生まれ育った東山区から京都のために……
京都市会議員
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いつも、平山たかおの活動にご支援頂き、誠にありがとうございます。
今、新型コロナウイルス感染症の発生により、皆様方の生活に多大なる影響を与えて
いることを十分に鑑み、我々、京都市会議員も、山本恵一市会議長から門川市長に対し、
緊急申し入れを行ったところであり、一日も早い終息に向け、引き続き尽力を致します。
皆様方におかれましても、何かご不安な点等ございましたら、いつでも、ご相談下さい。
さて、去る２月２日に行われた京都市長選挙において、門川大作京都市長が四選を果
たされ、その最初の市会でもあり、大切な令和二年度予算を審議する２月市会において、
私、平山たかお、自民党京都市会議員団を代表し、質疑をさせて頂きました（２月27日
代表質疑）
今回のレポートでは、その代表質疑の内容に加え、京都市の新型コロナウイルス感染
症対策について、わかりやすくまとめましたので、
京都市会議員
是非ともご高覧頂けたら幸いに存じます。
〈平山たかお

経歴〉

昭和62年京都市東山区生まれ。立命館大学法学部卒業。
㈱三井住友銀行を経て、京都市会議員選挙に立候補。平成27年４月初当選。
平成31年４月再選。現在２期目。京都市会まちづくり委員会副委員長、自由
民主党京都市会議員団幹事など。
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URL:http://takao-hirayama.info/
フェイスブックやっています！ 平山たかお
お気軽に申請下さい

インスタグラムはじめました！

フォローをお願い致します！

ツイッターはじめました！
フォローをお願い致します！

@hirayamatakao
@hirayama.takao.kyoto
@tachirayama

市民困り事相談室を開設しています
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!!

たかお

平山たかお オフィシャルサイトができました!!

（詳しくはホームページをご覧下さい）

山平

平山たかおによる代表質疑
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観光課題解決先進都市に向けて
次代の財政経済政策について
災害に強い上下水道事業について
未来のまちづくりビジョンについて
子育て環境日本一に向けて
文化庁移転を見据えた京都創生について

観光課題解決先進都市に向けて
平山たかお
「観光公害」という言葉が、市長選挙等を通じ、一部マス
コミ含め、多用されていましたが、私は、観光客はもち
ろん、我々市民に対しても、適切な言葉だとは到底思え
ません。市長のご見解をお伺いします。
一方で、観光客の一部集中による課題は解決しなくては
いけません。東山区は京都の魅力や課題を凝縮したよう
なまちであり、正に東山区で課題を解決できたら、観光
課題解決先進都市として真に名乗りを上げることができ
ると思います。観光に関する課題の解決に当たっては、
地域の活性化や市民生活の利便性向上につながる方策を
追求していくべきであると考えております。市民生活を
最優先に、地域の活性化、文化の継承・創造につながる
観光の京都モデルを構築すると市民にお約束された門川
市長の「観光課題解決先進都市」の１日も早い実現に向
けたお考えと決意をお聞かせ下さい。

門川市長答弁
「観光公害」という言葉は、観光客や観光事業者が、あた
かも公害の源であるかのような印象を与える不適切な表
現であると認識しており、このような表現は一切使って
いません。
地域固有の文化やコミュニティの継承・発展等を図るため、
観光を適切にマネジメントす
る京都モデルを強力に推進し、
市民生活の豊かさに繋げる観
光の「課題解決先進都市」と
して世界のモデルとなるよう
な取組を、議員御提案の東山
区の状況も踏まえつつ、進め
て参ります。

災害に強い上下水道事業について
平山たかお
漏水や大雨といった水道・下水道を取り巻く災害・事故
に対して、防災・減災の観点から、どのような手立てを
講じていく方針なのか、令和２年度予算で掲げられてい
る主要事業と合わせて、お聞かせ下さい。

村上副市長答弁

次代の財政経済政策について
平山たかお
今後、社会保障関連経費等が増大し、財政状況がより厳
しいものとなることが予測される中で、道路や都市基盤
の老朽化対策が待ったなしの状況にもあります。今後の
公共投資予算をどう確保していくのか、お聞かせ下さい。
本市は、同規模の他政令市と比べ法人税収が脆弱である
ため、企業を強くしていくことが肝要であります。税収
増加はもとより、働き方改革による真のワークライフバ
ラ ン ス の 実 現、 さ ら に は
地域活動の活性化など、京
都 の 活 力 を 維 持、 向 上 さ
せ て い く た め に も、 地 域
企業や中小企業の事業規
模拡大を積極的に支援す
る必要があると思います
が、お考えをお伺いします。

岡田副市長答弁
公共投資は、国の有利な財源の確保や民間活力の導入な
ど様々な工夫をし、本市の財政負担を軽減しつつ推進し
ています。
また、平山議員御指摘のとおり、企業の規模拡大による
担税力の強化は重要であり、起業から海外展開まで切れ
目なく伴走支援を行うエコシステムの形成にオール京都
で取り組むとともに、事業承継に合わせた企業規模の拡
大も支援して参ります。一方で、規模だけでなく企業の
収益力を強化する視点も重要であり、企業立地助成の充
実やオスカー制度等の支援により、地域企業の利益の拡
大につなげて参ります。今後とも、地域の雇用、文化の
継承、まちづくりを支える地域企業の成長と経営基盤の
強化による税収増加に取り組んで参ります。

させるとともに、水道施設の災害対策についても、浸水
想定区域内にある松ケ崎浄水場に止水版を設置するなど、
具体的な対策に着手します。下水道における浸水対策と
しては、５年に１度の大雨に対応する整備率は全国トッ
プ水準の91％となり、令和２年度は、市内中心部の広範
囲に及び対策として鳥羽第３導水きょの整備に着手する
など、10年に１度の大雨に対応する整備率の向上を推進
します。絶え間ない経営努力により、強い経営基盤を築き、

水道事業では、令和２年度の配水管更新率について、大

防災・減災に必要な予算を確保し、ライフラインをしっ

都市平均1.0％を大きく上回る1.5％までスピードアップ

かりと守り続けて参ります。

2

未来のまちづくりビジョンについて
平山たかお
市長には、未来に向けたインフラ整備をしっかりと進め
ていただきたい。持続可能な都市を目指したプランの策
定等の際にも課題として指摘されていた、未来を担う若
者世代が京都に住み続けられる、京都で働き続けられる
まちづくりを是非ともお願い致します。どのように実現
していかれるのか、お考えをお伺い致します。
また、私が道路景観の取組で注目している雨庭には、緑
化や修景の効果に加え、雨水流出抑制やヒートアイラン
ド現象の緩和など、防災面や環境面での効果も期待され
ます。
「文化首都」を掲げる京都において、雨庭は大変有
意義であり、今後も積極的に取り組んでいただきたいと
考えますが、いかがですか。

子育て環境日本一に向けて
平山たかお
少子化の大きな流れの中、今後の待機児童対策をどのよう
に進めていかれるのか。また、
「幼児教育・保育の無償化」
がスタートし、
「１歳児保育における職員配置の改善」を
はじめ、保育の質を高める取組が今こそ求められているの
ではないでしょうか。また、全国的に児童虐待が増加して
おり、対策の一層の強化と共に、地域の子育て支援の充実
や虐待を受けた子どもを社会全体で育む支援といった社会
的養育の質・量の拡充が欠かせません。市長の幼児教育・
保育の推進と児童虐待対策の決意をお答え下さい。

門川市長答弁
京都が将来にわたって、魅力と活力に満ち、新たな価値を
創造し続けるまちづくりこそが、本市の重要課題であると
考えております。京都の景観の守るべき骨格は堅持しつつ、
未来を担う若者が安心快適に暮らし、活動できるまちの実
現に向け、建物の高さやデザイン規制の特例制度、さらに、
建物用途や規模制限の見直し等についても検討して参りま
す。各地域のポテンシャルを存分に引き出し、子育て世代
や若者のニーズに合った住居や生活利便施設、市民がいき
いきと働けるオフィス等の創出を図って参ります。また、
グリーンインフラの創出に向け、令和２年度は、東山区六
原など市内三箇所で雨庭を整備して参ります。

雨庭イメージパース

文化庁移転を見据えた京都創生について
平山たかお
「まち・ひと・しごと・こころ京都創生」総合戦略の取組
のこれまでの成果と課題、今後の対応について、お考え
をお聞きかせ下さい。

総合企画局長答弁
現行の基本計画において、平成17年から令和２年までの
15年間に約６万人減少すると見込んでいた人口は、現在
のところ約９千人の減少に留まっており、また、文化庁
の機能を強化しての全面的移転など、全国の地方創生の
モデルとなる成果も生まれております。今年度末に期限

門川市長答弁
幼児教育・保育の質の向上については、病児保育や医療
的ケア児の受入支援の充実をはじめ、国基準を上回る保
育士の配置及び給与水準等、全国トップレベルの保育の
質を維持・向上するとともに、１歳児保育における保育
士配置体制の充実など、昨年度比15億円増の幼児教育・
保育関係予算を計上し、７年連続待機児童ゼロの実現に
向け、着実に取り組んで参ります。
児童虐待対策については、令和元年度に児童相談所と子
どもはぐくみ室に計29名の職員を増員し、さらに令和２
年度は、急増する警察からの通告等に対応するスタッフ
６名を児童相談所に新たに配置し体制強化を図ります。
加えて、社会全体で子ども達を支えていくため、養育里
親の確保や、ショートステイ事業の拡充、児童養護施設
の専門的な支援体制の確保等に総合的に取り組みます。

を迎える京都創生総合戦略については、計画期間を１年
延長し、次期基本計画に基づく実施計画の施策・事業と
一体的に検討を重ね、来年度に「京都創生・SDGs推進総
合戦略」として策定致します。
平山議員御指摘の花街の振
興を含めた「こころの創生」
を重視し、京都から文化の
力で日本を元気にするとと
もに、人口減少社会を克服
し「誰ひとり取り残さない
持続可能な都市・京都」の
実現に向け、全力を尽くし
て参ります。
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新型コロナウイルス感染症対策のまとめ
⃝マスクや消毒液等の必要な物資が必要な皆様の下へ行き渡るように、京都市全体として、国にも要請
しつつ、取り組むべきと強く要請。
➡ 医療機関、保育園、介護施設、障害者施設等に災害用備蓄マスクを配布（京都市対応中）
⃝現在の小学校等の休校措置に伴い、給食が休止をされるが、
「食事」に対しての状況等は特にきめ細か
に情報収集に努め、関係各所とも連携を図りつつ、子どもたちの安心・安全の確保を強く要請
……など、私からも予算委員会等の場面にて強く要請を行ったところであります。
以下には、京都市が取り組んでいる対応策に関して、可能な限り、まとめました。
もちろん、日々新たな施策が打たれているので、何かご不明点等あれば、いつでもご連絡承ります。

京都市の新型コロナウイルス感染症への主な対応状況
国及び京都府、各関係機関との連携の下、以下の取組を実施

●府市連携による検査体制の構築

京都府保健環境研究所及び京都市衛生環境研究所において、新型コロナウイルス検査の対応を開始

●専用電話相談窓口、帰国者・接触者相談センターの設置

京都市では24時間体制で電話相談を受付（075-222-3421）※その他府下市町村でも京都府により相談窓口を設置

●「新型コロナウイルス対応緊急資金」融資制度（府市連携）

感染症の影響で業況が悪化した中小企業等に対し、様々な制度融資を準備！

●京都マラソンにおける感染症対策

２／16（日）実施の京都マラソン2020について、中国居住者への自粛要請を含む周知・啓発の徹底や、マスク配布・消毒液配備とい
った感染予防対策などの取組を実施

●緊急対策本部の設置

京都市では緊急対策本部を設置し、「重症化予防の徹底！ 医師会はじめ医療機関、社会福祉施設等との連携による重症化予防」「中小
企業・地域企業へのきめ細かい支援」「市職員の感染予防の徹底」などへの取組を開始

●子ども達の安全対策に向けた休校・休園措置

本市学校教育の指針である「学校教育の重点」で、第一に「子どもの命を守りきる」ことを掲げており、
国が全国一斉の臨時休業を要請した趣旨を踏まえ、児童生徒等の安心・安全に万全を期したいという思い
から、３/５（木）から市立幼稚園、小学校、中学校、高校、総合支援学校を休校・休園することを決定

●公共交通機関の消毒実施

緊急対策として、市バス・地下鉄の消毒措置を実施。民間鉄道・バスも連携して対処

●その他の主な取組

・公式サイトや公式SNS等を通じた、市民（外国籍市民含む）
・観光客・留学生等への情報発信
・医療関係団体・経済団体など各種団体との情報共有、各種団体と連携した周知啓発の徹底
・市所管施設を通じた利用者への注意喚起・周知啓発の徹底
・経済団体や観光関連団体を通じ、感染症の影響について情報収集

自民党本部の政策を京都市にも
積極的に活用するよう要請‼︎

国に対し、オール京都から緊急要望書を提出

3／6（金）に京都経済対策トップ会議を開催し、新型コロナウイルス感染症による京都経済への影響等について、関係団体等による
情報共有・意見交換を行い、同会議において、これらの意見等を踏まえた緊急要望を国に提出した

【要望の概要】

1 中小企業支援
2 観光客激減やイベント自粛等による経営悪化等に対する支援
3 サプライチェーンの回復・強化 4 雇用対策等

※緊急要望書の詳細については、こちらからどうぞ ➡ https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000266619.html
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