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平山たかお 代表質問

『令和四年』平山たかおの所信表明

　いつも、平山たかおの活動にご支援をいただき、誠にありがとうございます。
　令和四年の幕が開けようとしています。思い返すと、新型コロナウイル
スに翻弄された二年間でありました。私も、この二年間、皆様から寄せら
れる悲痛なお声に応えるべく、痛んだ京都経済の回復、そして、市民生活
の下支えとなるように、コロナ対策をはじめ、様々な課題解決に向け、全
力を尽くして参りました。特に、今、京都市の財政が非常に厳しいという
ことが伝わっているかと思います。「市民の皆様の命とくらしを守り、京都
経済を立て直すことを第一に、京都市財政も必ずや立て直して参る」覚悟
であります。京都市会における経済財政政策のエキスパートと自負してお
りますが、何としても、皆様方のお役に立ちたい一心であります。
　さて、本レポートは、一年の振り返りということで、令和三年五月市会
にさせていただいた代表質問をまとめたものに加え、今後の京都市政にいかに臨むのかという私の思いを申し上げ
ています。
　これを新年の決意とし、今回のレポート発行のご挨拶と致します。
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昭和62年 京都市東山区生まれ　月輪小・中学校（現・東山泉小・中）・私立洛南高校・立命館大学法学部卒業後、
㈱三井住友銀行を経て、平成27年に初当選。現在２期目。自民党京都市議団幹事、党京都府連青年部長など



▲京都新聞に私の質問が取り上げられました！
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平山たかお
今後５年、特別の財源対策を講じない財政運営、すなわち
2,800億円の収支不足を穴埋めする財政運営に目線を持ってい
くことが重要であり、今後示される「行財政改革計画」ではそ
れらを十分に認識した上で、財政再建に向けた道筋を示される
ものだと考えますが、一体どのようなものになるのか、お伺い
します。
市長が現状をしっかり把握し、市民と共有した上で、これまで
の常識にとらわれない、大胆な発想で財政改革を実施すべきだ
と認識しています。その上で、本市は、国基準を上回る施策や
独自事務を取りやめたとしも、特別の財源対策から脱却できな
い状況であり、国への要望内容も抜本的に考え直す時だと思い
ます。あらゆる国の省庁から、支援を獲得する知恵を講じなく
ては、この危機的な財政状況からは脱却できないと考えますが、
どのような目標を掲げ、何を実施されるのか、お答えください。

平山たかお
現在の現場体制においては、職員の高齢化が進み、年齢構成に
も不均衡が生じています。
一方、この３月に策定された循環型社会推進基本計画では、更
なるごみ減量はもとより、資源循環に重点を置き、食品ロスや
プラスチック問題などの世界的な課題への対応、大規模災害の
発生等の危機にも対応可能な廃棄物処理体制の整備に取り組ん
でいくこととされています。
本市の厳しい財政状況の下、業務の効率化と将来に渡り市民の
安心安全を守ることができる体制の構築に、どのように取り組
んでいくのかお聞かせください。

平山たかお
我が会派が提案した「京都市中小企業等再起支援補助金」の創
設は評価しますが、申請が多数の場合でも補正予算を編成し、
必ず申請者全員の思いに応えるべきだと考えます。「京都の事業
者は必ず守る」との市長の強いメッセージに繋げるべきではな
いでしょうか。例えば、営業時間の短縮等しっかり感染拡大防
止対策を講じておられる事業者は営業時間を延長するなど、実
効性のある取組をすべきです。その上で、各種補助金や給付金は、
売上額や納税額に応じた施策とするなど、事業規模に関わらず、
真面目に頑張っておられる方が報われるような施策を構築しな
ければ、市民理解は到底得られないと考えます。行政の要請に
対し、皆様にご納得いただける取組が必要であると考えますが、
いかがですか。

門川市長答弁
現在は、コロナ禍の長期化により、京都経済を支える中小企業
等がより深刻な影響を受けていると認識しており、自民党市議
団からの提案を基に創設した中小企業等再起支援補助金が、必
要とされる全ての事業者に行き渡るよう、追加補正も含めしっ
かりと対応してまいります。併せて、現下の感染状況、情勢の
変化に応じた事業者支援に万全を期すよう、再起支援補助金の
制度改正なども含め、引き続き、あらゆる手法を検討してまい
ります。更に、感染防止対策に真面目に取り組む事業者へのイ
ンセンティブの導入について、他の地域の事例も参考に検討し、
特措法の権限を持つ京都府に対して働き掛けるとともに、メリ
ハリある支援策を講じられるよう、国に対して財政措置等を要
望してまいります。

平山たかお
コロナ収束後に単に以前と同じような状況に戻るのでは、観光
課題解決先進都市を打ち出した京都市としてはあまりにも情け
ないと認識していますが、お考えはいかがですか。
また、修学旅行について、昨年本市で実施した安心安全な修学
旅行ができる「24時間いつでもコール」や、他都市には真似が
できない芸妓さんや舞妓さんによる「お出迎え」、京料理や旅
館による「おもてなし」は、まさに京都ならではの強みを活か
した施策であると考えます。京都の強みをパッケージとし、京
都だからこその修学旅行を提案することが大切であると考えま
すが、いかがでしょうか。

門川市長答弁
安心安全の確保を前提に市民生活と観光が調和し、市民の皆様
が豊かさを感じられることが最も重要です。３月に策定した京
都観光振興計画2025に基づき、新しい観光マナーの啓発や混
雑状況の発信等の取組を一層強化するとともに、文化・芸術、
食や自然、マンガ・アニメ等の京都の多様な魅力を活用し、観
光の分散化や周遊型観光を推進することで、市バス、地下鉄の
利用促進や地域活性化にもつなげてまいります。
修学旅行について、本市では、昨年６月に修学旅行の安心安全
対策に係る方針を全国に先駆けて策定し、適切な相談・医療体
制など、安心して学べる受入環境を整えてまいりました。今年
度も、関係機関の様々な取組とも連携し、濃厚接触疑いの生徒
の帰宅支援をはじめとする安心安全の確保、更には新たな
SDGs学習プログラムの開発など、平山たかお議員の御指摘も
踏まえた京都ならではの修学旅行を全国に発信してまいります。

平山たかお
新型コロナの影響は京都市の地下鉄だけではなく、全国の他の
地下鉄事業者も同じはずですが、なぜ本市の地下鉄事業だけが

「経営健全化団体」となるのか、どのように認識されているので
しょうか。
民間事業者とは違い、公営交通事業としての在り方を模索する
時に、安易に値上げのみで対処するのは、まさに本末転倒とも
言えます。経営を維持していける計画を策定する必要がありま
すが、今後の見通しについて、いかがお考えですか。

また、この計画策定においては、経
営健全化団体となった場合の利用者
への影響についても、しっかりと議
論を重ね、市民の皆様に丁寧にお伝
えしていただくことが重要です。具
体的にどのように進めていかれるの
か、併せてお聞かせください。

鈴木副市長答弁
本市では、東西線建設費がバブル期と重なり高騰したことなど
から累積資金不足が300億円を超えるなど全国一厳しい経営状
況にある中で、コロナの影響により、現在、お客様の回復状況
は他都市と比べても厳しい状況にあります。
コロナ収束後もお客様の回復には時間を要し極めて厳しい経営
環境が続くと想定される中、少しでも経営改善を図るため、今
年度予算において2.4億円の経費節減を行い緊縮予算としたも
のの80億円を超える減収分を埋めるには遠く及ばずダイヤや運
賃の見直しについても議論せざるを得ませんが、この際には、
混雑緩和に資する料金体系や利用頻度に応じた負担のあり方の
観点等からも検討してまいります。
６月に中長期計画策定のための有識者会議を立ち上げしっかり
議論いただきその内容を議会にも適宜報告するとともに市民の
皆様にもお伝えし御理解・御協力を賜りながら市民の足である
地下鉄を守ってまいります。

行財政改革計画（持続可能な行財政）について

ごみ収集における業務の効率化と体制の拡充について

経営健全化団体に陥ることがほぼ確実な地下鉄経営について

コロナ禍における京都経済への対策について アフターコロナを見据えた新たな観光の在り方について

●行財政改革計画（持続可能な行財政）について
●経営健全化団体に陥ることがほぼ確実な地下鉄経営について
●コロナ禍における京都経済への対策について
●アフターコロナを見据えた新たな観光の在り方について
●ごみ収集における業務の効率化と体制の拡充について

平山たかお 代表質問（令和３年５月市会）

門川市長答弁
行財政改革計画では、特別の財源対策のうち公債償還基金の計
画外の取崩しについて、令和15年度までに脱却することを目標
に掲げ、市民生活を守りつつ、公債償還基金の枯渇を回避する
ため、まずは令和７年度に基金残高を1,000億円以上確保する
ことを「必達目標」とし、760億円以上の財源捻出を織り込ん
だ歳出上限を項目ごとに設けます。
具体的には、今後４年間で100億円増加する社会福祉関連経費
の財源を確保するため、550人の職員数の削減により人件費を
縮減するとともに、施設運営などの各種事業費からなる消費的
経費についても一定の上限を設けます。投資的経費についても
一般財源及び市債の上限を設定するとともに、将来負担の抑制
を図ります。
現在、予算計上を見送っている事業については、内容の精査を
続けていますが、集中改革期間終了後、総額を上限の範囲内に
収める中で計上の可否を再検討いたします。
また、数値目標の設定・成果の見える化による実効性のある成
長戦略の推進、新税・超過課税の活用の具体的な検討に加え、
独自施策の見直しをはじめ、本市として最大限の努力をしたう
えで、あらゆる省庁に対して地方財源や支援措置の拡充を求め
てまいります。

　　 　　 京都市 新型コロナ対策で大阪市を大きく引き離す
　　　　　 医療従事者をはじめとするエッセンシャルワーカーの方々、
そして何より市民・事業者の皆様のご尽力、ご協力により、現在新型
コロナウイルスの感染状況は落ち着いています。
一昨年１月に国内で新型コロナウイルス感染が初確認されてから、２
年近くが経過しましたが、この間、各自治体の取組の違いにより発生
動向に変化が現れています。京都市においては、西脇京都府知事と門
川市長の府市協調による様々な対策で、大阪市や神戸市と比較しても
陽性率・致死率とも低く抑えられています。
自由民主党京都市会議員団は、第６波に備えつつ、市民の皆様のいのち
を守り京都経済の回復を図るため、引き続き提言を行ってまいります。

新型コロナウイルス感染症の発生動向

区　分 人　口 陽性者数 陽性率 陽性者数
（人口10万人当） 死亡者数 致死率 死亡者数

（人口10万人当）

全　国 126,146,099 1,722,589 1.366% 1,366 18,351 0.015% 15

東京都 14,047,594 382,175 2.721% 2,721 3,166 0.023% 23

京都府 2,578,087 35,988 1.396% 1,396 291 0.011% 11
京都市 1,463,723 24,457 1.671% 1,671 204 0.014% 14
大阪府 8,837,685 203,134 2.298% 2,298 3,064 0.035% 35

大阪市 2,752,412 89,966 3.269% 3,269 1,344 0.049% 49

兵庫県 5,465,002 78,688 1.440% 1,440 1,396 0.026% 26

神戸市 1,525,152 27,348 1.793% 1,793 611 0.040% 40

※令和３年11月30日現在（速報による数値を含むため変動の可能性あり）
※厚生労働省や各自治体の情報より作成

岡田副市長答弁
令和４年度に、北部まち美化事務所を東部まち美化事務所に統
合し、現在の７箇所から６箇所に再編するとともに、ごみ収集
業務の委託化を更に進め、令和９年度には委託化率75％を達成
いたします。
併せて、市政の最前線で業務に従事する職員については、これ
までのノウハウを継承するとともに、ごみ収集業務にとどまらず、
災害時の迅速かつ臨機応変な対応、食品ロス削減やプラスチッ
クの資源循環といった業務展開にも対応できるよう、令和４年
度から、新たな職を設置し、計画的に採用してまいります。

HIRAYAMA VISION
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課題山積の京都市政！！　コロナと財政、いかに乗り越えていくのか！

未来の東山ビジョンを掲げる！
一、 新型コロナを いかに乗り越えるのか！

　〜コロナ対策は私にご相談ください！〜
ワクチン接種等により、死亡者数や感染者数は落ち着きを見せているが、第六波や七波と今後も予断を許さ
ないとともに、景気、経済的な落ち込みは尋常ではない。国には通貨発行権があり、デフレ下である現状では、
財政破綻の懸念は無い（ほぼ無い）と考えられる。よって、積極果敢な財政出動を実施し、国民生活を全力
で支えるべきであり、直接的な給付等に加え、地方公共団体に交付金を支給し、自治体独自の経済対策も講
じることができるようにすべきである。
私は、自民党市議団を代表し、国の各省庁への要望をはじめ、そして国会議員にも要望。デフレからの脱却
を果たし、市民生活を立て直す！

二、 京都市財政を いかに立て直すのか！
　〜必ずや京都市を未来に繋ぐ！〜

京都市の財政問題に関して、市会においても徹底的に議論。財政悪化の原因は歳入よりも歳出が上回る、こ
こに尽きます。特に数字のトリックを使ってはいけない。皆様に正しくご認識をしていただき、改革へのご
協力を仰がねばなりません。まさに「信なくば立たず」であります。とは言え、極端に歳出を削減する財政
改革を実施すると、市民生活に直結し、皆様の生活福祉が悪化します。「命とくらしを守る」という生活者視
点を最重要観点として、市民生活に影響が少ない部分から改革を実施し、中長期的に財政健全化させるよう
に持っていくのが現実的な戦略。なお、京都版経済成長戦略を描くべく、京都市とも全力で議論をしており、
未来に希望が描ける京都経済を創り上げます！

三、 未来の東山ビジョン　『生まれ育った地元のために命をかける！！』
　〜人口減少を止め、課題解決先進地域を目指す！〜

人口減少問題の克服が喫緊の課題。京都市内一の人口減少率となっている。よって、東山区を「人口減少課
題解決モデル地域（仮称）」と位置付け、様々な先行的な取組を実施すべき。すなわち、若い人が子育てしや
すい街を創ると共に、ご高齢の皆様を支えることができる仕掛けが必要。我が国が直面する最も大きな課題
が人口減少を如何に克服していくのか。ここ東山区で人口減少問題克服に向け、解決モデルを示すことがで
きたら、京都市はもちろん、全国的な問題解決の道筋をつけることができると確信しています。

『全ての施策は人口減少課題の克服に通ずる』　　私が、その先頭に立つ覚悟です。

どうか、さまざまなご意見・お声を、私、  平山たかお までお寄せください！！
よろしくお願い致します。

Twitter公式

Facebook公式

LINE公式

Instagram公式
@hirayama.takao.kyoto

@tachirayama

@hirayamatakao

平山たかおチャンネル

または、右のQRから検索をお願いします

チャンネル
◀代表質問の動画もご覧いただけます！

℡ 075-746-4715
℻ 075-746-4739

〒605ｰ0981　京都市東山区本町10丁目153
平山たかお事務所各種ご連絡先 各種SNSにてさまざまな最新情報を随時配信しております‼

お困りごとなど

お気軽に
ご相談下さい
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