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統一地方選を終えて 

、急激な円安等による原材料及び燃料費の高
騰や４月からの消費税率引上げ後の需要減退
等による影響を緩和するための京都市独自の
緊急支援に３，０００万円、昨年の台風１８
号被害を踏まえた排水機場集中監視システム
整備、有栖川下流右岸流域浸水対策の雨に強
いまちづくりの債務負担など総額１７億８，
９００万円の補正事業を審議しました。これ
により、民間保育園は平成２７年４月に１０
５人の定員増、平成２８年４月にはさらに２
０人増となるほか、排水機場は主要１０施設
においてポンプ稼働状況や水位情報等を一元
的に把握できるよう集中監視システムが整備
されることになります。  

京都党及び自民党は国政選挙のために本来迅速
に対応すべき定例議会の日程を変更すべきでは
ないと休会案に反対しましたが、その声は届か
ず最終的に多数決により定例市会は休会を余儀
なくされました。京都市において国政選挙に伴
い議会が一時中断することは常態化しており、
直近では２年前の衆議院選挙（２０１２年１２
月）の際も当初予定されていた１２月の京都市
会が急遽日程変更されました。他都市の状況を
見てみると、市議会の日程変更・短縮は京都市
に限ったことではなく、全国各地の地方議会で
国政選挙と重なるたびに休会という対応がとら
れています。既に１０年以上前から地域主権、
地方分権の時代と言われている中で、政党の地
方組織自体が「地方議会は国ありきで存在する
ものではなく、あくまで自治体の特色あるまち
づくりの為に尽くす集団である」という認識に
立てていないのが如実に現れている結果とも言
えます。 

●衆議院議員選挙に伴う 

     市議会の休会には反対 
京都市は今年度から通年制議会を導入しま
した。この通年議会は今後議会での処理を
より円滑かつ迅速に進めるのが目的です。
それにも関わらず今回の１１月議会では、
衆議院選挙が行われるのに際し、「国政選
挙は重要」「国政選挙中に議会を継続する
と審議に集中できない」との理由で民主党、
共産党、公明党から一時議会を休会したい
との声が上がりました。 

トピックス 1面 ・・・「統一地方選を終えて」 

      2面 ・・・市会報告 京都市会代表質問要旨 

      3面 ・・・市会報告 プレミアム商品券に反対／「京都市動物による迷惑の防止に関する条例」の制定 

      4面 ・・・活動報告 クラウドファンティング／地域政党京都党assembly2015マニフェスト発表会 

ただ、地方議員の最大の責務とも言える議会
日程を本来変更すべきではありません。京都
市として通年議会を取り入れたのであれば尚
更です。根本として地方議会の権能強化を進
めている状況下において、 
変更の風習は見直すべき 
であるため、市全体の方 
向性や財源配分などを議 
論するのが地方議員の本 
業であることを強く主張 
致しました。地方議会に 
くすぶる“国優先”の潜在 
意識を変革していくこと 
が今後も大きな争点とな 
りそうです。  

１１月議会は１１月２５日から衆議院選挙に伴う一時休会期間を経て１２月２２日に閉会致しました。本定例会では、保育所整備助成や小規模保育整備助成による定員増を行うほか、児童養護施設の大規模改修を実施することによる子育て支援の更なる充実に２億４，２００万円 

この統一地方選、本当に多くの方にお世話になりました。私自身無事に４選させて頂き、議席も念
願の交渉会派入りの５議席を頂きました。一歩前進ですが、その代償は余りに大きく、多くの同志
を押し上げることができませんでした。特に、北区、中京区ではわずか数十票差で惜敗、踏ん張り
が効かず全域で辛酸を嘗める結果となりました。過去最低の投票率、地域政党は全国的に議席
を減らし、関西では維新の嵐、他党による選挙協力など様々な要因はありますが、艱難辛苦あろ
うともぶれずに選挙協力をせず、組織に頼らず、自力で勝つことを信条にした我々の力不足です。
とはいえ、この凄まじい逆風の中で、押し留まることが出来たのは多くの市民の皆様、後援会の皆
様のおかげであり、得るものも多かったのも事実です。今、為すべきことは、その思いとご期待を
十二分に答えることだけです。自省し、早急に組織の立て直しを図り、しっかりとその責を全うした
いと思います。 

引き続き、皆様のご指導ご鞭撻を賜ります様お願い申し上げます。 

 

                                             京都党代表 村山祥栄  

当選者の顔ぶれ 

左京区【市会】 

村山しょうえい 

右京区【市会】 

  江村りさ 

下京区【市会】 

やまずまい子 

中京区【市会】 

 大津ゆうた 

 上京区【市会】 

  森かれん 
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「地域政党 京都党 時局講演会」開催 

日本総合研究所 主席研究員 

・弁士 藻谷 浩介 氏 

「藻谷浩介、地方を大いに語る」 

 現代の日本には社会や経済に関する様々な問
題がありますが、その本質とは、子供の減少に
よって社会が縮んできているということと、
人々が貯金してばかりでお金が消費に回ってお
らず、経済が循環していないということにあり
ます。デフレと物価・地価の関係や貿易収支と
いった観点から、データを見ずに自分の想像に
基づいて批判する方が多いですが、これらのう
ちの大部分は現状認識を著しく欠いていると言
わざるを得ません。一方、最初に挙げた二つの
問題も、至る場面で取り上げられていることで
はありますが、その多くは論点がずれていたり、
議論している主体がそもそもふさわしくなかっ
たりする現状があるといえます。例えば子育て
に関して、それとは直接関係のない中高齢層の
人々が見当違いな議論を交わしていたり、経済
の実態を知らない中央政府の人たちが机上の空
論をもてあそんだりしています。これらの問題
は子育てに携わる若い世代や、現場を知る各地
域においてこそ話されるべきことです。若い世
代の意見を受け入れ、地元を直接的に知ってい
る地域住民が政治に関わらなければ現状は改善
されません。したがって私は、若い方が多く、
かつ地域に根差した政治を行う京都党にこそ、
このような問題に取り組んでほしいと思います。 
 
 

元観光庁長官 

・弁士 溝畑 宏 氏 

「観光で飯は食えるのか？」 

 京都は文化や歴史などの側面において、大き
な蓄積を持っているといえます。本気になれば、
外需も内需も取り込むことができるでしょう。
また2020年は、オリンピックイヤーであり、
これは大きなチャンスであるといえます。しか
し今の京都からは「目標」が見えてきません。
目標を定めるのは政治において必要不可欠なこ
とです。もし京都において観光産業をさらに盛
んにしようとするならば、切り口はいくつも考
えられます。例えば免税店の増設や国際会議の
招致、留学生の受け入れの促進などがあるでし
ょう。また、これらの政策を推進するにあたっ
て大切なのは、ある程度広範な地域において、
そこに住む住民が一丸となって取り組むという
ことです。京都から始めると言えども、関西全
体のポテンシャルを活用することが大切ですし、
仕事をしている人々だけでなく、子供や高齢者
も参画すべきです。そこで京都党の皆様には、
これらの視点に基づき、京都の「目標」とはな
にかを議論し、京都に住む人々みんなが活躍で
きる舞台を整えることによって、京都という町
を変えていってほしいです。  

 平成26年12月23日、京都ガーデンパレスにて「地域政党 京都党 時局講演会」を開催 
致しました。 当日は、㈱日本総合研究所の主席研究員で地域経済や人口問題等と専門とさ
れる藻谷浩介氏、自治省入庁後、第二代観光庁長官や内閣官房参与を歴任され、観光立国
日本の旗振り役とも言われる溝畑宏氏の2名の弁士をお招きし、地方の未来についてのお 
話をうかがいました。 また、市内の方のみならず多くの皆様にご臨席、ご協力賜り、盛会
に終えることができましたこと、心より御礼申し上げます。  

当日の様子 

市会報告《京都市会代表質問要旨》 

   平成2７年２月～３月の京都市会代表質問の内容をそのままにお伝え致します。 

財政非常事態宣言はいつまで続くのか？（代表質問要旨Ⅰ） 
27年度予算編成にあたり、全会計で608億、一般会計で189億。攻めの経営、積極予算。聞こえはいいが、その実、予算の前段階で198億円の財源不足、最終段階で74億円の予算不足が発生。給与制度の見直しや職員削減、事業見直しなど様々な取組をされていることはいいことですが、残念ながら

その大半は公債償還基金の取り崩しと行革債の活用、市有地等の売却であります。特別の財源対策が必要になりました。これまでからも公債償還基金の取り崩しは容認できないと主張。予算編成のあり方についても各局積み上げ型の予算編成ではなく、歳入ありきでトップダウンで歳入の範囲内で予
算を編成するよう要請してましたが、残念ながら本年も特別な財源対策が発生していることは遺憾。 

一般財源収入が伸びない。このことが本市の財政運営を厳しくしている。（予算議案説明要旨より） 
確かにその通りです。なら使うなということであります。義務的経費はじわじわ上がり、公共建築物の老朽化著しく、耐震補強、国保介護の繰出金と削減できない予算は多い。ゆえに最低限の予算を組むべきであり、特別な財源対策は容認し難いものがある。なぜ、本来許されない特別な財源対策が許

されるのか。非常事態だからです。 

しかし、非常事態宣言が発せられて今年で14年目の予算編成になります。14年も続くものを非常事態と呼び続けるのはいかがなものか。これは市長が廃止を提唱している国の臨時財政対策債も同じ。臨時といいながらもうずっと臨時。市長の行革の取り組みは目を見張るものがあるが、それ以上に義
務的経費がかさみ続け、改革をし続けてもその分が必要経費に飲み込まれるという状態が続いている。これは、財政非常事態ではなく、慢性的、構造的財政危機状態というべきものであり、今議会の議論を通じ、財政非常事態宣言を撤回、改め「構造的財政危機状態」と改名し、市長の名において発し

て頂きたいと存じます。 

●財政非常事態宣言はいつまで続くのか？ 
 

『27年度予算編成にあたり、全会計で608億、一般会計で189億。攻めの経営、積極予算。聞こえはい
いが、その実、予算の前段階で198億円の財源不足、最終段階で74億円の予算不足が発生。給与制
度の見直しや職員削減、事業見直しなど様々な取組をされていることはいいことですが、残念ながら
その大半は公債償還基金の取り崩しと行革債の活用、市有地等の売却です。特別の財源対策が必
要です。これまでも公債償還基金の取り崩しは容認できないと主張。予算編成のあり方についても各
局積み上げ型の予算編成ではなく、歳入ありきでトップダウンで歳入の範囲内で予算を編成するよう
要請してましたが、残念ながら本年も特別な財源対策が発生していることは遺憾。一般財源収入が
伸びない。このことが本市の財政運営を厳しくしています。』（予算議案説明要旨より） 
 

確かにその通りですが、それならば使うなということです。義務的経費はじわじわと上がり、公共建築
物の老朽化が著しく、耐震補強、国保介護の繰出金と削減できない予算が多いです。それゆえに最
低限の予算を組むべきであり、特別な財源対策は容認し難いものがあります。なぜ、本来許されない
特別な財源対策が許されるのか。それは、非常事態だからです。 
しかし、非常事態宣言が発せられて今年で14年目の予算編成です。14年も続くものを非常事態と呼
び続けるのはいかがなものか。これは市長が廃止を提唱している国の臨時財政対策債も同じです。
臨時といいながらずっと臨時です。市長の行革の取り組みは目を見張るものがありますが、それ以上
に義務的経費がかさみ続け、改革をし続けても、その分が必要経費に飲み込まれるという状態が続
いています。これは、財政非常事態ではなく、慢性的、構造的財政危機状態というべきものであり、今
議会の議論を通じ、財政非常事態宣言を撤回、そして「構造的財政危機状態」と改名し、市長の名に
おいて発して頂きたいと存じます。 

 

●住みやすい街？住みたい街？ 
 

人口減少社会を迎えるにあたり、都市間競争がいよいよ激化してきました。どうすれば勝ち残れるの
だろうか。政治家はよく「住みやすい街をつくります」と声高に叫びますが、私たちは「住みやすい」よ
りも「住みたい街」を目指したほうがいいと思っています。なぜなら、住みやすいというのは究極的に
はサービス合戦になり、資金が潤沢なところに勝てません。事実これまで、地方はこの消耗戦に力を
尽くしてきました。結果、東京一極集中に歯止めをかけることはできませんでした。そう、それはまる
で企業でいうところの価格競争であり、目指すべきは、奇しくも京都型ビジネスモデルが高付加価値
適正価格型であるように、決して安くはないですが高度にブランディングされたものを目指すことが
都市戦略上強いと考えます。 

それに加え、京都はもともと住みやすい街ではありません。夏は暑くて冬は寒い。家を建てようもの
なら、やれ景観だ、やれ看板だ、やれ高さだと規制も多い。家ひとつ好きな家を建てられない。戦火
を免れた関係で大都市の中ではどこよりも道路が狭い。空港もない。しかし、そもそもこれも含めて
京都の良さにつながっています。 

パリもそうです。街中は建て替えできない。家は狭いし、古い。物価は高い。しかし、パリは世界を魅
了し続け、ハイセンスな情報発信拠点として発展しています。 

 京都市の市政方針ももちろん、これらを踏まえた戦略を取られていますが、こういった方針をより明
確にし、より重点的に予算を配分され、「住みにくいけど世界一住みたい街京都をつくる。」 
これらを次期策定の都プランにしっかりと打ち出し、市政の舵取りを賜りたいと存じます。 
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●プレミアム商品券に反対 
 

平成26年度最後の補正予算において、消費
喚起を目的に出された「京都市プレミアム
商品・サービス券」。この商品券は1万円で
1万2000円分の商品券を購入でき、2000円分
は京都市が補助金を出す仕組みです。しか
し、額面の低さや投入額の低さから、消費
喚起を期待できるものとは到底言えず、京
都党は委員会で厳しく追及し反対しました。 
そもそも、これまで地方は国が補助金を出
すならば、「タダでもらえるものならば」
と受け取ってきました。しかし、国のお金
も当然私たちの税金であることを考慮すれ
ば、政策的な効果が見込めない税金の使途
には厳重に向き合わなければなりません。
未来に対して責任を持つということは、時
には国に対しても勇気を持ってNOを突きつ
けることでもあり、これからの地方議会は
その観点でも発想の転換が必要と考えます。
ちなみに、他会派からも本案件について政
策的には否定的な意見も出ましたが、結局
我々だけが反対をする結果となりました。 

●クラウドファンティング 

 
平成27年統一地方選挙におけるマニフェストの作成
に向けてクラウドファンティングを実施させて頂きまし
た。政党としてクラウドファンティングを行うことは国
内初です。まだまだ日本では馴染みのない言葉です
が、不特定多数の人からインターネットを通して活動
へのご支援をいただき、おかげさまで目標金額を達
成いたしました。 
皆様のあたたかいお力添えのもとマニフェストの制
作の一部に充てさせていただきます。 

市会報告 

コラム 「借金は善か、悪か？」 

 
これは我々京都党の柱だが、借金そのものをやめるという決断の必要性を我々は説き続けて
いる。借金をしていいのは、将来拡大傾向にある時代においてであり、今ではなく昭和の時
代の考え方だ。初任給一万円の時代の一万円の借金は、初任給20万円の時代には軽い負担
に変わる。だからインフレ時代の借金は善だ。ましてやこれからは、借金しても将来の負担
を引き受ける人口は減る。そうでなくても次世代の社会負担比率は今の比ではない。そんな
時代に金を借りてモノを作るのは百害あって一利なしだ。したがって、歳入の範囲内で新た
な建設行う。借り入れをする場合でも最長10年程度とし、目処が経つ範囲でやり繰りをす
るようにすべきである。例外的に認められるのは、そういった対応では絶対に出来ないよう
なリニア中央新幹線など国家的巨大プロジェクトだけだ。 
そして、今ある社会システムをとっとと放棄して、時代にあった持続可能な社会システムの
再構築をするしかない。納税者が激減し、高齢者をはじめとする受益者が急増する。そんな
時代に納税者過多、受益者過少だった昭和の時代のシステムがもつはずがない。 
今こそ勇気をもって借入を徐々に減らし、借入をしない都市経営を確立することが重要では
ないだろうか。 

予算要望書提出 

多くのご支援誠にありがとうございました。 

●地域政党京都党 総決起集会 
 

平成27年2月22日。京都教育文化センターにて総決起集会を開催致しました。 
多くの皆様にお集まりいただき、心より感謝申し上げます。 
村山代表より4月へ向けた決意を訴えました。 
 

ガンバローコール 村山代表による熱い演説 

●「京都市動物による迷惑の 

 防止に関する条例」の制定 
  

昨年の代表質問にて、佐々木たかし議員が取
り上げた人と動物が共生できる社会を実現す
るための条例が成立しました。 
この条例案では、周囲に迷惑をかける餌やりを
禁止し、最も人道的に野良猫を減らせるとされ
るTNR活動へと誘導しようとするものです。もち
ろん、この条例だけで全ての問題が解決する
わけではありませんので、条例制定を契機に
人と動物が仲良く暮らせる社会に向け、更なる
取り組みに邁進してまいります。 

 

活動報告 
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4年間を振り返って（マニフェストの検
証） 

１ 財政の自立 なぜ財政再建か 
 
Ⅰ 収入を見直します 
○：徴収力強化による市税徴収率の向上 ★★★  
→ 過去最高の徴収率となる97.6％（25年度決算
を   
  達成。） 
○：徴収窓口の一元化・専門化 ★★  
→ 市税事務所を設置するなど業務の一元化が前進。 
○：市有財産の有効利用・広告収入の向上 ★★★  
→ 京都会館の命名権（約50億）をはじめ市民負
担 
  とならない収入が増加。 
×：法定外新税の導入の検討 ★  
→ 未着手 
 
Ⅱ 支出を見直します 
○：事業仕分けの徹底 ★★ 
→ 二重行政や外郭団体の業務の見直しを追及。 
○：不正支出の徹底監視 ★★★ 
→ 生活保護の適正支給の推進、固定資産税の特別
減 
  免の廃止など。 
○：人件費の抑制 ★★★ 
→ 現業職員の採用廃止、ごみ収集事業など委託化
拡 
  大を提案。 
○：補助金改革 ★★ 
→ 議会への未報告案件など厳しく追及・改善 
◎：議会改革の徹底実施 ★★ 
→ 議員定数2名削減、海外視察反対 
 

２ 市民の自立 
 ～福祉ではなく、「自立」と「配慮」
～ 
 
○：児童虐待０を目指す ★★ 
→ 第二児童福祉センターの開設や児童福祉司の増
員 
  など。 
○：保育施設の機能強化と拡充 ★ 
→ 認可保育所の新設や増改築など待機児童対策を
推進。 
○：予防医療の拡大 ★ 
→ がん検診や予防接種の拡大。 
△：「高齢者が住みたい街 京都」の実現 ★★ 
→ 駅のバリアフリー対策は前進、労働市場の拡大
に  
  は課題あり。 

＜＜総括＞＞ 
 4年前のマニフェストはミシュランガイ
ドと同じく３つの★印で優先順位を明確化
し、あれもこれもとならないメリハリのあ
るマニフェストを作成。市長ではなく、予
算の執行権のない議会としてのマニフェス
トを意識し、早稲田大学のマニフェスト研
究所からマニフェスト大賞に選出して頂き
ました。 
まずは財政再建。最優先事項として徹底的
に議会で追及。未来に責任を持つ立場とし
て将来への先送りとなる予算案にも反対。
生京都市主催のイベント・式典を総点検す
るなど支出の見直しを実施。また府市それ
ぞれで運営する消防学校や計量検査所など
の二重行政の見直しも追及しました。 
 未来への投資策も訴えました。リニア推
進本部の設置が実現するなどオール京都で
のリニア誘致に向けての取組みもスタート。
文化首都に向けて京都御所の活用策など具
体的な双京構想の議論も展開。子どもたち
の教育環境の向上を訴え、高校入試改革に
も声を上げ、単独選抜制度の導入が実現し
ました。 
 議会改革も京都党の重要政策。4年前の
署名活動からスタートした議員定数削減の
動きはついに2名の定数削減となるなど議
会改革も進みました。別途予算立てをし、
1回あたりの渡航費が総額1千万近くとな
る議員の公費による海外視察にも反対しま
した。また委員会のネット中継など、議会
の見える化も実現しました。 
 もちろん課題もあります。京都党の市議
は4名のみ。6名以上の提案者が必要とな
る条例提案に苦渋を飲みました。無所属議
員と連携し、現業職の採用を凍結する条例
提案のみにとどまりました。また企業誘致
などの産業政策などもさらなる取組みが必
要で、そのための景観条例の見直しもこれ
からです。 
 

勉強会の様
子 

勉強会の様子 
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●クラウドファンティングを実施 
 

平成27年統一地方選挙におけるマニフェストの作成に向けてクラウドファンティングを実施させて
頂きました。政党としてクラウドファンティングを行うことは国内初です。まだまだ日本では馴染み
のない言葉ですが、不特定多数の人からインターネットを通して活動へのご支援をいただき、お
かげさまで目標金額を達成いたしました。 

皆様のあたたかいお力添えのもとマニフェストの制作の一部に充てさせていただきました。 

現役京都市会議員 村山祥栄が描く「続・京都
市政のタブーを暴く 

新刊」大好評発売中！！ 

 

地方を食いつぶす「税金フリーライダー」の正体 

タカリと粉飾の日本病 

 

内容紹介 
「安全な場所で格好をつけるのが『改革』ではないと、
吉田松陰と村山祥栄は知っている。」──藻谷浩介氏
(『デフレの正体』『里山資本主義』著者)、推薦! 
 
京都市の「同和行政」の闇に単身斬り込み、センセー
ションを巻き起こしたベストセラー『京都・同和「裏」行
政』の著者、村山祥栄・京都市議が再び「触れてはい
けないタブー」に迫る! 
巨額の人件費、給与額に迫るほどの「不明朗な手当」、
粉飾され続ける過去の事業の大赤字、信頼できない公
表データや数字、しがらみにどっぷりつかった不明瞭
支出……一般市民が知らない、お役所の奥深くで進行
する恐るべき事態の数々。人口減少の前に、お役人文
化によって地方の破綻はやってくる。 
この国を破綻させる「日本病」を白日の下に さらす、い
ま必読の1冊。  お近くの書店にてお買い求め下さい 

村山祥栄 著 

●地域政党京都党assembly2015マニフェスト発表会を開催！！ 
 

2015年3月23日、『地域政党京都党assembly2015マニフェスト発表会』を開催いたしました。 
ご参加いただきました皆様には、同日マスコミにも公表致しました地方議会版マニフェストをお配
りし、代表の村山より、京都党が目指す『世界一住みたい街』について詳しくお話をさせていただ
きました。 
また、地域政党京都党の堀場雅夫最高顧問にも京都の未来についての熱いお言葉を頂戴いたし
ました。 
年度末のお忙しい中にも関わらず、多くの方にご臨席賜りましたこと、心より御礼申し上げます。 
 

発表いたしました地方議会版マニフェストにつきましては、地域政党京都党ホームページにて公
開致しております。ご参照くださいませ。 

大好評発売中！ 
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村山新著 


