生まれ育った東山区と京都のために……
京都市会議員
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市民と市政のパイプ役
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議員にさせて頂き、一年半が過ぎようと…
皆様のご支援を以って、初めて当選をさせて頂き、議員生活も一
年半が過ぎようとしています。本当に慣れぬ生活で、ドタバタの一
年半でございました。何分不慣れな部分もございますので、至らぬ
点はどうかご容赦頂きますようにお願い申し上げます。
さて、前回のレポート発行から約一年が過ぎました。そこで、こ
の一年間のすべての活動を掲載はできませんが、京都市政に関して
の私の活動を抜粋して編集を致しましたので、どうかご高覧下さい
ますようにお願い致します。

平山たかお オフィシャルサイトができました!!
平山たかお オフィシャル

検索

M

グ
ブロ 更新中!!

URL:http://takao-hirayama.info/

市民困り事
設して
相談所 を開い
ます

たかお

平
山

お困りごとなど

ご相談下さい
みなさまにとって、行政の仕事
の役割分担は分かりにくいと思い
ます。
「どこに相談に行けばいいの
か？」「こんなこと聞いても良い
のだろういか？」とお悩みのとき
は、私の事務所まで、お気軽にお
問い合わせ下さい!!

自民党市会議員団
他都市調査にて

交通水道消防
委員会にて

電話1本で
かけつけます

ニューステン
に出演

藤森神社の御祭礼
御神輿を担がせて
頂きました

本年度は「交通水道消防委員」を拝命致しました。
市バス事業、地下鉄事業、上下水道局事業、消防局、消防団事業等を専門に議論を行う委員会でございます。
どうか、ご意見・ご要望は私、平山たかおまでお寄せ頂きますようにお願い致します。

「民泊」について
民泊通報・相談窓口

最近、
よくお寄せ頂くご相談の一つに「民泊」
「ゲストハウス」の問題があります。
「最近、近所にゲストハウスらしいものがで

開業時間

きたのだが、許可を取ってらっしゃるのだろう

戴しています。ずっと委員会等で私も発言をさ
せて頂き、この度、「民泊通報・相談窓口」な
るものが開設をされました!!

電

話…午前10時～午後５時

ＦＡＸ・電子メール…24時間受信

か。
」
「タバコの吸い殻等が捨ててあり、路地奥
だから火災が心配」というようなお声を多数頂

年中無休。ただし、年末年始を除く。

通報・相談 電 話：075－223－0700
（相談は、主に電話・FAXへ御連絡下さい。）
の方法
ＦＡＸ：075－223－0701
電子メール：minpakusoudan@city.kyoto.lg.jp
（通報は、主にメールへ御連絡下さい。）

（URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000201777.html）
※京都市ホームページ
「京都市情報館」にて

参考

民泊通報

こんなときに
ご利用ください!!

⃝近所の「民泊」施設が、旅館業の許可を取得しているのか、教え
てほしい。

まだまだ不十分な点はあろうかと思いますが、
皆様から賜ったご意見をしっかりと反映させる
ことができるように致します。真面目に事業を
行われている業者さんが割を食うのもおかしい
話だと感じますので、早急に対策を打てるよう
に私も尽力して参ります。
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⃝無許可で「民泊」をしているようだが、許可を取得するように指
導してほしい。

⃝
「民泊」を始めたいが、どのような手続が必要なのか教えてほしい。
⃝旅館業の営業許可を取得したいが、相談窓口を教えてほしい。
⃝旅館業の許可申請に手数料が必要なのか教えてほしい。
⃝旅館業が開業できない地域があるのか教えてほしい。

この他、「民泊」に関するお問合せ、御意見等も受け付けます。

大学前パンフ配り

熊本地震募金活動
（今熊野商店街）

札幌市
浄水場視察

二重行政について
質問要旨〈平山たかお委員〉
昨年６月から京都市のXRAINの運用が始まりました。
整備費は1,800万円、運用コストは年間約400万円で次年
度の予算にも計上されています。同様のシステムが京都
府にも存在します。市と府の相違点をご説明ください。
応答内容〈川崎防災危機管理室長〉
市のシステムは、府と同じく１キロメートル四方に対
しての１時間雨量の表示ができます。加えて、各学区ご
との現在の雨量と１時間の雨量、さらに72時間の累積雨
量を表示できます。きめ細かな表示によって、局地的な
豪雨を把握できるところが相違点です。
質問〈平山委員〉
府のシステムは土砂災害と警報情報が同時に見られる
点で、使いやすいという感想を持ちました。現在、市の
XRAINはどの程度利用されていますか。
応答〈川崎室長〉
市民に対して周知が徹底されていません。使いやすさに
ついては、雨量の見せ方がよりきめ細かく市民の皆さまに
わかりやすい表示であり、問題ないと考えます。
質問〈平山委員〉
市民にほとんど利用されていないということですね。
また、昨年の12月から更新が止まっていることが、理由
も含めて市民に説明がないようです。３ヶ月以上もの間、
更新されていなかった点については、どのようにお考え
でしょうか。
応答〈川崎室長〉
複雑なネットワークを経由しているために、不具合の
原因特定に時間を要しました。現在は修復作業中で、ま
もなく復旧する予定です。

応答〈川崎室長〉
先に事業着手したの
は、市でした。その後、
府 もXRAINシ ス テ ム
を導入するという情報
を得ましたので協議を
行い、表示内容に関し
て府と重複することが
ないように調整しまし
た。参照するデータは
同じですが、独自の表
示内容としております。
質問〈平山委員〉
重複していなくても
類似の情報だった場合、
市民はどちらを参考に
すべきなのでしょうか。
そのあいまいさが、普
及への妨げとなってい
〈朝日新聞記事一部抜粋編集〉
ます。
今後、府のシステムとの連携・統合を検討されてはい
かがでしょうか。
応答〈川崎室長〉
府は土砂災害を重視、市は街中の局地的豪雨への備え
も必要だと考えております。現在、統合の計画はありま
せん。
最後に〈平山委員〉
府市協調して、市民にとってわかりやすく統合される
ことを要望します。コストが年間400万円かかり続ける
ことを考えると、十二分にご検討いただくべきかと思い
ます。

質問〈平山委員〉
運用コストはかかり続けているのに、システムが３ヶ
月以上止まっていて、その報告もありません。防災に関
する情報は市民にとって大変重要です。市と府のシステ
ムは非常に似ていますが、整備段階で府との協議は行わ
れましたか。

京都市長について思うこと
我らが京都市のトップリーダーを決める京都市長選挙が去る２月に投開票され、
「かど
かわ大作京都市長」３期目の当選を果たされました。
市会議員と首長の関係性はあくまで二元代表制。
是々非々で臨むのが本筋。自民党や与党ってなんでも賛成じゃないのですかと言われ
ますが、議案として提出される段階では我が党が賛成できる形になっているのです。
これは委員会で議論をしたり、その他の場所での調整があったりするのが理由です。
「与党の仕事は目で見て頂くのが一番わかりやすい」と私は思います。

〈朝日新聞記事一部抜粋編集〉
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平山たかお

行く

が

あのひとと対談をしよう!!

第一回目の今回は京都市東山区選出の荒巻隆三京都府議との対談です。
対談内容は「今後の東山区について思うこと」です。
人口減少問題に関して
平山

：東山区に関して人口減少問題は一番の課題であ
ると思います。
ついに先日、区内の人口は3.9万人を切りまし
た。
自分の母校、月輪小・月輪中学校も、統合によ
って東山泉小・東山泉中学校へと変わりました。
もちろん、この課題は全国的な課題ではありま
すが、特に東山区においてはより顕著であり、
まさに全国的にも先駆けた地域になっていると
思いますが、荒巻府議はいかがお考えでしょう
か。

荒巻

：平山市議のご指摘の通りだと思います。この課
題に関しては若い世代の皆様にどんどん流入し
て頂いて、東山区で子育てをするような環境づ
くりが大切になってきますね。

平山

：そうですよね。区内には東山開晴館、東山泉と
二つの小中一貫校ができました。
教育水準はかなり高くなっていると伺っていま
すし、小中学生の発表会等を見ていても、その
ように感じます。そういったことを、もっと発
信し、子育てするなら東山区と全国的に思って
いただくようにしなくてはいけませんね。

文化庁の移転に関して
平山

：安倍政権による地方創生の
一環で、省庁の地方移転が
あります。（京都が地方か
という議論はさておき…）
今回、文化庁が京都へ移転
することになりました。こ
れはまさに府と市が一丸と
なって誘致活動をした結果
であると私自身は高く評価
致していますが荒巻府議はいかがお考えでしょうか。

荒巻

：素晴らしいことだと評価をしています。候補地に関しても府警の跡地、
また、区内にある国立文化博物館も挙げられていますね。これは文化
財の集積地でもある東山区はもちろんのこと、京都の発展につながる
のではないでしょうか。

平山

：荒巻府議のおっしゃる通りですね。個人的な意見にはなりますが、国
立文化博物館は貞教学区にありますし、ちょうど元貞教小学校は芸術
の専門学校が来ます。
加えて崇仁学区には京都市立芸術大学も移転という事で、まさに文化・
芸術地域として確立されます。文化庁が国立文化博物館に来ることに
なれば、東山区にとって、人口の流入も考えられますし、素晴らしい
ことになるのではと考えます。

東山三条交差点北行右折解除に関して
平山

：長年の地域住民の皆様の願いであった東山三条交差点北行の右折がつい
にできるようになりましたね。荒巻府議も長年取り組まれてこられた議
題でもありましたね。

荒巻

：本当に嬉しい限りです。然しながら、白川筋の交通安全問題については
継続して考えなくてはなりませんね。京都府警さんのお陰だと思ってい
ます。

平山 ：そのとおりですね。私もよくご相談を受けますし、交通安全対策に関し
ては京都市単独ではできないですし、京都府警さんのお力も借りなくて
はできませんからね。

〈京都新聞記事一部抜粋編集〉

荒巻

：これはまさしく「府市協調」で引き続き、検討していかなくてはならな
い課題だと思います。

平山

：今後も情報共有を図りながら、よろしくお願い致します。
本日はお忙しい中、お時間を頂きまして、誠にありがとうございました。

次回以降もどなたかとの対談コーナーを設けたいと思います。
もし、対談相手、対談内容に関して、ご意見等あれば、お気軽にご連絡頂けたらと思います。

東山泉
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