
　早いもので、平成29年も残すところ1ヵ月足らずとなりました。本年京都府は2度の台風によって大きな被害を受けま
した。被災された皆様にお見舞いを申し上げます。災害からの復旧のため早急に補正予算が決議されましたが、やは
り被害を受けないための対策、強靭な京都府づくりにむけた早急なインフラ整備が望まれるところです。私事です
が、先日40歳を迎えることができました。日頃から支え、見守っていただいている皆様に心から感謝申し上げます。先
輩方に「まだまだ若いやろ！」とお叱りを頂戴しますが、やはり歳を重ねるごとに体の衰えを感じます。私たちの体もや
はり、バランスの良い食事と適度な運動で、日常から病気などにならない健康な体づくりが必要です。寒くなって参り
ましたが、皆さまにはどうぞお体にご留意頂き、健やかな日 を々お過ごしください。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い申し上げます

《平成29年9月 京都府議会定例会において下記の質問をさせていただきました》

1 お茶の京都博とお茶の京都ＤＭＯについて

1お茶の京都DMOは、各地域の観光地域づくりや宇治茶、農産物等のブランド化な
どの役割を期待される中、そのための地域とのつながりや地域資源の掘り起こし
等の取り組みは積み重ねが重要だが、総合プロデューサーとして観光地域づくりにどのように取り組んでいるの
か。また施策の推進に当たっては、地域の市町村はもちろん、山城地域振興の団体・企業等、府庁内外と連携・協
議することが重要だが、この半年間の、お茶の京都DMOの取り組みと成果はどうか。
2お茶の京都博については、主催者や具体的な取り組みが見えないなどの厳しい声や、地域がより元気になる取り組

みを望むという期待の声を聞くが、ターゲットイヤーの折り返し地点となり、残り半年間のお茶の京都博の取り組み
に向けた意気込みと、その後の取り組みはどうか。
3お茶の京都の取り組みにより、景観保全やお茶産業の振興などは道筋が見えてきたが、更に大切なことは、お茶文

化の継承・発展と考える。普段の生活の中でお茶を飲むという我々日本人の心のふるさとの1つであるお茶文化に
ついて、今後どのように広く浸透・発展させていくのか。

答弁1　お茶の京都DMOの取り組みと成果について
　民間ノウハウを活用した観光地経営を柱とした地域づくりの総合プロデューサーとして、市町村や地域の多

様な団体・企業等との相互連携を進めることで地域の力を増していくことを目指して設立された。まだ半年だ
が、現在、地域づくりの指針となる『観光地づくり戦略計画（仮称）』の策定をすすめており、市町村や地域の
多様な関係者とともに、地位資源の磨き上げや価値創造、宇治茶のプレミアムブランド化の推進、着地型旅行
商品の開発などを柱として議論を進めている。そのうえで、DMOでは地域の関係者と連携し、マーケティング
調査や分析、着地型旅行商品の造成・販売、特産品等販売サイトの立ち上げなどに取り組んでおり、最近では、
二次交通網が不便という課題に対応したタクシーによる周遊型旅行商品の造成・販売や、石臼による抹茶挽
き体験などの体験型のプランの造成・販売などの事業にも取り組み始めたところで、だんだん動きが見えてき
た。これから、まさに関係団体・個人とのネットワークづくりや、交通機関やホテル事業者との連携などの観光
誘客のための基盤づくりに重点的に取り組んでいくところだが、各分野の関係者からなる「お茶の京都DMO
会議」を立ち上げるとも聞いており、地域と関係者としっかり連携して、これからの地域の観光推進の力にな
ってくれるものと思っている。

8月1・2日子どもの健やかな育みに関する特別委員会視察

京都府の行事

地域の行事

9月6日　大丸京都店
ふれあい心のステーション

9月17日　パルスプラザ
SKYふれあいフェスティバル

8月26日　京阪宇治駅
お茶のＤＭＯ観光案内所オープン

7月1日　宇治川
鵜飼川開き

8月8日　自衛隊大久保
　駐屯地夏祭り

8月15日　宇治市
戦没者追悼式 10月8日町内会地蔵盆・夏まつり

1日目▶国立教育政策研究所
　国立教育政策研究所にて、高校中退調査報告書の概要と今後の課題について、
埼玉県議会にて、官民挙げた児童養護施設退所者のアフターケアについて視
察しました。
高校中退者の半数が１年生の内に、またその多くが１学期で学校生活への意
欲が大きく減退していることから、やはり高１ギャップの解消が重要である
ことが分かりました。こういったデータに基づいた具体的な支援を 考えてい
くことが必要です。埼玉県では、児童養護施設退所者に低額アパートの提供
や生活のサポート、職業斡旋、資格取得支援等、全国に先駆けた取り組みに

よって、進学・就職に大きな成果を上げておられます。家庭の中で育った子どもたちはおそらく毎日の生活の中で、
親から生きる方法等多くを学びとっています。しかし養護施設で育った子どもたちは一般家庭でのそれを得る
機会が少ないため、退所後の道に迷い頼る人もなく生活保護が必要になる場合もあります。自立した人生を歩
めるよう、その術や選択肢を示し導くきめ細やかな支援が必要だと思いました。

2日目▶「子どもの第三の居場所」　
　日本財団が委託し運営されている「子どもの第三の居場所」の取り組み
についての調査でした。経済的困難を抱える家庭の子どもたちに、生活習
慣や学習の指導を行い、夕食も提供する取り組みです。昨今、子どもの貧
困が大きな問題となっています。その連鎖を断つために真に必要な支援は
現金や物ではないのではないかと以前より悶々としていましたが、ここに
きてすっきりしました。所得別にみた子どもの持ち物の調査では、いわゆ
る貧困世帯と非貧困世帯とでほとんど差がなく、スマホはむしろ貧困世帯の所有率が高くなっています。では
どこに差があるのか、その差は習い事や旅行、学習の機会が少ない、地域や学校行事への参加が少ないという
ところにありました。この取り組みは、貧困の連鎖とは社会的相続 ( 自立する力の伝達行為 ) の不足や歪みに起
因するという仮説のもとに、それらを補完することを目的として行われているのです。貧困の連鎖を真に断ち
切るために重要なのは、やはり金銭や物による支援ではないと確信しました。
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2 被災を想定した災害対策について

1東日本大震災や熊本地震において、多くの中小企業が従業員や設備を失い、廃業や事業縮小せざるをえなくな
り、※BCPの必要性が再認識された。また事業継続には優先事項の洗い出しや被害想定の見直し等が必要との企
業アンケート結果もあるが、本府におけるBCP策定企業はどうか。また策定に向けた支援の現状とこれまでの成果
はどうか。

2大災害の直後はBCP策定の必要性を認識し取り組む一方、時間の経過とともに
下降する傾向があるが、災害時の地域経済への影響を最小限に止める努力は
※CSRの一つと考える。BCP策定企業に対して入札や金利面で優遇措置を設け
る自治体や金融機関も増える中、本府としてさらにBCP策定に向けた働きかけを
進めるとともに、様々な協力の下、分かりやすいインセンティブをつくることが推進
に繋がると考えるがどうか。

答弁　
　府内企業のBCP策定状況とその支援については平成27年2月に京都府内に本社・本店を置く企業を対象
に実施した調査によると、BCPを策定しているのは大企業で51.6％、中堅企業で16.2％、その他企業では
15.8％となっており、企業規模が小さくなるほど策定率が低くなる傾向となっていることから、中小企業を中
心にBCP策定を推進していくことが課題となっている。
　このため、京都府ではこれまでから府独自のBCPモデルプランの提示、啓発チラシの配布、BCP講座や専
門家を招いたセミナーの開催などによりBCPの策手を支援しており、昨年度はBCP策定に取り組む企業約
60社の参加を得て、「京都BCP企業交流会」を開催し、実践的な事例紹介などを行ったところであり、セミナ
ー等に参加しBCPの策定に至った企業からは、大変有意義であったとの評価をいただいている。ご指摘のと
おり、BCP策定は当該企業のリスクの軽減のみにとどまらず、地域経済に対する影響を軽減する観点からも
重要。
　このため、京都府では大規模災害時の京都の活力の低下を最小限に食い止めることを目的に、BCPの考
え方を京都全体に適用し、企業が連携して防災に取り組む「京都BCP」を推進している。
BCP策定のインセンティブの導入につきましては、府内の経済団体等で組織する京都BCP推進会議で検討
したところ、「入札時の優遇措置や表彰制度については、BCP策定の動機付けとしては効果が希薄」という
意見が多くを占めた。また、「BCPを策定した企業の多くは取引先や金融機関から求められたために策定した
というのが実態であり、取引関係のある大手企業や金融機関などがリードして中小企業に働きかけていく体
制を構築する方が有効だ」という議論があった。このため京都BCP推進会議では、取引関係のある企業がお
互いに助け合い、連携してBCP策定に取り組めるよう、企業間交流を継続開催するほか、今年度はワークシ
ョップ形式のセミナーを府内各地で開催することとしており、今後とも行政と経済団体等が連携して、BCPの
普及と策定の支援に取り組んでいく。
｠
＜参考＞
※BCP (Business Continuity Plan) ：業務継続計画
企業が自然災害やテロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめ、
事業の継続・早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や、緊急時における事業継続のための
手段等を取り決めておく計画のこと。

※CSR(Corporate Social Responsibility)：企業の社会的責任
企業が社会に与える影響について責任を持ち、社会の持続的発展のために貢献すべきとする考え方。また
そのような考えに基づいて実践される諸活動のこと。　　　　　　　　　（ビジネスマップ用語集より）

答弁2　お茶の京都博への今後の意気込みと取り組みについて　　
　宇治茶の価値を多くの方に伝え、茶業研究所リニューアルによる茶産業のイノベーションをおこし、宇治茶
の魅力を発信する交流拠点づくりをしていくという目的で、お茶の京都博を行っているが、息の長い事業とし
てこれから展開していきたい。
　今年度はお茶の京都博として、お茶の京都の団結式というような形でイベントを執り行うことにしているが、
メインイベントの宇治茶博自身はこれからであり、宇治茶まつりや1万人の大茶会等の宇治茶博＠文化が10月、
その後、城陽市での宇治茶博＠産業・国際交流になっており、メイン事業についてはこれから始まっていく。
同時にこのメイン事業が始まることを受けて、12市町村の広報誌での相互告知や、全国紙で全面広告、大手デ
パートとのタイアップなど盛り上げていきたい。京都市内やエリア内の茶商約150箇所を「お茶の京都ハウス」
としてバナー・ポスター等掲出し、各市町村に交流拠点20箇所を「茶畑ハウス」として情報発信拠点に設定し
ていくとか、インスタグラムのキャンペーンも実施してＰＲを行っていくような積極的な動きをこれからつくって
いきたい。
　茶イクルラインの事業が中止になったのは残念だったが、これから秋にかけてお茶の京都博の盛り上がりを
期待していただきたい。一番大切なのは一過性のイベントに終わらせることなく、浸透し、永続化していくよう
な取り組みにしていくことだと思っている。山城地域を回っていると、商店街や寺院に行っても「お茶の京都」
という言葉を大変頻繁に聞くようになった。それを意識して各地域が様々なことを自主的に行っていただいて
いることに出会って、非常に嬉しく思う。更にお茶はなくても、例えば久御山町ではものづくりの中小企業によ
って茶室を作っていただくなど、企業と住人が一体となってお茶を中心とした町おこしフェスというべき事業も
出てきているので、こうしたことを通じて、持続ある地域振興の基盤となるようなイベントにしていきたい。

答弁3　お茶文化をどのように浸透・発展させていくのか
　近年若者が急須でお茶を飲む文化というものにあまり関心を持たなくなってきていて、お茶の持つ生活文
化が失われていくことに対する危機感がある。それだけに、もう一度京都の財産であるお茶を多角的に見直そ
うというのがお茶の京都の原点。「お茶の京都」のテーマの一つは次の時代を担う子ども達が、お茶を味わい
体験することでお茶がもつ価値の再発見をしてもらいたいということ。このために「キッズ茶ソムリエ検定」を
実施し、子ども達にお茶の良さ、本当のおいしさを伝えるとともに、それを大人に広げて、宇治茶の歴史や淹れ
方を伝える「宇治茶ムリエ講座」を開催し、次のお茶を飲む人たちを育てる「茶育」を進めており、現在2500名
の研修を受けた人、うちキッズが569人というところまできている。さらに、新たな生活文化と産業を融合して
いくために、市町村と協働して、身近にお茶の体験ができるとか、お茶を中心としたスイーツを地域において
味わえるイベントの開催もこれから加わってくる。さらに、パリで宇治茶の魅力をアピールするなど、海外での
発信によって、宇治茶の価値向上にもつなげていきたい。今議会で「宇治茶ブランド新展開事業」をお願いし
ているが、よく一流の料亭に行ってもお茶を頼むとウーロン茶が出てくるというのはちょっとおかしいのではな
いかと思うので、美味しい宇治茶をドリンクメニューとして提供する店を認定・ＰＲする事業とか、グラスで飲
む水出し玉露などの新たな喫茶スタイルの提案をしていく予算をお願いしている。お茶の京都博を契機に世
界文化遺産登録に向けた取り組みも合わせて、広く次の時代にお茶の文化の浸透・発展につなげていくよう
に、お茶の京都をこれからも進めていきたい。
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ョップ形式のセミナーを府内各地で開催することとしており、今後とも行政と経済団体等が連携して、BCPの
普及と策定の支援に取り組んでいく。
｠
＜参考＞
※BCP (Business Continuity Plan) ：業務継続計画
企業が自然災害やテロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめ、
事業の継続・早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や、緊急時における事業継続のための
手段等を取り決めておく計画のこと。

※CSR(Corporate Social Responsibility)：企業の社会的責任
企業が社会に与える影響について責任を持ち、社会の持続的発展のために貢献すべきとする考え方。また
そのような考えに基づいて実践される諸活動のこと。　　　　　　　　　（ビジネスマップ用語集より）

答弁2　お茶の京都博への今後の意気込みと取り組みについて　　
　宇治茶の価値を多くの方に伝え、茶業研究所リニューアルによる茶産業のイノベーションをおこし、宇治茶
の魅力を発信する交流拠点づくりをしていくという目的で、お茶の京都博を行っているが、息の長い事業とし
てこれから展開していきたい。
　今年度はお茶の京都博として、お茶の京都の団結式というような形でイベントを執り行うことにしているが、
メインイベントの宇治茶博自身はこれからであり、宇治茶まつりや1万人の大茶会等の宇治茶博＠文化が10月、
その後、城陽市での宇治茶博＠産業・国際交流になっており、メイン事業についてはこれから始まっていく。
同時にこのメイン事業が始まることを受けて、12市町村の広報誌での相互告知や、全国紙で全面広告、大手デ
パートとのタイアップなど盛り上げていきたい。京都市内やエリア内の茶商約150箇所を「お茶の京都ハウス」
としてバナー・ポスター等掲出し、各市町村に交流拠点20箇所を「茶畑ハウス」として情報発信拠点に設定し
ていくとか、インスタグラムのキャンペーンも実施してＰＲを行っていくような積極的な動きをこれからつくって
いきたい。
　茶イクルラインの事業が中止になったのは残念だったが、これから秋にかけてお茶の京都博の盛り上がりを
期待していただきたい。一番大切なのは一過性のイベントに終わらせることなく、浸透し、永続化していくよう
な取り組みにしていくことだと思っている。山城地域を回っていると、商店街や寺院に行っても「お茶の京都」
という言葉を大変頻繁に聞くようになった。それを意識して各地域が様々なことを自主的に行っていただいて
いることに出会って、非常に嬉しく思う。更にお茶はなくても、例えば久御山町ではものづくりの中小企業によ
って茶室を作っていただくなど、企業と住人が一体となってお茶を中心とした町おこしフェスというべき事業も
出てきているので、こうしたことを通じて、持続ある地域振興の基盤となるようなイベントにしていきたい。

答弁3　お茶文化をどのように浸透・発展させていくのか
　近年若者が急須でお茶を飲む文化というものにあまり関心を持たなくなってきていて、お茶の持つ生活文
化が失われていくことに対する危機感がある。それだけに、もう一度京都の財産であるお茶を多角的に見直そ
うというのがお茶の京都の原点。「お茶の京都」のテーマの一つは次の時代を担う子ども達が、お茶を味わい
体験することでお茶がもつ価値の再発見をしてもらいたいということ。このために「キッズ茶ソムリエ検定」を
実施し、子ども達にお茶の良さ、本当のおいしさを伝えるとともに、それを大人に広げて、宇治茶の歴史や淹れ
方を伝える「宇治茶ムリエ講座」を開催し、次のお茶を飲む人たちを育てる「茶育」を進めており、現在2500名
の研修を受けた人、うちキッズが569人というところまできている。さらに、新たな生活文化と産業を融合して
いくために、市町村と協働して、身近にお茶の体験ができるとか、お茶を中心としたスイーツを地域において
味わえるイベントの開催もこれから加わってくる。さらに、パリで宇治茶の魅力をアピールするなど、海外での
発信によって、宇治茶の価値向上にもつなげていきたい。今議会で「宇治茶ブランド新展開事業」をお願いし
ているが、よく一流の料亭に行ってもお茶を頼むとウーロン茶が出てくるというのはちょっとおかしいのではな
いかと思うので、美味しい宇治茶をドリンクメニューとして提供する店を認定・ＰＲする事業とか、グラスで飲
む水出し玉露などの新たな喫茶スタイルの提案をしていく予算をお願いしている。お茶の京都博を契機に世
界文化遺産登録に向けた取り組みも合わせて、広く次の時代にお茶の文化の浸透・発展につなげていくよう
に、お茶の京都をこれからも進めていきたい。
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3 働き方改革について

1働き方改革の必要性は認めながらも、企業の立場からの業績低下や負担
増加に対する不安や、労働者側からはサービス残業の増加などに対する不
安を聞く。中小企業が多くを占める本府において、働き方改革を進めるため
にも、こうした労使双方の不安を取り除くことが重要であり、双方に対する何
らかのサポートが必要と考えるがいかがか。
2平成29年6月定例会で、知事は京都ウイメンズベースによる企業への支援
等について答弁していただきましたが、労働人口が減少する中、また多様な
働き方を実現するためにも、働きたい女性に対する就業支援がますます需

要になると考えるが、今回の補正予算案の女性就労支援事業費を含め、今後どのように取り組むのか。

答弁1　
　中小企業の人手不足の深刻化と労働人口の減少への対応が課題となっている中、人材確保を行うために
は、労使双方にメリットがある働き方改革が必要であり、京都府では昨年12月、京都労働経済活力会議におい
て、オール京都で推進していくことを公労使で確認した。
　一方で、企業訪問等を通じて、「働き方改革と言われても、どう取り組んでいけばよいのか」あるいは「どこ
に相談すれば良いのか」といった労使双方からの現場の声を数多く聞いてきた。このため、長時間労働の是
正や職場環境の改善、多様な働き方導入など、個々に異なる事情を抱える企業や労働者に見合った支援を、
徹底した伴走型で行うワンストップ窓口として、本年7月に就労環境改善サポートセンターを設置し、「働きやす
い会社」を目指す企業を支援するために、働き方改革の目的や成功事例を紹介するセミナーの開催、長時間
労働を是正するための取り組みを専門家がアドバイスするアドバイザーの派遣、職場環境をハード・ソフト両
面で改善するための就労環境改善サポート補助金の交付などを実施しているところであり、また生産性向上
のため、中小企業シェアリング事業において、設備やIT導入への支援なども行っている。そうした企業の支援
や労働者が安心して働ける職場づくり、企業収益が高まることによって賃金アップに繋がるような、労使双方
にとってメリットになることを目指している。今後とも働き方改革を進めていくため、国の施策等も活用するとと
もに、中小企業の生産性向上に向けた取り組みへの支援やきめ細かな労働相談など、企業、労働者双方の課
題に寄り添いながら、引き続き産業支援機関等とも連携したオール京都体制で取り組んでいきたい。

答弁2
　マザーズジョブカフェにおいては、今年度の相談者数が前年度同期比で約1.2倍となるなど増加傾向にある
中、相談、訓練やマッチングを通じて希望に応じた働き方の実現を支援し、内定者数も５年で約1.4倍に増加し
ている。しかし、女性の就業希望は総務や経理などに偏り、これら事務職への就職は狭き門となっているの
が実情。他方ものづくりや介護の職場は、特別な技術やきつい肉体労働を要するとのイメージにより敬遠され
がちという課題がある。
　このため、補正予算案に計上している「女性就職支援事業」で、機械化・軽量化と職場環境の改善が進む企
業が増加している製造業等の職場の実態と、イメージのギャップを解消し、就職希望先を拡げ、ものづくりや
介護の職場への就職につなげるため、基礎的な研修やOJT型研修等で総合的に支援することとしている。ま
たオール京都の女性活躍支援拠点である「京都ウイメンズベース」において、先月、新たにアカデミーを開設い
たしまして、女性の活躍を妨げる「意識の壁」を打ち破るための研修・研究・交流など様々な事業を展開してい
る。その一環として今月スタートした「京都ウイメンズベースラボ」において、就業・定着につながる多様な働き
方を推進するために、在宅勤務、短時間正社員の制度導入をテーマに、企業を超えたチームで取り組みの検
討を開始した。こうした取り組みを通じて働きたい女性の就業を一層支援していきたいと考えている。

台風18号・21号により被災された方々の1日も早い復旧・復興を支援するため、早急に補正予算を編成するなど
適切かつ強力に対応するよう、山田知事に要請し、災害関連予算の議決をすることができました。

平成29年度9月補正予算の主な内容

  災害関連予算
 台風18号　43億9,950万円
 台風21号　38億2,200万円

 被災者の生活再建支援
 ●地域再建被災者住宅助成費（床上浸水50万円上限）…1億7,100万円
 ●地域再建被災者住宅融資対策費（5年目まで無利子） …… 200万円

 中小企業・農業者の復興支援
 ●中小企業等復興支援事業（設備更新・修繕への補助等） …3,000万円
 ●農業者等復興支援事業（機器更新・修繕への補助等） …1億650万円
 ●商店街にぎわい回復事業　　　
 　　　　　　　　　　（集客イベントや販売促進支援）  ………500万円
　　
 河川・道路等の災害復旧
 ●土木施設の災害復旧 ……………………………………64億2,000万円
 ●北近畿タンゴ鉄道施設の災害復旧 …………………………7,000万円
 ●農林水産施設の災害復旧 ………………………………9億1,000万円
 ●文化財・府民利用施設等の災害復旧 ……………………1億5,450万円
 ●災害防止対策事業
 　　　　　（治山ダム設置、河川堤防かさ上げ等 ………3億2,900万円

 通常補正 5億2800万円
 共生社会実現支援事業
 ●医療的ケア児保育支援事業 ………300万円
 ●障碍者スポーツ特別支援事業 ………700万円
 ●介護離職者等雇用支援事業 ………700万円
 ●女性就職支援事業  …………………500万円
 ●保育士就職支援事業 ………………400万円
 ●若者就職支援事業  …………………600万円
 ●コミュニテイ支援マルチ交通事業 ……500万円
 ●地域医療・コミュニテイ施設整備支援事業 …3,200万円

 文化新創造事業
 ●「和食の文化祭典」事業  ……………500万円
 ●宇治茶ブランド新展開事業  ………600万円
 ●芸術村づくり推進事業 ……………1,500万円
 ●明治150年京都事業 ……………3,100万円
 ●文化庁移転施設計画策定費 ………500万円

 安心・安全緊急強化事業
 ●ストーカー相談支援  ………………300万円
 ●宿泊施設安心・安全確保事業 ………600万円
 ●保安林危険木解消緊急事業 ……1,000万円

　会派の中で健康福祉部会長を仰せつかっており、
▶子どもの貧困対策の推進→子どもの居場所の拠点づく

りへの総合的支援制度の創設、子ども食堂への食材提
供の仕組みの構築
▶国保制度改革→財政安定化基金の確実確保、保険者努

力支援制度の財源確保と柔軟な運用、国庫負担金の減
額調整措置の全廃について厚労省において代表して要
望をさせていただきました。　

　また翌日は、「外国人観光客 4000 万人時代を見据え
た施策の展開」「東京駅直結『TIC TOKYO』における京
都府観光案内」についての視察と勉強会でした。「TIC 
TOKYO」は東京駅日本橋から徒歩１分にある民間が運営
する観光局公認の外国人観光案内所です。中ではコンシ
ュルジュが４か国語に対応くださいます。自治体や団体
が契約し、その料金を支払うことで、ここで宣伝をしてもらう、という仕組みにな
っています。率直に、商売というのは目の付け所だなあと思いました。
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3 働き方改革について

1働き方改革の必要性は認めながらも、企業の立場からの業績低下や負担
増加に対する不安や、労働者側からはサービス残業の増加などに対する不
安を聞く。中小企業が多くを占める本府において、働き方改革を進めるため
にも、こうした労使双方の不安を取り除くことが重要であり、双方に対する何
らかのサポートが必要と考えるがいかがか。
2平成29年6月定例会で、知事は京都ウイメンズベースによる企業への支援
等について答弁していただきましたが、労働人口が減少する中、また多様な
働き方を実現するためにも、働きたい女性に対する就業支援がますます需

要になると考えるが、今回の補正予算案の女性就労支援事業費を含め、今後どのように取り組むのか。

答弁1　
　中小企業の人手不足の深刻化と労働人口の減少への対応が課題となっている中、人材確保を行うために
は、労使双方にメリットがある働き方改革が必要であり、京都府では昨年12月、京都労働経済活力会議におい
て、オール京都で推進していくことを公労使で確認した。
　一方で、企業訪問等を通じて、「働き方改革と言われても、どう取り組んでいけばよいのか」あるいは「どこ
に相談すれば良いのか」といった労使双方からの現場の声を数多く聞いてきた。このため、長時間労働の是
正や職場環境の改善、多様な働き方導入など、個々に異なる事情を抱える企業や労働者に見合った支援を、
徹底した伴走型で行うワンストップ窓口として、本年7月に就労環境改善サポートセンターを設置し、「働きやす
い会社」を目指す企業を支援するために、働き方改革の目的や成功事例を紹介するセミナーの開催、長時間
労働を是正するための取り組みを専門家がアドバイスするアドバイザーの派遣、職場環境をハード・ソフト両
面で改善するための就労環境改善サポート補助金の交付などを実施しているところであり、また生産性向上
のため、中小企業シェアリング事業において、設備やIT導入への支援なども行っている。そうした企業の支援
や労働者が安心して働ける職場づくり、企業収益が高まることによって賃金アップに繋がるような、労使双方
にとってメリットになることを目指している。今後とも働き方改革を進めていくため、国の施策等も活用するとと
もに、中小企業の生産性向上に向けた取り組みへの支援やきめ細かな労働相談など、企業、労働者双方の課
題に寄り添いながら、引き続き産業支援機関等とも連携したオール京都体制で取り組んでいきたい。

答弁2
　マザーズジョブカフェにおいては、今年度の相談者数が前年度同期比で約1.2倍となるなど増加傾向にある
中、相談、訓練やマッチングを通じて希望に応じた働き方の実現を支援し、内定者数も５年で約1.4倍に増加し
ている。しかし、女性の就業希望は総務や経理などに偏り、これら事務職への就職は狭き門となっているの
が実情。他方ものづくりや介護の職場は、特別な技術やきつい肉体労働を要するとのイメージにより敬遠され
がちという課題がある。
　このため、補正予算案に計上している「女性就職支援事業」で、機械化・軽量化と職場環境の改善が進む企
業が増加している製造業等の職場の実態と、イメージのギャップを解消し、就職希望先を拡げ、ものづくりや
介護の職場への就職につなげるため、基礎的な研修やOJT型研修等で総合的に支援することとしている。ま
たオール京都の女性活躍支援拠点である「京都ウイメンズベース」において、先月、新たにアカデミーを開設い
たしまして、女性の活躍を妨げる「意識の壁」を打ち破るための研修・研究・交流など様々な事業を展開してい
る。その一環として今月スタートした「京都ウイメンズベースラボ」において、就業・定着につながる多様な働き
方を推進するために、在宅勤務、短時間正社員の制度導入をテーマに、企業を超えたチームで取り組みの検
討を開始した。こうした取り組みを通じて働きたい女性の就業を一層支援していきたいと考えている。

台風18号・21号により被災された方々の1日も早い復旧・復興を支援するため、早急に補正予算を編成するなど
適切かつ強力に対応するよう、山田知事に要請し、災害関連予算の議決をすることができました。

平成29年度9月補正予算の主な内容

  災害関連予算
 台風18号　43億9,950万円
 台風21号　38億2,200万円

 被災者の生活再建支援
 ●地域再建被災者住宅助成費（床上浸水50万円上限）…1億7,100万円
 ●地域再建被災者住宅融資対策費（5年目まで無利子） …… 200万円

 中小企業・農業者の復興支援
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する観光局公認の外国人観光案内所です。中ではコンシ
ュルジュが４か国語に対応くださいます。自治体や団体
が契約し、その料金を支払うことで、ここで宣伝をしてもらう、という仕組みにな
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1日目▶新潟スポーツ公園内スタジアム
　新潟スポーツ公園内スタジアムでネーミングライツ、スポーツによ
る地域振興（「アルビレックス」のブランド戦略、スポーツ文化の醸成、
「デンカビッグスワンスタジアム」の概要と運営状況）について聴取・視
察をさせていただきました。アルビレックスは各種団体や企業と連携
し、年間400回もの無料サッカー教室や、幼稚園等でも指導を開催され
ているそうです。こういった地域との交流の積み重ねがファンを増や
し、その応援が選手の力となってチームを強くし、またファンが増える
といった相乗効果を生み、スポーツ振興にも繋がってくるのだろうと
感じました。

2日目▶新潟県南魚沼市の国際大学
　新潟県南魚沼市の国際大学にて、大学の概要、「南魚沼版CCRC構想
の概要と国際大学の役割」「南魚沼市地域産業支援プログラムによる地
域振興」についてお伺いしました。
　国際大学は、グローバル・リーダー
を育成し、国際社会の発展に寄与す
ることを目的に設立されました。
80%以上が海外からの留学生で、国
内からは企業や自治体から派遣され
た学生さんが学んでいらっしゃいま

す。MBAランキングは日本で1位、世界中でもトップ100に入る大学院大学です。
　南魚沼版CCRCは、国際大学や北里大企業、団体と連携するとともに、利便性や豊かな自然環境を生かした
CCRCを目指しておられるもの、南魚沼市地域産業支援プログラムは、国際大学や商工会、金融機関、市が連携し、
市内の企業を支援するものです。やはり、この国際大学のように世界と繋がりやすい資源が市内にあるというこ
とは、まちづくりでも産業振興でも、世界を視野に入れた取り組みが進めやすいのだと感じました。

　　　▶群馬県上野村　

　群馬県上野村は、村の人口1254人のうち、20%がIターン者という村です。過
疎という言葉が使われる以前より、村は急激な人口減少期を迎え、その対策と
して地域資源を活かした、キノコ工場や木質ペレット工場を手掛けることによ
り、雇用創出と産業振興を行い、地域内循環型経済を目指しておられます。「覚
悟をもって、森林の村から林業の村への脱皮を目指す」という言葉が印象的で
す。京都府は森林面積が約75%と全国平均を上回っており、昨年は「森の京都博」
が開催されました。私が生まれた旧和知町はかつて林業で栄えた町だそうです

が、現在は過疎化高齢化が非常に進
んでいます。高崎市では町の元気を
取り戻す林業の可能性について参考
になりました。いずれにせよ、どれだ
けの「覚悟」をもって取り組むか、非
常に勇気の試されるところだと思い
ました。

7月24・25・26日会派視察
　医療、保育、そして子育て支援の現場、それぞれの角度から、今の子育てを取り巻
く環境について3名の方にお話しいただきました。長年小児科の最前線にいらっし
ゃる徳洲会病院丸山総長には、子どもさんの病
気についてもお話をいただきました。講演会に
は多くの方にお越しいただき、本当にありがと
うございました。告知不足で心配でしたが50名
以上の方がご来場くださり、よい講演会だった
とご感想を賜りました。赤ちゃんと一緒にご参
加いただいたことがとても嬉しかったです。子
育て中の方々を支援するための施策や要素は
たくさんあるものの、それが繋がった形で提供
できておらず、活用しきれていないのが行政の
課題ではないかと感じました。また今後も続け

ていきたいと思いますので、是非ご参加ください。

１日目▶博多まちづくり推進協議会
　博多まちづくり推進協議会では、企
業、団体、大学等が「博多まちづくり推
進協議会」の会員となり、まちの将来
像を共有することで総合的なまちづ
くりを進める取り組みについて（写真
は昨年道路が陥没した場所ですが、ほ
ぼ元通りです。）、福津市議会ではコン
クリートで固めた都市河川の上西郷
川を、土と緑の緩傾斜護岸に再整備し

た福津市のグリーンインフラの取り組みについて聴取・視察しました。

２日目▶山口周南市
　山口周南市では、全国初のフォークリフト専用ディスペンサーの併
設された水素ステーションの設置や、全国初の水素を燃料にしたごみ
収集車の実証実験等、周南市の水素利活用の取り組みについて、広島県
議会では、平成26年広島で発生した大規模土砂災害をうけ、ハード・ソ
フト一体の土砂災害防止対策等を目指して策定された「ひろしま砂防
アクションプラン2016」の概要に
ついて調査しました。
　広島では、実際に土砂災害が発生
した場所を視察することができまし
た。現在は既に砂防ダムが建設され

ています。公共事業を悪のように言われる方もいらっしゃいますが、やはり、安
心して暮らすために必要な整備は速やかに進なくてはならないと感じました。

9月9日講演会開催

7月11・12日環境・建設交通常任委員会視察

《視察》
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　早いもので、平成29年も残すところ1ヵ月足らずとなりました。本年京都府は2度の台風によって大きな被害を受けま
した。被災された皆様にお見舞いを申し上げます。災害からの復旧のため早急に補正予算が決議されましたが、やは
り被害を受けないための対策、強靭な京都府づくりにむけた早急なインフラ整備が望まれるところです。私事です
が、先日40歳を迎えることができました。日頃から支え、見守っていただいている皆様に心から感謝申し上げます。先
輩方に「まだまだ若いやろ！」とお叱りを頂戴しますが、やはり歳を重ねるごとに体の衰えを感じます。私たちの体もや
はり、バランスの良い食事と適度な運動で、日常から病気などにならない健康な体づくりが必要です。寒くなって参り
ましたが、皆さまにはどうぞお体にご留意頂き、健やかな日 を々お過ごしください。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願い申し上げます

《平成29年9月 京都府議会定例会において下記の質問をさせていただきました》

1 お茶の京都博とお茶の京都ＤＭＯについて

1お茶の京都DMOは、各地域の観光地域づくりや宇治茶、農産物等のブランド化な
どの役割を期待される中、そのための地域とのつながりや地域資源の掘り起こし
等の取り組みは積み重ねが重要だが、総合プロデューサーとして観光地域づくりにどのように取り組んでいるの
か。また施策の推進に当たっては、地域の市町村はもちろん、山城地域振興の団体・企業等、府庁内外と連携・協
議することが重要だが、この半年間の、お茶の京都DMOの取り組みと成果はどうか。
2お茶の京都博については、主催者や具体的な取り組みが見えないなどの厳しい声や、地域がより元気になる取り組

みを望むという期待の声を聞くが、ターゲットイヤーの折り返し地点となり、残り半年間のお茶の京都博の取り組み
に向けた意気込みと、その後の取り組みはどうか。
3お茶の京都の取り組みにより、景観保全やお茶産業の振興などは道筋が見えてきたが、更に大切なことは、お茶文

化の継承・発展と考える。普段の生活の中でお茶を飲むという我々日本人の心のふるさとの1つであるお茶文化に
ついて、今後どのように広く浸透・発展させていくのか。

答弁1　お茶の京都DMOの取り組みと成果について
　民間ノウハウを活用した観光地経営を柱とした地域づくりの総合プロデューサーとして、市町村や地域の多

様な団体・企業等との相互連携を進めることで地域の力を増していくことを目指して設立された。まだ半年だ
が、現在、地域づくりの指針となる『観光地づくり戦略計画（仮称）』の策定をすすめており、市町村や地域の
多様な関係者とともに、地位資源の磨き上げや価値創造、宇治茶のプレミアムブランド化の推進、着地型旅行
商品の開発などを柱として議論を進めている。そのうえで、DMOでは地域の関係者と連携し、マーケティング
調査や分析、着地型旅行商品の造成・販売、特産品等販売サイトの立ち上げなどに取り組んでおり、最近では、
二次交通網が不便という課題に対応したタクシーによる周遊型旅行商品の造成・販売や、石臼による抹茶挽
き体験などの体験型のプランの造成・販売などの事業にも取り組み始めたところで、だんだん動きが見えてき
た。これから、まさに関係団体・個人とのネットワークづくりや、交通機関やホテル事業者との連携などの観光
誘客のための基盤づくりに重点的に取り組んでいくところだが、各分野の関係者からなる「お茶の京都DMO
会議」を立ち上げるとも聞いており、地域と関係者としっかり連携して、これからの地域の観光推進の力にな
ってくれるものと思っている。

8月1・2日子どもの健やかな育みに関する特別委員会視察

京都府の行事

地域の行事

9月6日　大丸京都店
ふれあい心のステーション

9月17日　パルスプラザ
SKYふれあいフェスティバル

8月26日　京阪宇治駅
お茶のＤＭＯ観光案内所オープン

7月1日　宇治川
鵜飼川開き

8月8日　自衛隊大久保
　駐屯地夏祭り

8月15日　宇治市
戦没者追悼式 10月8日町内会地蔵盆・夏まつり

1日目▶国立教育政策研究所
　国立教育政策研究所にて、高校中退調査報告書の概要と今後の課題について、
埼玉県議会にて、官民挙げた児童養護施設退所者のアフターケアについて視
察しました。
高校中退者の半数が１年生の内に、またその多くが１学期で学校生活への意
欲が大きく減退していることから、やはり高１ギャップの解消が重要である
ことが分かりました。こういったデータに基づいた具体的な支援を 考えてい
くことが必要です。埼玉県では、児童養護施設退所者に低額アパートの提供
や生活のサポート、職業斡旋、資格取得支援等、全国に先駆けた取り組みに

よって、進学・就職に大きな成果を上げておられます。家庭の中で育った子どもたちはおそらく毎日の生活の中で、
親から生きる方法等多くを学びとっています。しかし養護施設で育った子どもたちは一般家庭でのそれを得る
機会が少ないため、退所後の道に迷い頼る人もなく生活保護が必要になる場合もあります。自立した人生を歩
めるよう、その術や選択肢を示し導くきめ細やかな支援が必要だと思いました。

2日目▶「子どもの第三の居場所」　
　日本財団が委託し運営されている「子どもの第三の居場所」の取り組み
についての調査でした。経済的困難を抱える家庭の子どもたちに、生活習
慣や学習の指導を行い、夕食も提供する取り組みです。昨今、子どもの貧
困が大きな問題となっています。その連鎖を断つために真に必要な支援は
現金や物ではないのではないかと以前より悶々としていましたが、ここに
きてすっきりしました。所得別にみた子どもの持ち物の調査では、いわゆ
る貧困世帯と非貧困世帯とでほとんど差がなく、スマホはむしろ貧困世帯の所有率が高くなっています。では
どこに差があるのか、その差は習い事や旅行、学習の機会が少ない、地域や学校行事への参加が少ないという
ところにありました。この取り組みは、貧困の連鎖とは社会的相続 ( 自立する力の伝達行為 ) の不足や歪みに起
因するという仮説のもとに、それらを補完することを目的として行われているのです。貧困の連鎖を真に断ち
切るために重要なのは、やはり金銭や物による支援ではないと確信しました。

大切な
 ひとのため
  大好きな
   まちのため
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