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うさみ

五輪、万博、ひかりの都
いよいよ2020年、東京オリンピック・パラリンピックの年です。聖火リレーは５月２７日（水）、
二条城唐門をスタートし市役所前を通過、ゴールは私たち左京区の岡崎公園と決まりました。
岡崎公園ではセレブレーションイベントも開催されます。ハレの舞台で日本選手の活躍に世界
から注目が集まることでしょう。
そして、2025年は大阪・関西万博です。この貴重な機会に世界の人々にほんまもんの京都に
触れていただきたいし、そのための準備を京都が行っていくことが大事だと考えています。
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さて、
外国人観光客が増えてきている中で、京都が横着になって
私は市立芸大の移転をシンボルとした崇仁地域を含む京都駅
いないか懸念しています。
東部の再開発に賛成していますが、今般、門川市長へ手渡した令和
京都に来てみたいと、わざわざ少なからぬお金と時間を使って 2年度京都市予算への要望事項で、あらためて京都駅東部エリア
来た人々に「観光公害」
と公言する風潮が広がっています。
「イン 再開発と大阪・関西万博のサテライト事業の融合を提案しました。
バウンド」
とどちらかというと肯定的に捉える言葉もそうですが、
京都の歴史には、輝く部分もあれば厳しくつらい部分もあります。
いずれも
「人」
を
「モノ」
のように捉えているように感じてなりません。 ただ、京都はその過去を更地にしてしまうのではなく、街のあちら
確かに、外国人の急増や宿泊施設の急増で摩擦が広まっている こちらに、人々の心に刻み込みつつ進歩してきた街です。それが
ことは事実ですが、訪れてくれた外国人に悪意があるとは思えま 京都の良さの一つであり、
この点で、東京は京都にはなれません。
せん。
どちらかというと向こうも戸惑っているのではないでしょうか。 人口知能（AI）
や多国籍IT企業GAFAの闊歩する世界となり東京の
ゴミ箱も無い。
タバコをどこで吸えばいいか分からない。日本の 優位性はどこまで続くか正直わかりませんが、
京都が培ってきた歴史、
マナーも分からない。宿泊する所は予約したらそこだった。
文化、人々の生き様は世界の人々の光になると私は信じています。
世界から注目が集まる機会ですから、
この際、
京都市民がそれぞれの
京都市歌にも歌われる「ひかりの都」が世界で敬意をもって
立場で私たちが大事に思うことを改めて考え直すとともに、相手 語られる。市民の皆様と共に、
自信を持って、今一度スタートの年に
に伝えることを心掛けていきたいところです。それは単に禁止や したいと思います。
注意をするだけではなく、幅広い意味で、培ってきた文化を伝える。
また新たにする。
これを若者にも大胆に担って欲しいと思います。
令和２年１月１日

市会議員 宇佐美賢一

大阪夢洲での万博会場予想図

大阪が変わる

京都市歌

作詞 ／藤山於菟路

作曲 ／諸井 三郎

昭和二十六︵一九五一︶年

七月十五日制定

みどりの風に色はえて

かおる都の花の宴

あおぐ山々うるわしく

ながるる加茂の水清し

ひかりの都わが京都

世界を結ぶ観光の

都世紀の花あかり

栄えいやます日のもとに

平和の鐘が鳴りわたる

ひかりの都わが京都

歴史にめぐるあやにしき

虹の都の世をつぎし

永久のおもかげ代々のあと

新たにいまもしのばるる

ひかりの都わが京都
京都市歌を聴く

京都駅東部 市立芸大の完成予想図

京都が変わる
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市役所での障害者新規雇用が拡大へ
私は、平成30年10月の決算委員会で、京都市役所（市長部局）
の障害者新規雇用に関し、採用枠のある身体障害者を除き、精神、
知的障害者の新規採用がゼロであることを指摘。障害のある
子どもが生き生きと働くための教育を行う総合支援学校を設置し、
また障害者雇用の旗振り役でもある京都市役所がこれで良いのか、
市内最大級の雇用数の事業所でもある市役所は率先して雇用に

取り組むべきだと市長に質しておりました。
この度、新しく精神、身体障害者の正規雇用の取り組み、
また
フルタイムの勤務が難しい方へも任期制にはなりますが短時間勤務
で雇用する取り組み方針が決まり発表されました。一歩前進です。
これをきっかけに、障害者雇用が市内でさらに広まることを期待
します。

議員報酬の自主カット
現在、
京都市会では議員報酬10％カットが遂行されていますが、
我々はこれを決して後退させず、公約実現に向け、有限実行・
身を切る改革を今任期も進めてまいります。
私は去る１２月２７日に福島県大阪事務所を訪問。
今年度も福島県
の震災孤児等への支援のための「東日本大震災ふくしまこども
寄 附 金 」に4 0 万 円（ 宇 佐 美１人 分 ）を寄 付してまいりました。

聖火リレーが福島県からスタート
すること、
また観光客数が震災前の
98.5%まで戻ったことなど前向き
な 面 とともに 汚 染 水 の 処 理 は
もとより廃炉に向けた取り組みに
ついても所長様から伺いました。

新たな時代 百年先の京都市を見据え門川市長に「重点予算要望」を提出
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日本維新の会市議団は、令和二年度京都市予算及び今後の
東京一極集中の是正に
市政運営に対する要望を行いました。
保育のあり方や全員制中学校
向 け た「 京 都 版・副 首 都
給食をはじめ教育機会の均等など、声の届きにくい子どもの声の
構想」の検討、など百年先
市政反映。現在、市長が行う市長給与や退職金の減額など身を
の京都を見据えた要望を
切る改革を引き続き行うこと。二重行政の解消。市民の足である
行い、門川市長はいずれも
バス・地下鉄を今後も守り、利便性やお客様サービスを向上させる 「課題や目標を共有する」
「脱・公営」。大阪・関西万博における京都の役割を果たすこと。 と応じました。
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次世代のため

脱炭素社会の実現を目指して

宇佐美

「IPCC1.5℃特別報告書」
において，1.5℃と2℃の気温上昇の
影響には大きな違いがあり，
地球の気温上昇を1.5℃以下に抑える
ためには2050年ごろまでに二酸化炭素排出量をほぼ
「正味ゼロ」
に
する必要であるということが報告され、今、京都市はまさにそれを
目標とした取り組みを始めようとしています。
先般、
「再生可能エネルギーや省エネルギー等による持続可能な
脱炭素社会の実現 〜２０５０年ＣＯ２排出量正味ゼロにむけて〜」
をテーマとした議員調査団の海外派遣に関し、京都市会海外行政
調査審査会
（委員は議員及び学識経験者）
が開催され、
私は審査委員として審査を行い計画に賛同。審査会
として承認がなされました。
生年月日
趣
味

小学校と同様の温かくて美味しい

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（旧姓：今本）
と子ども2人

平成 6年
平成 6年
平成17年
平成22年
平成27年
平成31年

京都大学法学部卒
三菱重工業入社
㈲ウサミ商会 代表取締役
行政書士開業
京都市会議員選挙 初当選
京都市会議員選挙 2期目当選

の 実施を実現しよう！

モットー

政 治 が 変われば
社 会 が 変 わる

市

会議員

賢一

「低」炭素社会を目指すことと、
「 脱」炭素社会を目指すことは
全く次元が違うことや、技術的には可能性があるが本当に社会と
して実行に移すかが問われる等の様々な意見が出されました。
脱炭素社会は普通にやっていては無理だと皆さんもお考えでは
ないでしょうか。だからこそ議会でも深い慎重な議論が必要だと
思いますし、
そのためにも調査は行うべきと判断しました。
私からは、
ヨーロッパの先進地において、
社会全体でコミットし取り組むために、
行政がどのような規制や誘導を行うか、
また国と地方の関係で
法制度など解決すべき課題にどう対処するかを特に
調査するように指摘しました。夢を現実にする知恵と
社会的合意を考えていきたいと思います。

・日本維新の会 京都市議団 代表幹事
・京都府行政書士会 第4支部 会員
・左京消防団 松ヶ崎分団
・京都市左京ジュニア消防団
・松ヶ崎小PTA会長（平成24年度）
・下鴨中PTA会長（平成28年度）

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。

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。

090-6322-3441

バックナンバーは
ホームページをチェック！

までご連絡をお願いします。

宇佐美けんいち

http://usamikenichi.jp

