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中学校全員給食

● 障がい者グループホームの入所希望者の把握について
● 放課後ほっと広場（学童クラブ事業）について
● 聴覚障がい者の方へ向けたコミュニケーション支援音声アプリの活用について
● 児童館の面積基準（1.65㎡）について、面積基準の対象となる3室以外のスペースが施設により大きく

京都市立の東山開睛館や
京都大原学院など
施設一体型小中一貫校では
既に実施されています。

温かい中学校全員給食への
両市長の対応
大阪市
吉村市長（維新）

「今任期4年で全ての
「200億円の予算がいる。
市立中学校で
どこを削るのか。
温かい全員給食を
これを子供や孫の借金に
実施する。」
付け回しもできない。」
さっそく
19校で実施済。

⬅

⬅

京都市
門川市長

一方で

声に出そう 市政を動かそう！
！

！
！

● 東京都庁も保育所をつくった。保育所が足りない中京区にある市役所本庁舎にも
保育園分園などができないか
● 年度途中の待機児童数と待機月数の把握と対応について
● 将来子どもが減った際に用途転用できる保育施設について
● 動物愛護の啓発のため、愛護センターへの学校社会見学について
● 学校と児童館の距離と児童出席率・保護者の満足度の関連性について
● 学校施設修繕のための特別申請の実施状況について
● 学校リニューアル検討に関する保護者・地域意見の反映の必要性について
● 中学校の評定の学校別偏りの有無と市教委としてのチェック体制について
● 学習確認プログラムの評定への活用について
● 古都保存法で凍結保存されている三山の民間保有森林の維持管理への公的補助について
● 住居専用地域へのホテル誘致について慎重な対応を求める要望
● 宝ヶ池公園の未開園部分の整備方針について
● 公園での喫煙防止啓発（路上喫煙等防止条例の周知）について
● 左京区役所東側交差点（北泉通りと松ヶ崎１号線交差点）の信号設置について
● 宝ヶ池テニスコート抽選申し込みの適正化について

市政相談
の
お知らせ

市政相談を
随時
受け付けて
おります。

うさみ

090-6322-3441

まで

ご連絡をお願いします。

けんいち

市 会議員

今まで通りか︑新しい選択か

今回の定例会での論戦で、新たに
①毎年の国からの交付税の算定式に中学生約3万人分（市立中学
校全員分）の給食調理費が計算されていること。
②市長が言う200億円の初期投資額に実は国から一定の補助
金が出るのにその額が確認されていないことがわかりました。
千里の道も一歩から、1つ1つ積み上げて論戦を続けてまいります。

異なる実態について

宇佐美

現在検討中の京北小中一貫校構想
では、市教委は保護者に
以上、決議する。
中学生も全員制給食とする案を
1/3の賛成はあるものの
提示している。
過半数に達せず否決。
と
この様に市の中で選択制と、
もっと賛同を得られる様 あ
！
と
っ
全員制が入り混じっている。
引き続き頑張ります。 ちょ

市長の意識で広がる差

！
！

そこで日本維新の会市議団は
「市長へ意見する」決議案を起草。
本会議で提案。

そこで

届けよう保護者の声

の 実現へ向けて

京都市が中学校において校外調理委託方式の選択制給食の実施を開始してから
１５年以上が経過した。
一方で、その開始後に設置された施設一体型小中一貫教育校では保護者希望によ
り中学生に対しても温かい全員制給食が提供されており、また新しく開設が検討され
ている京北地域小中一貫教育校の教育構想素案でも特色ある取組例として全員制
中学校給食が提案されているといったように、一つの市の中で二つの給食制度が
併存している。
この間、働く女性の社会進出、共働き世帯の増加、一層の核家族化などにより子育
て環境と保護者ニーズは刻々と変化してきており、社会の変化を柔軟かつ適切に
捉え、将来に向かって京都市の中学校給食のあり方を今一度検討すべきである。
よって本市においては、中学校給食施策の検証を行う審議会を設置し、各中学校
の全保護者に対し選択制給食か全員制給食のいずれを希望するかの調査を行い、
中学校給食のあり方を再検討するよう求める。

● 子ども医療費支給制度の償還払いの改善について
● 児童養護施設の18歳出所者の進路及びその後の継続調査実施について

論戦中 小学校と同様の温かくて美味しい

中学校給食のあり方の再検討を求める決議（案）

その他、宇佐美けんいちは今回の決算審議の中で自らの
質問持ち時間を最大限に活用し、次のような質問を行いました。
今後とも市民の皆様のお声をしっかりと市政へ届けてまいります。

生年月日
趣
味

昭和45年10月11日
ツーリング・釣り・食べ歩き

モットー

こうなったらいいなを見逃さず
世の中におせっかいでいたい

家族構成

妻と子ども2人（中2、高1）の4人家族

バックナンバーはホームページをチェック！

平成 6年 京都大学法学部卒
平成 6年 三菱重工業入社
平成17年 ㈲ウサミ商会 代表取締役
平成22年 行政書士資格取得
平成24年 維新政治塾一期生修了
平成27年 京都市会議員選挙 初当選
・左京消防団 松ヶ崎分団
・京都市左京少年消防クラブ
・松ヶ崎小PTA会長（H24年度）
・下鴨中PTA会長（現在）

http://usamikenichi.jp
宇佐美けんいち

指摘！

市役所の予防法務体制の強化を

要望！ 国際会館駅バスターミナルの

バス待ち環境改善を

100億円を超えるゴミ焼却灰の溶融プラントが建設後に性能が出ず、京都市からメーカーに契約解除を申し入れたところ裁判となり、一審で京都市
が敗訴という衝撃的な事案に関連し、予防法務つまり法的問題が起きる前にチェックをするための庁内体制の強化について決算委員会総括質疑で

岩倉にある地下鉄国際会館駅のバスターミナルについて、ご利用者の方から、
「バス停の屋根が狭い

指摘しました。この裁判については、もちろん控訴し全面勝訴に向け全庁あげての対応を議会として求めておりますが、そもそも訴訟にならないことが

ために、バスを降りてから地下鉄に乗り換えるまでにラッシュ時は傘をささないといけない」、
「通学の

最良であることに間違いはありません。

大学生が雨の日に傘をさして長時間バスを待たないといけない」、
「視覚障がい者が点字ブロックを歩

実は、京都市では昭和61年以降、顧問弁護士をおいておりません。
一方で、京都府では顧問弁護士がおり、月に１回弁護士が来庁する体制だそうです。全国の政令指定都市を見ても20都市中、名古屋市や大阪市な
ど8都市が顧問弁護士をおいており、また7都市では非常勤職員として弁護士を任用しています。
近年、行政が行う契約が多様化し、ネーミングライツなど従来になかった契約もあります。それにより行政手続きの分野だけでなく、いかに契約上の
リスクを低減するか、また、いかに契約履行の際のトラブルを防止するかという予防法務の重要性が高まってきています。
技術論争で勝っていると思っていても契約内容で負けることは世間で見うけられることであり、今回の一件でも専門家である弁護士への事前相談が
十分であったのか疑問が残ります。
京都市は必要に応じて弁護士と相談する体制となっており、今回も弁護士とも相談しながら契約解除を行ったと答弁が
ありましたが、契約解除前のどのタイミングで弁護士に相談したのか具体的な日時の確認をしたところ、手元に資料がない
という理由で、明確に答弁はありませんでした。結果的に訴訟になり敗訴しているわけですから法的リスクの予防が十分で

くと雨に濡れる」などから改善できないかとのご意見があり、地下鉄太秦天神川駅のバスターミナルの
ように屋根をもっと広げる等の対策を京都市へ要望しました。
また、
トイレについて、地下の地下鉄改札の外でバス停と反対方向のかなり離れた場所に一ヶ所だ
けのため、バスを待っているときにトイレにいくのが大変、地下
鉄に乗る時にもトイレにいこうとすると改札をいきすぎてから
戻ってこないといけないために特に高齢者に不便というご意見
もあり、合わせて要望をしました。
目覚ましく発展する岩倉ですから、現在工事中の宝ヶ池トンネ
ルの歩道拡幅・照明のLED化と同様に、施設改善を求めてまいり
ます。

あったとは言えません。

そこで、

①

市職員が法律専門家に随時相談できる体制の確立。具体的には、顧問弁護士の採用
もしくは非常勤職員として弁護士を採用すること。

②

重要な契約を結ぶ際、また契約履行の重要な判断をする際に法律専門家や法務部門の
事前チェックをうけるルールの明文化。
を市長に直接提案しました。市民の大事な税金ですから転ばぬ先の杖をしっかりもっておくことを求めてまいります。

（松賀茂苗ほ跡地整備）
要望！ 松賀茂公園全面開園
の早期着手を

松ヶ崎の閑静な住宅街にある児童公園（松賀茂公園）の東
側に隣接する京都市松賀茂苗ほ跡地が「周囲の美観を損ね
ている」、
「子どもが中に入るなどのトラブルが心配」、
「蚊が
大量に出る」などのご意見があり決算委員会で取り上げました。

提案！ 有害鳥獣対策と森林保全の啓発ツールとしての

ジビエ振興〜移動式ジビエ解体処理車について〜
私はこの9月に捕獲したシカ等を解体処理するための新開発車両の視察に長野県を訪問し、その有効性に
ついて確認し、決算委員会総括質疑で市長へ提案しました。
京都市では山から出てくるシカやイノシシなどによる農作物被害の低減に取り組んでおり、今回の決算審議
の中で農作物被害額が平成23年度の約2億3千万円から平成27年度で約8千万円と1/3近く減少してきたこ
とが確認できました。
一方で、山林の下草や木の芽がシカに根こそぎ食べられており、土壌の流出などによって住宅地に隣接する
山林では災害にもつながりかねない危険な状況もあります。住宅地にシカが群れで出てくる風景も左京区では
当たり前になりつつあります。
有害鳥獣対策の一層の推進が待たれるところですが、そのためには市民の皆様に有害鳥獣対策、山林の
環境の維持保全の重要性をご理解・ご協力いただくことが肝要です。
現在、本市でシカは有害鳥獣対策として年間1000頭近く捕獲されていますが、捕獲後はプライベートな消費を
除けば山林に埋められています。
ミシュランに掲載される店舗も多く食の一大消費地である京都市ですから、これ
をジビエ料理として市内で活用できれば、山林保全と有害鳥獣対策の啓発に役立つのではないかと考えます。

松賀茂苗ほは戦前から市内の公園や街路に植える木を育

ところが、保健所の許可を受けたジビエの解体処理施設は京都市内になく、市内で捕獲したジビエの販売や

てる場所として使用され平成8年まで京都市が運営していま

レストランでの提供ができません。また、解体処理施設は全国的に見ても費用が高額なわりに採算

したが、木を民間から購入することになったため閉園。その

がとりづらいようであり、また捕獲後に短時間で解体することがジビエのおいしさに直結することか

後、京都市がそのまま木を放置したため現在のように木も

ら設置場所をどうするかなど広大な山林を持つ本市では設置に難しい課題があります。

高くなり下草が生い茂ったものです。
実は、現在の松賀茂公園と松賀茂苗ほは一体の大きな
児童公園として整備すると昭和31年に都市計画決定されて

そこで、今回市長に提案したのは写真の移動式の解体処理車です。ジビエ振興に取り組むＮＰＯ
と長野トヨタ自動車とが共同開発。今年度、長野からはじまり鳥取や宮崎、和歌山で実証実験がなさ
れているところです。もちろん保健所からもＯＫがでています。内部は解体処理部分と冷蔵室に分か
れており、シカ等が捕獲された場所の近くまで移動できることが最大のメリットです。価格的にも2千

おり、先行して一部だけ開園している状況です。周辺地域の

万円までの設定になるそうです。先日の視察先では、
「山の中で解体してきたのだから慣れればこの

公園面積も基準に足りておらず都市計画は今も変更ありま

スペースで大丈夫だ」、
「夏場など冷蔵室があり助かる」。また、農家さんがワナ猟の資格を取っても

せん。よって本来は苗ほの役目が終わった平成8年に速やか

実際にワナにかかったあとの処置に困るという場合でも、これがあれば農家さんはワナを見回っても

に公園に整備すべきでした。現在の見苦しい状況は京都市

らうだけにして電話で連絡をもらえばシカをそこまで取りにいくといった役割分担もできるのではな

の責任であり早急に一定の環境まで伐採・整理を行い、速や
かに全面開園を目指すよう強く要望しました。今後もフォロー
してまいります。

いかとの活用に前向きなお声を伺ってきました。京都市でも、こういった移動式解体処理車の導入の
研究や、民間で是非やってみたいという場合に従来の固定式施設と同様に補助金の交付が行える
ようにするなど前向きな検討を行うよう求めました。今後とも本件をフォローしつつ豊かな山林の
再生を目指してまいります。
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「市長へ意見する」決議案を起草。
本会議で提案。

そこで

届けよう保護者の声

の 実現へ向けて

京都市が中学校において校外調理委託方式の選択制給食の実施を開始してから
１５年以上が経過した。
一方で、その開始後に設置された施設一体型小中一貫教育校では保護者希望によ
り中学生に対しても温かい全員制給食が提供されており、また新しく開設が検討され
ている京北地域小中一貫教育校の教育構想素案でも特色ある取組例として全員制
中学校給食が提案されているといったように、一つの市の中で二つの給食制度が
併存している。
この間、働く女性の社会進出、共働き世帯の増加、一層の核家族化などにより子育
て環境と保護者ニーズは刻々と変化してきており、社会の変化を柔軟かつ適切に
捉え、将来に向かって京都市の中学校給食のあり方を今一度検討すべきである。
よって本市においては、中学校給食施策の検証を行う審議会を設置し、各中学校
の全保護者に対し選択制給食か全員制給食のいずれを希望するかの調査を行い、
中学校給食のあり方を再検討するよう求める。

● 子ども医療費支給制度の償還払いの改善について
● 児童養護施設の18歳出所者の進路及びその後の継続調査実施について

論戦中 小学校と同様の温かくて美味しい

中学校給食のあり方の再検討を求める決議（案）

その他、宇佐美けんいちは今回の決算審議の中で自らの
質問持ち時間を最大限に活用し、次のような質問を行いました。
今後とも市民の皆様のお声をしっかりと市政へ届けてまいります。

生年月日
趣
味

昭和45年10月11日
ツーリング・釣り・食べ歩き

モットー

こうなったらいいなを見逃さず
世の中におせっかいでいたい

家族構成

妻と子ども2人（中2、高1）の4人家族

バックナンバーはホームページをチェック！

平成 6年 京都大学法学部卒
平成 6年 三菱重工業入社
平成17年 ㈲ウサミ商会 代表取締役
平成22年 行政書士資格取得
平成24年 維新政治塾一期生修了
平成27年 京都市会議員選挙 初当選
・左京消防団 松ヶ崎分団
・京都市左京少年消防クラブ
・松ヶ崎小PTA会長（H24年度）
・下鴨中PTA会長（現在）

http://usamikenichi.jp
宇佐美けんいち

指摘！

市役所の予防法務体制の強化を

要望！ 国際会館駅バスターミナルの

バス待ち環境改善を

100億円を超えるゴミ焼却灰の溶融プラントが建設後に性能が出ず、京都市からメーカーに契約解除を申し入れたところ裁判となり、一審で京都市
が敗訴という衝撃的な事案に関連し、予防法務つまり法的問題が起きる前にチェックをするための庁内体制の強化について決算委員会総括質疑で

岩倉にある地下鉄国際会館駅のバスターミナルについて、ご利用者の方から、
「バス停の屋根が狭い

指摘しました。この裁判については、もちろん控訴し全面勝訴に向け全庁あげての対応を議会として求めておりますが、そもそも訴訟にならないことが

ために、バスを降りてから地下鉄に乗り換えるまでにラッシュ時は傘をささないといけない」、
「通学の

最良であることに間違いはありません。

大学生が雨の日に傘をさして長時間バスを待たないといけない」、
「視覚障がい者が点字ブロックを歩

実は、京都市では昭和61年以降、顧問弁護士をおいておりません。
一方で、京都府では顧問弁護士がおり、月に１回弁護士が来庁する体制だそうです。全国の政令指定都市を見ても20都市中、名古屋市や大阪市な
ど8都市が顧問弁護士をおいており、また7都市では非常勤職員として弁護士を任用しています。
近年、行政が行う契約が多様化し、ネーミングライツなど従来になかった契約もあります。それにより行政手続きの分野だけでなく、いかに契約上の
リスクを低減するか、また、いかに契約履行の際のトラブルを防止するかという予防法務の重要性が高まってきています。
技術論争で勝っていると思っていても契約内容で負けることは世間で見うけられることであり、今回の一件でも専門家である弁護士への事前相談が
十分であったのか疑問が残ります。
京都市は必要に応じて弁護士と相談する体制となっており、今回も弁護士とも相談しながら契約解除を行ったと答弁が
ありましたが、契約解除前のどのタイミングで弁護士に相談したのか具体的な日時の確認をしたところ、手元に資料がない
という理由で、明確に答弁はありませんでした。結果的に訴訟になり敗訴しているわけですから法的リスクの予防が十分で

くと雨に濡れる」などから改善できないかとのご意見があり、地下鉄太秦天神川駅のバスターミナルの
ように屋根をもっと広げる等の対策を京都市へ要望しました。
また、
トイレについて、地下の地下鉄改札の外でバス停と反対方向のかなり離れた場所に一ヶ所だ
けのため、バスを待っているときにトイレにいくのが大変、地下
鉄に乗る時にもトイレにいこうとすると改札をいきすぎてから
戻ってこないといけないために特に高齢者に不便というご意見
もあり、合わせて要望をしました。
目覚ましく発展する岩倉ですから、現在工事中の宝ヶ池トンネ
ルの歩道拡幅・照明のLED化と同様に、施設改善を求めてまいり
ます。

あったとは言えません。

そこで、

①

市職員が法律専門家に随時相談できる体制の確立。具体的には、顧問弁護士の採用
もしくは非常勤職員として弁護士を採用すること。

②

重要な契約を結ぶ際、また契約履行の重要な判断をする際に法律専門家や法務部門の
事前チェックをうけるルールの明文化。
を市長に直接提案しました。市民の大事な税金ですから転ばぬ先の杖をしっかりもっておくことを求めてまいります。

（松賀茂苗ほ跡地整備）
要望！ 松賀茂公園全面開園
の早期着手を

松ヶ崎の閑静な住宅街にある児童公園（松賀茂公園）の東
側に隣接する京都市松賀茂苗ほ跡地が「周囲の美観を損ね
ている」、
「子どもが中に入るなどのトラブルが心配」、
「蚊が
大量に出る」などのご意見があり決算委員会で取り上げました。

提案！ 有害鳥獣対策と森林保全の啓発ツールとしての

ジビエ振興〜移動式ジビエ解体処理車について〜
私はこの9月に捕獲したシカ等を解体処理するための新開発車両の視察に長野県を訪問し、その有効性に
ついて確認し、決算委員会総括質疑で市長へ提案しました。
京都市では山から出てくるシカやイノシシなどによる農作物被害の低減に取り組んでおり、今回の決算審議
の中で農作物被害額が平成23年度の約2億3千万円から平成27年度で約8千万円と1/3近く減少してきたこ
とが確認できました。
一方で、山林の下草や木の芽がシカに根こそぎ食べられており、土壌の流出などによって住宅地に隣接する
山林では災害にもつながりかねない危険な状況もあります。住宅地にシカが群れで出てくる風景も左京区では
当たり前になりつつあります。
有害鳥獣対策の一層の推進が待たれるところですが、そのためには市民の皆様に有害鳥獣対策、山林の
環境の維持保全の重要性をご理解・ご協力いただくことが肝要です。
現在、本市でシカは有害鳥獣対策として年間1000頭近く捕獲されていますが、捕獲後はプライベートな消費を
除けば山林に埋められています。
ミシュランに掲載される店舗も多く食の一大消費地である京都市ですから、これ
をジビエ料理として市内で活用できれば、山林保全と有害鳥獣対策の啓発に役立つのではないかと考えます。

松賀茂苗ほは戦前から市内の公園や街路に植える木を育

ところが、保健所の許可を受けたジビエの解体処理施設は京都市内になく、市内で捕獲したジビエの販売や

てる場所として使用され平成8年まで京都市が運営していま

レストランでの提供ができません。また、解体処理施設は全国的に見ても費用が高額なわりに採算

したが、木を民間から購入することになったため閉園。その

がとりづらいようであり、また捕獲後に短時間で解体することがジビエのおいしさに直結することか

後、京都市がそのまま木を放置したため現在のように木も

ら設置場所をどうするかなど広大な山林を持つ本市では設置に難しい課題があります。

高くなり下草が生い茂ったものです。
実は、現在の松賀茂公園と松賀茂苗ほは一体の大きな
児童公園として整備すると昭和31年に都市計画決定されて

そこで、今回市長に提案したのは写真の移動式の解体処理車です。ジビエ振興に取り組むＮＰＯ
と長野トヨタ自動車とが共同開発。今年度、長野からはじまり鳥取や宮崎、和歌山で実証実験がなさ
れているところです。もちろん保健所からもＯＫがでています。内部は解体処理部分と冷蔵室に分か
れており、シカ等が捕獲された場所の近くまで移動できることが最大のメリットです。価格的にも2千

おり、先行して一部だけ開園している状況です。周辺地域の

万円までの設定になるそうです。先日の視察先では、
「山の中で解体してきたのだから慣れればこの

公園面積も基準に足りておらず都市計画は今も変更ありま

スペースで大丈夫だ」、
「夏場など冷蔵室があり助かる」。また、農家さんがワナ猟の資格を取っても

せん。よって本来は苗ほの役目が終わった平成8年に速やか

実際にワナにかかったあとの処置に困るという場合でも、これがあれば農家さんはワナを見回っても

に公園に整備すべきでした。現在の見苦しい状況は京都市

らうだけにして電話で連絡をもらえばシカをそこまで取りにいくといった役割分担もできるのではな

の責任であり早急に一定の環境まで伐採・整理を行い、速や
かに全面開園を目指すよう強く要望しました。今後もフォロー
してまいります。

いかとの活用に前向きなお声を伺ってきました。京都市でも、こういった移動式解体処理車の導入の
研究や、民間で是非やってみたいという場合に従来の固定式施設と同様に補助金の交付が行える
ようにするなど前向きな検討を行うよう求めました。今後とも本件をフォローしつつ豊かな山林の
再生を目指してまいります。

