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うさみ

「 情 報 格 差 」を 埋 め る 取 り 組 み を

今回のコロナウイルス感染症では様々な「格差拡大」が課題と と思います。
なりました。例えば、収入についていえば、仕事の種類や雇用形態
維新市議団では緊急事態宣言が出された翌日に市長への緊急
による格差、勤労者と不労所得層など収入源の違いによる格差。 要望として大規模災害と捉え（市長自身の発信も含め）市民への
家庭環境による学習格差。特定警戒都道府県とそれ以外といった 情 報 発 信を強 化 す べしと要 請しましたが、人と人との 接 触を
避ける、外出を控えるという状況で伝える手立てがホームページ
ような地域格差。そして、情報格差です。
感染の情報、学校などの対応、お困りの方へ向けた施策はもち などに偏り、またメディアも感染者が多発している東京と大阪の
ろん、そもそも京都市長の顔が見えない、市の方向性が見えない 情報が主になったことも事情としてあると思います。そういった
といった根本的なことに至るまで情報が市民の皆さんに届きづらい 状況下で情報の格差が発生したと思います。
第2波に備え行政では情報発信のチャンネルを増やす、市民の
状況が発生しました。さらにいえば、自分に必要な情報が届いて
いるかどうか以前に、そもそも情報が発信されているのか、どう 皆さんには受信のチャンネルを増やしていただく取組みを出来る
すればアクセスできるのか自体が「わからない不安」も多分にあった ことから進めてまいります。

京都市LINE公式アカウントの登録
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従来の紙の広報も大事ですが、
どうしても１４７万人への印刷と
配布には物理的な回数の制限や即時性の課題がありますので、
この際、補助的な情報源になる
「京都市LINE公式アカウント」
の
ご登録をお試しください。思った以上にどんどん情報が入ります
のでお役に立つと思います。実はまだ2万人程度しかご登録
いただいていません。
維新市議団では５月定例会で市長に対して
「市民の登録数が少なく、
もっと広報すべき。」
と指摘。
最近の市民しんぶん等でも登録のお願いが
されているところです。是非、いますぐ右の
QRコードをスマホで読み取っていただき登録
をお願いします。

中小企業等支援策活用サポートセンター巡回相談をご活用ください

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市だけでなく国や
府等が給付金等の様々な支援策を実施していますが、事業者の
方から
「自分に大事な情報が掴めているかわからない。バラバラ
と施策が出てきて、何をどうしていいか分からない」
といった
お声も寄せられています。
今回、京都市では、それぞれの状況に応じた適切な支援策を
選択し、
申請手続等を円滑に行うことができるよう＜事前予約制＞
の相談窓口を市内各所の巡回により開設することとなりました。
専門家
（行政書士）
が御相談をお聞きし、
何が活用可能か、
支援の
具体的な内容や対象となる方、必要な書類や問い合わせ先、
申請手続きの具体的な方法をアドバイスするものです。是非、
この機会にご活用ください。
まずはご予約を。
※ 融資や雇用調整助成金，税等に関する具体的な相談は、
金融機関、
労働局、
税務署等、
それぞれの窓口でお受けします。
※ 申請の
「代行」
はできません。
予約センター：0570-003-080（9時〜17時、土・日・祝日除く）
日時・会場・空き状況は、下記のホームページでも
確認することができます。
URL：https://www.kyoto-support-center.jp
（QRコードは→）

身近な区役所レベルでの発信強化
私は6月22日の文化
環境委員会で１１行政区の
区 役 所を起 点に、例えば
それぞれの地域の企業に
情報発信の協力を求める
など発信チャンネルを増やす
べきと指摘・提案しました。
今回のコロナでは明らかに自治体の規模で対応スピードが
異なりました。
住民がわずか数千人の自治体では特別定額給付金
がすぐに届いたのに大都市では時間を要したといったように、
住民に近いところ、
目に見える距離で行政を行うことの良さが
体感された貴重な機会でした。京都市でも
「新たな区政創生」
として従来の区役所の窓口業務中心から区単位でのまちづくりの
役割強化をしていくこととなり、
地域団体だけでなく事業者団体
や大学などとの連携を進める取組みが始まっていますが、
さらに
進めるべきです。今回のような非常時には、例えば電子メール
などで行政の広報を地域の繋がりある企業に送信し店舗で
貼りだしてもらう、
従業員やお客様を通じて広めてもらうことも、
市民の安心感に繋がると思います。姿が見えにくい行政から
姿が見える行政へのさらなる変革の機会にすべきです。

市立学校でようやくパソコン１人１台配備へ

去る５月補正予算で市立小・中・総合支援学校へ生徒3人
あたりパソコン2台を先行配備する予算が提案され議決。
維新市議団では、学校現場での活用、
また再感染拡大の際の
リモート授業の備えとして中途半端で不十分であり、
１人１台の
配備を行うよう市長へ緊急要望書を提出しておりましたが、
この度の７月特別市会で、
「１人１台配備」のための予算が追加
されました。調達に時間が
かかるようですが、実際の
運 用 体 制も含 め 第 2 波
へ の 備えとしてしっかり
フォローしていきます。
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連載

２０５０年CO2排出正味ゼロを目指して

京都市のCO2排出の現状〜誰もが取り組める方法を〜

明治の初め、京都は当時の府の予算規模の何倍もの費用をかけ超大型公共事業として琵琶湖
疎水を作りました。当時の起工趣意書の中で、その７つの目的の１つとして概略このようなことが
書いてあります。
「疎水を作れば水力（水車）で機械を動かし大きな工業を起こすことができる。
石炭火力では膨大な石炭が必要となる。その煤煙量も大変なものとなり、
１年間に約５．
１ｍの
煙で京都市街全体をおおうことになる。
イギリスのロンドンの煙と霧の害をみるまでもなく、衛生
の上で大きな害があると考えられる。」
（後に８番目の目的として水力発電所建設が加わる。）
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国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP２１）で採択
された「パリ協定」で、世界は工業化以前からの世界の平均気温の
上昇を１．
５℃以下に抑えるための努力を追求することに合意を
しました。これを受け、京都市は国内外の多くの自治体とともに、
２０５０年ごろまでにCO2の排出量をほぼ「正味ゼロ」
にする脱炭素
社会を目指す取り組みをスタートします。
では、そのゴールはどの 京都市における二酸化炭素排出量発生由来について（平成29年度）
二酸化炭素
程度のものなのか、今回は
発生由来
排出量
（万トン） 構成比
京都市の現状を見ていきたい エネルギー
637.0
97％
と思います。
※1
電気
356.5
54％
右の表のように京都市の
都市ガス
113.3
17％
CO 2 排出の９７％はエネル
燃料油等
167.1
25％
ギー利用によるものです。
22.9
3％
内 訳 を 見 れ ば 、ご 家 庭 や 廃棄物
事業所などで使われる電気 合 計
659.9 100％
が５４％と半数を占めます。 ※1 化石燃料による火力発電のみを二酸化炭素発生源としています。
次に車の燃料や給湯・暖房、 ※2 各項目の数値は、それぞれ四捨五入しているため、剛健が一致しない場合がります。
機械の燃料などに使われる 〈参考〉全国の発電電力の構成比（平成29年度）
電 源
構成比
ガソリンや軽油、灯油など
火力
81％
燃料油等が２５％。
ご家庭の
水力
8％
コンロや給湯、冷暖房、機械
太陽光
5％
の燃料として使われる都市
3％
ガス等が１７％となります。 原子力
3％
ゴミなどの焼却は３％です。 風力、地熱、バイオマス
なぜそれだけ電気がCO2 出典：資源エネルギー庁「平成29年度（2017年度）におけるエネルギー需要実績（確報）
を排出しているのかは表の通りで、現在、
日本の電気の8割が火力
発電所
（石炭、重油、天然ガス）
で発電されているためです。
この状況からCO 2 の排出を正味ゼロにするのですから、
とても
ハードルが高いことがわかります。今の京都市では、電気のスイッチ
をつけても、ガスコンロでお湯をわかしても、車に乗っても
（電気
自動車でも太陽光から直接充電しないと、
８割がCO 2 由来の電気
なので排出していることになります。）CO2を出してしまいます。
また、太陽光発電といっても、
マンションはどうするのか、
オフィス
や工場の電気はどうするのか、鉄道はどうするのかといったように
万能の解決策ではありません。何より少なからぬ個人の費用負担が
生年月日 昭和45年10月11日
と子ども2人
家族構成 妻（旧姓：今本）

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 行政書士開業
平成27年 京都市会議員選挙 初当選
平成31年 京都市会議員選挙 2期目当選
・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）

伴います。断熱性能が高くエネルギー消費が少なく太陽光などで
エネルギー自給自足ができるゼロエネルギー住宅（ZEH）への建て
替えも1千万円単位の投資が必要ですし、
古い木造や住宅密集地の
多い京都市では建て替えが進むのか疑問もあります。いずれにせよ
個人の大きな支出が伴い、それだけの支出ができる方ならいいで
しょうが、
それだけでこの高いハードルを乗り越えられるとは思えません。
そのためには、個人の財産や収入の状況によらず、誰もが取り組める
方法を提供する必要があると考えます。
そのためにも、
今回の取り組みは
「エネルギー転換」
ととらえた方が
良いと思います。
薪での生活から、
練炭・石炭に変わり、
石油に変わり、
オイルショック
で原子力に変わり、そして今回は何に変えるのか。私は太陽光や
風力などの再生可能エネルギーもそうですが、大規模な火力発電
や家庭でのコンロや給湯などの燃料は水素ベース（製造にCO 2
をつかわない水素）のものに変えていくことが必要ではないかと
考えています。
何気なく電気のスイッチを入れてもコンロをひねってもCO 2を
排出しないエネルギーが使える社会になれば誰しもが自然とCO 2
の排出をしないようになれますし、個人の設備投資は少ないまたは、
通常の買い替えと同程度で済みます。
幻想のように聞こえるかもしれませんが、おくどさんで煮炊きして
いたのは人類の歴史の中でいえばつい先日のことです。それを
実現するために必要なのは政治が方向性を決めることです。
京都市だけでは難しいことと思いますが、個人の環境意識と資金
だけに頼るのではなく、政治が新しいエネルギー、CO 2フリーの
エネルギーを市民に供給する。
誰もがCO2排出ゼロの取り組みが自然と
できる方向性を打ち出し、原子力依存が高かった関西全体で供給
ネットワークを作ることを私は提言しています。先の長い話ですが、
誰かが問題提起しないと
始まりません。今年度は
水素
酸素
水
京都市の温暖化対策を
見 直 す 年 で す 。そ の
H2
O2
中で、従来の枠を超えた
電気
H2
ものができるように議論
してまいります。
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市会議員 宇佐美 賢一
LINE公式アカウント
ご登録お願いします。

＝

小学校と同様の温かくて美味しい

の 実施を実現しよう！

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

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。

までご連絡をお願いします。

バックナンバーはホームページをチェック！
宇佐美賢一

http://usamikenichi.jp

