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   議  事  日  程 

   開議日時 令和3年12月9日(木)午前10時 

第1  陳情の回付 

第2  議第125号及び議第161号 令和3年度京都市一般会計補正予算 ほか1件（予算特別委員長報告） 

第3  議第126号，議第157号，議第158号，議第165号及び議第166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（総務消防委員長報告） 

第4  議第133号ないし議第145号及び議第159号 指定管理者の指定について（文化市民局関係） ほか13 

件（文化環境委員長報告） 

第5  議第127号ないし議第129号，議第131号，議第146号ないし議第151号及び議第167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 ほか10件（教育福祉委員長報告） 

第6  議第130号，議第132号及び議第152号ないし議第156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 ほか6件（まちづくり委員長報告） 

第7  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（産業交通水道 

委員長報告） 

第8  諮第4号 人権擁護委員の推薦について 

第9  諮第5号 人権擁護委員の推薦について 

第10 諮第6号 人権擁護委員の推薦について 

第11 諮第7号 人権擁護委員の推薦について 

第12 諮第8号 人権擁護委員の推薦について 

第13 諮第9号 人権擁護委員の推薦について 

第14 議第168号 令和3年度京都市一般会計補正予算 

第15 市会議第11号 コロナ禍における農産物への影響の改善を求める意見書の提出について 

第16 市会議第12号 沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書の提出につ 

いて 

第17 市会議第13号 ＨＰＶワクチン接種勧奨への支援を求める意見書の提出について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 〔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。平山たかお議員と山田こうじ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2件は，お手元に配付してあります文書表の

とおり，所管の常任委員会に回付いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第2，議第125号及び議第161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。 

 予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長，しまもと京司議員。 

 〔しまもと予算特別委員長登壇（拍手）〕 

 予算特別委員長（しまもと京司）本委員会に付託されました議第125号令和3年度京都市一般会計補正予算，

ほか1件につきまして，審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，11月29日の本会議で付託を受け，12月1日に，第1分科会では，行財政局に対

して，第2分科会では，保健福祉局及び教育委員会に対して，第３分科会では，産業観光局に対してそれぞ

れ質疑を行い，6日に各分科会の報告を受けた次第であります。 

 今回の補正予算は，第5波までの感染状況等を踏まえ第6波以降の感染症対策を確実に実行する予算のほか，

商店街等における消費喚起対策や伝統産業の従事者への支援，法令改正等に伴うシステム改修等に要する経

費など国府支出金や基金繰入金等を財源として総額35億8,900万円を補正しようとするものであります。 
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 以下，審査の過程において論議されました主な事項について順次申し上げます。 

 まず，補正予算全般に関しましては，今回の補正予算における編成の考え方及び新たな変異株発生への対

応状況，地方創生臨時交付金の追加交付の額及び交付の時期，地方創生臨時交付金の残高を確保し柔軟に対

応できる体制を構築する必要性，防災対策や学生支援のための補正予算も組むべきであるとの指摘，財政当

局として補助事業を幅広く活用してもらうために具体的事例を示して各局に働き掛ける必要性などについて

質疑や御意見がありました。 

 次に，新型コロナウイルス感染症への対応についてであります。まず，保健所体制の強化については，第

5波までの保健所体制についての総括及び本市が積極的にコロナ対策を講じる必要性，第6波において増える

と想定される自宅療養者に対する保健所体制の検討状況，体制強化によって業務フロアを複数に分けるので

あれば各区に保健所を戻す方が効果的であるとの指摘などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，年末年始の診療・検査体制整備については，急病診療所における体制拡充の具体的内容，医療機関

に対する協力依頼の実施方法，診療体制の確保に向けた取組内容及び市民が安心できるよう周知に努める必

要性などについて質疑や御意見がありました。 

 そのほか，下水によるモニタリング検査の効果が確認された際に本市の負担により継続して実施する考え，

他都市の衛生環境研究所等と連携して感染実態の解明に向けて体制を構築する必要性，第6波に向け新規感

染者数だけでなく病床数のひっ迫度合いや重症患者数の情報をしっかりと発信する必要性などについて質疑

や御意見がありました。 

 次に，感染症対策等の学校教育活動継続支援事業に関しては，学校園への予算配分額及び財源の内訳，本

事業が終了した後に学校関係予算が不足することに対する懸念，校種ごとの感染症対策方針の策定状況，児

童の感染状況等を共有するなど保健所と連携して感染症対策に取り組む考えなどについて質疑や御意見があ

りました。 

 次に，市民生活・京都経済の下支えと回復についてであります。まず，商店街等消費喚起緊急支援事業の

実施に関しては，消費喚起事業に対する商店街の反応，商店街の役割や在り方を考え振興施策に取り組む必

要性，地域コミュニティとしての商店街機能の復活のため事業者の実態を踏まえた施策に取り組む必要性，

今回追加提案となったことを教訓として周知期間も含めて申請期間を十分確保する必要性，補助上限額が2

倍となる事業の対象者を増やすために条件を緩和して市民に幅広くサービスを提供する必要性，産業観光局

と商店街がビジョンを共有して施策を推進するとともに補助金が有効活用されている状況を発信する必要性，

現状のような緊急事態にこそ経済支援を行う産業観光局として個別にきめ細やかに対応する必要性などにつ

いて質疑や御意見がありました。 

 次に，伝統産業製品市場拡大支援事業の充実に関しては，申請件数が低調であるにもかかわらず従事者の

声を拾わないなど厳しい社会経済情勢の中で伝統産業の振興を担う局としての姿勢に対する疑問，現行の手

続では組合に属していない伝統産業従事者が支援を受けられない状況にあるとの指摘，伝統産業は京都を支

える文化の一つの大きな要素であることを認識して個々の従事者を支援する必要性，伝統や文化の実態を把

握してそれぞれの状況に応じた育成策を講じる必要性，組合の組織を強化し産業として維持していくための

助言を行うなど行政としての役割を果たす必要性，融資の返済を迫られての倒産が起きないよう対策を講じ

る必要性などについて質疑や御意見がありました。 

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

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

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

た。 

 そこで直ちに表決を採りましたところ，ただ今お手元に配付してあります委員会報告書のとおり，全会一

致をもって，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。みちはた弘之

議員。 

 〔みちはた弘之議員登壇（拍手）〕 

 みちはた弘之議員 自由民主党京都市会議員団は，予算特別委員会に付託された一般会計補正予算案に対
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し賛成の立場を表明しております。私は議員団を代表し，その理由を述べ討論を行います。 

 この度の補正予算には新型コロナウイルス感染症への対応として，第5波までの感染状況を踏まえ，昨年

度の年末年始，今年のゴールデンウイーク，お盆等と同様に年末年始の診療・検査体制の整備に協力いただ

く医療機関に対する支援金など第6波以降の感染症対策が確実に実行できるよう必要な経費が計上されてお

ります。これらは昨年度の年末年始に長期間休診にならないよう我が会派からの提案に対して，行政や医療

機関に対応いただいたことが継続されているものと高く評価しています。 

 昨年1月に本市初の感染者が確認されて以降，対象を幅広く捉えた京都市独自基準のＰＣＲ検査や指定都

市の中で最も高い水準で配置している保健師による積極的疫学調査の実施など京都府や医師会，薬剤師会等

との連携の下，本市は感染拡大防止に全力で取り組まれてきました。感染爆発と言われた第5波では1日400

人，1週間で2,400人を超える新規感染者が確認され，自宅療養者が3,000人を超える日が続きましたが，保

健所機能の強化，京都府の入院医療コントロールセンターとの緊密な連携による医療，宿泊，療育施設への

つなぎ，また，京都市電話診療所の開設など自宅療養者の支援に全力で取り組まれた結果，第5波では在宅

で亡くなられた方は幸いにおられませんでした。これまでの京都市における人口10万人当たりの死亡者数は

大阪の3分の1，兵庫の2分の1以下となっています。これまで医療従事者をはじめ多くの皆様の多大なる御尽

力に深く感謝申し上げます。 

 第6波に備え引き続き市，府，医師会や私立病院協会，薬剤師会等をはじめオール京都で対策を講じ，市

民の皆様の命を徹底的に守り抜くことをお願い申し上げまして賛成討論といたします。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，とがし豊議員に発言を許します。とがし議員。 

 〔とがし豊議員登壇（拍手）〕 

 とがし豊議員 日本共産党京都市会議員団は，議第125号及び議第161号2021年度京都市一般会計補正予算

案について賛成の態度を表明しておりますので，その理由を述べます。 

 本補正予算は新型コロナウイルス感染症の第6波も視野に置きながら，臨時交付金等を活用し補正するも

のであります。新型コロナ対策の検査体制の強化や年末年始の診療・検査体制を強化するとともに，伝統産

業に従事する事業者，職人を支援，商店街などの消費を喚起，各学校園に自由度の高いコロナ対策の予算を

配分するものであります。必要な予算であり賛成するものですが，幾つか課題や問題点があるため，以下申

し述べます。 

 第1に，保健所を1箇所に集約した無理な体制を継続しているという問題です。今回の補正予算では来年3

月まで雇用している派遣職員に対する費用を確保しているものの抜本的な体制の拡充とはなっていません。

これまでの不十分だった点をしっかり直視し，感染状況が落ち着いた今こそ思い切った再編を行うべきであ

ります。区役所に保健所を戻して地域密着での公衆衛生の機能を充実させてこそ，感染急拡大時にも無理の

ない応援体制を組むことが可能になります。 

 第2に，敬老乗車制度の改悪を進めるためのシステム改修が含まれているという問題です。市長は毎年500

億円の収支不足を制度改悪の前提にしてきましたが，予算編成に当たって不足額は大幅に減り京都市の見通

しは大きく外れました。前提が崩れた以上，制度改悪は見直すべきです。少なくとも実施を凍結し，今年度

の決算を見極めて再度判断すべきではないでしょうか。 

 第3に，厳しい生活を余儀なくされている学生への支援が盛り込まれていない点です。この点は，大学の

まち・京都として是非とも検討を求めます。 

 第4に，伝統産業と商店街については，その従事者の高齢化が進行し，世代継承が求められていますが，

より踏み込んだ実態調査と支援が必要です。伝統産業では京都市が認定する74品目ごとに経験年数や年齢な

ども含め全ての従事者の実態を直接つかみ，その規模に見合った施策となるよう求めます。商店街について

は，肉屋，魚屋，八百屋の生鮮3品目の有無を含む商店数などの基礎調査が必要です。実態に見合った予算

を確保し，京都市が地元商店街からの調達を行うなど施策の拡充が必要です。大規模店の立地規制に踏み出

すことを求めておきます。 

 第5に，コロナ禍において廃業，休業の危機に立たされながらも国や京都府，京都市の支援がまだまだ届

いていない事業者があるということです。区役所に事業者への相談窓口を作るとともに，更に踏み込んだ支

援策を検討することを求めておきます。 
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 以上で賛成討論といたします。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決することに御異議ありません

か。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第3，議第126号，議第157号，議第158号，議第165号及び議第166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4件につきまして，審査の過程において論議されました主な事項とその

結果を御報告申し上げます。 

 本委員会といたしましては，11月29日の本会議において付託を受け，12月2日に，行財政局に対し質疑を

行った次第であります。 

 まず，議第126号職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正については，理事者から，新たに職員になっ

た者が任命権者に提出する服務の宣誓書について署名及び押印を要しないこととするとともに，電子データ

を使用する方法により行うことができるよう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，電子データによる提出方法及び個人情報のセキュリティ対策，地方公務員としての倫理意識

が希薄にならないように宣誓内容をしっかりと職員に意識付ける必要性などについて質疑や御意見がありま

した。 

 次に，議第157号訴訟上の和解については，理事者から，本市職員である相手方と係争中であった同職員

への懲戒処分に関する損害賠償請求訴訟について京都地方裁判所から和解案が示されたため，先行訴訟にお

いて処分の取消判決が示されたこと等を踏まえ，相手方と和解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，和解理由の妥当性，本市の公益通報制度の運用に対する考え，本市の処分基準が今後緩くな

ることの危惧，類似の事案を二度と起こさぬよう教訓とする必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第158号当せん金付証票の発売金額については，理事者から，令和4年度に発売する当せん金付証

票，いわゆる宝くじの発売金額を定め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，売上げや収益が減少傾向にあることへの認識，インターネット販売など様々な工夫をしなが

ら売上げ等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。 

 次に，議第165号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改正については，理事者から，

常勤職員との均衡等を考慮し会計年度任用職員の期末手当の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，対象人数及び人件費への影響額，危機的な財政状況である中で一般職員よりも引下げ月数を

少なくとどめた理由，給与水準が低く勤勉手当も支給されないにもかかわらず期末手当を引き下げることは

理不尽であるとの指摘などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第166号職員の給与の額の特例に関する条例の一部改正については，理事者から，現行条例上，

令和3年度末までを期限として職員の給与の特例措置，いわゆる給与カットを実施しているところ，当該措

置について，その期間を延長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，給与カットの目的及び令和4年度までに50億円を捻出できるとする考え方，令和4年度以降の

人事委員会勧告の状況に応じた対応方針，厳しい財政状況はこれまでの失政が原因であり給与カットという

形で職員に責任を負わせるべきではないとの指摘，50億円の捻出額の中に人事委員会勧告に基づく削減分も

含めることは行財政改革に対する意気込みが低いとの指摘，集中改革期間中に職員の給与カットを終了する

ことは市民理解が得られないとの指摘，改革の手を止めたと受け止められないよう市民に丁寧に説明する必

要性，福祉に手厚い本市の特性も守りながら人件費に係る他都市平均とのかい離の解消に向けて取り組む必
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要性，他の改革と併せて人件費総体の適正化を図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，その結果を昨日の委員会で御発表い

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

団は，いずれも原案に賛成する。そのうえで，自民党議員団は，議第157号に1個，議第166号に1個の付帯決

議を付す。共産党議員団は，議第165号及び議第166号については反対し，その他の議案については，いずれ

も原案に賛成する。京都党及び日本維新の会の各議員団は，議第166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

165号及び議第166号については多数をもって，残余の議案3件については全会一致をもって，いずれも原案

のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 引き続きまして，付帯決議の調整を行いました結果，議第157号に1個，議第166号に1個の付帯決議を付す

ことに決定した次第であります。以下，付帯決議を申し上げます。 

   議第157号に対する付帯決議 

 本訴訟上の和解は，本市が相手方の職員に発令した懲戒処分及び人事異動に対する和解金の支払いによる

もので，議会としても裁判所の意見を尊重するものである。しかしながら，本件懲戒処分等の原因となった

当該児童相談所における児童記録の不適切な閲覧及び処分並びに個人情報の漏えい等に関しては，議会とし

ても，到底，看過できるものではなく，今事件の発生により，本市に対する市民の信頼が失墜したと言える。

ついては，二度と同様の事態を発生させてはならず，個人情報の適正な取扱いについて徹底すること。 

   議第166号に対する付帯決議 

 令和3年2月市会に付議された京都市職員の給与の額の特例に関する条例の改正に当たって，同年3月の予

算特別委員会で，「人事委員会勧告による給与改定を含め，50億円を捻出した時点で，給与カットを終了す

る」との説明はあった。 

 しかしながら，本議案付託の総務消防委員会における行財政局の説明では，市民の皆様に十分な理解が得

られない可能性がある。 

 今後，市として説明責任を果たすとともに，特に，令和3年度から令和5年度の集中改革期間中は，職員数

や人件費の適正化に向けた取組を，行財政改革計画の進捗や社会経済情勢等を適切かつ柔軟に見極め，着実

に実施するよう強く求める。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより討論を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。江村理紗議員。 

 〔江村理紗議員登壇（拍手）〕 

 江村理紗議員 地域政党京都党市会議員団は，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反対の立場を表明しておりますので，その理由を述べます。 

 本条例は令和5年度までの集中改革期間に緊急時に備えて総額50億円を捻出することを目的とした取組に

係る条例改正ですが，今回人事委員会から人件費削減の勧告がなされたことに伴い給与カットは令和3年度

予算編成時より減額となっているものです。総務消防委員会での答弁は，災害時の危機的な状況やコロナ禍

での不測の事態に備えて50億円を設定しているため，財源の捻出方法が人事委員会勧告による給与改定であ

ったとしても差し障りないというものでした。 

 元々，財政危機への対応として本市では，5年間で人件費総額215億円，そのうち3年間の給与カットで50

億円と市民しんぶん等で広報しています。財政難による市民サービスの見直しが始まり，あらゆる局面で市

民生活への影響が今後如実に出てきますが，その際，人件費の削減は職員も一緒になってこの財政難を乗り

切る一種の覚悟を示すものです。それにもかかわらず，毎年実施している人事委員会勧告にならった，財政

難であってもなくても行われる通常の給与改定分を今回の改革の中に含めることは，市民の皆さんの納得を

得られるものなのでしょうか。見方を変えれば，市民の皆さんへの説明では人件費で50億円カットとしなが

ら，実際には26億円に規模を縮小させていることにもなります。 

 また，人事委員会勧告で減額の給与改定に至るということは，市内企業，事業所の業績悪化による給与削

減が前提となっています。そもそも勧告の参考とする対象は，50人以上の規模の大きい企業，事業所であり，
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そこで業績が低下しているということは法人市民税の収入の減少につながります。こうした市の財政運営に

マイナスの影響を及ぼすものに対し，このリスク回避の観点から50億円の捻出で想定する不足とは別個に捉

え対処すべきです。 

 今回提案されている給与カットでは，本給の最大6パーセントで最も影響の大きい局長級の職員は，年間

39万円の減となりますが，その対象者は職員全体の1パーセントにも満たない数です。また，職員全体では

平均年9万円の減となりますが，このコロナ禍及び財政危機と言われる中で賞与は4.3箇月も支給されること

は，公務員以外では考えられない非常に手厚いものと言えます。いま一度市民サービスカットに踏み込まざ

るを得ない京都市の情勢を強く御認識いただき，少なくとも令和3年度予算編成時当初の給与カットは実施

いただくことを強く求め反対討論といたします。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，宇佐美賢一議員に発言を許します。宇佐美議員。 

 〔宇佐美賢一議員登壇（拍手）〕 

 宇佐美賢一議員 日本維新の会市議団は議第166号に対して反対の態度を表明しております。この議案の

中身を見れば，門川市長が自ら設定した令和3年度から5年度までの3年間の集中改革期間のほぼ中間となる

令和4年10月末に，課長補佐，係長級までのいわゆる基本給のカット，最大3パーセントのカットをやめる内

容となっています。 

 総務消防委員会の質疑の中で，その理由として，期末手当，いわゆるボーナスを人事委員会の勧告に従い

下げることにしたから給与カットはやめる。また，令和5年度については，ボーナスがこのままであれば局

長級も含めて基本給カットは行わないと理事者から説明がなされました。 

 そもそも，今回，市職員のボーナスが下がるのは，民間企業のボーナスが下がるから，それに合わせて下

げるものであります。ボーナスが下がるのは，企業の業績が芳しくない，つまり社会の景気が芳しくないこ

との現れでもあり，その結果として税収も下がると考えることが妥当であります。 

 また，京都市役所だけが今回ボーナスを削減するのではなく，全国の自治体がほぼ同時に下げる見込みで

あります。京都市の人件費が100億円以上他都市水準より多いことは，長年にわたって審議会等で指摘され

続けてきた事態であるにもかかわらず，その解消はなされておりません。それが危機的財政の理由の一つで

あることは，本市も認めるところであります。ボーナスが下がっても，それによって財政が好転するのでし

ょうか。それを行財政改革にカウントして基本給カットをやめることは，市民理解が得られるのでしょうか。 

 職員のモチベーションを主張されますが，納税者の視点に立って考えれば，財政が危機的だとか言いなが

ら，来年には基本給カットを一部やめる。それで市民へ今後お願いする改革への御理解や御協力が得られる

のでしょうか。もう来年には3パーセントの給与カットもやめるのでしょう，じゃあ，改革をやらなくても

大丈夫じゃないか，何で市民ばっかり言うのかなど，市民は思うのではないですか。行財政改革ではなく，

市民増税計画じゃないか。そういった思いを市民に持たれませんか。 

 この議案が，改革へ協力しようとする市民のモチベーション，もっと言えば京都に住もう，納税しようと

いう市民のモチベーションにどう作用するのかしっかり意識すべきです。 

 市長が延べ1億円以上もいまだに退職金をもらおうとする中で，職員も給与カットに協力するモチベーシ

ョンが生まれないのではないかとも思いますが，改めてこの議案について考え直すべきであります。 

 以上で反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。まず，議第166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，議第165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3件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること
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に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，ただ今議決いたしました議案に対する付帯決議についてお諮りいたします。まず，委員会報告書の

議第166号に対する付帯決議1個を表決に付します。本件は，委員長報告のとおり，付すことに賛成の方の起

立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって委員長報告のとおり決します。 

 次に，委員会報告書の議第157号に対する付帯決議1個を表決に付します。本件は，委員長報告のとおり，

付すことに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって委員長報告のとおり決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第4，議第133号ないし議第145号及び議第159号指定管理者の指定について，ほか13

件，以上14件を一括議題といたします。 

 文化環境委員長の報告を求めます。文化環境委員長，国本友利議員。 

 〔国本文化環境委員長登壇（拍手）〕 

 文化環境委員長（国本友利）本委員会に付託されました議第133号指定管理者の指定について，ほか13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29日の本会議において付託を受け，12月2日に，文化市民局に対し質疑

を行った次第であります。 

 まず，議第133号から145号指定管理者の指定，以上13件については，理事者から，北いきいき市民活動セ

ンターほか12施設について，指定管理者を指定しようとするものであるとの説明がありました。 

 これらに対し，今回の募集に当たり仕様を変更した理由及び選考結果への反映状況，地域によって公共施

設の利用料金が異なることは公平な市民サービスとは言えないとの指摘，多くの事業者が応募，参入しやす

い環境を整えることを求めた市会の付帯決議を踏まえ取組を推進する必要性，厳しい財政状況を踏まえ稼働

率が低い施設の継続の可否を毎年度丁寧に検討する必要性，コスト論ではなく市民活動の活性化に向けて公

費を投入するという視点を持つ必要性，新たな税金の投入がない中で稼働率向上のために本市が行う支援の

内容などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第159号過疎地域持続的発展計画の策定については，理事者から，京北地域において引き続き過

疎対策事業を進めるため，過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づく過疎地域持続的

発展計画を策定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，これまでの過疎計画に基づき実施した事業の成果や課題，今回の計画における特徴的な事業

及び住民の意見の反映状況，京北未来かがやきビジョンで掲げた目標の多くが未達成であることについての

認識，京北地域の持続的発展に向け市内外へ魅力を発信し地域の主体的な取組を支援する必要性，子育て世

代の移住，定住に向けて医療や教育等の生活環境を整備する必要性，地域や移住者の声を聴き施策に反映さ

せることが重要であるとの指摘，全市的な事業の実施状況とのバランスを見ながら京北地域での事業実施を

検討する必要性，計画期間終了後の京北地域のまちづくりの方向性，計画期間終了後の地域課題の解決に向

け財政支援を国に求め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，その結果を昨日の委員会で御発表い

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

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142号及び144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

142号及び144号については多数をもって，残余の議案12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） 
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 議長（田中明秀）これより討論を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。中野洋一議員。 

 〔中野洋一議員登壇（拍手）〕 

 中野洋一議員 私たち民主・市民フォーラム京都市会議員団は，ただ今議題となっております議第159号

京都市過疎地域持続的発展計画に賛成の立場を表明しておりますので，会派を代表し，その理由と今後の計

画推進について提言を述べ討論いたします。 

 美しく豊かな自然環境の中，暮らしに息づく文化を育んでこられた北部山間地域の住民の皆様に対し，私

たちは深く尊敬の念を持ち，あわせて，その地域振興が本市の重要施策であるという認識のうえで，これま

で関わってまいりました。 

 本議案の対象地域である京北は，今から16年前の平成17年，西暦2005年の京都市との合併以降，地元関係

者の皆様の御尽力と本市の取組によってインフラ整備は大きく進展してまいりました。しかし，こうした振

興策が進められる一方で，合併時に約6,600名であった京北の人口は，合併16年後の本年令和3年，西暦2021

年4月時点で約4,600名と他の山間地域と同様に高齢化と人口減少が進んでいます。京北振興の最終の目標は，

子育て世帯を中心とした定住促進であり，人口減少に歯止めを掛けていくことであったと認識しています。

本市の財政が厳しいからという理由で国の財源が充当可能だからといい，北部山間地域の振興策としてこれ

まで各局が行ってきた事業の延長だけでは今後新たな進展はあり得ません。 

 私たちは，これまでの質疑の中で，地域を補助金依存に陥らせてはいけないという点，これまでの地域振

興の個々の政策メニューが目標の定住促進にどれだけ効果があったかを詳細に検証し，今後の施策を進めて

いかなければならないという点，国の支援制度がなくなる6年後の令和9年度，西暦2027年度以降を見越し，

北区や左京区の山間地域を含めた一帯の持続的な発展につながる計画にしていくべき点などを指摘してまい

りました。今後更に地元のニーズを踏まえつつも，長続きする振興策を京都市全体で組み立てて政策目標を

確実に達成していくことができる具体的な手段を採ることを改めて提言いたします。あわせて，京北の地で

里山の地の利をいかし尽くすことを主眼に置き，山間地域の長所と短所に真正面から立脚した新しい発想に

よるこれからのまちづくりを強く求めます。 

 今後は，地域の活性化のために多くの住民の皆さんに私たちのまちのこととして，更に関わっていただく

ことが望まれます。特に移住された多くの方々が地元のコミュニティに溶け込み意思決定の場で多様な意見

が反映され，今まで以上にこの地域で輝く人たち，とりわけ若者がどんどん活躍していく未来，京北をはじ

めとする北部山間地域の明るい未来を心から願い討論といたします。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。まず，議第142号及び議第144号を一括表決に付します。本案は，委員長報告の

とおり，原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，残余の議案12件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第5，議第127号ないし議第129号，議第131号，議第146号ないし議第151号及び議第

167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，ほか10件，以上11件を一

括議題といたします。 

 教育福祉委員長の報告を求めます。教育福祉委員長，森田守議員。 

 〔森田教育福祉委員長登壇（拍手）〕 

 教育福祉委員長（森田守）本委員会に付託されました議第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，ほか10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29日の本会議において付託を受け，12月3日に，議第127号については，
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保健福祉局に対し，議第128号，129号及び146号から151号の8件については，子ども若者はぐくみ局に対し，

議第131号及び167号の2件については，教育委員会に対しそれぞれ質疑を行った次第であります。  

 まず，議第127号，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は，理事者から，

災害の発生に備え，関係者に提供することに同意していない避難行動要支援者の名簿情報を関係者に提供す

るため，災害対策基本法の規定に基づき，新たに条例により必要な事項を定め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，条例制定に当たり実施したパブリックコメントの内容及び条例への反映状況，避難支援等関

係者に提供する名簿情報の管理や日常の活用が過度な負担とならないよう配慮する必要性，個別避難計画の

策定に向け平常時から要支援者との関係づくりに取り組む必要性，名簿への登載を拒否した方や町内会に加

入していない方への支援内容，防災危機管理室や消防局などの関係部局との協力体制を構築する必要性，地

域から孤立している方など支援の網からこぼれ落ちる方がいないように取り組む必要性，実際の災害時に名

簿が活用され守るべき命が守られるよう平常時からしっかりと取り組む必要性などについて質疑や御意見が

ありました。 

 次に，議第128号保育所条例の一部改正については，理事者から，鏡山保育所について，施設の設置及び

運営を民間事業者に移管し，本市の施設としての同保育所を廃止しようとするものであるとの説明がありま

した。 

 これに対し，保育ニーズや施設の老朽化への対応については民間移管ではなく本市の責任で行うべきとの

指摘，子供の安心や最善の利益を優先する観点からの検討が見えないとの指摘，改築，新築に係る国庫補助

のない公設保育所への補助を国に求める必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第129号百井青少年村条例の廃止については，理事者から，百井青少年村について，近隣地域に

おける類似施設の増加や施設の老朽化などの課題を踏まえ民設民営の施設として存続することとし，現在の

指定管理期間の終了をもって本市の施設としては廃止しようとするものであるとの説明がありました。 

 これに対し，キャンプ場としての料金及びサービスが継続される見込み，契約候補事業者が適切に事業管

理を行うよう本市がしっかりと監督する必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第131号市立高等学校条例の一部改正については，理事者から，本市の普通高校教育の充実のた

め，新たに京都市立開建高等学校を設置するとともに，これに伴い塔南高等学校を廃止するなど規定を整備

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，新しい校名の検討時における議論や意見の内容，生徒の関心が高い制服等の検討状況及び校

則の決定プロセス，80人での対話，協働等の活動を行う探求的な学習活動として想定する具体的内容及び従

来の講義形式の授業を軽視することなく併せて実施する必要性，ＩＣＴの活用だけでなく教職員の人格や経

験をいかした教育を行う必要性などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第146号から151号指定管理者の指定，以上6件については，理事者から，じゅらく児童館ほか5施

設について指定管理者を指定しようとするものであるとの説明がありました。 

 これらに対し，新料金体系の適用による団体の収支計画及び児童館職員の処遇への影響，じゅらく児童館

の老朽化対策の検討状況及び本市が責任を持って改修する必要性，久我の杜児童館の指定候補者に対してサ

ービス向上に関する選定委員会から出された意見についての認識，高い専門性を有する児童指導員の処遇を

改善すべきとの指摘などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第167号教職員の給与の額の特例に関する条例の一部改正については，理事者から，現行条例上，

令和3年度末までを期限として教職員の給与の特例措置，いわゆる給与カットを実施しているところ，当該

措置について，その期間を延長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，教職員の処遇改善は子供たちを大切にすることにつながるものであり一刻も早く給与水準を

引き上げるべきとの指摘などについて質疑や御意見がありました。 

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

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

員団は，いずれも原案に賛成する。そのうえで，民主・市民フォーラムは，議第127号に1個の付帯決議を付

す。共産党議員団は，議第128号，議第129号及び議第167号については反対し，その他の議案については，

いずれも原案に賛成する。京都党及び日本維新の会の各議員団は，議第167号については反対し，その他の
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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

128号，129号及び167号については多数をもって，残余の議案8件については全会一致をもって，いずれも原

案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 引き続きまして，付帯決議の調整を行いました結果，議第127号に1個の付帯決議を付すことに決定した次

第であります。 

 以下，付帯決議を申し上げます。 

   議第127号に対する付帯決議 

 この度の条例制定が避難行動要支援者の災害時における地域による円滑かつ迅速な避難支援体制の構築に

つながるよう以下の点に十分留意して取り組むこと。 

１ 避難行動要支援者はもとより，広く市民に本条例の趣旨に対する理解が得られるよう広報活動にしっか

りと取り組むこと。 

２ 今後避難支援体制の運営に携わる地域・団体の意見・要望を真摯に受け止めるとともに，体制の充実の

ための支援を全庁体制で取り組むこと。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより討論を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。山本陽子議員。 

 〔山本陽子議員登壇（拍手）〕 

 山本陽子議員 日本共産党京都市会議員団は，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

について反対の態度を表明していますので，議員団を代表し，理由を述べ討論します。 

 本議案は，山科区で唯一の市営保育所，京都市鏡山保育所を廃止するものです。鏡山保育所は，昭和29年

以来，山科区の保育行政におけるセーフティネットとして重要な役割を担ってきました。民間保育園の平均

より多くの障害児を受け入れており，実際に民間保育園では，保育士確保が困難で半日しか保育できないと

言われた子も，最後は鏡山保育所が受け入れてきました。 

 民間移管先選定部会では，保護者から，障害のある子も障害のない子も一緒になって良い保育がされてい

る，鏡山保育所のような保育を継続してほしいと発言がありました。長年多くの障害児を受け入れ，受け継

がれてきた保育士の経験とチームワーク，そのノウハウがある市営保育所だからこそすばらしい保育を実践

してこられたのではないでしょうか。 

 お迎えに来られたお母さんに鏡山保育所について聞くと，園舎は老朽化しているけれど鏡山保育所の保育

はとてもいいんですと言われた言葉は，鏡山保育所が施設の豪華さではない，保護者や子供たちにとってな

くてはならない大切な存在なのだということを物語っています。お金では計れない市営保育所の存在価値，

公としての役割を京都市自ら放棄しているのは大変残念であり，鏡山保育所の廃止は，市民にとって京都市

にとって大きな損失であると言わなければなりません。 

 そもそも京都市は，市営保育所の公としての役割について不断の検証を行い，民間移管に取り組むと言わ

れてきましたが，委員会でも議論したように，当局は検証の内容は示せない，出せないの一点張りで，移管

すれば終わりと言わんばかりの余りにも無責任な態度です。 

 また，議案審議では理事者が，施設改修に対し民間保育園には補助があるが公営には補助がないことを市

営保育所の廃止の理由とされました。しかし，公営の場合には交付税措置されることから，その理由自体も

納得できません。 

 京都市はこの7年間，25箇所あった市営保育所を12箇所も廃止をしてきたうえに，更なる民間移管を進め，

市営保育所のセーフティネットとしての役割も放棄しようとしています。一方で，民間保育園に対しても行

財政改革の名の下に，厳しい対応を迫ろうとしています。子供や市民にとって最善の利益を守るための公の

役割は何なのか，それは市営の責任を果たすことであると，京都市に対して目を覚まさせるような議会の態

度を示そうではありませんか。 

 以上，同僚議員の皆様の賛同を求めて討論とします。ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。まず，議第167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
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おり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，議第128号及び議第129号を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決

することに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 次に，残余の議案8件を一括表決に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決すること

に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

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

とおり，議第127号に1個の付帯決議を付すことに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって委員長報告のとおり決します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第6，議第130号，議第132号及び議第152号ないし議第156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，ほか6件，以上7件を一括議題といたします。 

 まちづくり委員長の報告を求めます。まちづくり委員長，片桐直哉議員。 

 〔片桐まちづくり委員長登壇（拍手）〕 

 まちづくり委員長（片桐直哉）本委員会に付託されました議第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，ほか6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29日の本会議において付託を受け，12月2日に，議第130号，132号及び

152号から154号の5件については都市計画局に対し，議第155号及び156号の2件については建設局に対しそれ

ぞれ質疑を行った次第であります。 

 まず，議第130号市立浴場条例の一部改正については，理事者から，市立崇仁第二浴場について，近隣の

改良住宅における浴室の設置状況が改善する見込みとなったことから廃止しようとするものであるとの説明

がありました。 

 これに対し，崇仁地域に設置された市立浴場に係るこれまでの取組の経過及び今後の予定，これまでの利

用者数の推移及び廃止に伴う財政効果，団地再生事業による改良住宅への浴室設置を着実に進め市立浴場を

早期に廃止する必要性，市立浴場を単に廃止するのではなく地域コミュニティ活性化のために活用する考え

などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第132号下鳥羽市営住宅改修工事請負契約の変更については，理事者から，外壁調査を行った結

果，当初の想定よりも多く外壁や屋上外周部等に浮きや欠損等が見つかるとともに，屋外階段の鉄部に腐食

防止対策の必要性が認められたため補修する必要が生じたことなどから，請負契約の変更契約を締結しよう

とするものであるとの説明がありました。 

 これに対し，工事請負金額の変更が生じることがないよう当初設計時における工事経費の見積りの精度を

高める必要性，当初設計時に外壁の欠損等が把握できなかった理由などについて質疑や御意見がありました。 

 次に，議第152号から154号指定管理者の指定については，理事者から，市立錦林浴場ほか7施設について，

指定管理者を指定しようとするものであるとの説明がありました。 

 これらに対し，指定管理者における利用者増に向けた取組の具体的内容，民間の知恵や工夫を採り入れ経

費削減に取り組む必要性，市立浴場が廃止された後もこれまで指定管理者により培われた地域コミュニティ

を維持していく必要性，ワーキングプアや不安定雇用を生み出す指定管理制度への疑問などについて質疑や

御意見がありました。 

 次に，議第155号市道路線の認定及び議第156号市道路線の廃止，以上2件については，理事者から，都市

計画法による開発行為に伴い建設された2路線を認定し，また，現に道路の機能が失われ，かつ，隣接土地
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所有者から廃止の申請があった3路線を廃止しようとするものであるとの説明がありました。 

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

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

党の各議員団及び無所属の委員は，いずれも原案に賛成する。共産党議員団は，議第130号及び152号から

154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

130号及び152号から154号については多数をもって，残余の議案3件については全会一致をもって，いずれも

原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより表決を採ります。まず，議第130号及び議第152号ないし議第154号を一括表決

に付します。本案は，委員長報告のとおり，原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）多数であります。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

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

に御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第7，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

いてを一括議題といたします。 

 産業交通水道委員長の報告を求めます。産業交通水道委員長，椋田隆知議員。 

 〔椋田産業交通水道委員長登壇（拍手）〕 

 産業交通水道委員長（椋田隆知）本委員会に付託されました議第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，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29日の本会議において付託を受け，12月3日に，産業観光局に対し質疑

を行った次第であります。 

 本議案については，理事者から，第2期中期目標期間の終了に伴い，地方独立行政法人法の規定により本

市が法人に指示することとされている中期目標を定め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，これまでの中期計画の総括，コロナ禍の状況を踏まえ中期目標における企業の事業継続に向

けた支援の位置付けを高める必要性，産業技術研究所の知的財産が地域企業等に有効に活用されるための取

組内容，多様な財源の確保につながる支援の獲得に向けた情報発信の必要性，外部資金獲得に向けて新たな

仕組みを生み出す必要性などについて質疑や御意見がありました。 

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

ただきましたところ次のとおりでありました。すなわち，自民党，公明党，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，原案に賛成する。共産党議員団は，反対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，多数

をもって，原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。 

 以上であります。これをもちまして，委員長報告を終わります。（拍手） 

 議長（田中明秀）これより討論を行います。 

 発言の通告がありますので，これを許します。平井良人議員。 

 〔平井良人議員登壇（拍手）〕 

 平井良人議員 日本共産党京都市会議員団は，議第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反対の態度を表明していますので，私は，その理由を述べて討論します。 

 この産業技術研究所第3期中期目標は，2022年4月1日から2026年3月31日までの今後4年間の法人に指示す

る中期目標を京都市が示すというものです。この中期目標の議案に反対する一番の理由は，京都市の行財政

改革計画を受け産業技術研究所の定款第1条にある京都のものづくり文化の優れた伝統を継承し発展させ，
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新しい時代の感性豊かで先進的な産業技術を創造するという役割を狭めるものとなっているからです。前回

の中期目標における基本的考え方は，いたずらに目先の数的競争原理に惑わされることなく，矜持を堅持し

つつ，独特のものづくり文化の質の練磨と創造的な展開にも努め，得意技術，固有技術を伸ばし，京都にな

くてはならない市民と一体となり市民に開かれた研究所を目指していると明記されており，京都の特性であ

る伝統地場産業や中小企業を支援することを位置付けていました。 

 ところが，今回の中期目標では，この記述は削除されています。これは，ものづくり文化を継承するため

の支援の位置付けを後退させるものです。そして行財政改革計画の推進の視点から，運営も予算も縮小させ

ようとしています。京都市として地域企業の徹底的な下支えが必要としながら，産業技術研究所の運営と予

算を減らすことは，下支えの役割を放棄していることと同じです。また，組織体制では，予算や人員の戦略

的な配分とされており，そこには人員削減が含まれています。さらに，競争的資金等の外部資金の獲得や寄

付金等を支援していただく仕組みを構築するなどとしていますが，国や企業の思惑に誘導され，産業技術研

究所の自主性が損なわれる危険性をはらんでいます。くわえて，支援すべき中小，小規模事業者には，設備

機器や研修などの料金の値上げを示唆しています。 

 コロナ禍の中，京都の事業者の99.7パーセントを占める中小企業の現状は，今後更に厳しい状況となるこ

とが想定されます。今こそ京都市内の中小企業を支えることを徹底し，その要望に応えて公的研究機関の役

割を果たす中期目標とすることを求めて討論とします。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，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。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第8ないし日程第13，諮第4号人権擁護委員の推薦について，ほか5件，以上6件を一

括議題といたします。 

 お諮りいたします。本件は，説明及び委員会付託を省略のうえ，諮問のとおり可と認めることに御異議あ

りませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本件は，諮問のとおり可と認めることに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第14，議第168号令和3年度京都市一般会計補正予算を議題といたします。 

 議案の説明を求めます。門川市長。 

 〔門川市長登壇〕 

 市長（門川大作）本議会に追加提案いたしております議第168号令和3年度京都市一般会計補正予算につき

まして御説明申し上げます。 

 この度の補正予算は，過日閣議決定された政府の経済対策に盛り込まれた18歳以下の子供一人当たり10万

円相当の給付を行う（仮称）子育て世帯への臨時特別給付に要する経費として，全額国の補助金を財源に

189億7,900万円を緊急に補正しようとするものでございます。 

 本事業の実施に当たりましては，まず，既に政府において予備費の使用が決定している中学生以下の方々

への一人当たり5万円の現金給付を年内に開始するとともに，高校生相当となる16歳から18歳に係る給付に

ついては，政府補正予算の動向を踏まえ速やかに支給に着手できるよう取り組んでまいります。 

 また，残る5万円相当の給付につきましては，卒業や進学，入学の時期となる来春までの実施に向けまし

て，政府の検討状況を注視しながら制度構築を進めてまいります。 

 これまでの様々な給付事業などにつきまして御配慮いただいてきましたが，今回も同様に補正予算につき

まして迅速な給付のために，審議日程に御配慮いただいたことにつきまして感謝申し上げます。対象となら

れる方々への丁寧な周知と共に適切に給付を進められるよう万全を期してまいります。 

 議案の大要は，以上のとおりでございます。御議決いただきますよう，よろしくお願い申し上げます。 
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 議長（田中明秀）お諮りいたします。本案は，委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認め省略いたします。 

 やまね智史議員。 

〔やまね智史議員登壇（拍手）〕 

 やまね智史議員 日本共産党京都市会議員団は，議第168号2021年度11月補正予算追加提案，子育て世帯

への臨時特別給付（仮称）に対する予算組替え動議を提出します。 

 一つ，速やかに全額を現金で給付すること。 

 二つ，補正予算のうちクーポンに関わる事務費を削減し，現金給付に係る事務費のみとすること。 

 市長において，以上の二つの観点から予算を組み替え，再提案されることを求めます。以上です。（「賛

成」と呼ぶ者あり） 

 議長（田中明秀）ただ今，やまね智史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。ただ今のやまね議員の動議のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

 〔賛成者起立〕 

 議長（田中明秀）少数であります。よって，やまね議員の動議は否決されました。 

 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。井上けんじ議員。 

 〔井上けんじ議員登壇（拍手）〕 

 井上けんじ議員 日本共産党京都市会議員団は，議第168号2021年度11月補正予算追加提案，（仮称）子

育て世帯への臨時特別給付に賛成いたします。しかし同時に，本制度の制度設計や運用等について疑問や提

案などもありますので，以下，これらについて討論をいたします。 

 今回の臨時特別給付は，児童の人数に応じ世帯単位で給付，年内に5万円，来春に原則5万円相当のクーポ

ンで給付，前後2回に分ける，ただし詳細はこれからとされています。給付費180億円に対し，事務費は現金

給付に1.5億円，クーポンは8.5億円，計約10億円が見込まれています。子育てや教育に係る費用の増大の一

方で実質賃金は低下傾向であり，特に非正規やひとり親世帯の生活実態は切実です。正規労働者も年末一時

金の減額やベアどころか定期昇給もない現実が広がっています。子供自身の貧困化が大きな社会問題になっ

ていることも言うまでもありません。したがって今回の補正予算は，当該世帯には大きな実益と激励になる

ものであり，もちろん賛成であります。 

 しかし一方で，国の負担とはいえクーポンについては事務費に多くの費用が掛かり，全国で967億円も掛

かることが今大きな問題になっておることは御承知のとおりであります。計10万円の現金給付の方が，市の

事務負担にとっても受給世帯にとっても単純明快ではないかと思われます。本市では既に電子クーポンに決

めているとのことですが，一方では，詳細未定と教育福祉委員会資料には書かれています。政府が原則，後

の5万円はクーポンでとの方針であったとしても，これはあくまでも原則にすぎません。松野官房長官も地

方自治体の実情に応じて全額現金給付も可能と発表されており，その後，国会でも岸田首相自身が実情に応

じて現金給付と，実情の内容が不明確とはいえ，このように答弁されています。具体的な方法の検討に当た

っては，地方自治体の意見を伺いつつとも首相が言われています。既に大阪市長は，現金のみで給付した方

が効率的で住民のニーズにも合っている，群馬県太田市長も，市民は現金給付を求めている，自治体の実務

も大変だ，事務費もかさむ，これでは三方損になってしまうと発言等々，現金給付について検討中との自治

体が増えておると報道されています。 

 市長は計10万円の現金給付という方針を持ったうえで，ペナルティーは課すべきではないと国に声を上げ

るべきであります。少なくとも自治体の裁量を認めるべきだと発信すべきであります。国の事業だといって

も，国が国家公務員の仕事として出先機関で実施するわけではありません。事務費だけでなく給付費自体が

京都市の議会の議案となっています。実際にその事務に携わるのは自治体であり，また，地域の実情に最も

精通している自治体がその具体化や運用の在り方を決めてしかるべきであります。財政的にも2回に分けた

として，計3億円の事務費だとすれば，7億円もの減額又は不用額として節約になり，967億円の無駄遣いの

一部節減に貢献することができるでしょう。 

 最後に，本来生活困窮世帯は児童のいる世帯だけにとどまらないところから，対象を児童に限定するのは
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制度設計上失敗というか不十分だと思います。元々この制度はコロナ禍で大変苦しんでいる女性や非正規，

学生といった弱い立場の方々に現金給付を考えたいという首相の10月4日の記者会見が出発点になっていま

す。いつどこで変わってしまったのでしょうか。本当に必要な世帯の人たちにも対象を拡大するよう，この

点も含めて市長は声を上げ，国に働き掛けるべきであると強く求めて討論といたします。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，山岸たかゆき議員に発言を許します。山岸議員。 

 〔山岸たかゆき議員登壇（拍手）〕 

 山岸たかゆき議員 民主・市民フォーラム京都市会議員団を代表し，議第168号令和3年度京都市一般会計

補正予算について討論を行います。 

 この度，国の新たな経済対策として，子育て世帯に対し18歳以下一人当たり10万円相当の給付を行うこと

が先月19日に閣議決定されました。この支給については，年内に5万円の現金給付を開始し，来年春の卒業，

入学，新学期に向けて5万円相当のクーポンを基本とした支給を行うこととなる見込みです。ところが，こ

の間，クーポンによる支給とした場合，迅速な給付が求められる中，制度設計に時間が掛かること，約

1,000億円もの巨額の事務経費を要すること等が明らかにされるとともに，現金給付にしてほしいという声

が多くの国民から出されている状況です。また，支給対象の市民からも同様に期待の声をお聴きしていると

ころです。 

 現在開会中の臨時国会では，昨日の代表質問で岸田首相から，どういう場合に現金給付ができるか，地方

自治体の意見を聴きつつ具体的な運用方法を検討していくということが表明されました。そこで，今後の動

向を注視しながら，可能であるならば現金での給付を求め討論といたします。ありがとうございました。

（拍手） 

 議長（田中明秀）次に，菅谷浩平議員に発言を許します。菅谷議員。 

 〔菅谷浩平議員登壇（拍手）〕 

 菅谷浩平議員 議第168号令和3年度京都市一般会計補正予算について，日本維新の会京都市議団は，賛成

の態度を表明しておりますので，その立場から討論をいたします。 

 今回の（仮称）子育て世帯への臨時特別給付は，さきに行われた衆議院議員選挙の際の他党の公約を基に，

岸田文雄政権が，18歳以下の子供たちの未来を応援するため10万円を給付しようとするものであります。11

月にはその内容も盛り込まれたコロナ克服新時代開拓のための経済対策が閣議決定され，現在まさに開かれ

ている臨時国会においてその予算案の審議がなされているところであります。 

 先日開かれた教育福祉委員会では，その10万円給付を盛り込んだ内閣の閣議決定を基に，本市において想

定される給付額に約180億円，給付に係る事務委託費に約10億円の計190億円が掛かる想定であるとの報告が

なされました。また，あわせて本市において10万円を給付する際には国の方針に従い5万円の現金給付と5万

円の電子クーポンにより給付を行うとの考え方が示されました。 

 しかしながら，連日テレビなどでも報道されているとおり，クーポンによる給付は現金給付に比べて時間

とコストがはるかに掛かることが問題視されています。先日の委員会報告の市側の答弁では，本市における

事務委託経費約10億円のうちクーポンに係る事務委託経費に8.5億円と本市は見込んでおり，現金給付の場

合の1.5億円と比べて約6倍の費用が掛かるとしています。内閣の閣議決定にもあるとおり，10万円の給付方

法については，自治体の実情に応じて現金給付も可能とするとあります。それにもかかわらず本市は，10万

円の給付方法に関して国が行う事業であるとの理由だけで現金とクーポンによる給付を考えておられます。

また，新型コロナウイルス感染症が長期化し，その影響が様々な人に及ぶ中とも閣議決定に記されているよ

うに，これはコロナ禍で苦しむ子育て世帯の子供たちの未来を応援するためのものであることからも，来年

の春などと期限を設けることはせずに，1日も早く現金で給付する方が，それらの世帯の手助けになること

は確実であります。 

 最後に，年内の5万円の現金給付の大半の部分については，国の予備費が活用され，先に自治体に財源が

来ることからも，本市が提案するように，1日も早い支給となるよう補正予算案に賛成するものであります

が，先ほど申し上げたクーポンによる給付などの課題については，現在行われている国での補正予算の審議

や本議会での意見などを踏まえて本市の実情に応じた柔軟な対応を求め賛成討論といたします。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 
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 これより表決を採ります。本案は，原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第15，市会議第11号コロナ禍における農産物への影響の改善を求める意見書の提出

についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は，議案の説明及び委員会付託を省略のうえ，原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第16，市会議第12号沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求

める意見書の提出についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は，議案の説明及び委員会付託を省略のうえ，原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀）日程第17，市会議第13号ＨＰＶワクチン接種勧奨への支援を求める意見書の提出につい

てを議題といたします。 

 お諮りいたします。本案は，議案の説明及び委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認め省略いたします。 

 これより討論を行います。発言の通告がありますので，これを許します。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 日本共産党京都市会議員団は，ＨＰＶワクチン接種勧奨への支援を求める意見書につい

て賛成の立場を表明していますので，日本共産党京都市会議員団を代表し討論します。 

 ＨＰＶワクチン接種後に生じた症状とＨＰＶワクチンとの関連については，国内外でこれまでから調査が

行われてきています。その関連性は明らかになっていませんが，ワクチンの安全性と有効性も報じられてお

り，今回，接種勧奨の再開となりました。 

 一方で接種後の副反応でいまだに苦しんでおられる方もあることから，今回の接種勧奨の開始に当たって

は，丁寧な対応をしていく必要があると考えています。接種の周知として，対象者への郵送は効果があると

考えます。実施される場合にワクチン接種の効果と同時に副反応があることなどの情報提供が必要です。こ

の間，接種率が1パーセント程度という状況から接種を見合わせていた方がほとんどということであります。

3回接種を実費負担すると5万円以上になると聞いております。意見書項目にあるとおり，接種機会を逃した

女性への無料接種の実施は重要です。 

 副反応被害者に対する補償と支援，治療体制の整備などの救済策を充実させ，副反応についての調査，原

因究明を行いながら，希望する全ての人が安全，迅速に接種を受けられる環境の整備を進めることが求めら

れることを述べまして賛成討論とします。ありがとうございました。（拍手） 

 議長（田中明秀）これをもって討論を終結いたします。 

 これより表決を採ります。本案は，原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 議長（田中明秀）御異議なしと認めます。よって本案は，原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 議長（田中明秀） 以上をもって，今11月市会の議事は全て終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 〔午前11時39分散会〕 



 - 18 -

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

        議  長  田 中 明 秀 

        署名議員  平 山 たかお 

        同     山 田 こうじ 


