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子供たちにツケを先送りする「先食い」予算に反対！子供たちにツケを先送りする「先食い」予算に反対！
都市20都市の中で財政健全度を示す指数でワースト1に
なってしまうなど、禁じ手が当たり前の感覚になってしまって
いると考えます。　
　3年連続、議員が自分達のボーナスアップを続けるなど、
この16年間で感覚が麻痺してしまっているのではないか。
どうしようも無いなら市民に一時の増税の必要性を訴える、
それくらい絞りこんだ予算なのか。自分の殻に閉じ籠り、
「こんなもんですわ」となってはいないか。税金をかけずに事業は
できないか。投資を呼び込み０円で庁舎を立て替える自治体も
あるなかで、公共事業のあり方に限界までトライしたのか。
　改革は京都市も進んではいます。それは間違いありません。
それを後押しする。我々なりのやり方であります。

「新しい自治都市」の建設「新しい自治都市」の建設
そういった次元の考えが
必要ではないでしょうか。
「特別自治市」構想も政令市
の中で言及されてはいます
が政府はまだまだ検討を
進めていません。
　「山河襟帯自然と城を
成す」といわれ、その地の
利のために平安の都が建設されたこの地に「新しい自治都市」
を建設する。それくらいの気概で京都市は行動すべきではない
かと考えます。「もっと包括的な権限を持った都市に」という
答弁がなされたことは評価すべきですが、政治行動を伴わなければ
なりません。この先の100年、200年にわたり京都が京都で
あり続けるための取り組みを今後とも市民の皆さんと考えて
いきたいと思います。
東京のことは少し横におき、世界を相手に

時代にあった課税テクニックの研究を求める時代にあった課税テクニックの研究を求める
　今、ヤミ民泊、白タク等でお金の流れが把握できないケース
が発生しています。現金で支払っているのではなく、海外サイト
で決済をされてしまえば、どの程度の売り上げがあるのかが
把握できない。そのような事態が既に京都市でも発生している
可能性があります。日本人は現金を使いますが、そもそも偽札
などで現金に対する信頼がない国ではスマホなどを使い現金
を使わないケースがあること、また決済端末がなくてもスマホ
同士で決済ができるシステムが開発され、外観からはまったく
お金の動きがわからない時代になってきました。京都市に
たくさん人がきてもヤミのお金の流れが把握できなければ当然
に消費税も所得税も課すことができず、場所だけをタダで
使われてしまうだけ。そんなことになってはいけません。市長へ
時代にあった課税テクニックを真剣に研究していくべきだと
指摘しました。

平成30年度には様 な々変化が平成30年度には様 な々変化が

　バス一日乗車券500円を買って地下鉄290円を2回乗っても
1200円にいかず、バス一日との差は300円くらいまでにと
指摘。バス一日の適正化（600円）に合わせて市バス地下鉄は
900円に大幅値下げされました。詳しくは京都市交通局ホーム
ページで　　　　　 http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/

　マイナンバーカードを使い、どのコンビニでも住民票などの
証明書がとれるようになります。いちいち時間を気にしながら
区役所までいかなくても済む時代が目前になりました。

市政相談の
お知らせ
どんな些細なことでも
かまいません。
市政相談を随時
受け付けております。
連絡をお願いします。

090-6322-3441
バックナンバーはホームページをチェック！ http://usamikenichi.jp 宇佐美けんいち
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家族構成

昭和45年10月11日
ツーリング・釣り・食べ歩き
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
妻と子ども2人（高1、高3）の4人家族

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（H28年度）市会議員会議員
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身近な安全対策を一つ一つ実現身近な安全対策を一つ一つ実現

一般会計予算に対して単に反対するだけでは
なく、これを機に自らの報酬カットの身を切る
公約を実行し、市長へ改革を迫ってまいります。

　政治が行動すること無しに未来は変わりません。日本維新の
会市議団は、今回市長から提案された平成30年度一般会計
予算案に対して反対し、私が団長として本会議場にて反対討論
を行いました。
　私たちは、「特別の財源対策」という名目で未来を担う子供
たちの財布に手を入れ先食いする予算手法をやめるべきと訴え、
9月決算議会や予算要望でも市長へ強く求めてまいりました。
しかし、今回の予算でも127億円の先食い予算が計上された
ことを受け、明確に警鐘を鳴らすため反対したものです。
　確かに、様々な行政改革が進んでいます。しかし、改革が進んで
いることと、実際の支出に追い付いているかは別問題です。
今回も将来の借金一括返済のために毎年貯金している基金
から一部拝借する手法、また将来改革が進めば予算が浮くので、
その分を先に前借して使ってしまうという手法がとられました。
　こういった様々な手法が登場したのは平成14年度ですが、
「特別」といいながらこの16年間連綿と続き、京都市は政令指定

　今回も特別の財源対策を含んだ予算です。一方で暫定的な
「政令市」という制度では本来必要な100億円程度必要な財源
が配分されていないという制度的課題もあるといえます。
（但し、政令市全体が同条件ですから京都市が政令市ワースト１
になっていいわけではありません。）今の状況を見れば、京都市
は、他に追い付くよりさらに一歩先を見据えた考え方に
変えなければならないと思います。
　維新から１５０年、日本の政治状況を憂いて維新が始まり
ました。この財政で、今のやり方のまま京都が続くのか。東京
一極集中の打破とか他の自治体と同じレベルでばかりモノ申して
いては、結局は他の自治体と同じ枠から一生外れられないのでは
ないか。京都市は他の自治体の群を抜いた形の自治体を目指す
べきではないかと今議会で問いました。
　リニアや双京構想もどちらかというと他力。自力でどうするか。
日本から独立しろとまでは言いませんが世界を見れば京都が
そういった都市であったとしても不思議ではありません。

地下鉄・バス一日券が
1200円→900円に値下げ

証明書のコンビニ交付

　窓口の混雑時期や郵送での証明書発行業務について民間委託
の方針が決まりました。官でなければならないこと、民でできる
ことをしっかり見極めつつ、公共サービス改革が進みます。

区役所窓口業務の一部民間委託化

平成30年度予算特集（2月定例会）平成30年度予算特集（2月定例会）

細い路地との交差点に
カーブミラーを新設

宝ヶ池スポーツ公園横の路面標示を新設 幼稚園に向かう道路の大きな水たまりを解消

補修前

実現

実現

実現

補修後

「骨髄移植等により抗体を喪失した小児へのワクチン再接種の費用助成制度
について」が全会一致で採択され、市長の対応を求めることとなりました。請願採択



自転車走行環境の改善自転車走行環境の改善要望

北泉通り高野川の橋梁新設工事
に関する周辺部交通安全対策
北泉通り高野川の橋梁新設工事
に関する周辺部交通安全対策

要望

　道路交通法では自転車は車道を走らなければならないと定められています。しかし、実際に走行
すれば怖いというお声もあります。
　例えば、川端通の出町柳から北大路までの区間は、北向き車線は1車線でも狭い上に、歩道もなく
川沿いに植栽があったり、柵が設置されています。また夜間は暗く、車から自転車が見えにくくも
あります。柵と車に挟まれれば、大事故につながりかねず、実際に大学生のインターン生に川端通を
見に行ってもらいましたが、自転車が安心して走れる幅が確保できていない、怖くて走ろうと思わない
といった声がありました。今回の予算委員会でこの区間の危険性を指摘するとともに、今後も自転車
環境全般について速やかな改善を求めてまいりたいと考えます。

子供の姿勢が悪くなっている？　保護者への啓発を子供の姿勢が悪くなっている？　保護者への啓発を
　今、スマホや携帯ゲーム器で子供の姿勢が悪くなっていると
いわれています。先日も、運動部の子供が開脚前屈をしようと
したら後ろにひっくり返ったというようなお声も伺いました。
下を見る姿勢でスマホを長時間使う、その際に足を前に
投げ出して腰を曲げ極端な猫背になっている様子を見たことは
ないでしょうか。骨盤の位置、背骨の曲がりがおかしくなっている
との懸念があります。今回、教育委員会への質疑でスマホ等を

使う子供の姿勢についてどのように対応しているかを質しました。
結果、一般的な姿勢についての指導とスマホ自体の悪影響は
啓発してきたが、今後はスマホ等の使用の際の姿勢についても
具体的に保健だより等で啓発していく
とのことでした。皆さんの周りの子供
さんはどうですか。保護者として気を
付けていきたいですね。

　交通量増加に伴う北泉通り
及び周辺道路への安全対策
について、住民の安全対策
ワークショップの議論を
しっかり踏まえ、住民の皆様
にも安心してもらえるように
着手できる箇所は速やかに
実施するよう求めました。

　予算特別委員会の総括質疑で、今まさに国で検討が進んで
いる受動喫煙防止法案（健康増進法改正案）が京都にどう
影響するか検討し、国にタイムリーに意見すべきだと指摘しました。
まず、焦点となっていた既存の小規模飲食店について国の
法案には「個人経営か資本金5000万円以下」で「客席面積
100平方メートル以下」の場合、「喫煙」「分煙」などの標識を
掲示すれば喫煙を認める経過措置が織り込まれました。
しかし、どれだけの飲食店がこの100平方メートル以下の
経過措置の対象になるか現場の京都市は把握できていない
ことが今回の私の質疑で判明しました。世界的な観光地で
法案の効果が分かっていないことは問題であります。国は、
全国で概ね55％が経過措置の対象になると公表しているよう
ですが、郊外型の店舗は大きく、街中は小さいはずですから
京都市ではもっと多い割合で経過措置の対象になるのでは
ないかと考えます。世界的な観光地での効果が分かっていない
のにオリンピックまでにといわれても、国は法案の妥当性をど
うやって判断したのでしょう。副市長から、今後実態調査を行っ
ていくと答弁がありました。
　次に、今回の法案のもう一つの大きなポイントは未成年者の
喫煙店舗への入店が禁止されることです。つまり、経過措置で

喫煙を選んだ店舗には子どもを連れて入店できないことになり、
特に初めて来店する観光客とのトラブルが懸念されます。
現在、インターネットの広告を見て店を選ぶことが多いよう
ですが、飲食店の広告サイトでは半分程度の店舗が禁煙・喫煙
の別を書いておらず、また海外向けのサイトではそもそも禁煙・
喫煙の項目すら無いケースがあります。取り締まる自治体も
大変です。外国からやってきて、お店の前にたったら未成年は
入れませんでは観光地としていかがなものかと思います。
制度の周知方法や飲食店に義務付ける表示の方法について
国に意見していくことを求めました。
　受動喫煙防止が絵に描いた餅にならないように自治体から
できることを今後も考えていきたいと思います。

その他、様々な意見を届けましたその他、様々な意見を届けました
●あらゆる障がい者スポーツに光を。多様な障がい者スポーツ
  に助成を求める
●大文字駅伝を含む小学校部活動等ガイドライン策定後の実施
  状況の確認
●芸術家や文化人を文化担当副市長とする提案
●中小企業団体と京都市との間で街づくりに関する包括連携
  協定を結ぶ提案

●下鴨小学校区での児童館請願への対応状況の確認
●地域要望を踏まえた防災のためのスクールウェル（学校内の井戸）導入
●民有地を含めた古都三山の山林管理財源への宿泊税充当
●ケアが必要な高齢者向け施設への市営住宅の転用
●足の不自由な高齢者の方への駅等下りエスカレーター設置の効果
●看板の規制と高齢者の方にとっての看板の見やすさとのバランス

　何回となく中学校での給食の在り方について議会で取り上げてまいりましたが、今回も
市長、副市長に対して予算委員会総括質疑で取り上げました。
　中学校全員給食の実施については、「１８０億円もの多額の初期費用がかかる」「ＰＴＡ
を含む皆さんが検討し、愛情弁当の教育的効果もあり今の選択制給食が良いとなった」と
いう後ろ向きの答弁ばかりが続いていました。今回は、選択制が導入されてすでに１８年
たったこと、その後に新設された施設一貫型小中一貫校では保護者の要望で愛情弁当
ではなく全員制給食を中学生にも実施していること、また選択制給食実施の際の初期費用
は学校での受け入れ部分の一校３千万程度と食器を京都市が支出したが調理部分は業者
が負担して委託料の中で回収されており多額の費用をかけずにできていたことから、
地域事情を理由に小中一貫校がやっている以上は地域事情で既存校でもやっていいはず
だと指摘。中学校給食のあり方の検証を迫りました。
　結果、副市長から、「今後に何も検討しないというわけではない、子供にとって何が一番
良いのかを常に検証していくということ、また他都市の実施状況、より良い制度の導入や
段階的な導入、経費の少ない方法はないのかなどの検証作業は行っていく」との答弁が
ありました。質疑で少しはやり取りができるようになってきました。諦めず議論を続けます。

中学校全員給食の段階的実施等の検証を副市長が言及中学校全員給食の段階的実施等の検証を副市長が言及

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。

小学校と同様の
温かくて美味しい

の実施を実現しよう！

飲食店の禁煙・喫煙で混乱がおこらないか？飲食店の禁煙・喫煙で混乱がおこらないか？

松賀茂公園の
状況改善と早期整備
松賀茂公園の
状況改善と早期整備

要望

　京都市の街路樹などの苗を
育てていた松賀茂苗圃跡地
は閉鎖後に公園整備する予定
が２０年以上も放置されて
います。周囲は坪１００万円近い
閑静な住宅街であり、実に
１０００坪、時価で１０億円するで
あろう土地が雑木林のように

なっています。管理不良空き家を指導している京都市が、自らの
管理不良施設を放置しているとは心苦しい限りです。
　早期の公園整備、もし無理な場合でも一定の美化・清掃や
暫定活用などを検討するよう求めました。

小規模河川の護岸整備小規模河川の護岸整備要望
　最今の集中豪雨の際、
山際にある小規模河川が
増水し護岸が削られて人家
などに危険性があるとの
お声が寄せられており、必要
箇所については着実に護岸
整備をするよう求めました。

予算委員会で皆さまの声を市政へ届けました予算委員会で皆さまの声を市政へ届けました

喫煙可

子供は入れないよぅ
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