
　平成29年度の予算審議を行う２月定例会が３月22日閉会しました。この予算は、「共生社会の

実現」が大きな柱となって編成されています。モノがあふれ、飽和状態になる中で、人々のニー

ズはこれまでと大きく変化し、現在の消費行動はいわゆる物欲から付加価値や精神的満足を得る

ことへの欲求を満たすものになってきているのではないかと思います。多くの課題を抱える我が

国でそういった価値観が変化してきているのは必然であり、この価値観の変化を

良い方向へ向けることがこれら課題を解決する糸口になっており、それが「共生

社会」ではないかと考えます。平成29年度も、地域のため、子どもたちの未来の

ために頑張って参ります。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

平成29年度当初予算の概要　　総額 9,153億7000万円
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①きょうとこどもの城づくり事業
②脱ひきこもり支援事業
③障害者共生推進事業
④女性活躍障壁打破事業
⑤高齢者安心社会実現事業
⑥あんしん医療教化事業
⑦就労・奨学金返済一体型支援事業
⑧中小企業共同型ものづくり支援事業
⑨伝統産業復活事業
⑩京都観光適正化推進事業
⑪京の食ビジネス改革事業
⑫スマート温暖化対策事業
⑬文化財保護緊急強化事業
⑭「お茶の京都」事業
⑮京都移住促進プロジェクト事業
⑯共生社会実現基盤整備事業

1億4,500万円
1億2,100万円
5億　600万円
2億6,300万円
7億2,500万円
1億5.100万円
1億　800万円
1億2,200万円
2億8,100万円
4億3,400万円 
4億8,100万円
2億6,800万円 
2億7,800万円
2億2,000万円
2億6,200万円

343億2,400万円

平成28年度２月補正予算の概要 総額△314億4,700万円
雪害対策緊急事業 6億4.100万円
青少年海洋センター整備費 1億1,100万円
京都丹波高原国定公園 　
　ビジターセンター整備費 1億6,000万円
府債管理基金積立金の減額補正 △192億円

①「府民安心の再構築」
◆家計に優しい子育てあんしん京都事業
◆府民連携学力向上対策事業
◆災害時多言語支援センター開設等支援事業
◆特殊詐欺被害撲滅総合対策事業
②「地域共生の実現」
◆商店街創生センター総合支援事業
③「京都力の発揮」
◆京都アート＆クラフト創造発信事業

　42億円
1億5.000万円

500万円
1,800万円

1億1,500万円

3,600万円

1　平均寿命と健康寿命では男女ともに10年程度差があり、その間医療
や介護を受けながら生活をしています。寝たきりにしないことが健康寿
命の延伸に大きく関係し、いかに効果的なリハビリテーションを提供で
きるかが、高齢者社会の医療、福祉に大きく影響すると考える。リハビ
リテーションは地域包括ケア３大プロジェクトの一つだが、平成29年度
はどのように取り組むか。また府立医科大学に設置しているリハビリテ
ーション医学教室との連携についてはどのように取り組むか。

2　2025年には認知症患者数が現在の1.5倍となる700万人を超え、65歳
以上の高齢者の５人に１人は認知症、更に軽度認知障害の方を加えると
1300万人となり、３人に１人が認知症もしくは軽度認知障害という推計もある。このような中、特に認知症の初期には、
進行を遅らせるリハビリテーションの普及が重要と考えるが、認知症リハビリテーションの府域への普及・効果につい
てどのようにお考えか。

質疑 地域包括ケアシステムについて

1　平成29年度のリハビリテーションの取り組み
急性期・回復期・生活期のリハビリテーションを切れ目なく提供できる体制、そしてこれを支える人材をどうやって作
っていくかが、これからの時代においては、非常に課題になっている。このため、リハビリテーションを地域包括ケア
の重要な柱と位置づけ、府のリハビリ支援センターを総合的な拠点にして、医療機関相互の連携を図る地域連携パスの
導入や専門職や看護職・介護職向けの技術向上研修などに取り組んでいる。
　更に高齢化が急速に進む中、在宅におけるリハビリや在宅療養生活が安心して継続できる環境がより一層重要になっ
てくるが、急性期リハビリ・回復期リハビリから、在宅に持っていく組織的対応ができていない。このため今年度は、
医師会と連携し、一人ひとりに応じた計画策定と、リハビリ専門職やかかりつけ医・看護師・薬剤師・ケアマネージャ
ーなどで構成する10名程度のチームを、府内で５チーム作り、そこで在宅リハビリを支援していくという在宅療養支援
パワーアップ事業を、今議会にお願いしている。
　府立医大との連携については、専門医療から在宅までの全てに対応できる医師の養成として、「府リハビリ教育セン
ター」を開設し「府立医大リハビリ医学教室」とも連携して、かかりつけ医から専門医までリハビリを担う医師を平成
28年度までに43名養成、平成34年度までに更に260名養成するなど、リハビリ医の確保・育成を行っていきたいと考えて
おり、これで切れ目ないリハビリ体制を作っていきたい。更に府立医大では、高度医療を活かした「ロボットリハビリ
センター」において、企業と連携の上、先端的なリハビリ機器の製品化に向けた支援や府内医療機関との共同研究など
を行っており、これからのリハビリは、単なる苦しいものだけではなく、ゲーム的な要素も入れたり、楽なかたちで機
能回復ができるような時代へと入っていけるよう取り組みも進めていきたい。

答弁

　カラオケは１曲歌うと100
Ｍ走るくらいのカロリーを
消費できるそうです。また
口を大きく開けて歌うこと
で、小顔効果やシワ予防に
もなるということです。

11月23日 京都愛演会チャリティー歌謡ショー歌謡大会
　久御山では老若男女が集
い、しめ縄作りや餅つきが
行われました。

11月29日 地域のお正月準備

　本年も新しい年
を宇治神社本殿で
迎えさせていただ
きました。

12月31日  大晦日 宇治神社

久御山マラソンの豚汁つくりのお手伝いをさせていただきました。
これで４年目です。今年の参加者で、最遠方からお越しの方は沖
縄から、最高齢の方はなんと95歳！年々ご参加の方が広がってお
り、関わらせていただいている者の一人としてとても嬉しいです。

1月29日 第27回くみやまマラソン
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　現在、我が国の精神科病床数は世界一であり、入院日数も先進国の平均30日に対
し290日となっており、１年以上の長期入院患者は20万人と言われている。精神障害
者支援に関し、次の諸点について、所見を伺いたい。

1　必要な支援を受ける体制が整えば、地域で生活できる社会的入院という状況の
方が多くいらっしゃる。入院から地域で生活するためには、本人の希望を尊重し同
時に、普及啓発を進め精神疾患などに対する正しい知識と理解や、関係者の機運醸
成を図る必要があり、地域包括ケアシステムのようなものによって地域で安心して
住める支援が必要と考えるが、長期入院の抑制と地域移行について平成29年度はどのように取り組まれるか。

2　障害者雇用率は2.02％で法定雇用率2.0％をわずかに上回っているが、障害の種別による雇用格差は縮まっていない。
平成30年４月からは精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることになるが、精神障害に対する理解が十分に深まって
いない中では、障害者と企業の間に入った支援や、企業従業員の理解を深める取り組みも必要と考える。これまでなか
なか進まなかった精神障害者雇用の原因とその課題解決、今後の精神障害者の雇用促進についてどのように取り組むか。

質疑 精神障害者支援について
　パリの文化や食の中心人物による宇治茶愛好会の設立など、他の国内産地に先駆けて世界トップブランドとしての宇
治茶の地位確立を目指し、国内外での宇治茶の知名度・ブランド力は高まってきた。海の京都、森の京都に続き、いよ
いよ来年度はお茶の京都のターゲットイヤーを迎えるが、お茶の京都事業に関し、次の諸点について伺いたい。

1　50以上の様々なイベントを企画していると聞いており、賑わいのある一年になると期待するとともに、この成功は、
宇治茶のユネスコ世界文化遺産登録にむけた大きな一歩と考える。誘客100万人を目指して取り組むとのことだが、達成
には観光客ニーズを的確に把握した上で、イベントを企画・運営する必要があると考える。ニーズをどう把握し、それ
をお茶の京都博でどのように反映されるのか。また、地元市町村の取り組み内容も、ニーズを踏まえたものとなってい
るのか。地域が一丸となって取り組むことが成功の鍵になると考えるが、来年度にかける思いはいかがか。

2　お茶の京都博は、南部地域の持続可能な地域振興を目指すことを目的としており、地域の資源を点ではなく線で結
び面としてとらえると同時に、翌年以降に繋がっていく仕掛けづくりや、長期的な視点に基づいた計画が必要。その仕
掛けの一つがお茶の京都DMOだが、お茶の京都博の中でどのように関わっていくのか。またDMOによる「観光まちづく
り」を進めるためには、そのメリットや効果を波及させることが必要であり、また逆に、地域で活躍している団体に、
お茶の京都博の中でどう関わってもらうのかによって、今後のDMOの取り組みのスピード感や広がりも変わってくると
考える。地域の団体の方々との連携はどのように進められるのか。

質疑 お茶の京都事業について

1　精神障害者の長期入院の抑制と地域移行について
　「社会的入院」は国の調査では、退院困難な理由として、「居住・支援がないため」と回答した割合が3割以上あると
いう調査がでている。そのうち半数が65歳以上という結果となっており、精神症状だけではなく、年齢や身体機能も加
味した退院後の住まいの確保や、生活支援がないとなかなかこの社会的入院の解消につながらないと考えている。
　こういった状況を踏まえ、京都府では京都府障害者基本計画において地域生活への移行に係る目標数値を揚げ、精神
科医、精神保健福祉士、作業療法士等で構成するチームが、入院中の生活訓練から退院後の訪問診療までを行う「アウ
トリーチ推進事業」を実施、更に、ケースワーカーが、退院に向けた日中活動の体験や居住確保に向けた支援などを行
う「地域移行支援事業」を実施している。居住の面では、グループホームの計画的な整備を進めている。また「障害者
週間」や「国際障害者デー」等の理解促進・啓発活動と併せて実施している。
　府内の精神科病床の約半数にあたる約3000人が長期入院をしている現状があり、その中で退院できない方は国のアン
ケート調査から推計すれば、900人くらいいらっしゃるのではないかと見ている。そのために平成29年度においても、グ
ループホームを新たに5施設整備するが、障害福祉計画で見込んでいる必要なサービス量を引き続き確保するとともに、
地域での生活支援をコーディネートする相談支援専門員の研修を行う。また、介護保険を希望される方はケアマネージ
ャーや地域包括支援センターと連携したサービスの提供を実施し、精神障害者の方々の希望に応じて、社会に復帰でき
る取り組みを強化していきたい。

2　精神障害者の雇用促進について
平成28年の障害者の雇用数の割合を見ると、身体が70.5％、知的が22.7％、精神は6.8％になっていいるが、手帳交付者
の数は、精神保健福祉手帳の交付者１に対して、身体は７、知的は1.2くらいの割合になっているので、ここから見ても、

2　認知症リハビリテーションについて
　認知症の方が少しでも進行を遅らせて住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、本人の症状や家族の状況に応じ
た医療・介護・福祉サービスの仕組みをつくっていくことが重要。
　例えば軽度認知障害や初期からの軽度の認知症の方、ちょっと物忘れがでてきたなとか、うっかりしてあれっという
ことが出てくるような方、こうした方も認知症カフェで集い、病気の理解も深めて情報を交換することで少しでも発症
や進行を防ぐことが可能である。
　一部のアルツハイマー病などでは薬で進行を遅らせるのが一定期間できるようだが、薬で治るということは難しいの
で、軽度から中度は通所介護や訪問介護を利用して在宅生活を続け、それが難しくなったら特別養護老人ホームなどで
のケアを受けていき、この段階でも音楽療法やセラピーの実施によって症状も一定緩和できる場合もある。こうした一
連のものをつくっていくために、身近なところでは認知症カフェの開設について市町村補助を行い、平成28年10月末現
在で24市町村・128箇所の認知症カフェが、開設されている。また、通所・訪問介護において適切なケアが受けられるよ
うに各事業所の介護職員の研修を実施し、昨年度も700名を超える人材を養成してきた。
　認知症の方は、施設入所などの急激な環境変化により、心理的に不安定になったり混乱が起き、それによって症状が
進行する場合があるといわれており、認知症カフェの段階から重度までを１つの拠点でワンストップでできるような施
設が理想であり、そうした全国のモデルになるような認知症の総合センターを京都に作っていきたいということで、そ
のセンターの整備を今進めている。将来的にはこうした施設が各箇所にできあがることによって、本当に認知症の方々
が安心して過ごせる地域づくりを行いたいと考えている。

精神障害者の皆さんの雇用の数は少ないと言わざるを得ない。
　このため京都府では、ジョブパークにおいて今まで取り組みを続けてきたが、平成27年には、障害者の雇用促進と就
業安定を図るため、市内２箇所目となる障害者就業・生活支援センター「はあとふるアイリス」をジョブパークに設置
した。そして、専任のカウンセラーによる就職支援、企業に対しましては京都障害者雇用企業サポートセンターにおい
て、企業の会社訪問、セミナーや啓発アドバイザーの派遣などの支援を行っている。この結果、京都ジョブパークを利
用した精神障害者の就職数は、５年前には年間約60人だったが、今年度は１月末で既に100人を超えるなど、一定の成果
は上げている。
　しかし、実際、精神障害の方の雇用については、障害者特性ならではの課題があり、企業としてはそうした特性がよ
くわからない、どのように接したらよいのかわからない、提供できる仕事をどういう形で提供したらよいのかわからな
いといったような不安や心配から雇用に踏み切れない状況もある。
　精神障害者の求職者数は５年間で倍増しており、これから算定基礎に加わることも見据え、求職者・企業双方へのさ
らなる取り組みが必要であるので、来年度から新たに、「はあとふるコーナー」に精神保健福祉士などの資格を有する
専門相談アドバイザーを配置し、相談体制を強化するとともに、障害者を常時雇用する上で必要なハード整備、そして
臨床心理士やカウンセラーなどの専門家派遣などを対象とした補助金の新設を行う。さらに、障害特性への理解を深め
る社内研修の支援を実施するなど、今会議に関連予算をお願いしているところで、こうした事業を通じ、「共生社会実
現」の予算として、障害者の活躍の場を広げ精神障害者の雇用拡大につなげていきたい。

答弁

1　お茶の京都事業にかける思いについて
　山城地域は長い歴史の中でお茶の歴史や文化を育んできた「日本茶のふるさと」であり、「お茶の京都博」をきっか
けに宇治茶や茶畑景観などの価値をもう一度認識し、その文化や魅力を全国・世界に発信していく年にしたいと考えている。
この地域はビッグデータを活用した調査によると、「周遊がなくて滞在時間が短い」、「宿泊施設が少なく観光消費額
が低い」という極めて問題のある課題が出ている。それによると、日帰りが78％、宿泊は22％ですが、うちエリア内の
宿泊は５％で、しかも宿泊先は知人宅が多い。これでは消費が伸びるはずがない。このため「お茶の京都博」では、お
いしい宇治茶や地域の歴史・文化を体験できる場を作り、山城地域の拠点を周遊して、その中で景観やお茶の魅力に出
会える機会の創出により、今は平均3時間しかない滞在時間を1日単位に伸ばしていきたい。
　そのために、30万人の人が集まる場所でのオープニングイベントをお花見に合わせてやりたいと思っており、お茶と
普茶料理・文化などのおもてなしを展開する「京都×東京ティーパーティー」で東京でもしっかりアピールをし、さら
に宇治茶のおいしさを体験いただく「一万人の大茶会」や「プレミアム大茶会」、「一坪茶室」など、非常にユニーク
な取り組みを展開していきたいと考えている。
　同時に「日本遺産サミット」や「映画祭」、また地域をつないだ「茶畑ハウス」や「茶畑アート」など市町村の特徴
を生かした形で、できる限り周遊ができるような、地域が一体となれるような取り組みを行うことによって、観光面に
止まらず、海外にもお茶の文化の素晴らしさを発信していけるようなものにしていきたい。
　観光消費額の拡大に向けては、府・市町村が共同して宿泊施設の誘致に踏み出すことにしており、本議会にこうした
宿泊施設立地を促進する補助制度の予算を上程している。今後とも「お茶の京都博」を通じて山城地域の活性化をしっ
かりと行っていきたい。

答弁

2 3



　現在、我が国の精神科病床数は世界一であり、入院日数も先進国の平均30日に対
し290日となっており、１年以上の長期入院患者は20万人と言われている。精神障害
者支援に関し、次の諸点について、所見を伺いたい。

1　必要な支援を受ける体制が整えば、地域で生活できる社会的入院という状況の
方が多くいらっしゃる。入院から地域で生活するためには、本人の希望を尊重し同
時に、普及啓発を進め精神疾患などに対する正しい知識と理解や、関係者の機運醸
成を図る必要があり、地域包括ケアシステムのようなものによって地域で安心して
住める支援が必要と考えるが、長期入院の抑制と地域移行について平成29年度はどのように取り組まれるか。

2　障害者雇用率は2.02％で法定雇用率2.0％をわずかに上回っているが、障害の種別による雇用格差は縮まっていない。
平成30年４月からは精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることになるが、精神障害に対する理解が十分に深まって
いない中では、障害者と企業の間に入った支援や、企業従業員の理解を深める取り組みも必要と考える。これまでなか
なか進まなかった精神障害者雇用の原因とその課題解決、今後の精神障害者の雇用促進についてどのように取り組むか。

質疑 精神障害者支援について
　パリの文化や食の中心人物による宇治茶愛好会の設立など、他の国内産地に先駆けて世界トップブランドとしての宇
治茶の地位確立を目指し、国内外での宇治茶の知名度・ブランド力は高まってきた。海の京都、森の京都に続き、いよ
いよ来年度はお茶の京都のターゲットイヤーを迎えるが、お茶の京都事業に関し、次の諸点について伺いたい。

1　50以上の様々なイベントを企画していると聞いており、賑わいのある一年になると期待するとともに、この成功は、
宇治茶のユネスコ世界文化遺産登録にむけた大きな一歩と考える。誘客100万人を目指して取り組むとのことだが、達成
には観光客ニーズを的確に把握した上で、イベントを企画・運営する必要があると考える。ニーズをどう把握し、それ
をお茶の京都博でどのように反映されるのか。また、地元市町村の取り組み内容も、ニーズを踏まえたものとなってい
るのか。地域が一丸となって取り組むことが成功の鍵になると考えるが、来年度にかける思いはいかがか。

2　お茶の京都博は、南部地域の持続可能な地域振興を目指すことを目的としており、地域の資源を点ではなく線で結
び面としてとらえると同時に、翌年以降に繋がっていく仕掛けづくりや、長期的な視点に基づいた計画が必要。その仕
掛けの一つがお茶の京都DMOだが、お茶の京都博の中でどのように関わっていくのか。またDMOによる「観光まちづく
り」を進めるためには、そのメリットや効果を波及させることが必要であり、また逆に、地域で活躍している団体に、
お茶の京都博の中でどう関わってもらうのかによって、今後のDMOの取り組みのスピード感や広がりも変わってくると
考える。地域の団体の方々との連携はどのように進められるのか。

質疑 お茶の京都事業について

1　精神障害者の長期入院の抑制と地域移行について
　「社会的入院」は国の調査では、退院困難な理由として、「居住・支援がないため」と回答した割合が3割以上あると
いう調査がでている。そのうち半数が65歳以上という結果となっており、精神症状だけではなく、年齢や身体機能も加
味した退院後の住まいの確保や、生活支援がないとなかなかこの社会的入院の解消につながらないと考えている。
　こういった状況を踏まえ、京都府では京都府障害者基本計画において地域生活への移行に係る目標数値を揚げ、精神
科医、精神保健福祉士、作業療法士等で構成するチームが、入院中の生活訓練から退院後の訪問診療までを行う「アウ
トリーチ推進事業」を実施、更に、ケースワーカーが、退院に向けた日中活動の体験や居住確保に向けた支援などを行
う「地域移行支援事業」を実施している。居住の面では、グループホームの計画的な整備を進めている。また「障害者
週間」や「国際障害者デー」等の理解促進・啓発活動と併せて実施している。
　府内の精神科病床の約半数にあたる約3000人が長期入院をしている現状があり、その中で退院できない方は国のアン
ケート調査から推計すれば、900人くらいいらっしゃるのではないかと見ている。そのために平成29年度においても、グ
ループホームを新たに5施設整備するが、障害福祉計画で見込んでいる必要なサービス量を引き続き確保するとともに、
地域での生活支援をコーディネートする相談支援専門員の研修を行う。また、介護保険を希望される方はケアマネージ
ャーや地域包括支援センターと連携したサービスの提供を実施し、精神障害者の方々の希望に応じて、社会に復帰でき
る取り組みを強化していきたい。

2　精神障害者の雇用促進について
平成28年の障害者の雇用数の割合を見ると、身体が70.5％、知的が22.7％、精神は6.8％になっていいるが、手帳交付者
の数は、精神保健福祉手帳の交付者１に対して、身体は７、知的は1.2くらいの割合になっているので、ここから見ても、

2　認知症リハビリテーションについて
　認知症の方が少しでも進行を遅らせて住み慣れた地域で暮らし続けていくためには、本人の症状や家族の状況に応じ
た医療・介護・福祉サービスの仕組みをつくっていくことが重要。
　例えば軽度認知障害や初期からの軽度の認知症の方、ちょっと物忘れがでてきたなとか、うっかりしてあれっという
ことが出てくるような方、こうした方も認知症カフェで集い、病気の理解も深めて情報を交換することで少しでも発症
や進行を防ぐことが可能である。
　一部のアルツハイマー病などでは薬で進行を遅らせるのが一定期間できるようだが、薬で治るということは難しいの
で、軽度から中度は通所介護や訪問介護を利用して在宅生活を続け、それが難しくなったら特別養護老人ホームなどで
のケアを受けていき、この段階でも音楽療法やセラピーの実施によって症状も一定緩和できる場合もある。こうした一
連のものをつくっていくために、身近なところでは認知症カフェの開設について市町村補助を行い、平成28年10月末現
在で24市町村・128箇所の認知症カフェが、開設されている。また、通所・訪問介護において適切なケアが受けられるよ
うに各事業所の介護職員の研修を実施し、昨年度も700名を超える人材を養成してきた。
　認知症の方は、施設入所などの急激な環境変化により、心理的に不安定になったり混乱が起き、それによって症状が
進行する場合があるといわれており、認知症カフェの段階から重度までを１つの拠点でワンストップでできるような施
設が理想であり、そうした全国のモデルになるような認知症の総合センターを京都に作っていきたいということで、そ
のセンターの整備を今進めている。将来的にはこうした施設が各箇所にできあがることによって、本当に認知症の方々
が安心して過ごせる地域づくりを行いたいと考えている。

精神障害者の皆さんの雇用の数は少ないと言わざるを得ない。
　このため京都府では、ジョブパークにおいて今まで取り組みを続けてきたが、平成27年には、障害者の雇用促進と就
業安定を図るため、市内２箇所目となる障害者就業・生活支援センター「はあとふるアイリス」をジョブパークに設置
した。そして、専任のカウンセラーによる就職支援、企業に対しましては京都障害者雇用企業サポートセンターにおい
て、企業の会社訪問、セミナーや啓発アドバイザーの派遣などの支援を行っている。この結果、京都ジョブパークを利
用した精神障害者の就職数は、５年前には年間約60人だったが、今年度は１月末で既に100人を超えるなど、一定の成果
は上げている。
　しかし、実際、精神障害の方の雇用については、障害者特性ならではの課題があり、企業としてはそうした特性がよ
くわからない、どのように接したらよいのかわからない、提供できる仕事をどういう形で提供したらよいのかわからな
いといったような不安や心配から雇用に踏み切れない状況もある。
　精神障害者の求職者数は５年間で倍増しており、これから算定基礎に加わることも見据え、求職者・企業双方へのさ
らなる取り組みが必要であるので、来年度から新たに、「はあとふるコーナー」に精神保健福祉士などの資格を有する
専門相談アドバイザーを配置し、相談体制を強化するとともに、障害者を常時雇用する上で必要なハード整備、そして
臨床心理士やカウンセラーなどの専門家派遣などを対象とした補助金の新設を行う。さらに、障害特性への理解を深め
る社内研修の支援を実施するなど、今会議に関連予算をお願いしているところで、こうした事業を通じ、「共生社会実
現」の予算として、障害者の活躍の場を広げ精神障害者の雇用拡大につなげていきたい。

答弁

1　お茶の京都事業にかける思いについて
　山城地域は長い歴史の中でお茶の歴史や文化を育んできた「日本茶のふるさと」であり、「お茶の京都博」をきっか
けに宇治茶や茶畑景観などの価値をもう一度認識し、その文化や魅力を全国・世界に発信していく年にしたいと考えている。
この地域はビッグデータを活用した調査によると、「周遊がなくて滞在時間が短い」、「宿泊施設が少なく観光消費額
が低い」という極めて問題のある課題が出ている。それによると、日帰りが78％、宿泊は22％ですが、うちエリア内の
宿泊は５％で、しかも宿泊先は知人宅が多い。これでは消費が伸びるはずがない。このため「お茶の京都博」では、お
いしい宇治茶や地域の歴史・文化を体験できる場を作り、山城地域の拠点を周遊して、その中で景観やお茶の魅力に出
会える機会の創出により、今は平均3時間しかない滞在時間を1日単位に伸ばしていきたい。
　そのために、30万人の人が集まる場所でのオープニングイベントをお花見に合わせてやりたいと思っており、お茶と
普茶料理・文化などのおもてなしを展開する「京都×東京ティーパーティー」で東京でもしっかりアピールをし、さら
に宇治茶のおいしさを体験いただく「一万人の大茶会」や「プレミアム大茶会」、「一坪茶室」など、非常にユニーク
な取り組みを展開していきたいと考えている。
　同時に「日本遺産サミット」や「映画祭」、また地域をつないだ「茶畑ハウス」や「茶畑アート」など市町村の特徴
を生かした形で、できる限り周遊ができるような、地域が一体となれるような取り組みを行うことによって、観光面に
止まらず、海外にもお茶の文化の素晴らしさを発信していけるようなものにしていきたい。
　観光消費額の拡大に向けては、府・市町村が共同して宿泊施設の誘致に踏み出すことにしており、本議会にこうした
宿泊施設立地を促進する補助制度の予算を上程している。今後とも「お茶の京都博」を通じて山城地域の活性化をしっ
かりと行っていきたい。
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2　お茶の京都ＤＭＯについて
　この「お茶の京都」を一過性のものにするのではなく、これを中心として地域を総合的にマネジメントしていくよう
な組織がいるということで、「お茶の京都DMO」を４月に本格稼働することを目指して、今活動を続けている。ここで
は旅行商品などの造成・販売や地域情報の発信などとともに、地域資源の掘りお越し・ネットワーク化、そして宇治茶
ブランド化など、幅広いプロデューサー機能を担うことによりこれからの山城地域が一体となって地域づくりの原動力
にしたいと思っている。
　すぐにできるかという問題はあるが、そういう意識で取り組んでいくことが必要で、そのためにはこの「お茶の京都
博」の取り組みを通じて、地域が一体感を持てるようにしていきたい。このため「お茶の京都博実行委員会」に幅広い
団体や個人の参加を募りますとともに地域イベントを作り上げていただくことにより「お茶の京都」を中心としたコン
セプトを各地域に浸透させることで「お茶の京都DMO」へと繋げていけたらと考えている。

＊DMO (Destination Management Organization) : 観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光
　資源に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う法人。

1　昨年９月、京都府立山城総合運動公園内での通年型アイススケート場の整備に協力を求める要望書が提出され、京
都府におけるスポーツ施設のあり方懇話会での議論を経て、土地提供が決定し、調印式が行われた。平成29年度に着手、
平成30年度開業と聞くが、本府としてこのアイススケート場を活用した冬季競技の振興、更にこの施設を核とした地域
振興や波及効果についてどのようにお考えか。

2　スポーツヒル構想も佳境に差し掛かってきたのではないかと考えるが、新たなるステージに向けた取り組みについ
てはどうか。

3　今回の土地提供は、公平性や財政リスク軽減の観点から当面は無償とするものの、施設の利益に応じて使用料を求
める考えと聞きくが、他のスポーツ種目においても施設整備を強く望んでいる団体もあると考える。その中で今回と同
じく未利用地の使用について要望があった時に、本府としてどのような対応をされるのか整理をしておく必要があるが、
このことも踏まえ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを視野に入れた今後のスポーツ施設の整備、またスポ
ーツ関連施設についてどのようにお考えか。

質疑 スポーツ施設の整備について

　リハビリテーション施設は私が特に視察をしたかったもので、大変勉強になり、貴重な視
察となりました。兵庫県立リハビリテーションセンターは公立のリハ
ビリテーション施設です。リハビリは診療報酬が低く民間では経営が
難しいというお話をお聞きしました。しかし地域包括ケアシステムの
推進、言葉を変えて、いつまでも健康で自分らしい生活を送るために、
リハビリテーションはとても重要だと私は思っています。　民ででき
ないなら公で行うか、制度を変えて民間でも経営が成り立つようにす
るか、どちらがよいのか、私にはまだわかりませんが、いずれにせよ、
一人でも多くの方の健康で自由に生きる希望や夢に繋がるリハビリテ
ーションの充実を目指したいです。

平成28年 11月8・9日 府民生活・厚生常任委員会　管外視察

　今回のアイススケート場の整備については、府内に通年でスケートを楽しむ施設がなく、しかも府内には日本一の選
手、そして次の日本を背負う選手が続々と出ているにも関わらず、残念ながら練習場所を求めて他府県に流出してしま
っているという厳しい現状がある。これまでは、スケート場のノウハウや広域的な集客、資金的な問題があって、整備
には取り組んでこなかった。
　しかし、今回、京都府スケート連盟、京都府アイスホッケー連盟から、スケートリンクの建設や運営に実績のある民
間会社と共同して設置したいという申し出があり、京都府には土地の提供が求められた。
　このアイススケート場が完成すれば、フイギュアだけではなく、アイスホッケーやショートトラックからカーリング
の使用も可能になり、府民の皆様の冬季スポーツのニーズにこたえられ、通年型アイススケート場が実現することによ
り、競技者の裾野の拡大を図るとともに、長期的視点に立った選手育成も可能となる。さらに山城総合運動公園は大阪
や奈良などからもアクセスがよいので、京都府民だけではなく、近隣府県からも利用が見込まれ、地域全体の活性化に
も波及効果が生まれることから、今回取り組みを進めることにした。
　これまで、山城総合運動公園においては、「京都スポーツヒル構想」に基づいて、都市部に近い立地を活かして、競
技スポーツだけではなく、府民が手軽にスポーツを楽しめる拠点として、弓道や陸上競技場のスタンド屋根と夜間照明、
テニスコートの屋根の設置などを順次整備してきた。今後クラブハウスの新設やグランドの人工芝生化など、「構想」
に盛り込まれている施設整備を計画的に進めていく中で、今後の整備方向性を考えていきたいが、都市に近接してアク
セスがいいという観点から整備しているところと、京丹波のようにアクセスが鉄道１本で、宿泊等の施設が必要な丹波
自然公園とはちょっと違うということもあるので、そうした特性を見極めながら、今後の整備の方向性を考えていきた
い。今はとにかく、当初の予算に盛り込まれた京都スタジアムと、この通年型アイススケート場の整備を着実に進めて
いくことが第一。
　今回のアイススケートのように、行政とスポーツ団体と民間が協力する中で、いわば三方良しと言ってもいいような
状況が生まれる可能性が広がったと思っている。その点は初めての経験で、民間会社が建設の資本を出して、建てた後
にそれを今度は公益的な団体に譲渡して、運営をしていく、そして基盤を行政が作り上げるというモデルケースになる
ので、こういうモデルケースがでてくるのであれば、前向きに考えていけるのではないかと思っており、その点におい
てもまずはこのケースを成功させたい。

答弁

　１日目　住民参加型住宅「NAGAYA　TOWER」の視察では、高齢者、障害者、一
般家庭、学生など様々な世帯の方が、長屋のように助け合って生活することを目指した
取り組みについて視察しました。まさに共生社会を形にしたものだと思います。

鹿児島県議会では、庁内の情報の一元化
や総括危機管理監・危機管理局の設置に
よって確立された、全庁的危機管理体制
について調査しました。

　２日目　宮崎県議会では「未来みやざ
き子育て県民運動の取り組みについて」、
大分県議会では「熊本・大分地震の検証
について」調査致しました。子育て支援
や婚活支援は府議会でもよく取り上げられます。結婚して子供を持ち家庭

を築きあげていく。そんな「当たり前」の日常を過ごされている方には、ぜひその「当たり前」が幸せなのだというこ
とを思い出していただきたいと思います。結婚生活や子育ての苦労を知らないから言えるのかもしれませんが、当たり
前の生活の中の幸せに気付く方が多ければ、未婚化・晩婚化・少子化も少しは改善されるのではないでしょうか。ご夫
婦が、ご家族皆さんが、心を寄り添い合いながら生活し、その中に小さな幸せを感じ取ることができる、そんな世の中、
そんな教育が大切だと思います。

　３日目　福岡県朝倉市にある「美奈宜の杜」（みなぎのもり）を視察しました。
ここでは20年前からCCRCの取り組みをされています。天然温泉ありの田舎暮らし
とスローライフ、都会人でも無理なく程よい田舎暮らしが楽しめる街として紹介さ
れております。コミュニティ協議会・社会福祉協議会そして区の会長さん達からお
話をいただきましたが、皆さん活き活きとしていらっしゃいました。「田舎暮らし

には憧れるが、田舎に移り住んでもよそ者は
なかなか馴染みにくい。でもここはみんなよそ者だから歓迎してもらえる。」とい
うお話が印象的でした。

【CCRC】東京圏をはじめとする高齢者が、自らの希望に応じて 地方に移り住み、
地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療 介護が必要な時
には継続的なケアを受けることができるような地域づくりを目指すものである。
（日本版CCRC構想有識者会議より）

平成29年 1月24日～26日 府民生活・厚生常任委員会　管外視察

視　　察
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な組織がいるということで、「お茶の京都DMO」を４月に本格稼働することを目指して、今活動を続けている。ここで
は旅行商品などの造成・販売や地域情報の発信などとともに、地域資源の掘りお越し・ネットワーク化、そして宇治茶
ブランド化など、幅広いプロデューサー機能を担うことによりこれからの山城地域が一体となって地域づくりの原動力
にしたいと思っている。
　すぐにできるかという問題はあるが、そういう意識で取り組んでいくことが必要で、そのためにはこの「お茶の京都
博」の取り組みを通じて、地域が一体感を持てるようにしていきたい。このため「お茶の京都博実行委員会」に幅広い
団体や個人の参加を募りますとともに地域イベントを作り上げていただくことにより「お茶の京都」を中心としたコン
セプトを各地域に浸透させることで「お茶の京都DMO」へと繋げていけたらと考えている。

＊DMO (Destination Management Organization) : 観光物件、自然、食、芸術・芸能、風習、風俗など当該地域にある観光
　資源に精通し、地域と協同して観光地域作りを行う法人。

1　昨年９月、京都府立山城総合運動公園内での通年型アイススケート場の整備に協力を求める要望書が提出され、京
都府におけるスポーツ施設のあり方懇話会での議論を経て、土地提供が決定し、調印式が行われた。平成29年度に着手、
平成30年度開業と聞くが、本府としてこのアイススケート場を活用した冬季競技の振興、更にこの施設を核とした地域
振興や波及効果についてどのようにお考えか。

2　スポーツヒル構想も佳境に差し掛かってきたのではないかと考えるが、新たなるステージに向けた取り組みについ
てはどうか。

3　今回の土地提供は、公平性や財政リスク軽減の観点から当面は無償とするものの、施設の利益に応じて使用料を求
める考えと聞きくが、他のスポーツ種目においても施設整備を強く望んでいる団体もあると考える。その中で今回と同
じく未利用地の使用について要望があった時に、本府としてどのような対応をされるのか整理をしておく必要があるが、
このことも踏まえ、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを視野に入れた今後のスポーツ施設の整備、またスポ
ーツ関連施設についてどのようにお考えか。

質疑 スポーツ施設の整備について

　リハビリテーション施設は私が特に視察をしたかったもので、大変勉強になり、貴重な視
察となりました。兵庫県立リハビリテーションセンターは公立のリハ
ビリテーション施設です。リハビリは診療報酬が低く民間では経営が
難しいというお話をお聞きしました。しかし地域包括ケアシステムの
推進、言葉を変えて、いつまでも健康で自分らしい生活を送るために、
リハビリテーションはとても重要だと私は思っています。　民ででき
ないなら公で行うか、制度を変えて民間でも経営が成り立つようにす
るか、どちらがよいのか、私にはまだわかりませんが、いずれにせよ、
一人でも多くの方の健康で自由に生きる希望や夢に繋がるリハビリテ
ーションの充実を目指したいです。

平成28年 11月8・9日 府民生活・厚生常任委員会　管外視察

　今回のアイススケート場の整備については、府内に通年でスケートを楽しむ施設がなく、しかも府内には日本一の選
手、そして次の日本を背負う選手が続々と出ているにも関わらず、残念ながら練習場所を求めて他府県に流出してしま
っているという厳しい現状がある。これまでは、スケート場のノウハウや広域的な集客、資金的な問題があって、整備
には取り組んでこなかった。
　しかし、今回、京都府スケート連盟、京都府アイスホッケー連盟から、スケートリンクの建設や運営に実績のある民
間会社と共同して設置したいという申し出があり、京都府には土地の提供が求められた。
　このアイススケート場が完成すれば、フイギュアだけではなく、アイスホッケーやショートトラックからカーリング
の使用も可能になり、府民の皆様の冬季スポーツのニーズにこたえられ、通年型アイススケート場が実現することによ
り、競技者の裾野の拡大を図るとともに、長期的視点に立った選手育成も可能となる。さらに山城総合運動公園は大阪
や奈良などからもアクセスがよいので、京都府民だけではなく、近隣府県からも利用が見込まれ、地域全体の活性化に
も波及効果が生まれることから、今回取り組みを進めることにした。
　これまで、山城総合運動公園においては、「京都スポーツヒル構想」に基づいて、都市部に近い立地を活かして、競
技スポーツだけではなく、府民が手軽にスポーツを楽しめる拠点として、弓道や陸上競技場のスタンド屋根と夜間照明、
テニスコートの屋根の設置などを順次整備してきた。今後クラブハウスの新設やグランドの人工芝生化など、「構想」
に盛り込まれている施設整備を計画的に進めていく中で、今後の整備方向性を考えていきたいが、都市に近接してアク
セスがいいという観点から整備しているところと、京丹波のようにアクセスが鉄道１本で、宿泊等の施設が必要な丹波
自然公園とはちょっと違うということもあるので、そうした特性を見極めながら、今後の整備の方向性を考えていきた
い。今はとにかく、当初の予算に盛り込まれた京都スタジアムと、この通年型アイススケート場の整備を着実に進めて
いくことが第一。
　今回のアイススケートのように、行政とスポーツ団体と民間が協力する中で、いわば三方良しと言ってもいいような
状況が生まれる可能性が広がったと思っている。その点は初めての経験で、民間会社が建設の資本を出して、建てた後
にそれを今度は公益的な団体に譲渡して、運営をしていく、そして基盤を行政が作り上げるというモデルケースになる
ので、こういうモデルケースがでてくるのであれば、前向きに考えていけるのではないかと思っており、その点におい
てもまずはこのケースを成功させたい。

答弁

　１日目　住民参加型住宅「NAGAYA　TOWER」の視察では、高齢者、障害者、一
般家庭、学生など様々な世帯の方が、長屋のように助け合って生活することを目指した
取り組みについて視察しました。まさに共生社会を形にしたものだと思います。

鹿児島県議会では、庁内の情報の一元化
や総括危機管理監・危機管理局の設置に
よって確立された、全庁的危機管理体制
について調査しました。

　２日目　宮崎県議会では「未来みやざ
き子育て県民運動の取り組みについて」、
大分県議会では「熊本・大分地震の検証
について」調査致しました。子育て支援
や婚活支援は府議会でもよく取り上げられます。結婚して子供を持ち家庭

を築きあげていく。そんな「当たり前」の日常を過ごされている方には、ぜひその「当たり前」が幸せなのだというこ
とを思い出していただきたいと思います。結婚生活や子育ての苦労を知らないから言えるのかもしれませんが、当たり
前の生活の中の幸せに気付く方が多ければ、未婚化・晩婚化・少子化も少しは改善されるのではないでしょうか。ご夫
婦が、ご家族皆さんが、心を寄り添い合いながら生活し、その中に小さな幸せを感じ取ることができる、そんな世の中、
そんな教育が大切だと思います。

　３日目　福岡県朝倉市にある「美奈宜の杜」（みなぎのもり）を視察しました。
ここでは20年前からCCRCの取り組みをされています。天然温泉ありの田舎暮らし
とスローライフ、都会人でも無理なく程よい田舎暮らしが楽しめる街として紹介さ
れております。コミュニティ協議会・社会福祉協議会そして区の会長さん達からお
話をいただきましたが、皆さん活き活きとしていらっしゃいました。「田舎暮らし

には憧れるが、田舎に移り住んでもよそ者は
なかなか馴染みにくい。でもここはみんなよそ者だから歓迎してもらえる。」とい
うお話が印象的でした。

【CCRC】東京圏をはじめとする高齢者が、自らの希望に応じて 地方に移り住み、
地域社会において健康でアクティブな生活を送るとともに、医療 介護が必要な時
には継続的なケアを受けることができるような地域づくりを目指すものである。
（日本版CCRC構想有識者会議より）

平成29年 1月24日～26日 府民生活・厚生常任委員会　管外視察

視　　察

4 5



京都府の行事

地域の行事等

　イオンモール久御山で年末交通事故防止府民運動イベントが行われ、京都翔英高校の皆さんにも演奏や演武で盛り上
げていただきました。昨年は、交通事故件数昨年比15%減、死亡者数28%減だそうです。被害者にも加害者にもならない
ために、ハンドルを持つときはシートベルトを締めて心も引き締めて走りましょう。

平成28年 12月22日 年末交通事故防止府民運動

　京都競馬場・京都府立伏見港公園総合体育館・京都第一
赤十字病院・京都大学医学部付属病院・京都府庁・総理大
臣官邸の６会場におきまして国民保護法に基づき、国・地
方公共団体・その他関係機関及び地域住民が一体となった
共同の実働訓練が約40機関、約1000名の方々により実施さ
れました。見学させていただいたのはテロ対処（京都競馬
場）、避難所運営（伏見港公園）、医療救護（第一赤十字
病院）です。このような訓練の積み重ねが、いつどこで何
が発生するか分からない中で、万が一の有事の際に活かさ
れます。

平成29年 2月2日 京都府国民保護共同実働訓練

10月29日 あけぼのフェスティバル 12月3日 やましろ未来っ子駅伝 11月22日 京都府少子化府民会議

11月23日 やましろの
タカラフェスティバル 12月23日 京都学・歴彩館オープニング

11月24日 京都府茶業会館改修記念式

11月19日 東宇治地区  文化祭ふれあい祭 11月23日 子育て広場　開会式

　窯業絵付けの実演をされ、素晴らし技術を拝見しました。

11月23日 宇治市技能功労者表彰
　地元のおいしいお茶やお野菜など農産物の販売や、親子
で楽しむ木工教室がありました。

11月23日 農林祭

　３～５歳児による素晴ら
しい発表会を参観する機会
がありました。園児たちの
一生懸命の姿には、微笑ま
しく心打たれます。

12月3日 保育園児生活発表会
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　平成29年度の予算審議を行う２月定例会が３月22日閉会しました。この予算は、「共生社会の

実現」が大きな柱となって編成されています。モノがあふれ、飽和状態になる中で、人々のニー

ズはこれまでと大きく変化し、現在の消費行動はいわゆる物欲から付加価値や精神的満足を得る

ことへの欲求を満たすものになってきているのではないかと思います。多くの課題を抱える我が

国でそういった価値観が変化してきているのは必然であり、この価値観の変化を

良い方向へ向けることがこれら課題を解決する糸口になっており、それが「共生

社会」ではないかと考えます。平成29年度も、地域のため、子どもたちの未来の

ために頑張って参ります。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

平成29年度当初予算の概要　　総額 9,153億7000万円
【
共
生
社
会
実
現
】予
算
　重
点
事
業

【
明
日
の
京
都
】の
推
進
施
策

①きょうとこどもの城づくり事業
②脱ひきこもり支援事業
③障害者共生推進事業
④女性活躍障壁打破事業
⑤高齢者安心社会実現事業
⑥あんしん医療教化事業
⑦就労・奨学金返済一体型支援事業
⑧中小企業共同型ものづくり支援事業
⑨伝統産業復活事業
⑩京都観光適正化推進事業
⑪京の食ビジネス改革事業
⑫スマート温暖化対策事業
⑬文化財保護緊急強化事業
⑭「お茶の京都」事業
⑮京都移住促進プロジェクト事業
⑯共生社会実現基盤整備事業

1億4,500万円
1億2,100万円
5億　600万円
2億6,300万円
7億2,500万円
1億5.100万円
1億　800万円
1億2,200万円
2億8,100万円
4億3,400万円 
4億8,100万円
2億6,800万円 
2億7,800万円
2億2,000万円
2億6,200万円

343億2,400万円

平成28年度２月補正予算の概要 総額△314億4,700万円
雪害対策緊急事業 6億4.100万円
青少年海洋センター整備費 1億1,100万円
京都丹波高原国定公園 　
　ビジターセンター整備費 1億6,000万円
府債管理基金積立金の減額補正 △192億円

①「府民安心の再構築」
◆家計に優しい子育てあんしん京都事業
◆府民連携学力向上対策事業
◆災害時多言語支援センター開設等支援事業
◆特殊詐欺被害撲滅総合対策事業
②「地域共生の実現」
◆商店街創生センター総合支援事業
③「京都力の発揮」
◆京都アート＆クラフト創造発信事業

　42億円
1億5.000万円

500万円
1,800万円

1億1,500万円

3,600万円

1　平均寿命と健康寿命では男女ともに10年程度差があり、その間医療
や介護を受けながら生活をしています。寝たきりにしないことが健康寿
命の延伸に大きく関係し、いかに効果的なリハビリテーションを提供で
きるかが、高齢者社会の医療、福祉に大きく影響すると考える。リハビ
リテーションは地域包括ケア３大プロジェクトの一つだが、平成29年度
はどのように取り組むか。また府立医科大学に設置しているリハビリテ
ーション医学教室との連携についてはどのように取り組むか。

2　2025年には認知症患者数が現在の1.5倍となる700万人を超え、65歳
以上の高齢者の５人に１人は認知症、更に軽度認知障害の方を加えると
1300万人となり、３人に１人が認知症もしくは軽度認知障害という推計もある。このような中、特に認知症の初期には、
進行を遅らせるリハビリテーションの普及が重要と考えるが、認知症リハビリテーションの府域への普及・効果につい
てどのようにお考えか。

質疑 地域包括ケアシステムについて

1　平成29年度のリハビリテーションの取り組み
急性期・回復期・生活期のリハビリテーションを切れ目なく提供できる体制、そしてこれを支える人材をどうやって作
っていくかが、これからの時代においては、非常に課題になっている。このため、リハビリテーションを地域包括ケア
の重要な柱と位置づけ、府のリハビリ支援センターを総合的な拠点にして、医療機関相互の連携を図る地域連携パスの
導入や専門職や看護職・介護職向けの技術向上研修などに取り組んでいる。
　更に高齢化が急速に進む中、在宅におけるリハビリや在宅療養生活が安心して継続できる環境がより一層重要になっ
てくるが、急性期リハビリ・回復期リハビリから、在宅に持っていく組織的対応ができていない。このため今年度は、
医師会と連携し、一人ひとりに応じた計画策定と、リハビリ専門職やかかりつけ医・看護師・薬剤師・ケアマネージャ
ーなどで構成する10名程度のチームを、府内で５チーム作り、そこで在宅リハビリを支援していくという在宅療養支援
パワーアップ事業を、今議会にお願いしている。
　府立医大との連携については、専門医療から在宅までの全てに対応できる医師の養成として、「府リハビリ教育セン
ター」を開設し「府立医大リハビリ医学教室」とも連携して、かかりつけ医から専門医までリハビリを担う医師を平成
28年度までに43名養成、平成34年度までに更に260名養成するなど、リハビリ医の確保・育成を行っていきたいと考えて
おり、これで切れ目ないリハビリ体制を作っていきたい。更に府立医大では、高度医療を活かした「ロボットリハビリ
センター」において、企業と連携の上、先端的なリハビリ機器の製品化に向けた支援や府内医療機関との共同研究など
を行っており、これからのリハビリは、単なる苦しいものだけではなく、ゲーム的な要素も入れたり、楽なかたちで機
能回復ができるような時代へと入っていけるよう取り組みも進めていきたい。

答弁

　カラオケは１曲歌うと100
Ｍ走るくらいのカロリーを
消費できるそうです。また
口を大きく開けて歌うこと
で、小顔効果やシワ予防に
もなるということです。

11月23日 京都愛演会チャリティー歌謡ショー歌謡大会
　久御山では老若男女が集
い、しめ縄作りや餅つきが
行われました。

11月29日 地域のお正月準備

　本年も新しい年
を宇治神社本殿で
迎えさせていただ
きました。

12月31日  大晦日 宇治神社

久御山マラソンの豚汁つくりのお手伝いをさせていただきました。
これで４年目です。今年の参加者で、最遠方からお越しの方は沖
縄から、最高齢の方はなんと95歳！年々ご参加の方が広がってお
り、関わらせていただいている者の一人としてとても嬉しいです。

1月29日 第27回くみやまマラソン

居合道教室稽古納め居合道教室稽古納め

大切な
 ひとのため
  大好きな
   まちのため
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