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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年9月29日(水)午前10時 

第1  陳情の回付 

第2  請願審査結果について（総務消防委員会） 

第3  請願審査結果について（文化環境委員会） 

第4  請願審査結果について（教育福祉委員会） 

第5  議第94号 京都市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第6  議第95号 京都市区の所管区域条例の一部を改正する条例の制定について 

第7  議第96号 京都市個人番号の利用及び特定個人情報の提供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97号 京都市証明等手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

第9  議第98号 京都市敬老乗車証条例の一部を改正する条例の制定について 

第10 議第99号 京都市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第11 議第100号 京都市児童館及び学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

第12 議第101号 京都市桃陽病院条例の一部を改正する条例の制定について 

第13 議第102号 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の 

 制定について 

第14 議第103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15 議第104号 京都市立高等学校条例の一部を改正する条例の制定について 

第16 議第105号 市道路線の認定について 

第17 議第106号 市道路線の廃止について 

第18 議第108号 町の設置及び町の区域の変更について 

第19 議第111号 京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事請負契約の締結について 

第20 議第112号 京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事（電気設備工事）請負契約の締 

 結について 

第21 議第113号 京都市地域リハビリテーション推進センター等新築工事（空気調和及び衛生設備工事） 

 請負契約の締結について 

第22 議第114号 京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事請負契約の締結について 

第23 議第115号 京都市立呉竹総合支援学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の締結について 

第24 議第116号 京都市八条市営住宅団地再生事業実施契約の変更について 

第25 議第117号 一級河川七瀬川遊水地整備工事請負契約の変更について 

第26 議第118号 新普通科系高等学校施設新築工事請負契約の変更について 

第27 議第119号 新普通科系高等学校施設新築工事（電気設備工事）請負契約の変更について 

第28 議第120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）請負契約の変更につい 

 て 

第29 議第121号 京都市立西院小学校増築工事請負契約の変更について 

第30 報第2号 令和2年度京都市一般会計歳入歳出決算 

第31 報第3号 令和2年度京都市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 

第32 報第4号 令和2年度京都市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

第33 報第5号 令和2年度京都市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

第34 報第6号 令和2年度京都市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

第35 報第7号 令和2年度京都市中央卸売市場第一市場特別会計歳入歳出決算 

第36 報第8号 令和2年度京都市中央卸売市場第二市場・と畜場特別会計歳入歳出決算 

第37 報第9号 令和2年度京都市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

第38 報第10号 令和2年度京都市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 

第39 報第11号 令和2年度京都市土地取得特別会計歳入歳出決算 

第40 報第12号 令和2年度京都市市公債特別会計歳入歳出決算 
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第41 報第13号 令和2年度京都市立病院機構病院事業債特別会計歳入歳出決算 

第42 報第14号 令和2年度京都市水道事業特別会計決算 

第43 報第15号 令和2年度京都市公共下水道事業特別会計決算 

第44 報第16号 令和2年度京都市自動車運送事業特別会計決算 

第45 報第17号 令和2年度京都市高速鉄道事業特別会計決算 

第46 議第109号 令和2年度京都市水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について 

第47 議第110号 令和2年度京都市公共下水道事業特別会計未処分利益剰余金の処分について 

第48 議第92号，議第93号及び議第107号 令和3年度京都市一般会計補正予算 ほか2件（予算特別委員 

長報告） 

第49 議第123号 個別外部監査契約の締結について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時2分開会〕 

 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。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625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，請願審査結果についてを議題といたします。委員会報告書は配付いたしてお

きました。 

 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。加藤あい議員。 

 〔加藤あい議員登壇（拍手）〕 

 加藤あい議員 本市会に北陸新幹線京都延伸計画への不同意の決議を求める請願について，我が会派は不

採択に反対し，採択すべきと考えておりますので，理由を述べます。 

 本請願者の請願趣旨は全くもって妥当なものであります。なぜなら，第1に，本延伸計画が環境に及ぼし

得る影響について何らまともな検討，検証が行われていないからです。熱海市の土砂災害で大問題になった

建設残土についてはどうでしょうか。京都府の環境影響評価委員会によると，8割がトンネル区間であるこ

の計画で発生する建設残土は880万立米。240人以下の規模の小学校のグラウンドにこの残土を積み上げたら

富士山ほどの高さになるような量になると言われています。住民団体が鉄道運輸機構に質問状を出された

ら，驚くべきことに，残土処分計画はないとの回答であったとのことであります。どこに残土を捨てるとい

うのでしょうか。本市の山々の谷筋に捨てれば，重大な事態を招きかねません。気候危機の下，ゲリラ豪雨

災害が相次ぐ中で，自然に手を加えて巨大なトンネルを掘り進めることの影響は計り知れません。ヒ素など

の重金属が環境に放出される問題，水盆と呼ばれる豊富な地下水，水循環に与える大きな影響，東京都調布

市で発生した大深度工事による地上での陥没事故など，まさに課題山積です。鉄道運輸機構任せ，後は野と

なれ山となれという市長の姿勢は重大です。市民の命や安全に関わる問題を何ら検討することなく突き進む

計画に物を言うのは本市会の責務ではありませんか。 

 第2は，費用負担について，請願者の危惧は当を得ているからです。まず，延伸を進める根拠法である全

国新幹線鉄道整備法の規定について述べます。同法では，費用負担について，当該新幹線鉄道の建設により

利益を受ける者に対し負担金の一部を負担させると規定しています。利益を受けるから負担金が発生する。

すなわち，負担金が発生しないということは利益がないということであって，言うまでもなく，京都駅に接

続させる計画である以上，京都市に負担が発生するわけであります。ましてや，都道府県に費用負担がなく

なるというようなことはあるのでしょうか。市長は，京都府と一緒に費用負担の実質ゼロ，極小化を国に求

めておられますが，費用負担が消えてなくなるかのような話は全くのミスリードだと言わなければなりませ

ん。先例である金沢敦賀間の福井県の負担は，駅設置市の負担金も含めて1,700億円の負担総額となってい
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ます。与党プロジェクトチームは再来年にも着工を目指していますが，再来年とは，私どもが撤回を求めて

いる本市の行財政改革計画の集中改革期間の真っただ中であります。請願審査に当たって，財政破綻という

一方で矛盾しているとただしましたが，行財政改革計画との関係においても，北陸新幹線についても対応を

図っていくべきもの，国家プロジェクトに対して協力することは自治体の責務だとまで当局は述べられまし

た。市長，我が亡き後に洪水よ来たれとはこのことではありませんか。こうしたことの繰返しが，自治体の

債務増大の要因であることは明らかです。 

 行財政改革計画のパブリックコメントでも，北陸新幹線延伸について，意見は269件，そのうち3件しか賛

成はありませんでした。市民の意見に耳を傾けるべきです。新たな国土軸，東海・東南海・南海地震により

影響を受ける東海道新幹線の代替機能などと災害時対応が言われていますが，本市でこの夏発生した豪雨の

災害復旧すら，お金がないと財政難を理由にままならない状況で何を言っておられるのでしょうか。活断層

を横切る延伸計画の安全性はどう担保されているのでしょうか。 

 また，このコロナ感染症の下でライフスタイルを変えようという時代にあって，新たな国土軸，大量輸送

鉄道が莫大な費用負担と環境負荷を加えてまで社会に要請されていることなのでしょうか。また，日々の暮

らしに必要な，ＪＲ西日本の既存路線の本数減など論外です。財政破綻を叫びながら，福祉や住民サービス

は削る一方で，財政上巨額の費用負担を強いる北陸新幹線延伸計画に同意できないと，議会が責任ある決議

をと求める請願趣旨は，全くもって妥当であります。 

 よって，本請願は採択すべきであることを重ねて述べて討論といたします。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，江村理紗議員に発言を許します。江村議員。 

 〔江村理紗議員登壇（拍手）〕 

 江村理紗議員 地域政党京都党市会議員団は，総務消防委員会に付託されました北陸新幹線京都延伸計画

への不同意に係る請願について不採択に賛成の立場を表明しておりますので，その理由を述べます。 

 北陸新幹線延伸計画においては，多額の地元負担の可能性や環境への影響，新幹線ルートに関わるＪＲ在

来線との兼ね合いなど幾つかの大きな問題を抱えております。しかしながら，これらの課題を検証するうえ

で，2020年12月より建設予定地にて環境アセスメント本調査が今まさに進められていること，くわえて，現

在京都府と京都市の共同提案で，国土交通省に対して地元負担実質ゼロないし極小化の提案，要望を行って

いる段階であり，現時点での判断は適切ではないと考えております。また，本市の極めて厳しい財政状況を

踏まえると，今後北陸新幹線延伸に多大な地元負担が生じる場合は，地元自治体として，その負担に見合う

費用対効果を期待できないことから反対すべきとの慎重な見解も持っております。 

 したがいまして，先ほど述べました環境アセスメントの結果や地元負担の規模などの判断要素が整った段

階で京都党としての正式な最終的判断を下したいことから，今回提出された本請願については不採択に賛成

いたします。 

 以上をもって討論といたします。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。 

 これより表決を採ります。本件は，総務消防委員会報告書のとおり，1件を不採択と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，総務消防委員会報告書のとおり決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第3，請願審査結果についてを議題といたします。委員会報告書は配付いたしてお

きました。 

 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 日本共産党市会議員団は，いきいき市民活動センターの利用料金値上げの中止を求める請

願の不採択について反対であり，採択すべきという立場を表明していますので，議員団を代表し理由を述べ

ます。 

 3月の条例改正で提案された，いきいき市民活動センターの利用料金制の導入と利用料金の値上げの条例
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改正については，日本共産党以外の会派が賛成し議決されました。しかし，引き続き利用料金の値上げはし

ないでほしいという市民の願いが寄せられていることは重く受け止めるべきです。 

 いきいき市民活動センターは，市民活動や趣味の活動，また，芸術活動の場となり，市民の豊かな暮らし

に大きく貢献してきました。2013年の開設当時の利用者約1万5,000人と比べ2019年の利用者数は，約4万

6,000人と3倍にも伸び，京都市も認めるように多くの市民に認知されています。公共施設をお金に心配なく

利用できることは，住民の福祉の増進そのものであり，また，市民活動が活発に行われるという京都のまち

の活性化につながってきました。請願者が請願の趣旨で示した年金生活の高齢者や，非正規などで収入の少

ない女性たちが少しでも積極的に生き生きと過ごしたいという切実な願いに応えるべきです。 

 しかしながら，京都市は，いきいき市民活動センターの安価な利用料が市民活動の保障となっていること

の意義について認識が余りに不十分で，受益者負担，利用料金の適正化の言葉で，最大6倍もの利用料金の

値上げを正当化しており大きな問題があります。市民負担増と予算削減有りきで進める行財政改革計画の方

針は，このような判断さえ誤らせています。市民の活発な活動を保障するためには，京都市は今からでもい

きいき市民活動センターの利用料金の値上げは中止すべきです。 

 以上，本請願の採択を求めて討論とします。 

 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。 

 これより表決を採ります。本件は，文化環境委員会報告書のとおり，1件を不採択と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，文化環境委員会報告書のとおり決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第4，請願審査結果についてを議題といたします。委員会報告書は配付いたしてお

きました。 

 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。とがし豊議員。 

 〔とがし豊議員登壇（拍手）〕 

 とがし豊議員 日本共産党京都市会議員団は，請願第1103号敬老乗車証の現行のままでの存続を求める請

願について不採択に反対し，採択すべきという立場を表明しておりますので，その理由を述べます。 

 第1に，今回の敬老乗車証制度の改悪が間違った行財政改革の一環として強行されようとしているからで

あります。市長は，10年以内に財政破綻すると称して，赤ちゃんからお年寄りまで全世代にわたる住民福祉

の大幅削減方針を押し通そうとしており，敬老乗車証制度の今回の改悪は，その一環であります。しかし，

10年以内に財政破綻と言いながら，一方で北陸新幹線など巨額の財政負担を伴う巨大プロジェクトは推進す

ると断言するなど整合性のかけらもありません。京都市に入ってくるお金を少なく見積もり，出ていくお金

を多く見積もるなど，財政危機を実際よりも大きく見せ掛けて市民を脅し，大型事業は温存しながら市民サ

ービスを削ることは許せません。 

 第2に，敬老乗車証制度の改悪を正当化するために，受益と負担のバランスなる考えが持ち込まれている

ことも重大です。高齢者福祉の受益者は果たして高齢者だけなのでしょうか。高齢者福祉を含む福祉全般，

社会保障というものは，たとえ年老いても，たとえ病気やけがをしても，たとえ失業しても，人生のあらゆ

る場面で常に社会全体で支えてくれるという安心感を提供し社会全体を安定させる役割を果たしています。

それこそが，日本国憲法下における国，あるいは地方自治体の原点でもあります。その一環として行われる

敬老乗車証制度の受益者を高齢者のみであるかのようにわい小化し，社会保障としての豊かな性格を否定す

ることは，地方自治体としても自己否定につながるのではありませんか。 

 第3に，京都市が行おうとしている敬老乗車証制度の見直しが，制度を持続可能なものにするものではな

く事実上解体するものだからであります。市長は，対象年齢を現在70歳から75歳に引き上げ，負担金につい

て3倍から4.5倍に引き上げる，700万円以上の所得のある方を制度から排除する，バスのみ利用できる回数

券方式を導入するとしています。この提案に対して市民からは，3倍になったら敬老乗車証を諦めるしかな

い，生活が年々厳しくなる中で重たすぎる負担などの切実な声が上っています。現に，京都市当局の推定で

も，この制度改悪を進めれば，現在の交付対象者のうちの35パーセントに相当する70歳から74歳の方を排除
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したうえで，なおかつ，75歳以上の方に限っても従来の敬老乗車証を交付される方は30パーセントにまで低

下するとしています。正に，今回の提案は，多くの方を従来の敬老乗車証の制度から排除し，制度そのもの

を解体するものであります。 

 第4に，コロナ禍において，請願者も指摘するように，市民の命と暮らし，雇用がますます危うくなる

中，京都市の住民福祉サービスの充実を図る必要があり，そうした中で，高齢者の暮らしを支えている敬老

乗車証の制度を後退させるべきではないからであります。敬老乗車証は，高齢者の生活向上に大きな効果が

あり，買物に不可欠，敬老乗車証守ろう！連絡会が行った調査では，敬老乗車証があることで外出の回数が

増え，高齢者の健康や外出先での買物や食事などで507億円の経済効果があると試算されています。さら

に，高齢者の活動が制限されることは，孫の子守や保育園への送り迎えなど，これを頼りにしている子育て

世代の生活にも影響を与えることになります。敬老乗車証は，正に市民の宝であり，これを一歩も後退させ

るべきではありません。 

 最後に申し上げます。この間，本請願と合わせ474件の陳情が7月市会に提出され，存続を求める署名は既

に6万776筆が提出されています。この切実な声を，市長も議会も重く受け止めるべきであり，請願は不採択

ではなく採択すべきであることを述べて討論とします。 

 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。 

 これより表決を採ります。本件は，教育福祉委員会報告書のとおり，1件を不採択と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，教育福祉委員会報告書のとおり決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第5ないし日程第47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5ないし日程第29，議第94号京都市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について，ほか

24件，以上25件を一括議題といたします。 

 本案は，ただ今お手元に配付いた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30ないし日程第47，報第2号令和2年度京都市一般会計歳入歳出決算，ほか17件，

以上18件を一括議題といたします。 

 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報第2号から報第17号，議第109号及び議第110号の18件については，66名の

委員をもって構成する決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，決算特別委員は，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48，議第92号，議第93号及び議第107号令和3年度京都市一般会計補正予算，ほか

2件，以上3件を一括議題といたします。 

 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。 

 〔しまもと京司予算特別委員長登壇（拍手）〕 

 予算特別委員長（しまもと京司）当委員会に付託されました議第92号令和3年度京都市一般会計補正予算

ほか2件につきまして，審査の経過と結果を御報告申し上げます。 
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 当委員会といたしましては，9月22日の本会議で付託を受け，24日に，第1分科会では，行財政局，総合企

画局，文化市民局及び選挙管理委員会事務局に対して，第2分科会では，保健福祉局，子ども若者はぐくみ

局，都市計画局及び教育委員会に対して，第3分科会では，産業観光局に対して，それぞれ質疑を行い，27

日に各分科会の報告を受けた次第であります。 

 今回の補正予算は，ワクチン接種の加速化など新型コロナウイルス感染拡大防止対策を引き続き講じると

ともに，感染症の影響の長期化を踏まえた市民生活と京都経済の下支えと回復，安心安全な活動の確保など

今年度の下半期を見据えた取組を進めるほか，マイナンバーカードの更なる普及促進経費など国府支出金や

基金繰入金等を財源として，総額100億8,300万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報告申し上げます。 

 まず，補正予算全般に関しましては，補正予算の編成に当たっての各事業の精査方法，地方創生臨時交付

金に係る昨年度からの活用額及びその事業内訳，地方創生臨時交付金不足額に対する追加交付の見通し及び

不足した場合にも備えて取り組む必要性，暮らしへの支援や中小企業支援など行政が実施すべき対策が不十

分であるとの指摘などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，感染拡大防止についてであります。 

 まず，保健所体制の強化，自宅療養者への支援体制の強化等に関しては，電話診療所の取組内容及び対応

する医師の業務の状況，電話対応においてこの間に発生した課題を吸い上げ今後感染者の気持ちに寄り添い

丁寧に対応する必要性，自宅療養者に対する健康観察において訪問が必要と判断する基準，現在の保健所体

制や検査体制は不十分であるとの指摘，平時も含め新たな視点で保健所体制の在り方を検討する必要性など

について質疑や御意見がありました。 

 そのほか，若い世代のワクチン接種の促進に向けた今後の取組，中小企業の職域接種を支援する取組の今

後の方向性，臨時的な医療施設の整備や抗体カクテル療法等の処置ができる宿泊療養施設の確保に取り組む

必要性，今回の補正予算の内容のみではコロナ患者の受入体制を十分に確保できないとの指摘などについて

質疑や御意見がありました。 

 次に，市民生活，京都経済の下支えと回復についてであります。 

 まず，京都市中小企業等再起支援補助金「応援金」の支給に関しては，再起支援補助金の申請期間変更に

伴い想定以上の申請があった場合の対応，事業者の再起のために本制度に注力し今後更に充実させる必要性，

対策の前提となる雇用状況の実態把握に努める必要性，アウトリーチ型の相談体制を構築する考え，緊急事

態宣言が解除された際に中小企業等に必要な対策を講じる考え，本市が主体となり実施する事業であること

を周知徹底し事業者を必ず守るという視点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。 

 次に，商店街等消費喚起緊急支援事業に関しては，プレミアム付商品券の発行とポイント還元事業のみ補

助上限額を2倍とする理由，支援が行き渡るよう個々の経営状況に関するしっ皆調査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，市民生活と調和した京都観光の回復推進事業に関しては，観光客の受入体制の強化を図り市民理解

が得られるよう取り組む必要性，紙媒体以外にデジタルサイネージなどを前面に打ち出した啓発を行う必要

性，オンラインではなく現地での開催も含めて今後のＭＩＣＥ開催について在り方を検討する必要性，宿泊

施設など観光事業者への直接給付に切り替える必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 そのほか，就労継続支援Ｂ型事業所等に対する工賃助成事業に関し，本来国が行うべきである本事業の実

施を国に対して求める必要性などについて，住居確保給付金支給事業に関し，今後の申請の見込み及び更な

る制度周知に向けて工夫する必要性などについて，伝統産業製品市場拡大支援事業に関し事業者が申請しや

すい方法の検討状況などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，ウイズコロナ社会における安心安全な活動の確保についてであります。 

 まず，競争入札参加資格申請に係る電子申請の導入に関しては，国から標準様式が示されない中で電子申

請を導入する理由，競争性の一層の確保のため電子化を機に申請する事業者の更なる拡大に取り組む必要性，

申請方法など事業者に対する周知を確実に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，市立学校園における更なる感染拡大防止対策の強化に関しては，抗原検査簡易キットの想定使用頻

度及びキット使用時における教員への感染防止対策やプライバシー保護の状況，児童生徒等の陽性が判明し

た場合に国のガイドラインに沿って早急に対象を幅広く検査する必要性などについて質疑や御意見がありま
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した。 

 次に，ＧＩＧＡスクール構想の更なる推進に関しては，経費の財源に臨時交付金を充てた理由及び他都市

の状況，今回導入する端末の購入に臨時交付金を充てることの妥当性，大規模な調達であることを踏まえ市

内業者が参加できるよう工夫する必要性，教員一人に1台再配備することの必要性と教員に更に負担を強い

る懸念，教員の適正使用に係るガイドライン等の策定状況及び研修の必要性，端末を使用したいじめが生じ

ないよう子供からのＳＯＳを逃がさない環境づくりの必要性，今後の端末更新等に係る経費の財源確保の見

通し及び予算の確保に向けて全庁で連携し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。 

 次に，スポーツ団体における大会開催等活動支援事業に関しては，本事業の検討に当たってのスポーツ団

体への調査の状況と主な意見，交付申請があると想定している団体や種目，スポーツ分野における感染拡大

防止を目的としたＰＣＲ検査を本事業の対象とする考え，運営者だけでなく出場団体や選手にもメリットが

ある制度となるよう検討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，本市所管施設における感染拡大防止対策に関しては，コンサートホールにおける空調・換気設備の

改修内容，児童療育センターにおいて保護者支援のためより多くの人が交流できる取組を検討する必要性，

民間施設における感染拡大防止対策に対しても全額補助を適用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，投票用紙読取分類機の導入に関しては，他都市における導入状況，一定の速度や精度が確保できる

当該機器の活用により効率的かつ的確な開票事務の確立を目指す必要性，投票事務従事者の感染症対策とし

て非接触型体温計を設置する考えなどについて質疑や御意見がありました。 

 そのほか，介護保健施設における感染拡大防止対策支援事業に関し，令和2年度の支援施設の実績及び今

後の支援の見込みなどについて，スポーツ施設における感染拡大防止対策に関し，施設利用者に対し感染拡

大防止対策の効果等を分かりやすく表示する必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 そのほか，ＳＤＧｓ未来都市推進事業に関しては，国庫支出金が交付される根拠及び各事業に対する予算

振分けの考え方，周知啓発・情報発信においてＳＮＳや動画等を活用する考え，貧困や格差の是正などＳＤ

Ｇｓ本来の目的を周知啓発する必要性，国のガイドラインを踏まえた本市の登録・認証等制度の設計方針及

び制度構築の時期，制度設計において京都ならではの強みをいかす必要性，本市におけるＳＤＧｓの推進体

制及び市民と共に推進する必要性などについて質疑や御意見があったほか，マイナンバーカードの普及促進

に関しては，出張申請窓口の開始時期や実施回数の想定及び出張所管内以外での実施場所，出張申請窓口を

開設するに当たり交付率の目標値を定めて取り組む必要性，広報の具体的内容及びマイナンバーカードの安

全性に関する周知の内容，個人情報流出の危険性があることを認識したうえで安全性の広報を実施すること

への疑問，マイナンバーカードの普及促進と利便性の向上を両輪で進める必要性，マイナンバーカードの普

及に伴う証明書発行コーナーの縮小は地域住民の思いに反するものであるとの指摘などについて質疑や御意

見がありました。 

 次に，京都高度技術研究所ビル売却に向けた残置物処理等及び不動産の処分に関しては，本市が責任を持

って関わり，研究活動に支障がないように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，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。そのうえで，自民党議員団

は，議第92号に1個の付帯決議を付す。共産党議員団は，議第107号に反対し，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107号については多数をもって，残余の議案2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92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92号に対する付帯決議 

 感染拡大防止や経済的打撃を受けた市民・事業者等への支援などを行う趣旨に基づき創設された，国の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する施策が提案されている。中には，コロナ収束後
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も引き続き運用されるものも含まれていることから，財源の確保等をはじめ，緊急性や必要性を議会に適宜

報告し，持続可能な施策とすること。また，議会の提言をより一層しっかりと受け止め，今なお御尽力いた

だいている医療機関等の支援，まだまだ厳しい中小企業・小規模事業者の支援などの拡充に努めること。 

 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）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。平井良人議

員。 

 〔平井良人議員登壇（拍手）〕 

 平井良人議員 日本共産党京都市会議員団は，議第92号令和3年度一般会計補正予算に賛成，議第107号不

動産の処分については，反対の態度を表明していますので，私は，議員団を代表して，その理由を述べて討

論します。 

 議第92号9月市会一般会計補正予算は，全体で100億8,300万円の規模で，地方創生臨時交付金の範囲いっ

ぱいを使うものとなっています。そのうち感染拡大を防止する観点を中心に各種事業を行うとしています。

保健所体制の強化や濃厚接触者等への宿泊施設利用補助事業，休日の診療，検査体制整備に係る支援金など

は，感染拡大防止，感染対策として必要な予算措置であります。また，本市所管の施設に対する維持管理や

キャンセルに伴う利用料の還付など本市の所管施設の公的役割が失われないように行う事業は必要なもので

す。 

 京都市中小企業等再起支援補助金「応援金」については，補助金を受けることが前提ではありますが，給

付金の性格を持つものであり，2月市会追加補正予算の際にも修正提案を出すなど我が党議員団が一貫して

求めてきたものです。京都の99.7パーセントを占める中小・小規模事業者への本格的支援が今こそ必要です。

コロナで影響を受けた全事業者を守るために更なる拡充を求めておきます。 

 くわえて，文化芸術関係者やスポーツ関係者についても事業が継続できるよう措置すべきです。 

 商店街等消費喚起緊急支援事業は，商店街以外の中小企業団体にも広げたものです。個人商店や支援を受

けられない商店街への支援も更に必要です。 

 伝統産業製品市場拡大支援事業は，個々の伝統産業従事者を対象に支援するものであり前進と言えます。 

 次に，新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化している下での問題や課題を申し述べます。 

 マイナンバーカードの普及促進については，重大な情報漏えいの危険性があります。これまでから情報セ

キュリティについては，ハッキングされ漏えいし，その後にセキュリティが強化されることの繰返しであり，

マイナンバー制度に様々な情報をひも付けることで情報漏えいの危険性は高まります。そして，マイナンバ

ーカードの普及を理由に来年3月には四つの証明書発行コーナーを閉鎖しようとしています。明らかに市民

サービスの低下であり，断じて許されません。 

 ＧＩＧＡスクール構想の更なる推進では，教員用端末を一人1台再購入することなどが挙げられています。

確かに教育環境整備にとって新しい端末の下で，スペックの高いものが必要かもしれませんが，必ずしも教

員一人一人に必要なものでしょうか。各学校の実態に沿った活用の在り方にすべきであり，そのことを求め

ておきます。 

 新型コロナウイルスから命を守る観点で，ワクチン接種の推進と共に，検査戦略が必要です。今回，ＭＩ

ＣＥ参加者へのＰＣＲ検査補助は，社会活動，経済活動を進める上での検査とし行うものであり，これまで

よりも一歩踏み込んだものです。更に踏み込んで大学，学校施設，保育所，交通事業者など感染者が出た場

合はもちろん定期的に全員の検査を行うことを求めておきます。保健衛生体制として，健康観察や疫学調査

など保健所を区役所単位に再構築すべきです。 

 議第107号不動産の処分に関する議案は，京都高度技術研究所ビルを大阪ガス都市開発株式会社に売却す

るものであり，行財政改革計画を先取りし市民の財産を売却するものであり認められません。 

 今回の補正予算は，市民の皆さんの切実な要求が一定反映したものであります。また，新型コロナウイル

ス感染症が長期化する下，市民，事業者の方々に求められる対策が更に必要であるということを申し述べて

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）次に，平山たかお議員に発言を許します。平山議員。 

 〔平山たかお議員登壇（拍手）〕 
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 平山たかお議員 自由民主党京都市会議員団は，議第92号令和3年度一般会計補正予算に対し賛成すると

の態度を表明しておりますので，私は議員団を代表し，その理由を述べ討論といたしたいと思います。 

 今回の補正予算は，引き続きの感染拡大防止対策を講じ，市民生活及び京都経済の下支えなどに取り組む

ために提案されたものだと認識しております。これまで，自由民主党京都市会議員団は，市民の皆様，事業

者の皆様からの切実なお声をお聞きし，また，現在の京都経済の疲弊具合いも鑑みて国に対し交付金の増額

を強力に要望するとともに，京都市に対しても経済回復に資する施策を構築すべきだと粘り強く提言を続け

てまいりました。その提言を受け京都市中小企業等再起支援補助金が創設され，また，緊急事態宣言の延長

等に伴い，景況の悪化も受け，この補助金の売上減少要件の緩和も実施をされ，そして我が会派が強く要望

した結果，増額をされた国の交付金の事業者支援分を活用し，今議会に提案されている応援金の創設に至っ

たことは高く評価をいたしております。この応援金については，速やかな給付を行うとともに，京都の事業

者は必ず守るとの京都市の強いメッセージが伝わらなくてはいけません。ついては，事業の趣旨がしっかり

と市民の皆様に伝わるように，強く求めておきます。 

 また，京都市中小企業等再起支援補助金は，売上減少要件が30パーセント以上と幅広く，今回の応援金と

併せたら，個人であれば，最大15万円，法人，団体に関しては，最大25万円が支給されることとなり，一層

御活用いただきやすいものとなると認識いたしております。この補助金と応援金が多くの皆様に御活用いた

だけるように，分かりやすい周知を徹底することを併せて求めておきます。 

 今回の補正予算では，感染拡大防止や経済的打撃を受けた市民，事業者等への支援などを行う趣旨に基づ

き創設された国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用する施策が数多く提案されてお

ります。中には，コロナ収束後も引き続き運用されるものも含まれていることから，財源の確保等をはじめ，

緊急性や必要性を議会に適宜報告し持続可能な施策としたうえで，議会の提言をより一層しっかりと受け止

め，今なお，御尽力いただいている医療機関等の支援，まだまだ厳しい中小企業，小規模事業者の支援など

の拡充に努めるように強く求め，私の討論といたします。 

 御清聴，誠に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，議第107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2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。 

 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92号に1個の付帯決議を付す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。よって委員長報告のとおり決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第49，議第123号個別外部監査契約の締結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）本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前10時52分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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