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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年11月29日(月)午前10時 

第1  陳情の回付 

第2  請願審査結果について(総務消防委員会) 

第3  請願審査結果について(教育福祉委員会) 

第4  議第125号 令和3年度京都市一般会計補正予算 

第5  議第161号 令和3年度京都市一般会計補正予算 

第6  議第126号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第7  議第127号 京都市避難行動要支援者名簿の情報の提供等に関する条例の制定について 

第8  議第128号 京都市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

第9  議第129号 京都市百井青少年村条例を廃止する条例の制定について 

第10 議第130号 京都市立浴場条例の一部を改正する条例の制定について 

第11 議第131号 京都市立高等学校条例の一部を改正する条例の制定について 

第12 議第132号 下鳥羽市営住宅改修工事請負契約の変更について 

第13 議第133号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第14 議第134号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第15 議第135号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第16 議第136号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第17 議第137号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第18 議第138号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第19 議第139号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第20 議第140号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第21 議第141号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第22 議第142号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第23 議第143号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第24 議第144号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第25 議第145号 指定管理者の指定について(文化市民局関係) 

第26 議第146号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第27 議第147号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第28 議第148号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第29 議第149号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第30 議第150号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第31 議第151号 指定管理者の指定について(子ども若者はぐくみ局関係) 

第32 議第152号 指定管理者の指定について(都市計画局関係) 

第33 議第153号 指定管理者の指定について(都市計画局関係) 

第34 議第154号 指定管理者の指定について(都市計画局関係) 

第35 議第155号 市道路線の認定について 

第36 議第156号 市道路線の廃止について 

第37 議第157号 訴訟上の和解について 

第38 議第158号 当せん金付証票の発売金額について 

第39 議第159号 京都市過疎地域持続的発展計画(令和3年度～令和8年度)の策定について 

第40 議第160号 地方独立行政法人京都市産業技術研究所第3期中期目標の策定について 

第41 議第165号 京都市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

第42 議第166号 京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第43 議第167号 京都市教職員の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第44 議第162号ないし議第164号 京都市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の
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一部を改正する条例の制定について ほか2件（総務消防委員長報告） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔午前10時2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。森田守議員と青野仁志議員とにお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）この場合，議長から御報告申し上げます。人事委員会から議第126号及び議第164号ない

し議第167号職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について，ほか4件，以上5件に関

する意見書が提出されました。この写しは，お手元に送付いたしておきました。 

 以上，御報告申し上げます。御了承願います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（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44件は，お手元に配付してあります文書表

のとおり，所管の常任委員会に回付いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第2，請願審査結果についてを議題といたします。 

 委員会報告書は，配付いたしておきました。 

 これより，表決を採ります。 

 本件は，総務消防委員会報告書のとおり，1件を不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって，本件は総務消防委員会報告書のとおり決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第3，請願審査結果についてを議題といたします。 

 委員会報告書は，配付いたしておきました。 

 これより，討論を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。玉本なるみ議員。 

 〔玉本なるみ議員登壇（拍手）〕 

 玉本なるみ議員 日本共産党市会議員団は，新型コロナウイルス感染症による国保等の減免の充実等を求

める請願の不採択について反対であり採択すべきという立場を表明していますので，私は議員団を代表して

理由を述べます。 

 令和2年度の国民健康保険料は，新型コロナウイルス感染症による影響で収入が激減している自営業者等

の方々で，令和元年度の収入に比べ10分の3以上事業収入が減少している場合，コロナ特例減免となりまし

た。しかし，令和3年度に関しては，基準となる事業収入がコロナ感染による影響前の令和元年でなく，既

に事業収入が激減している令和2年度基準とするので，その10分の3以上の減収とならない場合が多く，今年

度は減免が受けられなかったということが起こりました。 

 本請願は，コロナ感染の影響が続く今年度においても，昨年度同様の特例減免を適用できるようにしてほ

しいというもので，至極当たり前のことです。 

 実際，現在申請を受け付けている京都市中小企業等再起支援補助金・応援金における対象者は，令和2年

12月から令和3年9月の間の任意の一月売上高が対前年，又はコロナ感染影響前の前々年同月比30パーセント

以上減少している方となっています。つまり，国民健康保険や介護保険制度等の特例減免だけが前年度を基

準にしていることが問題ということです。 

 国に対して新型コロナ特例減免についても，令和元年度の売上と比較して算定する制度とすることを求め

るべきです。先んじて京都市としても独自に減免を実施すべきです。財政難でできないという答弁が委員会

ではありましたが，市民の命を守るのが自治体の役割です。かつて経験したことがない災害級の新型コロナ

ウイルス感染による影響を受け，厳しい営業や暮らしの実態を深刻に受け止め，早急に独自の対策を採るべ

きです。 
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 本請願を採択することを求めて討論といたします。ありがとうございました。 

 議長（田中明秀）次に，河合ようこ議員に発言を許します。河合議員。 

 〔河合ようこ議員登壇（拍手）〕 

 河合ようこ議員 日本共産党市会議員団は請願第1111号小学校のような全員制の中学校給食の実施を採択

すべきとの態度を表明しておりますので，私は議員団を代表し，その理由について述べます。 

 子供の7人に一人が貧困状態といわれる状況は，新型コロナウイルス感染症の感染の広がりとその長期化

の下で厳しさに拍車を掛けています。本請願はコロナ拡大によって厳しい経済状況から空腹を我慢して長時

間過ごすという子育て世帯が増えていること，東京都立大学の阿部彩教授は2017年の調査で困窮に陥ってい

る子育て世帯の中で食べ物を満足に食べられていない世帯は7割も占めていたが，コロナ拡大で更に困窮層

が増え，子供の食を家庭の問題としておくことはもうできないと述べられており，そういう状況の中で改め

て，中学校でも小学校のような給食を全員で食べられるようにすべきであるというものであります。 

 請願者は中学校給食アンケートに取り組まれ，509人の方の回答を集約された結果を基に請願されてお

り，このことを行政も議会もしっかりと受け止め検討すべきものであると考えます。アンケートでは給食を

利用されている理由は栄養バランスが考えられているからが41パーセント，仕事が忙しく，弁当を作るのが

大変だからが38.2パーセント，給食を利用していない方が利用しない理由は，子供が嫌がるからが72.7パー

セント，なぜ子供が嫌がるのかという理由は，クラスで給食を食べている生徒が少ないからが54.7パーセン

トとなっています。一方，本市が2019年度に行った中学校給食の充実及び食育の推進に関する実態調査の結

果では，給食を利用しないのは頼みにくい雰囲気があるからという生徒が8.8パーセントあるとなっていま

す。 

 教育福祉委員会での審議では，心も体も大きく成長する思春期の時期に栄養バランスの取れた食事を取る

ことの重要性は教育委員会も答弁されています。また，教育委員会は本市の中学校給食は完全自由選択制で

必要な生徒が必要なときに利用できるようになっているとも言われています。しかし，給食を食べている生

徒は25パーセント弱であり，実際にはおにぎりやパンだけの生徒もあり，本市の調査でも学校で昼食時何も

食べない生徒が7.7パーセント，昼食が用意されていないからという生徒が存在しています。また，給食は

栄養バランスが考えられていると思っていても生徒は給食を選ばない，選べない現状があります。利用して

いる友達が少ないということも頼みにくい要因になっていることは，請願者が採られたアンケートにも示さ

れています。同調性が強く，他の友達と違うことが不安であったり，ストレスになったりするという思春期

の特性があるという専門家の話を引いて，私は委員会審査の中で学校での給食の時間まで気を遣わずに済む

ように全員制の給食が必要ではないかと質問しました。すると，同調性を乗り越えて健康のために何をどの

ように食べれば良いかを選ぶ力を着けることが必要と当局は答弁されました。授業の緊張感から解かれ，リ

ラックスできる昼食の時間まで気を遣う，不安になる状況を強いてはならないと思います。 

 京都府内のある自治体の教育委員会の方は選択制では，給食を食べてほしい生徒が食べられない可能性が

ある。だから全員制給食にしたと話されていました。 

 本請願を出された小学校のような全員制の中学校給食をめざす連絡会の代表であり，給食の歴史の著者で

もある京都大学准教授の藤原辰史さんは新聞のインタビューで，貧困であっても人間の尊厳を奪われないた

めに給食は大きな役割を果たすと思うんです。子供たちも競争社会に生きていますが，学校の門をくぐった

ら，お互いの経済格差を気にしないで言葉を交わしたい。誰が飢えているかということを気にせず，誰かが

誰かを助けているというマウントを取らなくていい給食は，これまでの空気感を変えられるものだと思うの

ですと語られています。大事な指摘だと思います。そして，教育長は学校はセーフティネットの役割がある

と語られています。そうであるならば，コロナ禍で家庭でも食べ物を満足に取れていない子供がいる中，学

校に行けば，みんなと一緒に給食が食べられる，そういう安心となる全員制の中学校給食を実施して，セー

フティネットの役割を発揮すべきではありませんか。 

 本市が選択制に固執せず，小学校のような全員制の中学校給食に踏み出すことを求めます。 

 教育福祉委員会では，本請願を不採択にする理由として他会派から堂々巡りの議論になっている。請願を

議論する意味がないという主旨の御意見がありましたが，請願権に基づき提出された請願を徹底して審議す

ることは議会に課せられた重要な責務であります。そして，何より本請願は，まさに今，昼食さえまともに

食べられない中学生がいると保護者・関係者の皆さんが自らも調査した上で提出された請願です。一日でも
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早い実現を願って，繰り返し請願が提出されてきた切実なものであります。小学校のような全員制の給食の

実施の必要性はコロナ禍で更に大きくなっていることから，本請願を採択し，本市が全員制の給食実施にか

じを取ることを議会として決することが求められていると考えます。先輩，同僚議員の皆様の賛同を求め，

討論といたします。御清聴ありがとうございました。 

 議長（田中明秀）これをもって，討論を終結いたします。 

 これより，表決を採ります。 

 本件は，教育福祉委員会報告書のとおり，2件を不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって，本件は教育福祉委員会報告書のとおり決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第4ないし日程第43については前回の議事を継続し，これより順次上程することと

いたします。 

 日程第4及び日程第5，議第125号令和3年度京都市一般会計補正予算，ほか1件，以上2件を一括議題といた

します。 

井上よしひろ議員。 

 井上よしひろ議員 議事進行について動議を提出いたします。ただいま議題となっております議第125号

及び議第161号の2件については66名の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し，これに付託の上，慎

重審議願いたいと思います。（「賛成」と呼ぶ者あり） 

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

 お諮りいたします。 

 ただ今の井上議員の動議のとおり，決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

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

 なお，予算特別委員は，全議員66名の方々を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第6ないし日程第43，議第126号職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条

例の制定について，ほか37件，以上38件を一括議題といたします。 

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

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第44，議第162号ないし議第164号京都市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当

の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について，ほか2件，以上3件を一括議題といたします。 

 総務消防委員長の報告を求めます。総務消防委員長，赤阪仁議員。 

 〔赤阪総務消防委員長登壇（拍手）〕 

 総務消防委員長（赤阪仁）本委員会に付託されました議第162号京都市会議員の議員報酬，費用弁償及び

期末手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について，ほか2件につきまして，審査の過程に

おいて論議されました主な事項とその結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，11月24日の本会議において付託を受け，同日，行財政局に対し質疑を行った

次第であります。 

 まず，議第162号市会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正について

は，理事者から市会議員に支給する期末手当について，国の指定職職員に準じ支給月数を引き下げようとす

るものであるとの説明がありました。 

 これに対し，国では期末手当の引下げを来年6月で調整している中で本市ではこの時期に条例改正を行う

理由などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第163号特別職の職員の給与に関する条例の一部改正については理事者から，市長，副市長，教

育長等に支給する期末手当について，国の指定職職員及び本市の一般職員に準じ，支給月数を引き下げよう

とするものであるとの説明がありました。 

 これに対し，今回の引下げによる削減額などについて質疑や御意見がありました。 
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 次に，議第164号職員給与条例の一部改正については，理事者から，本市人事委員会勧告等を踏まえ，職

員の期末手当の支給月数を引き下げるほか，規定を整備しようとするものであるとの説明がありました。 

 これに対し，本市人事委員会勧告の内容，今回の引下げが職員及び民間企業など地域経済に与える影響，

今回の引下げによる削減額と行財政改革計画で掲げる50億円の財源捻出額との関係，職員のモチベーション

を高めるとともに市民サービスを向上させる必要性などについて，質疑や御意見がありました。 

 概略，以上のような審査の後，更に各会派において御検討いただき，その結果を11月26日の委員会で御発

表いただきましたところ次のとおりでありました。 

 すなわち，自民党，公明党，民主・市民フォーラム，京都党及び日本維新の会の各議員団は，いずれも原

案に賛成する。共産党議員団は議第164号については反対し，その他の議案については，いずれも原案に賛

成するとのことでありました。 

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

164号については多数をもって，残余の議案2件については全会一致をもって，いずれも原案のとおり可決す

べきものと決定した次第であります。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより表決を採ります。 

 まず，議第164号を表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決することに賛成の

方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。 

 よって，本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，残余の議案2件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。 

 よって，本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

議長（田中明秀）本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前10時23分散会〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  田 中 明 秀 

        署名議員  森 田   守 

        同     青 野 仁 志 


