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日本共産党 玉本なるみ議員（北区）  2022年10月3日 

 
 

2022年 9月京都市会 

代表質問と答弁の大要 
 

 

北区選出の玉本なるみです。日本共産党京都市会

議員団を代表し、市長に質問します。 

 

１、統一協会についての認識、徹底した調査を 
まず、安倍元首相の国葬が半数以上の国民が反対し、国会も開会せずに行われました。明らかに憲法違反であ

ります。その国葬に市長が公費を使って参加されたことに厳重に抗議します。参加した経費は市に返還すべこと

を申し上げておきます。 

さて、反社会的カルト集団である統一協会と自民党政治の底知れぬ癒着が明らかになっていることも見逃すこ

とはできません。政府をはじめ、自治体としてもこれまでの関係について徹底した調査を行い、関わりを断つ必

要があります。党議員団は統一協会及び関係団体と本市行政との関わりについて、市民の疑問に答えると共に被

害者を救済し新たな被害者を防止するために市長に対して９月１２日に申し入れを行いました。そこで、市長に

伺います。統一協会及び関連団体は行政組織が関りを持ち、その活動にお墨付きを与えてはならない反社会的団

体であるとの認識はありますか。全国霊感商法対策弁護士連絡会が公開している統一協会関連団体リスト７５団

体の本市行政組織との関わりについて、調査を行い公表することを求めます。いかがですか。 

さらに、岸田首相は８月２４日に、原発の運転期間の延長に加え、新増設や建て替えを検討する方針を表明し

ました。２０１１年の東日本大震災での東京電力福島第１原発事故後、歴代首相は原発への依存度の低減を掲げ

ており、新増設や建て替えの検討に言及したのは初めてのことです。市長も原発については脱原発依存を掲げて

こられました。岸田首相に対して、原発の新増設や老朽原発の再稼働はやめるよう申し入れを行うよう求めます。 

 

【答弁→総合企画局長】 イベント出席、後援名義、祝辞、祝電について書類保存年限の範囲で、把握

できる限り調べた結果該当は無く、７５団体について改めて調査する考えはない。特定の団体につ

いて「行政が関わりを持ってはならない団体」か、どうかは法令に基づき個々の状況に応じて判断

すべき。報道や国の動向は注視している。法令に則り適切に対応する。不当な働きかけがあれば毅

然とした対応をする。 

 

【玉本】 ご答弁を頂きましたが、統一協会について市長ご自身からお答えがいただけず大変、残念です。しか

も統一教会についての認識や対応は全く不十分と言わざるを得ません。昨日の NHK 討論で、自民党幹部の方が

「我々の関与が結果として教団の信頼を高めることに寄与してしまったのではないかと反省している」と発言さ

れていました。京都マラソンのボランティア団体に、関連団体が参加していることは明らかになっています。行

政として徹底した調査と、関与を断つことを再度求めておきます。 

 

２、財政破たんの誇大宣伝は止め、市民生活・福祉を守れ 
次に、「行財政改革計画」の実施による影響について質問します。 

「行財政改革計画」は今決算年度の２０２１年８月に策定されています。策定過程で、毎年「５００億円以上

の財源不足」が生じ、「このままでは１０年以内に京都市の財政は破たんしかねない」と述べていました。しかし、



2 

 

２０２１年度の決算では「５００億円の財源不足」どころか、実質４億円の黒字と報告されています。党議員団

はこれまでも、「５００億円の財源不足というのは、収入を過少に、支出を過大に見積もったものであり、財政破

たんという市民を脅す誇大宣伝はやめるべき」と繰り返し求めてきました。２０２１年度の決算は、それが事実

だったことを示しています。危機をあおる政治はあらためるべきです。しかも、本格的な行財政改革計画の実施

は今年度からであることは、注目すべきことです。 

さらに、収入が２００億円以上の増収となり、元々当初は返済予定でなかった１８７億円が公債償還基金に予

定外に返済されていました。今やるべきことは、コロナや物価高騰の影響で苦しむ市民の暮しをまずは応援する

ことです。急いで返済する必要があったでしょうか。民間保育園の補助金カットの１３億円や国民健康保険料の

引き上げの１４億円、学童保育料の値上げ１億６千万円、敬老乗車証の負担増大の４億８千万円、インフルエン

ザ予防接種負担の増大１億４３００万円、各種施設使用料の値上げの５億４６００万円等など、合計約５３億円

に充てることで、市民への負担の増大はしなくて済みます。税金の使い方が間違っていると考えますが、市長の

認識はどうですか。そもそも、毎年「５００億円の財源不足」で「京都市財政が破たんする」という発信は誇大

宣伝であったと認めるべきだと思いますが、いかがですか 

深刻な事態は、すでに始まっています。それは福祉施策の後退です。 

重度の障害者が通う通所施設では、国の報酬が少ないため、京都市が事業所支援事業補助金で運営を支え、重

度の障害者の社会参加を応援してきました。しかし、その施設への補助金は今年度は加配一人あたりの単価を年

間２３５万円から１２０万円にカットしました。ある法人では２カ所の事業所で６６０万円を超える赤字になる

とのことで、今年度は職員のボーナスカットで対応せざるを得なかったとのことでした。 

民間保育園では、民間保育園等職員の給与等運用事業補助金が約１３億円削減される中で、各園において影響

額は違いますが、数百万円～多い園では 3千万円近くの補助金がカットされています。その結果、多くの園で、

園舎改修のための積み立金の取り崩しや、昇給ストップ、賞与のカット、非常勤職員の削減などが実施されてい

ます。 

保育労働者の皆さんからは、「保育現場の実態を見に来てほしい。このままでは園の経営も守れない。展望が見

えない。働き続けられるか不安だ」等の切実なお声を聞いてきました。 

ある園長先生は、「補助金カットは園運営において不安そのものだが、これまで障害のある子どもを何とか受け

入れたいと保育士を確保し、受け入れてきた。地域の子育て相談にも取り組んできたが、その努力を否定された

ような気がして悔しい」と涙を流されました。保育士さんや保育園を追い詰め、保育の質の確保が困難になると、

そのしわ寄せが子ども達にいくことになります。それが、今回の行財政改革計画です。 

さらに、多くの高齢者を失望させているのが、１０月から実施の敬老乗車証の負担の増大と対象年齢の引き上

げです。７０歳以上の高齢者の移動の権利及び社会参加の機会を奪うことになります。京都市独自に福祉の充実

に頑張ってきた実績を投げ捨て、市民に負担を押し付け希望も奪う行財政改革計画は直ちに中止し、福祉を拡充

する立場にもどるべきです。いかがですか。 

 

【答弁→市長】 令和３年度は集中改革期間の初年度であっても、国･府と歩調を合わせて経済対策

を行ってきた。京都ならではの福祉、子育て支援、教育、安心安全などを持続可能とするために、

公債償還基金の借入を１８７億円返済し将来世代の負担を軽減した。国が 5.4％の税収減を見込む

中リーマンショック並の 4.7％減に抑制して見込んだもので、誇大宣伝ではない。これまでの施策

の理念を活かし、持続可能となるよう施策を見直すもので、負担の先送りを解消する未来に責任を

持つ改革。改革の趣旨を市民と共有しセーフティネットを確保して目標を厳守する。 

 

３、個人市民税の均等割減免制度の廃止撤回を 
次に、個人市民税の均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策への影響について質問します。 
９月５日に、２０２４年度に実施を予定している個人市民税の均等割減免制度の廃止による福祉施策の影響調

査結果を踏まえた経過措置について、方向性が示されました。例えば７０代年収３２４万円のご夫婦の介護施設
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の利用料が１０４万円から２１７万円に１１３万円も引き上がる、子育て世代でも保育料が年７万３０００円も

増える世帯があることが示されています。激変緩和への経過措置では根本的な解決になりません。 

 そもそも、低すぎる年金やどんどん負担が増える医療や介護保険等の国の制度に問題があるからこそ、自治体

が独自に対策を取るのが役割であり、存在意義です。京都市の均等割減免制度が独自の施策として、市民の負担

を軽減し、命や暮しを応援してきたことは誇るべきことです。 

 市民に多額の負担を強いることがわかったこの調査の影響を見れば、制度の廃止は市長として踏みとどまるし

かないのではありませんか。均等割減免制度の廃止は撤回すべきです。いかがですか。 

 

【答弁→財政担当局長】 制度当初の意義が薄れ、地域社会の会費を広く負担するという地方税制度に

そぐわないとの提言がある。付帯決議もふまえ丁寧に周知している。行財政改革ではなく適正化。

福祉への影響では対象者のうち 8割が７０歳以上、夫婦二人の年金では上位２０％の所得層で、経

過措置を講じる。 

 

４、新型コロナウイルス対策――行政区に保健所体制を 

次に、新型コロナウイルス対策と保健所体制について質問します。  

 まず、日々、市民の命を守るためにご奮闘いただいている市職員の皆さんを始め、エッセンシャルワーカーの

皆さんに心より感謝申し上げます。 

やっと、第７波も下降の傾向になってきましたが、今後も変異株の出現でこのまま収束するとは限りません。

第８波への対策等行政がやるべきことははっきりしています。それは徹底した検査体制をつくり、市民に対して、

正確な情報提供と相談、療養体制を整え、市民の不安に応え、命を守ることです。 

ところが政府は有効な手段を取らず経済活動は止めないということで、行動制限は自主的な対応とされ、第７波

においては、第６波の倍以上の感染爆発となり亡くなる方が急増しました。当然医療機関の負担は増大しました。 

高齢者施設の感染者の中には、入院ができず、施設で留め置きとなり、適切な医療が受けられない事態が起こ

りました。今年の１月１日～９月１１日までで京都市域で４１９人の方がコロナ感染関連でお亡くなりになって

いますが、内、施設入所中に亡くなられ、かつご家族が公表可とした方は２３人でした。実際はもっと多くおら

れるということです。京都市の老人福祉施設協議会の皆さんが、切実な実態と医療供給体制の充実を求めて、京

都府に対して要望を出されました。利用者の方がコロナ感染した場合、施設に隔離するスペースがあるとは限り

ません。医療スタッフは限られており、対応には困難を伴います。ある施設の方が、「病院で酸素吸入し、点滴治

療を受けたら、随分楽になられた」「利用者さんの命を守るために、医療を受けられる保障をしてほしい」と語ら

れました。これは、当たり前のことです。しかしそれが、切実な要望となっているのが介護施設の実態です。救

える命が救えないことがあってはなりません。京都府とも連携し、速やかな入院体制の確保や認知症の方の対応

もできる療養施設の確保が必要です。必要な医療が提供できるよう自治体として責任を果たすべきです。いかが

ですか。 

９月２６日から感染者が多すぎて、対応できないことを理由に全数把握の緩和方針が示されました。発生届の

対象は６５歳以上や入院を要する人、重症化リスクがあり、酸素投与が必要な人、妊婦に限定となり、感染者数

の約２割程度で保健所が担当します。しかし、残りの約８割は届けがない感染者となり、万が一の急変時や相談

は陽性者フォローアップセンターが担うことになりました。届けがない状況で、手元に資料もないまま対応でき

るとは思えません。これでフォローアップセンターが保健所の機能強化としての役割を果すと言えるでしょうか。

感染者全員の相談や急変時の対応に責任が持てるよう、保健所そのものの体制こそ強化すべきです。 

市民からは、「感染拡大の度に混乱する。なぜ、対応策を早くからできないのか」と怒りの声も多く寄せられて

います。 

感染対策の要となる保健所の体制の充実は、急がれる課題です。政令市２０市のうち７カ所の保健所を維持し

ている福岡市を除き、１９市は１カ所に保健所は集約されていますが、感染対応は行政区の支所毎に実施してい

る政令市は７市あります。 
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市長の「保健所を一つにしたことで、明確な指揮系統のもと一貫した対応ができ良かった」いう考え方と方針

を改める必要があります。１１の保健所を１つの指揮系統にすることが市民にとってメリットとは言えません。

市民は地域のことをよくわかっている身近な行政区の保健センターの職員の対応を求めています。 

 各行政区に保健所の感染対策の部署は戻し、各行政区の担当保健師を増やすことが重要です。京都市は保健師

の数が他都市より多くても、配置の仕方が問題です。保健師はチームとして、各行政区の地域の特性をつかみ、

学校や医療、介護等の施設の誰と連絡を取り連携していくか等のネットワークを作ります。それがいざという時

に力を発揮することになります。とりわけ感染対策は行政区毎に保健福祉が一丸となって集団で対応できるよう

にすべきです。いかがですか。 

 

【答弁→市長】 病床は1013床まで拡大。高齢者等の自宅や施設での療養については、保健所に訪問

診療調整チーム、２４時間の健康観察の仕組みも構築。高齢者施設の医療体制も医師会や医療機関

と連携し往診等コーディネートチームを 8箇所設け強化している。 

発生届が限定され、医師会や医療機関の協力で全ての陽性者に対し、相談先や療養期間を記載し

た「市からの重要なお知らせ」を配布。フォローアップセンターで２４時間最大３１０人の体制で

相談に対応している。 

保健所について、保健と福祉の融合のため１４の区役所・支所に保健福祉センターを設け、専門

職を中心に保健と福祉の垣根を越えて地域の医療・福祉の関係機関と連携し総合的支援をきめ細か

にしている。そして保健所は集約した。コロナ対策では明確な指揮命令系統のもと、大きな効果を

発揮している。保健師は人口 1万人あたり2.4人で政令市平均の1.5倍の３４７人。人口あたりで

は１０８人多い。府、医師会、病院協会、薬剤師会、医療関係者と連携しいのちと健康を守る取り

組みを強化する。 

 

５、介護保険 認定・給付業務の委託をやめ直営に戻せ 

次に、介護保険 認定業務・給付の委託化について質問します。 

２０２０年４月より介護認定業務の委託化がされましたが、当初より、専門性が担保されるのか、介護認定や

介護サービス事業の開始等において早期の対応や柔軟な対応ができるのかと指摘してきました。包括支援センタ

ーの方に聞き取り調査を行ったところ、委託化２年にして、介護の専門性の低下など指摘していたことが、起こ

っていることがわかりました。 

委託前は、各区役所の認定に関わる調査員と包括支援センターや居宅介護事業所は、市民の状況を共有し、連

携しながら、速やかな認定ができていましたが、今はそうなっていません。 

ある認知症の新規事例を紹介します。一人暮らしで、食事をしたかどうかも忘れる状態で脱水、低栄養の危険性

がありました。当然、介護保険の申請時には、「日常生活が支援なしには達成できないレベルの『３Ａ』相当」と

予測されていました。しかし、審査会の結果は要支援１で、委託の調査員による調査票のチェックは日常生活に

ついて「ほぼできる」と実態とまったく違うチェックになっていたとのことでした。命に関わるレベルだったの

で、すぐに区分変更申請を出されましたが、認定結果が出てすぐに区分変更申請が出されるということは、認定

業務に問題があると言わざるを得ません。重要なことは、緊急性のある方の対応が迅速に行われることです。 

２０政令市のうち、認定業務を委託しているのは、１３市。申請から認定結果送付すべての業務を委託してい

たのは、京都市以外には大阪市、神戸市、福岡市だけでした。ただし、福岡市においては、認定のための調査は、

６割は直営の調査員で対応し、各区役所には事務業務センターの職員が２人配置され、急ぎのケースの対応など

柔軟な対応ができるシステムになっているとのことでした。名古屋市では初回の申請や区分変更申請は区役所窓

口で行い、更新のみを郵送にするなど、リスクを避ける体制を取っていました。京都市は大事な認定業務につい

て、あまりにも民間まかせだということです。他都市の状況も把握し、市民にとって迅速かつ柔軟な対応がなさ

れるように、介護認定業務は直営に戻すべきです。いかがですか。 
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【答弁→保健福祉局長】 資格を持った職員が、専門業務を集中的に担うことで迅速、正確、効率的な

業務体制を確保。処理日数は委託前より１０日程度早くなっている。財政負担も減少、郵送による

コロナ対応などサービス向上となっており、直営に戻すことは施策の後退になる。区役所･支所や事

務センター窓口でも受付、緊急の場合にも対応できる職員体制も確保している。 

 

６、物価高騰対策――消費税減税、事業者支援を 

次に、物価高騰に苦しむ市民の影響と経済対策について質問します。 

 消費税の増税に続き、長引く新型コロナウイルス感染による経済的影響、物価高騰で、多くの市民や中小事業

者が苦しんでいます。１万８千品目に及ぶ値上げは、市民の暮らしに多大な影響が及んでいます。非課税世帯へ

の５万円の給付金の対策では全く不十分です。すべての市民や事業者への支援は消費税の減税が一番効果的です

が、政府はまったくやる気がありません。 

市民の暮しを守る責任がある市長が今こそ、政府に対して消費税の減税を強く要請すべきです。 

 

【答弁→財政担当局長】 消費税は、社会保障を将来にわたり持続可能なものとするための必要な財

源。引き下げを求める考えはない。コロナ禍、原油･物価高騰で市民、事業者は厳しいと認識してい

る。引き続き寄り添った支援をしていく。 

 

【玉本】中小・小規模事業者に対して、我党議員団は商店や事業者に足を運び、実態やご要望を聴いてきました。

「価格転嫁ができない」、「もう廃業せざるを得ない」など事態は極めて深刻です。 

現在、実施されている「京都市中小企業等総合支援補助金」は事業所の家賃や光熱水費、人件費、燃料費等の

いわゆる固定費にも利用でき、喜ばれています。しかし、対象条件が売上高３０％の減収としており、「３０％も

減収しているようでは倒産ですよ」とおっしゃる方は少なからずおられました。そもそも物価高騰の影響は売上

に関係なく起こっていることであり、貨物自動車運送事業者向けと同様に減収条件はつけるべきではないと考え

ます。また事業所の規模等によっては、「５万円では申請の手間を考えるともういいです」という方もおられまし

た。申請方法の手続きをなるべく簡素化し申請しやすくすること。減収条件はせずに、幅広く救済できるように

すべきです。お応え下さい。 

 

商店街等消費喚起緊急支援補助金について 

 次に、商店街等消費喚起緊急支援補助金については、同様の補助が３回実施されてきました。３回目の今年度

は中小業団体等に加え、今回は５人以上のグループも対象としたので、約９０件の申請があったとのことですが、

現在、商店街加盟の商店が一桁台の商店街もあり、プレミアム商品券や抽選会、スタンプラリー等の事業など、

成り立たないという商店街も少なくありません。もっと、直接商店に支援をしてほしい。という声が多く寄せら

れました。  

 そもそも、業界や組合組織だけではなく、個人事業主の実態を幅広くする調査することが必要です。新型コロ

ナウイルス感染からくる影響もまだしばらくは続く可能性がある中で、あらゆる業種の事業所の実態を明らかに

し、事業の運営が今後もできるような支援策を事業者と共に作ることが求められると思いますがいかがですか。 

ここで、いったん答弁を求めます。  

 

【答弁→産業･文化融合戦略監】 総合支援補助金は、燃料費、光熱水費、原材料費、人件費、家賃、

調達コスト等幅広く充てることができる。1 万件を超える申請を頂いている。１回の手続きですむ

事後申請方式で、最小限の書類で簡便な手続きで支援するもの。周知につとめ迅速丁寧に手続きを

進め、事業者を下支えする。 

中小企業等の実態については、業界･組合を通じて、また１７人の経営支援員を増員した商工会議

所の相談対応の中で把握している。中小企業経営動向実態調査、地域企業未来力会議、日々の業務
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で職員が直接、幅広くきめ細かく把握している。今後も基礎自治体の強みを活かして実態を的確に

把握し、事業を継続発展できるよう国への提言、本市施策の立案・実行していく。 

 

７、北山エリア整備基本計画について、住民合意のない計画は撤回を 

次に、北山エリア整備基本計画について、質問します。 

「北山整備基本計画」では、宿泊・飲食施設等の集積やにぎわい・交流機能、シアターコンプレックスなどの

施設整備を進めるとしています。 

すでに、京都府が周辺地域にニュースの配布や住民自治会役員等に説明を始めています。しかし、そこで配布

される資料には、「約１７５億円もの建設費用をかけ、１万人規模のアリーナ建設についての説明はなく、まった

く不十分だ」と、説明会に参加した方から声があがっています。 

そもそも、地域の環境を守るための都市計画上の規制を緩和しなくてはできないものを建設することが問題で

す。宿泊施設やシアターコンプレックス、アリーナなどの大型施設は地域の環境を大きく変えてしまうことにな

ります。「植物園の入園料を無料としてアリーナへの通路にするような計画は絶対にやめてほしい」、「大好きな植

物園を壊さないで」という地域住民の声が広がる中での実施はあり得ません。すでに、計画の撤回を求める署名

は１４万筆にまで広がっています。そもそも京都市が当地区の規制緩和を前提とし、「まちづくり構想」に位置づ

けていることが重大であり、外すべきです。府市が共謀して、多額の税金を注ぎ込むアリーナ建設は辞めるべき

です。住民合意のない計画を進めるべきではありません。いかがですか。 

 

【答弁→越副市長】 北山エリア整備基本計画は、本市都市計画マスタープランの方針に沿っており

「地域まちづくり構想」をマスタープランに位置づけている。現在京都府が意見聴取や意見交換を

進めている。今後市民･利用者を対象としたワークショップ等が予定されるなど、プロセスを大切に

されている。自然を大切にし、憩いと活力のあるまちづくり、市府民の夢や願いが実現するよう調

整を密に、柔軟に取り組みを進める。 

 

８、山林保全へ盛り土規制の強化、林業の担い手づくりに努力を 

次に、山林保全対策について、質問

します。 

近年、林業が成り立たなくなり、山

の管理をどうするのかが、全国的な問

題になっています。私は、山林保全は

今、豊かな森林を守り、災害を防止す

る上でも岐路にあると考えています。

重要なのは対策のあり方です。政府や

京都市が進めようとしている大規模集

約化は、大型の林業機械を森に運び入

れ、山を丸裸にする皆伐方式で今、全

国で広がり、土砂崩れが発生し問題視

されつつあります。現在北区の山間部

では、２か所の谷が盛り土で埋められ

ています。熱海の土砂災害があり、地

域住民の皆さんが豪雨等による土砂崩れなどの災害が起きないかと心配され、京都市や議会に陳情を出されてい

ます。 

この場所は、北区鷹峯笹ケ尾という地域の谷が埋められている現場です。平日に大量の１０トントラックが狭

い鷹峯街道や京見峠を走り抜け、土砂を持ち込み盛り土しています。しかも、土砂が流れ出ないようにフレコン
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バックを置いていますが、記録的な大雨になった時に耐えうるかどうかはわかりません。耐用年数が３年という

ことも、住民の皆さんの大きな不安となっています。もう一ヶ所は北区杉阪東谷です。山林を購入した業者が伐

採や谷に盛り土を行い、平地にして、ソーラーパネル設置可能と売りに出しています。問題は、森林法では伐採

する対象の面積が、１ヘクタール未満の場合、許可を取るのではなく、届け出だけで、谷を埋めようが、ソーラ

ーパネルを設置しようが、なんでも可能ということです。さらに、持ち込みによる盛り土の場合３０００㎡以上

は許可申請が必要ですが、敷地内の土の移動による盛り土は許可はいらないということです。いずれの盛り土も、

豪雨等による土砂災害の危険性は同じではありませんか。法的に可能であっても、京都市内の山林保全のために、

京都市として、今後、あちこちで樹木の伐採や山の谷が埋められると山の保水力は低下していくことが考えられ

ますが、我が党は以前より持ち込みによる面積は５００㎡以上に強化することを提案してきました。対策はどの

ようにしていくかお応え下さい。 

今後の問題として、京都市が放置林となっている山林保持者の意向調査を行い、京都市に山の管理を委託する

選択肢があります。すでに、放置林は１５５００ヘクタールとなっています。調査は１５年かけて対策を取りな

がら進めるとのことですが、豪雨等による影響は待ってくれません。林業で生活ができなければ、担い手は育ち

ません。 

 

【答弁→都市計画局長】 規制が緩い自治体に、土砂が持ち込まれることがないよう、府、市環境審

議会の見解をふまえ府と同様の３０００㎡以上とした。改正は考えていない。５月公布された盛土

規制法では、人家等に影響がある区域を指定し、規制区域内の盛土を許可対象とする、とされてい

る。今後示される詳細をふまえ、区域指定の必要な調査等準備を進める。 

 

森林経営管理法制定の際に議論になったのは、「意欲と能力のある経営者に森林を集約し、大規模化を進めると

いうことでした。しかし、今、森林を小規模林業家が分散管理する「自伐型林業」を５５の自治体で取組み始め、

２５００人以上の新規林業者が育っているとのことで、注目すべきです。環境保全型森作りで、持続可能社会の

取組みを京都市としても検討することを求めます。２０２１年度は森林環境譲与税として、京都市には約２億２

千万円来ていますが、森林経営管理基金として、Ｒ３年度の基金残高は３億５５４５万円となっています。自給

率が４割程度という状況を改善し、自給率を上げる目標を持ち、大型集約化ではなく、京都市が専門職員を増員

し、森林譲与税を大いに活用し、小規模林業家が分散管理できるよう、担い手つくりもしながら進めることを求

めます。いかがですか。 

 

      【答弁→岡田副市長】 雇用の確保、労働条件改善等、担い手育成に取り組むとともに、全国屈指の

体制を誇る林業の専門職員により伴走支援をしている。林業の収益性が低下し、人工林荒廃がすす

む中、森林を集約化し、大規模集約化を推進している。市内木材生産量の増加、小規模林業者の経

営基盤安定につながるもの。森林環境譲与税の活用で高性能林業機械導入支援、経営管理を助言す

る専門人材の育成をすすめている。森林の適切な管理保全に努める。 

 

９、交通不便地域対策について 交通権の保障を（雲ケ畑もくもく号） 

最後に、交通不便地域対策として、北区の雲ケ畑の交通権の保障について質問します。 

 北区北部の雲ヶ畑地域では、１０年前の２０１２年４月より京都バスの撤退を機に、雲ヶ畑自治連合会が「も

くもく号」の運行を開始されました。運行において、国からの補助金と京都市の敬老乗車証による収入が頼みの

綱になっています。それが、敬老乗車証の負担増大により、申請者が減ると収入が減り運行に影響してきます。

「せめてもう一便増やして欲しい」というのが住民の皆さんの切実な願いです。市民一人ひとりの移動の権利を

保障する立場で、京都市内のどこに住んでいても、安心して暮らせることは行政の責任です。少なくとも、今回

の敬老乗車証による支援金に代わる補助金を打って、もくもく号の運行の継続に支援をすべきことを求めます。

お応え下さい。 



8 

 

以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

 

【答弁→都市計画局長】 公共交通を維持確保していくためには、財政支援だけでなく利用促進が重

要。雲ヶ畑もくもく号については、敬老乗車証交付金、国の補助金、燃料高騰支援、ハイカーなど

の利用促進に取り組んでいる。地域の唯一の公共交通機関として運行が継続できるよう地域ととも

に取り組む。 

 


