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発展を信じて課題に向きあう

昨年度の決算を扱う９月市会ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた現下の
京都市の状況についての議論が相次ぎました。令和元年度は税収増など、上向きな傾向が
ありましたが、２、３月以降は状況が一変しました。とくに、市バス地下鉄が過去に例を見
ない赤字が想定され、新たな財源として期待される宿泊税も大幅減となるなど、あらゆる
面でマイナス影響が出ています。
その中で、来年度予算は500億円不足すると試算されています。これまでから京都

市最大の課題であった財政の健全化に向けてあらゆる手立てを尽くすことを更に強く求

めていきます。新型コロナ対策として、時限的な（年数を限った）取り組みと、根本的な歳
入歳出のバランスの見直しの両方を聖域なく行わなければなりません。
他に９月市会の大きなテーマについては、約100億円の費用をかけながら事業中断が表明
された大型汎用コンピュータのオープン化事業、京都市会で33年ぶり継続審議

となった市税条例の改定、所得割失格者減免の見直しについても積極的に質問しました。
大切な税財源、なにより市民生活に関わる議題について、引き続き丁寧に関わっていきます。
問題が山積の現状ですが、京都市の未来の設計図となる次期基本計画の策定がいよいよ
本格化します。課題に逃げずに向かいながらも、確かな希望を提示できる基本計画を目指し、
提案を続けていきますので、
今後ともご意見・ご相談などお気軽によろしくお願い申しあげます。

９月市会で当選後２度目の代表質問！

活 動 報 告

らも、これまでから強く関心を持ち訴えてきたテーマや、実際に
ご相談をいただいたテーマについて準備を進めてきました。
「京
（みやこ）SNS相談」については奈良市の教育委員会に伺い、ス
マホアプリ活用については実際にアプリの開発運営をしている企
業の担当者に取材をするなど、多方面から調査を行いました。代
表質問は議員に与えられた最も重要な議会活動のひとつです。市民の声、自らの信念を確
かな形に出来るよう努めてまいります。

●学校におけるSNS活用について

・「京SNS相談」を通年で実施する必要性
・保護者への緊急連絡手段の確立
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和太鼓
● 趣味：ソフトバレー
（下手です）
● 好きな言葉：凡事徹底
● 地域：山科消防団 大宅分団 団員
● その他：京都東山ボーイズ /
レッドベアーズ顧問
●

●近隣トラブルの解消に向けて

・ゴミ屋敷や騒音など、近隣トラブル解消
のための取り組み強化について
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●スマホアプリ活用の注意点について

・使いやすいアプリの企画・運用に
向けてガイドラインの改善について

こじま信太郎
事務所

妙見道
奈良
街道

●消防団器具庫の改修補助制度の
拡充について

東海道新幹線

ゴルフ道

・市政協力委員のあり方について
・回覧板や市民新聞など市政広報の今後
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地下鉄東西線

●自治会・町内会の活性化

小島 信太郎 プロフィール
●

２度目となる代表質問では、新型コロナ対策を念頭に置きなが
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●宿泊施設の避難所活用

・新型コロナ対策のために実施される
宿泊施設の避難所活用を終息後も
継続拡大する必要性

●トンネル無料化に伴う新十条通
周辺の安全対策について

お問合せ・ご相談は、2075-582-1115

こじま信太郎 事務所まで

▼至 椥辻駅

発行者：京都市会議員 小島
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地域を歩き、
声を伺います。

これまで代表質問にて、２度とも自

９月市会では市政協力委員の役割について再三質問し

治会・町内会の活性化を取り上
げました。前回の国勢調査の
時点で市内の単身世帯は約
45％。半数近くの世帯で
はお一人で生活しており、家族という最
小単位のコミュニティは残念ながら当
たり前のものではなくなっています。

ました。地域のリーダーとして、市政との架け橋
の役割が期待される市政協力委員ですが、精

なぜ

力的に活動いただく委員の方も多くいらっ
しゃいますが、約55％の委員は自治会・
町内会の会長等との兼職であると答弁

地域コミュニティ

家族のなかでの支えあいが出来ない状
況が増えるなか、一層大切になるのが
隣近所や町内など、地域のなかでの支え

がありました。兼職が悪いわけではあ
りませんが、委員の仕事と自治会・町

が大切なのか？

内会の仕事が混同されることによる誤
解、仕事を押し付けられているという
負担感を懸念しています。
「自分ごと」
、

合い・助け合いではないでしょうか。

「みんなごと」として活き活きと活動して

私はとくに、子育て、高齢の方の居場所

いただける方が増えるよう工夫が求められ

づくり、防災の観点から地域の役割が期待さ

ます。なにが正解ということはありません。

れると考えています。

ぜひとも地域のご意見をお待ちしております！

自治会・町内会では担い手不足や高齢化、負担感・不
満感など課題を認識しております。活性化に取り組む上で、

大型汎用コンピュータのオープン化事業とは？
大型汎用コンピュータは私と同い年で、これまで住民基本台帳、税、
福祉など基幹業務を担ってきたシステムですが、長年改修を続けてきた
ことで複雑化、いわゆる「ガラパゴス化」し、他のシステムとの互換性が
悪いなど様々な問題が浮き彫りとなり、平成26年に始まったのがオープ
ン化（刷新）事業です。
２度の事業の遅延があり、議会としても厳しく指摘をしてきたところ、
先般、事業の中断が表明されました。今後、国の自治体システムの標準
化という方針に合わせて、改めてシステム開発に取り組むこととなります
が、今年度の予算も含めて約100億円の財源が費やされているこの事業
について、市民に詳らかに説明を行わなければなりません。財源のうち、
転用可能な約14億円以外は、現時点では無駄になるか否か明らかでない
との答弁がありました。事業遅延の責任・損失、結果的に失われる財源
について、包み隠さず市民に報告することを引き続き求めていきます。

秋の味覚も
山盛り！

魅力発信
京都市内も隣接都市にもアクセス抜
群 の 利 便 性、身 近 に あ ふ れ る 自 然、
1400年の歴史などなど、山科の魅力を
発信します！
先日、会派の視察で念願の「びわ湖疏
水船」に乗船しました。京都の危機を突
破するために建設された琵琶湖疏水。コ
ロナ禍に立ち向かうために、今こそ疏水
の歴史に思いを馳せるのはいかがでしょ
うか。疏水船に乗らなくても、疏水べり
を散歩するのもおススメです。

■新型コロナ情報

大型汎用コンピュータ
住基
税

福祉

?

使いやすい
システムヘ！

オープン化（H26〜）は

2 度の遅延 など

互換性

約 30 年の間に
ガラパゴス化…

の
遅延 ？
は
任
責

元井ノ上町周辺を
所有していたとされる
井上馨の扁額

新たな診療
・
検査体制

熱がある、のどが痛いなど、風邪の症状が
あるときは、身近な医療機関にまず電話で相談してください。

?

損失
は？

今後…
国によるシステムの標準化
各自治体のシステムを統一

救急相談窓口♯7119 を
ご存じですか？（携帯・プッシュ回線）
こんな時に♯7119 をお使いください

「疎水べりあるき」
がオススメ

一部は
システムの
補完として
運用？

事業中断

事業は難航の連続…

デジタル化

一部は
運用開始

開発途中

〇救急車を呼んだほうがいいのかな？
〇病院に行った方がいいのかしら？
〇どこの病院に行けばいいんだろう？
〇応急手当はどうしたらいいですか？

1 0570-00-7119

（ＩＰ電話など♯7119で繋がらない場合）

☆緊急の場合は迷わず 119 番
ください！
☆小児の相談は
♯8000がより有効です

日々の活動を更新中！
Facebookにて日々の活動を報告しております。
街頭演説や地域活動から、議会活動まで投稿しています！
友達申請もよろこんで受け付けております。

山科でともに活動しております

衆議院議員

※受診できる医療機関がない場合は
「きょうと新型コロナ医療相談センター」
に相談ください。

電話番号：075-414-5487（土日祝含む24時間）
お問合せ・ご相談は、2075-582-1115

まえはら 誠司

府議会議員

で

国政報告
配信中

こじま信太郎 事務所まで

かじわら 英樹

府政相談は
TEL

075-594-5566

FAX

075-594-5588

