間，養

成訓練の受講方法として通学だけでなく通信も認める考え，住宅支援資金貸付制度と併せて本制度を活用し

てもらえるよう取り組む必要性，生活保護受給者が申請した場合において給付金を収入認定しないよう国に

求める必要性，ＳＮＳを活用することにより効果的な周知を行う必要性，制度拡充措置を継続するよう国に

働き掛ける必要性，予算を増額してより多数の市民の利用につながるよう取り組む必要性などについて質疑

や御意見がありました。また，不安を抱える女性に寄り添った相談支援に関しましては，ウィングス京都に

おける相談業務の稼働状況及び潜在的ニーズの掘起こしの必要性，地域で助け合いが生まれるようウィング

ス京都がリーダーシップを発揮して男女を問わず支援する考え，こども食堂や学生に対する支援活動におい

ても生理用品を配備する考え，生理用品の配布を申し出ることが難しい方に配慮する必要性，児童，生徒が

相談や利用がしやすい周知を工夫する必要性，生理の貧困に対する本市の認識及び本市独自で実態調査を行
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う必要性，単年度の事業とはせず継続的に実施する考えなどについて質疑や御意見がありました。 

 次に，国交付金を活用した地方創生の推進として，元京北第一小学校を活用したテレワーク拠点づくりに

関して，地方創生テレワーク交付金の目的及び本事業の具体的内容，予算の内訳及び学校施設の具体的な改

修内容，テレワーク拠点の運営に係るランニングコスト及び現在想定している利用料金，事業実施に向けた

地元団体との合意形成の経過及び主な意見，テレワーク拠点として他施設と競合した際のプロモーション方

法及び差別化を図るための仕掛けづくりの必要性，京北地域への移住促進につなげるため子育て環境の整備

等に取り組む必要性，移住促進に向け若者だけでなく幅広い世代の方に呼掛けを行う考え，京北地域の活性

化に向け全庁体制で取り組む必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 概略，以上のような審査の後，更に各会派等において御検討いただき，その結果を昨日の委員会で御発表

いただきましたところ，次のとおりでありました。すなわち，自民党，共産党，公明党，民主・市民フォー

ラム，京都党，日本維新の会の各議員団及び無所属の委員は，いずれも原案に賛成するとのことでありまし

た。そこで直ちに表決を採りましたところ，ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり，全会

一致をもって，原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。やまね智史議

員。 

 〔やまね智史議員登壇（拍手）〕 

 やまね智史議員 日本共産党京都市会議員団は，議第65号令和3年度京都市一般会計補正予算に賛成を表

明していますので，以下，その理由を述べ討論します。 

 今回の補正予算は，生理用品の提供をはじめとする不安を抱える女性に寄り添った相談支援や，ひとり親

世帯の就労支援の対象拡充となる高等職業訓練促進給付金等の拡充など，全体として必要なものであり賛成

します。不安を抱える女性に寄り添った相談支援，特に，学校施設などでの生理用品の提供については，我

が党も一貫して求めてきたことであり大切な一歩だと考えます。質疑の中で，生理の貧困への認識について，

衣食住と共に配慮されるべき問題と答弁されたことは極めて重要です。その点で，困窮する大学生への支援

について，京都市として早急に具体化することが求められます。質疑の中では，市内38の大学当局に意向調

査を行っている，また，食材提供をされているところも連携できる団体の一つと考えていると答弁がありま

した。この間，市内各地で行われている食材支援の取組でも，生理用品の提供が学生の皆さんに大変喜ばれ

ています。大学や食材支援に取り組む皆さんと連携し，一刻も早く学生の皆さんへの生理用品提供について，

京都市自身が具体化を図るよう重ねて求めます。 

 また，質疑の中で指摘したように，生理の貧困の京都市での状況について実態調査を行うこと，困ってお

られる方に対しては2回目以降も提供すること，今年度一度限りの措置ではなく継続的な取組とすること，

学校施設のトイレ等に生理用品を配備すること，これまで学校で生理用品を提供する際，返却が前提であっ

たことを改め，今後は返却を求めない対応とすることなど，引き続き強く要望します。 

 次に，高等職業訓練促進給付金等の拡充については，国が，介護福祉士実務者研修などにも支給対象を拡

充するものですが，令和3年度に限られた措置となっていることから，毎年利用できるよう国に求めていく

ことが必要です。また，ひとり親支援の施策として狭くするのでなく，予算を増やし，積極的な広報を行い，

人手不足が深刻な介護分野の就業につなげていくことも必要と考えます。 

 次に，元京北第一小学校を活用したテレワーク拠点づくりについては，安心して住み続けられる京北地域

のまちづくりとの結合が不可欠であると考えます。例えば，京北地域における病院として市立京北病院があ

りますが，小児科は週2回にとどまっています。産婦人科は門川市長が廃止してしまいました。各地にある

診療所や保育所も存続の危機にあります。また，京北地域で新築住宅を建てる場合，新たに上下水道を布設

するとなると，下水は1件48万円，水道管は25ミリで36万円，40ミリで40万円の負担金が掛かります。この

ような京北地域に住む皆さんの負担を軽減し，医療，保育，教育などの環境整備を京都市の責任で行う必要

があることを指摘しておきます。 

 最後に，今回の財源となっている地方創生臨時交付金と，京都市に求められる姿勢について申し述べます。

令和2年度第3次補正分については14億円の残額となっていますが，コロナ禍における市民の生活保障，中小

事業者支援は喫緊の課題であり，本来ならこの5月市会においても，残額分を活用し，市民生活と事業者支
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援のための補正予算が提案されるべきであったと考えます。また，3度目の緊急事態宣言の下，京都府，京

都市が公共施設の休館措置を継続したことで，予定していたイベントが急きょ中止に追い込まれた文化芸術

関係者の方がおられます。イベントの開催については，会場費だけでなく，宣伝広報や練習場所の会場費，

その他人件費など様々な経費が掛かっていますが，それらの補償は一切ありません。くわえて，今年度は，

昨年度実施された京都市文化芸術活動緊急奨励金や感染拡大防止と文化芸術活動の両立支援補助金などの支

援もなく，いよいよ活動継続が困難になっているとの声が寄せられており，抜本的な支援が必要です。地方

創生臨時交付金の事業者支援分として京都府へ配分される69億円については，京都府に対し事業者の存続が

できる支援をと意見，要望すべきです。そして，今こそ市民生活と中小事業者の皆さんを守るために，一刻

も早く京都市自身が次なる支援策を打ち出すことを強く求めて討論といたします。ありがとうございました。

（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，松田けい子に発言を許します。松田議員。 

 〔松田けい子議員登壇（拍手）〕 

 松田けい子議員 公明党京都市会議員団は，議第65号令和3年度一般会計補正予算に対し賛成の立場を表

明しておりますので，私は会派を代表し討論を行います。 

 この度の補正予算については，新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で，特に厳しい状況に置

かれているひとり親世帯や女性に対する支援を行うとともに，元京北第一小学校にテレワーク拠点を整備す

るものとして1億3,000万円が計上されました。コロナ禍で困りごとを抱える方々に対する支援策については，

速やかに対応されたこと，テレワーク拠点づくりについては，新しい働き方としてのテレワークを促進し，

京北地域及び北部山間地域の持続的発展に資する取組であると評価いたします。加えて，国の交付金及び基

金を活用し一般会計からの支出がないよう補正予算を組まれたことについて，本市の厳しい財政状況の中で，

行財政改革を進めていくための措置として適正であると判断し賛成いたします。以下，これらの事業を進め

ていくうえでの課題と要望について申し述べます。 

 まず初めに，不安を抱える女性に寄り添った相談支援事業についてであります。生理を巡る問題に関し，

経済的な理由で生理用品を購入できない女性や子供がいる状況がコロナ禍の下，浮き彫りとなりました。公

明党佐々木さやか参議院議員が国会質問でその対応を求め，地域女性活躍推進交付金が措置されました。こ

れに合わせ，私ども公明党京都市会議員団は，3月26日，コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要

望を門川市長に申し入れたのに対し，迅速に補正予算を計上され，実施されることを高く評価いたします。

事業を進めるに当たっては，女性の根源的な問題に目を向け，女性の不安や課題の解決に結び付け，解消し

ていくことを目的として取り組み，より一層創意工夫を凝らした情報発信で，必要な人が必要な支援を受け

られるようきめ細かい対応をお願いいたします。 

 次に，高等職業訓練促進給付金等事業の拡充について申し述べます。現在，家庭や地域など地縁，血縁の

つながりが希薄化し，ＤＶや自殺，生活困窮，ひとり親，障害，介護，子育てなど様々な課題が複雑に重な

る中，コロナ禍により，社会的な孤独や孤立などの状況が深刻化しています。とりわけ，ひとり親家庭や女

性の抱える問題への対応は喫緊の課題であり，本市においても，そうした認識からひとり親家庭への支援と

して，高等職業訓練促進給付金等事業が拡充されたことを評価いたします。そのうえで，対象者に漏れるこ

となく情報が届くよう周知，広報を充実し，希望する全ての申請者が制度を利用できるよう弾力的な対応を

求めます。そして，事業の活用を通じて，厳しい状況にあるひとり親が就労により安定した生活を営むこと

ができるよう，きめ細かなフォローアップについても求めておきます。 

 最後に，元京北第一小学校を活用したテレワーク拠点づくり事業については，コロナ禍により，デジタル

化の進展，リモートワークなど新しい働き方が定着しつつある中で，都市から地方への新たな人の流れを創

出し，京北地域及び北部山間地域の持続的な発展に資する取組であります。定住人口及び関係人口の確保や

交流を通し，地域活性化や移住促進につながる施策となるよう求めるとともに，この事業で得られる成果を

基に他の地域への将来的な波及効果も期待するものであります。 

 私たち公明党京都市会議員団は，コロナ収束の切り札となるワクチン接種の円滑な実施と共に，市民の命

と暮らしを守るため，ウイズコロナ・ポストコロナ時代の希望に満ちた京都の構築へ全力を尽くすことをお

誓いし，賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 
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 これより表決を採ります。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第3，議第66号ないし議第68号，議第70号ないし議第75号及び議第81号ないし議第

84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12件，以

上13件を一括議題といたします。 

 総務消防委員長の報告を求めます。総務消防委員長，赤阪仁議員。 

 〔赤阪総務消防委員長登壇（拍手）〕 

 総務消防委員長（赤阪仁）本委員会に付託されました議第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12件につきまして，審査の過程において論議されました

主な事項とその結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，5月20日の本会議において付託を受け，25日に，議第66号，68号，73号から

75号及び81号から84号の9件については行財政局に対し，議第70号から72号の3件については行財政局及び教

育委員会に対し，議第67号については総合企画局に対し，それぞれ質疑を行った次第であります。まず，議

第66号執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正については，理事者から，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あるとの説明がありました。 

 次に，議第67号執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部改正については，理事者から，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，調査し，及び審議する京都市国際交流・多文

化共生審議会を新たに設置するとともに，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

を廃止し，また，所期の設置目的を達成した京都市基本計画審議会を廃止しようとするものであるとの説明

がありました。これに対し，新たに設置する審議会の役割及び今後の審議の進め方などについて質疑や御意

見がありました。 

 次に，議第68号市税条例の一部改正については，理事者から，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あるとの説明があり

ました。これに対し，均等割の非課税及び減免の見直しにおいて，扶養控除の適用対象外となる人数及び譲

渡所得等の課税特例において特定保有株式を適用対象から除外する理由などについて質疑や御意見がありま

した。 

 次に，議第70号から74号市立芸術大学及び市立銅駝美術工芸高等学校（Ａ地区）並びに市立芸術大学（Ｂ

地区）新築工事請負契約の締結について，ほか4件，以上5件については，理事者から，市立芸術大学及び銅

駝美術工芸高等学校の新築工事に係る建築主体工事，電気設備工事，空気調和及び衛生設備工事の請負契約

をそれぞれ締結しようとするものであるとの説明がありました。これらに対し，市立芸大と共に銅駝美術工

芸高校を移転する意義とその効果，京都駅周辺のまちづくりとの連携など移転後の市立芸大が果たす新たな

役割，コロナ禍の下で多額の費用を要する事業を計画どおり進めることへの疑問，行財政改革計画の詳細が

明らかにされていない中で移転整備を進めていくことへの疑問，令和5年度の供用開始に向けたコロナ禍の

下での資材調達の見込み，地元への工事説明会を早期に実施する必要性，騒音対策として工事時間帯を短縮

する場合の工期延長や工事費増額の見込み，文化，芸術の産業化や人材育成に向けた本市の決意などについ

て質疑や御意見がありました。 

 次に，議第75号新北庁舎（仮称）新築工事請負契約の締結については，理事者から，耐震性能の不足をは

じめ執務室の分散化等，現在の市庁舎が多くの課題を抱えていることから進めている新庁舎整備事業におい

て，仮称新北庁舎を新築するため，清水・公成特定建設工事共同企業体と76億7,800万円で工事請負契約を

締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し，防災拠点としての機能の必要性及び環境

配慮に係る具体的取組，バリアフリーや費用負担の観点から，問題が残されたまま整備を進めることへの疑

問，執務室の使用方法の変更等によって予算に影響が生じないよう柔軟に対応できる設計とする必要性など
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について質疑や御意見がありました。 

 次に，議第81号から84号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，ほか3

件，以上4件については，理事者から，居ながら施工から集中施工への変更に係る対応のうち，大型クレー

ンのリース期間が確定したほか，天井材等を撤去した際に天井スラブ等の劣化，損傷が判明し，補修等を行

ったこと，また，一部部局の移転を前倒しするため，会議室を執務室に変更するなど，各部屋の用途を見直

した結果，間仕切りや建具等を追加する必要が生じたことなどから，請負契約の変更契約を締結しようとす

るものであるとの説明がありました。これらに対し，競争性が働かない変更契約において適切な経費の積算

であるとする根拠，不測の事態を防ぐため建物内部の事前調査や予測を徹底する必要性，現在負担している

民間ビル賃料の経費が大幅に削減できることを市民にしっかり伝える必要性，事業者が安心して受注できる

よう変更事由が生じた場合は適切に変更契約を締結するとともに，市民に対し本市が説明責任を果たす必要

性などについて質疑や御意見がありました。 

 概略，以上のような審査の後，更に各会派において御検討いただき，その結果を昨日の委員会で御発表い

ただきましたところ次のとおりでありました。すなわち，自民党，公明党及び民主・市民フォーラムの各議

員団は，いずれも原案に賛成する。共産党議員団は，議第70号から75号及び81号から84号については反対し，

その他の議案については，いずれも原案に賛成する。京都党及び日本維新の会の各議員団は，議第70号から

74号については反対し，その他の議案については，いずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで，

直ちに表決を採りましたところ，ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり，議第70号から75

号及び81号から84号については多数をもって，残余の議案3件については全会一致をもって，いずれも原案

のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより表決を採ります。まず，議第70号ないし議第74号を一括表決に付します。本案

は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，議第75号及び議第81号ないし議第84号を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案

のとおり可決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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，残余の議案3件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること

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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第4，議第69号及び議第77号ないし議第80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，ほか4件，以上5件を一括議題といたします。 

 教育福祉委員長の報告を求めます。教育福祉委員長，森田守議員。 

 〔森田教育福祉委員長登壇（拍手）〕 

 教育福祉委員長（森田守）本委員会に付託されました議第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，ほか4件につきまして，審査の過程において論議されました主な事項とその結果を御報告申

し上げます 

 本委員会といたしましては，5月20日の本会議において付託を受け，26日に，議第69号については子ども

若者はぐくみ局に対し，議第77号から80号の4件については教育委員会に対し，それぞれ質疑を行った次第

であります。まず，議第69号保育所条例の一部改正については，理事者から，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，現在の在所児の全員

が卒所する令和8年度末で同保育所を廃止しようとするものであるとの説明がありました。これに対し，廃

止を提案するに至った経過と理由及び今市会での提案となった理由，保護者や地域への説明なしに急きょ廃

止の議案を提案することへの疑問，今回の提案は，保育所の在り方ではなく本市の財政改革の一環となって
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いるとの指摘，廃止しても保育ニーズがカバーできると説明する根拠，児童相談所との連携や地域の子育て

に悩む方への支援など，公立保育所が独自に果たす役割に対する認識，在所児童が一人とならないよう特例

的な受入れ及び兄弟入所への配慮等について検討する必要性，廃止までの児童受入れの予定及び児童数が減

少することを踏まえ，在所児童に対し一層配慮する必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第77号から79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，ほか2件，以上3件に

ついては，理事者から，新普通科系高等学校施設新築工事に係る建築主体工事，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あるとの説明がありました。これら

に対し，学習スタイルやホームルーム活動の実施形態及び学級規模の検討状況，避難所として位置付ける見

込み，目先の実用的な知識や技術の習得にわい小化せず，教育基本法の目的を踏まえた教育活動を行う必要

性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第80号市立西院小学校増築工事請負契約の締結については，理事者から，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，藤井・あめりか屋特定建設工事共同企業体と17億

4,284万円で工事請負契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し，今後の児童

数の見通し及び35人学級編成を見据えた整備の状況，今回増築する南校舎より築年数が経過している北校舎

における老朽化対策の内容，全市的に進めている行財政改革が学校施設の改修計画に与える影響，増築棟の

整備に係る教職員の意見の反映状況，学校施設を利用している地域の各種団体からの意見の集約状況などに

ついて質疑や御意見がありました。 

 概略，以上のような審査の後，更に各会派において御検討いただき，昨日，委員会を開会しましたところ，

共産党議員団から議第69号について継続審査すべきとの動議が提出されました。そこで，動議について表決

を採りましたところ，少数で否決されました。その後，各会派で検討された結果を御発表いただきましたと

ころ次のとおりでありました。すなわち，自民党，公明党及び民主・市民フォーラムの各議員団は，いずれ

も原案に賛成する。そのうえで，自民党議員団は議第69号に1個，民主・市民フォーラム議員団は議第69号

に1個の付帯決議を付す。共産党及び日本維新の会の各議員団は，議第69号については反対し，その他の議

案については，いずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで，直ちに表決を採りましたところ，

ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり，議第69号については多数をもって，残余の議案4

件については全会一致をもって，いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 引き続きまして，付帯決議の調整を行いました結果，議第69号に1個の付帯決議を付すことに決定した次

第であります。以下，付帯決議を申し上げます。 

   議第69号に対する付帯決議 

 聚楽保育所の廃止に当たっては，今後，子供や世帯の状況ごとに生じるであろう様々な保護者の不安に対

応するため，個々の事情を丁寧に聞き必要な対応を行うこと。 

 また，現入所児童の兄弟姉妹が新たに保育施設への入所を希望する場合に，聚楽保育所の在所児の家庭だ

けが入所ポイントの取得に不利にならないよう，特段の措置を行うとともに，転園を希望する保護者に対し

ては，周辺地域の保育施設への転園の希望が可能な限りかなうよう寄り添い，丁寧な調整を行うこと。 

 さらに，今後，令和8年度末の廃止に向けて，年々児童数が減っていく中にあっても，子供たち一人一人

の健やかな成長と学びにつながるよう，状況に応じて近隣の保育園・幼稚園との交流を行うなど，子供にと

って最も良いと考えられる保育を行い，そうした配慮の下での毎年の保育の内容について保護者に丁寧に説

明すること。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）井上けんじ議員。 

 〔井上けんじ議員登壇（拍手）〕 

 井上けんじ議員 ただ今，議題となっております議第69号京都市保育所条例改正案について，日本共産党

市会議員団は，これを継続審査とすべきとの動議を提出いたします。以下，党議員団を代表して，私からそ

の理由を申し述べます。 

 第1に，元々，同保育所については，昨年9月市会に対する市長の提案は，市立としては廃止するけれども，

民間園としては存続させるという内容でありました。保育所としては継続するということが市長の方針であ

ったわけであります。にもかかわらず，その僅か半年後に，今度は保育所自身を廃止するなどということに
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なると，では，昨年秋は一体何だったのか。180度の方針転換，朝令暮改と言わなければなりません。 

 しかし一方，よく考えてみると，昨秋と今春の共通点はというと，市立保育所としてはいずれも廃止との

提案であります。要するに，市にしてみれば初めに廃止有りき，法人が見つかれば移管するが，なければ文

字どおり廃止する。正に今回はこの意味での廃止提案ですが，もし，そういう前提から保育園が足りるかど

うかなどが検討されたとすれば，その結論は最初から見えておる。その結論を導くための調査分析ですから，

その結果は，ある意味分かっていることだと私は思います。いずれにせよ，こういう市長の方針変更の経過，

あるいはその底を流れる一貫した廃止方針の背景や要因について，審議はまだまだ尽くされているとは言え

ません。 

 そこで第2に，その周辺の乳幼児数と保育園の受入枠との調査分析でありますが，やっぱり足らないとな

ったとすれば，移管先が見つからない段階で市長は市立市営での存続も選択肢の中にありましたですか。昨

年暮れ辺りから，いわゆる行財政改革，施設の最適化という動きが急に浮上してきたのであります。最初に

結論有りきだから，調査分析もその範囲にとどまるのも当たり前です。仮にそういう前提を置かない調査だ

としても，そもそも，今の時点での年度当初の現状調査だけにとどまり，途中入所を経た年度末乳幼児数を

考慮したものではありません。まして近隣園の定員外入所の現状までをも含めて受入枠があるなどというの

は論外であります。いわんや，6年後も人口は減少傾向だ，受入枠は足りるなどと言ってもその根拠はあり

ません。市長は，今後の人口をどうしたいのですか。若い人たちにたくさん住んでいただきたいのではない

でしょうか。今後の周辺でのマンション建設など，人口や，また近隣での事業所の動態，推移等については

今の段階で断定できることではありません。この点で，市長サイドだけでなく，議会自身としても調査研究

や分析や予測が必要ですし，そのためにも結論を急ぐべきではないと考えます。 

 第3に，保護者や地域のこれからの子育て世代等関係者の皆さんへの説明が全く不十分で，保護者会御自

身も，今議会で採択せず，継続して審議してくださいと要望されておられるとおりであります。説明会を6

回開催と言われてはおるものの，これは3密を防ぐために6回に分けて実施されただけで，各保護者にとって

は1回の限定された説明会であったにすぎません。 

 第4に，施行日が6年も先とされています。ということは，何も今急ぐ必要はないということにほかなりま

せん。一般的には，公布日と施行日は一定の合理的な期間を置くとされており，例えば周知に一定の期間が

必要な場合等が想定されておりますが，今回は，周知期間必要な場合には当たりません。継続審議とすれば，

議案としては継続するわけですから，市長の提案は既に市民には伝わっています。本条例改正案の場合，議

会としては，まだまだ時間は十分にあると考えます。 

 最後に，ここ数年の一連の民間移管の総括が全く不十分であります。市立保育所の民間移管方針は，効率

的運営，効果的保育なるものが目的とされ，また，昨年秋の議案撤回後の今後の在り方の検討に際しては，

市全体の行財政改革が背景にあることも委員会質疑の中で明らかになり，財政が大きな動機付けとなってい

ます。ところが一方，その同じ行財政改革では，民間保育所等職員の給与等，補助金等の見直しと予告され

ています。すなわち，市立が民間に移管され，その民間もまた見直しの対象とされ，挙げ句の果てには今回

の，その民間すら存続しないという事態に至っている，いや，市長が至らしめている。給与見直し，すなわ

ち低賃金は労働の質を低めると言われます。子供たちの保育内容，すなわち発達の権利に関わってきます。

どこまで見直すのですか。意向調査をしても応募法人が申請されない，あるいは辞退されるといった一連の

経過自体が，もはや民間移管方針が破綻しておることの証左であります。と私は思いますが，いずれにせよ

その評価や総括について，まだまだ議論は尽くされていないと，このように考えます。 

 我党自身は，今の段階で，また恐らく今後とも本条例案には反対でありますが，しかし，まだまだ議論が

尽くされていない。議論を尽くせば認識が一層発展し，より深い立場から賛否を考えることもできていける

のではないかと思います。先輩，同僚各議員の皆さんの御賛同を心から願いまして，継続審査の動議といた

します。ありがとうございました。（拍手） 

 （「賛成」と呼ぶ者あり） 

 議長（田中明秀）ただ今，井上けんじ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賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）少数であります。よって井上議員の動議は，否決されました。 
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 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。河合ようこ議員。 

 〔河合ようこ議員登壇（拍手）〕 

 河合ようこ議員 日本共産党京都市会議員団は，議第69号京都市保育所条例の一部改正に反対を表明して

います。私は議員団を代表し，その理由を述べ討論いたします。 

 本議案は，中京区にある京都市聚楽保育所を名実ともになくしてしまう条例です。しかも，施行日は2027

年，令和9年4月1日となっており，今後6年間は新規入所を受け入れず，現在聚楽保育所に通っている子供た

ちが全て卒所したら保育所を廃止する提案です。新型コロナウイルス感染症拡大が1年半にも及び，子育て

の孤立化，貧困や格差，子供への虐待などの広がりが大きな問題となり，保育所の役割発揮が求められてい

るさなかに，京都市内で僅か14箇所しかない市営保育所を自治体自らが潰してしまうなど，おおよそ考えら

れません。自治体の公的責任の放棄であり，断じて認められません。突如としての廃止の提案に対し，議案

が発送された5月11日から短期間で，聚楽保育所の存続，今5月市会で議決せず，もっと慎重に審査をという

署名や議会への陳情が，聚楽保育所の保護者，元保護者，保育関係者や市民から提出されました。保護者や

市民の要望は当然であり，聚楽保育所は存続させることこそ求められています。以下，議案に反対する理由

を述べます。 

 反対する第1の理由は，市営聚楽保育所の廃止は，自治体が負っている公的責任を投げ捨てるものだから

です。児童福祉法は，地方自治体は児童が心身ともに健やかに育成されるよう児童の福祉に関する支援に係

る業務を適正に行うと明記しています。その一番の具体化が，自治体が直接市営保育所を運営することであ

り，その継続をやめてしまうことは大問題です。当局は民間でもできることだと言いますが，本市の市営保

育所は他都市に比べて元々少なく，現在市内の保育施設の僅か5パーセント，現在14箇所の市営保育所が，

重度の障害のある児童の受入れをはじめ生活や子育てに窮する家庭の支援，園庭開放，地域子育て支援など

を積極的に率先して担っています。障害のあるお子さんを育てておられるある保護者は，20箇所以上の保育

所を回ってようやく入所できたのが聚楽保育所。この保育所があって助かったと言われています。正に子育

てのセーフティネットそのものです。市営保育所の廃止は，本市のセーフティネット機能を弱めるものであ

ります。 

 第2の理由は，保護者や地域，保育所職員，議会に説明なく突如提案されたものだからです。本市はこれ

まで，市営保育所の今後のあり方に関する基本方針を策定した2012年以来，民間移管を進めてきましたが，

これまでは，市営から民営に替えても保育事業は継続してきています。しかし，本議案は，その方針を突如

として転換し，施設そのものを廃止するというものです。こんな提案を保護者や保育所職員，地域にも事前

に説明することなく提案するなど，余りにも唐突で乱暴なやり方ではありませんか。保護者や保育所には議

案発送された11日に紙一枚でお知らせし，保護者への説明会は21日以降でした。しかも，保護者に説明し，

意見を聞いて検討するというものではなく，市として廃止を決めて議会に提案しましたという事後報告で

す。保護者は納得されていません。また，重大な方針転換にもかかわらず，議会に対しても民間移管から廃

止方針への変更の説明がなく，方針転換の経過や根拠についての資料提出さえも行われませんでした。 

 反対する第3の理由は，集団保育の中で育つ子供の権利，安心して子供を預けられる保護者の権利を脅か

すものだからです。保育所は，6年先には廃止するので，今後新規入所の受入れはしないとしています。本

市当局は，既に聚楽保育所については，今年度も1歳児，3歳児以外は希望者の受入れをしないというあり得

ない対応をしています。そのうえ，新規入所がない保育所は，異年齢の集団がどんどん縮小していきます。

しかも現在ゼロ歳児は1人ですから，最後の年は一人で過ごすことになります。また，在園児の兄弟入所が

できなくなり，保護者は複数の保育所に毎日送迎することになります。本議案の提案を聞いた保護者の不安

や，お友達がいなくなる中で毎日過ごす子供の思いは，想像に難くありません。委員会審議の中で，近隣園

と共同保育する，兄弟一緒に転園できるようにすると当局は答弁しましたが，このような特例の措置を講じ

なければならないこと自体が，本議案の問題点を象徴しているのではないでしょうか。そもそも保護者の就

労などを保障し，一人一人の子供の成長，発達を保障するのが保育所です。市の提案は，集団保育の中で育

つ子供の権利を奪うものであり，保護者の子育てを支援する自治体の役割にも反するものであります。 

 第4の理由は，聚楽保育所を廃止する根拠がないからです。市当局は，昨年9月市会で聚楽保育所を廃止し

て民間に移管する条例を撤回して以来，直近の4月15日まで，京都府内の保育施設に民間移管についての意

向調査を行うなど民間移管の方針で進めていました。移管先がなければ市営で存続するのが当然です。しか
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し，本議案は，その方針を大きく変更し，一気に廃止としました。廃止する理由を，同保育所を廃止したと

しても，同保育所を設置している地域における保育の需要を周辺の保育施設により満たすことができること

から廃止するとし，議会に示された資料や当局の答弁は，保育の需要を定員枠と入所状況の数字を根拠とし

ていますが，市営聚楽保育所だから入所したい，開所時間が7時から19時まででないと送迎に間に合わな

い。近くでは聚楽保育所だけなど，聚楽保育所でないと現保護者が望む保育需要は満たせません。また，本

市は4月1日現在で待機児童ゼロとしていますが，定員外入所も存在し，年度途中の入所が難しい実態もあり

ます。聚楽保育所をなくしたら，これまでよりも保育所入所環境は厳しくなることが予想されるのではあり

ませんか。 

 第5の理由は，本議案が子供や保護者，地域の福祉向上よりも市長の行財政改革方針を優先するものだか

らです。なぜ，こんなに拙速に5月市会で6年先の保育所廃止提案がされたのか，必要な手続すら取らずに，

なぜこんなに急ぐのか。市当局が，保育事業そのものを廃止する方針にかじを切ったのは，昨年末に示され

た行財政改革方針が契機だったことが，教育福祉委員会の審議を通じて明らかになりました。保育の拡充を

進め，子供たちの保育環境を改善することが役割の自治体として，その役割を果たすことを熟慮したとは考

えられません。子供や保護者のことは後回しにし，住民の福祉，公的な保育を保障することよりも，歳出削

減優先で保育所廃止有りきのやり方は許せません。 

 それに加え，市長は，京都の未来を担う子ども，若者の笑顔にあふれ，京都で育ってよかった，京都で子

育てをしたい，京都に住み続けたいと思えるまちづくりをしっかり進めてまいりますと言われており，2025

年に向けた本市の基本計画でも，子育て家庭をはじめ，結婚，出産，子育ての希望を持つ全ての人が幸せを

感じ，暮らし続けたいと思えるまちを実現するとされています。本議案はこの方針とも矛盾するのではあり

ませんか。今後，就学前の児童が減るからと，少子化，人口減を前提にし，予測が付かない6年先の廃止を

今議決するという異例の乱暴なやり方も断じて認められません。保護者や市民からの声に応え，今こそ議会

がチェック機能を果たすべきときです。本議案を否決し，一から議論すべきであります。聚楽保育所を廃止

する本議案の否決を求め，私の討論といたします。ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，大津裕太議員に発言を許します。大津裕太議員。 

 〔大津裕太議員登壇（拍手）〕 

 大津裕太議員 地域政党京都党市会議員団は，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，反対の態度を表明しておりますので，会派を代表して討論いたします。 

 本議案は，京都市立保育所である聚楽保育所の民営化が難航したことを受け，保育所自体を廃止しようと

する議案であります。我が会派は，従前より市立保育所の民営化の推進には賛同しており，その立場は変わ

っておりません。また，市立保育所の廃止は一切認めないという立場でもございません。京都市の財政状況

や保育の需要と供給をはじめ，影響するあらゆる課題を精査し，議論を尽くし，また関係各位にしかるべき

説明と丁寧な支援を誠意を持って行うのであれば，保育所廃止という結論はあり得るのかもしれません。し

かし，今回は議案の審議に際し，これらの姿勢が一切感じられません。 

まず，地域の保育需要を周辺の保育施設で満たすことができるという保育所廃止の根拠についてです。

当局は，令和3年の4月1日時点での待機児童がゼロであること，保育の申込みと受入れの人数を比較した際

に，中京区や聚楽保育所の半径1.5キロの範囲内で受入可能人数が多いこと，今後の人口減少に伴う児童数

の将来予測を根拠に保育需要を満たすことができると説明します。しかし，同じ令和3年4月1日時点で，中

京区では，潜在的待機児童は39名おり，また，定員外の受入れも70名おります。また，年度途中の入園希望

者はすぐには入園できず，4月まで入園を待つケースは多く，私も地元が中京区でありますので，年度途中

に保育園に入園できず困っているという保護者の相談は数多く受けます。実際に令和2年10月1日時点では，

中京区の潜在的待機児童は89名と更に膨れ上がります。これをもってしても，保育需要を満たせるので問題

ないというのには無理があります。 

 委員会では，第1希望の保育園に入れることを必ずしも保証するわけではない，定員外でも基準は満たし

ているなどの答弁に終始されておりましたが，数字上の合計値や足し算，引き算だけの机上の空論としか思

えない発言が目立っています。自宅や職場から保育園までの距離や受入時間帯，兄弟姉妹が同一園であるか

など，働く保護者にとって生命線である重要事項に全くといって配慮がされていない考え方です。また，毎

年，保育園や保育士，保護者から要望いただくように，保育士の超過勤務などの負担は大変大きく，保育の
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質に影響が出るだけではなく，保育士の離職による更なる負のスパイラルを生み出している中で，基準を満

たしているなら，定員外受入れは当たり前で問題ないといった現場を全く分かっていない声が担当局から発

せられることは，大変危機感を覚えます。そのようなスタンスだから，待機児童ゼロで子育て環境日本一と

うたいながら，市民からは子育てがしにくいまちという声が絶えない。そして，国の基準以上の財政を投じ

ているにもかかわらず，市民から不満足の声がこれほど多く寄せられるのです。 

 次に，本件の進め方や関係各位への説明等についてです。本議案は，5月11日の議案発送をもってはじめ

て公表されたわけですが，通常であれば，あるべき常任委員会への事前報告や保護者，児童への事前説明が

一切されないまま議案として上がってきました。その理由は，これから年度途中で入園を検討されている保

護者に確定した方針を早く伝えるためという，取って付けたようなお粗末なものです。そこまで入園を検討

している保護者を大事にされるなら，この4月入園の申込みで申込受付後に方針転換して1歳と3歳以外の児

童の受入れを止めた件に関しては，入園を検討している保護者を一切配慮しない対応ですが，どう整合性を

取るのでしょうか。また，今後入園を希望する保護者も大切ですが，現在預けている保護者の方が影響を大

きく受けるのは誰が考えても明白であり，当事者である保護者への説明より優先するなどあり得ません。そ

の後，形だけ行われた説明会では，京都市は廃止の理由を自ら説明することもせず，質問には回答するとい

う誠意に欠けるものでした。委員会では，丁寧な説明を尽くすと答弁しておりましたが，私が複数の保護者

から直接聞いた話は全くかけ離れておりました。いつから行政はこんなに偉くなってしまったのでしょう

か。市民の皆様の税金をお預かりして行政サービスを提供しているという自覚はありますでしょうか。猛省

を促したいと思います。 

 以上で反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，菅谷浩平議員に発言を許します。菅谷議員。 

 〔菅谷浩平議員登壇（拍手）〕 

 菅谷浩平議員 議第69号京都市保育条例の一部を改正する条例の制定について，日本維新の会京都市会議

員団は反対の態度を表明しておりますので，会派を代表し討論いたします。 

 今回の条例改正案は，京都市中京区にある市営の聚楽保育所を廃止するため，その規定を条例上から削除

するためのものであります。しかし，ここに至るまでの過程において市の対応が不十分であったために，聚

楽保育所に子供を預けておられる世帯を中心に，市民からは市に対する不信感や不満感が募り，拙速に保育

所廃止という結論を出すということに対して慎重な対応を求める声が上がっております。当議員団は，これ

までからも市営の保育所を民営化する市の考え方には基本的に賛成しており，十分な検証と分析が行われて

いると判断できれば，保育所の廃止なども少子化の進展に伴い，あり得ることとも認識をしています。 

 しかしながら，今回市が聚楽保育所廃止に踏み切ったのは，昨年末に門川市長が示された行財政改革の方

針を受け，子ども若者はぐくみ局内で本格的に検討が開始したことが明らかになりました。つまり，僅か4

箇月間で，それまでの保育所の民間移管による存続から，突如廃止へと方針転換が市役所内部で決まったこ

とになります。聚楽保育所を含む提供区域周辺では，子育て世帯の入居も見越したマンションの建設なども

多数計画されており，今後の保育需要が増える可能性は十分に考えられます。市は，周辺の保育需要の分析

もきちんと行ったとの答弁をされましたが，教育福祉委員会の要求した追加資料では，不動産情報サイトの

物件情報をそのまま印刷して提出するという，何ともお粗末なものであり，局内で精緻な議論と検証がなさ

れた形跡は何一つ示されませんでした。当議員団としては，市に対し改めて，聚楽保育所の関係者及び議会

への十分な説明をできるだけの検証をすべきと考えます。それもなしに拙速に保育所を廃止することには反

対いたします。以上であります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。まず，議第69号を表決に付します。本案は委員長報告のとおり，原案のとおり

可決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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，残余の議案4件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，ただ今議決いたしました議案に対する付帯決議についてお諮りいたします。本件は，委員長報告の

とおり，議第69号に1個の付帯決議を付す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。よって委員長報告のとおり決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第5，議第76号及び議第85号ないし議第87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，ほか3件，以上4件を一括議題といたします。 

 まちづくり委員長の報告を求めます。まちづくり委員長，片桐直哉議員。 

 〔片桐まちづくり委員長登壇（拍手）〕 

 まちづくり委員長（片桐直哉）本委員会に付託されました議第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，ほか3件につきまして，審査の過程において論議さ

れました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，5月20日の本会議において付託を受け，25日に，議第87号については都市計

画局に対し，議第76号，85号及び86号の3件については建設局に対し，それぞれ質疑を行った次第でありま

す。まず，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

いては，理事者から，今熊野橋の耐震性を確保するため，西日本旅客鉄道株式会社と35億2,273万7,000円で

工事委託契約を締結しようとするものであるとの説明がありました。これに対し，厳しい財政状況や工期の

長期化による地元負担を踏まえ，工事費及び工期の更なる圧縮に取り組む必要性，工期が長期間にわたるこ

とを踏まえ，工事の進捗状況を定期的に地元住民や議会に報告する必要性，交通規制によって生じる影響を

少なくするため，工事に係る情報を市民に分かりやすく周知する必要性，工事期間中移動することになるバ

ス停の利用者に対する安全対策，橋脚の撤去により生じるれんがを観光資源や歴史遺産として保存，活用す

る考えなどについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第85号市道路線の認定及び議第86号市道路線の廃止，以上2件については，理事者から，都市計

画法による開発行為に伴い建設されたものなど合計8路線を認定し，また，現に道路の機能が失われ，かつ，

隣接土地所有者から廃止の申請があった5路線を廃止しようとするものであるとの説明がありました。これ

らに対し，経済活動の活性化にもつながる認定道路の中間部分廃止・売払いの今後の方向性などについて質

疑や御意見がありました。 

 次に，議第87号訴えの提起については，理事者から，市営住宅において他の入居者に迷惑を及ぼす相手方

に対し，市営住宅の明渡し及び不法占有による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

あるとの説明がありました。これに対し，相手方の状況を見極めて速やかに対処していく必要性，迷惑行為

の段階に応じた対応基準を明確化する考え，福祉や医療の関係機関等と連携し，相手方に対する支援体制を

確保する必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 概略，以上のような審査の後，更に各会派等において御検討いただき，その結果を昨日の委員会で御発表

いただきましたところ，次のとおりでありました。すなわち，自民党，共産党，公明党，民主・市民フォー

ラム，京都党の各議員団及び無所属の委員は，いずれも原案に賛成するとのことでありました。そのうえで，

民主・市民フォーラム議員団は，議第76号に1個の付帯決議を付すとのことでありました。そこで，直ちに

表決を採りましたところ，ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり，全会一致をもって，い

ずれも原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 引き続きまして，付帯決議の調整を行いました結果，会派の意見として，議第76号に1個の意見を委員長

報告の中で申し述べることに決定した次第であります。 

 以下，これについて申し上げます。 

   議第76号に対する民主・市民フォーラム議員団の意見 

 府道四ノ宮四ツ塚線今熊野橋の架替工事については，供用開始まで10年以上と想定されることから，住民

との信頼関係を今後も維持継続する中で以下の点に留意して事業を進めること。 

1，市民生活を守るため工事の進捗状況を周知徹底し，工事での迂回路における歩行者，特に通学通園等の

児童生徒の安全を確実に確保すること。 
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2，工事を契機に始めた「東大路通（東山七条～東福寺）の将来」を考えるワークショップで積み重ねられ

た議論を踏まえ，今後それらを具現化すべく積極的に地元の取組を支援していくこと。 

 以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより表決を採ります。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決することに

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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第6，議第90号京都市教育委員会委員の任命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。よって本案は，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7ないし日程第9，諮第1号人権擁護委員の推薦について，ほか2件，以上3件を一

括議題といたします。 

 お諮りいたします。本件は，説明及び委員会付託を省略のうえ，諮問のとおり可と認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。よって本件は，諮問のとおり可と認めることに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第10，市会議第1号入国における万全な水際対策を求める意見書の提出についてを

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，原案のとおり可決することに御異

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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第11，市会議第2号事業者支援の一層の充実を求める意見書の提出についてを議題

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，原案のとおり可決することに御異

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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第12，市会議第3号学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適切に

進めるための意見書の提出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，省略いたします。 

 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。山本陽子議員。 

 〔山本陽子議員登壇（拍手）〕 

 山本陽子議員 日本共産党京都市会議員団は，学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを適

切に進めるための意見書案について反対の態度を表明していますので，理由を述べ討論いたします。 

 党議員団は，教育におけるＩＣＴの活用について，使い方によっては有効なものとなることを否定するも

のではありません。しかし，今子供たちに必要なのは，人と人との関わりの中で育まれる公教育の意義の発

揮であり，一刻も早い少人数学級の実現こそ求められています。すなわち，子供たちは，行事や実技の教科
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だけではなく，個別学習，グループ学習，全体学習を通じて友達と意見交換をする中で，深い学びへと導か

れていきます。集団的な学びにこそ公教育の意義があります。先生が子供たちに目配りして適切な学習が進

められるように，少人数学級の早期実現が必要です。 

 しかし，2021年度の文部科学省予算は，少人数学級実現のための予算が含まれているものの，教職員の給

与等に係る支出については，前年度比で58億円減となっています。これに対して，ＧＩＧＡスクール構想の

充実などＩＣＴ化のための予算の充実は263億円と多く盛り込まれています。意見書案では，ＩＣＴ支援員

の充実のための予算の検討を求めていますが，そもそも教員や支援員の充実，少人数学級の早期実現が先決

事項であり，そのための予算こそ増やすべきです。 

 また，ＩＣＴや先端技術を使い，一人一人の子供のデータを分析して，それぞれの子供に最適化された学

習内容を提供しようとする個別最適化された学びは，結局は，教育の孤立化，画一化につながるおそれがあ

ります。さらに，ＩＣＴはあくまで道具であり，その活用のために教員の負担が増すのは本末転倒で，教員

の自立性，専門性が尊重される必要があります。そもそも，経済産業省の「未来の教室」とＥｄＴｅｃｈ研

究会の提言や，文部科学省のSｏｃｉｅｔｙ5.0に向けた人材育成の提起は，生産性の向上に役立つための人

材を育成するという経済界の要求によるものですが，人格の完成を目指すという教育本来の目的から外れる

うえ，個人の情報の管理と言いながら民間業者のもうけのために学習データを利活用させることは個人情報

保護の観点からも重大な問題があります。 

 最後に，大阪市では緊急事態宣言下で，準備が不十分なまま市立小中学校でオンラインの授業が進められ，

現場の混乱や保護者の不満を生じさせました。教育のＩＣＴ導入は，混乱の中で性急に進めるべきことでは

ありません。ＩＣＴの活用には健康被害の可能性も指摘され，また経済的な教育格差を是正する措置も求め

られており，課題は山積しています。いかなるときにも子供に寄り添い，向き合える学校教育へと，少人数

学級の早期実現に注力すべきときであるということを改めて申し述べ討論とします。ありがとうございまし

た。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，原案のとおり可決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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第13，市会議第4号今夏の東京オリンピック・パラリンピックの中止を求める意見

書の提出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，省略いたします。 

 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。井坂博文議員。 

 〔井坂博文議員登壇（拍手）〕 

 井坂博文議員 私は，スポーツを愛好するファンの一人として，我が党が提案しております今夏の東京オ

リンピック・パラリンピックの中止を求める意見書案に賛成の討論を行います。 

 東京オリンピックの開会式，7月23日まで2箇月を切った現在においても，東京都のみならず日本国内各地，

さらには，世界各国で新型コロナウイルス感染症は収束しておりません。昨年末から開始されたワクチン接

種も，現在のところ欧米などの一部地域で普及しているにすぎず，感染防止の決定打とはなっていません。

仮にオリンピック・パラリンピックが開催されれば，全世界から約9万人の選手や関係者が来日することに

なり，更なる感染爆発の大きなリスクとなることが指摘をされております。現在，日本国内においては，医

療機関や保健所のひっ迫によって，必要なＰＣＲ検査の後れや，十分な医療が受けられないまま自宅で亡く

なる事例も生まれております。この下で，大勢の医療従事者，医療施設や医療設備などの貴重な資源，その

他様々なリソースをオリンピックに割くことは，コロナ禍で疲弊する医療従事者の負担を更に増大させ，全

国各地の住民の命を危険にさらすものであります。したがって，医療関連団体や複数の県知事からも，看護

師派遣は不可能，選手のための病床確保など対応できないとの声が上がっているのであります。さらに，国

や地域の感染状況によって，アスリートの練習環境や準備状況，予選出場，ワクチン接種などに大きな格差
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が生じており，日本国内で事前合宿の中止も相次いでおります。仮にオリンピック・パラリンピックを開催

したとしても，アスリートが望むフェアな大会にならないことは明らかではありませんか。 

 国内外での各種世論調査では，今夏の開催については中止，再延期を求め反対する声が8割を超えており，

アスリート自身やスポーツ関係者からも，開催は難しいとする意見が数多く表明されております。例えば，

陸上女子1万メートルで代表に内定している日本記録保持者の新谷仁美選手は，国民の意見を無視してまで

競技をするようじゃ，それはもうアスリートではない。私は胸を張って日本代表ですとは言えないと語り，

北京五輪メダリストの末續慎吾さんは，大会を推し進める人たちによる一方的で自己完結的なやり方には納

得できない。国民感情や国民の疑問に向き合うべきと語っています。さらに，5月25日と26日に京都の聖火

リレーイベントが行われた府立京都スタジアムでは，天然芝の上を車両が走行したことなどによって芝の状

態が悪化し，30日の京都サンガの試合を観戦したファンからは，一体，誰が，何のためにやっているんだと

怒りの声があふれておりました。オリンピックがきっかけで，スポーツをする環境も見る環境も悪化するな

ど，こんな本末転倒なことはありません。 

 ところが，ＩＯＣのバッハ会長は，五輪開催のために誰もが，幾らかの犠牲を払わなければならないと述

べ，最古参委員のパウンド氏は，菅首相が中止を求めても，大会は開催されるとまで発言しています。この

発言は，日本国民の命より五輪を優先させるものであり，断じて許せません。日本はＩＯＣ帝国の植民地で

はないのです。菅首相は主催国の政府の責任者として，直ちに東京オリンピック・パラリンピックの開催中

止を決断し，新型コロナウイルス感染症を収束させ，人々の命と暮らしを守ることを最優先事項とするよう

強く求めて討論といたします。ありがとうございます。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，原案のとおり可決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）少数であります。よって本案は，否決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第14，市会議第5号「病床削減推進法」廃止を求める意見書の提出についてを議題

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，省略いたします。 

 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。かまの敏徳議員。 

 〔かまの敏徳議員登壇（拍手）〕 

 かまの敏徳議員 日本共産党京都市会議員団は，「病床削減推進法」廃止を求める意見書を提出しており

ますから，その理由を述べ討論いたします。 

 5月21日に，良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正

する法律，いわゆる病床削減推進法が成立いたしました。この法律は，消費税を財源とした補助金で病床削

減を誘導するとともに，医師，看護師の体制を弱体化させるものです。コロナ禍以前から，厚労省が再編統

合する公立・公的病院のリストを公表し，進めてきたものです。本市で，自宅や高齢者施設，また，宿泊療

養施設で重篤化しても入院できず，治療を受けられないまま亡くなられるという重大な事態も起こりました。

感染症対策に逆行する同法は直ちに廃止し，命を救うための医療体制の拡充こそ必要です。そのためにも，

436の公立・公的病院の再編統合リストはもちろん，必要病床数を再検証し，補助金は病床削減ではなく医

療機関への支援に回すべきです。 

 また，同法は，医師の過労死を容認するものにほかなりません。政府は全ての勤務医に年間960時間の時

間外労働上限を設けるとともに，年1,860時間を上限とする特例を認めようとしております。960時間は過労

死ライン，1,860時間はその2倍であり，異常な働き方を合法化するものであり，決して容認できません。政

府は，高齢者増に伴う医療需要は想定せず，労働時間も過労死ラインを前提とするなど，実態とかけ離れて

います。需要推計を見直し，医師を抜本的に増員する必要があります。 

さらに，医師不足に対応するため，業務移管を推進し，医師養成課程を見直すものになっていることも

重大です。医師，看護師の絶対的不足を放置したまま侵襲性の高い医療行為の業務移管を進めることは，医
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療の質，安全性を脅かしかねません。 

 以上，コロナ禍で病床削減，医療弱体化を食い止めるために，先輩，並びに同僚議員の皆さんの賛成を求

めて討論を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，原案のとおり可決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）少数であります。よって本案は，否決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第15及び日程第16，市会議第6号新型コロナウイルスワクチン接種の確実な推進を

求める決議について，ほか1件，以上2件を一括議題といたします。 

 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，省略いたします。 

 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。玉本なるみ議員。 

 〔玉本なるみ議員登壇（拍手）〕 

 玉本なるみ議員 我が党提案の新型コロナウイルスワクチンの一層の接種体制の拡充を求める決議案及び

自民党，公明党，日本維新の会，無所属議員提案の新型コロナウイルスワクチン接種の確実な推進を求める

決議案について，賛成の態度を示しておりますので，私は日本共産党京都市会議員団を代表し，その理由を

述べます。 

 京都市として，希望する市民全てを対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種は初めてのことであり，

対応されている市職員や医療関係者の皆さんに，まず心から敬意を表します。新型コロナワクチンの接種体

制の拡充及び確実に推進していく立場で，課題と提案を申し上げます。 

 まず第1に，医療機関の支援を強めることです。京都市は接種方法として，基礎疾患や病状などを把握し

ているかかりつけの医療機関の実施を基本とし，医療機関に受付から接種まで依頼することにしました。そ

のため，医療機関の多くは，市民からの問合せ，予約受付日の調整，スタッフの確保などに翻弄され，接種

医療機関として公表可としていた医療機関が公表を取り消すという事態も起きました。医療機関は日常の診

療に加えての対応に大変な御努力をしていただいています。接種費用1回当たり2,070円では安すぎるという

声を多くの医療従事者からお聞きしてきました。電話の対応や接種体制を整えるための支援の強化が必要で

す。 

 第2に，集団接種会場を増設することです。市民のかかりつけの医療機関がワクチン接種を実施していな

い場合や，そもそも，特に日常的に掛かっている医療機関がないという方もおられます。5月20日の接種申

込みに殺到し，電話が全くつながらないなど大混乱となりました。5月31日からは，急きょ登録制に変更し

ましたが，希望者数や地域ごとの希望者数を正確に把握し，今予定している接種会場の受け皿でいけるのか

どうかを判断し，必要に応じて，接種会場増設の対応を行う必要があります。医療機関の休診日に開業して

いただき，接種会場とすることの要請は，かかりつけの患者さんへの接種のめどが付いた医療機関でないと

協力は困難です。また，体制確保の支援金の創設は必要ですが，支援金の額が実態に合うものなのか，医療

機関にも状況を聞く必要があります。本日予定していたワクチン接種医療機関の公表については，見直しと

なりましたが，医療機関では，公表を見合わせたい，公表しても予約は8月以降になるなど，医療現場の声

が上がっていたことからも，医療現場の実態を広く把握することなしに，方針や計画を進めることがあって

はならないということであります。市長の責任において，どうして今回のような事態となったのかを明らか

にすべきです。そして医療機関の負担を軽減するためにも，行政が責任を負う集団接種会場の抜本的増設を

求めます。 

 第3に，市民にとって身近な区役所などで，登録から予約の確認，接種までの支援や相談の対応などきめ

細かな体制を採る必要があります。昨日の登録も，早速コールセンターがなかなかつながらない，接種日は

おおむね1週間以内に電話で連絡があるとのことだが，連絡が付かなかったら次の人に回すと言われた，留

守番電話はしないと言われたが，ずっと家にいるわけにはいかないと不安の声が早速届いています。このよ

うな市民の声に応えるためには行政として支援体制を採る必要があります。 
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 最後に，高齢者へのワクチン接種後には64歳以下の方や基礎疾患がある方の接種体制を採っていく必要が

あります。その際多くの方が，かかりつけ医を持たないことが想像できます。さらに，リスクが高い難病や

基礎疾患のある方が掛かっておられる大学病院や総合病院などは，コロナ感染者の受入れもされておられる

ことなどから，ワクチン接種を実施していない場合があり，早速不安の声が届いています。こういった方々

も漏れなくワクチン接種できる体制の拡充を求めて，私の賛成討論といたします。ありがとうございました。

（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。まず，市会議第7号を表決に付します。本案は，原案のとおり可決することに

賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）少数であります。よって本案は，否決されました。 

 次に，市会議第6号を表決に付します。本案は，原案のとおり可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。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）以上をもって今5月市会の議事は全て終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前11時44分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  田 中 明 秀 

        署名議員  田 中たかのり 
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