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いつも、私の活動にご支援いただき、心から感謝を申し上げます。新型コロナによる営業時間の短縮要
請等、先の予測が立てられない、そんな中でもありますが、令和三年度予算は、３月26日に成立し、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止、そして市民生活の下支え、京都経済の回復の３つを柱に、厳しい京都
市財政の再建とのバランスを取った編成となったものであると認識しています。また、私は今年度、産業交
通水道委員会に所属することとなりましたので、コロナ禍からの京都経済の回復および疲弊された事業者
様への支援、そして、ポストコロナを見据えた「観光」の在り方、また、決算に苦しむ市バス、地下鉄事業、
そして市民の皆様の安心•安全を支える上下水道事業等へ、京都市財政の再建を念頭に置きながら、建
設的な議論を行いたいと思います。また、自由民主党京都市会議員団の「幹事」も、引き続き、仰せつ
かりましたので、市会第一党として、市政運営上の責任を果たすべく、議会活動に邁進すべきと決意してお
りますので、今後とも、皆様からの温かいご指導を宜しくお願い致します。
京都市会議員

平山たかお オフィシャル

検索

グ
ブロ 更新中!!
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URL:http://takao-hirayama.info/

〈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。

山平

平成31年４月再選。現在２期目。京都市会産業交通水道委員、自由民主党
京都市会議員団幹事など。

（詳しくはホームページをご覧下さい）

市民困り事相談室を開設しています
フェイスブックやっています！
お気軽に申請下さい
平山たかお

@hirayamatakao

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！
@hirayama.takao.kyoto

ツイッターはじめました！

フォローをお願い致します！ @tachirayama

たかお

平山たかお オフィシャルサイト更新中!!

平山たかお オフィシャルサイト更新中!!

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!!

元銀行員

どこよりもわかりやすく！
？ 解説！
！

政治家が京都市財政を徹底分析！
！
「京都市財政」は実質赤字！
！

は「黒字」だから安心ではないのです。
財政再生団体（過去に夕張市がなった）と呼ばれる

ように、自治体が破綻したらどうなるのか。これは、
国からの指導を受け、財政再建を実施するのですが、
国基準を上回る、京都市の独自施策（国からサービス

令和3年度収支不足・公債償還基金の取崩しの状況
歳 入
（一般財源収入）

4,359億円

歳 出
（必要な一般財源）

4,595億円

財源不足額

△236億円

の基準を示されているが、京都市が独自で、上乗せし
てサービスを行なっているもの。）などは、おそらく、
一律にカットを言い渡されることになり、すなわち、
市民の皆様が受けてきた各種行政サービスが、これま
で通りの料金で受けれなくなる恐れが出てきます。
よく、財政再建や改革は市民サービスのカットだと

令和３年度予算は236億円の収支不足となります。
→すなわち、実質赤字なのです。

そして、236億円の収支不足を、公債償還基金（市
債を返済するための貯金）の取り崩しをはじめ、本来
すべきではない財政運営手法により、穴埋めしており
ます。→これらの手法を京都市は「特別の財源対策」
と呼んでいます。
特別の財源対策により、236億円の収支不足を補填
することで、令和４年に報告される決算では、おそら
く黒字となることが想定されます。すなわち、京都市

言われますが、逆にそんな事態とならないために、各
種制度を未来まで、持続可能な制度とするために、今、
それらのロードマップを描いているのが現実です。
では、どうなったら「財政再生団体」となってしま
うのか。簡単に言うと、現在取り崩し続けている公債
償還基金の残高が枯渇したら、近いうちに、おそらく
「財政再生団体」となりましょう。

国の基準を上回る施策の例
①国基準（地方交付税措置）を上回る事業
事

業

名

実施に必
国基準を
要な一般 国基準額
上回る
財源
部分
（Ｂ※2）
（Ａ※1）
（Ａ−Ｂ）
219

134

85

国民健康保険事業への繰出金

83

31

52

予防接種費

36

18

18

文化振興事業

22

9

13

地下鉄事業への繰出金

32

20

12

中央市場・食肉市場への繰出金

12

1

11

市立病院への負担金・交付金

17

9

8

市立芸術大学への交付金

15

8

7

観光振興事業

11

5

6

8

2

6

13

8

5

468

245

223

下水道事業への繰出金

スポーツ振興事業
就学援助費
合
※1
※2

計

（単位：億円）

②本市独自の事業

令和2年度予算額
地方交付税で措置（基準財政需要額に算定）されている額

事

業

名

保育士の処遇改善等の保育所等へ
の助成、市独自の保育士の加配
敬老乗車証
市独自の保育料の軽減
福祉乗車証
障害者医療費助成
子ども医療費助成
学童クラブ利用料の軽減
産業技術研究所への交付金
ひとり親家庭等医療費助成
企業立地促進助成
被災者住宅再建等支援事業の独自
適用
中学校3年生の30人学級実施のた
めの人件費
小学生のむし歯治療の自己負担無
料化
障害福祉サービス・医療の自己負
担の軽減
老人医療費助成
合 計
※第3回行財政審議会資料を基に作成

開始年度
S41

実施に
必要な
一般財源
（※1）

※H22に
全部改正

60

S48
不明
S50
S55
H5
H14
H26
H1
H14

52
16
13
12
11
8
7
5
5

H27

4

H19

4

S36

3

H18

2

S47

2
204

市民しんぶん等で、京都市財政が非常に厳しいことは、多くの皆様がご存知のことか

と思います。ただ、毎年のように黒字なのに、なぜ？という疑問に対し元銀行員の経験

も活かしながら、なるべく一般的な感覚から乖離しないような説明をしますので、是非、
ご一読いただけたらと思います。

今後さらなる見直しが必要となる試算表 〈公債償還基金の残高の試算〉
公債償還基金の残高の推計

（億円）

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200

1,388
1,388

1,306

200
0

1,218

1,243

1,111

1,798

1,030

1,058

800
400

1,846

1,380 1,266

1,000
600

1,823

1,711

1,562

1,865

883

686

■計画外の取り崩しをしない場合
●京都市が目指しているライン

R3

R4

R5

市民負担が増加せざるを得ない「財政再生団体」と
のラインを京都市は
なることが確実です。現状
目指すとされていますが、決して十分ではありませ
ん。市民生活とのバランスを取りながらも、「財政
再建」を成し遂げなくてはなりません。

270

▲改革を行わない場合
R2

京都市は、
公債償還基金
（市債を返済するための貯金）
を、すでに計画外に823億円取り崩しています。そ
の
れを前提に、今後、何も改革を行わなければ
ラインのように、令和8年に公債償還基金は枯渇し、

R6

R7

R8

※第4回行財政審議会資料を基に内容を更新し作成

ではなく
を目指し、
を上回る曲線を
将来的には
描くことが大切。

京都市基本計画とは？
21世紀の最初の四半期（2001年〜2025年）におけるグ
ランドビジョンである「京都市基本構想」の総仕上げとなる
今後５年間の京都市の羅針盤と言えるのが、今回の「京都市
基本計画」です。私は、基本計画審査特別委員会の委員とし

て議論に参加。
私からは「財政」に関する諸課題を中心に質疑し、合わせて、
自民党から修正案も提出し、賛成多数によって可決した次第
です。

８つの重点戦略

８つの 重 点 戦 略

多様な文化を創造・発信する
「世界の文化首都・京都戦略」

市民生活の豊かさと文化の
継承・創造につなげる
「観光の京都モデル構築・発信戦略」
京都の文化、知恵を生かした
「社会・経済価値創造戦略」

歩いて楽しい持続可能な都市を構築する
「土地・空間利用と都市機能配置戦略」

都市環境と価値観の転換を図る
「脱炭素・自然共生・循環型まちづくり戦略」

京都ならではのはぐくみ文化が広がる
「担い手成長支援戦略」

人生100年時代に対応する
「地域力・福祉力を高めて支え合う
まちづくり戦略」
いのちとくらしを守り、都市の活力を支える
「強靱なインフラ整備戦略」

京都新聞にも取り上げられました!

特別の財源対策を実施するか否か、各年度、毎年度ご
とにそういう判断を行うという認識で間違いはないのか。
副市長（鈴木章一郎）
予算編成、毎年の状況を鑑みて、もちろん財政状況も
勘案しながら、毎年毎年、適切に判断をしてまいる。
委員（平山たかお）
では、その共通認識の下、
進めたい。国から本市の財
政運営を少し俯瞰したとき
にどのように映るのかとい
うことを考えてみた。
そこで、国において交付
税率の変更等が有利な方向
に行われれば本市にとってありがたいが、特別の財源対
策をはじめ、地方財政法の趣旨から逸脱している財政運
営を続けている本市が、何か不利な取扱いをされないか
ということが懸念されるが、いかがか。

京都新聞にも取り上げられました ！

今年の改革２１５億円？

委員（平山たかお）

副市長（鈴木章一郎）

右記の記事はＹｏｕＴｕｂｅ動画「平山たかおチャンネル」より抜粋したものです。
他にも多数掲載しておりますので、こちらもぜひご視聴ください。

特別の財源対策によって
不利なことが想定されると
いう認識は私自身は持って
いないが、京都市だけ特に
何かほかと違うことしてい
るのでしょうということが、
悪い材料になるとすれば、
議員の御懸念というのは理由を持ってくるということに
なるかと思う。
委員（平山たかお）
地方のモラルハザードを起こすかもしれないというよ
うな認識を総務省は持っていると感じる。だからこそ、
総務省はじめ国との連携が今後一層重要である。
次に、数字の先にあるメッセージ、数字の示された奥
にあるメッセージが誠実なものであるのか聞きたい。
中期を見据えた改革の推進で今後1,630億円もの財源捻
出しなくてはならないが、特別の財源対策有りきの試算
となっていないか。
副市長（鈴木章一郎）
御指摘のとおり。
委員（平山たかお）
私は、少なくとも特別の財源対策を実施しない2,800
億円というものを掲げるべきだ思う。
副市長（鈴木章一郎）
目標として掲げるからには2,800億円が適当ではない
かという、これは、我々も、実は、重要な問題意識と思
っている。今は緊急期。だが、目線をここに持ってくる
ということは極めて大事なこと。目線としては2,800億
円という数字はきっちりと見据え、そのうえで一定の期
間内では何をすべきか検討したい。
委員（平山たかお）
次に、改革の中身に関して問いたい。次年度の改革、
215億円というのが果たして十分なものなのかどうかが

懸念をされる。その215億円の中身に関し確認をしたい。
改革という言葉に関しては様々な解釈はあるという風に
思うが、内訳に関しても考えたときに、例えば、当然減
に大型汎用コンピューターの開発中断による減等が含ま
れている。この案件は市会から３度の付帯決議、そして、
挙げ句、警告まで付されたもの。これらも含め、改革だ
とおっしゃる。一般的な感覚でお答えいただきたいが、
これらを含めた215億円を、果たして、改革だと呼ばれ
ることが適切であるのかどうか。
副市長（鈴木章一郎）
まず、当然減という風に御指摘をいただいたものの中
にコンピューターの関係が含まれていたというのは、御
指摘を真摯に受け止めなければならない。
今、御指摘のあった改革という言葉が通常持つ響きと
我々のこうした思いに開きがあったという御指摘であれ
ば、甘んじて受け止めざるを得ないと思っている。
（平
山議員の、）局別質疑を含めた御指摘を真摯に受け止め
たい。
委員（平山たかお）
未来への責任を果たす唯一の方法は結果を出すこと。
本市が今後あり続ける限り、持続可能な財政とすること
が唯一の道であるが、その御所見を求めたい。
市長（門川大作）
コロナ禍の下で市民の
命と健康を守る、そして、
皆さんと一緒に作り上げ
た魅力あふれる京都市を
次の世代に引き継いでい
く。そのために極めて厳
しい財政状況の中で改革
を断行していく覚悟を持って推進するのが私の責務。
成長戦略と歳入確保と、そして歳出削減、これを徹底
してやっていきたい。私どもの職員、とりわけ幹部職員
が厳しい中で全力を挙げて頑張ってくれている。共々に
頑張る。

新型コロナウイルスに関する

事業者
向けの

主な

支援制度

は ！
ず
ま 談を
相
ご

京都市版

支 援 金・補 助 金 について

市

京都市中小企業等
再起支援補助金

（４月12日から受付開始）

NEW

中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者（時短要請
協力金対象事業者除く）で売上高が50％以上減少している者を対象に
感染防止対策や事業継続のために新たに実施する取組等の経費の一部
を補助
【補助率】3/4
【上限額】法人・団体：15万円、個人事業者：10万円
【ＵＲＬ】https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000282498.html
【相談先】補助金事務局 TEL：0570-003-756（平日9：00〜17：00）
※一時支援金を受給されている方も申請いただけます。
※４月25日からの休業要請で新たに協力金の対象となった方も申請いただけます。

補助金を成立させる為、尽力しました！
● 令和３年２月18日予算特別委員会にて…京都経済を鑑みて、支援要請の提案を行いました
平 山：私が懸念しているのは、京都経済の冷え込み、事業者さんの疲弊具合。地方創生臨時交付金を活用し、早急
に本市独自の支援を行なうべき。
京都市：平山議員のご指摘も踏まえ、今市会（令和３年２月市会）の会期中に追加提案も含め、早急に取りまとめ報
告したい。
● 令和３年３月12日予算特別委員会にて…前回の提案に対して返答を受け、具体的に話合いました
平 山：京都市から、我が会派と私の提案も含め、検討し、報告したいと答弁もあり、今回のご報告に至られたこと
は高く評価をしている。ついては、幅広い事業者の皆様の幅広い取組に関して使える補助金とし、実効性の
高いものとすべきであるが、いかがか。
京都市：平山議員はじめ、自民党の市会議員団からも色々な提案を頂き、その提案を真摯に受け止めた。
色々と柔軟に対応できるように、しっかりと周知を図り、早く支援の補助金を届けることが大切である。
● 令和３年４月26日産業交通水道委員会にて…問題点を精査し京都市の協力を獲得しました
平 山：申請多数となった場合でも、追加補正を行い、申請すべてに対応すべき。
京都市：財政局とも協議の上、平山議員ご指摘の通り、すべての申請に対応したい。

営業時間短縮要請協力金について
市・府 連 携

新型コロナウイルス
感染症拡大防止
協力金
京都府緊急事態
措置協力金

営業時間短縮要請協力店舗への協力金の支給について
【相談先】協力金コールセンター TEL：075-365-7780

（日・祝日を除く9：30〜17：30）

他にもたくさんの支援制度がございます。詳しく知りたい方はご相談ください。
個人向け制度についてはこちら→
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000270348.html

自民党京都府連幹事長

との

議員
対
談

団代表幹事、京都市会運営委員会委員長などを歴任。現在、自民党

【ご経歴】京都市会議員（４期、山科区選出）
。自民党京都市会議員

京都府連幹事長など

𠮷井あきら

特集

コロナ対策と京都市財政
平山：３度目の緊急事態宣言も発令され、京都経済の落ち込み等、事業者さんの
疲弊具合がひどいと思います。やはり、２度目の「持続化給付金」等、大
胆な財政出動を伴う経済対策が大切だと思いますが、いかがですか？

𠮷井：私もそう思うし、西田昌司参議院議員も国会等において、大胆な財政出動
を実施するように麻生財務大臣に申し上げておられます。我々、自民党議
員団も、しっかりと歩調を合わせ、国に求めていくべきだと考えます。

平山：京都市財政も非常に厳しく、もし国基準を上回る施策や独自事務を全て取
りやめたとしても、「特別の財源対策」から脱却できない。すなわち、今後、
国との交渉や連携が一層重要であり、自民党議員団の役割も極めて重要だ
と考えますが、いかがですか？

𠮷井：その通りだと思う。京都市のみならず、地方自治体の歳入は国に依存して
いる部分も大きい。だからこそ、しっかりと地元選出の国会議員はじめ、
平山君も昨年総務省等にも行ってくれたけど、国の各省庁に京都市財政の
厳しさを伝えて、交付金等を獲得することが大切だと思う。そのようなこ
とを考えたら、自民党議員団の役割は非常に重要。
平山：市民や事業者の皆様のお声を私達がしっかりと受けとめて、京都市や国に
対して責任を持ってお伝えし、議論することが大事ですね。𠮷井幹事長、
本日はありがとうございました。
𠮷井：ありがとう！！共に、京都のために、日本のために頑張ろう！！
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