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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年9月30日(木)午前10時 

第1   陳情の回付 

   一 般 質 問 

 (1) 市政一般について  津 田 大 三 議員 

 (2) 市政一般について  山 本 恵 一 議員 

 (3) 市政一般について  西 村 義 直 議員 

 (4) 市政一般について  田中 たかのり 議員 

 (5) 市政一般について  豊 田 恵 美 議員 

 (6) 市政一般について  井 坂 博 文 議員 

 (7) 市政一般について  鈴 木 とよこ 議員 

 (8) 市政一般について  かまの 敏 徳 議員 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時1分開議〕 

 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。ほり信子議員と森かれん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200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）これより一般質問を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。市政一般について，津田大三議員。 

 〔津田大三議員登壇（拍手）〕 

 津田大三議員 「われの星燃えてをるなり星月夜，われの星燃えてをるなり星月夜」おはようございます。

私は，この市役所がございます中京区選出の津田大三でございます。この新しく生まれ変わりました本庁舎

市会議場において，初めての代表質問をさせていただける機会を得ましたこと，大変光栄に思っております。

くしくも丁度16年前の9月市会の代表質問において，この市役所庁舎の建替えを提言させていただきました。

その8年後に基本計画が発表され，そしてこの9月にようやくこの本庁舎が完成いたしました。結果として，

財政の大変厳しい状況の中で完成いたしましたが，この本意は，東日本大震災を受け，耐震に余りにもぜい

弱であったこの庁舎を補強し，有事においても行政が滞ることがないようにするためのものであります。こ

れを機に市長をはじめ職員の皆さんにも改めて市民のために強い思いを持って職務を遂行していただきたい

と思うとともに，我々議会も市民のために全力を尽くさなければならないと思っております。 

 初めに，新型コロナウイルス感染症によってお亡くなりになられた皆様に心から御冥福をお祈り申し上げ

ますとともに，現在闘病中の皆様の一日も早い御回復を願っております。この間，最前線で御活躍いただき

ました医療関係者やエッセンシャルワーカー，行政の皆様をはじめ関係各位の皆様に感謝申し上げます。そ

して何より様々な立場や場面で御協力いただいております市民の皆様に心から御礼を申し上げます。 

 さて，昨日，自民党の総裁選挙が行われ，新たに岸田文雄前総務会長が新総裁となられました。厳しい現

状の中，しっかりと国民の皆さんに寄り添い，国民政党としての役割を果たしていかなければなりません。

また，我々自民党京都市会議員団も，市会で最も多くの皆様から信託を受けた最大会派として，その役割を

しっかり努めてまいる所存でございます。 

 冒頭の句は，高浜虚子の決意の句であります。星月夜とは，満天の空の星が輝きあたかも月明かりのよう

に感じる夜空のことです。一つ一つの星は小さな光かもしれませんが，集まると大きな光となります。その

中でも命を燃やしてやり遂げる強い思いを詠んだ句と言われております。私自身，小さな力しかございませ

んが，京都市の厳しい現状を鑑み，強い決意を持って議員団を代表し，同僚の山本，西村，田中，豊田議員
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と共に質問をさせていただきます。 

 今議会において令和2年度の決算の詳細が示されました。当該年度の決算を見ると，コロナの影響を受け

市税収入の状況は前年度比96億円，3.1パーセントのマイナスとなりました。特に法人市民税と宿泊税は大

きなマイナスであり，法人市民税は，約75億円のマイナスで21.8パーセント減，宿泊税は，約29億円のマイ

ナスで69.3パーセント減となっております。また，外出や往来の自粛により，施設の使用料収入等も9.9パ

ーセント減のマイナス20億円となっており，これまで京都に来られていた観光のお客様は激減し，その影響

は京都経済全体に及んでいます。 

 一方で，新型コロナウイルス感染症対策には積極的に取り組んだ結果，歳入歳出の規模は過去最大となり，

歳入総額1兆648億円，歳出総額は，翌年度への繰越し財源74億円を合わせると1兆820億円となっており，社

会福祉関係経費の増加等により特別の財源対策を行う前の収支は172億円の赤字となっています。特に問題

なのは，公債償還基金の残高が，あるべき残高2030億円のうち借入れで288億円，計画外の取崩し354億円，

合計で3分の1近い額642億円を実質取り崩している極めて厳しい状況であることです。また，これまでは特

別の財源対策により，補正を掛けてでも赤字を全て補填し，毎年，まるで黒字かのように見せてきたにもか

かわらず，この令和2年度の決算に限っては，公債償還基金は，予算額の119億円の取崩しを守り169億円の

特別の財源対策とし，3億円の赤字を示しています。これでは，当該年度に限り赤字になったかのようで，

意図的に財政が厳しいことを市民に見せたように思えてなりません。 

 新型コロナウイルス感染症対策については，日々変化する感染状況に的確に対応するため10回にわたり補

正予算を編成し，市会としても徹底的な議論や，ときには早期執行ができるよう即決をするなど協力をし可

決をしてまいりました。その内容は，感染拡大防止対策に約100億円，京都経済，市民生活の下支えなどに

約3,200億円の支出をしております。しかし，この合計3,300億円の内訳は，制度融資のための預託金の増額

が1,530億円，国の施策である一人10万円の定額給付金が1,415億円，残りの対策のほとんども臨時交付金と

呼ばれる国のお金であります。つまり，これらのコロナ対策費が丸々京都市により支出されたわけではなく，

財政への影響は3,300億円ではなく，限定的だと言わざるを得ません。 

 ここで大きな疑問があります。それは，このような財政危機に追い込まれたのは，本当に新型コロナウイ

ルス感染症が最も大きな影響であったのでしょうか。昨年来，新型コロナウイルス感染症によって，京都市

が大きな影響を受けたことは事実でありますが，一方で，これまでに議会の提言により様々な改革を行って

きましたが，漫然と続けてきた施策が結果として時代やニーズとずれ，大きな課題となっていることも事実

であります。今大事なことは，この現状を市民の皆さんにどう理解してもらうのか。なぜこうなったのか。

そしてそれをどういうふうに変えていくのか。この基本なくして，何も始めることはできないと考えていま

す。市長は，この令和2年度の決算をいかに捉えているのか，そしてこの現実を受け，どのように行財政改

革へとつなげていくのか，まずはお考えをお聞かせください。 

 次に，その行財政改革についてお伺いします。この問題は大変多岐にわたっており，多くの方に影響する

ものであります。市民の皆様も大きな関心を持たれており，そのことは，せんだって行われたパブリックコ

メント数を見れば一目瞭然であります。さらに全国的にも関心が持たれています。意識の高い方は，このこ

とは他山の石ではなく，これからの日本に宿命付けられた社会の縮図であると考えておられるからであり，

厳しい目線を送っておられるのだと思っております。今，日本は少子化，超高齢化が大きく進み，既に長寿

少子社会となっており，そして人口減少が加速しております。そのうえ生産年齢人口はどんどん減少してお

り，弱者を支えるべき人の数はピーク時より1,200万人以上減少し，総人口の60パーセントを割り込み50パ

ーセントに近付いてきています。以前にも代表質問で触れさせていただきましたが，この問題は見えない大

いなる恐怖であります。つまり，私は，全ての政策の転換期が来ていると警鐘を鳴らしてきたのです。そし

てそれは，全国の多くの自治体で今後取り組まなければならない課題であるはずです。現在，様々な補助金

のカットや行事の縮小などが，メディアをはじめ色々な形で取り沙汰されています。今議会の議案にも，学

童クラブや敬老乗車証の条例改正などが盛り込まれています。これらの本質は何なのか，そこが最も大事な

ことであると考えています。つまり，どのような形が今を生きる世代にとってよいのか，高齢の世代に理解

いただけるのか，そして未来を担う子供たちに，結果としてどのような負担となることが正しい状況なのか

を考えていかなければなりません。例えば，敬老乗車証と同様に使うことができる市バス・地下鉄に乗り放

題の定期券を，私をはじめ一般の方が買い求めると，6箇月定期で10万2,760円します。つまり同等のものを
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最も安く買っても年間20万5,520円掛かります。少なくともその価値があります。交通局も経営が厳しい折

です。京都市がその金額を払ってくれたら助かるというのが本音でありましょう。これを誰がどんな割合で

負担することが，全ての世代に納得いただけるのかを考えていかなければなりません。うわさや憶測で不安

をあおっても何も解決はしません。今大切なことは，現状を市民の皆さんとしっかりと共有することです。

そして，隠さずに見せることです。そしてどのような形であれば皆さんが納得いく形になるかを示し，ある

いは市長の好きな言葉である共に汗する，共汗させていくことだと思っています。本当に大切なものは何な

のか。そして守らなければならないものは何か。皆がしっかりと考えなければなりません。そのためにも，

この行財政改革が一体何を成すべきものなのか，しっかりと伝えなければなりません。市民の理解なくして

この行財政改革は成り立たないのです。私は，しっかりとした数字を見せていくことが大切であると思って

います。数字のトリックではなく，市民の皆様がそれぞれに考えていただける，真心のある数字を見せるこ

とによって，この行財政改革の意味を示さなければなりません。市長は，この行財政改革に当たって市民に

何を伝えるのか，そしてどんなメッセージを送るのか，お聞かせください。 

 次に，新型コロナウイルス感染症についてお伺いします。新型コロナウイルス感染症が中国武漢で確認さ

れてから早2年近くがたとうとしています。しかしながら，まだこの新型コロナウイルス感染症の完全な収

束が見えるような状況ではなく，感染が引き続き起こっています。ここ京都においても本日まで4度目の緊

急事態宣言が発令されており，今後のことを考えれば手放しで安心できる状況ではありません。まずはこの

状況を乗り越えていかなければなりません。当初はどのようなウイルスなのか全く分からず，大きな不安が

世界中に走りました。あたかも映画のように感染した人が次々死んでいく，そんな恐ろしいものではないか

といった憶測さえありました。現状においても，まだまだ分からないことが多いのは事実ですが，これまで

に多くのことが分かってきたとも言えるのではないでしょうか。そのためもあってか，ワクチンの接種が比

較的早く進んだイスラエルやアメリカでは，経済活動を優先する方向が示されています。しかしながら，現

在世界各国での対応はまちまちであります。このウイルスとどう向き合うのか，これから正念場を迎えるの

ではないでしょうか。日本でもワクチン接種証明書や陰性証明書の発行により行動制限の緩和をする方向で

調整をすると菅総理が言及されました。これを現実とするためには，どんな準備が必要か考えていかなけれ

ばなりません。デジタル化には，ブロックチェーンなどで確実性と安全性を両立させることや，ワクチン接

種による差別が起こらないように備える必要があります。先日，京都府医師会の松井先生からお話をお伺い

する機会がありました。その際，この新型コロナウイルス感染症を2類，感染からすぐ死に至るエボラ出血

熱と同等の扱いから5類，いわゆる季節性のインフルエンザ程度へ移すには，いささか早く，この感染症に

対する治療薬の存在が必要であること，また，保健所の関わり方についても，現状ではしっかりと感染拡大

を防ぐための措置を京都府，京都市，医師会などが連携して取り組み重症化を抑えることを優先すべきとの

見解でございました。 

 さて，現在日本でのワクチンの接種は，全国民の50パーセントを超え58.7パーセントとなっており，1回

目の接種率においては69.6パーセントと70パーセントに達しようとしています。この間，御理解をいただき

ワクチン接種をされた国民の皆様に感謝するとともに，携わっていただいた医療機関の皆様，そして行政の

皆さんに心から感謝する次第でございます。当初は，日本の医療行政の課題でありますが，承認に時間を要

したため，先行する世界各国の接種に比べ随分と遅れたかのように報道等もされておりました。現在ではワ

クチン先進国に追い付きつつあります。このことには，まだまだ情報が少なかった状況において，菅総理が

しっかりと有効なワクチンの選択をし，獲得をしていただいたことは大きいと考えます。そのおかげで，希

望される国民全員の方へのワクチン接種，そして現在では3回目の接種，いわゆるブースター接種も可能で

はないかといった議論ができる状況となっております。また，先日には本市においても集団接種の予約の在

り方を変更され，ネット上で，自分で日にちや場所を選べるようにされました。現在，ワクチンの接種希望

者で未接種の方の一日も早い接種を可能にすることが求められています。あわせて，ワクチン接種に不安を

お持ちの方へも，安全性や有効性について科学的根拠をもって説明する必要があると思います。そして先日

政府もその方向を示されましたが，高齢者や医療従事者，エッセンシャルワーカーの皆さんを優先し，かつ

無駄が出ないように，希望される方への3度目ブースター接種も視野に入れた戦略的なワクチンの接種を今

から準備しておくべきと考えますがいかがですか。 

 今少しずつ感染拡大が収まりつつあります。今こそ，第6波に備えること，そして第5波で課題となった医
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療体制を充実させること，また，療養の在り方や保健所の関わり方などを検証し，これまでの経験をしっか

りといかさなければなりません。「最悪に備え，最善を期待する」は英首相ベンジャミン・ディズレーリの

言葉です。市長は，最悪に備え，どのような準備をされ，最善を期待し，どのような収束への道筋を考えて

おられるのかお答えください。 

 次に，文化庁の全面的な移転についてお伺いいたします。先日のニュースで，移転先建物の完成が令和4

年度夏から12月下旬頃になり，移転スケジュールへの影響を調べているとの報道がされていました。これは，

京都府から文化庁への連絡で，移転先の旧府警本部本館や隣接地で耐震補強や地中構造物の撤去など追加工

事が必要なことが分かったためであり，文化庁は，建物の完成後，業務開始までに数箇月必要と見込んでお

り，その影響で移転時期に後れが生じるおそれがあるとしています。京都府の西脇知事は，来年度中の移転

という基本的な線は崩さないよう要望されているとのことであります。このことは，京都市にどんな影響が

あるのでしょうか。また，影響があるのならば，京都府や文化庁にどのような要望をされているのでしょう

か。文化庁の京都移転は2016年平成28年に決定され，文化財を担当する課など全体の7割が移る予定で，当

初は2021年度令和3年度中の移転予定でありましたが，工事の遅れで令和4年夏以降に延期されておりました。

一方でコロナの影響もあり，東京での文化庁の役割自体が見直されているとのお話もあるとお伺いをいたし

ております。この文化庁の移転の本質は，これまでのトップダウンの行政から，地に足の付いたボトムアッ

プの文化行政に変わることだと指摘をしてまいりました。また，文化庁移転に当たり文化庁職員の皆さんの

お住まいになるところや京都の文化との触れ合い方をどのようにしていくのか。そして京都市，京都府，経

済界がどういった役割を果たしていくのかなどを一つ一つ丁寧に，しっかり作り上げていかなければならな

いと提言をしてまいりました。あの決定から多くの時間が費やされていますが，そういった課題は本当に解

決できているのでしょうか。そしてこの令和4年度中に，本当に予定されていた全ての文化庁の機能が京都

に移転されるのでしょうか。現在，コロナの影響により文化行政あるいは文化的な活動が全て停止をしてい

るような状態であります。だからこそ今一度文化の大切さを考える必要があるのではないでしょうか。これ

まで，歴史的文化財などを多く有する本市が深く関わることで京都の町衆の取組を知ってもらうことができ，

そのことが日本の文化の発展に寄与すると申し上げてきました。ただ，イベントなど大勢の人が集まる催し

や，舞台芸術，コンサートのようなものは，残念ながら東京を中心とする関東エリアでなければと言われて

きました。しかし，コロナを受け，その分野さえも，より多くの人が集まることより，それぞれの活動の意

味をしっかり作っていく必要があり，今までより京都から発信できる可能性が増えたのではないでしょうか。

ポストコロナの中で文化は大変大きなキーワードになると思っております。文化は希望を作ります。その希

望こそが現在の疲弊した多くの人の心に必要ではないでしょうか。これまでから文化を中心とした京都を作

ると言ってこられた市長の文化庁の移転に対する現状の取組と未来への展望についてお考えをお聞かせくだ

さい。 

 最後に，少子化についてお伺いをいたします。行財政改革のところでも触れさせていただきましたが，現

在日本では少子化，超高齢化が進み，既に人口減少社会へと突入しております。「街づくりは人づくりか

ら」が私の持論であります。そして残すべき未来がなければ，どんなすばらしい政策であっても無駄である

ということも私の持論であります。さて，総務省が本年6月に発表した令和2年国勢調査の速報値からは，人

口減少が進行している実態が示されおり，総人口は5年前の前回調査に続き2回連続の減少となりました。ま

た，厚生労働省によると，令和2年の出生数は過去最少の84万832人と見込まれ，初めて90万人を割った前年

を更に下回っています。本市においても平成30年に出生数が1万人を割り込み，昨年度は9,000人となってい

ます。くわえて，全国の婚姻件数は約52万組と戦後最少を記録しています。このままいけば令和3年度はさ

らに厳しい状況となり，専門家の中でも出生数が80万人を割り込むと予想されている方は多いと言われてい

ます。これが現実となると，人口統計上の試算では，予定よりも10年も早く少子化が進んでしまったという

ことになります。この少子化の加速には，コロナが深く関わっていると言われています。その一つはコロナ

による社会不安であります。将来への不安や，経済的な情勢によって結婚件数が減少するなど少子化は大き

く影響を受けます。また，妊婦や胎児への影響を考え，妊娠，出産を控えた可能性は高く，今後更に拍車を

掛けることが安易に予想されます。 

 もう一つは，コロナによって本来の人と人の関わりで最も大切にしてきたことが軽視されていることであ

ります。それは直接向き合うことで空気感を肌で感じることや，お互いに触れ合うことで相手の気持ちを理
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解することなどです。リモートやバーチャルだけでは，人と人の心は通わないのではないでしょうか。仕方

がないと割り切ってしまうことで本当によいのか心配をいたしております。少し哲学的かもしれませんが，

人はなぜ生きるのでしょうか。夢や希望を持ち，そしてその実現に向かって生きていくのではないでしょう

か。今，夢や希望を持つことも，また，その実現に向かって努力することも難しい状況になっているのでは

と危惧いたしております。誰が努力し誰を助けるのでしょうか。本当に全てを取り残さず助けることは可能

なのでしょうか。今，もう一度原点に立ち返り見詰め直す必要があると思います。子育て支援は，若い世代

のためかもしれません。しかし少子化対策は全世代のためのものです。急激な人口変動を避けることも大事

ですが，未来に夢や希望を待つためには，新しい若い力が必要だと思います。私は，以前から少子化対策を

しなければならないと申し上げてきました。それは，正に多岐にわたることなのです。様々な不安を取り除

くためには，さきの行財政改革さえも，私は，少子化対策の一つだと考えています。保守主義の父，エドマ

ンド・バークは，「祖先を顧みない者は，子孫のことなど考えまい」との言葉を残しています。命のリレー

の在るべき姿とは。厳しい財政状況の中でも夢の持てる少子化対策をどのように行財政改革と並行して行う

のかお聞かせください。 

 論語に「信なくば立たず」の言葉があります。今，現実を注視せず，耳触りのよいことだけを言って不平

や不満をあおっても，現実を前に進めることはできません。そんな一部のポピュリズムに陥れば，社会の分

断が起こってしまい，正に政治への信頼を失ってしまうでしょう。そしてもし逆に行政や我々議会が市民を

信じていないのであれば，もはや現状の解決は不可能でしょう。私自身，市民と共に現状を乗り越えるため，

誠意を持って真心のある政治を貫いてまいります。市長の真心ある答弁を求め，質問を終わらせていただき

ます。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）津田大三議員の御質問にお答えします。 

 答弁に先立ちまして，本市財政について市民の皆様に大変な不安と御心配をお掛けいたしていることに，

まずはおわび申し上げます。市民の皆様に丁寧に御説明申し上げ，不退転の決意で改革に取り組んでまいり

ます。 

 それでは，まず令和2年度決算についてでございます。本市では，長きにわたりぜい弱な財政基盤の中で

も国制度の不足を補う形で福祉や医療，教育，子育て支援，安心など高い水準の施策を実施することで，例

えば待機児童ゼロの継続，小学生の学力が全国の政令指定都市で1番となるなど，市民生活の向上等につな

げてまいりました。 

 一方で，三位一体改革以降，地方交付税の削減が続いてきたことなどから，職員数の削減などの行財政改

革を徹底してきましたが，現行の市民サービスの水準の維持に重きを置いた結果，社会経済情勢の変化に応

じた更なる改革が不十分となり，収支不均衡が続いたことは，真摯に受け止め，反省しなければなりませ

ん。 

 令和2年度決算では，国の財源を最大限活用することで，新型コロナ対策を行ったところでありますが，

本市独自の財源であります宿泊税や使用料，手数料などが大幅に減少し，これまでの構造的な収支不均衡に

拍車が掛かった結果，特別の財源対策を行わない収支は，直前5年平均の81億円を大きく上回る172億円もの

赤字となり非常に厳しい決算となりました。こうした経緯や財政の現状をしっかりと踏まえ，コロナ禍で市

民生活や京都経済を支えつつ，時代の変化を見据えて，今後の展望を市民の皆様と共有し，更なる改革を進

め，魅力あふれるこの京都のまちを次世代へつないでいく覚悟でございます。 

 歳入面では，足元の令和3年度の一般財源収入につきましては，国や府と一体となって経済の下支えとな

る施策を展開してきたことと，事業者の御努力をいただいたこと等もあり，リーマンショック並みと危惧し

ていた市税収入への影響が想定よりも小さく踏みとどまる見込みでございます。また，京都の強みをいか

し，これまでにない思い切った成長戦略の推進で，更なる収入増を目指してまいります。 

 歳出面では，本市が市民の皆様と共に築き上げてきた施策を単に他都市並みに削減するのではなく，高齢

化等に伴い増加する福祉予算を確保するため，あらゆる施策について持続可能性を追及し社会経済情勢の変

化を踏まえ再構築してまいります。 
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 次に，行財政改革を進めるに当たりまして，市民の皆様への説明，とりわけ透明性とビジョンが重要であ

ると考えております。昨年度の持続可能な行財政審議会におきましては，全ての議論を公開の下で行い，ま

た，この決算では，特別の財源対策を行わない収支を赤字として公表したところでございます。これまでか

ら，財政情報を公開し，透明性の高い財政運営に努めてまいりましたが，津田議員御指摘のとおり，財政の

現状や課題を市民の皆様にしっかりと共有できるように全体像をお示しするなど，より分かりやすく伝えて

いくことが大事でございます。このため，今までの実質的な収支不足の状況も含めまして，積極的な情報発

信と丁寧な説明に心掛けてまいります。今市会に提案しております学童クラブの新たな利用体系や敬老乗車

証制度の条例改正に続いて，現在総点検を実施しております施設の使用料，手数料，イベント，補助金の見

直しなど庁内で議論を深め，改革の方向性が定まったものから令和4年度予算案に先駆けてお示ししてまい

ります。その際，市民の皆様に自分事として考えていただけるように，見直しの基準はもとより，施設やサ

ービスを維持するために必要となる市税を中心とした公費負担と利用者負担の適正な割合をお示ししてまい

ります。 

 次に，改革のビジョンでございます。この改革は，足元の財政の危機を契機としたものではございます

が，決して財政収支の帳尻合わせや現下の負担の増減だけを議論するものではございません。少子高齢化，

デジタル化，災害の激甚化，新しい生活様式など，社会経済情勢の変化に対応し，より困難を抱える方をし

っかりと支え，市民サービスのセーフティネットを守るとともに，負担の先送りの解消を図りつつ，未来に

責任を持つ，そして大胆な成長戦略によって未来を切りひらく改革でございます。このような改革の趣旨を

市民の皆様と共有し，力強く歩む決意でございます。 

 次に，新型コロナ対策についてでございます。第5波の爆発的な感染もようやく感染者数が減少し，本日

をもって緊急事態宣言が解除されますが，今が収束に向けた一番大事な時期でございます。まず，感染対策

の要であるワクチン接種は，医師会や私立病院協会，看護協会，薬剤師会，歯科医師会との連携の下，地域

の個別医療機関での接種と共に，市役所会場など新たな集団接種会場も確保し，既に5割を超える方が接種

が完了，また，1回目の接種終了者は，6割を大きく超えております。この間，国にワクチン確保を強力に要

望し，10月末までに希望される全ての方に接種いただける体制を構築しており，予約枠は確保しております

ので是非接種をお願い申し上げます。また，接種に不安がある方に対しまして，引き続き，ポータルサイト

などあらゆる媒体を通じて正しい情報を提供してまいります。さらに，11月初旬には，本市独自に，接種さ

れていない方に個別に接種案内を送付するとともに，接種証明書のデジタル化や3回目接種についても的

確，迅速に対応できるよう準備を進めてまいります。 

 津田大三議員御指摘のとおり，最悪に備えた準備を進め，市民の皆様の命と健康を守り抜くことが本市の

責務でございます。そのため，第6波にも備え，一つは，感染拡大の予兆を捉え保健所体制の強化など臨機

応変な全庁体制の確立，二つは，少しでも感染の可能性のある方への的確な検査の実施や活用が検討されて

いる抗原検査の相談体制等の構築，三つは，府との連携による医療，宿泊療養施設の拡充や抗体カクテル療

法等の普及，四つは，健康観察業務における訪問看護ステーション等との連携の強化や，医師会，薬剤師会

と連携した京都市電話診療所の拡充，五つは，感染状況や医療のひっ迫状況等，正確で分かりやすい市民の

皆様への情報の提供でございます。このことを基本方針とし，新たな治療薬の開発を含む国の動向等もしっ

かりと見据え，今後とも対策に全力を尽くしてまいります。 

 次に，文化庁の京都移転についてでございます。文化庁の京都への全面的な移転は，全国各地の多様な文

化に光を当て，東京一極集中の是正と文化による地方創生を目指す国家プロジェクトであり，京都にとって

も名実共に文化首都となる歴史的な転換となるものでございます。文化庁庁舎の整備につきましては，国，

府，市が協議を行いつつ，現在，京都府が主体となって工事を進めており，旧府警本部本館の補強工事など

により5箇月程度工期が延長し，令和4年12月下旬のしゅん工を目指すとされたところでございます。文化庁

では，この影響を見据えた検討をされており，本市といたしましても，引き続き，文化庁及び京都府と連携

し，閣議決定されている令和4年度中の京都での業務開始が変更されることなく円滑に移転が進むよう，

府，市，国とで構成いたします文化庁移転協議会において協議を進めてまいります。 

 また，津田議員御指摘のとおり，心豊かな市民生活を実現し，社会経済活動を支える文化芸術活動はコロ

ナ禍においてこそ重要でございます。そのため，本市では，文化芸術関係者の活動を支援するため，全国に

先駆けて文化芸術活動緊急奨励金制度を創設し，その後，同様の取組が全国に広がりました。このように，
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暮らしの中に文化芸術が息づく京都だからできる，先進的な取組を文化庁と連携しながら，全国に広げてい

く，そのことが文化首都京都の果たすべき役割であると考えております。市民の皆様はもとより，全国の

人々と，文化庁が京都に移転してよかったと実感していただけるよう，関係機関とより一層連携を密にし，

また，それぞれの地域を大切に，文化の力で日本を元気にしていく取組を進めてまいります。 

 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）少子化対策についてでございます。少子化対策は，結婚，出産，子育てに希望を持

つ全ての人の思いをかなえ，津田大三議員御指摘のとおり，人と人とのつながりを感じながら，共に生きゆ

く力を高め合っていけるよう，総合的かつ横断的に継続した取組を働き方改革を推進しつつ，全世代協力の

下，進めていく必要があります。今般の改革は，都市の魅力や活力を市民の豊かさにつなげ，全ての世代が

暮らしやすい魅力や活力あるまちづくりを進めていくものであります。厳しい財政状況の中で，制度の再構

築により将来にわたって必要な施策が維持することを示し，希望の持てるまちづくりを進めていくことが少

子化対策にもつながっていくと認識しております。少子化対策の一つである子育て支援策についても，持続

可能な制度として再構築していくこととしております。具体的には，学童クラブ事業の利用料金については，

利用実態に応じた体系にするとともに，減免措置などを設けて配慮が必要な世帯への支援を拡充し，応能と

応益のバランスの取れた制度として本市会に提案いたしております。再構築後は，利用時間の選択にもより

ますが，月額ベースでは，約4割の方が利用料金が下がり約2割の方は利用料金が変わらないものと推計をし

ております。民間保育園など職員の給与と運用事業補助金については，条例で定めている保育士の配置基準

と保育士の現行の給与水準は，全体として維持しつつ，保育士の人件費において約42億円，保育園の収入が

支出を上回るとの調査結果なども踏まえて，更に見直しの検討を進めてまいります。今後とも，引き続き，

少子化対策と持続可能な行財政の確立を全庁一丸となって進めてまいります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，山本恵一議員に発言を許します。山本議員。 

 〔山本恵一議員登壇（拍手）〕 

 山本恵一議員 私は，北区選出の山本恵一でございます。津田大三議員に引き続き，西村義直議員，田中

たかのり議員，豊田恵美議員と共に自由民主党京都市会議員団を代表いたしまして質問をさせていただきま

す。 

 まず最初に地球温暖化対策についてお尋ねいたします。世界各国の科学者等でつくる国連の気候変動に関

する政府間パネルＩＰＣＣの総会が一昨年5月，国立京都国際会館において開催され，京都議定書を引き継

ぐパリ協定の実行に必要なＩＰＣＣ京都ガイドラインが採択されました。当時，私は，京都市会議長として

シンポジウムに参加させていただき，京都が地球温暖化対策の取組をリードしていかなければならないと改

めて認識したところでございます。そして先月，このＩＰＣＣから気候変動の現状や将来予測を科学的に分

析した第6次評価報告書が発表されました。この報告書では，これまでより更に踏み込んで，地球温暖化は，

人間の活動が原因であることに疑う余地がないと断定し，ＣＯ2の排出が大幅に減少しない限り世界の気温

上昇は2度を超え，豪雨や熱波といった異常気象の頻度や強さが増すことが示されております。近年，異常

気象が頻発し，世界の科学者の警告が現実となっております。本市においても先月，8月としては異例の長

雨により，平年の3倍の降水量となり，浸水や土砂崩れなどの災害が発生いたしました。地球温暖化対策の

推進は，まさしく待ったなしでございます。本市では，パリ協定により世界共通の目標となっている2050年

ＣＯ2排出量正味ゼロを目指し，昨年12月に地球温暖化対策条例を改正するとともに，本年3月には今後10年

間の対策をまとめた地球温暖化対策計画を策定し，2030年度までに温室効果ガス排出量を2013年度比で40パ

ーセント以上削減する目標を定め取組が進められております。国際的な連携を進めるため，昨日，欧州の都

市と気候変動対策などで地域間協力を行うプロジェクトへの参画も表明されました。 

 一方，国においても，昨年10月に2050年ゼロを発表されましたが，本年4月に，2030年度の目標について，

26パーセント削減から46パーセント削減へと大幅に引き上げられました。その後，5月には，地球温暖化対

策推進法が改正され，6月には門川市長も参加された国・地方脱炭素実現会議において，地域脱炭素ロード

マップが決定されました。また6月に閣議決定された骨太の方針では，グリーン社会の実現が成長の四つの
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原動力の筆頭に掲げられ，脱炭素を軸とした成長や再生可能エネルギーの主力電源化という方針が示されて

おります。このように，国の野心的な2030年度の目標設定以降，温暖化対策を巡る動きが加速しており，脱

炭素社会の実現に向けて国との連携をより一層強化していくことが必要ではないでしょうか。あわせて，

2030年度の目標達成に向けて，市民生活や事業活動についてＣＯ2を出さない形に転換していくためには，

京都市自らが範を示す必要があります。市役所は，市内最大のＣＯ2排出事業者でもあります。我が会派の

寺田一博議員の昨年11月市会における代表質問を契機に，今年度からスタートしたＣＯ2と経費を同時に削

減できる照明ＬＥＤ化事業について，区役所・支所以外の施設にも拡充していくことや，市職員が業務だけ

でなく家庭生活でもＣＯ2削減に取り組み，率先実行する視点を加えることができれば，市内からのＣＯ2排

出量削減に寄与するのはもちろんのこと，行政機関としての温暖化対策にも説得力が生じるのではないでし

ょうか。正に隗より始めよであります。京都議定書採択の地である京都市として，今後とも引き続き地球温

暖化対策を先導していくことが必要であります。国の2030年度目標設定を踏まえた連携強化や市役所の率先

実行について，市長のお考えをお聞かせください。あわせて，環境や社会に配慮した消費行動，エシカル消

費についてお尋ねいたします。京都では，1200年を超える悠久の歴史の中で培われてきた自然と共生する文

化や，始末の心に象徴される物を大切にする伝統が受け継がれております。これらを礎に，ごみの半減やエ

ネルギー消費量の3割削減といった大きな成果を挙げてきましたが，世界的に見ると，地球温暖化による気

候危機，プラスチックごみによる海洋汚染など地球環境を巡る状況は大変深刻であります。地球環境を巡る

問題を解決して持続可能な社会を実現するには，市民一人一人が日常生活においてマイバッグの持参をはじ

めエコ商品の購入，地産地消，2Ｒの推進など，人や社会，環境，地球に配慮した消費行動である，いわゆ

るエシカル消費を実践することが重要であります。このエシカル消費を市民の皆様の日常生活に根付かせる

ため，どう取り組んでいくのか，お考えをお聞かせください。 

 次に今後の京都観光についてお尋ねいたします。コロナ禍の前までは，本市の観光客数は堅調に伸び，年

間5,000万人を超える方々にお越しいただいておりました。多くの市民の皆様は，これだけ多くの観光客の

方々が訪れ，消費してくださったことは，すなわち京都市の豊かさにつながっているものだと思っていただ

ける一方で，交通機関や一部観光地の混雑など様々な観光課題に対して一定の御理解をいただいていたもの

だと認識しております。一方，市民の皆様の心情等を鑑みると，京都市は市民のためではなく，観光客だけ

のために観光行政を推進していたのではないかと誤解される方もおられたのではないかと存じます。ところ

が，今回のコロナ禍によって，修学旅行や観光客数は大幅に減少し，直接的に観光に関わる事業者のみなら

ず多くの方々に多大な影響を及ぼしております。本市における観光の重要性を考えると，感染状況には十分

に注意を払う必要はありますが，今後，観光を力強く回復させていくことが重要であります。京都の都市特

性を考えると，観光地と住居地が一体となっているところが多く，今後，観光施策を進めていくには，観光

がどのような価値を生み出し，いかに京都市にとって大切なものであるのかということを，改めて市民の皆

様に分かりやすくお伝えする必要があります。パンフレットやポスターしかなかった時代と違い，現在はＱ

ＲコードやＳＮＳなど様々な媒体があり，積極的に活用すべきと考えます。 

 また，新型コロナウイルスのワクチン接種等も着実に進んでおりますが，ゼロコロナとなるのは難しいと

考えます。すなわち，ただ単にコロナ以前の状況に戻すのではなく，様々な観光課題への対策を行いつつ，

コロナをはじめとした感染症と付き合いながら，人流を増加させる観光施策を推進していくための新たな観

光戦略が必要になってくると思います。そこで市民の皆様，観光客，事業者それぞれにとって観光の恩恵を

享受できる持続可能な観光の実現に向けて，どのように進めていくのか御所見をお伺いいたします。あわせ

て，都市間競争が激しくなっている修学旅行についても，今後，いかに安心安全を確保しつつ誘致に取り組

んでいかれるのか，お考えをお聞かせください。 

 また，観光事業者のみならず，幅広い事業者の皆様が経済的に疲弊されているのは明らかであります。そ

のような意味において，我が会派が求め創設に至った京都市中小企業等再起支援補助金は，非常に使いやす

い補助金であると認識しております。一方で，これだけで十分ではなく，引き続きの対策も講じるように求

めてきたところ，その再起支援補助金の枠組を使ったうえで応援金という体制を今補正予算において講じら

れ，事実上の給付金とでも呼べるほどに支援策が向上したところを評価しております。実施に当たっては速

やかな給付を行うとともに，先着順にならないように十分な予算を確保し，再起支援補助金と併せて周知す

ることで，京都の事業者は必ずや守るとの強いメッセージにつなげるべきだと考えますがいかがでしょうか。
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お考えをお聞かせください。 

 次に森林経営管理制度についてお尋ねいたします。脱炭素社会の実現に向けて森林の果たす役割が脚光を

浴びる今，本市では，今年度から木の文化・森林政策監，そして京都市木の文化・森林政策推進本部を設置

して，全庁挙げて木の文化・森林政策を推進する体制を整えられました。森林政策の具現化に向けた取組の

推進に，大いに期待を寄せるものであります。本市の森林に目を向けますと，長引く林業低迷により市域の

森林の4割以上を占める人工林の半分以上が手つかずの放置林となっている状況にあって，我が国の森林全

体も同様の状況に置かれています。そこで，国において林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を

目的とする森林経営管理法が平成31年4月に施行されました。この制度は，経営管理が行われていない人工

林を市町村が仲介役となって森林所有者と林業の担い手をつなぐものであって，本市においては，今後おお

むね15年間で対象となる人工林の所有者に意向調査を順次実施することとされており，今年度は，北山地区

及び京北山国地区で調査を開始されると聞いております。市域の人工林は，その大半が伐採期を迎えていま

すが，長引く林業の低迷によって，切って，使って，植えて，育てる森林資源の循環利用が進んでおらず，

山が荒れ，その結果，毎年のように大規模な風倒木被害が発生し，長期の停電や道路の寸断など市民生活に

甚大な被害，影響が生じております。こうした自然災害防止の観点からも，森林経営管理制度の着実な推進

は，本市の森林政策の柱であると考えます。この森林経営管理制度は，国から譲与される森林環境譲与税を

その財源に利用することができますが，極めて厳しい本市の財政状況を考えますと，市の一般財源の負担を

最小限度に抑えつつ，効果的，効率的に森林整備，森林政策を進める必要がございます。また，豊かな森を

育てる府民税の活用など京都府との連携も重要であります。これらの点を踏まえた本市における森林経営管

理制度の今後の展開について，市長のお考えをお聞かせください。 

 次に消防体制の今後の在り方についてお尋ねいたします。消防局におかれましては，24時間365日昼夜を

分かたず火災や救急事故に対応し日々市民の安心安全を守っていただいていることに，まずもって心から感

謝を申し上げます。現在，消防局は，災害時の避難者に対する応急救護や災害情報の提供など消防，防災機

能を飛躍的に強化されてきました。本市は，他都市と比較して木造住宅の割合が高く密集市街地が多いため

火災の危険が高い都市であるにもかかわらず，消防団や自主防災組織と連携し地域ぐるみで放火防止対策な

どに努められました。結果，政令市の中でも，最も火災が少ない都市であり続けてきました。また，救急車

の到着までの時間についても，全国平均より大幅に速い状態を維持してきました。近年多発する水災害など

の対応はもとより，新型コロナウイルス対策においても，感染者の病院への移送業務を担っていただいてお

り，先月からは京都府と協力して島津アリーナに設置された入院待機ステーションに救急救命士を派遣する

など，適切に対応していただいております。一方，この度の行財政改革計画では，業務の見直しを行うこと

で消防職員についても150人の削減が掲げられましたが，このような状況にあっても，市民の安心安全を追

求していかなければなりません。新しい装備やＩＣＴの活用などで，より効率的，効果的な体制への変革を

進めることで，火災や救急事故に対応できる体制を充実するとともに，消防団や自主防災組織との連携を一

層強固にして，市民の安心安全を更に確保できるように，新たな消防体制を構築していただきたいと考えま

すがいかがでしょうか。 

 次に，今後の男女共同参画推進についてお尋ねいたします。先月の文化環境委員会で第5次京都市男女共

同参画計画についての報告があり，その後，審議会での議論を経て今月に計画が正式策定されたところでご

ざいます。さて，各所に様々な影響を及ぼす新型コロナウイルス感染症は，その長期化と相まって，これま

で見過ごされてきたことや潜在的にあったものの表面化してこなかった諸問題，例えば，ＤＶ，ひとり親世

帯，女性・女児の窮状，女性の貧困などが顕在化しました。雇用面においても，サービス業を中心に，特に

女性の非正規労働者に深刻な打撃を与えたとされており，働く女性が緊急事態宣言等による休業や時短営業

などの要請に伴い，やむなくシフトの減少や離職を強いられるなど女性不況の課題が浮き彫りになるなど，

固定的な性別役割分担意識や男女共同参画の後れが露呈し，改めて各分野における男女共同参画の取組の重

要性が確認されたところでございます。一方，コロナ禍の中で，テレワーク，時差出勤やワーケーションな

ど多様で柔軟な働き方が進むなど，新たな暮らし方や価値観が生まれてきたという側面もあります。また，

令和2年度の男性の育児休業取得率が大きく前進した点も，更なる男女共同参画推進の第一歩となるものと

考えます。まだまだ，先が読めない状況ではありますが，本市の市民一人一人が性別に関わりなく個人とし

て尊重され，様々な分野で生き生きと活動することができる社会の実現を目指し，多様性を尊重し，先入観
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を取り払い，個人が納得したうえで自ら選択し，役割分担できる社会を目指してほしいと強く思います。今

後，国や法との関係において，本計画をどのように位置付け，どのように施策を推進していくのかお聞かせ

ください。 

 最後に，京都マラソンとワールドマスターズゲームズ2021関西ジャパンについて要望いたします。東京

2020オリンピック・パラリンピックは，コロナ禍の中，開催されましたが，京都市ゆかりの選手57人をはじ

め多くの選手それぞれが懸命に人類の限界に挑戦され，世界に夢と希望を与えていただきました。本当にあ

りがとうございました。京都市では，来年2月には京都マラソンが予定されています。2年続いてのオンライ

ン実施でありますが，今後の本大会本来の姿の復活に向けて着実に準備を今からしっかりと進めていただき

たいと思います。また，その後に控えるワールドマスターズゲームズ2021関西ジャパンは，本来の趣旨を踏

まえた開催となるよう，開催の延期も含めまして，しっかりと検討することを要望いたしておきます。 

 これで私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）山本恵一議員の御質問にお答えいたします。 

 地球温暖化対策とエシカル消費についてでございます。京都から始まった2050年ゼロを目指す動きは全国

に拡大し，国の方針となり，さらには我が国の2030年目標が46パーセント削減へと引き上げられました。そ

して今重要なのは，2050年への道筋でございます。6月には，国において，地域脱炭素ロードマップが取り

まとめられました。モデル地域2030年ゼロを目指す脱炭素先行地域の創出をはじめ様々な取組が示されてお

ります。本市では，こうした国の動きを捉え，強固な連携により脱炭素社会を目指す動きを具体的な行動に

進化させ，京都議定書誕生の地として責任と役割を果たしていくために，市民，事業者の皆様をはじめオー

ル京都で2030年度46パーセント削減を目指してまいります。同時に，山本議員御指摘のとおり，市内最大の

ＣＯ2排出事業者である京都市役所として，率先垂範が必要であります。今後10年の取組等を定めた新たな

京都市役所ＣＯ2削減率先実行計画においても，46パーセント削減を目標に掲げ，照明ＬＥＤ化事業の全市

有施設への拡大など省エネ，再エネ強化の取組に加えまして，職員一人一人の家庭におけるライフスタイル

の転換を通じて，全庁一丸となり脱炭素社会の実現を先導してまいります。また，エシカル消費につきまし

ては，市民の皆様が身近な自分ごととして捉え実践につなげていただくことがＳＤＧｓの目標を達成するた

めにも極めて重要であると認識しております。このため，現在策定中の消費生活基本計画案において，重点

取組の一つとして位置付け，市民お一人お一人が人や社会，環境に配慮した消費行動を主体的に実践してい

ただけるよう事業者などとも連携し，エシカル消費の理念を強く普及してまいります。 

 次に，持続可能な新しい京都観光についてでございます。現在，京都観光は，コロナ禍において深刻な影

響を受けており，観光関連事業者は危機的な状況にございます。観光は，幅広い関連産業や地域の雇用につ

ながる基幹産業であり，さらには，京都にとって大切な文化の継承，発展にも大きく寄与するものでござい

ます。コロナ禍により，改めて多くの市民の方々がその重要性を認識されたところでございます。必ずやこ

の難局を共に乗り越え，力強く回復させていかなければなりません。回復に際しましては，観光課題が生じ

ていたコロナ以前の状態に戻すのではなく，市民生活と観光の調和，豊かさの向上を最優先の基本方針とし

ております。そのため，昨日御議決いただきました補正予算も積極的に活用し，地域や環境に配慮した取組

を進めるなど，京都観光行動基準，京都モデルの実践に努めつつ，観光の力強い回復を図ってまいります。

また，幅広い産業や雇用などの経済効果だけではなく，まちづくりの進展，地域の活性化，国際親善など観

光がもたらす効果について市民の皆様に実感していただけるよう，広報媒体や周知方法も更に工夫して取り

組んでまいります。 

 次に，京都観光の原点である修学旅行についてでございます。本市では，昨年6月，修学旅行の安心安全

に係る方針を全国に先駆けて策定し，また，発信し，市内事業者や学校など関係者の皆様と共に感染症対策

を徹底した結果，教育活動と安心安全の両立が図られております。秋以降は延期されていたものも含め，京

都へ多くの修学旅行生をお迎えできることと考えておりますが，引き続き市民の皆様と修学旅行生双方の安

心安全を確保しながら，ＳＤＧｓ未来都市京都の魅力もいかした誘致を強力に進めてまいります。いよい

よ，明日，緊急事態宣言が解除されます。引き続き，感染拡大防止に万全を期しながら，市民の皆様，観光

客，観光事業者，従事者，それぞれの満足度を高め，地域や社会の課題の解決，ＳＤＧｓの達成への貢献，
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様々な危機や環境問題にも対応していく持続可能な新しい京都観光の実現に向けて全力を尽くしてまいりま

す。 

 次に，森林経営管理制度についてでございます。山本恵一議員御指摘のとおり，地球全体の最優先課題で

ある脱炭素社会の実現や激甚化する自然災害の防止等に向け，本市の森林政策におきましても，より踏み込

んだチェレンジが必要であると考えております。そのために，新たな森林経営管理法に基づく計画的な人工

林の整備は，正にその根幹となる取組と考えております。本市では，カーボンニュートラルの目標年である

2050年までに全ての人工林を適切に管理することを目標に掲げ，昨年度までに制度の対象となる過去10年間

に施業履歴のない人工林約1万5,500ヘクタールとその所有者の把握を完了し，今年度から対象人工林の所有

者約6,000人に対して今後の森林経営に関する意向調査と制度の趣旨説明を順次実施しております。今後

は，意向調査の結果を踏まえまして，所有者が管理できない人工林のうち，採算の見込める森林は，集約等

を行ったうえで林業事業者に経営管理を委ね，採算の見込めない森林は，災害に強く管理しやすい広葉樹林

へと転換等を図ってまいります。事業実施に当たりましては，京都府ともしっかりと連携し，貴重な財源で

ある森林環境譲与税や豊かな森を育てる府民税を計画的かつ有効に活用することで，林業の成長産業化や担

い手の育成等も併せて推進し，目標の達成に向けまして鋭意取り組んでまいります。 

 次に，男女共同参画についてでございます。本市では，男女共同参画社会の実現に向けまして，京都市男

女共同参画推進条例及び第5次にわたって策定してきた京都市男女共同参画計画に基づき，市民や事業者の

皆様と共に取組を進めてまいりました。この間，男性の育児休業取得率は着実に向上するとともに，女性の

就業率や管理職登用率の向上など社会における女性の活躍も確実に進んでおります。一方，山本議員御指摘

のとおり，新型コロナウイルス感染症の拡大により顕在化した育児等の家庭責任の女性への偏在化，非正規

雇用の女性を中心とした女性不況，ＤＶや性被害の増加等の課題に取り組む必要がある一方，テレワークな

ど多様で柔軟な働き方が進み，これまで以上に男女共同参画の視点をあらゆる分野で浸透させ理念を推進す

る機会としていく必要があると考えております。そのため，第5次計画では，これまで別に定めていました

真のワーク・ライフ・バランス推進計画を統合し，男女共同参画と働き方改革の施策をより一体的，効率的

に推進してまいります。また，本計画の下，国，府とも十分連携し，法改正の動向を注視しながら，女性活

躍推進，多様で柔軟な働き方の促進，あらゆる暴力の根絶や困難な状況に置かれている方へのきめ細かな支

援等にしっかりと取り組んでまいります。 

 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）事業者支援についてでございます。新型コロナの影響を受けて，厳しい経営環境にあ

る多くの中小企業，地域企業を下支えするため，自民党市会議員団からの御提案等も基に，中小企業等再起

支援補助金を本年4月に創設いたしました。今般，長引く緊急事態宣言等の影響を踏まえまして，事業者支

援に係る国の臨時交付金を活用して，補助金の対象者に応援金を上乗せ給付することとし，昨日8億円の補

正予算を御議決いただきました。ありがとうございました。応援金につきましては，御指摘のとおり速やか

な支給が極めて重要でございます。このため，再起支援補助金の交付を既に受けられました方には，明日に

はお知らせを発送させていただき，10月下旬にはお支払いを完了するようにいたします。また，新たに補助

金を申請される方につきましても，順次審査やお支払いを進めることとし，仮に申請総額が予算を超えた場

合にも，全ての申請にお応えできるよう最大限努めてまいります。これらの制度が多くの皆様に御活用いた

だけるよう，様々な機会を捉えしっかりと周知や相談に取り組んでまいります。今後とも，京都の事業者は

必ず守るとの強い決意の下で，あらゆる支援策を活用し事業者支援に積極的に取り組んでまいります。以上

でございます。 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）本市の消防体制についてでございます。本市は，これまで人口当たりの火災件数，

救急車の現場到着時間において全国トップレベルの水準を維持してまいりました。一方，行財政審議会にお

いて，本市の消防職員が他の政令市と比較して240人多いと指摘を受けました。ほかの都市と比べて市域面

積が広く木造住宅が多いという都市特性を勘案しつつ，本市の消防力は維持することを前提として，150人
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の削減を計画しております。この際には，交代制勤務の見直しを含め，山本恵一議員御指摘のとおり，時代

の変化に対応した新たな消防体制を構築し，市民の安心安全を更に確保していく必要がございます。まず，

新しい装備やＩＣＴの活用については，高機能の消防車や災害の専門性に応じた機材の導入，デジタル機材

を活用した災害情報の共有や管理業務のオンライン化により，現場活用や消防署の業務を一層効率的，効果

的に実施してまいります。あわせて，大規模災害等に迅速に対応するため府や府内消防本部と緊密に連携し，

消防指令センターの共同運用に向けて検討してまいります。また，地域を支える消防団と自主防災組織の更

なる連携については，本年7月に設置した自主防災活動検討ワーキングにおいて，有識者や消防団，自主防

災組織等の皆様から貴重な御意見を頂きながら検討を進め，ＳＮＳを活用した情報発信や，若い世代の自主

防災活動への参加促進等，自助，共助の充実の観点を十分に踏まえ，地域防災力の強化を図ってまいります。

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，西村義直議員に発言を許します。西村議員。 

 〔西村義直議員登壇（拍手）〕 

 西村義直議員 西京区選出の西村義直でございます。自由民主党京都市会議員団を代表して津田大三議員，

山本恵一議員に続いて田中たかのり議員，豊田恵美議員と共に質問させていただきます。門川市長をはじめ

理事者には，市民の皆様に分かりやすい答弁をお願いいたします。 

 まず初めに，決算を踏まえた公営企業の見通しについて伺います。昨年度以上に交通局，上下水道局は，

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い大変厳しい減収の見込みとなる状況ですが，市民生活に欠かすこと

のできない交通事業や上下水道事業の決算状況を，どのように市民に説明し，御理解，御協力いただくので

しょうか。あわせて，これまでから取り組んできた経費削減や短期，長期の事業計画などを今後どのように

して推し進めていくのでしょうか。 

 まず，交通事業についてですが，令和2年度決算では，新型コロナウイルス感染症の影響により，運賃収

入は前年度に比べ，市バスで61億円の減，地下鉄で88億円の減となり，市バスは平成14年度以来，地下鉄は

平成26年度以来の赤字を計上し，さらには，地下鉄事業は，再び経営健全化団体に陥ることになりました。

門川市政を振り返ると，市長就任当時，地下鉄は1日当たりおよそ4,600万円もの赤字，市バスも多額の累積

赤字を抱えるなど全国一厳しい経営状況にありました。その後，市バス，地下鉄の利用促進に取り組み，全

国の路線バスが厳しい状況にあり路線を縮小する中，本市では新たに系統を増やし走行距離を延ばすほか，

地下鉄では駅ナカビジネスの拡充に取り組むなど積極的な増収増客と利便性向上に取り組み，インバウンド

を含む観光客にも支えられ両事業の経営は大きく改善いたしました。その結果，市バス事業では，平成26年

度に累積資金不足を解消し，一般会計からの任意の補助金に頼らない自立経営を実現し，地下鉄事業では，

5万人増客目標を2年前倒しで達成，平成27年度から5年連続で経常黒字を達成するなど安定経営への道筋が

出来たことは評価しますが，その矢先のコロナ禍です。新型コロナウイルス感染症の影響により，両事業を

取り巻く環境は一変し，これまでに類を見ない危機的な経営状況に陥っています。交通局では，令和3年3月

のダイヤ改正において，御利用状況に応じた昼間の時間帯の市バスダイヤの見直しや，地下鉄烏丸線全駅へ

の可動式ホーム柵の設置延期など，あらゆる事業を見直し経費節減に取り組まれ，危機的な状況の下，市バ

ス・地下鉄事業経営ビジョン検討委員会を立ち上げ，有識者の意見も踏まえ，今年度中に安定経営を目指し

た中長期の計画を策定するとのことであります。検討委員会については，これまで2度開催され，運賃の在

り方や収入増加策，路線ダイヤの見直しを中心に議論が交わされてきました。今後も引き続き，経営改善に

向けた議論が重ねられることと思いますが，そこでの議論も踏まえたうえ，何としても市民の足である市バ

ス，地下鉄をしっかりと守ってもらう必要があります。さらに，可動式ホーム柵の全駅設置などの延期した

事業についても経営の回復状況を踏まえ，市民の暮らしや社会経済活動を下支えしている市バス・地下鉄事

業をどのように運営し持続可能な経営とするのか，市長の覚悟と決意をお聞かせください。 

 次に，上下水道事業についてですが，長期的な水需要の減少傾向が続く一方で，管路や施設の老朽化によ

り多額の財政需要が発生するなど厳しい経営環境にあります。上下水道局では，平成30年3月に今後10年間

に取り組むべき課題や目標を定めた「京の水ビジョン－あすをつくる－」及びその前期5箇年の実施計画で

ある中期経営プランを策定し，この間，その取組を進めてこられました。今年度は，そのビジョン，プラン

の3年目ですが，新型コロナウイルス感染症の影響により水需要は更に大きく減少し，水道料金，下水道使
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用料収入についても，プランに掲げた見通しを大きく下回る非常に厳しい状況になっています。プランに定

めた事業を着実に推進するとともに，業務執行体制や事業運営の効率化によりプランを上回る経費削減に取

り組まれたものの，配水管更新等の財源となる積立金の確保額は目標に届かず，財政状況は極めて厳しいも

のと認識しております。令和3年度予算においても，前年度と比較すると回復傾向にあるものの，新型コロ

ナウイルス感染症の影響による水需要の落込みが続いており，さらに今後，水道事業では国の積算基準の改

定等により整備事業費が大きく増加するとともに，公共下水道事業では一般会計の危機的な財政状況を受け

て全会計連結の視点により一般会計からの出資金を令和7年度まで休止されることとなり，両事業共に厳し

い財政状況が続くことになります。しかしながら，様々な課題がある中でも，市民の命と暮らしを守るため，

重要なライフラインである上下水道を今後も安定して維持し将来世代にしっかりと引き継いでいかねばなら

ず，令和2年度決算の総括に加え，今後の上下水道事業の経営に対する覚悟と決意についても伺います。 

 次に，市街化調整区域における今後の都市計画について伺います。京都市の面積8万2,783ヘクタールのう

ち，北区，左京区，東山区，山科区，右京区，西京区，伏見区にある市街化調整区域の面積は，3万3,071ヘ

クタールと京都市域の約4割を占めており，それぞれの市街地ともつながりの強い地理的特性を有しており

ます。この市街化調整区域については，昭和30年代後半から40年代にかけて，都市への激しい人口集中によ

り無秩序な開発など都市問題が顕在化した時代背景を受け都市計画法が制定され，市街化区域と市街化調整

区域との区分を定めることとされたものであり，本市においても，約50年前の昭和46年12月に市街化調整区

域を指定し，建築や開発行為の制限などによって緑豊かな自然環境や農地の広がる田園風景が保持されてお

ります。一方，人口減少と高齢化が急速に進展し，5年に一度の国勢調査においても顕著な人口減少傾向に

あり，平成12年から平成27年までの15年間，市街化調整区域の人口は約10パーセント減少，そして，私が生

活する西京区では，約18パーセントも減少しているように，地域コミュニティの維持や農業の後継者不足等

の課題が地域住民の間でも懸念されているところであります。私は，地域における活性化は，人が住み，そ

していつまでも住むことができることであると強く思います。そのため，今後も既存集落をはじめとする定

住人口の確保や産業の創出など，地域の将来像の実現にふさわしい土地利用の誘導を図っていくことが不可

欠であると考えております。この間，本市でも，平成31年3月に，人口減少，少子高齢化の進行といった課

題に対して，将来にわたって暮らしやすく魅力や活力のある持続可能な都市構造を目指して，京都市持続可

能な都市構築プランを策定し，市街化調整区域を含む周辺地域を緑豊かなエリアと位置付け，農林業や観光

産業の振興等により，地域の生活，文化を維持，継承することとされております。さらに，昨年7月には，

空き家の活用がしやすくなる制度変更が行われ，本年5月には，地区計画運用基準を改定されるなど，集落

の定住人口の確保や地域の将来像の実現にふさわしい土地利用を誘導し，持続可能で魅力と活力あるまちづ

くりを進めていくための支援がされているものと認識しております。また，先般も，集落へ新たに移り住む

方の住宅の新築を可能とする仕組みとして，都市計画法第34条第11号に基づく条例案について，市民意見募

集が行われたところであります。このように，市街化調整区域の活性化は，豊かな自然を守ることと多くの

人が住みたいと感じる住環境の整備とを両立させながら進めていくことが何よりも大事であり，人口減少が

進展する中でも多様な住まい方を選択しながら住み続けられることが，ひいては京都市の人口減少にも歯止

めを掛け持続可能な都市の構築につながっていくものと確信いたします。そこで今後も市街化調整区域で生

活する私たちの切実な声に対して，本市の考え方を伺います。 

 次に，ユニバーサルデザイン，バリアフリーについて，お尋ねします。この夏，東京2020オリンピック・

パラリンピックが開催され，パラリンピックでは，新たに異なる障害のある男女2名ずつのチームでリレー

する陸上のユニバーサルリレーが正式種目となりました。多様性を認め，互いを尊重し，タイミングを計り，

次の選手を思いやることが重要となります。大会のコンセプトの一つである多様性と調和が随所に見られた

東京大会であったと感じており，ユニバーサルデザインの社会を一層構築していくことが重要であると考え

ています。さて，本市では，平成17年4月に，みやこユニバーサルデザイン推進条例を他都市に先駆けて制

定し，全ての人にとって生活しやすい社会環境の整備を目指して様々な取組が進められています。地下鉄で

は，乗客の安全のためのホームドアが東西線全駅と烏丸線主要駅に設置され，24駅でオストメイト対応の多

機能トイレも設置されています。市バスでは，車両の95パーセント以上が，車椅子の方や高齢者などが乗り

降りしやすいノンステップバスになっています。また，明日の10月1日からは，全ての宿泊施設を対象に客

室内のバリアフリー化，共用部へのエレベーター設置，共用トイレの基準充実，バリアフリー情報の公表，
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届出の基準が強化されます。京都市会におきましても，見える市会，伝わる市会を目指し，本会議の中継に

手話通訳画面を付けるとともに，新たになった市会議場の傍聴席にはマイクの音を直接伝えるヒアリングル

ープが設置されています。また，町中では，ヘルプマークを着けている人にバスや電車で席を譲る光景も目

にするようになってきました。ハード面だけでなく，こういった心のバリアフリーについても普及啓発が進

められ，徐々に浸透してきております。このように，本市では，市民や事業者の理解も得ながら，着実にユ

ニバーサルデザイン，バリアフリーの取組が進められてまいりました。一方で，条例制定から15年が経過す

る中，人々の価値観やニーズの更なる多様化，高齢者や障害のある人の社会参加の機会拡大など社会情勢も

変化してきています。また，自然災害の増加や，コロナ禍，そして本市の危機的な財政状況など，新たな問

題も生じてきております。そうした中，あらゆる市民が安心して快適に暮らすことができるよう，ユニバー

サルデザイン，バリアフリー環境の更なる充実を市民や事業者の皆さんと一緒になって推進していくことが

非常に大切ではないかと考えます。そこで，共生社会の実現に向けた本市のユニバーサルデザイン，バリア

フリー施策の現状と今後の展望について本市の考えを伺います。 

 次に，市民生活をより豊かにするデジタル化の推進について質問いたします。コロナ禍を契機に，我が国

のデジタル化の遅れが再認識される中，この9月1日には，デジタル社会の形成，デジタル・トランスフォー

メーション推進の司令塔となるデジタル庁が発足されました。いよいよ，誰一人取り残さない，人に優しい

デジタル化に向けた取組が本格化します。既に，本年5月に成立したデジタル改革関連法に基づき，押印や

書面交付を求める手続の見直しなどの取組が始まっていますし，今後も順次，個人の希望を前提に預貯金口

座を登録することにより，いわゆるコロナ給付金のような緊急時の給付や児童手当などの公的給付を迅速か

つ確実に実施するための法律，相続や災害時の手続負担を軽減するための法律などが施行されていくことに

なります。また，スマートフォン一つで，役所に行かなくても，介護，子育て支援など様々な手続ができる

よう，自治体情報システムの標準化や行政手続のオンライン化などが進められています。このような動きは，

例えば，時間がない子育て世帯などへの利便性向上という観点から多いに期待するところであります。実務

を担う基礎自治体の役割は非常に大きいものと考えますので，厳しい財政状況の下でも，費用対効果を検証

し，国と歩調を合わせて，しっかりと取り組んでいただきたいと思います。一方，取組を進めるに当たって

は，特に，スマートフォンなどのデジタル機器の扱いが得意でない高齢者をはじめ，いわゆる情報弱者とな

りやすい方々が取り残されないようにしなければなりません。私は，こうした方々にもきちんと気を配り，

寄り添いながら進めていく必要があると考えますが，どのように取り組んでいくのか，本市の考えを伺いま

す。 

 そしてデジタル社会の基盤となるのがマイナンバーカードであります。本市の様々な取組に加え，国によ

るマイナポイント事業やカードを取得されていない方への啓発等と相まって大きな伸びを示し，令和3年7月

時点の交付率は38.3パーセントに達しておりますが，国が掲げる令和4年度末までに住民の大半がカードを

取得する目標に鑑みれば，まだまだと言わざるを得ないのが実情です。マイナンバーカードの更なる普及を

図るうえでは，カードの利活用を一層進めることが欠かせません。現在国においては，マイナンバーカード

の健康保険証の利用が10月20日から始まるほか，カード機能のスマートフォンへの搭載等カードの利活用の

拡大に取り組んでおりますが，例えば，目下の国民的関心事である新型コロナワクチン接種事業などへの活

用が実現すれば，飛躍的に普及が進んでいたと考えます。また，国だけに任せるのではなく，主体的にマイ

ナンバーカードの利活用を進めること，あわせて，マイナンバーカードに対する漠然とした市民の懸念や疑

問を払拭する取組も必要です。本市として，今後どのようにマイナンバーカードの普及を図っていくのか，

9月6日から新たに開所された京都市マイナンバーカードセンターの活用も含め見解を伺います。 

 最後に，地元，西京区の道路整備について要望させていただきます。かねてから整備中の都市計画道路中

山石見線は，京都市域と京都府域に接続され目的地への移動や物流など事業効果は大きく，地元住民をはじ

めとする多くの市民にとって待望の道路整備であります。深刻な財政状況でありますが，整備の進捗を図っ

ていただきますよう要望させていただきます。 

 これをもちまして，私の代表質問とさせていただきます。 

 御清聴賜りまして，誠にありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 
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 市長（門川大作）西村義直議員の御質問にお答えいたします。 

 市バス・地下鉄事業でございます。私の市長就任当時，危機的な経営状況にありました両事業は，この

間，通勤，通学の御利用はもとより，観光のお客様にも支えられ，大きく経営改善を果たしてまいりまし

た。その結果，消費税率の引上げに伴うものを除きまして，運賃改定を行うことなく，また，西村議員御紹

介のとおり全国的にバス路線が縮小している中，本市では系統数を74から84に，走行距離も約8パーセン

ト，2,500キロ増やすなど，路線ダイヤを充実し，利便性の向上を図ってまいりました。しかし，新型コロ

ナの影響により，令和2年度のお客様数は，両事業とも前年比で1日当たり10万人以上減少し，これまで全庁

挙げて，また市民ぐるみで取り組んできた増客の成果が僅か1年で蒸発，本年度もも現時点において，いま

だ大幅な減少が続くなど，事業の存続すら危ぶまれる状況にございます。そのため徹底した経費削減はもと

より，路線，ダイヤの見直しや収入増加策，国への支援要望などあらゆる手だてを行っておりますが，新型

コロナによる経営の影響は余りにも大きく，運賃改定にも踏み込まざるを得ない状況にございます。市バ

ス，地下鉄は，市民の皆様の暮らしと多様な都市活動を支える重要な都市基盤であり，この市バス，地下鉄

を次の世代にも継承するためには，市民の皆さんに御不便や御負担をお掛けすることにはなりますが，両事

業の経営安定の実現に向けた取組が必要であり，全力で取り組み，市民の財産である市バス，地下鉄を守り

抜いてまいります。また，大幅な減収の中，多額の費用を要するためにやむを得ず延期しております烏丸線

全駅への可動式ホーム柵の設置につきましては，実施する方針に変わりはありませんが，実施時期につきま

しては，経営の回復状況を踏まえ判断してまいります。 

 次に，上下水道事業の経営についてでございます。京の水ビジョン，中期経営プランの3年目となる令和2

年度は，新型コロナの影響により使用水量が大幅に減少し，水道料金，下水道使用料収入がプランの見通し

を29億円下回る結果となりました。こうした厳しい状況下ではありますが，事業面では，配水管の更新率を

8年前の3倍となる1.5パーセントまで引き上げたほか，上下水道施設の改築更新や耐震化，雨に強いまちづ

くりに向けた雨水幹線の整備など，市民生活の安心安全を支えていくために必要となっている事業につきま

しては着実に推進いたしました。一方，財政面においてはあらゆる努力を重ね，プランを17億円上回る経費

削減に努めましたが，減収の影響が大きく，配水管更新等の財源となる積立金の確保額がプランで掲げた目

標を12億円下回る厳しい決算となりました。また，下水道会計においては，全会計連結の視点から，一般会

計からの出資を令和7年度まで休止することといたしました。水需要の減少に歯止めが掛からない一方で，

国の積算基準の改定等により水道整備事業費が増加するなど，上下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを

増しております。こうした状況を踏まえまして，来年度新たな中期経営プランを策定することとしており，

今後も徹底した経営の効率化を進めるとともに，施設の長寿命化を一層推進するなど将来を見据えた更なる

経営基盤の強化を図り，市民生活を支える重要なライフラインである水道，下水道をしっかりと守り続けて

まいります。 

 次に，市街化調整区域における今後の都市計画についてでございます。西村義直議員御指摘のとおり，本

市の市街化調整区域は，大切に守られてきた豊かな自然環境や地域固有の文化を有する魅力に満ちあふれた

地域が多く存在している一方で，人口減少，少子高齢化の進展，農業従事者の減少等により，文化，コミュ

ニティの維持，継承が困難になるなど，地域の持続可能性について強い危機感を持っております。今般見直

しを行った都市計画の羅針盤となる都市計画マスタープランにおいては，人口減少が進行する中でも，都市

全体において多くの人がそれぞれの多様な住まい方を選択できるよう方針を拡充し，市街化調整区域におい

ても，自然環境と調和した既存集落などの居住環境の充実や，文化的・地理的特性をいかした産業の振興を

図り，この地域を大切にして住み続けていただくことにより，都市全体が有機的なつながりを持つ持続可能

な都市の構築を目指してまいります。そのための取組といたしまして，既に今年度からは，市街化調整区域

において自然環境の継承と定住人口の確保による持続可能な集落の維持，継承を両立し，まちのポテンシャ

ルを最大限発揮できるよう地区計画制度を見直し，地域のまちづくりニーズに応じ，移住，定住の促進や農

林業の地域資源をいかした働く場の創出などを可能とするより使いやすい運用基準へと改定したところでご

ざいます。さらに，西村議員御指摘のとおり，先般市民意見募集を行いました都市計画法第34条第11号に基

づく条例の制定は，対象となる集落や土地について一定の条件の下で，新たに移り住む方の住宅の新築等が

行えるものであり，この取組が地域の活性化に資するものとなるよう，令和4年4月からの施行を目指し着実

に進めてまいります。引き続き，全庁一丸となりまして，市街化調整区域の皆様に寄り添いながら，その地
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域の思いや将来像をしっかりと酌み取り，これまで用意してきた手法を組み合わせ，持続可能で魅力と活力

あるまちづくりを進めてまいります。 

 次に，デジタル化の推進についてでございます。西村義直議員御指摘のとおり，デジタル化を進めるに当

たりましては，誰一人取り残さない人に優しい視点が何よりも大切と認識しております。先般発足したデジ

タル庁におきましても，重点取組の一つとして，誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会を目指すとされ

ており，インターネットやパソコン等を利用できる方とできない方との間に生じる情報格差の解消が重要な

課題となっております。本市におきましては，現在，国や携帯電話事業者等と連携するとともに，自治会等

の御協力もいただきながら御高齢者など情報弱者となりやすい方々に向けましてスマートフォン教室の開催

を進めており，引き続き老人福祉センターをはじめより身近な場所での相談，学びの機会の創出など，きめ

細やかに寄り添いながら一層の充実を図ってまいります。極めて厳しい財政状況の下ではありますが，デジ

タル化は市民サービスの向上と行政の効率化はもとより，地域企業の活性化やイノベーションの創出等，都

市の成長戦略につながる重要施策の一つでございます。将来のＳｏｃｉｅｔｙ5.0社会を見据えまして，国

ともしっかりと歩調を合わせて積極果敢に取り組んでまいります。 

 また，デジタル社会の基盤でありますマイナンバーカードにつきましては，商業施設での申請サポート等

の取組より交付数はこの1年で倍近くの約56万件まで増加し，これに伴い住民票の写しなどマイナンバーカ

ードを利用した証明書のコンビニ交付の件数が急増するなど，多くの方にカードを便利に御利用いただいて

おります。昨日議決いただきました補正予算における出張申請窓口の強化やカードへの懸念等を払拭する周

知広報の強化といった取組と共に，先日9月に開設いたしましたマイナンバーカードセンターでは，平日の

夜間，また土曜，日曜の開庁など利便性を向上させており，更なるカードの交付や申請に対応してまいりま

す。今後とも，カードの利活用と円滑な交付と利便性の向上を両輪で進め，市民の皆様にデジタル化のメリ

ットを実感していただけるように取り組んでまいります。 

 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）ユニバーサルデザイン，バリアフリーについてでございます。本市では，平成17年

4月に，他都市に先駆けてみやこユニバーサルデザイン推進条例を策定し，年齢，性別，国籍，心身の状態

などの違いにかかわらず，誰もが初めから利用しやすいまちづくり，情報の伝達を進めてまいりました。と

りわけ，近年多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症などに対し，市民の皆様の安心安全な暮らしを

守るため，必要な人が必要な情報を得られることが重要であり，ＳＮＳの活用や優しい日本語の使用など分

かりやすい情報発信に取り組んでいるところです。くわえて，毎年小学生，中学生，高校生を中心に多数の

応募を頂き子供たちが自ら考えるきっかけとして定着しているみやこユニバーサルデザイン賞をはじめ，市

民や事業者の皆様への普及啓発などにも取り組んでいるところです。また，この10月1日から始まります宿

泊施設の質の向上を図るため，客室内のバリアフリー基準の充実や施設内のバリアフリー情報の公表制度の

創設など，これまでに本市の400を超える施策等にユニバーサルデザインの考え方を反映し，京都市全体と

して取組を展開しております。ユニバーサルデザインの推進は，ＳＤＧｓの誰一人取り残さないという基本

理念につながるものであり，共生社会の実現にも不可欠な要素であります。一人一人の様々な気付きがユニ

バーサルデザインの推進につながることから，心のバリアフリーをはじめとした普及啓発に一層注力すると

ともに，今後，民間企業や大学とも連携し，新たなアイデアや技術を採り入れた実践を進められるよう取り

組んでまいります。以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，田中たかのり議員に発言を許します。田中議員。 

 〔田中たかのり議員登壇（拍手）〕 

 田中たかのり議員 右京区選出の田中たかのりでございます。津田大三議員，山本恵一議員，西村義直議

員に続き，豊田恵美議員と共に，自由民主党京都市会議員団を代表し質問をさせていただきます。 

 「ザ・ラストマン」，自分の後ろには，もう誰もいないという強い覚悟で決断，実行し，日立グループを

どん底からＶ字回復へと導いた川村隆氏の言葉があります。門川市長にも，今の厳しい京都市の現状を，市

長の後ろには誰もいないという強い覚悟で決断，実行し，乗り越える強い気持ちを聞かせていただけること
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を期待し，質問に入ります。 

 まずは，今後の保育環境についてお伺いいたします。京都市では，この5年間で保育施設の新設や増改築

などによる児童受入数を約83億円掛けて計141箇所，3,216人分の確保などを進めてきた結果，子育て世代の

京都市からの流出は大きな課題となっておりますが，国基準で8年連続となる保育所等待機児童ゼロを達成

いたしました。市長が就任以来，市政の最重要課題として子育ての環境の充実と強化を推進し，子育て・教

育環境日本一の京都を目指して取組を進めてこられたのは，保育園，幼稚園関係者をはじめ御理解いただい

た多くの市民，近隣住民の皆さんのおかげであると感謝の気持ちでいっぱいですと記者会見でもお話しされ

たことがありました。待機児童ゼロの取組は重要な政策であります。今後も市民に安心して御利用いただけ

る保育環境づくりをお願いしたいと思っております。一方，今年，厚生労働省は，女性の就業率の上昇を上

回る速度で少子化が進むため，保育施設の利用児童数が2025年をピークに緩やかに減少に転じるとの推計を

発表されました。京都市では，この2年間，利用児童数が減少し，もうピークではないかという声も聞きま

す。現に，この5年間，毎年100箇所以上の保育施設で計1,000人以上の定員割れを起こしています。今年度

の4月現在でも，児童数で2,349人分，保育施設の半数以上の239の施設で定員を割っている状態が明らかに

なりました。定員割れの原因は，単に利用児童が少ないという理由だけではなく，保育士の確保が十分でき

ていない，1号認定への移行，国直轄の企業主導型保育所の増加など事情は様々であります。京都市では，

過去の実績から将来の利用見込みを算出していますが，新たに誕生する子供たちの数を正確に予測すること

は誰にもできません。そのため，待機児童ゼロを達成するためには，あらかじめ多くの保育施設を造る必要

があるのは理解ができます。しかしながら，定員を割っている状態を放置することはよいことではありませ

ん。保育施設は，何よりも重要な保育の質を確保することと同時に，安定した運営が求められます。子供が

少ないからといって，子供たちと保育士の築き上げた信頼を壊すことは子供たちへの影響が大きく，単に保

育士を減らすことで運営を安定させることは，利益を上げることを目的としていない保育事業としてあって

はならないことです。京都市の保育施設の多くは，民間に運営をお願いしています。設立に当たっては，か

つても厳しい財政状況から依頼されたものも多く，民間の保育施設の協力で京都市の財政的な負担を減らし

てきました。だからといって，今定員割れで民間保育施設の運営が苦しいから，京都市が財政的に負担はで

きるのでしょうか。今後も就学前の児童数を予測することは難しく，2025年をピークに利用児童数が減少し

ていくと言われる中，これまでの地域，年度による偏在を新たな施設を増やすので対処するのではなく，保

育施設の安定した運営のためには，定員や運営等の適正化，定員に見合ったバランスある利用調整，年度途

中でもいつでも入れる保護者のニーズなど，保育施設を造り過ぎたのではないかと言われないよう，今ある

施設を柔軟かつ有効に活用し子供たちの保育環境をしっかりと守る責任があると思いますが，今後はどのよ

うに考えているのでしょうか。 

 午前の質問はここで終わりといたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）田中たかのり議員の一般質問の途中ですが，暫時休憩いたします。 

 〔午前11時55分休憩〕 

 〔午後1時1分再開〕 

 議長（田中明秀）休憩前に引き続き，会議を行います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）休憩前の一般質問を継続し，田中たかのり議員の質問に対する答弁を求めます。吉田副

市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）田中たかのり議員の御質問にお答えいたします。 

 保育環境の整備についてでございます。本市においては，保育所，幼稚園関係者及び地域の皆様の御協力

の下，保育所などの新設や増改築などに取り組んだ結果，令和3年4月時点において，国の基準で8年連続待

機児童ゼロを達成しました。今後の保育料の確保については，保育需要の拡大がなお見込まれる地域がある

一方で，田中たかのり議員御指摘のとおり，利用児童数の減少や定員割れとなる保育所などがございます。

このため地域の保育ニーズをきめ細かく把握し，保育関係者と情報共有しつつ，既存施設の活用を原則とし，

それでは対応できない地域において，ピンポイントで施設の新設に取り組んでおります。くわえて，利用調
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整においては，保育の申込みがあった保護者に対して，受入枠に余裕がある保育所などの情報を窓口での案

内や個別通知の発送，京都市情報館への掲載などにより，積極的に提供をしております。引き続き，施設利

用につながるよう本市も寄り添いながら，各保育施設で保育内容の更なる充実に向けた取組をしていただく

ことと両輪で丁寧な利用調整に努めてまいります。また，定員については，利用状況や地域ニーズに応じて

適切に増減させていくべきものでありますが，運営費に影響することから本市補助金の再構築の検討の中で

精査を進めてまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）田中たかのり議員。 

 〔田中たかのり議員登壇〕 

 田中たかのり議員 午前に引き続き，質疑をさせていただきます。 

 子ども若者はぐくみ局は，平成29年に設置され，今年で5年を迎えます。少子化の中，その役割の進化が

問われています。子育て政策を担当する局長や室長には，保護者や保育事業者，そして何よりも子供たちの

声にしっかりと耳を傾けていただくことをお願いしておきます。 

 次に，京都市の成長戦略についてお伺いいたします。京都市は，市民一人当たりの税収が政令指定都市平

均と比較して低く，ぜい弱な税収構造が長く続いてきました。ただ，地方公共団体間の財政の不均衡をなく

すため，財政状況を考慮して，国からの地方交付税により京都市に住む住民にも一定の行政サービスが提供

できる財源を配分されていたはずであります。ただ，国の三位一体の改革によって地方交付税は減少傾向に

あり，京都市は，地方交付税への依存ではなく市税収入を増やすことに取り組んできましたが，増収の75パ

ーセント分は，地方交付税が減少する仕組みのうえ，国の制度改正により実質75パーセント分を上回って削

減されてきました。その結果，一般財源収入は減少し，京都市の財政構造はますます厳しくなっています。

8月に示された行財政改革計画には，行財政改革の取組と共に，「都市の成長戦略～進化する戦略～」を発

表されました。その中には，税収の増加を図るため，政策を効果的，効率的に進めながら高い目標を掲げ，

失敗を恐れない挑戦と改革，進化を決意し，人と企業に選ばれる好循環につなげていくとあります。今後，

京都市は，都市の成長戦略に示されたとおり，一般財源収入を100億円以上，税収ベースで400億円以上増加

させる目標数値を掲げ，新たな価値を創造する五つの都市デザインを描き，税収の増加に向け，財政構造の

転換を進められます。実現するには，人と企業に選ばれる都市であることが欠かせません。人と企業に選ば

れるには，京都の歴史を振り返る必要があるかもしれません。1000年以上もの間，都だった京都は，先進性

に富んだまちでありました。歴史や伝統を守るだけではなく，首都というのは常に新しいもの，日本で，世

界で初めてのものに挑み，柔軟に採り入れようとする機運に満ちていました。その結果，多くの情報が集ま

り，新しい産業が集積し，世界中から多種多様な可能性を持つ人が加速度的に集まる好循環が生まれ，発展

し続けてきました。また，アメリカのシアトルは，マイクロソフト，スターバックス，アマゾン，コストコ

といった世界の暮らしを変えるようなイノベーション企業が集まっています。その結果，会社が成長するた

めに必要なヒト・モノ・カネ・情報が集まり，住民の所得も上昇し，都市が発展する好循環が起こっていま

す。京都市は，失敗を恐れず前に進むことを決意しました。今の京都市が目指すのは，これまでの京都の特

性をいかした唯一無二の最先端のイノベーション都市であるとともに，ほかの人がまだ作っていない物やサ

ービスのアイデアを生み出すイノベーション企業の集積が必要だと考えます。これまでも京都市が支援して

きた多くの企業からも支援の輪を広げていただき，人と企業に選ばれるまちに向け，どのような取組を進め

るのか。また，その覚悟をお聞かせください。 

 次に，職員の働き方についてお伺いいたします。京都市では，変化する時代に合わせた職員数の適正化を

進めるとお聞きしていますが，長時間労働の是正や生産性の向上にとどまらず，人を大切にし，生活の中に

文化を息付かせ，地域のきずなの大切さを再認識するなど，生き方そのものを見直す人を大切にする京都な

らではの働き方改革として職員一人一人の変化を求めています。市長は，職員の皆さんに，カマスという魚

の話をされているとお聞きしました。間仕切りのある水槽の一方にカマス，もう一方に餌となる小魚を入れ

ると，カマスは，小魚を食べようとして何度も間仕切りに体当たりを繰り返しますが，食べることができな

いと思い込むと，間仕切りを外したとしても小魚を襲わなくなります。ただ，新しく入れた一匹のカマスが

小魚を襲い出すと，それを見て諦めていたカマスも小魚を襲えることを再認識し，襲い出すとの話でした。

カマスのように，常識だ，当たり前だと思い込んでいることで，知らず知らずのうちに変化することを諦め

ていることが，今の京都市にもあるのではないでしょうか。今の京都市の職員に求められている働き方改革
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は，京都の企業や京都市役所で将来優秀な人材が働きたい，世界中の企業が京都市に拠点を置いて働きたい，

京都で起業したいと思ってもらえる京都企業の手本となるような変化を実践することです。例えば，変化を

常に実践している未来工業という会社が岐阜県にあります。その会社の社是は，「常に考える」，社員に常

に変化を求め，どんなささいなアイデアでも会社に買い取ってもらえ，常に社員は何か変えることができな

いかと考えるようになるとのことです。働き方改革には，職員一人一人の変化する意識を持ち，アイデアを

積み上げていくことが大切だと思っています。そのうえで，テレワークの常態化や，またフリーアドレスの

導入などの新たな働き方を採り入れ，どこでも仕事ができる多様な働き方を作り上げることも重要だと思い

ます。京都市が推進する人を大切にする京都ならではの働き方改革に向けて，どのように進めていくのか御

見解をお伺いいたします。 

 次に，地域の担い手の確保についてお伺いいたします。京都に都が移されてから1227年。この間，京都の

まちは，繁栄と衰退を繰り返しながら，多くの人を魅了し続けてきました。京都のまちは，室町時代，応仁

の乱で中心部は戦場になりましたが，大きな被害から復興させたのは，町衆。また，明治維新で大幅な人口

減少により，大きな危機から復興させたのも町衆でした。京都は，どんな困難なときでも，町衆，今でいう

市民が作り上げてきたまちです。京都市の基本構想には，「市民がつくる京都のまち」が掲げられています。

これまでも地域団体が主体となって，市民活動団体，地域企業，地元大学などが連携し，福祉，経済，文化，

防災などあらゆる面で地域を活性化するまちづくりを進めてきました。また，学区単位では，自治連合会や

社会福祉協議会などの地域団体による一人暮らしのお年寄り宅への訪問やお祭り，地蔵盆，清掃活動や防災

訓練など，暮らしの安心安全を守り，京都の伝統，文化を次世代に引き継ぐ市民の活動を見ることができま

す。しかし，人口減少，少子高齢化が進む現在，京都市のまちの発展に欠かせない地域を支える市民が減少

し，高齢化が進んでいく中，地域によっては，活動への負担感，参加者の固定化が進み，役員の担い手不足，

住民同士のつながりの弱体化が深刻になっています。その結果，共に助け合う力によって支えられている，

防災や防犯，福祉などへの地域でのきめ細やかな取組にも影響が出てきかねない状況にあります。誰もが，

安心して暮らせるまちづくりには，住民一人一人の自助，行政機関などによる公助だけでなく，地域の支え

合いによる共助が欠かせず，行政が共助を担う地域団体などをしっかりバックアップしていく体制が必要で

あります。昨年の代表質問でも，地域の活動にインセンティブを考えることを提案させていただきました。

それに対し，地域コミュニティの活性化については，地域活動への参加促進やコミュニケーションの円滑化

等につながるＩＣＴの活用を深めるとの答弁もありました。今後，新たに京都市が策定を進める地域コミュ

ニティ活性化ビジョンでは，地域コミュニティの核となる担い手の確保のための支援をどのように進めよう

としているのかお聞かせください。 

 次に，消防団の課題についてお伺いいたします。遡ること江戸時代，京都には主に御所の防衛に当たって

いた常火消しと各町で組織されていた町方火消しの二つの組織がありました。京都市の消防団の歴史は，町

方火消しが原点であり，300年余りの伝統が引き継がれる京都市の誇りでもあります。消防団の活動は，消

防庁によると10年前に比べ火災現場への出動が2割減っているが，度重なる地震や風水害などの激甚化する

大規模災害時の救助救出活動，避難誘導，災害防御活動が3倍近く増えるなどの重要な役割を果たしていま

す。また，平常時でも，住民への防火指導，巡回広報，特別警戒，応急手当指導など，地域に密着した活動

で，地域における消防力，防災力の向上，地域コミュニティの活性化に大きな役割を果たしています。今年

7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害では，災害で本業の先行きも見えない中，災害前後の情報収集や

避難誘導，捜索活動など，地域に密着した消防団員が，地元のために，地元のことだから自分たちでとの思

いから1箇月近く捜索隊の後方支援に奮闘され，消防団の存在感が一層高まりました。消防庁によると，全

国の消防団員は2年連続で1万人以上減っています。この状況に危機感を覚えた消防庁は，今年4月，年額報

酬，出動手当の適正化や，個人への報酬支給などの待遇の改善を含む抜本策を全国に通知しました。京都市

では，年額報酬に加え，出動手当についても国からの通知に先んじて個人支給を導入しています。ただ，個

人支給としたことにより，消防団からは，維持，運営費用について心配する声も上がっています。消防分団

の施設の改修に対する補助金についても，消防分団の定数にかかわらず一律で，定数の多い地域での配慮が

必要であると思います。消防団の充実のためどのように考えているのでしょうか。また，消防団の充足率

100パーセントを達成することは大きな目標であり地域の誇りでもあります。ただ，充足率100パーセントを

目指しても，右京区では京北地域が人口減少する中，合併により増加した定数400名のうち375名が維持され
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ています。その結果，右京区の充足率は本市平均の88.7パーセントを大きく下回る結果となっています。消

防団の定数については，右京区にかかわらず人口や地域の事情を踏まえた定数の適正化が求められ，柔軟な

考え方が必要と思いますが，どのようにお考えなのでしょうか。 

 次に，不妊治療について質問をさせていただきます。国で議論が進められている不妊治療に対する保険適

用は，現在の助成制度よりも負担が増える夫婦や，年齢による適用外の夫婦などの不利益が生じることも考

えられます。また，人事院の調査では不妊治療と仕事との両立が難しい，無理と答えた人は約75パーセント。

不妊治療への更なる理解と休みの取りやすい環境づくりを進める必要があると考えます。昨年の代表質問で

は利用者の不安や悩みに応えていけるような新たな取組を検討するとも聞いていますが，そのことも含め今

後の取組についてもお聞かせください。 

 最後に，右京区の課題について要望いたします。右京区京北地域では，京都京北活性化ビジョンで示され

た京北の未来像に向け元京北第一小学校を活用したテレワーク拠点を開設されるなど取組が進んでいますが，

森林，農業，陸封アユ，合併の森など地域の魅力をいかす更なる取組を求めるとともに，宇野，細野地区で

住民が望まない残土の持込みへの取締りも要望いたします。 

 また，七条通拡幅事業については，令和5年度までは予算の計上が見送られましたが，安全対策，調査聴

き取り，市バスのルート変更など，予算がなくてもできることは進めていただきたいと思います。 

 西京極総合運動公園についても，これまで3度の代表質問でも質問，要望をさせていただいた西京極総合

運動公園の文化的な活用の検討と共に，阪急西京極駅から西京極総合運動公園に向かうアプローチには，不

法投棄，歩道を塞ぐ雑草，ごみの散乱などが目に付きます。総合運動公園の整備と共に周辺整備もしっかり

と考えていただきたいと思っております。 

 結びに，行財政改革計画は2025年度までの計画となっていますが，まずは残された市長の任期までに市長

の後ろにはもう誰もいない「ザ・ラストマン」の覚悟で京都市民を導いていただけることを信じて質問を終

わります。 

 御清聴ありがとうございます。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）田中たかのり議員の御質問にお答えいたします。 

 本市の特性をいかした企業誘致についてでございます。魅力あふれる京都を未来につなげると同時に，現

下の危機的な財政状況を乗り切るためには，人と企業に選ばれる成長戦略の実現が不可欠であります。本市

には優れた文化や大学の知の集積など都市特性に加えまして，伝統的な技術を礎に先進的な製品開発を行う

オンリーワン企業や大学発ベンチャー企業を数多く輩出し続けている独創性あふれる風土があり，人や企業

を引き付ける魅力となっております。私は，この魅力を最大限に活用し，歴史ある企業とスタートアップ，

大企業と地域企業，中小企業，さらには大学，市民，行政などの交流，協働により新たな価値を創造し，京

都ならではのイノベーション都市を実現したいと考えております。本市では，これまで企業の本社，工場，

研究所等の新増設等の際の支援やスタートアップへの資金調達や事業課の支援，さらにはベンチャー企業目

利き委員会やオスカー認定による独自技術を持つ有望企業等の発掘などイノベーション企業の集積に向けた

取組を進めてまいりました。また，昨年のスタートアップ・エコシステム「グローバル拠点都市」選定以

降，オール京都で国内外の起業家等への情報発信を強化しております。最近では，魅力あるビジネス環境を

求めまして，研究開発型のＩＴ企業等が京都に新たな拠点を構え，さらに，本市独自施策でありますスター

トアップによる社会的課題解決事業をきっかけに，新たに8社が京都に進出しております。こうした成果を

踏まえまして，今後，様々な知見を持つ外部有識者や民間事業者等とも連携し，産業界の動向等の分析，研

究のほか，国内外への積極的な情報発信や個別企業への働き掛けなどターゲットを意識した企業誘致を進

め，都市の成長戦略を実現してまいる決意でございます。 

 次に，本市職員の働き方改革でございます。田中たかのり議員御指摘のとおり，働き方改革は，いわゆる

長時間労働の是正や生産性の向上にとどまらず，人間を大切に，生活の中に文化をといった生き方そのもの

を見直すことで人間らしい生き方に立ち戻り，京都ならではの働き方改革として実践することが重要なこと

と認識しております。そのためには，職員一人一人が慣例に捕らわれず，変化や多様性を尊重することも大

切であり，職員が仕事と家庭の両立だけでなく社会，地域貢献活動などの様々な活動に参加し，人間力を高
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め，一人一人の職員の力，また組織力に還元されるものと考えております。そのために，本市では，これま

でからＡＩやＩＣＴを活用した業務効率化や外部専門家のコンサルティングによる既存の事務フローの抜本

的な見直しに加えまして，在宅勤務制度やモバイルワーク等テレワークの積極的導入など多様で柔軟な働き

方改革を推進してまいりました。今後も行財政改革計画に掲げるとおり，多様な全ての職員の活躍を目指す

真のワーク・ライフ・バランスの実現，長時間労働から短時間で成果を挙げる生産性の高い働き方への転換

を推進することで，職員一人一人が持ち得る能力を余すことなく発揮できる，前例に捕らわれず創造性を持

ち，働き甲斐を持って挑戦，改革する組織づくりに本市が率先して取り組んでまいります。 

 次に，地域活動の担い手確保についてでございます。田中たかのり議員御指摘のとおり，京都には住民自

治の伝統が脈々と受け継がれておりますが，人口減少や高齢化に加えまして，ライフスタイルや価値観の多

様化，単身世帯の増加や共働き世帯の主流化などを背景として地域活動に関わる機会やきっかけがない方，

また，関わりを持ちたくても持ちにくい方が増えるなど，地域における担い手確保は大変重要な課題が増え

てきていると認識しております。このため，現在策定中の地域コミュニティ活性化ビジョン案では，誰もが

地域の一員として参加しやすい地域づくりや，新たな担い手の育成など地域コミュニティの持続的な発展を

支援していくことを掲げております。昨年度，田中たかのり議員の御提案をきっかけに，今年度ソフトバン

クと連携協定を締結し，ＬＩＮＥやＺｏｏｍなどのＩＣＴ活用のための講座を実施するなど地域活動の効率

化や負担軽減，地域活動に参加する人の裾野の拡大につなげる取組を進めているところであります。こうし

た新たな取組と地域からの相談に応じ課題解決に向けて一緒に考える地域コミュニティサポートセンターや

地域に近い区役所・支所がより一層寄り添った取組を進めまして，次代の地域コミュニティの核となる担い

手の育成支援と地域コミュニティの活性化に取り組んでまいります。さらに，地域活動に重要な役割を果た

している社会福祉協議会をはじめとする各種団体等の活動に対する財政支援の在り方の検討に当たりまして

は，各団体の財務状況等を十分踏まえたうえで，地域活動等に支障の生じることのないように十分協議する

中で丁寧に対応してまいります。 

 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）消防団についてでございます。全国的に消防団員が減少する中，本市の消防団員は，

令和元年には50年ぶりに4,500人台を回復するとともに，平成29年以降，四つの消防団で充足率100％を達成

いたしました。地域の皆様の御協力に加え，団長，分団長の御尽力の下，女性，若手を中心に消防団員の有

志で結成された消防団充実強化実行チームの活動などにより，消防団員数が増加をしてまいりました。現在，

新型コロナウイルス感染症の影響で入団勧奨が十分に行えない状況ですが，災害現場活動など地域防災の要

として御活躍いただいており感謝申し上げます。消防団の手当等につきましては，国通知の内容を踏まえ適

切に対応してまいります。田中たかのり議員御指摘の手当の個人口座への支給による消防団の維持，運営費

への影響と消防団施設の改修に対する補助金については，消防分団の活動や施設の状況を鑑みて十分に検討

してまいります。 

 次に，消防団の定員についてでございます。右京区の消防団員充足率の低下については，京北地域の人口

減少などの影響を受けていることから，喫緊の課題として定員を見直してまいります。一方で，市内の11消

防団の定員については，管轄面積や災害発生状況など消防団を取り巻く環境やこれまでの消防分団数を踏ま

え，新たな機能別団員の充実を含め引き続き検討してまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）不妊治療についてでございます。不妊，不育等については，田中たかのり議員御指

摘のとおり，利用者の不安や悩みに応えていくことが重要であることから，昨年度，本市独自に助成制度の

利用者などに対するアンケート調査を実施いたしました。今年度は，その調査結果を踏まえ，利用者にとっ

て利便性が高くなるよう相談事業や交流会などをオンライン形式で実施していくほか，ホームページの見直

しやバナー広告などによる事業の周知等，利用者促進に向けて取り組んでおります。不妊治療に対する保険

適用については，国において不妊に悩む方に寄り添う制度となるよう，議論が進められているところです。

引き続き，保険適用の詳細について国の動向を注視してまいります。また，仕事と治療の両立については，
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企業向けメールマガジンを活用した事業などの周知も取り組んでおります。国の検討チームにおいても，特

別休暇制度や時差出勤など不妊治療を受けやすい職場環境づくりに向けた検討が進められており，国の動向

を注視しつつ関係部署が連携し利用促進に向けた取組を進めるとともに，企業の休暇制度や働き方改革の推

進など必要な制度構築を国に対して求めてまいります。以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，豊田恵美議員に発言を許します。豊田議員。 

 〔豊田恵美議員登壇（拍手）〕 

 豊田恵美議員 左京区選出の豊田恵美です。自由民主党京都市会議員団を代表して，津田大三議員，山本

恵一議員，西村義直議員，田中たかのり議員に続き質問をさせていただきます。市長はじめ理事者の皆様に

は，誠意ある御答弁をよろしくお願いいたします。 

 まず初めに，本市所有資産の有効活用について質問します。持続可能な行財政改革の確立のためには，本

市の財産をいかに財源に結び付けていくかが重要です。低利用，未利用の資産の有効活用を進めていくこと

はもちろんですが，現在使用している施設について，人口減少やデジタル化の推進といった社会情勢や市民

ニーズの多様化など取り巻く状況が当初から大きく変化していることも踏まえ，改めて保有し続ける必要性

を総点検する必要があります。現在，市の所有資産は所管するそれぞれの局が管理運営を行っていますが，

本気の行財政改革を推進するためには，分野横断的に資産活用の状況を掌握しながら利活用する検討が求め

られており，全庁的な統括体制の構築が必要であると考えます。今後，施設の老朽化により維持に多額の財

源も必要となる中，現在の用途に捕らわれることなく複合化や集約化等による保有施設の規模と適正化を図

り，貸付けや売却等，活用可能な資産を更に生み出し，コストの削減と共に都市の成長や地域活性化，収入

増につなげることが大変重要であります。資産の有効活用を進めるという点では私の地元左京区の松賀茂公

園の予定地，松賀茂苗ほ跡地については長年整備がなされず，資産の価値に応じた活用がなされていないの

が現状であり，活用について検討すべきであると提言を行ってきました。市内にはほかにも深草西浦南，竹

田に長期間未整備で活用がなされていない公園予定地があり，移転後の西院小学校のプール跡地についても

土地活用の検討を進めるべきだと考えます。公園整備については整備予算が必要となり，危機的な財政状況

の中，新規整備のめどは立っていません。そこで，いまだに整備着手できていない公園予定地については，

本来は公園として整備するべきですが，それが難しい今，あらゆる活用の可能性を検討する時期に来ている

のではないでしょうか。未整備の公園予定地の在り方については，今の市民のニーズをしっかりと踏まえ，

柔軟な発想で活用を進めていただきたいと思います。東京オリンピックでは，日本人の活躍が目覚ましく，

特に新種目であるスケートボードや自転車，ＢＭＸでの若い選手の活躍に世界中が感動しました。スケート

ボードや自転車は，共にスポーツ競技でありますが，専用で練習できる場所が少なく，町中の公園では迷惑

行為として受け止められることもあると選手の皆様からお伺いしています。今回のオリンピックで一層市民

のニーズが高まっている中，公園の利活用の観点や予定地の整備，活用の観点を踏まえ，民間の力を活用し

たうえで専用の練習スペースを整備するべきであると考えます。大規模公園である宝が池公園は敷地面積も

広大であり，低利用，未利用地はまだ多く残されています。今年度から公園利活用トライアル事業も実施さ

れ，民間の柔軟な発想で新しい視点での事業実施が予定されており，民間活力の導入を行えばバスケットゴ

ールの設置や各種練習場所の確保等，更なる利活用の可能性が高い公園であります。今後の本市の見解はい

かがでしょうか。 

 次に，時代のニーズを捉えたスマートな区役所づくりの推進についてお伺いいたします。本市では，各行

政区に11区役所と3支所を設置し，まちづくりや様々なライフイベントに対応するための各種窓口，地域福

祉や子育て支援等，市民生活に欠かせない役割を担っています。かつての区役所は，窓口サービスの提供が

中心の時代もありましたが，本市ではこの間，区役所機能，区長権限の強化を進め，各区において策定した

基本計画に基づく個性あるまちづくりや地域防災機能の強化，保健・福祉機能の充実等を図りながら時代の

変化に応じて機能の再編，強化を図ってきました。本格的な人口減少社会の到来や自然災害の頻発化，激甚

化，新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした新たな生活様式への転換等，この僅かな間にも社会状況は

急速に変化を続け市民ニーズも多様化，複雑化が一層進んでいます。こうした中，私は時代のニーズを的確

に捉えた区役所機能の更なる進化，とりわけ新たな区政創生に掲げるスマートな区役所づくりの加速が必要

であると考えます。市民生活に一番近い場所である区役所が，時代のニーズに応じた多様な機能や新しいサ
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ービスを提供することにより市民生活の利便性向上を図り，市民の皆様にその効果を実感いただきたいと考

えています。区役所内にコンビニやカフェ，郵便局，図書館，調剤薬局等があれば，窓口サービスの提供以

外で来庁される方も増え，区役所が多面的機能を有する新しいまちづくりの拠点になり，結果的に市民生活

の利便性向上や豊かさの向上にもつながると考えます。施設内にコンビニやカフェが入居されている病院も

多く，診療以外で訪問される市民の方も多くいます。レストランや図書館やオープンスペースを一般市民に

も開放されている大学も多く，まちづくりの拠点として貢献をいただいております。この9月には国におい

てデジタル庁が誕生し，全国の自治体においても行政業務のオンライン化や戸籍，税，福祉などの基幹シス

テムの標準化等が進んでいくと見込まれますが，このデジタル化の流れを活用し，区役所が先導して民間活

力を導入しながら新しいサービス提供を実施していくことが何よりも重要であると考えます。自宅にいなが

らにしてオンラインで申請ができる，来庁してもデジタル技術の活用により短時間で効率的に手続が完結で

きることにより，職員側も応対時間の短縮や手続の自動処理などにより業務の効率化が実現し，それにより

生み出される時間や労力等の再配分が可能になります。これらにより，庁舎スペースに余裕が生まれれば，

前述したコンビニやカフェ，郵便局，図書館，調剤薬局等，新たなサービス機能強化も大いに期待できます。

従来の発想に捕らわれることなく，より柔軟でしなやかな区役所づくりの推進を求めます。本市においては，

今このときを区役所改革元年と位置付け，時代のニーズを捉えたスマートな区役所づくりの推進に着手すべ

きと考えますが，本市の見解はいかがでしょうか。 

 次に，京都の強みをいかしたＳＤＧｓの取組強化について質問します。京都市では，誰一人取り残さない

持続可能な社会の実現を目指すＳＤＧｓを市政運営の基本理念として掲げ，その達成に向けて，方向性が重

なり合うレジリエンス，地方創生とも一体となって推進されています。ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の

達成に向け，経済，社会，環境の三側面における新しい価値創出を通して，持続可能なまちづくりを推進す

る能力が高い自治体として，本年5月には自治体ＳＤＧｓモデル事業を含め，ＳＤＧｓ未来都市に選定され

ています。京都市は世界的に見ても多様性と奥深さを有する都市であり，様々な地域特性をいかしつつ課題

解決を図り社会全体として調和の取れた魅力あるまちづくりを進めることが極めて重要であると考えます。

本市では，企業や各種団体とＳＤＧｓ包括協定の締結が進んでいます。社会的課題を解決したいと考えてい

る京都市と技術，ノウハウを持った民間企業等がそれぞれの強みをいかしながら連携を深め，様々な行政課

題や社会課題を共に解決する取組は，今後より推進を深めていくべきであると考えています。行政と企業と

の連携は単なる社会活動の一環ではなく，双方にとって利益や財源を生み出せる取組であると考えます。京

都のブランド力に魅力を感じている企業は多く，企業が京都市に投資したくなる仕組みを構築し，双方にと

って収益を生み出す活動につなげていくべきであると考えます。ビジネスシーンでは欧米を中心に収益と社

会貢献，社会課題の解決は対立するものではなく，両立されるべきものというコンセプトや理念が広がりつ

つあり，ＳＤＧｓやサステナビリティに対するコミットメントを企業戦略の中核に捉えて推進している企業

が増えています。ＳＤＧｓ包括協定を単なる協定締結だけに終わらせず，向かうべきゴールを共有し，より

具体的な取組へ深化させていく必要があると考えます。本市では，総合企画局内にＳＤＧｓを所管する部署

が設置されていますが，ＳＤＧｓ政策には戦略的，経営的思考も重要であり，更に力強く政策を前に進める

ために人材配置の強化を求めます。ＳＤＧｓの実現は全庁挙げて取り組むべき大きな課題であり，分野横断

的な更なる連携強化が必要であると考えますが，本市の見解はいかがでしょうか。 

 次に，女性が輝ける社会の実現に向けて質問します。全ての女性が輝ける社会を実現する，これは私が市

会議員として立候補をしたときに市民の皆様に実現のお約束をした最重要課題の一つです。長期化するコロ

ナ禍の中で孤立，貧困，ＤＶや児童虐待の増加等，女性が直面している社会的課題が顕在化しました。令和

2年度の京都市におけるＤＶ相談件数は6,195件，児童虐待相談，通告件数は2,907件と過去最高を記録して

います。ＤＶ対策では今年度から切れ目ない支援を一体的に行うＤＶ被害者支援体制インクルーシブ・ケア

システムをスタートされました。これは京都市ＤＶ相談支援センター，児童相談所，母子生活支援施設，民

間シェルター等との連携を強化し，相談の初期段階から自立までの支援を切れ目なく一体的に行うことを目

的とした新しい取組です。被害者の同意に基づき各施設で情報が共有される特徴から，このシステムを活用

すればより多面的なきめ細やかな支援につなげることが可能です。ＤＶ被害はその場を離れることが緊急対

策として有効ですが，緊急避難場所がないためにその場に滞在してしまい状況が悪化するという事例が多く

あります。行政では民間シェルターやステップハウス等の紹介も行われていますが，緊急性を要し，すぐに
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その場から安全な場所に逃げるべき被害者にとっては十分な機能を果たしていないのが現状です。緊急避難

対策として宿泊施設の多い京都の強みをいかし，一時避難所として宿泊施設の活用を検討するべきであると

考えます。対象者はフロントで緊急避難利用の趣旨を伝えれば警察と連携をして滞在中の安全対策が講じら

れ，インクルーシブ・ケアシステムを活用し，より包括的な支援につなげることが可能になります。 

 また，児童虐待に関しては行政より市民生活により身近であるコンビニエンスストアの更なる活用を進め

ていただきたいと考えます。今年度，京都市とローソンの橋渡しを行わせていただき，一つの連携が実現し

ました。京都市産業技術研究所と佐々木酒造とで開発した米こうじを活用し京都を代表する企業が商品開発

を行い，その売上金の一部が京都市はぐくみ未来応援事業に寄付され，京都の子供たちの未来を応援すると

いう米こうじプロジェクトであります。商品は近畿2府4県の全てのローソン約2,450店舗で販売され，事業

規模の大きさをいかして市民への周知，啓発に大きな成果を出しました。24時間営業，店舗数の多さという

コンビニの特性をいかせば行政とは違う視点で市民生活を見守ることが可能であり，この取組をきっかけに

様々な社会的課題の解決に向けて両者でより深い連携を強化するための包括協定の締結につながることを願

っています。コロナ禍により家庭で過ごす時間が増えたことに伴い，家庭に課題を抱え恐怖を感じながらも

救済を求められずにいる女性や子供が増加をしている事実が存在します。相談，通告件数は過去最高を記録

していますが，相談する勇気を持てず一人で悩み苦しんでいる方も多く，潜在的数値は更に増加していると

推測されます。行政だけでは解決できない社会的課題が山積している現状を鑑み，宿泊施設やコンビニ等，

民間活力を導入した新しい視点でのしなやかなＤＶ対策，児童虐待対策を進めるべきであると考えますが，

本市の見解はいかがでしょうか。 

 次に，人と森林の関係づくりの推進について質問します。本市の面積の73.7パーセントが森林であり，私

の地元である左京区は87.2パーセントが森林です。ＳＤＧｓの推進や災害に強いレジリエント・シティの実

現など森林の公益的役割がより一層重視され始めている中，本市では今年度から京都市木の文化・森林政策

推進本部が設置されました。これを契機に，京都市の強みをいかした新しい視点での森林政策を力強く前に

進めていただきたいと考えています。森林政策は人と森林の関係づくりであり，人と森林との関わりを増や

し，一人一人が森林を存分に使い，使うことによって森林の機能を取り戻し，地域の活性化を実現するとい

う好循環を生み出す必要があります。人と森林の関係づくりは社会全体で取り組む課題でありますが，とり

わけその中でも未来を担う子供たちと向き合う教育現場の役割は非常に大きいと考えます。小中学校の整備

に当たっては，内装の木質化など市内産木材の活用を進められていますが，木の温かみを感じる等の心理的

効果に加え，市内産木材を教育現場で活用することで環境問題，地域課題へ取り組む姿勢を養うことができ

ます。令和元年度までに全ての小学校，中学校，小・中学校，総合支援学校の図書館に，みやこ杣木製の閲

覧机，椅子及び本棚の整備を完了されましたが，子供たちの日常により近い学習机にも市内産木材の導入を

推進していただきたいと考えます。みやこ杣木を使用した机，椅子を導入している学校は全市で8校であり，

その他は既存メーカーの学習机を導入されています。単に市内産木材を使用した学習机を導入するだけの取

組ではなく，市内産木材の学習机で学習をするという経験は正に人と森林の関係づくりそのものであると考

えることができます。また，京都造園建設業協会の皆様は，市内でせん定された枝や幹を有効活用するため

にＳＤＧｓの理念に基づき，企業と協働してセルロースナノファイバーを活用した再生可能なスプーンを開

発され，教育現場での活用を提言してくださっています。市内産木材利用は一般的なものより経費が掛かる

とのことでありますが，このように森林政策，林業振興の一環として，地元学区の支援や協力企業を募り，

地域を学び，地域を創る取組として政策を前に進めることは，中長期的視点で見れば，経費以上の価値を創

出することができます。森林学習や環境教育，地域産業学習を並行実施し，人と森林の関係づくりを多面的

に推進することは子供たちの人格形成や情操教育においても大きな価値があると考えます。人格形成におい

てはより幼少期からの経験が重要であり，幼稚園，保育園等での市内産木材の活用も積極的に進めていただ

きたいと考えます。京都市の強みをいかした新しい視点での森林政策を力強く前に進めていただきたいと考

えますが，本市の見解はいかがでしょうか。 

 最後に要望を申し上げます。先日公表された今年度の全国学力・学習状況調査で京都市立の小学校は政令

指定都市1位，中学校でも約2割の生徒が私学進学している中で47の都道府県比較で9位相当と優秀な結果を

出しています。本市のこれまでの優れた教育実践と，コロナ禍の苦境の中でも学ぶ姿勢を大切に努力してき

た子供たち，そして子供たちの学びを支えてこられた全ての皆様の取組の成果であると言えます。本市会に
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おいても，国のコロナ感染症対応臨時交付金を17億円活用し，ＩＣＴを活用した教育環境の充実等を進めら

れようとしています。多くの市民の皆様へのコロナ対策支援が求められる中，貴重な財源を未来を担う子供

たちの教育環境の充実に活用されようとしていることの重みを受け止め，教育環境の充実に真摯に取り組む

よう強く要望して私の質問を終わらせていただきます。 

 御清聴，ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）豊田恵美議員の御質問にお答えいたします。 

 まず，スマート区役所についてでございます。私は市長就任以来，地域の皆様と共にまちづくりに取り組

むため，市民の皆様に最も身近な区役所の機能，権限の強化を積極的に図り，区長を先頭に各区役所・支所

の職員が地域により貢献できる体制づくりを充実，強化してまいりました。その間，税務部門の集約をはじ

め区役所執行体制の効率化を図る一方，各区の特性をいかした個性あるまちづくりの推進，頻発する災害へ

の対応，子どもはぐくみ室の全区役所・支所への設置による子育て支援の一元化と充実など，社会状況の変

化に応じた区役所機能の強化を進めてまいりました。スマートな区役所づくりに向けましては近年，マイナ

ンバーカードを活用したオンライン申請や証明書のコンビニ交付，また，結婚や出産時等に必要な手続を分

かりやすく御案内するウェブサービス等を実施しておりますが，デジタル関連法案の成立をはじめ国におい

てはデジタル化に向けた取組が大きく加速化する中，区役所のデジタル化を一層進め，市民の皆様に行政サ

ービス上での利便性をより感じていただく必要があると認識いたしております。また，豊田議員御指摘のと

おり，多様化する市民ニーズに柔軟に対応していくために，来庁不要のオンライン手続の増加や業務効率の

向上などデジタル化の効果を最大限にいかす取組を進めるとともに，庁舎スペースの有効活用の可能性も積

極的に追求し，区役所機能の大胆な見直しにつなげることも極めて重要であると考えております。そのた

め，区役所業務のデジタル化と将来の区役所機能の在り方を検討する庁内横断のプロジェクトチームを速や

かに設置し取組を進めてまいります。将来においても，区役所が市民の皆様に最も身近な行政機関としての

役割を果たし続けるため，誰一人取り残さない人に優しいデジタル化を着実に推進し，新たな社会       

Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0を見据えたしなやかでスマートな区役所の実現に向け，しっかりと取り組んでまいりま

す。 

 次に，人と森林の関係づくりの推進についてでございます。本市は，市域の4分の3を森林が占める大都市

でも屈指の森林に恵まれた都市であります。森林は，澄んだ空気と水の源であり，かつては木材はもとよ

り，食料や燃料等の森の恵みを得るために人々が日常的に山に入り，子供たちにとっても冒険と遊びの場で

ありました。しかし，ライフスタイルの変化により，人と森林の関係の希薄化が顕著になっていることに危

惧をいたしております。そうした中，豊田議員から科学的にも立証されている森林の持つストレス低減等の

心理的効果や環境問題等の観点から，幼少時からの木育について時宜を得た御提案を頂きました。本市では

地球温暖化対策条例により延床面積2,000平米以上の建築物に地域産木材の使用を義務付けており，学校教

育の場におきましても公社の改築改修の際に内装の木質化等を積極的に推進しております。あわせまして，

市内産木材を活用した学習机の導入等を進めておりますが，引き続き子供たちが市内産木材に触れる機会の

拡大に努めるとともに森林が人々の生活に果たす役割，京都の自然環境，地場産業である林業の大切さなど

についても学ぶ取組を推進してまいります。また，市内の幼稚園，保育園等におきまして，毎年民間事業者

から木育活動の一環として京都産木材を使用した積み木等を御寄付いただいております。子供たちの感性豊

かな心の発達の貴重な機会として活用しております。こうした取組を更に発展させ，これまでの延長線上で

はない新たな発想によって人と森林の関係づくりを促進するために本年6月に立ち上げました木の文化・森

林政策推進本部の下に，局の枠組みを超えた第一線の職員で構成する木育など環境教育，学習の推進ユニッ

トを設置したところであり，豊田議員御提案の趣旨も踏まえまして，森の中の大都市というべき本市の強み

を最大限にいかした取組を鋭意検討し実施してまいります。 

 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）私からはＳＤＧｓの推進について御答弁申し上げます。ＳＤＧｓは市民，企業，大学，
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地域，行政などのあらゆる主体が誰一人取り残さない持続可能な社会を実現するという理念を共有し，お互

いの知恵を持ち寄り本来の活動を通して共に目標達成に向けて行動していくことが何より重要でございます。

そのため本市では福祉や教育，子育て支援，環境，まちづくりなどのあらゆる政策にＳＤＧｓとレジリエン

スの理念を融合させるため，また，全庁的，分野横断的に取り組むため市長をトップとして局長級で構成す

る「京都創生総合戦略・レジリエンス・ＳＤＧｓ」推進本部会議や各局等の庶務担当部長で構成する政策強

化・融合等推進会議を通じて全ての職員に対する意識の浸透を図ってまいりました。また，行政が社会課題

を見える化し，民間の技術やノウハウなどを活用して共に課題解決に取り組む公民連携・課題解決推進事業

を通じて行政の枠を超えて民間企業との連携を強化する職員の育成にも取り組んでいるところでございます。

さらに昨日の本会議で御議決いただきました補正予算を活用して新たに取り組みますＳＤＧｓ登録・認証等

制度や企業，各種団体等とのＳＤＧｓの包括連携協定に基づく取組の具体化を進めてまいります。こうした

行政のみならず，それぞれの主体がその役割を果たす，こうしたＳＤＧｓの推進が市民の暮らしの豊かさ，

人や投資を呼び込むことによる京都経済の活性化，ひいては都市の成長につながるよう積極的に取り組んで

まいります。 

 私からは以上でございます。 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）資産の有効活用についてでございます。本市が保有する施設については持続可能な

行財政運営につなげるため，施設の維持有りきではなく，民間施設の充実も踏まえ各施設が持つ機能の今日

的意義を改めて点検し，ゼロベースで検討を行ってまいります。特に，施設の老朽化等により大規模改修な

ど高額な対策費用が見込まれる施設などにつきまして，時代に即した新たなサービス提供の在り方を検討し，

利便性の向上や相乗効果を発揮できるよう，集約化，複合化等を進めてまいります。これらの取組を全庁横

断的に推進するため市長をトップとする行財政改革推進本部の下，財政改革チーム，成長戦略・資産活用チ

ームが中心となって保有する全ての施設について在り方を検証し，京都の魅力・活力の向上，財政の健全化

につながる有効活用を進めてまいります。 

 豊田議員御指摘の未整備の公園予定地につきましても，柔軟な発想での活用が必要であることから，既に

一定の面積を開園しております左京区の松賀茂公園，伏見区の深草西浦南公園に隣接する用地につきまして，

これまでの考え方を見直しまして，売却も視野にその在り方について検討いたします。また，宝が池公園の

低利用，未利用地につきましては，災害時に発生する樹木などのストックヤード等として使用いたしており

ますが，現在，御紹介いただきました公民連携公園利活用トライアル事業を進めており，民間事業者からは

様々な利活用の可能性について御提案も頂いておりますので，これらも踏まえ有意義な方策を探ってまいり

ます。さらに，オリンピックを契機に改めてスポーツに対する市民の関心が高まる中，特に期待が集まって

おりますスケートボードへの対応につきまして，まずは既存公園を活用したスケートボード練習場所の試行

実施，このことから始めてまいります。今後も民間活力の導入を含めます幅広い手法も用いながら公園の利

活用を検討してまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）ＤＶと児童虐待対策についてでございます。女性が輝ける社会の実現に向け，ＤＶ

の根絶はコロナ禍において被害が深刻化，潜在化する中で，より一層重要な課題となっています。本市では，

京都市ＤＶ相談支援センターを中核施設として年間6,000件を超える相談に対応し，児童相談所や関係機関

と連携して，被害者に寄り添いステップハウスなどの新たなニーズにも応じながら，相談から自立までの切

れ目のない支援を行っております。ＤＶ被害者の緊急時に避難については，京都府とも連携し一時保護機能

を確保しているところですが，豊田恵美議員御提案の民間の宿泊施設の活用につきましても，被害者の様々

な事情を配慮された御提案であり，今後被害者の状況やニーズを注視してまいります。次に，児童虐待対策

については市民にとって身近な存在であるコンビニエンスストアの特性をいかし，困りを抱えた子供に気付

き支援の窓口につなぐため，見守りにおける連携を深める検討を進めています。ＤＶと児童虐待は，同一家

庭内で発生することが多く，潜在する被害者を支援につなげることは極めて重要で，親族や友人，地域など

市民ぐるみで被害を見過ごさないよう，広報啓発にもしっかりと取り組んでまいります。関係機関の緊密な
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連携はもとより，民間事業者の皆様とも効果的に連携することであらゆる暴力が根絶され，誰もが安心安全

に暮らせる社会を目指した取組を進めてまいります。以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，井坂博文議員に発言を許します。井坂議員。 

 〔井坂博文議員登壇（拍手）〕 

 井坂博文議員 日本共産党京都市会議員団を代表して，鈴木議員，かまの議員と共に市長及び関係理事者

に質問いたします。質問に入る前に新型コロナウイルス感染によりお亡くなりになられた方にお悔やみを，

療養中の皆さんへお見舞いを申し上げるとともに，現場のエッセンシャルワーカー及び本市職員及び市民の

皆さんの御奮闘に心から感謝を申し上げます。 

 第5波の新型コロナウイルス感染拡大により京都市でも災害級とも言える感染爆発，医療崩壊を招き，救

える命が救えないという大変厳しい事態が起きました。現在ピークを過ぎ緊急事態宣言も解除の方向になっ

ていますが，第6波の可能性も指摘され本市行政と議会として命を守ることを最優先にした対応が強く求め

られています。 

 第1に，感染伝ぱんの連鎖を絶つために本市独自に大規模検査を行うこと，接触者への検査キットを配布

することです。いつでも，誰でも，何度でもの立場で従来の枠に捕らわれず大胆，かつ大規模に行う。また，

感染拡大が顕著になっている事業所，学校，保育園，学童保育所などに対する定期的で大規模な検査を行う

こと。当然，その費用は行政が補助を行い，その財源を国に求めることであります。 

 第2に，各行政区に保健所機能を復活させ，地区医師会との連携を強化することです。感染者の急拡大へ

の対応で医療衛生企画課の現場は人手不足と超過勤務の連続で疲弊し，最初の応援を受けたときでも執務す

るデスクがない，立ったまま携帯電話で対応している，床に座り込んで書き込む作業をしている，もう3日

間家に帰っていないなど執務環境は劣悪を極めています。それと共に，市民や感染者への相談対応，連絡等

が遅れ，何とかならないのかとの苦情や問合せが党市会議員団にも届いています。その後，副市長による依

命通達が出され，業務の一時的な縮小，停止を行ってでも本市の最優先の業務と位置付け，各局と区役所か

ら最大限の職員応援が行われることとなり，区役所にいた14人の寄り添い支援係長，保健師9名，事務5名を

はじめ，154人の応援体制が組まれました。それで事態が解決されたのでしょうか。お聞きします。まず，

行政区の保健所職員を減らし，市役所に集約化した結果，感染症対策など公衆衛生の責任が後退したことを

反省すべきであります。そのうえで，本市の最優先の業務とは保健所機能を行政区に戻し，地区医師会と連

携して住民や在宅療養者への対応を行い，今後の機能の再構築を展望した対応が必要ではありませんか。 

 第3に，症状に応じて必要な医療を全ての患者に提供する体制を作ることです。そのためには，限られた

医療資源を最も効率的に活用しつつ，入院及び療養施設の確保を進めることであります。具体的には，中和

抗体カクテル療法を広く実施するために臨時的医療施設の設置を進め病床数を増やすことです。お聞きしま

す。政府に対して入院制限，原則自宅療養という基本方針を撤回するよう求めるべきではありませんか。さ

らに，既に京都府が設置している入院待機ステーションと共に，本市の責任でも臨時の医療施設を設置する

こと，症状に応じて必要な医療を全ての患者に提供する体制を作ることを求めます。いかがですか。 

 第4に，小中学校の現場への対応です。2学期が始まり本市でも子供の登校が始まっていますが，コロナ感

染拡大の心配なく登校できるよう，感染状況を見極めながら全児童，生徒の検査の実施，必要な場合は分散

登校，分散授業，オンライン授業を検討すること，課外活動についても対策を講じること，休校や学級閉鎖

になった場合に学びを保障すること，自主的な判断で登校を見合わせた児童生徒について欠席扱いしないこ

との周知を徹底し，一切の不利益が生じないよう十分な学習保障をすること，そのために必要な人員配置を

行うよう求めます。いかがですか。 

 次に，困窮を極める市民や事業者への支援に関してお聞きします。野党は既に，3月に生活困窮者2,700万

人を対象に一人10万円を支給するコロナ特別給付金法案を国会に提出しております。日本共産党は独自にコ

ロナ危機で収入が減った人，生活に困っている人に一律10万円の特別給付金を数兆円規模で支給するよう提

案しています。本気で国民の暮らしを支えるのであれば，国会の審議と補正予算の編成が必要です。さらに，

持続化給付金や家賃支援給付金の再支給，この間の休業や時間短縮への協力金の速やかな支給をはじめ飲食

店や事業者に対して自粛や規制に見合った補償を行うよう国に求めていただきたい。そのために，日本共産

党は他の野党と共に憲法第53条に基づき首相が臨時国会を召集するよう求めてきました。首班指名だけの臨
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時国会ではなく，代表質問と予算委員会を開きコロナ対策の強化，自治体への財政支援を講じるよう強く求

めています。 

 ここで一旦答弁を求めます。 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）井坂博文議員の御質問にお答えいたします。 

 新型コロナ対策についてでございます。まず，検査につきましては昨年5月から少しでも感染の可能性の

ある方を幅広く捉える本市独自基準で実施するとともに高齢者施設等での定期的な検査など必要な検査を確

実に行っております。 

 次に，保健所の集約は情報を一元化し，全市統一した対応が可能となるものであり，さらに，人口当たり

の保健師数につきましては，政令指定都市平均の1.5倍，100万人を超える大都市の中で最も充実した体制と

なっております。保健所を集約したことにより，区をまたぐ感染者の追跡や集団感染発生時の集中的対応，

さらには入院，入所の迅速な京都府との調整などで威力を発揮し，第5波の爆発的な感染拡大時の全庁応援

体制も迅速に構築できたと考えております。 

 次に，医療供給体制は府市連携の下，病床や宿泊療養施設の拡充を図ってきております。また，自宅療養

者に対しましては，医師会や薬剤師会と連携した京都市電話診療所の開設や療養者に対する日々の健康観察

業務における訪問看護ステーション等との連携など本市独自の体制を構築し強化しており，今後とも取組を

進めてまいります。国の方針につきましては，府市で入院，入所を原則とするという方針を堅持しておりま

す。 

 次に，小中学校での対策は，2学期の開始に際しまして，コロナ不安による登校控えは欠席扱いとせず，

教育長名で全保護者に丁寧な周知を行い，学習保障も適切に行うことを通知しており，さらに，必要に応じ

てオンラインを含めた取組も進めております。また，感染リスクの高い活動や課外活動等を制限し，感染可

能期間に登校した陽性者が確認された場合は，速やかに学級閉鎖し，在籍者全員にＰＣＲ検査を実施してお

ります。そうした中，4,000を超える京都市立学校の学級数の中で，陽性者が確認されたのは159学級ですが，

そのうち学級内で新たな陽性者が確認された学級は2割に抑えられており，関係者の大変な御努力の下で校

内での感染拡大を抑制しながら教育活動を進めております。 

 最後に，市民や事業者の支援につきましては，国に対して持続化給付金や家賃支援給付金を含め，制度の

拡充等を重ねて要望しております。時短要請に係る協力金につきましても，京都府に迅速な支給を要望し，

一部を前倒しで支給する制度が創設されたところであります。第6波も起こり得ることを想定し，市民の皆

様の命と健康を守り抜り抜くために，今後ともコロナ対策に万全を期してまいります。 

 議長（田中明秀）井坂議員。 

 〔井坂博文議員登壇〕 

 井坂博文議員 次に，京都市の行財政改革計画に関してお聞きします。6月に計画案が発表され，6月12日

から7月11日までパブリックコメントが行われ，8月10日に計画が策定されました。パブリックコメントには

市民から計9,013件の意見が寄せられました。敬老乗車証には見直し反対などの意見が537件，保育料値上げ

や保育士の処遇改悪には時代錯誤などとする意見が504件，保育園への市独自補助金の見直しや削減には，

反対などの意見が1,299件も寄せられています。北陸新幹線延伸計画には不要，延伸計画の中止などとする

意見が269件も上っています。ところが，策定された計画の改革の取組にはこれらの市民の意見が全く採り

入れられていないではありませんか。9月1日付けの市民しんぶんの一面には，漫画キャラを使って9,000件

もの御意見が寄せられた。それら一つ一つに真剣に向き合い，ついにできたぞと書いていますが，どう真剣

に向き合えば案そのままの計画策定になるのですか。市長は9,000件を超える意見をお読みになったのです

か。どのように認識し，どう向き合い計画に反映されたのですか。お答えください。計画に示されたものは，

全世代にわたる福祉，サービスの削減であります。子育てに関して，民間保育所の保育士の処遇を支えてき

たプール制という補助金のカット，保育料・学童保育利用料の値上げ，高齢者の宝である敬老乗車証制度の

大改悪，自営業者などの国民健康保険料の値上げ検討，施設使用料・利用料の値上げ，さらに民生，衛生，

消防を中心に550人の職員削減など市民サービス削減と負担増のオンパレードです。コロナ禍から市民の命

と暮らしを守り，住民福祉の増進を図ることが自治体本来の役割ではありませんか。国基準を上回る事業，
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京都市が全国に先駆けて実施している京都市独自施策は，改革計画のタイトルにある魅力あふれる京都とし

て誇るべきことであり，毎年のように繰り返される豪雨災害や感染症パンデミックに対応する市職員や，市

民の命と京都のまちや伝統文化財を火災から守る消防職員は地方自治体の魂ではありませんか。それを行財

政改革の名で削減することは公的責任の放棄であり，公務の機能後退ではありませんか。日頃は日本一とか

全国トップレベルを標榜する市長は矛盾を感じないのですか。そもそも自治体の財政と施策はトータルに見

なければなりません。全国的には保育士不足が指摘される中で東京では独自施策で保育士給与を引き上げて

います。人口減少が言われる中，子育て世帯の転入を促進するために保育料の軽減を進める自治体が増えて

います。敬老乗車証についても同様です。高齢者が外出し自由に移動できることは最も重要な介護予防であ

り，敬老乗車証制度が縮小されれば高齢者の移動に抑制が掛かり，要介護高齢者の増加につながり，介護保

険の公費負担が増えることになりかねません。敬老乗車証の現行の財政負担があっても，それによって介護

保険の公費負担が少なくなるのであれば，高齢者にとっても京都市財政にとっても望ましいことではありま

せんか。また，計画の中で強調される受益者負担の適正化論について，市民が社会保障やサービスを受ける

ことは個人の利益なのでしょうか。社会保障は利益ではなく，権利ではありませんか。そのサービスは，社

会全体の安定につながり，暮らしが豊かになり，税収増につながるのではありませんか。受益者負担の適正

化という名で福祉サービスに制限を加え，削減や負担増を進める改革をきっぱりやめるよう求めます。さて，

この改革計画の狙いはどこにあるのか。市民向け予算や住民サービスをカットし，職員数と人件費を削減す

る一方で，巨大プロジェクト，大型公共事業を聖域化し推進する。福祉予算，市民サービスを削って不要不

急，無駄な大型公共事業の財源に充てるのではありませんか。本市の大型公共事業の歴史に対する総括がき

ちんとやられているのか。昨年の第2回行財政改革審議会では，京都市の財政状況が厳しくなった原因とし

て，1平成初期の大規模投資事業とそれに伴う借金の返済，2地下鉄東西線延伸に伴う建設費の高騰とそれに

伴う借金の返済と挙げています。当時の大規模投資事業は必要性があったとしても大量の借金をして将来世

代にその返済のツケを先送りしてもよかったのか。しかも地下鉄東西線建設費について，バブル期と重なり

建設費が高騰したと総括していますが，本当の建設費高騰の理由は，大手ゼネコンの言いなりに143回も契

約変更し，当初の建設費2,450億円が4,515億円に膨張したことではありませんか。それは，当時の市長と市

幹部の責任だと言い逃れすることはできません。そういう市政運営は，その後も脈々と受け継がれてきたで

はありませんか。無駄な公共事業として計画3路線を残して断念に追い込まれた京都高速道路建設には，本

市負担だけでも665億円も投入され，本市出資金113億円を債権放棄したのは門川市長あなたではありません

か。過去の京都市政とあなたの失政のツケを市民に責任転嫁することは許されません。いかがですか。（パ

ネルを示す）さらに，今後の計画として1総事業費2兆1,000億円をはるかに上回る見込みの国，京都府，京

都市共同計画の北陸新幹線延伸，与党プロジェクトチームは2023年に着工を目指しています。2来年度国の

政策・予算に関する提案要望には京都府と共同した事業として1号線バイパス，9号線バイパス，堀川・油小

路地下バイパス，高速道路計画時で1,200億円です，を要望し，32020年京都市長選挙の際の門川マニフェス

トには，市営地下鉄と民間鉄道を結び付ける新交通ネットワークの創出。そして北山エリア整備計画の名で

植物園の緑と自然を壊し府立大学に1万人規模のアリーナ建設を府市一体で進めるなど，大型公共事業が目

白押しではありませんか。いつまで成長神話にしがみ付き，大型公共事業を進めるのですか。平成初期の公

共事業の教訓に学ばず，同じことを繰り返すのですか。今こそ暮らし，福祉，子育て，なりわいを応援する

政治に転換すべきではありませんか。本来の行財政改革とは何でしょうか。改革と言いながら，予算の削減

と市民負担増がメインではありませんか。改革計画には，地方自治法第2条第14項を引用して「自治体の財

政は最小の経費で最大の効果が得られるよう効率的な運営に努めることが大前提」と書いていますが，第2

条第14項にはその前に「住民の福祉の増進に努めるとともに」と書いてあるのです。財政が厳しくても住民

福祉の予算をカットするのではなく，限られた財源の中でも住民福祉をどのようにして向上させるのか，市

民目線で施策の優先順位をどうするのか検討する行政改革を考えるべきではありませんか。さらに，政治を

転換すれば財源は十分にあります。1三位一体改革によりピーク時から実質623億円も減額された地方交付税

を元に戻すよう国に求めること。2コロナ禍でももうかっている大企業や富裕層に応分の負担を求めること。

具体的には資本金10億円以上の大企業の法人税率，現在実質負担率11パーセント程度をせめて中小企業並み

の19パーセント程度に引き上げること。富裕層の所得税，市民税の最高税率を現行の55パーセントから65パ

ーセントに引き上げて，所得に応じた税金を求めること。3市の権限で決められる法人市民税超過課税を現
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在の8.2パーセントから，14の政令市で実施している8.4パーセントにすること。このことは国の政治を転換

し，市長がやる気になればすぐにでもできます。あわせて，京都市民は運動の力で行政の無駄遣いをストッ

プさせた経験を持っています。この10年間でも90パーセントまで完成しながら試運転直後もトラブル続きの

焼却灰溶融施設，整備総額175億円，さらに，稼働すれば年間運転コスト20億円の工事契約を解除させ，裁

判で被害額の全てを取り戻しました。また，高速道路計画5路線のうち残っていた3路線を中止に追い込みま

した。始まった公共事業は後戻りできないとか，もう決まった計画だからと諦めるわけにはいきません。今

の行財政改革計画を撤回し，一旦白紙に戻し，市民意見を改めて吟味し，これまでの事業を科学的に検証し，

市民参加の下で新しい改革計画を策定することを求めます。いかがですか。 

 次に，交通事業と市民生活についてお聞きします。2020年度の交通局決算では市バス事業で48億円の赤字，

地下鉄事業で54億円の赤字となっています。背景には新型コロナウイルス感染症とそれに伴う行動自粛の影

響を受けて乗客が大幅に減少したことがあります。それに対して交通局は，市の一般会計からの任意の財政

支援に頼らない自立した経営を目指すとしています。そもそもインバウンド，観光客に依存し，市民生活に

根差した努力を怠ってきた反省がそこにはありません。さらに，独立採算制を押し付けてきた国の責任，コ

ロナ禍に対する国の赤字補填を強力に求める姿勢がありません。市長と交通局が本気で市民の足を守るとい

うのであれば，地方公営企業法第3条にある本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなけれ

ばならないという基本原則を遵守して，行政の責任を全力で果たし，赤字を理由にした運賃値上げは回避し

なければなりません。いかがですか。 

 続いて，本市におけるジェンダー平等の施策に関してお聞きします。昨年9月からパートナーシップ宣誓

制度が開始され，先日の文化環境委員会で利用実績が67組と報告されました。当日の委員会に提出されたフ

ァミリーシップ制度の導入を求めた陳情者は16歳の高校生で，陳情の理由として，このままで気候変動や貧

困格差の拡大に手をこまねいているような大人の対応で未来に危機感を持っている。生きづらさを放置する

政治や行政を見ているのは悔しい。生きづらさを抱える者を見捨てずに議論してほしいと述べています。議

員や行政職員，大人の対応が試されています。コロナ禍の下で浮き彫りになった生理の貧困は，女性だけで

なく性自認は男性でも体は女性の方，パートナーの男性にも関わる経済的問題であり，議員も行政職員やＮ

ＰＯ法人の中でオープンに話題になり議論できるようになったことは画期的であります。性差に基づいて生

きづらさがあるのは，女性も性的マイノリティも，さらに，男性も同じです。生産性と効率性重視の現代社

会の構造の中で苦しめられているのは同じであり，同じ目線と土台の中で考え，解決していくことが必要に

なります。それは個人の尊厳を尊重し，ジェンダー平等の視点で多様性を包含して解決していくことではな

いでしょうか。ジェンダー平等推進局の設置，条例制定を含め一体的な施策として推進するように求めます。

いかがですか。 

 次に，気候変動，気候危機に対する認識と本市の対応についてお聞きします。世界的に地球温暖化による

気候変動と気候危機が深刻になる中，政府の次期エネルギー基本計画案が発表され，2030年度の電源構成に

ついて示されています。火力を現行の56パーセントから41パーセントに減らす目標そのものが，国際的に見

ても低すぎます。世界各国がゼロを目指している石炭火力を19パーセントも見込んでいます。根本的な見直

しが必要です。原子力についても重要なベースロード電源と位置付け，総発電量に占める比率を現行計画と

同じく20から22パーセントとしています。カーボン・ゼロを口実に，原子力を持続的に活用するとして温存

する計画です。2019年の電源構成に占める原子力は6パーセントという現状からすれば，20から22パーセン

トとする今回の目標は原子力の大幅な増大になります。また，原子力産業界などは，老朽原発の60年越え運

転延長を狙っています。原則40年は，東京電力福島第一原発事故を受けて翌年に政府自身が策定した最低限

の規制です。原子炉の安全性，耐久性などの検証もないまま一気に60年超えを認めるならば，安全神話の復

活にほかなりません。一方，再生可能エネルギーは，現行目標の22から24パーセントを新たに36から38パー

セントに引き上げる計画です。目標の引上げは当然ですが，昨今の土砂崩れや環境破壊が問題になっている

大型の太陽光発電や大型風力発電など企業利益を優先させるのではなく，地域や環境に配慮し，地域経済に

も貢献するルールを定める必要があります。まず，気候変動及び気候危機に対する認識を伺います。そして

環境面，安全性，経済性において最悪の原発から撤退し，再生可能エネルギーに大胆に転換するよう国に求

めつつ，本市においてもＣＯ2削減目標を引き上げて事業展開を進めるよう求めます。いかがですか。 

 北陸新幹線延伸計画について環境面から一言述べておきます。敦賀新大阪間140キロメートルの8割がトン
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ネルであり，掘削工事により発生する残土や建設汚泥は880万立米，ダンプカー片道160万台分に及びます。

ところが，その処理方針は未定です。運搬による交通公害，残土に有害な重金属が含まれている可能性，残

土を投棄処理する埋立地の環境問題，巨大トンネルによる地下水や水環境への評価や対策も明らかにされて

いません。京都府南丹市の西村良平市長は9月1日，市議会定例会の一般質問への答弁でとてつもない掘削土

が出るのを心配していると強調され，できたら，来てほしくないと述べられました。そこで，市長にお聞き

します。市民の命と生活に責任を持つ市長として，北陸新幹線延伸計画を中止するよう国と運輸機構に求め

るべきではありませんか。いかがですか。 

 建設残土の処理に関わり，伏見区小栗栖の大岩山の違法造成地の残土撤去についてお聞きします。（パネ

ルを示す）これが大岩山の現状です。静岡県熱海市で発生した建設残土崩落災害を受けて建設残土の違法盛

土に関する行政の指導が改めて問われています。2018年に発生した山頂の残土崩落は周辺の民家の付近まで

及び，今年夏の大雨では矢印の場所で大規模な崩落が発生しました。業者にきちんと指導してこなかったこ

とを厳しく反省し，一刻も早く残土の全量撤去を行うよう強く求めます。いかがですか。 

 続いて，核兵器禁止条約に関してお聞きします。今年，1月22日に核兵器禁止条約が発効し，違法な核兵

器の禁止は世界のルールになりました。広島と長崎に原爆が投下をされて今年で76年，ようやく核兵器の使

用，威かく，開発，実験，製造，移譲が全て違法とされる新しい時代がやってきました。被爆二世として心

から歓迎します。それでも核保有大国は核兵器を手放そうとしていませんが，世界には既に条約を批准した

54箇国に加え，核兵器を大陸規模で禁止する非核兵器地帯が広がっています。日本でも，唯一の戦争被爆地

を持つ国として，核抑止力論に固執し核兵器の傘に頼るのではなく，核兵器を持つ国に核兵器の廃絶を訴え

る国になるよう行動が広がっています。来年3月にはウィーンで核兵器禁止条約参加国による第1回締約国会

議が開かれます。日本世論調査会が実施した平和に関する全国世論調査で，日本が核兵器禁止条約に参加す

べきと71パーセントが答え，第1回締約国会議にオブザーバーとして出席するべきと85パーセントが答えて

います。そこで平和首長会議の一員でもある門川市長にお聞きします。日本政府に一刻も早く核兵器禁止条

約に批准，参加すること，せめて第1回締約国会議にオブザーバーでも出席するよう求めること，それを市

民にアピールしていただきたい。いかがですか。 

 さて，昨日，自民党の新総裁が決まり，首班指名のための臨時国会が10月4日に開かれます。この臨時国

会は首班指名だけではなく，安倍・菅政権9年間の総括を行い，代表質問や予算委員会集中審議を行うこと

が必要です。いよいよ総選挙です。国の政局と共に市民の生活や京都経済にとっても極めて重大な選挙とな

るとともに，野党共闘の勝利で政権交代を実現し，自公政権を終わらせるかどうかが最大の争点となります。

政権への国民の痛烈な怒りは8月22日に行われた横浜市長選挙の結果にはっきり示されました。4月の衆参三

つの選挙，7月の東京都議選に続く政権への痛打であり，市民と野党の共闘の力が発揮された成果でありま

す。8月には日本共産党を含む4野党が市民連合の仲介で政権交代に向けた共通政策に合意しました。本市財

政危機を引き起こした自民・公明政治に対する解決の道は政権交代しかありません。日本共産党市会議員団

は，政権交代の実現に全力を上げることを表明し，私の第一質問とします。ありがとうございます。（拍

手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）引き続き，井坂博文議員の御質問にお答えします。 

 行財政改革計画についてでございます。計画の策定に当たり実施しましたパブリックコメントでは9,000

件を超える多くの御意見をいただき，市民の皆様の未来を切りひらこうとする思いを改めて実感いたしまし

た。頂戴した御意見は，総論から個別分野まで非常に多岐にわたるものでありますが，今後これらの意見を

踏まえまして改革を具体化してまいります。行財政改革に掲げる改革については，単に足元の財政が厳しい

から，本市の施策を削減したり受益者負担の適正化を求めるものではありません。これまで守り続けてきた

本市ならではの福祉，教育，子育て支援，安心安全な施策を，その理念はいかしながら社会経済情勢の変化

に対応し，今の子供たちに将来過度に負担を負わせないために持続可能なものにするよう再構築するもので

あります。改革は今と未来の両方を見据え公的責任をしっかりと果たしていくためのものであり，改革が公

的責任の放棄という議員の御指摘は全く当を得ないものでございます。平成初期の公共事業につきまして

は，市民生活を支え利便性の向上につながってきましたが，後年度の市債の返済に備え収支バランス，すな
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わち市民サービスの水準と市民負担のバランスが改善できなかったことが本市財政悪化の一因であります。

そのため今後，福祉，子育て支援など市民生活へのセーフティネットにつきましてはしっかりと守りつつ，

収支均衡に向けたあらゆる歳入歳出改革に取り組む中で，投資的経費の総額についてもしっかりとコントロ

ールし，将来負担の抑制を図ってまいります。 

 北陸新幹線整備と堀川通の機能強化につきましては，京都の発展のため重要な事業であり，本市負担の極

小化や整備手法の工夫など国にも求めてまいります。 

 将来世代への負担の先送りは，いつまでも続けられるものではありません。持続可能な行財政を早期に確

立することは本市の最重要課題の一つであり，私が先頭に立ち，全庁が一丸となって行財政改革に基づく歳

入歳出両面の改革を加速させまして，今と未来にしっかりと責任を果たしてまいります。 

 以下，副市長及び関係理事者が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）私からは，2点について御答弁を申し上げます。 

 まず，地球温暖化対策についてでございます。今，正に気候危機ともいえる状況の中，京都から始まった

2050年ＣＯ2排出量正味ゼロを目指す動きは全国に大きく拡大し，国の方針となりました。2050年ゼロを実

現するためには，省エネの加速，イノベーションの創出に加えまして再エネの重要性を社会全体で共有し，

原子力発電と化石燃料に依存することなく，使用するエネルギーの全てを再エネに転換していく必要があり

ます。本市では，市会の原子力発電に依存しないエネルギー政策への転換と再生可能エネルギーの普及拡大

に関する決議を重く受け止めまして，本年3月に策定した地球温暖化対策計画においても，原子力発電に依

存しない持続可能なエネルギー社会の実現を目指すことを明確に掲げております。国に対しましては，原子

力発電所のできる限り早期の全廃に向けたエネルギー政策の抜本的な転換を一貫して求めますとともに，市

長が会長を務めております指定都市自然エネルギー協議会を通じて再エネの主力電源化に向けた政策提言な

どを行っております。今後も様々な機会を通じて積極的に働き掛けてまいります。脱原発依存，脱炭素社会

の実現は，京都市民の願いであり，今を生きる我々の責務であると認識をしております。そのためにも，今

後の10年間が大変重要であります。本市といたしましても京都議定書誕生の地としての責任と役割を果たし

ていくため，あらゆる政策を動員して市民，事業者の皆様と共に再エネの飛躍的な拡大等を推進することで

2030年度46パーセント削減を目指してまいります。 

 次に，核兵器禁止条約についてでございます。本市は，昭和32年に平和都市宣言を，そして昭和53年には

世界文化自由都市宣言を行うなど一貫して平和を都市の基本理念といたしております。核兵器禁止条約につ

きましては，本市も加盟をしております平和首長会議の国内加盟都市会議が国に対して核兵器廃絶に向けた

力を尽くすとともに，来るべき条約の締約国会議にまずはオブザーバーとして参加し，リーダーシップを発

揮するよう要請しているところでございます。国におきましても，核軍縮をめぐって各国の隔たりがある中，

核兵器のない世界の実現に向け対話を通じて現実的な取組を粘り強く進めていく決意が既に示されています。

また，世界恒久平和の実現に向けましては，国の取組が重要であると同時に自治体の取組，市民同士等の交

流も大きな役割を果たすものと考えております。そのため本市では毎年8月にヒロシマ・ナガサキ被爆の実

相等に関するポスター展を，また，11月には平和祈念事業を実施しておりますほか，世界歴史都市会議，姉

妹都市交流といった国際交流事業などを通じ，国や社会体制等の違いを越えた相互理解を進めることを目指

しております。今後とも誰一人取り残さないＳＤＧｓの達成，平和で持続可能な社会の実現に向け不断の努

力を続けてまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）私から2点御答弁申し上げます。 

 まず，北陸新幹線の延伸事業についてでございます。北陸新幹線は近畿圏と北陸圏を結ぶ環境性能と効率

性に優れた基幹的な高速輸送体系を形成するものであり，地域振興と経済活性化に加え，新駅が設置される

地域のみならず新駅と結節する沿線地域にも広く利便性の向上をもたらすものであります。同時に災害時等

には東海道新幹線の代替路線としての役割も果たし得る貴重な社会資本であります。現在京都府，大阪府，

福井県の2府1県におきまして事業主体である鉄道・運輸機構が環境影響評価法に基づき調査を行っており，
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今後同機構が調査を通じ必要十分なデータを得たうえで，環境への影響の予測，評価及び環境保全措置の検

討を行い，環境影響評価準備書により，それらの結果を示すものと認識しております。これまでも本市は同

法に基づき市町村長の意見をまとめる京都府知事に対し自然環境や生活環境への影響が可能な限り回避，低

減されるよう十分な調査と環境影響の適切な予測・評価を求める意見書を提出しており，京都府から鉄道・

運輸機構に意見が述べられてきたところであります。今後も準備書で示される調査・予測・評価・環境保全

措置の検討の結果につきまして，京都市環境影響評価審査会で専門家の先生方の御意見もお聞きしながら水

環境，文化財，都市機能，建設発生土砂の処理等の観点からしっかりと意見を述べるなど適切に対応してま

いります。 

 続きまして大岩山の違法造成についてでございます。本市は，平成29年7月に通報を受け，大岩山の山頂

付近における違法造成に対し，宅地造成等規制法に基づき土砂搬入の停止等を指導しておりましたが，平成

30年1月に本市に隠蔽する形で南側の斜面において違法造成を行っていることを確知し，直ちに法令に基づ

く指導を徹底いたしました。このような状況において，平成30年7月の豪雨により南側斜面で土砂が流出い

たしました。確知が遅れたことについては，誠に遺憾であり，大変重く受け止めております。本市では大岩

山の恒久的な安全対策について，宅造法に定める技術基準を満たすよう斜面の成形，側溝の設置，調整池の

設置，また，斜面の緑化を盛り込んだ四つのポイントをお示しし，これに従って是正工事が進められており，

現在7割が完成している状況にあります。このことで斜面の安定化を図るものであります。仮に搬入された

土砂を全量撤去した場合の大岩山の地形は急勾配の不安定な斜面となり，安全を確保できません。今後とも

一刻も早く現地の安全確保に向け指導を継続，徹底するとともに，これまでどおり地元の皆様に丁寧に是正

工事の進捗状況をお知らせしてまいります。なお，今年8月の大雨で崩れた箇所は工事に着手をしていない

箇所であり，工事が完了した箇所の崩れは認められてございません。このことも地元の皆様に御説明をして

きているところでございます。このように，是正工事については，適切に進捗をしてきておりますが，是正

に至りました本事例の経緯を教訓とし，法令に基づく立入権限を確実に行使するための警察への協力要請や

上空からの撮影等も活用することで違法行為の全体像の速やかな確知に努めるように対応しており，さらに，

指導に応じない事業者にはより強力な行政処分を早期に発令することで今後同様の事案を生じさせないよう

厳正かつ迅速に対応してまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）古川文化市民局長。 

 〔古川文化市民局長登壇〕 

 文化市民局長（古川真文）ジェンダー平等についてであります。本市では京都市男女共同参画推進条例及

び京都市男女共同参画計画に基づき市民一人一人が性別に関わりなく個人として尊重され，生き生きと活動

することができる社会の実現に向け多様な取組を進めてまいりました。その一環として，性的少数者の方々

の生きづらさの解消に向けて，令和2年9月に京都市パートナーシップ宣誓制度を開始し，現在76組の方に宣

誓いただくなど，性の多様性への理解も広がりつつあります。同条例及び計画が目指す男女共同参画はジェ

ンダー平等の理念と同じく誰もが人権を尊重され，多様性を認め合い，包摂し合う共生社会の実現にもつな

がるものです。このためあらゆる行政分野における施策に男女共同参画の視点を反映することが重要であり，

本市が設置する京都市男女共同参画推進会議の下で関係する分野別計画等とも連携しながら全庁的に取組を

進めているところであります。新たな局の設置や条例制定は考えておりませんが，今後とも社会環境の変化

に対応しながら，多様性と包摂性のある社会の実現に向けて引き続き取組を進めてまいります。以上でござ

います。 

 議長（田中明秀）山本公営企業管理者。 

 〔山本公営企業管理者登壇〕 

 公営企業管理者（山本耕治）市バス，地下鉄の運賃についてでございます。新型コロナの影響により昨年

度の両事業合わせた運賃収入は前年度から約150億円減少し，これまで全庁挙げて取り組んできた増客の成

果が僅か1年で蒸発することとなり，現時点においてもいまだお客様の大幅な減少が続くなど，事業の存続

すら危ぶまれる状況にあります。このため，市長を先頭に数次にわたり国に対して公共交通の維持，確保に

向けた抜本的な支援策を求めてまいりました。その結果，国において措置された地域公共交通事業者が行う

感染症拡大防止対策に対する補助制度や減収により生じる資金不足に対する資金手当である特別減収対策企

業債制度の活用，国からの臨時交付金を財源とした本市一般会計からの公共交通に対する奨励金の収入と共
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に，引き続き更なる抜本的な支援の拡充を求めているところでございます。さらには，徹底した経費節減は

もとより路線，ダイヤの見直しなどあらゆる経営努力を尽くしてまいりますが，新型コロナによる経営への

影響は余りにも大きく，運賃改定にも踏み込まざるを得ない厳しい状況であります。市バス，地下鉄を次の

世代にも継承するためには，市民の皆様に御不便や御負担をお掛けすることにはなりますが，両事業の安定

経営の実現に向けて全力で取り組み，市民の財産である市バス，地下鉄を守り抜いてまいります。以上でご

ざいます。 

 議長（田中明秀）井坂議員。 

 〔井坂博文議員登壇（拍手）〕 

 井坂博文議員 答弁をいただきました。過去の教訓にどう学ぶのか，今回の行財政改革計画を撤回するよ

うに求めました。行政によるトップダウンによる改革提案や一方的な財政危機キャンペーン，市民意見が全

く反映されないパブリックコメントが京都市に対する市民の信頼を損ねていることをしっかり受け止めてい

ただきたい。そのことも含めて，今後の決算特別委員会，常任委員会でしっかり議論をしていきたいと思い

ます。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）暫時休憩いたします。 

 〔午後2時55分休憩〕 

 〔午後3時16分再開〕 

 議長（田中明秀）休憩前に引き続き，会議を行います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）休憩前の一般質問を継続いたします。市政一般について，鈴木とよこ議員に発言を許し

ます。鈴木議員。 

 〔鈴木とよこ議員登壇（拍手）〕 

 鈴木とよこ議員 山科区選出の鈴木とよこです。日本共産党京都市会議員団を代表して市政一般について

質問いたします。 

 まず，京都市の子育て支援策についてお聞きします。行財政改革計画では，子育て支援分野の福祉リスト

ラ，削減の方向が示されていますが，この間のコロナ禍において子育て世代も経済的な影響を大きく受けて

います。ただでさえ，子育てにはお金が掛かります。そのうえにコロナ禍の下，収入が減っている家庭がた

くさんあります。子育て世帯生活支援特別給付金の実施も行われていますが，もっともっと応援すべきとき

に利用料金の値上げや制度の改悪を示す，このこと自体が許されないことだという認識がありますか。行財

政改革案への市民意見募集には支援の充実を求める意見がたくさん寄せられたにもかかわらず，若者，子育

て層に対してこれまで身の丈に合わない支出，福祉策を実施してきた。今後は国基準をベースに見直しして

いくとの見解です。しかし，これまで京都市は，国基準そのものが低く不十分だという判断をして自治体と

してやり繰りをし，国基準に上乗せしてきたのではありませんか。他都市は，国基準では不十分であるとの

ことの認識を深め，急速に支援の力を入れようとしています。例えば，兵庫県の明石市の子育て支援は，中

学校の給食は無料，医療費は中学校3年生まで無料，保育料は二人目から無料，そのほかにも子育て世代応

援のメニューが整えられています。その結果，ここ数年来，実際に子育て層の人口増が実現しています。子

育て環境として，医療，保育，教育に関わる福祉がどうなっているのかが極めて重要であり，充実させてこ

そ子育てがしやすい，子育てをしたいと思える京都市になるのではありませんか。地方自治体の役割は，福

祉の増進，そしてその実践は，目の前の費用のみを議論し削減するのではなく，総合的，トータルに分析し

政策を立てて推進していくことではありませんか。今やらなくてはならないことは，改悪ではなく小学生の

むし歯治療の無料化の維持，保育料，学童保育利用料，放課後デイサービス等の子供に関わる費用負担を更

に軽減すること，子育て世代の困窮に応え思い切った子育て支援の充実を図ることでありませんか。いかが

ですか。 

 さらに，保育士の処遇改善のための補助金等を削減する方針も打ち出されていますが，そのことに対し多

くの保護者，保育士，園長先生から不安と懸念の声が寄せられています。保育士不足はどこでも大変な問題

です。このままこの方針を進めれば，保育士の確保を更に困難にするとともに，子供たちの安全や命を脅か
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す事態が起こりかねません。例えば，過去の事故の教訓から配置している夏のプールの監視員が配置できな

くなる，保育士を常勤から非常勤に変えなくてはならないなどの声が現実に上がっています。保育の質の低

下につながる補助金の削減を，京都市は決して行ってはならないと考えますがいかがですか。 

 次に，生活保護の運用についてお伺いします。日本は，そもそも生活保護を利用する資格がある人のうち

実際に利用している人の割合を示す捕捉率が世界と比べても極端に低いのが実態です。そして，コロナ禍の

中，多くの地域で食料品や生活用品を困っておられる学生や市民に提供する取組が行われ，9月25日時点，

104箇所で9,195人の利用があったとのことです。食事もまともに採れない市民の実態が浮き彫りになりまし

た。会場では相談コーナーも設置され，生活保護につながったケースもあります。今後，コロナ感染収束の

めどが立たない状況も考えれば，早急に生活保護制度が必要な市民に届くこと，つまり憲法第25条の定める

生存権の保障が行き届くよう地方自治体として手を打つ必要があると考えます。この間，国は生活保護を申

請したい方へ，生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものです

ので，ためらわずに御相談くださいとホームページに示しました。京都市もホームページを3月5日に更新し

ています。問題は，ホームページで示すだけでは解決されないということです。今回，私は全ての行政区と

支所の方から聞き取り調査を行いましたので，現場の意見や状況も踏まえて3点，課題を指摘し提案を行い

ます。 

 1点目は，最も重要であり根幹を成す，生活保護を必要とする市民がちゅうちょすることなく相談，申請

ができる環境を整える課題についてです。各行政区の担当の方との意見交換で一致したことは，生活保護だ

けは受けたくないという根強い感情の影響があるのではないかという点でした。その受けたくない，遠ざけ

てしまう要因は何なのか。4月29日発売のある雑誌が生活保護という命綱があるじゃないかと銘打って7ペー

ジの特集を組んでいました。その中では，従前から世界に比べて日本の捕捉率の低さの原因として，利用を

阻む最大要因は家族に知られるのが嫌という心理的抵抗感があること。支援団体等が行った実態調査，アン

ケートから指摘しています。この指摘は，京都市内で活動され，毎年京都市の保健福祉局とも懇談されてい

る生活と健康を守る会の会員さんに聴いても同様の見解でした。そこで，クローズアップされている扶養照

会の運用が現場でどうなっているのか聴き取りました。国からの事務連絡が本庁からあり，一定基準が明確

になり助かる。また，京都市では従前より本人から扶養関係にある方との関係性等を聴き取り，必要な扶養

照会に心掛けてきたとも言われました。そして，異口同音に，扶養照会で金銭的な支援が得られるのは極め

て少数であり時間ばかりが掛かり実はないとの一致した見解でした。ただ，特に高齢者の場合は入院や死亡

などのときのために親族を把握しておくことは重要，中にはこじれていた関係が少しだけ良くなることもあ

る。母子家庭の場合に，本来の支援が阻まれていないか，その確認は必要だという意見もありました。とい

うことは，そもそも金銭的に支援が親族から受けられないから相談，申請に来られるわけであり，受給を確

定するためのプロセスではなく，受給開始後にケースワーカーとの信頼関係の中で情報を得ていくことで事

足りるということを共有させていただいた次第です。是非，京都市から国に扶養照会の廃止を要望していた

だきたい。少なくとも扶養照会は，拒否することが可能なことを申請者に伝え，照会されては困る，やめて

ほしいと言われたときにはやらないことを更に徹底していただきたい。いかがですか。また，生活保護は権

利であり，困った時にはちゅうちょなく区役所に相談をというメッセージをもっと市民に届くように啓発す

ること。具体的には，札幌市のように生活保護の申請は国民の権利ですというポスターを作成し市民の誰も

が目にする所，例えばバスや地下鉄，コンビニエンスストアなどに掲示することを求めます。市民しんぶん

は行財政改革計画の特集を組むのではなく，コロナ禍で命に関わる事態が進行していることを認識し，生活

保護は権利であることと共に正確な生活保護制度の情報提供こそを特集すべきではありませんか。日常的に

情報提供を幅広く行い，啓発していくことを提案しますがいかがですか。 

 2点目は，ケースワーカーの配置に関することです。国においては，社会福祉法で定められている標準配

置数は，都市部では生活保護世帯数80に対してケースワーカー一人です。京都市は，平成23年から京都方式

という手法での配置となっています。高齢者は120世帯，母子は60世帯，障害，疾病は80世帯，その他60世

帯と数的傾斜を付ける手法です。例えば令和2年度で見ると，社会福祉法に規定する標準数でいくと396人の

配置が求められますが，京都方式では361人であり，ケースワーカー総数が35人少ない配置となっています。

聴き取りした全ての行政区・支所で，一人当たりの平均担当世帯は80世帯を大きく超えていました。新人職

員の割合が多いことや新人職員へのＯＪＴ教育，子育てや介護を担う職員への配慮等もあり一部のケースワ



 - 37 -

ーカーへの負担が多くなっている実態もあります。京都方式では，高齢者世帯は120世帯に一人ですが，高

齢者だから時間が掛からないという安易な考えは成り立ちません。日常生活を取り巻くＩＴの進化に伴う生

活様式の変化，認知症の出現，アルコールやお金の管理をはじめケースワーカーの支援の必要度は10年前と

比べても各段に高くなっているのです。たとえ介護保険制度につながったとしてもケースワーカーの関わり

は重要です。ケースワーカーの仕事は，制度の変更や改善も反映して事務量の増大は半端ないものになって

います。例えば，年金の支給に関わる事務も2019年10月から開始された年金生活者支援給付金により頻回な

確認と支給額の確定作業が必要です。高齢者の方も多くの方が働いておられますので，その収入認定作業も

必要です。今回の聴き取りでは，実に多種多様な事務があること，しかもその事務は，単に事務のパートで

は置き替えできない内容がほとんどだということも理解できました。そうした状況において，現場が困って

いる大きな点として，ただでさえ不足している人員体制において，年度途中に育休や病欠などが発生する欠

員問題が指摘されていました。これらの現場の困難を解決し，ケースワーカーの本来の業務として重要な受

給者の方へ寄り添い信頼関係を作り支援する時間を確保するには，また，どう必要とする市民が生活保護等

の施策にたどり着くようにするのか，アウトリーチしていく役割を果たすためにも，標準数を下回っている

状況を直ちに改善し，国が示す80世帯に対して1名のケースワーカーの配置を行い総数を増やすこと。また，

欠員が出た時には現場任せではなく原則補充することが求められていますが，いかがですか。 

 3点目は，ケースワーカーの専門職としての配置と育成に関しての提案です。現在，新卒職員の50パーセ

ントは2年から3年，ケースワーカーへ配属された後は他分野への異動という流れになっており，必要な知識

を学び，一定経験が積まれ，さあこれからが力の発揮しどころという時点で異動となるのです。福祉職の採

用が10年前より始まっていますが，10人程度であり，ケースワーカー分野への配置は限られている状況です。

中には自ら社会福祉士の資格を取る方もおられると聞きましたが，市としても社会福祉士主事任用を取得す

るよう努力されていることは承知しています。しかし，社会福祉に関わる知識を有し，社会福祉の現場で働

こうという意識を持った新卒の方をもっとケースワーカーとして配属できるよう福祉職枠での採用数を多く

することを提案します。また，生活保護という現場は，対人支援業務であり，幅広い福祉，医療等の制度や

知識を駆使していくスペシャリストの職種です。経験年数のバランスを意識した配置と育成を行うことを求

めますが，いかがですか。 

 11行政区と3支所の実際に運用されている現場のリアルな声，要望を元に提案しています。また，コロナ

禍の教訓は，ケアにはゆとりが必要だということです。福祉の増進を図るという地方自治体の基本的な役割

を発揮する観点より真摯にお答えいただくようお願いいたします。まず，ここまでの答弁を求めます。 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）鈴木とよこ議員の御質問にお答えいたします。 

 生活保護制度についてでございます。新型コロナウイルス感染症が長期化する中，市民の命と暮らしを守

る最後のセーフティネットである生活保護制度の役割は，これまで以上に重要となってきております。この

ことから，本市ホームページにおきまして生活保護の申請は国民，市民の権利であり，ためらわずに相談し

ていただきたい旨を明確に記載するとともに，扶養照会につきましても，国通知で示されている照会対象の

緩和の内容を具体的にお知らせいたしております。また，毎月の市民しんぶんにおいても，生活にお困りの

際の相談先として，各区役所・支所の相談窓口を紹介するなど，あらゆる手法で市民の方々に周知しており，

生活保護の申請や扶養照会に関しましても，御本人の意向を十分にお聞きし，丁寧な対応に努めております。 

 次に，生活保護ケースワーカーにつきましては，生活に困っている方に寄り添い支援する大切な職務であ

ることから，本市の厳しい財政状況の中にあっても，国が示す標準数を念頭におきまして，令和3年度は，

専任の面接相談員を含めて382名を配置し，くわえまして各区役所・支所におけるハローワークのサテライ

ト機能の設置や年金，医療相談に関する専門職員を配置することでケースワーカーが一人一人にきめ細かい

対応ができるよう体制を整えております。また，ベテランと若手をバランスよく配置することで，担い手の

育成を図るとともに，欠員が生じた場合は必要な対応を適宜行ってきたところでございます。最後に，福祉

行政に意欲と専門性のある担い手の確保を目的に導入した福祉職につきましては，現在104名の職員が生活

保護をはじめ福祉行政の各分野で活躍しており，継続して採用してまいります。 

 今後とも誰一人取り残さない社会の実現に向けまして，全力で取り組んでまいります。 
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 以下，副市長が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）子育て支援についてでございます。今般の行財政改革は，今の子供たちに将来過度

な負担を負わせないよう，社会経済情勢の変化に対応して施策を再構築し，持続可能なものとするものです。

子育て支援施策についても，持続可能な制度として再構築していくこととしております。具体的には学童ク

ラブ事業の利用料金については，本市会において利用実態に応じた体系にするとともに，ひとり親世帯をは

じめ配慮が必要な世帯への支援を大きく拡充するなど，応能と応益のバランスの取れた制度として提案をい

たしております。制度再構築後については，利用時間の選択にもよりますが，月額ベースで約4割の方々の

利用料金が下がり，約2割の方は利用料金が変わらないものと考えております。保育料の改定などその他の

子育て支援策についても，将来にわたって必要な施策が実施できるよう制度を再構築していくことが現在，

そして将来を担う世代への責任と認識をしております。 

 次に，民間保育園等職員の給与と運用事業補助金についてでございます。先日の教育福祉委員会で御報告

したとおり，保育士の人件費については，保育園の収入が支出を約42億円も上回るとの調査結果などと併せ

て，条例で定めている保育士の配置基準と現行の保育士の給与水準は全体として維持するとの考えを既にお

示しをしております。そのため，補助金の見直しが直ちに保育の安全の低下や保育士の勤務形態の転換につ

ながるという御指摘は当たらないものと考えております。今後は，更に検討を進め，国制度の給付費と併せ

て保育水準が維持できる制度となるよう見直してまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）鈴木議員。 

 〔鈴木とよこ議員登壇（拍手）〕 

 鈴木とよこ議員 高齢者福祉分野についてお尋ねいたします。まず第1に，京都市の認知症施策について

の提案です。今回の代表質問をするに当たり，京都市含む旧5大都市の状況調査，党議員団として地域包括

支援センターへのアンケート，認知症の人と家族の会の役員さんとの懇談，インタビューなどを行いました。

今回は4点の課題を指摘し提案いたします。 

 1点目は，多くの認知症施策が実施されていますが，その各施策が必要な方に届いているのかという点で

す。認知症の人と家族の会の役員さんとの懇談では，相談を受けてまずのつなぎ先は，やはり地域包括支援

センターだと言われていました。そして地域包括支援センターの方の忙しさが分かるだけに体制を何とか強

化してほしいとの強い要望でした。本市の掲げる認知症初期集中支援チームをはじめ認知症施策，事業を推

進していくうえでの核となる施策につなぐ機関である地域包括支援センターの人員を増やすことが必要だと

考えますが，いかがですか。 

 2点目は，地域包括支援センターからのアンケートでは，各行政区での実践の格差があるという指摘があ

りました。そのうえに，コロナ禍の下，オレンジカフェや認知症サポーター養成講座など各団体や地域と連

携し構築されてきた取組が，コロナ感染症対策をすることにより残念ながらブレーキが掛かっているという

厳しい実態が続いています。京都市においては，2025年認知症高齢者数は約8万8,000人，おおむね中学校区

に当たる日常生活圏域当たりで換算すると約1,160人と言われています。認知症は誰もがなり得るもの，認

知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられること。その実現のためには，京都市として認

知症施策推進の位置付けを高めていくことが重要です。そのためにも，是非，市長に認知症に優しいまちづ

くりを推進する宣言や条例の策定をしていただき，市民の認知症に対する意識，行動変容の効果を高め，全

ての行政区で関係団体との連携や実践が活発になるよう求めますが，いかがですか。 

 3点目は，他都市が実施している認知症のスクリーニング検査の実施です。神戸市は，認知症診断助成制

度により実施。横浜市・名古屋市では，物忘れ検診を実施しています。京都市では，医療機関でお達者検診

と名付けてオリジナル検診を実施されているところや自費での脳ドック検診もされておりますが，認知症の

早期発見という課題を公的な検診として広めていき，気軽にちゅうちょなくチェックできる機会を作ること

が極めて重要であると考えますが，いかがですか。 

 第2は，行財政改革計画として取り上げられている敬老乗車証制度についてです。現行の敬老乗車証制度

は，単にバスや地下鉄が安価に利用できるということだけではなく，その他に付随する大きな高齢者施策と

しての値打ちがあるということを認識されているかということです。外出を促すことによる介護予防という
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側面と，しかも単にフレイルなど身体的な予防だけでなく，認知症予防としてもエビデンスのある制度だと

いうことです。2015年9月21日のアルツハイマーデーに先んじて，ある有名メーカーが行った調査，発表は，

具体的なデータを根拠に，明らかに目的をもってお出掛けをすることが認知症発症への予防効果，認知症の

進行を防止することに効果があることを示しています。そして，かつて行われた名古屋市の敬老パス制度の

調査では，パスを利用してお出掛けしたときの1回の平均消費額は4,210円。その当時直接効果は316億円と

言われていたように，経済効果は計り知れないものがあります。また，自動車の利用機会を減少させる環境

効果も少なくありません。このように，京都市としても効果を検証し，広く課題を総合的な視点で捉え，地

方自治体の知見を発揮することが必要であり，現在の敬老乗車証制度の改悪はしてはならないと考えますが，

いかがですか。 

 第3は，介護保険制度についてです。20年前に創設された介護保険制度ですが，介護保険料負担は既に限

界に来ています。そのうえ，8月からは特別養護老人ホーム等の入所やショートステイ利用時の低所得者の

食費，居住費を軽減する補足給付制度が改悪されました。今回の改悪の柱の第1は，資産要件の見直しです。

これまでは預貯金が単身世帯は1,000万円以下，夫婦世帯は2,000万円以下の要件でしたが，単身世帯は収入

に応じて500万円から650万円，夫婦世帯では1,500万円から1,650万円と変わりました。収入は変わらなくて

も，預貯金額により制度からはじき出されることが起こります。結果，年間収入が50万円以下でもユニット

型で食費と居住費を合わせると月6万9,000円の負担増になる。特養の多床室でも月4万8,000円，その他の3

施設の多床室でも月3万3,000円の負担増です。また，第2の改悪の柱として食費の負担増があります。本人

の収入が120万円から155万円以下で日額650円から1,360円と今まで月2万円の負担が月4万2,000円となって

います。食費の負担増は，お泊りのサービスであるショートステイにも及んでおり，日額210円から650円の

引上げとなったため，1週間利用すれば，最大4,550円の負担増となります。多くの方の預貯金は苦しい生活

の中でも，少しでも子供や孫に残したいとの思いや葬儀のためと貯めておられるお金です。政府は施設入所

したければ預貯金を使い切ればいい。取れるところからはとことん取るという考えです。介護されている家

族の方からは，これでは退所させなくてはならなくなるという悲痛な声もお聞きしています。また，入所の

順番が来ても費用が工面できない人が続出する危険があります。是非，京都市として実態調査を行い，結果

を基に国に対して制度を元に戻すよう働き掛けていただきたい。退所に至らないよう，必要なショートステ

イが利用できないことにならないよう手だてを講じていただきたい。いかがですか。 

 第4として，社会福祉協議会に対しての支援についてです。身近な学区社協の活動は高齢者の生活を支え

介護予防をはじめ，なくてはならない存在となっています。コロナ禍の中で，つながる取組や活動が延期，

中止となり地域福祉活動に多大な影響が出ています。高齢者は外出を控え，居宅で長い時間を過ごすことに

なりフレイルが進行していると，担当されている方々から聞いています。社協の活動にも今後，ＩＴなど新

しい要素も採り入れながらコロナ禍にあっても役割が発揮できるような京都市として更なる支援が必要とな

っています。そんなときに，家賃等の減免及び補助金をなくすなど真逆のことを行うことは決して許されな

いのでありませんか。いかがですか。 

 最後に，地元課題として2点について強く要望し質問いたします。今年4月1日に突然，建設局所管の指定

管理者制度として運営されているラクトスポーツプラザが事業休止しました。ラクトスポーツプラザとは，

山科駅前地区再開発のときに市民にとっての公的な施設としてスタートしたものです。コミュニティルーム

は継続運営されているものの，プール，ジム，スタジオは，コロナ禍において赤字が大幅に見込まれるため

というのが理由で休止とされたままです。今回の中止の判断は，指定管理者制度において委託事業者が決定

したのではなく，京都市が判断したことです。利用者の方を中心にラクトスポーツプラザの運営継続を求め

る有志の会が立ち上げられ活動されています。委員会の質疑でも取り上げましたが，山科区にはほかにもプ

ールやジムがあるからそこに行けばいいじゃないかでは済まないのです。ラクトは，障害者割引制度や会員

制度以外に1回1回の利用が可能であることをはじめ，ラクトでなくては通えないという方もたくさんおられ

ます。私は京都市の公的な責任をいとも簡単に放棄した今回の在り方に怒りを覚えます。有志の会の皆さん

は，何としても再開してほしいと建設局への要望活動をされています。そもそも指定管理者制度において，

利用料金を基本とする委託では，今後もコロナのような事態が起これば事業者が大きな赤字を招くことは明

らかです。公的な役割を持つ施設は利用料金制度は採らないことが求められると思います。コロナ収束後の

利用者確保については，有志の会の皆さんは，行政と力を合わせていきたい，山科区の公的施設を守ってい
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こうと声を上げられています。この声を真摯に受け止め，早期に再開することを求めますが，いかがですか。 

 もう一点は，山科区のバスの運行問題です。山科区は京都市バスが走らなくなった行政区。京都市のＭＭ

活動を必死に頑張ってこられた地域の皆さんから，京都市への失望と怒りが渦巻いていることを自覚してい

ただきたいと思います。鏡山循環バスの夕方一便増やしてほしい，大塚・小山地域の利便性の向上を市長が

約束された市バスの一部共同運行の行方，小金塚の循環バスはこれで本格運行と思ったときにコロナ。しか

し，現在でも小金塚の巡回バスは，外出確保の命綱として利用されています。どれを取っても，山科区民は，

京都市の周辺区，その中の特別に困難を抱えている周辺地域で地域住民が自ら行動し，車に頼ることなく公

共交通を利用する活動，そしてその利用したくてもそのバスがないところをも解決しようと頑張っておられ

るわけです。京都市が本来は京都市内の交通不便地域の調査をし，分析と共にそこに対して計画的に京都市

自身が改善していくのが本来の地方自治体の役割のはずです。それもせず，今回小金塚の循環バスへの支援

の終了はもってのほか。許されるはずがありません。また，小金塚地域の高齢化を考えれば，今検討されて

いる地域の共助の力でバス運行することはどう考えても現実的ではありません。これまで住民の方々が頑張

ってこられたＭＭ活動をしっかり支援するとともに，市長，責任を持って山科区民の足を守る，交通権を保

障するよう求めますが，いかがですか。 

 以上で，代表質問を終わります。御清聴，どうもありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）引き続いて，鈴木とよこ議員の御質問にお答えします。山科区の交通問題について

でございます。小金塚地域につきましては，山あいの丘陵地に開発された住宅団地で，急勾配の坂道が多く，

生活の足の確保が切実な課題であります。そうした中，10年以上の長きにわたり，バスの走行環境の整備に

向け地域の皆様と一体となって取り組んだ結果，本市独自の実証運行に対する支援制度を最大限活用し，平

成30年度から令和2年度までの3年間，期間を限った取組として地域，バス事業者，本市の3者の合意の下，

循環バスの実証運行が実施されました。今年度は，バス事業者の御尽力により独自で実証運行を継続されて

いますが，事業の採算性，さらにはバス事業者の経営環境の悪化により本格運行への移行は難しい状況にあ

ります。こうした状況を踏まえ，現在，地域では自らが主体となった生活交通の確保に向けて検討が進めら

れており，本市といたしましては，これまで市会にも御説明しているとおり，本年度予算で計上しておりま

す地域の共助による生活交通の確保に対する支援の活用も含め引き続き全力でサポートしてまいります。交

通事業者を取り巻く状況が厳しさを増す中，今後とも本市としては，地域住民の皆様，交通事業者，関係行

政機関等との連携を一層強化し，しっかりと協議することとしており，山科地域をはじめ市内の生活交通の

確保に向け全力で取り組んでまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）吉田副市長。 

 〔吉田副市長登壇〕 

 副市長（吉田良比呂）敬老乗車証についてでございます。本制度は，昭和48年，平均寿命が男性で70歳，

女性で76歳の時代に，70歳以上の高齢者を対象として開始した市民の皆様の市税負担で成り立つ本市独自の

制度であります。客観的，定量的な効果の検証手法は確立されておりませんが，制度目的である高齢者の社

会参加支援に役立っているものと認識はしております。今日，制度開始から約50年がたち，平均寿命は男性

で81歳，女性で87歳と11歳延び，対象年齢は7万人から15万人に増加する一方で，市税負担は開始当時の約

３億円から現在では約52億円，10年後には約58億円に増加するなど，制度を取り巻く社会情勢は大きく変化

をしてきております。かつてない危機的な財政状況の下，現制度のまま維持していくことは困難であり，他

の政令市7市が廃止又は制度を持たない中，本市では，廃止することなく高齢者の社会参加支援という制度

目的を維持し，持続可能なものとして見直してまいります。具体的には，交付開始年齢を段階的に引き上げ

るとともに負担金の見直しをお願いしますが，現在月250円を負担していただいている全体の6割以上の利用

者の方が，見直し後も月750円の負担でこれまでどおり市バス，地下鉄などのフリーパスを御利用いただけ

ます。また，生み出された財源の一部を敬老パス回数券の導入など，交付率や利便性の向上につながる新た

な取組に充てるものでございます。本市会に制度見直しに係る関係議案を提案させていただいており，引き

続き十分に説明を尽くしてまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）三宅保健福祉局長。 
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 〔三宅保健福祉局長登壇〕 

 保健福祉局長（三宅英知）3点についてお答えいたします。 

 初めに，認知症施策についてでございます。まず，認知症をはじめ高齢者の総合相談窓口である地域包括

支援センターについては，高齢者人口や単身世帯の増加，一人暮らし高齢者への全戸訪問活動等への対応の

ため，設置開始時の181人から今年度316人まで増員するなど政令市の中でも充実した体制となっております。 

 次に，本市では，認知症施策の推進を京都市民長寿すこやかプランの重要な取組項目に位置付け，市民の

認知症への理解促進と認知症高齢者及びその家族への支援の取組を進めております。具体的には，13万人を

超える認知症サポーターの養成や認知症の本人，家族の視点を重視した認知症ガイドブックの作成をはじめ

認知症に関する正しい理解の普及に取り組んでおります。また，かかりつけ医への助言等を行う認知症サポ

ート医の養成や初期段階で関わり，医療や介護サービスにつなげる等の支援を行う認知症初期集中支援チー

ム，さらには，認知症の相談，外来，鑑別診断等に対応する認知症疾患医療センターの設置等により，認知

症の早期発見，早期対応に向けた支援体制並びに地域での医療，介護の連携体制を構築してきたところであ

ります。このため，御指摘の条例制定や公的な検査の実施までは考えておりませんが，引き続き京都市民長

寿すこやかプランに基づき，関係機関との緊密な連携の下，認知症になってもできる限り住み慣れた地域で

暮らし続けられるまちづくりを進めてまいります。 

 次に，介護保険制度についてでございます。介護保険は，介護を必要とする方を社会全体で支えていく全

国一律の制度であり，介護に要する費用を税金等の公費と保険料及び利用料で賄い，負担と給付の関係が明

確な仕組みとなっています。令和3年度の制度改正により施設入所者の食費，居住費の負担を軽減する，い

わゆる補足給付については，今年8月から預貯金等の資産要件の見直し等が行われています。この見直しは，

国において介護保険施設の入所者の実態を把握したうえで，在宅で介護を受ける方との負担の公平性や能力

に応じた負担の観点から行われたものであり，退所に至ることや必要なショートステイが利用できなくなる

ことはありません。なお，介護保険は，全国一律の制度であるため，保険者である市町村が独自に公費を投

じて施設入所者の負担軽減を行うことは，負担と給付の関係を不明確なものとし，全国一律の制度運営に支

障が生じかねないことから，本市として行う考えはございません。国に対しましては，引き続き関係団体等

から御意見等をお聞きしながら，被保険者の負担が過重なものとならないよう，また，将来にわたって制度

が安定的に運営できるものとなるよう必要に応じ要望を行ってまいります。 

 続いて，社会福祉協議会への支援についてでございます。社会福祉協議会は，福祉の専門機関として，民

生児童委員や老人福祉員等との連携の下，地域に根差した活動を推進されるとともに，本市の事業を多数実

施していただくなど，本市の大切なパートナーであり，地域福祉の中核を担う極めて重要な団体であります。

このコロナ禍におきましても，緊急小口資金や総合支援資金の貸付等において，生活にお困りの方々に対し

懇切丁寧に対応されるなど，日々，地域の最善線で精力的に取り組まれ，市民の皆様の生活を支えていただ

いております。社会福祉協議会の活動や運営につきましては，寄付金や会費等による収入に加え，市町村か

らの支援を前提として成り立つものであり，本市は，これまでから事業や人件費に対する補助，活動拠点の

確保等の支援を行っております。一方，本市財政は危機的な状況にあり，全市的な方針の下，補助金や公有

財産の使用料等について点検を進めているところですが，社会福祉協議会の財務状況等を十分に踏まえたう

えで，社会福祉協議会と本市双方の財政が持続可能なものとなるよう，また，日々の活動で築かれた地域の

関係を維持し，長年培われた地域福祉活動等に支障が生じることがないよう十分に協議を行う中で，丁寧に

対応してまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）谷口建設局長。 

 〔谷口建設局長登壇〕 

 建設局長（谷口一朗）ラクト健康・文化館についてでございます。ラクト健康・文化館は，市民の皆様の

健康づくりの支援や地域のコミュニケーションづくりの場として，平成10年の開館以来多くの皆様に御利用

いただいてまいりました。施設の運営に当たりましては，指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくす

ることを狙いとして，利用料金制を導入し，実際に管理運営経費をおおむね利用料金収入で賄うことができ

るなど，指定管理者の創意工夫により効率的かつ効果的な運営を実現してまいりました。しかしながら，新

型コロナウイルス感染症の影響により，プールやトレーニングジム等の利用者数が大幅に減少し，経営を継

続するために必要な多額の公費負担を行うことは，本市の厳しい財政状況の中では困難であることから，本
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年4月からコミュニティルームの運営を除いて施設の運営を一時休止することといたしました。これまでの

間，新型コロナウイルスの感染状況や民間スポーツ施設からの意見聴取，経営動向の把握などに努めてまい

りましたが，依然としてコロナ禍の影響が継続していることや，収束後の利用者の回復の見通しも不透明で

あります。引き続き，厳しい財政状況を踏まえ，安定かつ持続可能な施設運営の在り方について，慎重に検

討してまいります。以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）次に，市政一般について，かまの敏徳議員に発言を許します。かまの議員。 

 〔かまの敏徳議員登壇（拍手）〕 

 かまの敏徳議員 下京区選出のかまの敏徳でございます。日本共産党京都市会議員団を代表して質問をい

たします。 

 第1のテーマは，市民の命と暮らしを守るための公務の体制づくりについてです。 

 まず，市職員削減による市民サービスの低下についてお聞きいたします。京都市の職員数は，門川市政の

12年間で3,600人が削減されました。12年前の職員数が約1万6,000人ですから，約2割もの削減です。人員削

減は市民サービスの低下を招いています。この間進められてきた業務の集約化で保健所だけでなく税部門も

区役所からなくなり，市民に身近な区役所の相談機能は低下しています。こうした集約化の影響により，災

害時の避難所に職員が即時配置できないということが2018年の豪雨の際に問題となりました。市民が簡易宿

所，民泊トラブル相談も本庁近くまでわざわざ出向いてこなければなりません。にもかかわらず，行財政改

革計画ではさらに550人の人員削減を行うとしています。この中には，市民の命に直結する消防職員150人の

削減も含まれています。今求められるのは，断じて人員削減ではありません。徹底的に市民生活に寄り添う

ための職員体制を充実することです。京都市持続可能な行財政審議会第5回資料で示されたとおり，関西の

政令市4都市で見ると市民一人当たりの職員数は京都市が最小になっています。20政令都市で10番目，本市

人口に換算すると神戸市より1,800人少なくなっています。このうえの削減は今でも絶対的に足りない職員

を更に減らし，医療衛生部門への応援，多発する災害対応など，市民生活及び重要な自治体業務に支障を来

すことにつながります。そこでお聞きします。コロナ禍で市民サービスを保障，充実させるために人員削減

計画は撤回すべきではありませんか。 

 次に，委託化，アウトソーシングから直営化，インソーシングへの転換についてお聞きいたします。全国

の自治体で人件費削減を主要な目的とし，この十数年間，ＰＦＩ法，指定管理者制度，地方独立行政法人法

など新たな法制度で公務の委託化，アウトソーシングが加速されてきました。本市ではごみ収集業務や会館

の管理運営などで導入され，最近では福祉関係，窓口関係業務といった行政の事務を切り分けて委託，ある

いは，1箇所に集約して委託するという手法が採られています。今回の行財政改革計画でも，更に加速しよ

うとしています。しかし，こうした路線が市民サービスの低下や労働者の低賃金化を招いています。各区役

所で行っていた介護認定・給付業務が2020年4月から民間企業へ集約，委託され，介護保険嘱託職員の雇い

止めが強行されました。雇用主責任の放棄であると同時に，介護保険という公的制度の運営責任の放棄でも

あります。以前は認定調査票の内容について区役所がケアマネジャーに必要な情報の問合せがされて正確な

介護認定につながっていたのに今はそれもなくなり，認定業務の正確性が薄くなっているというのが議員団

に寄せられたケアマネジャーの声です。また，2000年度から全国で初めて導入した市バスの管理の受委託方

式について，低賃金で人が集まらず，受託事業者である京阪バスが2019年度末で撤退いたしました。アウト

ソーシングで公共交通の運行が守れなくなったものであり，これまで進めてきた路線の破綻を示すものです。

また，上下水道局検針業務の委託先であるヴェオリア・ジェネッツは，2020年のハローワークの求人情報で

時給909円という当時の最低賃金で募集をいたしました。ごみ収集では受託企業の労働者がトリプルワーク

までしているという実態もあります。アウトソーシングが官製ワーキングプアを生み出すという典型事例で

す。他都市では最良の質の高い市民サービスの提供が民間の運営により期待できるとの理由で2010年に指定

管理者制度がスタートした市立図書館の運営を市民サービスが低下し，2015年度以降は市直営に戻した下関

市の事例があります。市長は図書館についてはビジネスになじまない，お金に換算できないところに価値が

あると述べております。市民サービス低下や労働者の低賃金化を解決するには，社会的な課題の解決を税金

で公務員，行政がやらなければならないという時代は終わっているという市長の姿勢ではなく，市民の命と

暮らしを守ることに責任を持つ公の役割を強化することこそ必要だと言わなければなりません。そこでお聞
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きします。公務のアウトソーシング推進からインソーシングへと転換し，公的役割を再建，強化すべきでは

ありませんか。市長，いかがですか。 

 次に，市職員の超過勤務問題についてお聞きします。本市のデータによりますと，昨年度1年間での時間

外勤務の状況は月100時間超えが190人，年間1,500時間超えが9人，最も多かった職員は1,995時間でした。

特に感染症対応をしている部署が深刻でありまして，感染拡大の第1波が起こった昨年3月には，250時間を

超える時間外勤務もありました。過労死認定基準をはるかに上回っており，あってはならないことです。感

染症対応部局の方から，朝3時，4時まで仕事をするのが普通，6時までの日もあった。食事は早くて夕方，

深夜0時に食べるときもあった。いつ死んでもおかしくないと思った。職場では電話が鳴り続け，必死に対

応しても怒った感染者から死んだら一生呪ってやると言われ無気力感に襲われた。こうした声が寄せられま

した。こうした中でやむなく退職を選択された方もおられます。しかも，今なお長時間労働はなくならず，

今年に入っても新規採用職員が僅か1箇月で病気休暇を取る事態も生まれました。8月には副市長名の依命通

達が出され，8月31日には保健師増員9人，応援職員154人の324人体制が全面実施されましたが，8月の平均

時間外勤務は128時間，最長は298時間15分と職場の誰がいつ過労死してもおかしくない状況となっています。

また，こうした事態は，感染症対応部署以外でも発生しており，昨年度は1,000時間を超えて時間外勤務を

余儀なくされた職員が18人存在していました。そこでお聞きします。第1に，職員の命と健康を危険にさら

し，退職にまで追い込んだことに対する反省はありますか。明確にお答えください。第2，管理者責任とし

て，過労死認定基準を上回る異常な時間外勤務一掃の具体策を今すぐ提示すべきではありませんか。いかが

ですか。 

 第2のテーマは，安全安心の学びを保障する学生生活支援についてです。 

 まず，学費の負担軽減についての本市の姿勢をお聞きします。コロナ禍で，生活に困窮する学生が増えて

います。その下でとりわけ学費が大きな負担となっていることは論をまちません。日本政策金融公庫の調査

では，高校から大学卒業までの費用は965万1,000円と非常に高額です。経済的理由で進学を諦めたり，退学

を余儀なくされる若者が後を絶ちません。奨学金返済者の自己破産件数は，2012年度の1,320件から，17年

度は1.8倍の2,447件へとコロナ前でも既に急増しております。本市は奨学金制度について一貫して，公平性

の観点から国において充実すべきとの姿勢にこだわっておられます。しかし，学費減免，返済不要の奨学金

を拡充してほしい，アルバイト先が潰れて生活が厳しい，オンライン授業で実習にも行けないのに学費がそ

のままなのは納得できないなど学生の声は切実です。こうした声に応え，学生のまち京都にふさわしい新た

な京都モデルをつくろうではありませんか。そこでお聞きします。国待ちにならず市独自の給付制奨学金制

度創設に着手すべきではありませんか。また，奨学金返済の際の利子分を支援するなど新たな制度を作るこ

とを求めます。いかがですか。 

 次に，食料品支援についてお聞きします。今年だけでも60回を超える食料支援プロジェクトが開催され，

多い所では1箇所数百人の学生が集まっています。それほどの生活困窮の実態があるわけです。この間，生

理の貧困については，本市でも対策が前進いたしまして，小中学校に加え，32の大学において生理用品が随

時提供されることになりました。これは前進だと受け止めております。そこで提案します。京都府は大学が

食材提供を行う際は半額補助する補正予算を組んでいます。市が半額援助を行えば大学が負担なく実施する

ことができます。また，中央卸売市場と連携して京都市が食材を買い上げる，学生支援に協力した事業者，

生産者，ＮＰＯ団体の経費の一部を補助するなどが考えられます。このように京都市の責任で独自の食料支

援策を具体化し，困っている学生を直接支援すべきではありませんか。いかがですか。 

 次に，安全な学びの保障のための大規模，定期的なＰＣＲ検査についてお聞きしたいと思います。7月に

Ｆｒｅｅ京都と大学でのＰＣＲ検査を求める有志の皆さんから，京都市に出された陳情，また，8月に日本

民主青年同盟のコロナ禍で困窮する大学生の苦難解決，軽減に関する要望書もＰＣＲ検査を強く求めておら

れました。私も懇談させてもらった際に，個人でできる対策は全部やっている。だけど行政が責任を持って

検査しないからこんなに感染が広がっているのではないかとの声，芸術系の学生の方からは安全に対面授業

を受けたい。そのために検査してほしいという切実な声を聞きました。若い世代にも感染は広がっておりま

して，本市におきまして9月27日時点で感染者の割合が一番高いのは10代以下の方で26.1パーセントで20代

の方が19.2パーセントとなっています。重症化リスクも高まっております。無症状者を対象に，出発前にＰ

ＣＲ検査を行うＭＩＣＥ主催者に対して支援を行う補正予算が出たばかりです。大学にできないはずがあり
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ません。そこでお聞きいたします。全員が無料で定期的にＰＣＲ検査を受けられるよう，大学に対する財政

支援を国に求め，本市としても支援すべきではありませんか。いかがですか。 

 第3のテーマとして，誰もが安心して住み続けられる住宅政策についてお聞きいたします。 

 まず，市営住宅の機能強化についてです。京都市市営住宅条例では，住宅に困窮する低額所得者に対して

低廉な家賃で賃貸し，中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を設置するとその役割を

述べています。また，住宅政策の国際水準は，2016年，第3回国連人間居住会議で日本政府も参加し採択さ

れた合意文書になっております。適切で安価な住宅への平等なアクセスを提供することにより誰一人取り残

さない，こういうことを原則の一つに掲げています。住まいは人権であり，市営住宅の果たす役割は重要で

す。しかし，2020年度決算でも管理戸数は前年の2万3,430戸から2万3,307戸へと123戸減少しています。こ

の間の委員会の質疑では，募集しても応募がない。市営住宅需要は満たされているんだとの答弁がありまし

たが，事実ではありません。募集の平均倍率は常に5倍以上ですし，直近の6月は9.4倍でした。にもかかわ

らず，団地再生事業で集約化し，それによって生まれた土地について民間活力による活性化を推進しようと

しています。コロナ下では，住宅セーフティネットの根幹である市営住宅の役割強化こそ求められています。

そこでお聞きいたします。まず，市営住宅の管理戸数を減少させる方針は撤回し，不足している市内中心部

に新規建設を行うなど市営住宅を今こそ増やすべきです。いかがですか。また，住宅セーフティネットの役

割に逆行する家賃減免制度見直しは撤回を求めます，いかがですか。さらに，入居資格の収入基準を引き上

げ，募集対象を拡大することを求めます。いかがですか。 

 次に，若年，子育て世帯への支援策についてもお聞きします。京都市基本計画の中では，若年，子育て層

の定住促進が位置付けられています。しかし観光インバウンドを見込んだホテル，簡易宿所の建設ラッシュ

や商業施設などの誘致等によりまして地価が高騰し，若年，子育て層にとっては市内に定住するうえで，住

宅費用が大きなネックになっています。そこでお聞きします。まず，家賃補助によるこうした世代への負担

軽減を行うべきではありませんか。いかがですか。また，今年度予算では，空き家対策推進事業の中に空き

家活用推進のための支援事業が盛り込まれ，居住者又は利用者がいない空き家を市の政策目的に沿った特定

の用途で活用する場合に必要な工事等の費用の一部の補助や支援制度の案内を行っているという制度を盛り

込んでおります。そこでお聞きします。民間の戸建て空き家を市営住宅として活用することも，市の政策目

的に沿った特定の用途に加えて，若年，子育て世帯の定住を支援すべきではありませんか。いかがですか。 

 第4のテーマとして，コロナ下にふさわしい中小企業と労働者支援策についてお聞きます。 

 まず，中小企業支援についてです。帝国データバンクによれば，2021年上半期にこの近畿地区で休廃業，

解散に至った企業が3,949件に上りました。4年ぶりに前年同期を上回りました。同社が，先行きを悲観する

形で休廃業，解散により市場退出を進める企業が増加し始めた可能性があると分析しているように，市内企

業の99.8パーセントを占める中小企業の現状は危機的です。こうした地域経済の主人公の活性化こそ京都経

済回復への道だと考えています。しかし，この点で本市の政策は的を射たものになっていないと考えており

ます。京都市基本計画では，市民に豊かさを実現するためとして都市の成長戦略を強調しています。そして

この中身は広域的な商業施設やオフィス，研究所などの商業，業務機能等を都心部に集積することであり，

従来どおりの大企業呼込み型開発によって経済活性化を図ろうとするものです。そして実際ここ数年そうし

た方針で進めてまいりました。その結果，下京区では京都駅周辺にたくさんの商業施設が進出し，梅小路公

園に水族館や鉄道博物館などの集客施設ができ，ホテルの建設も進みました。その一方，既存の商店街や旅

館，ホテルの経営，市民の暮らしが活性化したかといえば全くそうした現実はありません。そこにコロナ禍

が追い討ちを掛けています。私は既存融資とコロナ融資による二重ローンで大変だ，柔軟な返済支援をして

ほしいという旅館業者からの訴え，修学旅行の中止で旅館からの発注がゼロになり，収入見込みは月次支援

金10万円のみという和菓子製造卸の業者さん，また，この声を聞き，食品卸の方からは，飲食店からの注文

が激減して，恥ずかしいけれども1日の売上げが200円しかない。真水支援がないとどうしようもないんだと

いう実態を聞き，しかし，その中でも諦めずに異業種でコラボして新作展示会をやって販路拡大にチャレン

ジしているという和装業者の必死の努力についてもお聞きしてきました。5月市会では国に対する事業者支

援の一層の充実を求める意見書も全会一致で採択をされました。今必要なのは地域経済の主人公である中小

企業は一つも潰さないという力強いメッセージを打ち出すことです。そこでお聞きいたします。中小・小規

模事業者支援のために，一つ，補助金を受けた事業者にとどまらずコロナの影響を受けた事業者への直接給
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付，二つに，実質無利子・無保証融資の復活，三つに，既存債務返済について劣後ローンと同等の扱いとす

るなど柔軟な対応が行えるよう金融機関や信用保証協会に働き掛ける，四つ，きめ細かな販路拡大支援など

抜本的対策強化を求めますがいかがですか。また，中小・小規模事業者の窮状を市が直接把握し適切な施策

を実施するために中小企業支援センターの復活や区役所での相談機能を強化すべきだと考えますが，いかが

ですか。 

 次に，労働者支援についてもお聞きします。コロナ下で本市が労働者支援で直接的役割を果たせるのが，

公契約基本条例に賃金条項を設定することです。この間，国が公共工事設計労務単価を連続で引き上げてい

ます。これは建設労働者の賃金が他産業と比べて極めて低い水準にあるために，若年労働者の減少を招き技

術が継承されず，産業の存続すら危惧される事態を憂慮しているからです。また，近年では自然災害が頻発

しており，インフラ整備や市民の生活再建支援を着実に進めるうえでも，建設労働者の処遇改善は強く求め

られます。ところが，全京都建築労働組合が毎年行っている賃金アンケートで，労働者の賃上げが設計労務

単価の引上げに見合っていないことが明らかになりました。（パネルを示す）それがこのパネルです。パネ

ルを御覧いただきたいと思います。公共工事設計労務単価は2012年に比べて40.1パーセント右肩上がりにな

っておりますけれども，賃上げは公共工事の現場では4.2パーセント増にとどまります。それどころかオレ

ンジの線を見ていただければ分かりますが，2020年度については，1日当たりの平均賃金が前年より1,174円

下がったという結果になっております。市民の税金を使って人件費の上乗せをして発注しているにもかかわ

らず，現場労働者の賃金が下がるということはあってはならないことだと考えています。賃金は労使の問題

だと，労働者の処遇改善に背を向ける姿勢は改めるべきです。そこでお聞きいたします。第1に，公共工事

現場のこうした調査結果を踏まえ，設計労務単価の引上げが賃金に反映されるよう，事業主に働き掛けるべ

きではありませんか。実態調査も行うべきです。いかがですか。そして第2に，京都市の発注する仕事で労

働者の暮らしを支え，賃上げを実効あるものにするために，公契約基本条例に賃金条項を盛り込むべきです。

いかがですか。 

 五つ目のテーマとして，加齢性難聴者の補聴器購入助成の実現についてお聞きします。 

 高齢化社会が進む下，日本では1,430万人の難聴者がいると推測されています。聞こえの向上にとどまら

ず，認知の低下を防ぎ，社会参加を広げる補聴器の役割が重要です。ＷＨＯ，世界保健機関も日常生活に支

障を来す中等度の難聴，41デシベル以上を装着基準とし，早めの段階から補聴器を使うことでコミュニケー

ションを支え脳への刺激を維持することが可能としております。しかし，日本補聴器工業会の調査によりま

すと，日本の難聴者のうち補聴器を付けている方が14.4パーセントでアメリカ30.2パーセント，ドイツ36.9

パーセント，フランス41パーセント，イギリス47.6パーセントと欧米各国と比べ極端に低くなっています。

日本では余り普及していない理由は，一つには，補聴器の購入価格が高いこと，そして二つには，高度，重

度の聴覚障害の方しか公的支援の対象となっていないということです。加齢に伴う障害や疾病に対する公的

支援としては，白内障の眼内レンズや入れ歯の保険適用，介護保険では，足腰が不自由になるとですね，歩

行器や歩行補助杖などが1割負担で給付されるのに，補聴器だけがなぜ重度の難聴者以外は全額自己負担な

のでしょうか。こうした当たり前の要求が全国の自治体を動かし，今年7月時点で補聴器購入の助成制度を

実施している自治体は全国で35市区町村に上るという結果が出ています。東京都の特別区では23区のうち14

区で実施されております。こうした流れがありまして，公的助成を求める声が，この京都の中でも広がって

おります。全京都生活と健康を守る会連合会が昨年8月21日に，補聴器購入の助成制度を求める要望署名

1,154筆を提出し本市に要請が行われました。そして現在，全京都生活と健康を守る会連合会，京都年金者

組合など4団体が集まりまして，補聴器の公的助成を求める会が発足しております。京都府内では，宮津市

や与謝野町の議会で，補聴器購入時の公的助成を国に求める意見書が採択されています。加齢性難聴への支

援については，国による公的な支援を設けることが本来必要です。しかし，国の対策を待つだけでなく，高

齢者の社会参加を促進し，介護予防に力を入れる観点から本市においても，他の自治体が行っているように，

独自の支援を設けるべきではないでしょうか。そこでお聞きいたします。日常生活に支障を来す中等度の加

齢性難聴者の補聴器購入助成制度を実現すべきです。いかがですか。 

 最後に，小学校跡地を活用して，地域住民が自由に集い憩える施設と子供たちが集える空間の設置を要望

いたします。京都市においては，小学校跡地がこの間，ホテルや企業のオフィスなど民間企業の事業活動の

ために差し出されてきました。下京区においても，元植柳小学校の跡地にタイのホテルが建設されつつあり
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ます。ホテル建設は地域住民が望んだものではなく，京都市主導で進められてきたものです。しかし本来，

市民の共有財産である学校跡地は，市民の声を十分に聴いて公的な利活用を行うべきです。地域の方からこ

んなお話を，私，聞きました。修徳公園で小学校高学年の男の子と女の子が高齢者の女性に漢字を教える様

子を見た。戦争の影響で学校に十分通えなかったのだろうか。おばあちゃん，この字分からへんのという風

に教えてあげていた。それを見ながら考えた。子供と高齢者が集えるような場所，公民館のような施設を学

校跡地に造ってほしいと。少子高齢化の下で地域の自主的な活動を保障し，地域コミュニティの再生を図る

ことが大きな課題です。世代を越えて地域住民が自由に集い憩える施設と，子供たちが集える空間を設置さ

れることを要望いたします。 

 以上で，私の代表質問を終わります。御清聴，誠にありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）かまの敏徳議員の御質問にお答えいたします。 

 職員体制についてでございます。本市の危機的な財政状況を克服し，魅力あふれる京都のまちを未来へつ

ないでいくために，市域が広い等の都市特性はございますが，職員の人件費，とりわけ他都市平均を上回る

職員数の削減は，急務の課題であります。今般策定した行財政改革計画において，市民の皆さんの命と暮ら

しを守るための行政サービスの維持や新たな行政需要への対応に必要な執行体制は，しっかりと確保しつつ

職員数550人以上の削減を掲げており，これを確実に達成することで，人件費の削減を図ってまいります。 

 また，民間活力の活用は，民間が持つノウハウを行政サービスにいかすことで市民サービスの向上や業務

の効率化にもつながるため，持続可能な行財政審議会からも積極的に進めるよう答申を頂いているところで

ございます。引き続き，行政が直接すべき業務とのすみ分けを適切に判断するとともに，費用対効果の観点

も考慮し，民間委託等を進めてまいります。 

 次に，時間外勤務の縮減につきましては，職員の健康の維持増進はもとより，働き方改革や真のワーク・

ライフ・バランスを実現するために，極めて重要な課題であると認識いたしております。これまでから全庁

挙げて業務の効率化や意識改革に取り組んできた結果，職員数の削減は進めつつも，時間外勤務は令和元年

度以降，2年連続して減少しております。引き続き，デジタル技術の活用や業務量の削減や行政事務の合理

化，柔軟な働き方改革を推進するとともに，関係機関の御協力も得ながら徹底した働き方改革に取り組んで

まいります。一方で，新型コロナウイルス感染症対応を行う部署においては，最大級の非常事態が長期間続

く中，増員はもとより職員応援，人材派遣の活用などの体制強化を図ってきたところでありますが，結果的

に長時間の時間外勤務や退職を選択する職員が生じたことについては，重く受け止めております。今般の第

5波に際しまして，全庁的な応援体制を構築し，従事する職員を約2倍に拡充するとともに，人材派遣の増

員，在宅療養者に対する健康観察における訪問看護ステーション等との連携強化などを行ったところであ

り，今後も感染拡大の予兆を捉えまして，迅速に対応してまいります。引き続き，京都の今と未来に責任を

持ち，市民の皆様はもとより職員の命と暮らし，健康をしっかりと守体制を構築してまいります。 

 以下，副市長及び関係理事者が御答弁申し上げます。 

 議長（田中明秀）岡田副市長。 

 〔岡田副市長登壇〕 

 副市長（岡田憲和）私からはコロナ禍における学生支援について御答弁申し上げます。多くの学生さんが

感染拡大防止に努めながら学生生活を送られており，安心して学ぶ環境を確保することは重要であると認識

をしております。そのため，本市では，国や京都府等と連携，補完しながら，学生支援の取組を進めてまい

りました。京都で学ばれている約15万人の学生さんの4分の3は京都府外から来られており，京都の高校生の

約半数は府外の大学に進学されるなど，全国規模で学生が進学され，また移動されている状況を踏まえます

と奨学金等の直接的な経済支援につきましては，その規模から考えても全国共通の課題として，国において

統一的に対応する必要があるものと考えております。このため，本市といたしましては，国に対し，学生に

対する経済的支援の充実を重ねて要望してきており，国においては，給付型奨学金や授業料減免等を行う高

等教育の就学支援新制度において，今年度，全国で4,800億円を超える予算が確保されております。これは

本市の学生数を基に計算いたしますと，約15万人で240億円規模になります。また，奨学金の返済支援につ

きましても，市，府，経済界の連携により創設いたしました就労奨学金返済一体型支援事業の利用促進に努
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めております。さらに，日本学生支援機構が京都府において大学等が独自に実施をされる食料配布等の取組

への支援も図られております。本市独自の支援といたしましては，昨年度，安心安全な学生生活を確保する

ため，市内大学等を対象に総額約2億円の補助事業を実施いたしました。各大学におかれましては，本事業

を活用していただいて，その成果としてオンライン授業の実施や学生コミュニティ形成の取組などが継続を

されております。くわえまして，大学におけますＰＣＲ検査実施に対する財政支援につきましても，国に対

して要望しております。また，大学コンソーシアム京都及び京都府に働き掛けをし，大学間連携による新型

コロナワクチン職域接種の仕組みを構築するなど，大学のまち京都・学生のまち京都ならではの取組を進め

ているところでございます。引き続き，各大学や府関係機関等とも連携し，学生支援の必要な取組を進めて

まいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）鈴木副市長。 

 〔鈴木副市長登壇〕 

 副市長（鈴木章一郎）私から今後の住宅政策についてでございます。市営住宅については，全体としての

現状を見れば，公募しても応募がない，応募が少ない団地があるという実態を踏まえ，供給量は充足をして

いると考えております。このことから，入居実態や需要に見合った管理戸数に削減していきながら，最適化

を図ることとしており，新規の建設や民間の戸建て住宅の活用などにより，市営住宅を増やすことは考えて

おりません。 

 次に，市営住宅の家賃の減免制度ですが，極めて所得の低い世帯を救済するための大切な制度であります。

その在り方については，住宅審議会から入所世帯間の公平性や民間賃貸住宅入居者との均衡，他都市との水

準を考慮し，困窮実態をより的確に反映できるよう見直しを行うべきとの答申をいただいており，負担が増

える世帯には適切な経過措置を講じつつ，真に困窮する世帯に対し適用できる持続可能な制度となるよう見

直してまいります。また，市営住宅は，納税者の御負担をいただきながら，住宅に困窮する低額所得者にお

住まいいただくためのセーフティネットであります。そのような性格上，入居収入基準を設けており，その

基準を引き上げ，所得の高い住民に入居を促進することは本来の目的ではないことから，入居収入基準を引

き上げる考えはありません。なお，既に子育て世帯，新婚世帯等に対しては，一般の世帯に比べ高い入居収

入基準を設けております。若年・子育て世帯の定住促進のためにあらゆる政策分野を融合し，京都に住むこ

との魅力を強力に発信するとともに，子育て世帯等のニーズに見合う住宅供給を促すことが重要であり，郊

外の鉄道駅などの公共交通の拠点周辺におけます魅力的な居住環境の創出や法制度を柔軟に運用し，関係の

事業者団体等とも協力しながら，まちなかの空き家等を流通させ，多様化する住まいのニーズに応えられる

環境づくりを進めてまいります。なお，住宅費に対する直接的助成ですが，現下の本市の危機的な財政状況

の中，持続可能な取組にはならず，新たな家賃補助制度の創設は考えておりません。以上でございます。 

 議長（田中明秀）北村産業・文化融合戦略監。 

 〔北村産業・文化融合戦略監登壇〕 

 産業・文化融合戦略監（北村信幸）中小企業支援についてでございます。コロナ禍の影響が長期化する中，

極めて厳しい経営環境にある中小企業等を下支えすることは本市の責務であります。そこで，昨日議決いた

だいた中小企業等再起支援補助金応援金をはじめ経済対策として，これまでに総額約1,620億円の補正予算

を計上し，国や府の支援策とも連動し，徹底した伴走支援に取り組んでまいりました。再起支援補助金を事

業の継続を図る皆様にしっかりとお届けするとともに，その対象とならない方に対しても，国の小規模事業

者持続化補助金をはじめ様々な支援策を活用いただけるよう丁寧な相談等に努めてまいります。無利子融資

は現在も政府系金融機関において実施されておりますが，本市といたしましても，民間金融機関における無

利子，無保証料の融資の再開について，他の政令市と連携し国へ要望しております。また，既往債務の返済

についても，本市から金融機関や保証協会に対し最大限柔軟な対応を行うよう要請するとともに，国からも

資本性劣後ローンの積極的な活用を含め，事業者の実情に応じた柔軟な対応を継続するよう金融機関等に対

して要請されております。御指摘の京都商工会議所と機能を統合した京都市中小企業支援センターの復活や

区役所等への常設の窓口の設置は考えておりませんが，資金繰りや販路拡大等に係る経営相談については，

京都商工会議所において，本市独自に17名の経営支援員を増員し，令和2年度には3万件の相談に対応してお

ります。さらに，経営動向実態調査の実施や地域企業未来力会議との連携等を通じて，実態をきめ細かく把

握しながら支援に取り組んでおります。今後とも各種支援策が必要とされている方に確実に届くよう周知や
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相談等に全力で取り組むとともに，必要な支援策等の拡充について，国や府に強く要望し，引き続き中小企

業等の皆様に寄り添った支援を進めてまいります。以上でございます。 

 議長（田中明秀）㓛刀財政担当局長。 

 〔㓛刀財政担当局長登壇〕 

 財政担当局長（㓛刀岳秀）公共工事従事者の賃金についてでございます。公共工事は，市民の命と暮らし

を守る防災，減災や都市基盤の整備に不可欠であり，地域経済や雇用を通じて市民の暮らし方にも大きな影

響を与えるものでございます。一方で建設業は，夜間，休日の工事や災害発生時の緊急対応等も多く，担い

手不足は深刻との切実な声を事業者からもお聞きしており，賃金も含め公契約に従事する労働者の適正な労

働環境の確保は非常に重要であると考えております。公共工事従事者の賃金は国土交通省と農林水産省が賃

金台帳を基に実態調査を実施しており，平成24年度から9年連続して上昇基調で推移しております。このコ

ロナ禍にあっても，令和3年度の設計労務単価は全44職種中26職種で上昇，又は同額。賃金実態が前年度を

下回った18職種においても特例措置により据え置かれております。こうした状況を踏まえ，この間，本市で

は適正な賃金の確保に向けて賃金水準を設計労務単価に反映し，適正な予定価格を設定等しております。ま

た，厚生労働省が実施しております賃金構造基本統計調査において，民間工事も含めた京都府内の建設労働

者の賃金は，平成24年度から上昇傾向にあり，他産業と比較しても高い伸びを示しております。賃金実態に

つきましては，国の調査により全国的な傾向を把握でき，また，京都府域の実情も切り分けて把握できるた

め，本市独自の調査を実施する考えはありません。なお，本市独自の取組といたしまして，予定価格5,000

万円を超える工事などの契約におきましては，事業者に対して最低賃金の確保や社会保険への加入などの労

働関係法令を遵守していることを確認しております。 

 次に，賃金条項につきましては，多くの団体等から意見を聴取した結果，賛否両論があったこと，中小企

業の負担が過度のものとなりかねないことなどを総合的に勘案したうえで導入しなかったものであり，現在

も同様の認識でございます。以上でございます。 

 議長（田中明秀）三宅保健福祉局長。 

 〔三宅保健福祉局長登壇〕 

 保健福祉局長（三宅英知）加齢性難聴者の補聴器購入助成についてでございます。加齢性難聴は，加齢に

伴い聞こえにくくなる症状で，進行すると人とのコミュニケーションが難しくなることで，場合によっては

社会から孤立してしまうことにより，鬱病や認知症につながるとの研究が発表されております。このような

中，令和元年6月に国が定めた認知症施策推進大綱において，認知症の危険因子とされる難聴等の研究を推

進することが明記されており，国からの支援を受けた研究機関で補聴器を用いた場合の認知機能低下の予防

に関する研究が進められています。現在の補聴器の助成制度としては，一定基準の聴覚障害があり，障害者

手帳の交付を受けた場合等に，障害者福祉施策により障害のある部分を補って，日常生活を容易にすること

を目的に，補装具費の支給を行っております。これに加え，本市が独自に加齢性難聴者の補聴器購入助成制

度を創設することは，加齢に伴う難聴が誰にでも起こり得るものであり，多くの対象者が見込まれることか

ら，多額の一般財源を投じることとなるため，本市の危機的な財政状況下においては，極めて困難でありま

す。本市としては，これまでから国において早期に研究結果を取りまとめ，医学的なエビデンスを踏まえた

うえで予防の効果が認められる場合には，全国一律の公的補助制度等を創設されるよう求めてきており，他

都市とも連携し，様々な機会を通じて引き続き必要な働き掛けを行ってまいります。以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午後4時50分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  田 中 明 秀 

        署名議員  ほ り 信 子 

        同     森   かれん 

 


