
2022年北区の街と暮らしを考えるアンケート【記述分】玉本相談担当地域
2023.1.5 　

【１】　京都市長は毎年５００億円の赤字になり、財政が破綻しかねないと市民新聞等で説明してきましたが、
2021年度決算では、実質４億円の黒字（急いで返す必要のない基金返済をしなければ１０２億円の黒字）が 　
わかりました。　ご存じでしたか？
回答１－１　 　・知っていた      　  知らなかった　　　　　わからない　　　　　その他
　　その他

回答１－２　　　ご意見をお聴かせください。
 雲ヶ畑　□ 市民をだますようなやり方はやめてほしい。
　　　 　　□　ペテンにかけたと思う。そう言わないと切れるものも切れなかったのでしよう。
　　　 　　□ 虚偽の説明があったということでしょうか。結果市民を欺くことになったと丁寧な説明が求められるではない 　　　

でしょうか。このようなことでは安心して納税することができません。
　　 　　　□　市長の説明については、十分な内容説明でなく、それで市政の方針がでることにより、より実態から離れた 　
　　　　　　　 　方向になる。
　　　 　　□　納税者である市民を騙しているのではないでしょうか？信頼関係を壊す行為です。沖縄では共働きでも収入が
　　　　　　　　少ないと報道されているのに、子どもの医療費や通学バスへの助成が京都市より上です。
　　　　 　□ 座ることが多く、地下鉄を利用が気持ちいいと思っていたのに、やはり、減便。友達ができて社会への一歩になり

うれしいことの方が多い学童や、放課後等デイや保育園の利用料の値上げ、こどもだからと締め付け、保護者の
応援を止めた街、情けない。

柊野　 　□ 市は何故赤字を宣伝するのか？
　　　　 　□ お役所仕事の連中ばかり。予算主義で必要ない物（工事を含む）でも使う。
　　　　 　□ なるみさんの市会報告で知りました。ええ、うそー。市民を平気でだます。元総理そっくり。
　　　　 　□ 何か別の件を有利に進めるために、ウソではない言い方で情報を操作したということでしょ。保守系政治家の常套

手段でしょ。
　　　　 　□ 特80系統　山科の市バスがらがらで走っている分（山科は地下鉄がある）、特37号系統の朝夕だけでも四条河原

町か京都駅行きがあると通勤津額が便利になる。
　　　　 　□ 何故そんなことになっているのか知りたい。
　　　　 　□ 黒字なのに敬老乗車証の倍の値上げは許せない。公共施設の使用料の値上げはもとに戻すべきだ。
　　　　 　□ びっくりです。
　　　　 　□ 京都市長は都合の悪い事は隠す体制は変わらない。
　　　　 　□ ほとんどの市民は信じてだまされていた。もっとくわしく調べてほしい。司会で大きな問題となるように‼
　　　　 　□ ビックリしました。全国ニュースにも赤字って報道ありましたが、その後何も知りません。
　　　　 　□ 観光地の寺社の収入の２０％を市に収めて頂きたい。
　　　　 　□ 京都はお寺・神社が多いのになぜ無納税なの。なえ市民だけが納税。
　　　　 　□ ムダな金の使いすぎ。地下道、交差点の庭園ムダ。
　　　　 　□ 古都保存協力税の復活。京都市民が市民サービスを縮小され、学童値上げ．小児（0～３才）以上医療費は1,500

円（他自治体からは比べものにないほど高い）等、そこに住む人々のことを考えていない。京都市民の為に動かな
い神社・仏閣など不要。協力しなのであれば、とりこわし土地を法人に活用し市民の為の改革を。

　　　　 　□ 柊野の清掃局事務所がなくなったり、北部農業指導所が北役所に移転したりした理由がようやくわかりました。
最低限の住民サービスは復活させるべきです。

　　　　 　□ 正確な情報を発信してほしい。
　　　　 　□ 市バスやいきいき活動センターの利用料値上げに納得できない。
　　　　 　□ バスなど混み混みの状態で黒字だとしたら、そもそもまちがっているし、どうしてそんなに赤字赤字というのかわか

らない。キャラクターや植物園、ホテル、地下新幹線など、金を使うなと思う。ウソまみれ。
　　　　 　□ コロナで生活が苦しくなっているのに、それに追い打ちをかけるようにいろいろな料金を上げる。しかも市民にウソ

をついてまで許せない。
　　　　 　□ そうだとしたら何かウラがあると思う。黒字なのに赤字を装って、交通機関の減便、一部区間の運休、敬老パスの

負担金の増額ｅｔｃをし、 金をプール。何かに使おうとしているのでは。奇妙である。厳しく追及してほしい。
　　　　　□ お金がないと言っておきながら市役所は新しくなり、四条通りは使いにくくなっている。市長は責任を感じていない。

民間なら絶対にしない金の使い方をする。
上賀茂　□ そもそも世界に名の知れた都市”京都”なのに財政破綻するなど意味不明。夕張市とは違うでしょう？

利権が絡みすぎだと思う。特別な人達への特別な待遇をやめるべき。京都や大阪は特にその問題が大きいと思う
。それを解決しない限り財政難は続く。

　　　　 　□ 市立の老人介護施設＝最後まで看取りする市民でも払える老人ホームを多量に創ってほしい。
　 　　　　□ どうしたらそんなうそがつけるの？
　　 　　　□ 財政見直しにより収支関係が好転したのであれば、当然のことながら市民に明確に説明し、負担増を徒に強いる
　　　　　　 政策は速やかに見直すべきである。
　　 　　　□　財政再建にあたっては2・3年で異動する知識に乏しい市役所職位より、民間に委託すべきところは、任せるべき。
　　　　　□ 門川市長がテレビで「財政危機」と言っていたのでそう思っていた。
　　　　　□ 正確な情報を市民に伝えてほしい。偏った情報では情報操作と受け止め、不信感を抱きます。
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　　　　　□ どのような会計方法で赤字であったり黒字になったり詳細が全く分かりません。私達市民は特別なことがない限り
市民新聞が一番情報を得るアイテムです。

　　　　　□ 情報操作であれば許しがたい。
　　　　　□ これが本当だとしたら市民にウソをつくことになり、ゆゆしきことです。本当のことを言ってほしい。
　　　　　□ 実感というか感覚としてそのような様子はなかったので怪しいとは思いましたが、これほどの黒字とは思いません

でした。市民を騙してまで守りたいもの、やりたいことって何なんだと怒りがこみ上げます。
　　　　　□ 市長が何故そのような不誠実な態度をとるのか理解に苦しむ。いつものことですが。高齢者はそのために 　

敬老乗車証の値上げをこうむることになる。
　　　　　□ 約４カ月前転入してきました。京都市は便利な部分もありますが、自転車で往来する際、車が多かったり、危険だ

と思う。市バスにUSBで充電できるサービスがあればと思います。名鉄バス（大垣市を走っているバス）にはある。
　　　　　□ どういう計算をしてきたのだろう。市長も退職金を返上し、それを貧しい人にわけてあげてほしい。
　　　　　□ 民報をみて知りました。福祉乗車証１万が２万になりました。今回は甲仕込みをやめました。医療費１割負担にな　

ると７５才の誕生日になると喜んでいましたが２割負担。京都市のやり方に憤っています。
　　　　　□ 減債基金の取崩し自体がルール違反。EUのように財政のゴールデンルールなどをつくるべき。
　　　　　□ 最低ですね。黒字だったことがわかりました、で終わらないですか？ウソをつく人が市長だなんてありえない。
　　　　　□ ぜいたくな市役所やいらん建物がいっぱいです。市役所の近くのS建設にいい様に金を使わされている。I氏はS建

設に行って「私に入れなければ仕事がない」と講演。
　　　　　□ 市会報告の説明では何が問題かわからない。
　　　　　□ ずさんな経営赤字、予算のムダ使いについては、とてもあやしげなゆるせない感情でしか言い表せない。
　　　　　□ 財政不安を駆り立てるだけでなく、税金の明確な使用用途を市民に教えてほしい。
　　　　　□ 黒字４億円を府民に還元してもらいたい。
　　　　　□ 赤字と市民を驚かせ、実質はいつわり、はらだたしい。
　　　　　□ 危機的状況に変わりはない。議員の責任いつて述べよ。
西賀茂　□ 約4カ月前、転入してきました。京都市は便利な部分もありますが、自転車で往来する際、車が多かったり、危険だと

思います。市バスにUSB]で充電できるサービスがあればと思います。名鉄バスにはあります。（大垣市を走っている）

　　　　　□ 黒字で安心したが、色々なサービスや補助が使えなくなって不便に感じた部分があった。無駄が改善された面もある

が、そこにお金をかけてここにはかけなてくれないのかと思う事も多かった。京都に住んで良かったと思うことが少な
いので市民に負担を負担をかけるのではなく、住みやすい環境にしてほしい。　

　　　　　□ 保育所の予算を。職員・保護者の負担額が高すぎる。無料に戻しなさい。共働き家庭。政府の国葬予算国民に。
　　　　　□ 絶望的な気持ち。門川市長は退職金を何らかの形で返納してほしい。せめて。
　　　　　□ おそろしい雰囲気の市民新聞や地下鉄の広告など、やることがきたない。市民生活を犠牲にしようとする姿勢がみえる。
　　　　　□ 京都市は全国でも最悪の財政悪化都市と言われ続けているのに、なぜ何年も改善されないのか。カットすべき所を

せず、ムダな所に見えをはり、必要とする人たちを苦しめるような政策には首をかしげるばかりです。
　　　　　□ 京都市長は、あまりは発言しないので、何を考えているのか、さっぱりわからない。メディアでは着物を着て、顔は

極悪人の人相そのもの。早く辞めてほしい。もういい加減、パフォーマンスは見たくない。

　　　　　□ そういうことを知らされない現状が政治不信の元です。　

　　　　　□ コロナにより観光客が減り、税収入が減り、赤字が増大したと思い込んでいた。正しい状況を周知してほしかった。
何かを値上げするためにの口実に財政破綻と言ったのではないかと思う。

　　　　　□ 市職員のボーナス支給は変化がないのに、敬老サービスの削減はおかしい。
　　　　　□ この処、市民新聞の内容は赤字を強調するだけで、敬老乗車証の値上げや、北山地区の再開発を正当化すること、

益にも成らぬ新幹線延長計画など、市民の声や感情を無視した姿勢を推進しており、許せません‼
　　　　　□ 市民新聞は信用しないことにします。交通公園に北消防署、ひどい話。元北消防署跡地、広い場所も良い所、民間

に売った。ひどいと思います。　　
　　　　　□ 何の目的で赤字を公表し、市民の不安をあおるのかが、わからない。
　　　　　□ 市役所内での豪華な措置など不要と思う
　　　　　□ テレビで市長が云っていたのは、様々なことを、したいことをしたいことの前おきだったと思う。計画的で許しがたい。

大宮　　　□赤字赤字と市民に危機意識をあおり、正確な情報を伝えないのは、おかしい。

　　　　 　□ 口では緊急性を訴えていても、いつも余裕に見える市長の姿に、そんな事だろうと思ってました。

　　　　 　□ なぜ、そんなウソを言うのだろう。「京都市の財政、大赤字やってね…」と知人から聞いたが、市民しんぶんを読んで

のことだろうと思った。正確な情報を発信してほしい。

　　　　　 □ 噓つき市長を交代させましょう！　

　　 　　　□ 門川市長の給料も増やして、市民のこと等考えてない。議員全員の給料、領収書要らないお金等減らすべき。

　　　　　□ 門川市長の給料を減額すれば、すぐ黒字になりそうなものですが。

　　　　　□ これは、不正に近いと思います。市民にきっちり本当のこと・真実を伝えていないのです。　

　　　　　□ 杜撰（ずさん）。一般企業でも自治体でもそうだが何故そうなるのか、理解できない。

　　　　　□ なんかだまされた気分ですね。　

　　　　　□ 私の知り合いのバスの運転手いわく、給料が安いらしい。

　　　　　□ 財政破綻を前面に出してアピールし公共の施設をどんどん無くしているように感じます。

　　　　　□ 市民をあざむいて市民新聞でも大々的に宣伝してきた市のやり方は、ペテン・サギである。市民新聞によって多くの
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市民は仕方ないと思った。しれが違ったのなら黒字の事実を市民新聞で知らせるべき、宣伝の訂正を行うのが当た

リ前だ。また、そのため社会福祉をけずったのは元に戻すべき。

　　　　　□ 何かのかたちで返してほしい。
　　　　　□ 危機的状況に変わりはない。議員の責任いつて述べよ。
　　　　　□ 京都市が市民に公表する市民しんぶんとか市政だよりは、基本的に信用しないことにしている。「４億円の黒字」の

件も。いつもの市当局の手口か、ぐらいのの関心です。
　　　　　□ 税の収支について。京都での見返し。（住民でない方々の問題）
　　　　　□ 京都市は破綻しそうなオデ、引越そうと思っていました。
　　　　　□ メディアでは赤字で大変、。破綻するかもとニュースを見て、今後どうなるのか不安に思っていました。それほどの

財政状況であったことについても、また今回黒字だったことについても、発信をもっとしてほしい‼
　　　　　□ 市は正確な説明が必要。　　
　　　　　□ 何れにしても、市の財政のいい加減さにあきれます。身の丈に合ったマネージメントが求められます。
　　　　　□ 黒字になっているのは良いのでは。　
元町　　□ 赤字と言っておきながら、市役所エレベータ（？）のとびらに５００万円も使った事に腹が立った。自民党系列の市長

は箱物が好きなのか？自己満足なのか？
　　　　　□ 黒字になった要因、今後の収支・見通し等も含めて判断していく必要がある。確かに危機を煽る（あおる）ような

発表・報道は問題だったかもしれません。
　　　　　□ 何10年間野党第1党の共産党には責任はないのですか。
　　　　　□ 税金あげてますよね？バス乗車料金も上がりますよね。市民をだましてますよ。
　　　　　□ 突然財政が苦しくなったのでしょうか。以前よりわかっていた事でしょうか。市役所の改造に沢山お金をかけておいて

破綻しかねないと言われても困ります。あちらこちらに高級マンションやホテルが建っています。若い家族や一般の
市民が住みずらくて、他県に移住している事。市長は海外の富裕層に目が向いていませんか。人口の流出を止めて
ください。

　　　　　□ 京都市が破綻しかねないと聞いているのに黒字と聞き、納得が出来ない。個人の家でも、入ってくる年金も下がって
くる。出費の方も考えて使っている。市役所の茶室等無駄が多過ぎる。

　　　　　□ 事実でないことを発表する、発表させる市会議員も同類か。
　　　　　□ 市民にこの黒字の事、もっと追求していただいたい。
　　　　　□ そんな大切なことはもっとしっかり市民に説明する責任が市にある。
紫明　　　□財政破綻の報道と、敬老乗車証等、私たちに不安を与え、その後に黒字が発表されました。市の財政がこんないい

加減な取り扱いをしていることに怒りを覚えます。
　　　　　□ 元々、50年程前、地下鉄を近鉄の佐伯オーナーの乗り入れを拒否して、起債をしたのが、今日借金だらけの始まり。

神戸の宮崎市長みたいにトンネルと線路だけ作って民間化していたらよかった。　
　　　　　□ 共産党のチラシで知って驚いた。
　　　　　□ 財政状況が厳しい事は事実であるが、急いで返す必要がないとうことで、返済を先送りにしてもいいという印象を与

えることは論点が違うと思います。
　　　　　□ 黒字でいられるからといって、今までの様な放漫な市政運営では、又すぐ赤字になります。よく考えてください。
　　　　　□ わかりにくい。何とかしなけｒばいけない状態だと思う。正しい事を知りたい。
　　　　　□ まわりのほとんどの人が京都市の財政は赤字でお金がないと思っています。そうではない事を、もっと皆に知れせる

方法を考えてほしいです。
　　　　　□ 最近の市長の働きは理解しにくいことが多く、何を大事にしてやっているのか。　
　　　　　□ これが真実なら大きな問題。
　　　　　□ 敬老乗車証の負担金アップはすでに実施されている。市政の方針に納得できない。　
　　　　　□ どうしてそんなウソの報告をするのか理解できません。
　　　　　□ もっとは早く対応すべきだし、市長の手当を減らすべき。
　　　　　□ 今の市長はまったく信用できない！市民の事柄に関心がない！一刻も早く止めてほしい！もっと市民の事に向き合

う市長が必要！
　　　　　□ 市民しんぶんを使って赤字赤字と危機感をあおり、低所得者層に対する社会保障を切り捨てていくやり方は卑怯だ

と思います。円安で空前のもうけを上げている京都の大企業への増税（法人税率のUP）などの施策を打ち出すべき。
　　　　　□ 鯛は頭からくさる。慰安の門川市長は全くだめ‼　…　一日も早く胃腸の選出を望む。同時に今の市会・府会も全く

くされきっている。
　　　　　□ 市役所の漆の扉、御池からの地下直通で市役所に行けるとか。紫明通りのグリーンベルトでも無駄な事をしてしまっ

ています。税金を無駄な工事に使わないでください。
　　　　　□ 実質4億円の黒字だったのであれば、新聞、京都市のライン等でも一報して下さればよかったのに。
　　　　　□ 黒字の内容がわからない。
　　　　　□ 京都市長は4億円の黒字を市民に市民新聞などで、しかりと知らせてもらいたい。
　　　　　□ 財政破綻のために、保育士の給料をカットする等、聞いています。保育士さんが減ると子どもがいる世帯にとっては、

働くことができなくなるほどの大変なことです。すぐに撤回してほしいです。
　　　　　□ 「急いで返す必要のない基金返済」を、財政ピンチの市が急ぐ、その理由を詳しく知りたい。
　　　　　□ 破綻が近くなっているのは事実の様ですが、会社の経営者が市長だと考えてみると、方法合ってないように感じる。
　　　　　□ 現京都市長は赤字になるまで何をしていたのか。高い税金を徴収しておきながら、赤字になってから市民に知らせる
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とは、市民をないがしろにしている。
　　　　　□ 市役所の建物にお金をかけたり、インバウンドばかり期待して、無駄使いが多い。
　　　　　□ 市の努力に感謝。
　　　　　□ 赤字だと思い込んでいた。うそ（フェイクニュース）をついていたのだから、はっきり、きちんと認めさせ謝罪すべき【西川】
　　　　　□ からくりをしっかり説明頂きたい。　
　　　　　□ だまされた。怒っています。　
　　　　　□ 実質4億円の黒字とは、どういうことかわからない。
鷹峯　　　□何が正しい情報なのかわからない。ムダな支出をやめて、市民のためによりよい生活ができるようにしてほしい。京都の

キャラクターにお金をかけるのはやめてほしい。
　　　　　　□どうしてですか？なにかずるい事してそうですね。京都市って。
　　　　　　□不必要なもの（人によって違いますが）市民新聞、各区の新聞、その他もろもろは止める。お寺など多い京都から税が

生み出せないのが問題。京都市役所への地下道、茶室などいりません。
　　　　　　□黒字だったにもかかわらず、「財政難と言い」地下鉄車両の（新しい）豪華さや、庁舎地下通路（御池）など、使い放題の

一方、市民生活に関わるバス運賃や敬老乗車証の値上げ等、また、無人改札などで人件費削減は、わからないことで
はないが、市民（従業員）の生活など、市民に押しつけてる様に思う。豪華な車両、市民側としても観光客側にしても
いらないです。

　　　　　　□返済は早い方がいいと思いますが、説明が欲しいです・
　　　　　　□実質５億円の黒字！？　赤字赤字と騒いで市民サービスを低下させる。これは作戦だったのですか？毎年５００億円の

赤字は京都市の政策が悪い。市役所と地下鉄の通路、何人の人が利用していますか？エレベーターの豪華な扉は
誰のためのですか。門川市長のひとりよがりでないでしょうか。誰もこんな扉、通路は望みません。市民が平等にサービ
スが受けられるような京都市になってほしい。

　　　　　　□市民への還元が少ない。例えば、歴史的な史跡が多いのに、一般観光客と同等の入場料では、地域愛が生まれない。

もう少し考えてほしい。
　　　　　　□黒字になったのは何か政策をしたのでしょうか？

無駄なお金を使っている点が多くある。
　　　　　　□なぜそのような報道だったのか、信用問題だ。
　　　　　　□市民には、事実を正しく伝え、ヒアリングして議員だけでなく、改善のアイデアを広く募るべき！
　　　　　　□京都はお寺が多く、寺は税金を納めなくていいと聞いた事があります。そういうことを見直せば黒字になるのではと思い

ます。でも、黒字なのですね。
　　　　　　□なぜ、禁じ手の公債償還基金が枯渇（こかつ）するまで、その金まで手を出してしまったのか？巨額の東西地下鉄建設

投資をしてしまったのか？甘い地下鉄集客見込み数で建設にふみきったのか？　京都市は今までインバウンド消費を
当て込んで、外国人のための誘致を考えて、観光重視の政策を続けてきたが、このコロナ禍でこの計画は破綻してしま
い、特に観光産業のホテル・旅館・土産物屋や周辺の飲食店は窮地におちいっている。折角、宿泊税たるものを創設し
たものの、からぶりに終わっている。税収入も絵にかいた餅です。京都市民にとっても、今まで観光公害に泣かされ、
ようやく静けさを取り戻し、違法駐車やゴミ散らかし問題及び深夜の騒音から解放されている。今まで、観光地の賑わい
によって、路線価が上がり、住民の固定資産税も上がり、住民は耐えてきた思いがある。

　　　　　　□市民をバカにしている。どういう意図で嘘をついたのか釈明してほしい。全国的に夕張市のような破綻をによわせ市民を
不安にさせた市は重い。強く抗議してもらいたい。

　　　　　　□毎年５００億円の赤字だとすぐ財政破綻しているはずなので、変だと思いました。本当は毎年赤字ではないのでは？と
　　　　 思いました。
　　　　　　□京都が何故こんなに赤字になるのか訳がわからない。観光で潤えないのは何故？大きな企業もあるのに。
　　　　　　□京都市民に広く知らせることが大事。
　　　　　　□京都市から外に引越したい気分‼　市民にとってマイナスばかり。評か出来る事がない‼
　　　　　　□着物姿でチャラチャラ、テープカットに行くだけの門川市長は退陣。強力な候補を立てる必要有り。
　　　　　　□赤字赤字と言うことで交通費をはじめ、いろいろ値上げしているので、仕方ないのかなアと思いつつ、（５００円の一日

乗車券があっというまに７００円になっていてびっくり‼）「黒字なんですか？なぜ？」　税金などどんな使われ方をしている
野でしょう？表向きのものは「うそ」ですか？市民のために活用してもらいたい。

　　　　　　□なぜそのような虚偽の説明をしたのか。説明してほしい。財政難を理由に色々な予算が削られているが、福祉や教育等
本当に必要なところの予算は削らないで欲しい。娘の保育園は今年度すでに５００万円の赤字だと説明があった。保育
園への補助金について早急に考え直してほしい。

　　　　　　□え？　意味が分かりません。赤字なの？黒字なの？　破綻するの？しないの？　誰か説明して下さい。
　　　　　　□市長等は自分たちの都合のいいようにだけ言っているように思う。
　　　　　　□メディア等でも赤字、財政が厳しいという点がクローズアップされているため、知りませんでした。
　　　　　　□何故このような大きな差が出るのでしょう。意図的なものを感じます。
　　　　　　□都合の良い様に計算してそうで不信感が募る。
　　　　　　□どうして急いで返す必要のない基金返済をした理由がわからない。家庭と一緒で入る分で経営してくのが道理だと思う。
　　　　　　□なぜ、そんな　ウソを　つくのでしょうか？　　京都市は信用できない‼
　　　　　　□インバウンドで回復させる。
原谷　　　□①メディアは破綻する事を煽っていいるのがわからない。　②京都市職員の給料引下げ。　③神社・仏閣入場税を取る。

④神社・仏閣宗教法人税。　法人税課税すればよいと思う。
補助金の申請で市役所に数回行きました。エレベータの扉をみて、これがかの扉としげしげとながめてきました。訪れる
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人も見ている人もまったくおらず、無駄使いその物です。仕事をしている方もあんなにたくさん必要なのかとも思い、人員
も減らせば人件費が浮くはずです。　

　　　　　　□市役所の設備で不要なものが多すぎるのでは。（金の部屋？エレベータ、地下道からの通路等）　市の職員で、仕事も
せずに高給をとっている人がいるそうな、おかしな話です。市の交通局で、反社会勢力の人が職員にいて、仕事もせずに
威張っていると聞きましたが、いかがなものか。
どんなカラクリを使ってこんなごまかしをしたのか、詳しく告発してほしい。

　　　　　　□財政難の中、市庁舎に多額過ぎる税投入し、市民の暮らしに見ぬ振りで役所側の言い訳ばかり。
　　　　　　□　　　　　黒字なのに市民には赤字だと言っている京都市政には腹が立つ。市民に負担を押し付けるなんて、許せません。次の

京都市政のには市民を安心させる市長を選びたいです。　
　　　　　　□　　　　　給付金のバラマキはよくないと思う。制度をずるく使いこなして、悪用する人もいるだろう。本当に困っている人達や、ローン

をかかえている人や、子育て世代の人、低所得の人達が住みやすい京都であってほしいと、思います。
　　　　　　□　　　　　恥ずかしい。寺・神社ｅｔｃから固定資産税がないから収入源が少ないと聞いた事があるが、拝観料・宿泊税など、観光客

からもう少し徴収できないものかと思います。
　　　　　　□　　　　　なんでそんなウソの報告をするのか　なぞ。
　　　　　　□　　　　　市民に不安を与えるなんて最低！
出雲路　　□子どもの保育や教育をもっと充実してほしい。ここを削って黒字にしてはなんのための行政かと思う。エレベータの戸を

塗にするなど、もってのはかだと考える。高所得者やお寺から税を取るべし。真実を広く知らせる広報活動の充実を。　
　　　　　　□　　　　　知らせたくはないのでしょう。危機感をあおるだけあおっておいて。

　　　　　　□　　　　　北区の産業を活性化することが必要なのに、市は観光依存型の産業構造に変えてしまった所に財政問題の本質がある。

　　　　　　□　　　　　どういう統計の取り方をするかで、自分たちの望む結果を出していると言う事なのでしょうか？アベノミクスが成功もして

いないのに、数字のマジックで成功していると言い続けたみたいな事なのでしょうか？

　　　　　　□　　　　　何故赤字として、色々な手当てをなくすのでしょうか？保育費が高いのに先生のお給料が少なく、子育て環境が悪い

です。　

【２】　新型コロナウイルス感染はいまだ収束の目途が立ちません。政府や行政の対応に問題があります。医療機関や

保健所（市内１１→１カ所）をへらしてきたため、対応が困難になります、困ったことやご要望などお聞かせください。 　　　　
回答２－１ [ 

雲ヶ畑　□　家族が今年の2月に新型コロナウイルスに感染し、自宅療養になったが、濃厚接触者となった私たちはどこで検

査を受けられるのか問い合わせても、むずかしかった。（明確な答えはえられなかった）

　　　　　□　市民の不安は勿論増大しますし対応にあたる医療機関、各所の職員にかかる負担が増すこと懸念されます。

　　　　　□　保健所に行く機会がなかった期間が過ぎ、これから自分も親も孫もお世話ぬなる時がきて、今まで通りでないこと

　　　　　　　　、「なぜ‼こんなことになったのか？」の気持ちです。

　　　　　□　コロナにかかる人が身近になるにつれて、実際にかかる恐怖とどうすれば良いかわからない。
　　　　　□　保健所を減らし、小学校を統廃合したことは、コロナ感染をいまだに収束できない大きな原因ではないでしょうか。
　　　　　　　身近な保健所がなくなり（1カ所になって）小規模な学校なら密にならず子どもの教育も守れたはず、自炊式の給食
　　　　　　　があれば、避難所として食料がて提供できる。
　　　　　□ しんどいって言わせない街。公務員の給料や保障、同じ市民、差をつけたらアカンでしょう。公務員はたくさん勉強

したからエライのか、、、そうか、、、
柊野　　□ 新自由主義路線の転換（小さな政府）
　　　　　□ 発熱した時、医療機関に受診を断られた。
　　　　　□ 相談したい時、と問い合わせたい時にすぐにつながらない。不安な時間を何度すごしたか。
　　　　　□ 日本は中途半端な対策しかしていないように思う。
　　　　　□ 保健所は各行政区に1カ所に戻すべきだ。
　　　　　□ 北区役所のとなりの保健所わかり易かった。今はどこに在るか今日まで（10/４）知らなかった。
　　　　　□ 何人とかコロナウィルスにかかっていないのが助かる。
　　　　　□ 全てがお粗末です。職場は本当に大変です。医師もおかしい‼地区医師会何もしていない。
　　　　　□ もうコロナは終わっている。
　　　　　□ 金閣寺周辺の飲食に勤めていましたが、お店が２年前に廃業になりました。コロナ病が憎いです。
　　　　　□ 今のところ感染していなのでわからない。
　　　　　□ 無駄が多い。
　　　　　□ 先日コロナ陽性となりましたが、比較的早く対応してもらいました。
　　　　　□ ８月上旬にコロナ罹患の可能性があり「きょうとコロナ医療相談センター」に電話をしたが、どの時間帯にかけても

一向につながらなかった。重症化の危険がある人や単身で暮らしている人など、医療を必要とする人に行き届いて
いない状態だと感じた。

　　　　　□ コロナにかかりましたが、ほけんしょからｎ保健所からの連絡がありませんでした。食糧も１回目の時よりずっと少ないです。病院で
子どもの検査は出来ましたが、もうキットがないとの事で、私（親）は検査できませんですた。どうなっているのか？
タクシー代もかえしてほしい。

　　　　　□　感度の低い抗原検査ではなく、PCR検査がすぐにできるようにしてほしい。アメリカなどの外国のようにネットで買
えるとかエッセンシャルワーカーには定期的に無料で検査ができるようにしないとダメだと思う。
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　　　　　□ 家内と共にコロナに感染したので、敏感になった。一時全国の感染者は１万人台まで下がり、もうひと頑張りで
終息と思われたが、シビレを切らした政府が経済優先を重視、行動制限を解除、外国人観光客の段階的受け入
れを認め、国際線は昨年同時比で、11月2日現在３．２倍に増えた。コロナ感染者は全国で再上昇に転じた。
専門家は第８波に入ったと見ている。観光都市京都も待ってましたと政府の方針に乗った訳だが、一度緩めた
ものを戻すのは難しい。政府の大失敗である。

上賀茂　□ いつまで子ども達にマスク付けさすんですか？大人は居酒屋で楽しんでいるのにまだ子どもは黙食。京都府知事
も、京都教育委員会ももっと声をあげるべき。保健所や医療機関の数だけの問題でない。保険診療をしている医院　
は有事の時には強制で対応すべき。致死率0.1％以下のウイルスなのに過剰すぎる対策は税金のムダ使い。
病院の空床手当だけで一日何億円も税金が使われて事が問題。

　　　　　□ 居宅介護支援事業所でケアマネジャーの仕事をしています。担当利用者がコロナ感染し、陽性者フォローアップ
センターに相談しましたが、電話が 全然つながりませんでした。高齢で独居、愛護ザービスも止まってしまい
相談しましたが、行政に「家で死ぬのを待つしかない」という考えなのかと感じました。

　　　　　□ 2月に感染したした時、保健所からの連絡が遅かったです。対応は良かったです。保健所がそんなに減ったのも知
りませんでした。

　　　　　□ 不安があっても連絡（電話）を控えようとしています。混線、医療崩壊を防ぐため。
　　　　　□ 8月にコロナにかかり、いろいろ手続きで電話がつながらなかったり「マイハーシスありますか？」とつながった時　　　　　　

聞かれたり、コロナウイルスにかかった時に医療機関を受診していなと保険の還付金がもらえないこと知らず、損
をしました。もう少しわかりやすい対応が知りたかったです。

　　　　　□ そこまで減らしているとは知りませんでした。減らしすぎだと思います。
　　　　　□ 発熱すると普通の風邪でも診てもらいにくいし、行動も制限される。若い人や体調が悪い人の為にオンライン受

診などいろいろ手探りでもやろうとしてほしい。吉村（大阪府）さんのようにもっとがんばってほしい。
　　　　　□ すぐに相談できる保健所のような場所が減らされたのは不安です。電話もつながりにくいようです。すぐに相談でき

る部署は残してほしい。
　　　　　□ 各区にあったものを1カ所に集約したので、きめ細かい対応ができず、すべてが手薄になっている感じ。
　　　　　□ コロナにより支援物資を申し込んだが、解除になってから仕事に行っている時に、運送屋さんよりTELあり、再配達

ができませんと言われた。
　　　　　□ 国は地方自治体へ丸投げ。地方自治体は民間へ委託。何でこんなことになるのか。全て統制がとれていない。
　　　　　□ 7月に感染したが、結局保健所kら電話連絡はなく、療養期間の終わる直前にショートメールがきただけ。安心・安全　

安全が守られていない。
　　　　　□ 政府や行政のやり方に問題がありすぎます。まずそこを何とかしなければ要望などここに書いても何も変わらない。
　　　　　□ 生きがいとしていた洋裁教室も休室としたが、今まで買ったミシン・アイロン等々の回収（一切月謝が入らないので

安い月謝・ボランティア的なので申告しないでと税務署）。
　　　　　□ コロナ感染状況の実態がわかりません。私たち「マスク」をして「外食」を控える位しかできません。
　　　　　□ 昨年家族がコロナに感染した際の保健所の対応が遅く、連絡がつかないなど不安でした。濃厚接触者の待機期　

間解除の書類が誤送されて届かないことで確認すると手書きで宛名が書かれていて管理がずさんすぎると思う。
　　　　　□ 現場の状況は外からはは見えずらいので、やはり現場の方達の声をよく聞いていただき、行政は対策を考えて。
　　　　　□ 支配の論理によるごまかしばかり。75才になる小生も老人施設でアルバイトをしているので、自民・創価学会では

恐怖です。
　　　　　□ コロナを２類→５類感染症にすべき。今後、コロナ以外の新たな感染症に備え保健所の役割を見直す。コロナと

共存するためには、社会的弱者の少数の死亡を受け入れるしかない。小児においてはインフルエンザよりもはる
かに低い死亡率である。国民がコロナと溶存し経済をまわすためには、この考え方をできるかどうかであろう。

　　　　　□ 確認したところ、（2022.9.23時点）市内には1カ所以上見つかったが、1カ所のみとはどこか知りたい。ｔ
　　　　　□ 速く収束を望みます。行政の対応甘すぎ、もう野放しですね。

西賀茂　□ ８月にコロナにかかり、いろいろ手続きで電話がるながらなかったり、「マイハーシスありますか？」とつながった

時、聞かれたり、コロナウィルスにかかった時に、医療機関を受診していないと、保険の還付金がもらえないなど
損をしあした。もう少しわかりやすい対応が知りたかったです。　

　　　　　□ コロナになった時、同居の家族に心疾患のある家族がいたので、ホテル療養がしたかったが、保健所から連絡
こず、連絡つかずで大変困りました。連絡ついても，まだ陽性の登録ができてない（？）ので、ホテルは今は無
理といわれました。結局、登録後連絡がきたのが１週間後ですでに対象外の時期で何のための連絡？」と思い
ました。　　

　　　　　□ コロナ対策にしても、京都は情けなさを感じました。医療関係の方々のご苦労には感謝しています。
　　　　　□ 日本国の誘導による情報操作でコロナ事態、茶番なのです。医者の既得権益躍らされているだけ。日本国の

アメリカによる誘導、それ以外の何者でもない。日本はいずれ滅びてしまう。これからの子どもたちの未来が
不安でしかない。

　　　　　□ 保健所が市内１カ所になったことを知らなかった。さすがに減らしすぎでは。感染症が発生したら対応不十分に。
　　　　　□ 濃厚施職者の待機とか意味がない。どこにいても感染リスクがあるのだから。
　　　　　□ 保健所への相談がまったくできない。
　　　　　□ ニュースや風聞によると、医療施設の廃・減少により、現場の方々の苦悩が市長や政治家にちゃんと伝わって

いるのか疑問です。
　　　　　□ 私たち、８２才夫婦で暮らしています。２階は足が悪くて上がれない。下の部屋１つで布団１枚敷いたらいっぱ
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いです。病気になったら看病することができない！　　
　　　　　□ マスクはケースに何枚か入れ持ち歩き、マスクをしていない人を見たら差し上げています。人ごみにはなるべく

出ないよう。私はアルコールアレルギーで、何処でもアルコール消毒ですから指紋が無くなりました。我家は
キレイキレイ（石ケン）です。石ケンも置いてほしかった。今更遅いですけど。

　　　　　□ コロナ対応の相談窓口を含め、保健所と連絡がとれず、それでも軽症であると診察（往診）も受けられなかった。
　　　　　□ 障害者の娘をワクチン会場に

連れて行ったとき、皆さん親切でありがたかったです。注射ができない人もいるので、その人たちのために特別
な会場をつくってほしい。時間や他の人と会わないような。

大宮　　　□これは医療界全体の問題ですが、日本には、京都には、かなりの数のクリニックがあるのに、コロナやワクチン
に消極的なのか、単純に考えてもおかしい。

　　　　　　□コロナにかかり、自宅療養していた際、フォローアップのフリーダイヤルに何度かけても、コールのみで誰も出る
ことはなかった。（話し中ではなくコールしている）症状が少しひどくなっていたのに相談できなかった。

　　　　　　□今のところ感染していないが、行動制限がなくなり、観光客が戻りつつあり、旅行や大勢の人が集まるイベント・
ライブも開催され、それは嬉しくもあるが、複雑な気持ちで見ている。私自身行動制限している。

　　　　　　□TELはつながらないし、連絡のこない。
　　　　　　□これからは６４才以下の基礎疾患のない者は個人で色々としていかなければならないのはすごく大変だと思う。
　　　　　　□保健所に電話しても通じないのは、市民として心配です。　　
　　　　　　□コロナコロナと世間はさわぎすぎだと思う。終息も近いのだからワクチンなど必要ないと思う。
　　　　　　□熱中症のため発熱して９０代の女性が救急車を呼んだが、どの病院も受け付けてもらえず、自宅に帰された。
　　　　　　□コロナ全盛期にい保健所業務がたち行かなくなったのはこのためだと思います。
　　　　　　□保健所と保健センターの違いを市民に知らせ理解してもらう。重要な拠点を減らした市への怒りを集め、市を

追い詰める。全行政区に保健所を元に戻す。
　　　　　　□保健所は身近にあってほしい。１カ所にするのは全くひどい。
　　　　　　□子どもは感染し、収入が減り、借金をして生活してまう。大学まで出て、結婚をひかえ、借金がありできません。

私自身、一人で何とか大学まで出したのにと、悲しい。
　　　　　　□「ちゃんとして」と小学生の子どもも言ってます。
　　　　　　□感染したのですが、感染してから１１日目に保健所から電話ありました。どんな状態だったかの内容で、ただ、

それだけでした。一人住まいの人だとしたら何の手助けにもなってくれてないと思いました。
　　　　　　□観光に関することばかり、お金を使っている印象があり、市民生活にちゃんと手厚い施策をしてほしい。

四条通りの歩道拡張、本願寺前の公園化などより、大事なことあります。
　　　　　　□新型コロナの第5波、第6波に感染して、京都市保健所からのファーストタッチは5日後。現在は、ファースト

タッチの見直しが進んだが、市の保健衛生は機能していない。
　　　　　　□行政の対応の方向性が見えない。全てが、市民（国民）まかせになっているような気がする。
　　　　　　□減らした原因？　5カ所には必要では。　
　　　　　　□感染した時に連絡がとれなかった。子どもの症状が悪化した時に、どこへ受診すれば良いかも聞けなかったし、

小児科は保健所にtelしろと言った。
元町　　　□最近の保健所の内容はよくわからないが、保健衛生や子育て世代にはとても大事な機関です。余裕のある

場所であってほしい。
　　　　　　□私は、行きつけの医院でみてもらいました。
　　　　　　□京都だけの問題ではないように思います。今後も未知の感染症が流行した際、同じようなことにならないで。

コロナと称して無駄な税金使っているの知っていますか？島津アリーナの待機代半端ないですよ。
　　　　　　□何が問題なのか？保健所1カ所とはどこか？京都市は京都市以外の政令市の平均より500人も多い。

市職員は給料も20市中6位。給料カットしても。職員の働き方が悪い。
紫明　　　□政府の考え方が国民目線からずれまくっている。　
　　　　　　□あの流行真ただ中で、オリンピック開催、悪化の原因だったことは誤りないと思う。
　　　　　　□感染して、10日間も拘束されたのに保健所からの連絡が遅い。保険にも入っていたのに、請求できず、保

険料も払い、１０万円の保険金ももらえず。
　　　　　　□実際はもっと陽性の人がいる（私も保健所に伝えられませんでした）のに、支援物資なども受けられなかった。
　　　　　　□御党の考え方を示すべき。あげ足とりは無意味。
　　　　　　□増やす必要がある。
　　　　　　□コロナ感染したら、ちゃんと安心できる対応をしてもらえるか一番不安です。　
　　　　　　□後期高齢者医療費、介護保険金の値上げ、さらに健康保険金の負担金の３割とどこまで高齢者高齢者を

いじめたら気がすむのか腹立たしい。　
　　　　　　□救急車が呼べない、行く先の医療機関がない等は京都市でもおきているのでしょうか。
　　　　　　□保健所の人員不足が明らかになりました。感染後後連絡がなく不安でした。
　　　　　　□早く治ることを望みます。自治体はもっと積極的な対応をしてほしい。
　　　　　　□保健所は区に１つと元に戻すこと。第７波で多数の死者を出したのは、高齢者も感染した人達が介護施設

や自宅ににとめおかれたことは原因。保健所の職員も増やして介護施設での感染者がすぐに医療機関に
かかれるように体制強化にお金を投げてください。また、PCR検査場（無料の）が少ない。薬局で抗原検査
キットを買わせるのではなく、公が検査を主体的に行うようにしてほしい。

　　　　　　□全てが後手後手でるある。先頭に立ってコロナとたたかえと言いたい。
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知り合いの方が、感染した時、とにかく電話がかからなかったこと。自分で看てもらえる所を探して、診察し

てもらったとの事。保健所からは、その後も連絡がなかったことを聞いている。身内が感染した時は、病院
で処理してもらい、コントロールセンターで入院先を探してもらい、入院まで３～４日かかった。だいぶ逼迫
していると感じた。

　　　　　　□今だ一度もコロナ感染した事はありません。しかし、コロナウィルスが始まった頃、医療機関での診察や
手術も大幅に遅れました。この３年間で２階の手術です。命にかかわる事です。医療機関や保健所等
大変ですが、ほかに対処はなかったのでしょうか。

　　　　　　□陽性になってから４日後に保健所から連絡があり、その間どうしたらいいかわからず、困りました。
　　　　　　□出費を減らすためにそうされたんだろうと思うますが、又、大流行するかもしれないと聞いています。その時、

もっと大きな出費になると思いますので、減らすのはやめた方がいいと思います。
　　　　　　□自力で。周辺の開業医に申し込み、幸い毎回受け入れてもらった。しかし、今後もそれで何とかなる保証は

無いように見える。公的機関の行き届いた対応を期待する。
　　　　　　□正しい情報が出されていないようです。自然にまかせてもお金を使ってほとんど変わりがない様に思ってい

ます。勝手に思い込んでいます。
　　　　　　□接種の予約に時間がかかり過ぎ。TELで南海ダイヤルしてもつながらない状態であった。
　　　　　　□８月子どもが４０度以上の発熱の際に、どの病院も話し中ででコロナダイヤルも混雑のため、おつなぎでき

ませんの繰り返し。本当に必要な時に頼れる所は機能していませんでした。大阪ぐらい、身軽に物事の
決定と実行力あある所に住めたらなと痛感した。

　　　　　　□特になし。政府や行政の対応に大きな問題はなし。
　　　　　　□こんな１カ所になっていたなんてひどすぎる。子育て時代、特に乳幼児を抱えていた時は、随分、保健所の

お世話になっていたのだと、つくづく思う。コロナの今こそ、皆その必要さがわかったのでは。
　　　　　　□コロナで騒ぐのはもうやめて下さい。死亡の主要因がコロナでなくてもPCR陽性であるだけで、全てコロナ死

にカウントされている状況が続いている。もうとっくにインフルエンザ以下の脅威です。コロナが続くことで
医療機関が潤えるシステムを糾弾してください。　

　　　　　　□第2波以降ズルズルとこじらせ、文明度の低さにあきれる。　
　　　　　　□医療に携わる人々が、苦労されていることを考えると、早く増員の手立てや財政的な手立てをうってほしい。

なり手がなくなると本当に大変なことになります。育てることを考えてください。
鷹峯　　　□コロナで困ったからTELしたのに「HPにのっている医療機関に連絡して」と言われた。調べてどうにもならな

いからそうだんしたのに…。税金ドロボーだ‼　救急車を呼んだ者勝ちな気がする。色々な人と話すと、みん
なそう言う。

　　　　　　□家族がコロナにかかった時、保健所への連絡がつかず、不安が大きくなった。このまま死ぬんじゃないかと
心配した。（生後８か月の孫もかかった。）

　　　　　　□１１→１カ所は減らしすぎだと思います。市民も困るし、１カ所に集中しすぎて職員の労働時間など大丈夫
なのか？
コロナに罹りましたが、保健所に電話がかからず、困りました。幸い、軽かったので幸いでした。

　　　　　　□発熱があるのに検査をしてもらえず大変不安で困りました。
　　　　　　□具体的な説明が無い。〈医療機関は病院ですね。「や保健所」〉どこの機関ですか。
　　　　　　□協力しない医療機関を少なくする事で、保健所の減少をフォローするシステムを検討すべきと思う。

保健所の減少を補うプラットホーム作りを。
　　　　　　□コロナに感染した時に具体的にどうしたらいいのかの情報が不足していると不安がある。
　　　　　　□まだ感染した事なく、病院に行くのは子どもがRSなど違う風邪の時ですが、病院の負担が多すぎる。
　　　　　　□２月にコロナに感染し、保健所につながらず、大変しんどかった。
　　　　　　□なぜ１１カ所を１カ所にしたのか、知りたいです。対応が困難になるのはわかる事だと思います。
　　　　　　□withコロナの時代では、海外の様子（アメリカ・ヨーロッパなど）はほとんどマスクなどしておらず、これで日常

生活がうまく動いています。いつまでマスク生活が続くのでしょう。特に、子ども達や高齢者は大変です。
コロナウイルスについても、インフルエンザと同様の分類になれば、医療機関や保健所の機能不全は大幅
に改善されると思います。もっと、活発に議論を進めてほしいと思います。この情況の中では、人間ドックの
検査や糖尿病・緑内障・胃潰瘍あどの症状があっても病院に行くのは控えました。他の病状を抱えた人達
はもっと大変な状況だったと思います。　

　　　　　　□ウイルスの症状は、個人差があり見分けるのが大変である。ウイルス感染相談窓口の電話回線を増やす。
いつ電話しても、話し中もしくは繋がらない。

　　　　　　□WHOはこの件で落ち着いてきたというような事を言っていたと思いますが、日本はまだまだ感染者が世界中
と比べて目立って多い国だと思うので、この冬はインフルエンザと重なり、医療機関が少ないと患者が自宅
での死亡者が増えてしまうのかと不安になります。

　　　　　　□５類に引き下げ、一般の医療機関で対応してほしい。
　　　　　　□コロナに感染しましたが、重症になったらと思うと、怖くて怖くて。対応が長期に渡っても少しも安心できる

所か不安が増すばかり。
　　　　　　□本当にいつになれば収束するのか。４回目の予防接種も済ませた、明日コロナにかかるかも。外出の時

マスクを忘れないようにも大変。マスク代も大変です。　
　　　　　　□市税をもっと大事に使ってほしい。
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　　　　　　□子どもが熱出た時に、診てもらえる病院（受け入れてもらえる）が見つからずにすごく大変でした。コロナで
なくてただの風邪だったのですが、その区別がつかないまま不安でした。

　　　　　　□出来るだけ外出を控えるため、運動不足で膝が痛い。おしゃべりが減ったので、言葉がすぐにでてこない。
　　　　　　□１人暮らしだとスーパーが近くにないと食糧調達が大変。
　　　　　　□元来、保健所は治療機関ではなく予防機関です。公衆衛生を中心に役割を果たしてもらった。「予防第１」

市民が病気にならぬ様、健康に快適に過ごせるよう、環境衛生も含めて本来の仕事をしてもらいた。
しっかり予防活動をすれば医療費は軽減されます。

　　　　　　□保健所からの連絡が遅く、療養期間がいつ開けるのか等分からず。不安だった。
　　　　　　□大変難しい場面だと思うのですが、今一度この様な時が来たら対処できる様に現場の医療の意見を聞いて

いくのが良いと思う。
　　　　　　□新型コロナウイルス感染に対して、京都は多分「京都だけは大丈夫」と思っているんだろうなと思ってました。
　　　　　　□医療機関や保健所を増やしてほしい。
原谷　　　□犬のフンのことで保健所に相談に行っていましたが、もう対応してくれなくなりました。北区役所に電話しても

衛生センターに電話せよとのことでした。動物愛護センターも以前は広報に廻ってくれましたが、もう来てくれ
ません。条例を定めて、罰金30,000円としても1件もないそうです。財政難ならこれを活用してほしいものです。

　　　　　　□町医者に親切にしてもらってます。
　　　　　　□家族がコロナにかかり、その時保健所にTELしたのですが、ワクチン予約の時みたいになかなかつながらず、

非常に心細い思いをした。1カ所にしたため対応しきれないんだと痛感した。保健所からの連絡もなかなか来
ず、不安な日を過ごした事を思い出します。支援物資も解除になってから届き、まだ私達（祖母・祖父）が陰性
だったので食料品を買いに行けましたが、何のための支援物資なのかと思いました。でも、中味が大人用の
物ばかりで小さい子がいるのに、何の為？誰の為？と思いました。

　　　　　　□風邪で熱が出ても診てもらえない。
　　　　　　□コロナで「自宅療養」したが、ハーシスのお粗末な対応にあきれた。（実際は入力もできず、何の役にもたたな

かったが）。保健所が機能しなかったと痛感した。
　　　　　　□政府・行政の明確な指針がなく、徹底した自己防衛（マスク・うがい・手洗い）で対処中。
　　　　　　□保健所を1カ所に減らされたら、公共交通機関を乗り継がなければなりません。時間の無駄だと思います。

市民の事を全く考えていません。元の数に戻してほしいです。　
　　　　　　□高齢者はスマホも使いこなせない（私もそうですが）と思うので、電話でつながる事が安心です。コロナにかか

れば入院なり、見守りをしてもらえる施設に希望すれば入れたもらえることを強く望んでいます。
　　　　　　□体力のない人は早く死ねばいいでしょう。国民の気持ちを考えないで国葬に巨額の費用を使うのですから。

テレビに映っていましたが、のこのこと葬儀に行く議員の気持ちがわかりません。たったの8年です。それも日本
の為に良い事をしたのでしょうか。

　　　　　　□知事・市長は何もしない印象。医療機関（京大・府大・日赤・市立）はがんばってメッセージを発出してくれている
が、それを政治家は拾ってくれているのかと疑問になる。

　　　　　　□困ったと思うのは、コロナに感染した時にならないとわからないと思います。4月にコロナに感染した時、ホテル
療養の申し込みをしてから、ホテルに入るまで3日ほどかかり困りました。外出できないのに保存食も（無料で
配布分）不在で受け取れず困った。

　　　　　　□こわいから、外にでない。　
　　　　　　□常に行き当たりばったりな対応。自分自身でやるしかないのですね。
出雲路　　□働いている方はないと思うが人手不足すぎ、保健所はもっと必要。こういったことに税金は使われるべき。
　　　　　　□政府や行政の対応に問題はあると思う。一方、保健所を減らしてきただけに対応が困難になったとは思えない。

行政の枠を超えた府民を守るといった決意が示されなければならないと思う。（公務員に）　
　　　　　　□コロナに限らずだが、京都市のウェブサイトはとにかくわかりにくくみづらい。必要な情報が探せない。コロナに

ついても各種情報をスムーズに得ることができない。整理もデザインもなく、ただ掲載するだけのウェブサイトを
変えるべき。

　　　　　　□医療現場で働く人の大幅賃上げ等、労働条件の改善をする。政府の事実上何もしない事を政策としています。
保健所を元に戻し、公務員の大幅賃上げ、労働条件の改善を前提に、医療現場の崩壊を防ぎ、急病に対して
誰でも安心して受診できる体制をつくる。　

　　　　　　□ワクチン接種の副作用で、８９才の母は徐脈と心不全になり入院、死にかけました。私も倦怠感が続いています。
そのような情報はマスコミには載らないですが、他の皆様はどうなのでしょう。３回目からは接種していませんが、
不利益と思う。行政サービスは３回目以上が受けられる。　

　　　　　　□市民の命を守る行政を本気で取り組む転換することが必要です。

【３】　消費税が１０％に引き上げられ、新型コロナウイルス感染の拡大や物価高騰、円安など市民の暮らしや生業に
多大な影響が起こっています。
〇影響はどうですか？
回答３－１　　　・暮らしや商売が厳しい　　　　　問題ない　　　　　わからない　　　　　その他
・実態やご要望をお聞かせください
回答３－２　　
雲ヶ畑　□　実質手取り給与は今後も大きな上昇は見込めないにも拘わらず、増税や引かれる税金が増える等、安心できる暮　　

らしとは程遠い現状です。
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　　  　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　
　 　 　　□　年頼みの生活ですから、税や負担増は本当に困る。
　　　  　□　一日一日は変化がないように思いますが、引き落とし後の通帳を見ると、以前とは大きく違うと思っています。
　　  　　□　物価高騰ににより、毎日の生活が厳しくなる。年金生活者は入る額もかぎられているので。
　 　　 　□　高齢になり食費などは減ってきているが、灯油・ガソリン・電気の価格上昇がこれからのくらしを圧迫することになる。
　　　　　　　.年金が減って国保料が上がって負担がふえるばかりで不安です。
　　  　　□ がまんするのが当たり前になってる、貧乏性が当たり前の私ら。
柊野　　□ 物価は上がっても給料は上がらない。
　　　　　□ 物価kが上がる財布のひもしめ直しても、出ていく。入りを計る手立てがほしい。
　　　　　□ 厳しいとは言わないが、楽しく暮らせない。
　　　　　□ 遠方の仕事が多いので、燃料（ガソリン）代が大変です。多いので、燃料（ガソリン）代が大変です。
　　　　　□ 給料が上がらないのに、何もかもが値上がりしてしまって、生活がしんどい。
　　　　　□ 年金が２０年間で２万円（年間）も下がっている。
　　　　　□ 財布の中を確認して買い物に出るが、いつも足りない。
　　　　　□ 値上げをす る商品や業種に格差がある。大手メーカーなどは当たり前のように値上げラッシュであれもこれも値　

上げしているが、小さい会社は値上げできない。値上げしたら取引してもらえない。
　　　　　□ 安いかしわのムネ肉でさえ買うのを控えている。
　　　　　□ 消費税廃止。
　　　　　□ 年金暮らし。年金では足りず、退職金を取り崩している。いつまでもつのやら。
　　　　　□ １０月から何もかも値上げ。生活保護費も上げろ。
　　　　　□ 私自身国民年金j受給です。２カ月で１１万円程度です。介護保険は２カ月で12,500円です。健康保険5,000円程

度です。年金から徴収されます。生活費が一杯一杯です。
　　　　　□ 食品の値上げが一番こたえます、年金だけの生活なので。
　　　　　□ 税の値上げや、資源の供給など様々なものが値上がりしており、暮らしに必要なものを買うだけで、すぐお金がな

くなります。減税してもらえるとありがたい。
　　　　　□ 食品や生活必需品の値上がりで年金生活者には厳しい。にする。
　　　　　□ 現在、農業をしています。農産物価格はコロナ前の３からの３～４割減のままです。
　　　　　□ 年金生活なので値上げ、年金の減少等があると不安になります。色々な給付金がありますが、それらのツケは

どのような形ではねかえってくるのでしょう。
　　　　　□ 暮らし、出産、子育てに対する経済面での不安がある。
　　　　　□ お金が残らなくなってきたいます。これ以上はきりつめられない。
　　　　　□ 暮らしが厳しいまではいかないが、工夫でなんとかやりくりをしているというのが現状。これからまだ物価高になる

のに黒字ならいろんな支援をするべき。自然をこわす開発ばかりせず。
　　　　　□ 年金生活者なのでインフレはこたえる。家内共コロナにかかり体力も失せた。年金支給減額も追い打ちだ。

アメリカのミサイルを購入する金があるのなら、その金や、敵基地先制攻撃のための防衛省の予算の大幅増額を
止めて、インフレ鎮静化のための物価抑制政策を実行すべき。

　　　　　□ 3食を２食にしても、ガス・電気代が上がりすぎる。地祇は一日１食にする。
上賀茂　□ いい加減コロナ収束宣言をしてくれないといつまでもマスク、いつまでもソーシャルディスタンス、いつまでも他人と

の距離があり、若者の出会いや、子どもの学びの場がなくなり、良くない。商売も２類相当のままだと以前のよう

な営業活動もしにくく社会が停滞する。
　　　　　□ 物価が上がり、出ていくものは増えるばかりですが、入ってくるものは変わらず、生活苦です。
　　  　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　円安を長引かせると日本はますます貧しい国になる。黒田日銀総裁は失敗ばかりで,退職金０円で退職させたい。
　　　　　□ 年金が減り、医療費が2割になり、暮らしがきゅうくつです。
　　　　　□ 多くの方々から日常の出費が増える一方との声を聞いている。
　　　　　□ 出費を減らす努力。
　　　　　□ 食品を購入する時に値上げのために、購入するかどうか悩む。
　　　　　□ 年金では生活できないから働いているけど、ヘルパーという仕事はキャンセルが多いため周遊が定まらず生活が

しんどい。
　　　　　□ １０月から各種の値上げはひどすぎる。便乗値上げなど調査してほしい。生活費が上がった分、年金も上げる。
　　　　　□ 物価高騰を買物する毎に感じる。京都・北区だけの問題ではないでしょうが。
　　　　　□ 円安で夫の会社の経営がおもわしくなく、上司から尻を叩かれたり、会社がパワハラ気質になってきたりしている

ようです。夫は転職を考えているようで、先が不安です。
　　　　　□ 電気の使用量を減らしていますが、請求額はかなり上がっています。
　　　　　□ 生活保護を申請しないと１０月から生活が大変きびしくなります。駐車場がないし、車があるなら生活保護は無理

だと言われた、どうしたらいいでしょうか。実家は片道５０㎞先とかなどで必要です。
　　　　　□ 値上げする分，物の内容を割り増ししてほしい。
　　　　　□ 何でも値上がりし厳しいです。子どもに5,000円の図書券を頂けたこと、とても感謝しています。
　　　　　□ とてもくらしていけない。自殺者が多くなる。
　　　　　□ 年金は減る、物価は上昇毎日が大変。国葬に使う金を他にまわしてほしい。
　　　　　□ 自営だとなおさら厳しい。保証がないため。
　　　　　□ 軍隊・交戦権を放棄したはずの伊本位なぜ軍隊があって、中国や北朝鮮の軍事を批判するか。
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　　　　　□ 祭日にゆうちょ銀行で出金したが、手数料110円取られた。ほとんど只だと思ていたのにひどいです。
　　　　　□ 定価に消費税を足して払うとき、いつもこれがなければと思います。
　　　　　□ 食や消耗品以外なるべく買わない、電気製品の故障買い替え、家の補修等、金のかかることばかり。その上消費

税。衣類や布製品は全部作っていても、年金が少ないので大変。
　　　　　□ 誰でも税が上がれば自由に使える金が減るだけのこと。

西賀茂　□ 子どもが大きくなるにつれて、必要なお金が増えるのに、子育て支援はだんだん減らされて、府会議員の方々は

子どもを育ててなかったのですか？
　　　　　□ かたよった人々に優遇するのではなく、全てに人達に公平な対策をしてほしい。　
　　  　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　やはり、食料品の買い控えしかありません。
　　　　　□ 年金生活ですから、つつましく暮らしています。欲しいものがあっても、消費税を加えた価格を計算して，やめたり

します。せめて、５％になればと思います。後期高齢者の医療費が２倍となり、10/4の日赤予約受診はは行けま
せんでした。　

　　　　　□ 特にないが、腹立たしい。
　　　　　□ 理容店をしていましたが、コロナで閉店しました。国民年金で月１２万円を二人の生活費です。病院代や定期の

6,000ー痛いです。　
　　　　　□ 引き上げた額が、ちゃんと使われているのなら、しかたがないのか？
　　　　　□ 仕入れ値が上がってきた。なかなか給料を増やせない。
　　　　　□ 消費税10％は本当に大きいです。買い物して支払う時いやになります。　
　　　　　□ 正直かなりの家計圧迫。すーぱーで買物しようとも余りにも高く、躊躇し貧食を強制されている。もう食べていけ

ない。それまでも消費を切り詰めていたのに。
　　　　　□ 値上げラッシュがひどすぎる。
　　　　　□ 夫の仕事がしばらく無かった。私が貸している借家人が家賃が滞り、その後出て行かれた。数カ月間無収入。
　　　　　□ 市民税を減税してほしい。
　　　　　□ 生活が困難何方への援助をもれなくやって頂きたい。
　　　　　□ 給料があがらないので、貯蓄にまわす分が減り、将来が不安です。家族が飲食業なので、影響が大きいです。

医療職ですが、大変な中支援が少なく困っています。
　　　　　□ 生活保護を申請しないと10月から生活が大変厳しくなります。駐車場が無いし、車があるなら生活保護は無理

だと言われた、どうしたらいいでしょうか。実家は片道５０㎞先とかなどで必要です。
大宮　 　□ 出費をおさえるために、食費を極力減らしています。一日２食か１食です。
　　　　　□ 国葬をするお金はすぐに用意できる位、隠し持っているのに、すぐに国民に対し、痛み分けといって取れるとこから

税金を取っている‼
　　　　　□ 買物をしていると値上がりにびっくりする。季節の果物やお魚など、めったに買えない。
　　　　　□ 値上げばかりです。生きているのに何もかも。
　　　　　□ 非課税の人だけが困っているのでなく、定年まじかで給料も上がらず生活ができない。
　　　　　□ 仕事の発注が極端に少なくなった。
　　　　　□ 物価が上がって、年金は減っている。
　　　　　□ もともと、時間給の低所得なので、何もしてもらえない。
　　　　　□ 買物する、食事する、予想よりお金が少なくなる感じです。
　　　　　□ 国が税金を正しく使っていれば、消費税がこれ以上上がろうが、理解すべきだと思う。
　　　　　□ 病院勤務の仕事なので、暮らしはそんなに変わりません。けれども、新型コロナのため感染予防やワクチン接種と

通常に仕事に加えて忙しさは倍になっていますが、給料は変わらずです。他の仕事でもそうです。
仕事が濃密になれば給料が上がるような仕組みを作ってほしいですわ。　

　　　　　□ 生活保護費を今より２０％程度上げてほしい。
　　　　　□ 物価は高騰するが収入は増えないので苦しく感じます。
　　　　　□ 今の生活が出来ないという状況ではないが、高齢者、低額年金生活者の方を考えると、行政として打つ手がない

のか？新たな支援制度を作るべきと思う。市で出来ること、住民税、国保の減額・免除が必要。
　　　　　□ 買い控えで何とかやれても、小さな商店などきびしいだろうと思う。
　　　　　□ 消費税が無くなる方がありがたい。
　　　　　□ 売り上げが元に戻らない。
　　　　　□ 借金のない暮らしをさせてほしい。
　　　　　□ それでも納得できる行政であれば、それは仕方ないと思える。
　　　　　□ 個人営業ですが売上が落ち込み借入金の支払いが大変不安です。　
　　　　　□ 飲食業をしていて家賃は自宅なので助かってはいるが、売上げは落ちている。支援金で何とか赤字を埋め合わせ

ているが、将来、国民年金は少ないし、商売をやめた時の事を考えると不安と心配がある。
　　　　　□ 使われ方の数字を表してほしい。　
　　　　　□ 事業復活支援金の予算が約１兆円余っています。政府は２度目の支援金、給費金を直ちに行うべきと思います。
　　　　　□ 今後、困ることも出てくるかと思うが、ある程度は工夫するつもりでいる。
元町　　　□デイサービスに勤務しているが、感染者でた際、休業せざるを得ないことが何度もあった。それに保障等が（多分）

なく、経営はしんどいのだろうなと思う。
　　　　　□ できる限りお金を使わないようにしている。

11



　　　　　□ 初老の私は、月3万円の食事代です。
　　　　　□ 知らない間に値上がりしている。
　　　　　□ 光熱費、ガソリン代、外食費、食費すべてが上がっているので、子育て世帯として厳しい。
　　　　　□ コロナウィルスで営業が出来ず、ダメージは大きいです。食料品は８％の消費税ですが、物価が上がると消費税

８％とに抑える意味がないです。
　　　　　□ 普通のスーパーでの買い物も高くなり、暮らしずらいです。
　　　　　□ 物価高騰で、食品の質を落としている。
　　　　　□ すべて物価高で、生きることがしんどい‼
　　　　　□ 消費税を下げてほしい。電気代が上がらないよう助成（？）してほしい。非正規雇用で、給料アップは最後まで期待

できず。夕方40％引きになるのを待って、買物していますが、普通に買物したいです。
ニュースで春闘の時など、大手企業の有料UPのことが話題になるが、正規雇用者に関することばかりである。非正
規の事は、まるでこの世にいないかのように扱われていると感じる。見て見ぬふりというか最低賃金より少し頂いて
いるが、物価上昇により、暮らしは厳しくなるばかり。正規雇用者だけが困っているのではなく、皆（否、非正規の方
がもともとの給料が低い分もっと）困っている。低所得者こそ、給与を上げる必要があるのにおかしいと思う。

紫明　　　□買物に行く度、値上がりしていたり、物が小さくなったり、少ししか入っていなかったり。寒い冬がきます。暖房を止め
ることはできません。

　　　　　　□物価高で、消費税をやめよ、もしくは下げる。　
　　  　　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　食品・光熱費は値上げを実感しています。高齢者は医療費倍増が最も悪い。高齢者パスも倍増で、今年は何とか

取得したが、来年からはパス利用は辞めざるを得ません。
　　　　　　□契約していた電気事業者が廃業されたため、新しく契約したが、月々の電気代が高くなった。給料も減額されるため

とても不安です。
　　  　　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　５０年仕事をして、こんな情けない時代、予想外。　
　　 　 　　□　食べるだけで精一杯の実態です。　　　収入が減り、全く戻る気配無し。
　　　　　　□生活必需品や高齢者に対する配慮は必要と思われる。
　　　　　　□何とか節約していこうと思っている。
　　　　　　□食費が高くつくようになったので、一品減らすようになった。
　　　　　　□仕事はしていない。少ない年金と今までの貯えで、何とか生活できているでも、現役で働いておられる方は本当に

生活厳しいと思う。貧富の差をますます実感している。
　　　　　　□公務員を除く一般給与所得者の収入は、中小企業においては反比例で、経費削減で減少し、一層厳しい。生活が

たえられない状況にある。　
　　　　　　□高齢夫婦の故、年金暮らしで最低限の生活はできていますが病気やケガが起きれば、どうしょうかと不安です。
　　　　　　□政治家が自分の事しか考えてないように思います。国民の方を向いて政治をしてほしい。
　　　　　　□物価対策をしっかりやってほしい。　　
　　　　　　□消費税が福祉に使われていることは承知しているが、本当に１００％その様なのか？他に使っているとしか思えない。
　　　　　　□私は高齢者ですが、年金生活の中、介護保険料（掛け捨てでない）を実質差し引かれて支給されますが、個人的

弱者をウルシ目、市庁舎に多額の金額をあてること、老人いじめです。
　　　　　　□子どもがいり世帯にとって、生活用品を買う事すらままならなくなってきます。職員が通る地下道や、エレベータなん

かに金をかけずに、市民の生活の負担を減らしてください。早く市長に辞めて欲しいです。
　　　　　　□種々の難題が増えて、年金生活者として、不安がふくらむばかりです。
　　　　　　□消費税を増やすことの政策としての合理性がわからない。日銀と政府、別々の方にはしってるのか、同じ方なのか。
　　　　　　□これからの生活が不安になっている。年金生活者には収入が増えないのに物価がどんどん値上がりになり、生活に

影響がある。敬老乗車証の値上げはどういうことか。市長はもっと市民のことを考えろ。早く市長はやめろ。
　　　　　　□少しぐらいの負担増はがまんする。その分価値があると実感させてほしい。
　　　　　　□オーナーカード、週1回の１０％offの店舗、クーポンの利用でしのいでいる。
　　　　　　□年金生活でじわじわとこれから、光熱費、医療費他、しんどくなってくるのだと覚悟している。
　　　　　　□事業をしていますが、物価高騰と販売低下の板挟みです。消費税を下げないと生活になりません。日本は遠い国の

ウクライナ（EV）の味方をしている場合ではない。ロシアとの関係を大切にし、資源を購入してほしいです。【野村】
　　　　　　□高齢なので、働いて埋め合わせることができず本当に不安。世の中が悪くなり、戦争も近づいているようで、長生き

するのも幸いではないかも。　
　　　　　　□食費や光熱費など日々の生活が苦しい。物価高騰を毎日感じている。
鷹峯　　　□とにかく節約生活です。物価高騰はつらいです。
　　　　　　□物の値段は確実に上がっていると感じてる。0
　　　　　　□年金暮らしということと、その年金は減らされる。保険料・医療代が増えるとなって、京都は弱い人間に優しくないと

感じる。京都だけでなk、この日本に感じる。
　　　　　　□現在のところ、値上げは厳しいですがなんとかなっていますが、仕事柄（スーパーのレジ）で感じるのは、若い世帯

や未成年者がいる世帯は、家族構成によると思うが、購入金額が多く比較的豊かに思う反面、年金生活など高齢
者は、おつとめ品など期限切れに近い割引品ばかりや数点しか購入されず、格差を感じる。多分、子ども給付金。
高齢者にとって、医療費の値上げは大変困っています。

　　　　　　□モノの値が上がっているのに、多分、税も上がるのでは？と不安です。
　　　　　　□年金生活は厳しい。介護保険料が高すぎる。
　　　　　　□子育て世代（特に両親共働き世代）に対する支援が少ない。食費や教育費が大きいが、支援が後回しになっていると
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感じます。受験生を持つ親として、私立高校など希望する進路選択も経済的に困難な状況です
　　　　　　□消費税１０が暮らしに影響しているのかわからない。　【20代】
　　　　　　□暮らしが厳しいとはいかないが、物価の上昇はとても感じている。
　　　　　　□同じ物を購入しても額が大きくなって。
　　　　　　□高齢世帯なので、ぜいたくをしなければ、何とか。
　　　　　　□相次ぐ値上げでしんどい。市バス１日乗車券が７００円になったのが大変痛い。
　　　　　　□日持ちしそうな物は、まとめ買いした。
　　　　　　□日々、物価高に感染にも気をつけないといけない身も心もぼろぼろです。
　　　　　　□ロシア軍のウクライナ侵攻によって、今までの感染拡大に加えて、急激な円安によってガス代・電気代＆食料品の

さらなる値上げによって、家計が最大の危機におちいっています。特に年金生活者は、この物価高の中で年金は減額
され、実質ゼロ金利を続けている中では、銀行預金は実質増えるどころか、目減りしている現状は看過できません。
なんとかしてほしいです。　

　　　　　　□消費税を５％に引き下げ、法人税を上げる。寺社・仏閣・宗教法人からの収入金を何％かいただく。
　　　　　　□親が重病になり、生活苦がひどくなりそうで、不安です。生活保護者の費用差し止めの話などを聞くので余計に不安。
　　　　　　□食品が上がり、光熱費が高い。
　　　　　　□利益をあげている、神社・仏閣・宗教団体から税をとってほしい。
　　　　　　□若い人達が大変と思ってます。　
　　　　　　□年金生活者にとっては節約するしか仕方がない。
　　　　　　□物価が高くなって、買物を少なくしています。野菜が高いので、モヤシでしのいでいます。
　　　　　　□生活するうえで、一番大切な「食」値上げラッシュで生活困難。老後の預貯金など不安いっぱい。　
　　　　　　□物価値上げ、企業は相変わらず高額なタレントで宣伝。企業努力を追求する必要有。
　　　　　　□コロナで外出できない時など、通信販売を利用しても送料など余分にかかり生活は苦しい。又、外出してスーパーなどで

買物をして同じような量を購入しても、以前より高く支払っている。（以前は2,000円ぐらいだったのに、3,000円ちょっと‼
と思うこともある）値上がりしたり、量が減ったり…毎日のことはいろいろ大変です。年金生活者も苦しいですが、給料の
少ない若い子育て世帯はは大変だと思います。給料も年金も減らさず上げてほしい。

　　　　　　□物価高騰で食費がふくらんでいる。子どもが小さいため安全な食品、材料を選びたいと考えているが、安いものに手が
伸びてしまうこともある。

　　　　　　□1つの購入だけでなく、トータルするとすごい出費でおどろいている。
　　　　　　□今はまだ急を要していませんが、徐々にせまってきている様子です。
　　　　　　□物価上昇と賃金の上昇がマッチしていないので、厳しいと感じてます。
　　　　　　□ぜいたく品や生活に直接関係ないものは税率をもっと上げ、生活の基本で要るものには、税率をもっと下げるか、ゼロに

してほしいものです。
　　　　　　□よく利用するスーパーや店が値上げしていることが増えている。
　　　　　　□本当に困っている人が、いろんな情報が取り入れられているのかと、そして自分から頼っていける人がいるのか、心が

痛みます。
　　　　　　□今よりも格段と生活費がかさみます。苦しい・・・。
　　　　　　□消費税を年金の原資に。
原谷　　　□LPガスは普段から都市ガスより高い・LPガスは事業者に支援すると政府は言いますが、消費者にも支援が必要では。
　　　　　　□コロナの影響で売り上げが下がってます。
　　　　　　□給付金をもらっても一時しのぎにしかなりません。毎月助けてもらわないとしんどいです。（長期間にわたって）

消費税は０％にできると聞いています。京都市は赤字だったら寺や神社かえあも税金をとればいいと思います。
私達だけが税金を払うのは不公平です。　

　　　　　　□収入が減ったため、大変生活が苦しくなってきている。
　　　　　　□物価が上がり、公共料金、保険料引き上げなど、出費が苦しい。ガソリンや灯油代の高さに困っている。
　　　　　　□年金微減、国保・介護保険料増額され、年々支給額削減の中、物価高騰で暮らしに厳しさを感じている。

アベノミクスの大借金のツケ！
　　　　　　□テレビのニュースでイギリスでは諸物価の高騰に抗議してデモを行っています。日本もイギリスと同じように全国で抗議

デモを行い、岸田政権を打倒して退陣していただきた。【北海】
　　　　　　□西陣織の職員です。国金年金なので、仕事は止められません。それが毎日のリズムというものの、消費税が本当に、

将来の為のものなのか、疑っています。電気代・灯油代が重くのしかかって、しんどいです。
　　　　　　□安倍元総理大臣に億の国葬を使うと言う事は日本に財政が余っていることです。安倍さんは何か良い事したでしょうか。

特に、森友問題、統一教会など、頭に浮かびます。総理大臣になれば皆国葬にすればいいのです。
　　　　　　□私は当年74才男性、年金額は1カ月5万円余、生活なんかできない。後3万円いただけたら。　
　　　　　　□食費が大変。半額になったり、値引きした物、安売りの特売品しか買えないです。
出雲路　　□賃金を上げなければならないので仕方ないかと。安くても必要のないものは買わない。高くても長く使えるものにお金を

使うなど、消費者も考える必要がある。光熱費の高騰は困りますが。
　　　　　　□生活が窮屈になってきていると思う。一方、国や自治体の赤字をたれ流していると、若い世代のこれからが、どうなるの

だろうという不安がある。　
　　　　　　□税は高くても仕方ない。しかし、その分、福祉と教育を充実させてほしい。
　　　　　　□物価上昇の影響はこれからでしょう。
　　　　　　□アベノミクスの失敗と円安の影響で、インフレになってしまい、その対策が必要だと思われる。　
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　　　　　　□生活がきびしい。商品値上げも辛いが中身が減っていて買物して持ち帰った後に困るという事もある。　
　　　　　　□時勢により仕方ない。
　　　　　　□皆、暮らしに余裕がなくなってきたと感じます。特に、３０代以下はもともとバブル後の代のため、お金を貯める方ではあり

ましたが、加速していると思います。節約しても先は増えるあてなく不安です。
　　　　　　□日々のッ生活費が少しづつ圧迫されている。

〇どのような対策が必要と考えますか？　（複数回答可）
回答３－３　　　・実態やご要望をお聞かせください　　・消費税の減税

　　・中小業者への支援とセットで、最低賃金（時間給１５００円）の引き上げ
　　・インボイス制度の中止　　　　　　　給付金制度の創設　　　　　　　　

　その他
雲ヶ畑　□ 大企業の納税を元に戻して内部留保を減らす。
西賀茂　□ 税金は増えてもいいが、サービス充実、給料アップ。 　　　　　□ インボイス意味がない。
　　　　　□ 消費税にかぎらず、税金さげてほしい。 　　　　　□ 議員を減らす。
　　　　　□ 年金は下げないでほしい。 　　　　　□ 健康保険料の減免拡大。
　　　　　□ 多すぎる議員の報酬やボーナスを減らす。
大宮　 　□　　まず、国会議員、公務員が身を削る。 　　　　　□ 裕福な滞納者から、税金、追徴金をしぼりとる。
　　　　　□ 対策は、国民各自が考える事。 　　　　　□ 政権の交代
　　　　　□
【４】　京都市は、７０歳以上を対象に実施している市バス・地下鉄敬老乗車証の負担金を１０月から２倍（来年度からは
　　3倍）に引き上げます。また対象年齢の順次７歳まで引上げます。
　〇制度の改定についてどのようにお考えですか？
回答４－１　　・今まで通りがよい　　　　　　変更は仕方がない　　　　　　わからない
その他
雲ヶ畑　　□負担金が高い。
　　　　　　□負担なしが良い。
上賀茂 　□去年からやめました。小生は１万円ですが、利用したのは、イコカで　3,790円。
鷹峯　　　□年金生活の方々の生活を考えて判断しているとは思えない。
　　　　　　□景気が良くなれば下げてくれるなら良い。
　　　　　　□財政逼迫の現状はよく理解できるが、今まで敬老乗車証を楽しみにしていたが自分がその年齢になれば、大きく

制度改正されたことについては大いに矛盾を感じます。
　　　　　　□あまりにも無茶です。困り果てています。元の3千円にして下さるよう、共産党の市会議員の方のみが頼りです。

　〇制度の改定により、利用の状況は変わりますか？
回答４－２　　・敬老乗車証の利用はやめ、バスでの外出控える　　　　　　今まで通り利用する
　〇敬老乗車証制度について、お考えをお聞かせください
回答４－３
雲ケ畑　□ ゆくゆくは利用者減をはかって廃止したいという京都市のもくろみが伺える。交通不便地域に住んでいるが、行政　　　　　　　　　

の責任で何としても公共交通（今は「もくもくバス」）を維持、存続させてほしい。この地域に住めなく　　　　　　　　　
なります。

　　　　　□ 敬老の趣旨から逸脱する改悪には元々反対です。もう「敬老」をとれないとすら思います。
　　　　　□ 制度の維持のために市民にかかる負担を増やす方向性しか示さないのは、あまりにも無策だと思います。本当の

意味で市民生活を守る、そのために何が必要か再考願います。
　　　　　□ 皆の行動を勝手に制限されている気がする引き上げは困ります。
　　　　　□ 交通局の費用を考えすぎ、地下鉄の建設費用などが大きな理由。
　　　　　□ 北陸新幹線より日々の市民の足の充実に税金を使うべきだ。外出する機会を保障し、元気な高齢者の支出で身

近な小売業者に商店街も守れると考えます。
　　　　　□ 出かけて社会の一員を意識しないのはもっとアカン。
柊野　　□ 負担金引き上げはある程度仕方がないが、対象年齢は今まで通り７０才でよいと思う。
　　　　　□ 今年は申し込みをためらいました。３倍だと辞めるかも。元を取るためにせっせと利用するつもり。
　　　　　□ 廃止にはならないでほしい。
　　　　　□ 交通客は努力が足りない。市民へしわ寄せばかり。
　　　　　□ 今年２倍、来年３倍。ゲームやあるまいし、だれがそこまでして乗るもんか。
　　　　　□ 誰でも気軽にでかけられる環境を作ることが高齢者問題をはじめ、障害者、子育て世代「弱者」と言われる人々に

　やさしいことが、経済の立て直しも含めて世の中を良くする「キモ」と思う。
　　　　　□ 利用料金を高くとるなら中心部へ行く郊外を走るバスの利便性を良くし柊野地域等の老人がもっと町中へ行ける

ようにすべきだと思う。
　　　　　□ 今まで通りで、運賃をその分値上げしたらいいと思う。
　　　　　□ 「歩く町京都」のスローガンで導入されｔれた「敬老パス」。２倍３倍の負担金では「敬老」でなく「軽老」だと思う。

お金の使い方を考えないと。
　　　　　□ 地下鉄が使えるのが良い制度。
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　　　　　□ 京都バスも使えるように。
　　　　　□ 今回の申請はやめました。７４才ですが、負担金が5,000円から10,000円になったため。高齢者はバスに乗るなと

いうことか。腹立たしい限り。あれもこれも値上がりのラッシュで手も足も縛られている気分。
　　　　　□ 市内ならどこでもタダで行けるから非常に助かるありがたい話です。
　　　　　□ その都度乗車券を買います。　　3,000→6,000→10,000　高すぎます。
　　　　　□ 急な2倍、3倍は大変な負担になり、あまり出歩けなくなる。
　　　　　□ 移動手段のないお年寄りや、免許返納をした方には必要な制度。なくす必要はないが、見直しなどはして良い。
　　　　　□ 老人にお金を使うのはやめておらいたい。サービスを充実しても意味がない。廃止。税収は上がらない。出るばかり　　

子育て世帯に多く京都にきてもらうためにも、どちらのサービスを充実させるか明白。老人は他自治体へ。サービス
を制限し、自ら京都市を出てもらう。お金のある老人のみ残ってもらう。

　　　　　□ 老人は外出できないのか？せめて日用品の買物等は必ず必要です。制度は続けてほしい。京都バス利用可に。
　　　　　□ 市バス・地下鉄・公共交通機関は使わない。所得がそこそこあるので、負担金が多く申請できません。
　　　　　□ 令和6年に9,000円になるのはひどすぎる。6,000円でも大変な人がいる、5,000円が良い。3,000円ならなお良い。
　　　　　□ お年寄りを大切にした方がいいのでは？
　　　　　□ コロナ禍で高齢者の外出が減り、持病の悪化が進むことが言われているのに、敬老乗車証の負担引きあげで

外出を減らせば医療費も上がり、長い目で見ればどちらがいいのかわからない。もっと市民を大事にする市政に
してほしい。

　　　　　□ この制度の趣旨は、引き籠りがちな高齢者にどんどん外出してもらい、健康で明るい老後生活をおくってもらう
制度である。市の財政悪化を理由に２～３倍に引き上げるのは暴挙だ、敬老の意味は失われ嫌老である。

　　　　　 □ 高齢化がはげしい京都において、今まで日本を支えてきた人たちをおとしめてどうする‼
上賀茂　□ 車の免許を返納した人のみにするとかで良いと思う。
　　　　 　□ 今までがバラまきすぎていたように思います。本当に必要な人が使用できるように精査されて良かった。
　　　 　　□ 高齢者は無料ににして出歩くことにより健康維持が医療費削減になるのが道理です。
　　　 　　□ 市民、中でも高齢者にとって、市バスはかけがえのない生活の足である。２～３倍の負担金増は常軌を逸している。　
　　　 　　□ 敬老乗車証の負担金変更による市税削減と、外出を控えることによる支出減や医療費増加等の経済効果等につ

いて、十分な検討がなされたのか疑問。
　　 　  　□ 福祉局の問題か、交通局の問題か、京都市政の問題か、わからない。
　　 　　　□ 公共機関は私にとって大事なもの（足）。敬老乗車証はとっても助かっています。負担金が上がり、つらいですが、

今まで通り利用します。
　　　 　　□ 高齢になるほど、バス利用は減るのではないでしょうか？　乗車証を乗車ごとの少額料金にして、その証明書に

利用するようにすれば…。
　　 　　　□ 昼間のバスの利用者はほとんどが敬老乗車証利用の高齢者だが、外出先で消費活動をしているはずなので、

貢献している。家にこもるようになれば、体が弱ったりして、結局介護費用や医療費が増えることになる。
　　　 　　□ この制度は崩壊です。増額すれば増収になると考えている当局の人は単純です。やめる人が増えるでしょう。
　　　 　　 小生など次は2万円です。イコカの方がよっぽど安いです。
　　　　　　□敬老乗車証があるのは良いことだ。高齢者が外出せず家にこもると体調面など介護の負担も増えるかも。
　　　　　　□私が高齢者ならバスの利用を控える。が、車の運転も不安なので、利用せざるを得ず、暮らしが苦しくなる。
　　　　　　□年齢で区切るのではなく、年金（所得制限付）、生活保護受給者を支援すれば良い。
　　　　　　□年を重ねてくると、足腰も弱ってきて、市バスを利用しにくくなります。変更は仕方ない。定期代（フリー）8,000円に。
　　　　　　□老人の外出ができる制度でボケや身体の衰えを防げる。改悪したらボケや衰えた老人が増え医療費も増える。

財政負担が増える。
　　　　　　□廃止する。税収が厳しい以上優先順位は低い。高齢者も税負担をさせないと不公平。

「ムダ」と攻撃されやすい制度。予算総額を明確にし、他の大型ハコモノ事業と比較して論ぜよ。
　　　　　　□高齢者から料金を取るべし。子育て世代ではきつく、子どもの方に未来の為にお金を抑えてほしい。
　　　　　　□今まで高齢者ばかりが優遇されてきたが、若い人が住めるように変えていかないと。
　　　　　　□町に出るのに乗り換えが必要で、助かっている。こ以上高くなったらもう買わない。足と頭が弱ってくる。
　　　　　　□今の20代30代が老人になった時、対象年連を90才まで引き上げますって言われそう。
　　　　　　□75才になったら出かけるな。家にいて死をまてか？利用して出かけることも健康保持のひとつ。保持のひとつ。
　　　　　　□年齢が進むほど、公共の交通機関は必要。老化防止のためにも出かけたい。

植物園への入園料などはどうなるのか。
　　　　　　□市バスぼ利用状況、人の動きの分析が少ない気がする。時刻表の見直しも必要か？
　　　　　　□高齢者も現役世代と同程度の収入があれば、応益負担もあり。子育て・教育にもっと税金を使ってほしい。
　　　　　　□京都バスが激減のため大変。バス停に行くのも大変なのに、地下鉄の上り下りも大変。
　　　　　　□回数券や半額サービスなど、ニーズに合わせた選択肢が増えるといいかも。
　　　　　　□ナショナルミニマムではない福祉事業は、すべてゼロベースから検討する必要がある。既得権益ではない。
西賀茂　 □先日まで、壬生車庫まで市バスをりようしていて、敬老乗車証を持参しておられる人を見かけました。なかなか

年を重ねてくると、足腰が弱ってきて、市バスを利用しにくくなります。変更は仕方ないことだと思います。定期代
（フリー）　8,000円にしていただけませんか？　　

　　　　　　□バスでの外出を控え、高齢者が家で過ごすことが増えたら可哀想だと思う。なので必要な制度だと思う。
　　　　　　□敬老のことも大事だが、若者も生活大変で交通費もバカにならない。地下鉄もバスも高いと思う。地下鉄だけの

全線定期をつくってほしい。
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　　　　　　□70才を目前にして、制度が変わり、負担金が上がる。やっと敬老乗車証が手に入ると楽しみにしていたのに
がっかりしている。　　

　　　　　　□ご老人にもある程度、負担は仕方ないと思います。
　　　　　　□酷な言い方かもしれませんが、敬老乗車証制度は廃止でもよいのでは？　湿布を沢山もらいに病院通いにバス

使用を未だしているご老人もおられる。少しは歩いたほうが良いです。元気にリュックを背負ってハイキングに
出かけるご老人の方には不要だと思います。

　　　　　　□今まで通りの制度で良い。昼間（９～15時）年寄りが乗らなかった乗客少ない。また、敬老乗車証を利用する
　 ことで元気が出る。利用しないで家にばかり居ていられない。
　　　　　　□免許返納の世の中で、代わりの足となるものまで引き上げたら、お年寄りはどうすれば良いのか。しっかり

考えてほしい。
　　　　　　□高齢者を対象に生きてる価値はないので、この世から去れと言われている様です。できるなら、未来の子ども

の為に財政を使ってあげたい。未来の子どもたちの為に、」現在、子育てされている若い方になんとか優遇で
きる事、協力していきたい。

　　　　　　□利便性の向上につながる見直しが令和5年10月からになりますが、令和4年10月～にしてほしい。
　　　　　　□無料じゃのうて、半額にすればどうでか。そうでないと、1駅でも乗車してくるし,急いでる時、迷惑じゃないですか。
　　　　　　□仕方なしに言われるまま払いますが、こんな値上げひどすぎます。対象年令の引き上げも困ります。
　　　　　　□あまりにも低額すぎる。これでは次世代につけをつけすぎます。　
　　　　　　□病院に行くだけにして、外出をひかえる。　
　　　　　　□せいぜい出かけて、1万円を超えようと思う。
　　　　　　□これ以上の値上げになれば反対します。バス停まで遠いので、猛暑、雨の日などは控えざるを得ません。敬老

乗車証制度は有難いですが、これ以上値上げになれば、まあそのころは出かける元気があるのかなあ、頑張り
ます。　

　　　　　　□年令を引き上げるのであれば、無料にしてほしい。
　　　　　　□利用料金が高くなれば、乗車頻度は、減らす人が多くなると思う。フレイル予防には逆効果。医療費の拡大に

なるのではと思う。
　　　　　　□障害者がいると、どうしても外出の回数が多くなるため、高くなっても利用するしかない。
　　　　　　□今まで、とりあえずと思い乗車証を購入していたが、倍になり、今年はやめた。年２回しか乗っていない。私の

ように支払いが多い人も多いのでは？　平均すると、この制度で赤字と言っているのが、本当だろうか？
乗車証の実態を調査するべき。　

　　　　　　□敬老乗車証を持つようになってから、外出する機会が増えたという人もいるので、あった方が良いと思う。
　　　　　　□廃止すべき。
大宮　　　□老後の心配することなく、今、現役時代をしっかり働きたいと思う。老後の心配も個人だけが（国は頼りにならず）

しなくてはいけないなら、この国はもうダメだ。
　　　　　　□敬老乗車証使用者ばかりの交通機関。一駅でも歩けるのに歩かず乗物利用する敬老乗車証。健康の為に歩い

てもと思われるのに。
　　　　　　□若い世帯が暮らしやすい都市にしなから、そおからの税金でまかなえないんですよ。年がいくほど、苦しい思い

で、生活していかないといけないのは悲しい。
　　　　　　□利用せざるを得ないから、乗車証を使っているのに、赤字だからといって税など取りやすい所からとるのはどうか。
　　　　　　□京都市はバスの数が多く、大変便利です。（今年から本数が少し減りましたが）
　　　　　　□廃止す米。他の市町村はそんなに甘くない。回数券制度にする。
　　　　　　□赤字路線が多いみたいなので、仕方ないと考えます。
　　　　　　□京都市民は年寄りが多すぎる。それでも敬老のカードを使いあっちこっち行くジジイ、ババアが多すぎると思う。
　　　　　　□　　　　高齢者の外出が高齢者の外出が不便になり、車での外出が増える。あるいは外出せず、自宅にこもり健康状況に害をもたらす。　　　　　　　　　
　　　　　　□お年寄りの生活には大切と思います。
　　　　　　□７０才は年齢の節目で、７５才迄の５年間がこのような状況だと、外出を控えるなど体に悪いことだらけ。
　　　　　　□京都市住民にとってうれしい制度で、いつまでも続けてくれることを願っています。
　　　　　　□免許を返した人にも、無料で乗車券を出してほしい。　
　　　　　　□敬老者の無賃を願います。皆、生活がギリギリです。
　　　　　　□７０才以上を対象にしてほしいです。７０才からは乗用車に乗るのも不安があるのではないでしょうか。事故も

発生することも増えると思います。
　　　　　　□乗車証が２倍、３倍と高く感じられた高齢者が利用を止めて外出しなくなるのが心配です。何か違う形のもの

が、考えられないのか。
　　　　　　□市の財政の為なら値上げが必要ですが、他に無駄使いの有無、調査必要。
　　　　　　□　自校式の中学校給食の予算に振り向けるべき。共産党もいつまでも敬老乗車証を守る訴えを変更すべきだ。
　　　　　　□市政の失敗が全て市民に転嫁されている気がする。
　　　　　　□今までが割と安い料金だったので、値上げは仕方ないが、２倍、３倍はきついと思う。
　　　　　　□余裕のある老人も多いので、とれるところから。
　　　　　　□低所得者に対しては、今まで通りの3,000円負担にすべきだと思う。
　　　　　　□通用価格で良いんじゃないですか？市内で230円定額ですし、他県より安い。他府県で、駅ごとに乗車料金

が異なるのが当たり前なのを見て、逆に驚きました。何でも安くして運転士の質が落ちる方がイヤです。
元町　　　□毎日のように利用する方には有効ですが、数回しか使用しない人には高すぎる。外出する事で健康維持に
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貢献しており、すばらしいことと思う。
　　　　　　□老人が気軽に出かけ歩いて、京都の町の様子などもわかり、結構なことで、この制度は大切にしたい。
　　　　　　□やめる人の数を計算していない。さらに悪化する。
　　　　　　□以前、京都市が建て替えで無駄なお金を使っただろう。敬老乗車証は今まで通りにしろ。
　　　　　　□キップを買う手間がメリットで、経済的なメリットはほぼないと思われる。
　　　　　　□全員が対象になりませんよね。この制度が受けれる条件は厳しいですよね。
　　　　　　□70才からの敬老パスは、変更しないで。70～７５／75～８０／80以上と、利用回数が多い世代の料金をうるかかんがえちゅう

高くしたら良いと思う。子育て世代の若いパパ、ママも子連れ乗車時は割引してほしい。
　　　　　　□私は車が運転できますので、バスに乗ることがほとんどありませんが、免許を返納したら、敬老乗車証は

便利で有難いものだと思います。高齢になりますと、年金生活となり、また病院通いも増えるので、でき
るだけ負担金は低い金額が望ましいと思います。

　　　　　　□コロナで外出が減った。今年度は利用するが、来年度3倍になると利用しない。外出を控えるると、健康面
経済面でもマイナスになるのではないかと思う。

　　　　　　□制度初期の17倍まで費用増大とのこと。小人料金程度にすれば。洗ってきている
　　　　　　□黒字であれば、負担金を引き上げる必要ないのではないか。
紫明　　　□来年度の値上げは絶対止めてほしい。
　　　　　　□負担金を上げる前に、我々が知らないムダ使いがあると思う。　
　　　　　　□都市交通問題は世界共通の課題。福祉政策の一貫としてとられて、財政問題を解決する位置づけが必要。
　　　　　　□もう一度、マイカー拒否宣言をして、バス、タクシー、地下鉄利用。　
　　　　　　□利用はやめたいが、利用するしかない。
　　　　　　□ある程度所得のある方に相応の負担を求めることは問題ないと思う。
　　　　　　□何故高齢者を対象にするのか。市民にのみ負担をかけている。
　　　　　　□高齢者の運転を止めさすなら、もっと動きやすくしてあげればいいのに。
　　　　　　□バスがないと病院にも行けない人達もいると思うから、少しだけ変更するのが良いと思う。
　　　　　　□どれだけの人が使っているのか。利用度はどの程度か、提示が必要。混同がおかしい。
　　　　　　□よい制度だと思っている。敬老パスがあるから、外出しようという気持ちにもなるし、心身の健康にもつなが

っていると思う。負担金はできるだけおさえてほしい。
　　　　　　□①の黒字が真実なら、値上げする必要ないと思う。いきなりの倍額はきびしい。
　　　　　　□今までは大いに利用させていただきましたが、今後はどうするか考え中。
　　　　　　□国民に負担を押し付けて、取りやすいところから取っている。
　　　　　　□高齢者の健康の為に外出してもらおうと口先で言っていたが、言う事とやる事が違う！
　　　　　　□出来るだえ負担を軽くしてほしい。
　　　　　　□市民の健康増進のためであるならば、負担金引き上げは中止すべき。敬老の意味で、発行しているならば、

無料パスにすべき。今回の値上げで更新しない人が増えて敬老乗車証の意義がうすれてきている。
若者と老人を対立させるような物言いは止めるべき。高齢者も若い時からたくさんの税金を払ってきている。

　　　　　　□長年この恩恵を受けている者の一人として云いたい。２年前のスタイルに戻せと‼　声を大にして云いたい。
　　　　　　□廃止すべき。　［50代】
              □私自身、2倍になった事、反対です。しかし、市の財政の事を思うと仕方ないのかなと思います。

来年度からの市の敬老乗車証の発行について　　【７０代】
　①京独自の”京カー”を発行する。
　②敬老対象者にその年度に応じた割引額を内蔵されたカード。
　③敬老対象者番号を添付（表）　裏側に自筆署名できるように。
　④一番最初には、普通のカードと同じ、駅、バス中でチャージ（入金）を行います。
　５自分の利用した金額を入金。カードをカード機に通した時点に於いて、割引された金額が引き落とされる。
　　もし、利用金額が不足すれば、その場、駅、車中にてチャージができると思います。
　⑥１回利用分の割引は検討して下さい。
　⑦事務手続きも前年度の所得など調査する必要もなく、事務手続き（郵便局）にお願いし、事務手続き料
　　も必要がないと思います。
　⑧私自身、バスでの料金チャージを行ったことはありません。もし、この方法を採用していただけるのであ

　　　　　　　　　　　　　れば、バス料金機のチャージの仕方を記載して紙を同封して欲しいです。初めての方でも楽ですね。
　⑨お心があれば最初カードに２回分の料金が入金されていれば、安心して、１回目は安心に乗車できると
　　思います。
　⑩高齢者でも仕事に従事している方は、現存敬老乗車証を利用していましたが、これからは、雇用主に
　　交通費を日割り計算して支払ってもらえれば,ありがたいです。

　　　　　　□敬老乗車証の負担金増額に限らず、京都市の行政の失敗を市民におしつけないでほしい。京都市職員の
やる気のなさが腹立たしい。

　　　　　　□なぜ、お年寄りや子供のいる世帯への負担を増やすのでしょうか。役所にかけるお金を減らして下さい。
　　　　　　□敬老乗車証が使用できなければ外出する老人や買い物に行く老人もぐっと減り、病気の老人や商店の売れ

行きも悪くなり、市に入るお金も大幅に減るのではないかと、私は思ってます。
　　　　　　□市バス、地下鉄、どちらも乗り換えにお金がかからない、有難いしくみだと思う、。
　　　　　　□バスは、自家用車と同じくらい老人には大事。自由な移動をできにくくする意味がわかりません。
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　　　　　　□今までの２倍、来年から３倍となる。この値上げは方法てあるか。値上げは仕方ないが、もう少し年金受給者
の事も考えろ。今まで敬老乗車証で行っていた、北区老人福祉センターも行けないようになった。どうすれば
良いのか。老人の楽しみを取り上げるのか。

　　　　　　□敬老があるなら、若者にももっと住みやすくしてほしい。子育てしにくい、お金がかかりすぎる。
　　　　　　□制度は継続。負担金は今年から10,000円になったが、それでも安い。月1,000円にも満たない。3倍は当然。
　　　　　　□他府県の人から羨ましがられています。高齢者の健康、生き生きとした暮らしを支えるために続けてほしい。
　　　　　　□年金暮らしなど、所得の低い人だけを対象にしてほしい。ご老人以上に子ども達に支援が欲しい。
　　　　　　□コロナ流行時には外出を控えて利用が負担金金達しなかった人も多い。利用されなくても負担金によって

確実な収入が得られるのだから、制度は市にとって良いものではないか。
　　　　　　□私は、まだ対象年齢に達していないが、70才になれば敬老乗車証えお手にすることが出来ると思っていた。

しかし、75才まで引き上げるとなると、その時点でバスを利用して、元気に外出できるがどうかわからない。
負担金は少し増えても、開始年齢は70才のままにしてほしい。

鷹峯　　　□老人は車に乗らないように（運転しないように）してるのに…。そうしたらバスが移動手段となるのに増額す
るなんて、ヒドイと思う。老人に優しくない京都。さすがセコイ。

　　　　　　□制度自体はOK.運転できなくなるから。
　　　　　　□７５才迄引き上げすぎると思う。年金生活だけの人は困ると思う。負担金は高所得者は倍率を高くするか、

支給無しでも良いのでは？
　　　　　　□有難い制度です。今回、２倍になったのは仕方ありませんが、又、次回の値上げは利用者にとって大きな

痛手となります。
　　　　　　□将来の京都のためには、みんなで少しはがまんが必要では？
　　　　　　□老人の人口が増えてきている現状において、変更は仕方がないと考える。一方で生活に困窮している老人

に対しては、手厚く支援していく必要がある。
　　　　　　□大阪市のように１回５０円とか利用頻度に応じての負担がいいと思う。
　　　　　　□それこそなくなると困る人が多くいるのではないでしょうか。
　　　　　　□高齢になって外出する機会が減ることになり、それは心身の活発化を妨げる。すぐには変化が見られないが

受診などが増えることになる。医療費の削減も反対になる
　　　　　　□車の運転する事を少なくするためには必要だと思う。
　　　　　　□足腰が弱い低所得者ほど必要。
　　　　　　□高齢者の免許返納を求めるのであれば、その代わりの物を用意しなければいけないと思います。今は、高

齢者の一人暮らしが多い時代です。認知症の方も、一人で暮らしているのが現状です。年金は下がるばか
りで、生活の足の乗車証の引き上げは大変です。高齢者に優しい京都市であってほしいです。

　　　　　　□制度改正によって、高齢者にとって年令引き下げや価格の上限が引き上げれて、だんだん利用するメリット
がなくなってしまうように感じる。

　　　　　　□現行の料金（１カ月２５０円、年間3,000円）は異常に安すぎる。収入によって料金は決まるが、ほとんどの
世帯は、この料金が多い。75才までの引き上げは無しで、年齢は70才のままで年間12,000円、1カ月1,000
円とする。段階的に2年おきに引き上げていく。数年度年間15,000円にしていく。

　　　　　　□両親が利用しているので、大変助かっています。負担金引き上げはつらいです。生活苦のため。
　　　　　　□この制度を見直し、安い金額で乗る都度払う方が、ムダに乗る人が減るとも思う。必要な人のバスであるべき。
　　　　　　□弱者（子ども，年寄）にしわ寄せがいかないように、生活に困らない金持ちから税金を取れ！
　　　　　　□鷹峯には食品店その他の店がないので、バスを利用しないと困ります。　
　　　　　　□3倍の9,000円になったら、買うのを止めようと思います。
　　　　　　□敬老乗車証のは必要だと思いますが、敬老乗車証を定期かわりに、仕事をするのに使ってる人がたくさんいる。

高齢者が家に綴じ込まらず、外の空気をすい、気持ち晴らしに使用すべき。
　　　　　　□上限を設定する事。毎年、毎年2倍はダメ。
　　　　　　□3,000円から倍の6,000円になどあまりにも高齢者を無視しています。悲しくなります。
　　　　　　□今まで通りが良いと思いますが…最初の価格が低かったのでは…とも思います。今となっては、いきなり2倍

にするなんて！と言ってしまいます。これ以上は値上げしないで下さい。高齢者になるほど病院通いも多くな
ります。送迎してくれる医療機関はありません。毎回タクシー使用はお金がありません。市バスをたよりに暮
らしています。福祉に経費をまわして、よいｊ循環を造り出してほしい。

　　　　　　□今後、停年も引き上げられ、年金も削られ、このような福祉サービスもどんどん削られていくだろう。未来に不
安ばかり募る。京都から若年層が離れ、ますます京都は苦しくなっていくのではないか？

　　　　　　□元が取れる位乗ってもらえばいいんじゃないですか？　路線がなくなるのは困るし。
　　　　　　□敬老者にとって良い制度にすべきである。
　　　　　　□年令等による一律に引き上げるのではなく、少額でも所得のある方（多分、元気で生き生きされているのでは）

には、敬老乗車証の適用条件をもっと広げてみてはと思います。
　　　　　　□車が無い方にとってはバスが大切な交通手段で、公共交通としての責任も考えて、制度を設計する必要あり。
　　　　　　□敬老乗車証で出かけることで、健康維持を支えている面もあると思う。医療費が増えるのでは？
　　　　　　□高齢者が車を運転する機会を少しでも減らすためには良い制度だと思う。京都市は公共交通機関が乏しい

から、これ以上高齢者に移動に関する負担をかけない方が良いと思う。ただ、敬老乗車証を持っている人は
大抵、お礼を言わず偉そうに降りていく姿が目に付くので、もっと無料で乗れることに感謝してほしい。【20代】

　　　　　　□元気に出かけたりする事の大切さ、人と会う事の大切さを思うと、市民の足であると共に、それがサービスで
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あると思う。病気になったたくさんのお金を使うよりは良いと思う。
　　　　　　□詳しいシステムは知りませんが、敬老乗車証、収入（年金？）によって支払う金額が違うのでしょう？お金の

あるお年寄りからｈもっと払ってもらっても良いのでは？と思います。そもそも、お年寄りも一票を得たいがた
めの政治家の政策かと思っていました。

　　　　　　□無料にしてください。
　　　　　　□無料に近い形はやめるべき。
原谷　　　□来年は3倍になります。そうなれば１回で支払うのはしんどいので、分割にしてもらいたい。
　　　　　　□京都市民として、税金を納めてよかったという、お得な何かが欲しい。　
　　　　　　□値上げの意味がわからない。職員の給料を下げる。回送バスを減らす。まずは、身から。
　　　　　　□引き上げるべきでない。年金も下がっていく一方でこれ以上の負担はできない。財源が他でだせないのか。

今はまだ車で出かけているので、使っていないが、今後どのようになるかわからへんので不安です。できれ
ば、負担は減らして暮せていければいいのですが。　

　　　　　　□いたし方ないことかも知れませんが、負担金を収入（年金額）に応じて変動すべきかと思います。特に、市
バスや地下鉄を民営化すべきかと思います。そうすれば、経営努力もされましょうし、サービスも向上すると
覆います。

　　　　　　□敬老乗車証の元々の精神を全く理解しようという気がないから、こういう改悪を繰り返す。
　　　　　　□健やかな生活を楽しむため、公共機関での外出で心身共に健康維持。財政危機（市バス・地下鉄）の言葉

で、生活していかないといけないのは悲しい。騙し討ちに。市民に負担を押し付けるばかりでなく、観光税
（入市税？）名目で外国・他県観光客より100円でも徴取する事で大増収。

　　　　　　□年金生活の人を苦しめる制度。
　　　　　　□年金額が減っているのに敬老乗車証を引き上げるなんて市民に冷たい市政はまっぴらごめんです。

どうやって少ない年金から工面するのか、考えたことがあるのか。　
　　　　　　□　回数券の様な制度が良いのではと思う。私の様に1年間6,000円分もバスを利用する事もなく、かと言って

小銭とか用意するのも邪魔。大変なので今年も乗車証を買ったけれど、来年からは止めようと思います。
　　　　　　□利用する人としない人に分かれると思う。免許証を返し、バスにも乗れない人もいる。タクシー代の割引券を

発行してほしい。月1～2回利用、1回に500円でも助かる。（500円×２×12カ月分）是非お願
いしたい。障害者タクシーチケット同じように。

　　　　　　□同じ高齢者でも身体能力には個人差がある。動く能力があるのに自転車に乗らずバスを利用する緒は筋力
維持にはもったいない。必要な方は外出の機会が減らないようにしてあげたいので、要支援・介護者には
割引してあげれば良いと思う。身体障碍者までいかなくても、持病のある方など（ガン・術後）。

　　　　　　□必要ない。用事もないのにバスに乗って遊んでいるため。家にいればコロナもうつらない。
　　　　　　□私はS.32年生まれ。75才迄もらえぬ。なんて不公平なんでしょう。観光客が減り、減収になったのは市民の

責任ではない。
出雲路　　□敬老者が乗車しようがしまいか、バスは運行するのだから乗せてあげたら？と思う。通勤時時間等は避けて

おられると思うので。ついでに小学生も土日は無料にするなどどうですか。どちらかと言えば、高齢者が無料
でバスに乗る事が問題ではない。このシステムで収入を増やそうとしているのか？とさえ思ってしまう。

　　　　　　□バスがあるからこそ、外出が可能になっているので、制度は必要です。　
　　　　　　□収入に応じた負担はあって良い。高齢者というだけで手厚く優遇される時代は終わっている。不要。
　　　　　　□まだその年になっていませんが、お年寄りにはバスが唯一の交通手段でもあり、敬老乗車証は今まで通り

発行するべき。　
　　　　　　□身体障害者で公共交通機関を殆どりようしませんが、年寄一人で動かないとなると、切実に応えると思う。
　　　　　　□5,000円→20,000円になり、少々きついが赤字なら仕方ない。
　　　　　　□75才迄の引き上げでも仕方がない。又は、出発前の状態に帰るとよい。バスの台数は本当に必要なのか。

少し減らすことはできないのか。必要な時間帯等にのみ走らす。
　　　　　　□もう少し安くしてください。
　　　　　　□子どもにもっと手厚くしてほしい。老人は少し増やしても。というのは、いつか自分に返ってくる。我々は年金

もちゃんともらえない、お金も貯まらない世代かもしれない。10％も子ども～大人まで厳しい。というのはどう
いうことなのか。　

　　　　　　□京都市独自の市民に対する良い政策を削る事には本当に腹がたちます。
　　　　　　□2倍アップは大きすぎる。できれば、年齢もすえおいてほしい。事情わかるが、段階的にしてほしい。

【５】　子+1146:1150育て支援についての要望で該当するものに〇をつけて下さい（複数回答可）
回答５－１　　　・大学等高等教育の高学費の引き下げ 　　・給付制奨学金の拡充

　　・全員制（小学校と同じような）中学校給食 　　・給食費などをふくめた義務教育完全無償化
　　・子どもの医療費の無料化の拡大 　

　　その他
上賀茂　　□児童手当の所得制限を撤廃。

回答５－２　　ご要望などをお聴かせください。
雲ヶ畑　□ 現在は、子どもの教育費にお金がかかりすぎる。未来に生きる子どもたちにもっと大幅な予算をつけ、安心して子悦に 　　　　　　　　

育てできるよう支援すべきである。中学校給食や医療費では京都市は育てできるよう支援すべきである。中学校
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給食や医療費では京都市は他と比べ大きく遅れている。
　　　　　□ 今最も投資すべきは子ども・教育への投資です。子どもを育てないでどうするのですか。
　　　　　□ 義務教育がどのような環境で生活している人も当然として実施されてほしい。
　　　　　□ 教育と関係して社会全体から、かかるひようが多すぎる。i
　　　　　□ 京都市は府内の他の市町村より子どもの医療支援が遅れている。少子化を助長しており若者の減少につながる。　

保育園の支援も減しており市民の願いに逆行している。
　　　　　□ こどもはこの街の宝、なんちがう？宝は宝らしく扱ってよ。大徳寺を東に行った新大宮通りの放課後等デイそらいろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

チルドレンの見学に要求を聞きにきてください。
柊野　　□ 一人親で子育てをしましたが、制度の申し込み書類がややこしかった。（今は改善されているかも）
　　　　　□ 保育関係の施設・制度の改善・従業者への待遇改善。子育てにやさしい、労働環境作り（大半の働く人が親なの

だから。）
         　□ ８０％超の自治体で、給食費無料化実現していると聞いたが、「子育て日本一を目指す」と口では言っている市長

は、うそつき‼　それを実現しないために500億円の赤字などうそをいっているのか。
　　　　　□ 孫は中学生ですが、野球部に入っていますが、道具類とか交通費　半額位は補助してください。
　　　　　□ 誰もが学ぶことを気軽に行ええるよう教育にまつわるお金は引き下げや無償化になると子育て世代にも助かる。
　　　　　□ 子育てに関しては全てやる。他自治体が全てやってないなら京都市は全てやり差別化を図り、自治体間競争に打

ち勝つ。
　　　　　□ 子どもの歯列矯正は別に美しく見せる為のものでなく無料にすべき。産後のベビーシッターなどの無料拡大してあ

げてほしい。給食は命綱である。自由に学べるべきだから高校も無料でいいし、大学高すぎる・
　　　　　□ 子どもたちが豊かな環境で育てられるように予算・保育所の拡充そのために保育所の待遇改善を早急に。
　　　　　□ 安心して子育てできる社会にしないと、この国の未来はないと思います。子どもは国の宝です‼　子どもたちを１番

に考えた制度・政策を希望します。
　　　　　□ 外国では、GDPが日本より劣る国で教育費・医療費無料の国があちこちにある。所得が低くてもやればでき 　

ることを証明している。日本は１兆円を超す国債を発行した結果、国債の償還・利払いが国庫予算の１６～１８％　
を占める。おまけに０金利政策で借り手は少なく、金はジャブジャブ。安倍政権の三本目の矢は折れてしまった。
そののツケがきている。日本人は何でメシを食っていくのか。その方針がないまま、選挙目当ての場当たり式政策
の結果が今出ている。東大の世界ランクが３８位？に落ちたのもうなづける。

　　　　 　□ 子育て支援で、人口を増やした自治体もあるのではないか。市長の無能ぶりは目に余る。
上賀茂　 □　　塾に行かせる金がない。学校いかかるお金が増えている。給食費が上がるのではと心配。
　　　　 　□ 多様な学びを保障してほしい。不登校や学校になじめない子どもたちお居場所、学びの場への経済的な支援。
　　　　 　□ 給付型は財源の問題がある。貸与型は学生のうちから借金を負わせることになる。大学の授業料高すぎる。
 　　　　　□ 京都市は、０～２歳児の保育料が高すぎる。小学生以上の兄弟がいても、年がはなれていれば、下の子の保育料

が一人目料金を払わなければいけない。これは更な女性の社会進出の妨害だ。働きたくても保育料が高すぎて
働けない。

　　　　 　□ 孫が中学に入る頃、父子家庭になってしまい、昼の弁当にとても困った。
　　　 　　□ 各家庭の収入に見合った保障、制度を作ったらみんな平等だと思う。安ければ安い方が良いが。
　　　　 　□ 学生の町というなら、大学への支援をしっかりすべき。
　　 　　　□ シングルマザーやファザーの一人親の世帯は、とても厳しいと思う。小学生の時のように温かい給食をたべさせて。
　　 　　　□ 子どもが２人いるので、何でも子どもの為になることは積極的にしてほしい。この子たちが育たないと日本は良くならない。
　　　　 　□ 仕事で海外の事情を見る中で、日本は本当に若い世代に投資しない国になったと痛感しています。カネがなくても

まっとうな教育が誰でも受けられるようにしなければ、社会の活力が回復するはずはない。
　　　　 　□ 給食費は実費で良い。食費を税金で払ってもらおうとする考え方が理解できない。欠席した場合は家で食べるはず。

給食費も払えない家庭は、教育を受けさせる権利はない。
　　　　 　□ 明石市なみのことをしないと京都から人がいなくなる。
　　　 　　□ 学童を画工に併設してください。自由来館か学童か選択できるとおろはいいと思います。他自治体はほとんど学校に

併設してあります。検討を。
　　　 　　□ 閉鎖的で変わらなさそうな地元から京都へ選んで出てきましたが、今では地元の方がオムツのプレゼント、医療費の

無料化、中学校給食など、手厚い支援を行っており、地元にいればいいと思うことがあります。子は宝です。教育に
お金を使わない、ケチる国、自治体に希望・未来はありません。

　　　 　　□ 大学の学費無料化には反対。給費制度を充実すれば良い。全員が大学に行く必要はない。無償にすれば学生は
勉強しない。ヨーロッパのような職人を尊重するマイスター制度を確立する方が大事なのでは。

　　　 　　□ 今後の日本の発展のためには、子育て環境の充実。また十分な教育が必要。
　　　 　　□ 子どもを大学に行かせる貯金がなかなかできない。
　　　　 　□ シングルマザーは、パート労働をかけもちし、睡眠を削っている。子ども食堂を公共団体が支援し、充実させたい。
　　 　　　□ 子どもがいる家庭だけが優遇されるのも疑問に感じている。働き、高い税金を納めている世代をどうにかしてほしい。
　 　　　　□ 何でもかんでも無償化すれば良いという問題ではない。その分、子育て世代の税金を上げるとか、年金額を下げる

とか、将来のkども達に借金を増やすようなことはしてあげたくない。
　　　　 　□ 低所得者の子育て世代は，もはや子どもを一人では育てきれないほど経済的にひっ迫している。金銭以外の支援

（母親コミュニティの形成を支援）なども必要であり、今まで以上に人と人のつながりが重要である。
　　　 　　□ 子のいない若者のことも、今必要では。
　　　　　　□大学までのすべての養育費の無償化。敬老バスより大切。
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西賀茂　 □コロナが長びく影響で収入減でその上物価も上がって、子どもを育てている家庭は生活が大変です。子育て支援も
中学までがほとんどで、高校では病院代もかかるし、最近は大学に進学するのが当たり前なのに、大学の学費は
上がる一方で、奨学金を返していくので、精一杯で、将来結婚なんて考えられない。

　　　　　　□教育にお金をかけるのは大事。国が全面的に、上記の件など当たり前のように、やっていくべき！
　　　　　　□一日一食だけでもきちんとした栄養のものを食べることが心身を健康に保ち、良いパフォーマンスを引き出させると

思う。
　　　　　　□私は85才なので、直接は関係ないのですが、上記に書いてある項目はどれも当たり前のことで、税金の使い方に

問題があると思います。　
　　　　　　□大学が多すぎる。しっかりと勉学している大学生は数少ない現状について、改善案を考えるべき。
　　　　　　□何でも無償化にするのは反対。財源はかぎられているため。
　　　　　　□徐々に拡大していてほしい。　
　　　　　　□二人子育てしたから言うんじゃないけど、今の方が支援も行き届いていると思う。学費下げ、給食無料とか、ちょっと

甘いんじゃないかな。　　
　　　　　　□子育て支援多いに歓迎。何とか、日本国、少子化無くし、存続してあげたい。何あお役に立てる事はないでしょうか？

私は、今月60才になりました。何とか、お役にたてる今後の日本の未来に。
　　　　　　□何でもかんでも無料はどうかと思うので、引き下げで良いと思います。
　　　　　　□将来の学費が心配です。お姉がなくて学ぶ機会がなくなったら可哀想だと思う。奨学金を払いながら社会人になった

ら大変だと思うので、なるべく学費は負担したいが、大学となると高額で不安です。子どもを産み人が減ると思うので
子育て支援はしっかりしてほしい。

　　　　　　□学童を学校に併設してください。自由来館か学童か、選択できるところはいいと思います。他自治体は、ほとんど学
校に併設してあります。ご検討をよろしくお願いします。　【山本】

大宮　　　□教育の無料化を期待します。
　　　　　　□敬老乗車証を早期に廃止して、予算を子育て支援に向けるべき。
　　　　　　□子育てしやすい京都市の町づくりをしてほしい。
　　　　　　□予備校、塾の廃止。公立中高の充実。
　　　　　　□中学校給食の拡充が一番の要望。子どもたちを守りたい。
　　　　　　□少人数学級の実現（30人）。教師の増員（先生方の過労が心配）。大宮学区の中学校を西賀茂中から加茂中へ変更。

中学校の担当エリアの見直しをしてほしい。大宮からは西中は遠い。
　　　　　　□子育て世代の負担の軽減と教育の充実は今最も元めっれる課題と思います。
　　　　　　□給食費ぐらいは親が払うべきだと思います。　
　　　　　　□どこの自治体も厳しい中でやっているので、権利ばかり主張されても困ると思うのが実情。全部は無理なのでひとつ

一番みなさんに喜んでもらえるものから制度化する。
　　　　　　□国がやらなくても、京都は出来る、そんなところま行けるといいなあと思います。
　　　　　　□学費はどの子も無料にすべき。学力があるのに経済的な理由で教育を受けられないのはおかしい。そこから医者にな

る人だって沢山いると思う。
　　　　　　□子どもはいないが、若い世代へ手厚い支援を。これも経済をあたためると思う。
　　　　　　□一律ではなく、しっかり収入制限をしてほしい。（給付金対象だった）年収９００万とか高すぎる。
　　　　　　□日本人に、子供の頃からしっかり英語を使えるように教育してください。
元町　　　□大学の学費が高いため、奨学金を借りても、卒業後返済が大変の様です。学費の引き下げを要望します。
　　　　　　□子どものインフルエンザの接種代が高いと思います。大人は一律1,500円になりましたが、それは仕方ないと思います。

今年は流行するらしく、孫のことが心配です。（毎年接種してません）
　　　　　　□大津市から京都市に引越ししてきて、未就学児に医療費負担があることに驚愕した。他市の人も「ありえない」と言って

いた。還付制度もお粗末。知っていたら引越しをためらたかもしれない。すぐにでも無料化してほしい。
　　　　　　□学費の無料化をぜひ実現してほしい。奨学金の返済に苦労している若い人を援助してほしい。
　　　　　　□特に京都においては、子育て世帯が安心して子育てできる環境や負担を減らす取り組みが必要ではないでしょうか。
　　　　　　□京都市は子どもの医療無料が不十分。ホテルばかり建てずに、教育予算の充実に力をいれてほしい。
紫明　　　□義務教育完全無償化はぜひやって下さい。子どもの医療費の無料化。
　　　　　　□家庭の事情により、子どもが影響を受けない社会を作るべき。　
　　　　　　□私大も学費を下げてほしいが、国立はもっと考えてほしい。
　　　　　　□子育て支援も良いが、これが赤字になると思う。
　　　　　　□富裕層は大学まで普通に行く。それでも昔のような学費なら、苦学生で大学に行けただろうが、今は不可能と思う。

学費、教育費が高すぎる。
　　　　　　□他の市に比べて、保育園利用料が高い。
　　　　　　□同じ子どもなのに年令（生まれた年、時代）で数年違うだけなのに、こんなに差があるか！議員の給料は変わらんのでは。
　　　　　　□いろんなワクチンの説明が足りない。学校で子どもにしっかりした医療的な事を伝えてほしい。
　　　　　　□希望は全てであるが、どうしてくれるのか書いてください。
　　　　　　□安心に子どもを産んで育てられる環境をつくる。とても大事だと思う。そうでないと、子どもの数はどんどん減っていくと思う。
　　　　　　□少子化を言うのなら、子どもにかかる費用は全て無料にするべき。
　　　　　　□もっと貧困家庭のための予算を増やしてほしい。　
　　　　　　□高さ制限があり、市内に住宅が増えない、若い人が住むづらいという宣伝を、NHKと一緒にやっているが、大きな間違い。

医療費や給食など、子どもを応援する制度が他の都市より劣っているので、市内に若い子育て世帯が定住しない。
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また、公営住宅の数も少なく利用対象も限られているのを改善すべき。
　　　　　　□上記全て必要。将来を担う子ども達の将来に光あれ‼
　　　　　　□大阪に見習ってください。
　　　　　　□義務教育完全無償化はいいとしますが、ヨーロッパでは税額20～２５％ですね。税金が上がると思います。ご自分の

給料に応じた税額となりますが、何でもかんでも無償化というのは考えようです。
　　　　　　□東京、千葉にて育児をしておりましたが、京都市の子育て支援は最低だと思います。病院でかかった費用を後から手続

期しないと、お金が戻ってこないのは手間だし大変です。医療費を無料にして下さい。保育園の給食費も無料に。
　　　　　　□支援の方策はどんどん広げなければならない。〈子どもが減る〉→〈教育関係の費用が減らせる〉ではいけない。
　　　　　　□子育て保護者の努力義務が多すぎると思います。
　　　　　　□医療費については、老人も子どもも受診料は無料。薬代は一定額負担などにしてはどうか？要らない薬ばかり処方され、

製薬会社ばかり得をしている。老いと病気は別。子育て支援の図書カードも小学生は対象外だった。18才までに手厚い
制度にしてほしい。また、告知もぜんぜんされていないのは公務員だけが得をしていた、おかしい。

　　　　　　□市の赤字が拡大しないならでれでも。
　　　　　　□軍事費（人を殺す事につながる）を削って（やめて）、その財源で子ども達の未来に投資したい‼　
　　　　　　□今の教育システムには疑問が多い。モンテッソーリやどろんこパークなど、自主的な学びの心を養える場を作ってほしい。

勉強がキライな子は学校に無理に行かなくても社会で活躍できる世になってほしい。学びが好きな子には給付制奨学金
があってもよい。子どもの医療費補助はもういらない。気軽に病院に行き過ぎで、病院依存、薬依存がひどい。病気に
ならない身体づくりをしてほしい。ゲノム編集野菜は給食に使わないでほしい。

　　　　　　□中学校給食について疑問がある。激しいスポーツをしている子と、そうでない子とでは食べる量が違う。女子などダイ
エットの年頃で食べなかったりする。無理強いすると拒食症になる。反抗期なのに給食当番をまじめにきちんとできるか。

鷹峯　　　□子育て支援に力を入れてほしいです。
　　　　　　□子どもへのお金の支給より、給食費などを含めて義務養育の無償化。保育所の入所が必ずできるようにし、乳児の保育

料の拡大引き下げ。安心して子どもが育てられる環境が無い限り、人口は減少するばかりだと考えられる。
　　　　　　□共働きの家庭が多い時代で、税金や教育費が負担になり、増々、共働きが増え大変。母親が弁当作りも大変だと思う。

せめて、中学校まで、小学校の様に、給食にすると良いと思う。私の育った年代と地域では、中学まで全員給食でしかも、
小学校と同じく校内調理で良かったです。

　　　　　　□経済も学力も世界からだんだん遅れを取り、目を覆いたいほど、順位が下がっている。安心して子どもが産める様に。
　　　　　　□税金等を有意義に使ってほしい。
　　　　　　□私立高校就学支援金支給対象、世帯年収５９０万円を引き下げてほしい。ギリギリ対象とならない世帯は、学費負担が

大きく、私学進学をあきらめないといけない現状です。
　　　　　　□奨学金が就職後の生活への影響になっている。学びの幅を広げる意味でも学位の引下げは必要だと感じる。【２０代】
　　　　　　□子どもが育つためにかかる費用が少なくなれば、もう1人産めるものなら産みたいととても思う。先を困らせたくない不安

が多い。子どもの数は多くならないと思う。
　　　　　　□高い学費の支払いが求められる私大への進学には、奨学金の拡充が必要ですが、給付制奨学金の拡充だけでは、

財政的にも大幅な拡充は望めません。やはり、貸与奨学金に頼らざるを得ません。しかし、今までの返済方法では、
学生は負担できず破綻してしまいますので、出世払い制の奨学金の創設がとても重要です。

　　　　　　□子ども食堂を増設し、予算をとる。コロナ禍で親からの仕送りが無くなり、自身もバイトの収入が無くなり、やむなく大学
を止めなければいけない学生は、さぞかし無念だと思う。京都は学生の街である。京都市も学生援助を推進すべき。

　　　　　　□自宅で、リモートで授業に出られる子と生活苦でインターネットの使用すら出来ない子と色々義務教育なのに差がありそ
うだと悩みました。

　　　　　　□とにかく、若い人が子どもを安心して産める、育てる日本にしてほしい！　日本に未来がはあるのか？　
　　　　　　□中学校に給食をしてほしいです。毎日、お弁当作るのが大変です。（父、母共働きなので）
　　　　　　□生活するのが大変。子どもの為のお金が残らない。　
　　　　　　□子ども達の事をしっかり考えて頂きたいです。これからの日本を作っていく若い力です。よろしくお願いします。
　　　　　　□次の世代を担ってくれる子どもたちは、国が責任をもって育てるべきです。その為なら、少し大目に税を負担しても（消費

税を払っても）仕方ありません。正しく使ってほしい。「日本」という優れた国を大切に守り発展させることを、国の責任で
しっかり考えてほしい。

　　　　　　□中学校の給食、全員制は特に早急に検討してほしい。共働きの家庭を支える、子育てを支える大きな進歩になると思う。
温かい食事が毎日食べられる事は、子どもの成長にとって非常に大きい事だと思う。

　　　　　　□体の健康だけでなく、身心ともに、（自死、ひきこもり…でなく）、自立できる心を持つ子ども達の基になる様にしてほしい。
　　　　　　□給付制奨学金の拡充のための予算を…と思います。支援策は一気に全てとはいかないと思いますが、少しづつでも実現を。
　　　　　　□大学に行くのが当たり前のような風潮があるので、より大学に通い易くなるように、負担を減らしてほし。
　　　　　　□世間で働いて自立させていくという大きな方向に向かっていける様な教育をすべきだと思う。そして、一定の高額所得の
　 家族ではなく。子どもの教育は力をいれてほしい。全部無償ではなく。
　　　　　　□4人の子どもの内、3人が京都の私立大学です。上2人の時は、県外からでした。今は、子ども2人で京都市内に住み、

大学に行っています。奨学金を借りており、子ども達は毎月返済しています。けっこうな金額です。4人の子どもを私立大
学に行かすと、親の手元には何も残りません。（学費だけではないので）　しかも、母子家庭。高すぎると思います。

　　　　　　□優秀な学生には奨学金は無返済で。
原谷　　　□子どもが安心して遊べる公園の整備を。北区は他の区に比べ児童公園がみすぼらしくざっそう（蚊がわく）や木々が手つ

数状態。遊具も６０年前からほとんど同じ。北区は遅れている。ここをきちんと改善しなければ子育て世代はどんどん他の
県に移ってしまう。雨天時、室内で遊べる遊具場はどこにもない。子育てはお金を配るのではなく、子ども達が安心して
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遊べる場を与えてほしい。
　　　　　　□どこの国でも教育は大事だから。
　　　　　　□中２の孫が小学校と違って給食が校内で作られておらず、まずいと言って食べません。小５の孫は学校の給食がおいし

いと言って楽しみにしている。中学校の給食に以前ゴキブリが入っていた事もあり、安全性はどうなのかな？
　　　　　　□子育ては終わっているが、子どもや孫が育つ環境からいって、京都市は最悪。子どもに手厚くすれば、京都に住もうとい

う若い人は増えるはず。子育てに手厚い自治体に若い人が集まる傾向が全国に見られる。
　　　　　　□子育て支援は、義務教育は完全無償化へ。
　　　　　　□医療・教育・福祉にもっと手厚い待遇してほしいです。特に、福祉関係や医療・教育者にしてほしいです。軍事費に多額

の税金をつぎこむな。
　　　　　　□将来を担う子どもに、お金がかかりすぎると思います。（出産・保育・給食費・学費・医療費）。これでは人口も減る一方だ

と思います。家のローンをかかえた子育て中の我が子を見ていていつも心配しています。離れた所から。
　　　　　　□子どもの問題より、結婚できない子どもが多くいることに気付いてほしい。収入が少なくて結婚できない。仕事が忙しくて

結婚する余裕がない。
　　　　　　□家庭の収入によるが（高額所得の所は払うものははらってもらう）、確かに大学は高く、しんどかった。（年100万円、二人

が重なった年は、特に）　子どもが学びたいため、アルバイトをして助けてくれたがから切り抜けた）・高校は年10万円位
なら仕方ないでしょう。しんどい家庭は免除・奨学金の利用をできれば良い。

　　　　　　□保育園の拡充希望。
　　　　　　□必要無し。親が負担するべき。御上にあまえるな。　
出雲路　　□高齢者ばかりの支援だと感じてしまう。未来を作るのは子ども。子どもを大切にしない市に、子どもが愛着を持つでしょう

か？公立小中学校も全体的な質の向上を切に願います。私立も無料で入れるようにしてほし。
　　　　　　□国民・市民に対する無償化や低額化は当然だと思う。留学生優遇はおかしい。大学入試システムを変えるべき。

そうすれば、塾など無用の費用がかからなくなる。子どもに関わるもの(衣服etc）は消費税減税が無し。
　　　　　　□子どもが減っている原因には高い教育費の影響も多いと思う。高校までは高額にならない様な制度が必要では？
　　　　　　□税収が悪いといえども、これは少子化するなという印象です。
　　　　　　□少子化が進んで将来が心配です。安心して子育てできる市政に。

【6】北陸新幹線延伸計画について（総工費２兆１千億円、地下40メートル以下のトンネル工事が行われます）
回答６－１　 　・賛成　　　　　　・反対 　・わからない　　　　　　　・その他
回答６－２　　ご意見をお聴かせください。
雲ヶ畑　□ 絶対反対である。誰のため何のためにやるのか疑問。地域活性化と目標のひとつにあるが、環境破壊で地域は

消滅消滅の危機になることは明らかである。残土処理，町壊し、地域壊し（水、地盤陥没、土砂崩れ、交通問題
、山崩壊、費用等々）などの予想される問題に対して、機構も行政も何ひとつ答えない。

　　　　　□ 京都市の地下をぐちゃぐちゃにして誰も責任をとらない。進める人たちの頭がもうどうかなってます。
京都府・市の負担金　府民にまわせばよい。

　　　　　□ 何での速くすれば良いというものではない。その目的を達するためにどれだけの犠牲をはらわめばならないか。
誰かの犠牲に立つ効率など不要であると思います。

　　　　　□ 生活場所を傷つけたり、奪ってほしくない。
　　　　　□ 電車に乗る人が減っている中新幹線を作る必要なし。
　　　　　□ 北山の歴史も自然も破壊する暴挙だ、すぐに止めるべき。新幹線ができるとちいきの交通が不便になる。
　　　　　□ 狭い日本そんなに急いでどこへ。忙しい人の忙しさを助長した過労が必要なん？　
柊野　　□ 土建屋等への利益誘導でしかない。赤字路線のツケを結局払わされるはめになる。
　　　　　□ 京都市民にとってメリットがない。線路通過するだけ。九州西新幹線の佐賀県と同じ。
　　　　　□ 京都市を無茶苦茶にする幸治。すぐに止めるべき。
　　　　　□ 古都の地面はどこを掘っても大変なことになるのは地下鉄の時に、痛い目にあっているのに（工期のの遅れ、

予算拡大、文化財破壊…）、忘れたのか？　メリットがあると思えない。ゼネコン大企業の利益以外に何があると
いうのか。

　　　　　□ 地盤沈下が心配。特に必要だと思わない。
　　　　　□ 税金の無駄使い。京都の良さをなくす地下工事は絶対反対。
　　　　　□ 工事車両（大型ダンプ等）の交通量が増え、京都の町がよごれたり走行しにくくなる。黒煙の多い車両、泥のつい

たよごれた車両、運転マナーの悪い車両が多いため。
　　　　　□ 赤字と言いながら、これにはお金を使うの？地下を掘って安全なの？掘った大量の土はごこへ持っていくの？

おいしい水、京都の水は大丈夫なの？酒屋さん、豆腐屋さん、日本料理屋さん大丈夫なの？
　　　　　□ これ以上観光客はいらない。
　　　　　□ 地下40メートルだと埋蔵文化財とは関係がないかもしれませんが、京都市が多くを負担することになる。赤字が増

え住民負担が増えるのではないか？
　　　　　□ 地面の心配や、地下水脈の破壊になるし、便利にしすぎなくてもいいし、ゼネコンは儲けなくていい。京都を 　

地下の基礎から守らなければいけない。
　　　　　□ これだけ気候変動の影響が出ている中で、自然を壊し、どれだけの人の利用があるかわからない新幹線に 　

多額の税金を使う意味がわからない。今あるものを充実させる方がいいと思う。これでまた、在来線の廃止 　
も出てくるのではないかと心配になる。

　　　　　□ 自然豊かな京都の町を便利のためにこわさないでほしい。一度壊れた自然はすぐにもとに戻りません。目先のこと
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重視の政策にうんざりです。
　　　　　□ そんな金があるのなら、教育・医療費に使うべきだ。トンネルが多いから公害が少ないとという向きがあるが、
　 地下水系を破壊し、山崩れ、土砂災害を引き起こすのが関の山。３０分や１時間早く着いてGDPを少しでも上げ

ようとするのが狙いなのか。
　　　　　□ 何でもかんでも京都へもってくるな。その次はリニアか？京都は観光依存からぬけるべき。これでは薬物依存と

いっしょではないか。だから、いつまでｒたっても寺にさからえない。
上賀茂 　□無駄な事だし、環境に悪影響しかない。その費用をソフト面に使ってほしい。
　　　　  　□普通に近畿～北陸の移動が便利になり、工事による雇用も創出されるため賛成している。また、日本は周知のとおり

災害が多く、大阪～東京間の新幹線だけでは心細い。北陸新幹線延伸によって、リスクヘッジができるという意味で
賛成したい。

　　　　　　□新幹線必要ない。ローカル線をもっと便利に。
　　　　　　□京都の地下を掘るには、更に時間とお金がかかる可能性がある。わざわざ京都駅につなげなくても良い。
　　　　　　□延伸に反対なのか、工事やコースに関わって意見を求めておられるのか、わかりにくいです。大阪まで延伸に反対。
　　　　　　□もっとせなあかん事が沢山あって、生活道路すら金がないと言っているのにとんでもない。
　　　　　　□人口も減少し、何で必要なのかわからない。原発を使って新幹線を動かすのだろうと思うと恐ろしい気がする。
　　　　　　□何のメリットがあるのか？　人口減少していくのに本当に必要か？

地下水はどうなるのでしょう。地盤沈下は大丈夫。住民の必要とする所にお金を使ってほしい。
　　　　　　□費用対効果がどれだけあるのか。もっと綿密なプランが必要では？新幹線延伸以外の地域は陰になる。
　　　　　　□不要なものはいりません。狭い日本、そんなに急いでごこへいく。井戸水はどうなる。お豆腐作りもお酒も作れなく

なる。
　　　　　　□不要。これ以上街をわさないでほしい。
　　　　　　□地下水環境への影響を危惧します。
　　　　　　□北陸新幹線、市内の地下を通さなくても、京都の地下には大きな地下水があると聞いたことがあります。地下水を

使って商売をしている人たちのことを考えたことがありますか。京都を通らなくても良いようにできないのですか。
　　　　　　□国家予算の無駄使いは控えてください。
　　　　　　□不安。自然への影響が不透明。必要性を感じない。
　　　　　　□利用しない者には、新暗線計画は無駄事にしか思えませんし、そんなに時間短縮が必要なのでしょうか。
　　　　　　□必要性がわからない

市民は思っていないのではないでしょうか。
　　　　　　□人口が減少しているのに北陸までは不要。サンダーバードで充分。京都盆地の地下を掘れば、地下水が枯渇する

のではないか。
　　　　　　□危険だらけの工事を受け入れるわけにはいかない。　脆弱な地盤の上に住みたくない。
　　　　　　□本当に必要なのでしょうか。
　　　　　　□地下水を守って欲しい。工事による陥没などの影響が心配、必要ない財政支出は反対。
　　　　　　□日本海側の電車は、雨や雪・風などでよく遅延します。それが解消されるのであれば賛成します。
　　　　　　□そんなにお金をかける必要性がわからない。現状でも移動は充分可能。
　　　　　　□これ以上の高速化は、それにともなう環境への悪影響などを考えると、必要ないものと考えざるを得ない。大規模な

公共土木事業で雇用・景気の安定化を図るやり方は、すでに時代にそぐわない。か
　　　　　　□新幹線を作ると特急電車がなくなり、JRが儲かり、高額料金となる。無理なトンネル工事で、被害が続出したら迷惑

だから、計画廃止。
　　　　　　□今ある機関を最大限に活用してください。
　　　　　　□便利になるなら良いのでは。それが高いというのなら、この２年間以上のコロナ費約１００兆円の内訳を国民に提示

する方が先。
　　　　　　□特になくても困りません。特急もありますし。
西賀茂　　□北陸新幹線が延伸すれば便利だと思う。　
　　　　　　□北陸へのアクセスが良くなる（？）のはいいが、財政や環境問題が心配。
　　　　　　□在来線のサンダーバードで良いのでは？　その２兆１４億円の目途がたっていないが、京都がどれだけ負担するのか

気にかかる。今以上に負担が府民・市民にのしかかるのは困ります。
　　　　　　□芦生近辺の環境破壊、地下水の渇水等、影響が出ないはずがない。地盤が緩くなって家屋に影響が出たら、どうして

くれるの？　あれよあれよと決定されて本当に腹立たしい！　だいやい従来の新幹線で十分。
　　　　　　□必要ないことをしないでほしい。
　　　　　　□北陸方面の利便性のため賛成。
　　　　　　□この計画に関しては、まだ、納得できる意見が見当たらない。自然が壊されたり、水質汚染等などがあると、危機感を

感じます。
　　　　　　□北山には通さないこと。　　
　　　　　　□ムダな工事、たくさん金のかかることはいらない。現状でええんや。サンダーバードもあるし、北陸方面行くのも不便じ

ゃないし、作った後、赤字赤字ばっかりでは話にならない。後のことをよく考えてほしい。　
　　　　　　□今はその予算を他へ使うべき。困っている人がたくさんいる。　　
　　　　　　□赤字路線になりかねない。
　　　　　　□京都府、各市町村に何のメリットもない事業は中止すべき。税金無駄使い。ダンプカーによる１６２号線の渋滞必至。

自然環境の破壊。水資源の枯渇危険、等々。良い事は何も無い。
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　　　　　　□現状のままでも不便を感じません。　　
　　　　　　□無駄なお金を使い、自然を壊すこと、絶対反対！
　　　　　　□そんなことが出来るるのかと思います。必要性が全く解らない。馬鹿な事を考えるものだなあ。それこそ自然破壊

税金無駄使いだと思います。　
　　　　　　□京都の地形、地質のあり様をちゃんと調査していない。狭い日本でどうして地質までこわして、無駄なこと。他にする

こと、一杯ある！　　　
大宮　　　□リニアすらいらんと思っていた。地下鉄東西線だってあの有様。　いる？
　　　　　　□ミサイルでやられたときの逃げ場所になるのでは。　
　　　　　　□便利さばかり求めて自然破壊してほしくないです。
　　　　　　□費用がかかりすぎ。
　　　　　　□環境が悪くなる。森林をなくすと今まで以上に温暖になります。自然の破壊になります。森林保護を考えてください。

地球の温暖をやかましく言っているのに、もっとまじめに考えてほしいです。
　　　　　　□新幹線は今で充分。工費を福祉・生活に使ってほしい。
　　　　　　□JR西日本の情報によると、鴨川左岸地下約４０メートル下、または川畑通り地下約４０メートル下を南下するそうです。

工事後に、鴨川河川敷の植生、または景観がかなり激しく変わることが心配です。
　　　　　　□これ以上京都をこわさないで。大切な水脈を守りたい。
　　　　　　□地下数への影響、地盤沈下、廃土処理、etcの問題が大すぎる。また、トンネルばかり通る列車に乗る楽しみは何な

んか？一般の人が、旅行で利用するとは思えない。
　　　　　　□京都北部地域を縦断する新幹線の必要性を理解できない。地下トンネルを掘って用途の水脈や自然の破壊を心配。
　　　　　　□そんなところにお金をかけなくてもいいと思うます。
　　　　　　□反対している人に限って、開通すると真っ先に利用する。反対か賛成かではなく、今、そして将来に向かってそれが

本当に必要かどうかを見極めるべき。
　　　　　　□必要性がわからない。市民はほとんど使わない。サラリーマンもそんなにあちこち、ばたばた走り回る必要はないし、

たぶん、先は必要が無くなってくると思われる。　
　　　　　　□京都は観光客からの税収に頼りすぎ。もっと呼び込むのは若い世代の生活を京都へ誘致。近年の災害の時の影響

が心配。
　　　　　　□地下に通すことがそもそも危険。市民生活に何のメリットもない。もっと早急にすべきことがたくさんある。
元町　　　□北陸新幹線必要なし。地下を掘ることにより名水にも影響あり。北陸の実家に1カ月1回帰っているが、無人駅になり

用事がなかったら生活できないような問題を解決してほしい。新幹線は不要‼
　　　　　　□余り必要を感じない。自然を壊さず、ゆったりと暮らしたら良い。
　　　　　　□地元の方々にｈｓ、様々な心配事が生じています。その心配事を一つ一つ丁寧に説明して、クリアしないと工事を

進めてはいけないと思います。
　　　　　　□実家が石川県。サンダーバードで十分。
　　　　　　□誰が乗るんじゃ。少しの時間短縮での工事賃の無駄使い。
　　　　　　□これ以上、人間の都合で環境（自然）をおかしくしない方が良い。
　　　　　　□今以上に自然を減らさないでほしい。時間を早くすることばかりに力を注がず、静かな京都を守って欲しい。
　　　　　　□説明のないまま進んでいる感じがある。そんな多額の税金を投入し、環境を破壊し、住民にどんなメリットがあるのか

全く不明で、到底賛成できない。メリット、デメリットを説明し、市民の意見、声に耳を傾けてほしい。
紫明　　　□ｋならずしも反対ではない。予算削減して、期間延長はやむを得ないが、細く長く進める。
　　　　　　□自然を破壊する。壊れてしまった自然は元に戻らない。巨額な税金を投入する価値はある思えない。
　　　　　　□工費に見合った利益を上げられるとは思えない。
　　　　　　□要らない。必要ないと思う。
　　　　　　□活性化に必要。賛成。
　　　　　　□米原経由で良い。
　　　　　　□自然を壊してまで、巨額を投じてまでする計画とは、どうしても思えない。在来線を充実させては？　
　　　　　　□狭い日本に必要ない。これ以上自然を壊さないでほしい。
　　　　　　□莫大な費用と施工には危険が伴い中、何故無理するのか。ゼネコンへの対応と、大きく動くお金が贈収賄につながる

事が政治を悪くする。
　　　　　　□この狭い日本そんなに急いでどうするのですか。それより、過疎の村や人口流出地域の交通を何とかしてほしい。
　　　　　　□地下化は反対。狭い日本でそんな高速化は必要ない。
　　　　　　□米原直結して、経費削減すべし。　　
　　　　　　□京都に2つの新幹線はいらない。どうしても北陸からつなぎたいと、北陸（特に福井）の人達の要求であれば、米原

ルートあるいは湖西線ルートで通すべき。京都市や近郊の地下を通すのは、地下水はかれる。地震災害の時逃げ
られない。大量の残土をどこに置くのか？　等々大きな問題を抱えている。福井の政治家とゼネコンのために京都　
市民・府民の生活を犠牲にするのはおかしい。

　　　　　　□もういらん。早く早くと急ぐものでない。昔のカゴ運送を再考せよ！
　　　　　　□美山・京北の地下通過は絶対反対します。地下水系、残土問題。新幹線が地下を通過しても何のメリットもない。

わざわざ、生態系を壊すような工事には、意味は何もない。そもそも、この計画には反対。するなら依存の地上路線
を考えるべきである。

　　　　　　□ごはんも食べられない市民が多くいる中で、急務ではないと思います。
　　　　　　□地下を通して、地下鉄の続きですか。
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　　　　　　□そんなことより、烏丸通りにバスを通してほしい。烏丸線、東西線の地下を拡張し、地下道を作って欲しい。
　　　　　　□大賛成。生きている間に完成しないと思うが、東海道新暗線（大地震）、リニア新幹線（富士山噴火）が有事の時の

代替新幹線として日本にとって絶対必要。　【７０代】
　　　　　　□地下を掘り返してろくなことはない。環境の変化、地盤の劣化、水質・水源も問題等々心配。
　　　　　　□長時間地下ばかりなんて、うっとうしくて乗る気がしない。開通したとたん無用の長物になる。地質学的にも無理だ。

断層が多くて京都の地下は安全ではない。京都の地下には大量の水があるのに、工事で枯れたらお茶や京料理
京都の文化はだめになる。それどころか大規模地盤沈下が起こって、歴史的建造物は破壊され、人命も失われる。

　　　　　　□莫大な税金を使って工事をする意味がわからない。自然を壊すことは大変なこと。　
　　　　　　□北陸新幹線より、在来線に力を入れてほしい。赤字の在来線は本数を減らしたり、廃線になったりするが、残さな

ければ地方はますます不便になり、人口が減っていく。
鷹峯　　　□必要ないのでは？
　　　　　　□いりません。
　　　　　　□人流の活性化の為に必要と思う。
　　　　　　□大切な自然を残してほしい。
　　　　　　□もう始まっているなら、ちゃんと仕上げればよい。
　　　　　　□効率ばかり追うことになっている。社会全体がなっている。
　　　　　　□乗らない、行かない為、必要性が私には分かりません。地元の方々の意見が一番必要と思う。
　　　　　　□将来の乗客見込み数を厳格に試算して、建設投資をカバーできるだけの運賃収入と経済効果が見込めるならば、

賛成の方向を示したいと思います。　
　　　　　　□北陸新幹線を作る意味がない。国に利益を上げるためとしか思えない。全国の知事は元官僚ばかりにして、国の

言い成りするためである。京都市に地下40ｍのトンネルを作れば、水脈の乱れ、地震災害等が発生すれば大変
な事になる。元完了・西脇知事は適切な判断を‼

　　　　　　□北陸とJRの考えだと思います。　
　　　　　　□環境を壊してしまう。
　　　　　　□これ以上早く走る鉄道はいらないと思います。それより、地方の街を人が出かけられるように、今ある所に人の足

が向くように、お金を使ってほしい。
　　　　　　□これ以上負担したくない。
　　　　　　□時間を短縮して何の意味があるか？
　　　　　　□そんなに急がなくても、美しい諷詠をながめながら、心豊かな車中時間を過ごせばよい。トンネルばかりの旅ほど

つまらぬものはない。色々な車種に乗って乗り換えて、子ども達も良い体験ができますよ。工事費は、教育・医療
福祉へ→市民の心身の健康確保の為に使用すべし。

　　　　　　□地元民さんの意見に沿ってください。
　　　　　　□京都市内の伏流水はどうなるのか？
　　　　　　□必要性がなく、自然破壊にもなるの考えるから、延伸をストップしてほしい。
　　　　　　□何のために新幹線なのか、よくわからない。自然は破壊が進む。それだけのお金があれば、災害対策に使ってほしい。
　　　　　　□特急があるのにわざわざ地下を掘り起こし、京都に通さなくてもいいのでは。それよりも、京都―小浜間の道が混む

のを、何とかしてほしい。。特に、大原から途中峠のあたりが、休日はひどく混んで大変。
　　　　　　□経済を発展させ、地方活性化のため必要。
原谷　　　□京都を通るルートでなく滋賀を通るルートが良いと思っていた。あまり地下を掘るのはどうかと思う。
　　　　　　□人口減少するのになぜ？作るのかわからない。地盤沈下もするでしょう。サンダーバードで良いのではないか。
　　　　　　□環境破壊が心配。万一南丹・亀岡ルートになるとJR嵯峨野線の減便等が心配。
　　　　　　□知れば知る程、ムチャクチャで腹が立つ。府・市の財政破綻をつくり、将来の府・市民にシワ寄せが行く。
　　　　　　□狭い日本、そんなに急ぐ必要無し。新幹線・特急があｒば良し。自然環境破壊。
　　　　　　□将来の子どもに負担をかける。
　　　　　　□残土問題などの課題が山積みしているのに、トンネルを掘ったり、伏見の酒造りをしている人たちは地下水を大切にして

います。　
　　　　　　□そもまでお金をかけて利用があるのだろうかと思います。
　　　　　　□京都府の負担はいくら位かなあ。どこを通るのかなあ。京都府北部が近くなるのかなあ。地域の要望はありますか。
　　　　　　□未来必ず地域は活性する。　　
出雲路　 □今はリモートで仕事ができる人も増えているので、新幹線を通すことよりもその地域自体にお金をかけて、人が住みたく

なる街づくりをした方が良いのでは？と思います。ただ、京都市に住んでいるので新幹線のない地域の方の心情はわか
らず、勝手な事も言えないなと思います。

　　　　　　□人口が減少していく中で、今後の維持管理も含めて大きな負担を伴うものになると考える。　
　　　　　　□在来線で十分足りているはず。新幹線は都市集中を加速するだけ。
　　　　　　□府市の負担の問題、残土の問題、トンネル工事による地盤沈下の問題など、問題が多すぎる。
　　　　　　□北山の自然をそのまま残してください。　
　　　　　　□ハコ物を作るだけで経済効果もどの程度あるのか疑わしい。環境への配慮が必要。
　　　　　　□お金が無いのに手を出すな。反対です。
　　　　　　□要らない。誰がいるのか？　　
　　　　　　□京都の地下水を絶対守るべきです。
　　　　　　□積極的賛成はしない。メリット、デメリット、情報が不足して全貌が見えていない為。

【７】北山エリア整備基本計画について（府立大学体育館を→１万人の観客席の巨大アリーナに変える。植物園の環境と景観
　を壊す等の変更、資料館跡地に集客宿泊施設、劇場などを作る）計画を知っていますか？客・宿泊施設、劇場などを作る）計画を知っていますか？
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回答７－１　　・知っている　　　　　　・知らない　　　　　・わからない　　　　・その他 　　
回答７－２　　ご意見をお聴かせください。
雲ヶ畑　□ 植物園は今のままでいい。府立大学体育館は体育館だけでなく他の部分も含めて修理必要。巨大アリーナは

必要なし。北山の静かで落ちついた環境を守ってほしい。これ以上のにぎわいはいりません。東京や外国の資本
のもうけにしてほしくないです。

　　　　　□ 絶対反対。「にぎわい」使える場所なら北区には他にもあります。既得収益打破をいいながら、戦後GHOの娯楽
　 （ゴルフ場）施設として接取（農地・山村）して作った2つのゴルフ場。船山近くのゴルフ場を市民のために考えれば

よい。
　　　　　□ １万人収容のアリーナと北山の景観保全を天秤にかけた時、圧倒的に後者。
　　　　　□ 今まで通りで充分です。
　　　　　□ 人口が少なくなる中必要ない。
　　　　　□ 市民のための大学や、植物園を大企業のためのお金をもうけに使うのは反対セス。学校跡地もホテルにして市長

は市民の方を向いていない。
　　　　　□ もっと余裕ある生き方ができる人ばかりになたらね　もちろん慎重に考えて。
柊野　　□ 今まで通りが良い。
　　　　　□ 植物園を利用していない人が多く、無関心が多そう。
　　　　　□ 静かで豊かな植物園をこわさないでほしい。
　　　　　□ 　あり得ない暴挙‼北山に観光客を呼び込むひ必要があるのか？近隣住人・市民にとって憩いの場となるべきで

大学は学生生活が充実するために、改善するべきものは予算を使って整備するべき。
　　　　　□ 巨大アリーナなど必要ない。その費用をもっと他のことに使ってほしい。
　　　　　□ １００年の歴史ある植物園を現状のまま残してほしい。府民の貴重な憩いの場である。
　　　　　□ 植物を大切。
　　　　　□ 私は大賛成です。
　　　　　□ ゼネコンに仕事をさせるための政治は許せません。
　　　　　□ 必要な移設なのか。収益で回収できるだけのことは見込めるのか。
　　　　　□ 収益性の高いものを入れ、税収にあてるのは大賛成。
　　　　　□ 無駄なことはやめろ。
　　　　　□ 今までから、新しい施設を作っても使いきれていないので、この計画も期待できないので一考するべき。
　　　　　□ 必要ない。赤字と言うならまず立て直してから。自然を壊さないでほしい。
　　　　　□ 府民になんのメリットもない。計画を何が何でも進めようとしていることに怒りしかない。選挙中は聞こえのいいこと

ばかりいって、当選したら府民の声は聞かない。絶対阻止しないといけない。
　　　　　□ 市民の意見、有識者の意見をもっと重視すべき。
　　　　　□ 観光都市京都は自然景観の保護が最上位の課題だ。これを守らずしてソロバン勘定から入っていくと、結局アブ

ハチとらずになる。こういった施設は景気の良い時はホイホイだが、一旦不景気になるとその反動が大なり。
コロナが証明している。

上賀茂　□　　資料館は解体して、有効活用してほしいと思うが、アリーナの件は工事が進みつつあるので、計画を白紙にもどす
ことはできないと思うが、府立大学全体が魅力的な空間になれば良い。

　　　　　□ 個人的にへんかできない町は滅びるのも時間の問題であると考えているため、計画については賛成しています。
また、アリーナ等が完成して人が北区で賑わうのであれば、それで良いと思う。

　　　　　□ 静かな景観を大事に。不要な施設は必要なし。
　　　　　□ 反対です。植物園とその周辺エリアの環境を守るべきです。
　　　　　□ 植物園の環境は変えないと言っている。温室の老朽化も歪めず。市が集客を募って市税を集めるのならば、良い気

もする。もう少し情報公開をしてほしい。
　　　　　□ 郵便ポストにチラシが入っていたことで知りましたが、知らない人は多いと思います。住民に丁寧な説明をして下さい。
　　　　　□ 破綻した資本主義の再生はかなうはずはない。貧富の差がはげしくなるだけ。はどめはない。
　　　　　□ 地元上賀茂なので絶対反対です。府立大学に行って、校舎の荒れた状態に驚きました。跡地利用は市民の立場で

おこなうべきです。　
　　　　　□ 絶対に反対です。　
　　　　　□ そんなことより、生活道路をいつまで放ってのか。老人があの世に行くまで待っているのか？植物園もコンサートホール

これも清水建設で設計が悪いが）のみで、何とかストレスを解消しているのです。
　　　　　□ 植物園はみんなの憩いの場であり、多種多様の植物があり、日本でも誇れるのではと思う。北山エリアの整備は府市

民や学生・学者の声を聞いてやってもらたい。
　　　　　□ １万人のアリーナが必要という理由がわからない。維持管理も含めて大丈夫なのか不安。どうしても作りたいなら京都

市は都市計画を作成する必要があるのでは？将来像を住民としっかりぎろんすべき。
　　　　　□ 植物園はなくさないでほしい。緑、自然は大事にした方が良い。
　　　　　□ 大資本が入って開発しても、地球住民のためにならない。北区の大切な資源を守って欲しい。
　　　　　□ 植物園は今のままがいいと思う。
　　　　　□ 意見を聞くと言われながら、一方的な説明だった気がする。すぐに専門家に聞いていると言い訳。推し進めていくんだな。
　　　　　□ 府立大学の学長も言っておられましたが、学生にも静かな環境で学ばせてあげてほしい。今の状況でも休みの日には

人が多いと感じます。
　　　　　□ 止めていただきたい。お金ないんですよね。京都、観光や人が増えるのに市民はお金がないってどういうこと??
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　　　　　□ 不要。今の北山エリアを残してほしい。
　　　　　□ 知られていない部分が多すぎるので、なおいっそう周知が必要。
　　　　　□ 京都は静かな良い町だと思っています。赤字財政なのだから、巨大アリーナなど、まっと市民のためになる施設を作った

ら良いと思う。
　　　　　□ 無駄なものはいらない。　　
　　　　　□ 北区にそもそも商業施設が少ないため、大賛成。
　　　　　□ 全く反対です。今の植物園が植物園であって、宿泊施設や劇場など植物園周辺には無用です。　
　　　　　□ 若者はどう思っているのでしょうか。特に府立大学の学生さんたちは、今の植物園を商業施設に変えることに何とも思わ

ない若者が多いのは残念です。教育の問題？
　　　　　□ 開発ありきの議論よりも、財政が逼迫しているのに財源をどうするのかを議論すべき。開発は反対。
　　　　　□ 断固大反対です。私たちの憩いの場を奪わないでほしい。植物園が大好きで、この地（上賀茂）に住んだと言っても過言

ではありません。植物を苦しめないで‼
　　　　　□ 現在のままの植物園を残してほしい。　
　　　　　□ 本当は静かな北山がいいと思うのですが、活性化も必要ですが。 　
　　　　　□ 植物園をこわさないでほしい。　　
　　　　　□ 必要ですか？
　　　　　□ 巨大アリーナは不要。
　　　　　□ 必要ないと思う。せっかく良い環境があるのにそれを壊してまで、お金（税金）を使わないでほしい。
　　　　　□ 環境に配慮した持続可能な発展の在り方が様々に議論されいる現在、そうした方向とは全く逆方向の旧態依然たる

“すき間”には、できるだけ“カギ”になるものを埋め込む式の、現在ちゅもくされている植物園に象徴される環境重視
的関心を全く無視した京都府の政策には本当に呆れるしかない。非常に強い怒りをおぼえる。小手先の修正などで
はなく、担当者に根本的な意識の改変を迫る必要を痛感する。貴党の積極的提言、関与を強く期待する。

　　　　　□ 植物園も重要であるが、文化施設の充実も必要と考える。
　　　　　□ 自然を大事にする植物園のままで良い。　　
　　　　　□ 大企業にもうけさせることを政治家は考える。自民党、公明党、与党等は私利・私欲で税金を使っている。悪政ばかりで

失敗しているのに、息子を総理秘書官にまでしている。
　　　　　□ 現在のまま植物園を残してほしい。大規模商業施設は必要ない。
　　　　　□ 北山エリアの開発には賛成です。植物園はそのままにしていただきたい。
　　　　　□ 大賛成。日本一の文化ゾーンを整備すべき。府の予算がこの場所に投入されることは大歓迎‼千載一遇のチャンス。

府会議員としてこの場所に予算を投入することに反対するとは頭が悪いのでは？
西賀茂 　□植物園を壊してほしくない。
　　 　　 　□北区が便利になったり、にぎわったりするのはうれしい。利用も増えるので良いと思うが、北山の価値が下がったりする

のは嫌なので、ある程度の北山ブランドは保ってほしいです。
　　　　　　□計画は中止すべき。　絶対反対。
　　　　　　□止めてほしい。ほんとに腹が立つ。静かな環境を守って欲しい。今一番気になることです。
　　　　　　□静かな景観で、北区市民の憩いの場でもあります。自然を壊さず、余計な事をしないでほしい。従来通りこのままで良い。
　　　　　　□北山エリアは今で充分。北区民にとって気軽に出かけられるスポットで子どもと散歩したり、自転車で気軽に出かけられ

る場所として、置いてあって欲しい。何での大都会の様な箱を作らなくても良い。ましてや財政難の状況下で。費用対効
果に見合うものではない。最近、東京在住の芸能人が京都に別宅や住居を持つことがある。それは京都が都会のような
田舎の様な？のんびりしたのが魅力であると感じる。

　　　　　　□市は景観を重視しているのなら、必要ない。」
　　　　　　□反対意見、署名もいたしました。自然破壊、生態の崩壊‼
　　　　　　□植物園の近くで育ちました。植物園は近くの者にとっては大切なものです。とんでもない計画には憤っています。【堀】
　　　　　　□一方的に進ねるじゃのうて、みんな話いっぱいして、納得のした形で進めてほしい。いつまでにとかは決まってないし、

話し合い必要。
　　　　　　□絶対反対！　今の自然をこれ以上人工的にするな！　　
　　　　　　□巨大アリーナを作った所で、需要はあると思えない。かと言って、何を作ればよいか思いつかない。緑は残してほしい。
　　　　　　□環境が守れるかが心配である。
　　　　　　□計画策定の前段階では市民の声を全く聞かずに、収益性の面のみを専門家から聴取していたのでは？　自然環境を

大切にしてほしい。（植物園も含め北山地区の…）
　　　　　　□府立大学をきれいにして上げてください。余計なものは一切無用です。植物園は植物の博物館です。府民の宝です。

壊すなどもっての他。商業施設は一切入れないでください。
　　　　　　□北山に巨大アリーナは不要。誰の提案か。
　　　　　　□植物園のあるべき大切が理解されていない行政。　　
　　　　　　□老朽化による改修ならば仕方ないことだけど、劇場や宿泊施設などは必要ないと思う。植物園の環境を守って欲しい。
　　　　　　□体育館を使うスポーツをしているので、アリーナができて自由に使えることができるのなら、うれしいです。
大宮　　　□植物園は数少ない市内の子連れスポット。それすらなくなったら、子育て世帯の滋賀移住はもっと加速すると思う。
　　　　　　□植物園の内容の充実（日本一）をもっと知らせるべき。環境と景観を壊す計画は何としてもやめさせたい。
　　　　　　□植物園あたりの環境は大変良く、散策など府民、又、京都以外の人達の心が癒されています。できるだけ開発はして

ほしくないと思います。
　　　　　　□共産党は反対ばかりしていないで、提案すべき。植物園の開発は不要だが、環境を維持して施設老朽化を改善すべき。
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　　　　　　□植物園に手を出さないで‼　そのままでいい‼　
　　　　　　□植物園は自然の森です。憩いの場所です。京都を大切に思っているなら壊せるはずがありません。宿泊施設は治安が

わるくなるのではないでしょうか。
　　　　　　□環境を壊さないで、無駄なお金を使わないでほしい。
　　　　　　□京都市外での計画へ。巨大は不用。3,000人まで。
　　　　　　□基本計画の中止、見直しのアンケートに何度も署名してきました。
　　　　　　□行政には住民の意見をもっと聞いてほしい。静かな京都を守っていきたい。

　　　　　　□植物園は単なる緑地公園とちがう。植物の貴重な博物館であり、研究施設と思う。現状のまま残し、周囲の必要な

開発と共存して行うべきだ。
　　　　　　□植物園は子供の頃から憩いの森でした。その森に大規模な商業施設はそぐわないと思います。
　　　　　　□文化都市として祝仏縁が充実しないぼははずかしい。もっと文化都市として景観を大切にしてほしい。
　　　　　　□あのエリアが外から見たらどんなに魅力的か当人たちがわかっていないと思う。川端康成の古都の櫻も意味がなくなる

のでは？
　　　　　　□営利目的のものは不要。市民生活に役立つものが良い。
　　　　　　□植物園は良く行くので、そのままが良い。
　　　　　　□何等の癒着があるでしょう。
　　　　　　□絶対反対です。巨大アリーナなんて必要ですか？地下鉄亜味をまた繰り返す愚策としか思えません。
　　　　　　□私の大事な植物園をいじらないでほしい。1万人規模の施設より必要なものがある。保健所を元の数以上に戻せばよい。
元町　　　□正しい情報が不足しているように思う。
　　　　　　□悪い事ばかりではない。反対している人は何が問題なのか。共産党の先導が悪いのか？
　　　　　　□建物を造ると、その維持管理にお可燃がかかります。一度立ち止まることも必要です。
　　　　　　□植物園は、いまのままねお環境と景観を保持してほしい。
　　　　　　□巨大アリーナには反対です。なぜ、植物園の近くに作るにかわかりません。作るとしたら、大学の体育館としての大きさ

で建ててください。巨大アリーナが必要なら宝ヶ池公園などに建てたらいいのではと思います。資料館跡地に劇場複合
施設が建つようですが、コンサートホールもありますし、静かな環境を続けるためにも、今のままでいいと思います。
宿泊施設もいりません。けいざいこうかで物を建てないでください。

　　　　　　□植物園のまわりの環境を壊さないでください。
植物園は今のままでいい。資料館跡地は何らかの工夫が必要。

　　　　　　□集客見込めません。自然に触れる場所をなくすな‼
　　　　　　□どこから沸いた話か知らないのですが、ニーズがあるのでしょうか。
　　　　　　□世界的に珍しい花や植物を育てたり職員の方々は熱心です。予算を増やして自然環境を守って欲しい。桜のライト

アップも私は反対です。
　　　　　　□大反対。資料（府の）によると、歴史ある文化都市・京都にふさわしい植物園を作るらしいが、野外ステージや大アリーナ

が歴史文化都市京都にふさわしいとは思わない。北山にアミューズメントパークの様な植物園や施設は不要である。
適正な税の使途と思えない。

紫明　　　□京都府も京都市も国土交通省の役人？がトップにいることが不思議です。彼等は空地があると集客の事ばかり考えて
るようです。府大はもう何年も体育館なし（一つは小さい）ですし、2号館、3号館、5号館の研究室はボロボロです。

　　　　　　□特定の利益を受けるものためで、自然破壊はやめてほしい。　
　　　　　　□府大内にアリーナは絶対反対。アリーナは別の所に府市共同＋民間の力で作ればよい。
　　　　　　□北山エリアの計画の詳しい説明が無いように思う。
　　　　　　□緑を残そう。　
　　　　　　□植物園としての機能を損なわないでほしい。
　　　　　　□北山がかってほど活気がない現状には、寂しさを感じます。かってのように行けばワクワクするような北山エリアになって

ほしいと思います。
　　　　　　□事実としたら、考え直す（見直す）必要があるのではないか。自然（緑）が多く、落ちついた街だから観光の人が増えるの

では。
　　　　　　□逆に、京都らしさが無くなりって、魅力も伝わらないし、他県からも人は来ないと思うからやめるべき。
　　　　　　□どうなるのかわからない。設問がマイナス印象。新しい事が嫌いな党らしい。（古くさい党）。　【70代】
　　　　　　□絶対反対。そんなにホテルやアリーナは作らなくいい。
　　　　　　□北山エリアにホテルを作って、泊まりに来る人はいるか？貴重な植物園は守らないといけない。大学の体育館をアリーナ

と共有するなんて考えられない。賀茂川も含めて自然豊かで静かに憩える空間、北山であってほしい。　
　　　　　　□植物園の景観を壊さないでほしい。
　　　　　　□具体的な整備計画を明確にしないと、意見の言いようがない。何故、整備が必要なのか。何を造ろうとしているのか。

費用は。等々何もわからない。　
　　　　　　□巨大アリーナとかより、市民全員が憩える場所が増えるといい。
　　　　　　□北山エリアは静かな地域のままを希望する。
　　　　　　□どんなに反対しても、やるんだなと、気持ちが萎えます。
　　　　　　□全く無駄な計画。必要ない！ましてや、植物園の一部利用は絶対反対。
　　　　　　□必要のない施設は取りやめるべし。　
　　　　　　□京都ハンナリーズが一部リーグに上げるために、アリーナを作るなら、他の場所で企業から資金を出してもらって建設し
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たら良い。府立大学を利用するのは筋違い。府立大学の体育館はすぐにでも改修・建て替えるべき。植物園をイベント
化するのは、下京区の梅小路公園みたいにするのか？騒々しくて近所の者の住環境が悪化する。また、これ以上に
ホテルを作ってどうするのか？第2種住居専用地域の意味を理解してほしい。

　　　　　　□北山エリアｎ整備は待った鵜必要なし。今のままで結構。ただし、部分的な見直し、補修は必要‼
　　　　　　□この計画には反対です。植物の好きな人間は、門が増えるとか、人を集める飲食エリアを作らなくても、植物を見に行き

ます。アリーナも宿泊施設も、植物を邪魔してはいけないと思います。
　　　　　　□整備基本計画の撤回。資料館跡地に自然博物館にしてください。
　　　　　　□反対です。内容について感銘できないし、多額費用を投じたところで、その結果を得ることが出来るのだろうか。集客や

利用できなかった際、そのつけは又、市民におしつけ。
　　　　　　□環境と景観を壊すとの意見があるが、植物園の施設の老朽化もあり、何らかの整備は必要。経済の活性化からも（京都

市の赤字解消の一助になれば）全面的に否定できない。
　　　　　　□大反対です。京都にアリーナを作っても、北山はアクセスしずらいし、回収でいないと思います。
　　　　　　□今までの形を残してほしいと思ってますが。
　　　　　　□京都以外の地ではあまりない文化的施設を大事に残すことが大事。北山エリアはそうした物をもって静かな市街地で

あり続けてほしい。人が一度に沢山集まる施設（スポーツスタジアムなど）は、大阪や神戸の持ち物で良い。
　　　　　　□植物園とアリーナの意味がわかりません。景観は変わっていくものかと思います。
　　　　　　□計画必要ない。金はどうするのか。税を値上げ反対。
　　　　　　□反対。ムダなお金を使わないでほしいし、美しい植物園を残すべき。
　　　　　　□道路やパーキングなど整備するならある程度の集客・外貨（県外市外からの）を稼ぐことは必要だと思う。何も変えるな、

税金が足りない、は市民としても勝手すぎると感じる。
　　　　　　□北山エリアがどの様に変わるのか、今から楽しみにしている。
　　　　　　□大反対。2,000人の府大生とって、1万人アリーナは迷惑。勉学がそがれる。100年の歴史を持つ京都の誇り、植物園。

緑を守り・育てることは、大いなる将来の遺産。情操教育、精神生活を育むためにも。　
　　　　　　□植物園の環境が変わるのは絶対反対。　
　　　　　　□京都が俗っぽくなってむしろ魅力低下。市民として負担させられるのも困る。京都から逃げ出したいほどだ。　
　　　　　　□余計なことにお金を使うように思います。　
　　　　　　□京都市に巨大アリーナや、これ以上の宿泊施設が必要とは思えない。どこにでもあるような都市ではないからこそ、

人々は京都に行きたいと思うのではないだろうか。
鷹峯　　　□いろいろ作るのにお金かかるけど他の事に使えないか…　電信柱埋めるとか。
　　　　　　□必要でしょうか？それより必要なものはあるのになぜ？
　　　　　　□絶対反対。北山エリアは今までのままで良いエリアでした。特に、植物園は世界に誇る施設です。出来ればもっと

拡充してほしい所です。子どもの教育にはなくてはならない場所です。是非、植物園の拡充を考えてほしい。【渡辺】
　　　　　　□京都の人口、経済等のキャパを考えると、大型事業は成功しない。御池地下、北大路、醍醐、山科の開発が証明して

いる。又、岡﨑公園にすでに同様のエリアが存在している。費用対効果を考えても無理です。北山エリアは人的流動
性を考えても、キャパとして無理でしょう。

　　　　　　□植物園の研究エリアなどをつぶさないでほしい。
　　　　　　□アリーナより美術館や図書館など学びのスペースになる方がおもしろいと思う。
　　　　　　□今のままでも充分だと思う。
　　　　　　□植物園を市民の生活に活かすことが大事で、巨大アリーナの事前の利用者シュミレーションをしたとしても、予測通り

にならないことは、全国の箱物の経過を見たら、予測通りにならず、維持管理に税金をかけると、じゃま物になること
は明らかである。反対である。
ムダをなくし、地元の方々の意見、利用者の意見で良い事を考える。少人数のみで政治のみで考えないでほしい。

　　　　　　□過去の東西地下鉄線の巨額な建設資金を投下して現在に至っていますが、このため、京都市は財政破綻という危機
的状況に追い込まれている。京都府財政や京都市財政状況を悪化を招くような事態だけは避けなければなりません。
結果的に行政サービスの低下だけは是非、避けてほしいです。

　　　　　　□半分を商業施設にする予定と聞いているが、良いか悪いかは難しい問題である。
　　　　　　□巨大アリーナや劇場ができれば、地方から集客できて、今より街が活性化して良いと思いました。
　　　　　　□宿泊施設はいらない。
　　　　　　□自主的に反対活動をして下さっているグループのアンケートもあり、反対しました。北山地区に上記の様なものは不要

です。立派な植物園もしっかり守るべきです。府立大の体育館は、府立大学生のために役立つ施設にして保持すべき
です。北山地区はホテルも劇場も不要です。旧資料館は美術館なら許されるかなと思う。

　　　　　　□植物園を壊す事に断固反対する。子ども～お年寄りまでが安心して過ごせる場所を無くさないでほしい。
　　　　　　□巨大アリーナは必要ないじゃないか。そうゆうのは大阪にまかせて、京都はこじんまりと、まったりしていたい。
　　　　　　□周りの景観よりもお金もうけにはしっているように思う。
　　　　　　□京都市内で唯一自然と文化の共存が感じられるエリアの北山を存続してほしい。観光に頼る収入は不安定。
　　　　　　□必要のない建物を造るために、今ある物を壊したりしないでほしい。個人的に植物園が好き。
　　　　　　□巨大アリーナは必要ない。植物園の雰囲気を壊さないものを考えた方がよいと思う。
　　　　　　□京都は大阪、兵庫へのアクセスが良いので、植物園を壊してまでアリーナを作らなくてもいいと思う。巨大アリーナは明日には

大阪、兵庫に任せて、さびれた植物園をもっと充実させてあげてほしい。
　　　　　　□京都っていったい何したいんだろう？と思うことがある。ずっと、観光客が落とすお金をあてにしていくのだろうか。
　　　　　　□大賛成。京都を名観光地へ。
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原谷　　　□植物園の前の園長さん達が反対されています。それを支持します。
　　　　　　□左京区、中京区はどんどん整備されていく。北区は道路もガタガタ。上流紙屋川も60年前から整備されていない。
　　　　　　□人口減少するのになぜ作るのかわからない。
　　　　　　□無駄使いの天才（京都市長）。変更しなくてよい。
　　　　　　□多くの人が京都に来ることになり、いいのか、悪いのかわかりません。それよりも御所を小さくすればいいのでは？あん

なに広い場所は私たちにとって迷惑です。京都は小さい子とか遊ぶ場所が少ないです。　
　　　　　　□不要。無駄な出費は避けるべきだ。
　　　　　　□植物園の主役は植物だ。先行的ににぎやかイベントをやっているが，気になって仕方がない。京都市が高さ制限をはず

さなければ、ドームはできないはず。　
　　　　　　□常に建物に税投入、後の負の遺産に成り兼ねない。自然環境の整備充実へ。年々京都の風情が失われていく。
　　　　　　□府民だより10月号に北山エリア整備について掲載されていましたが、金儲けのためだと思いました。撤回を求めます。

府民のいこいの場である植物園や近辺などは美しくたのしませてほしいです。手を加えるなんて納得できない。
　　　　　　□市民の憩いの場をうばったり、宿泊施設や劇場で外人客の出入などで環境を悪くすることは許せない。
　　　　　　□現在ある島津アリーナが利用者が多くて、1万人収容の府立大学体育館が必要なのですか。劇場は北文化会館や

コンサートホールがあるのではないか。利用者が分かれて、双方共赤字になるのではないですか。上京のエンゼル
ハウスが無くなったとか、ホールの需要が多いのですか。もっと地域に子どもが集う、児童館的なものが必要なのでは
ないか。

　　　　　　□巨大アリーナを作っても、その人たちはどうやって来て帰るのか。そこまで考えてほしい。バスにはもうキャパはありま
せん。植物園は良い所ですがリピーターを確保できるよう考えて、無理ならやむを得ないかと。」

　　　　　　□植物園は壊してはダメ。北陸新幹線を北山まで延伸は不要。京都駅から北山まで地下鉄もあるのに、絶対不要。
そんなことことしたら、余計に京都市地下鉄が赤字になる。もっと他の事に税金を使うべき。

　　　　　　□良い事業だと思う。
出雲路　　□巨大アリーナだとは知りませんでした。北海道の北広島市の例の様に、札幌との距離感が程よく、アリーナができるこ

とで、町全体が活性化される（予想）なら良いのですが。北山エリアは京都市内でも人気があり、それによって地価が
さらに上がり、やっぱりその近辺のお金持ちの人達が,得をするんだろうなと思うだけで、何も感じません。嬉しくない。

　　　　　　□いまのままの植物園の環境はほっとする。壊さないでほしいと、切に思っている。　
　　　　　　□ハコ物はいりません。
　　　　　　□計画の白紙撤回を望む。
　　　　　　□今のままがいいです。　
　　　　　　□京都の景観をこわす。最悪の政策。植物園については、海外から笑われるのではないでしょうか？
　　　　　　□情報をとろうとしない私にも責任があるかもしれないが、知らずに決まる事が多いと思う。　
　　　　　　□もう少し市民にアピールしてほしい。
　　　　　　□お金が無いのに手を出すな。反対。
　　　　　　□絶対反対。北山は京都北区民に残してほしい。　
　　　　　　□大学の中に大型アリーナは絶対いりません。企業のもうけの為の政策はやめてほしい。

【８」みなさんがお住いの町内や地域、それ以外でも道路や公園、街灯やカーブミラー、交通問題、買い物問題など
　　ご不便な点改善してほしいとお考えのこと、震災や自然災害などのご心配な点があればお聞かせください。.
※できるだけ具体的にお書きください。（別紙に書いていただいても結構です）
回答８－１

　　 [別　　紙】

【９】　　その他、ジェンダー平等や気候変動について等ご意見やご要望があればなんでもお書きください。

雲ヶ畑　□「ジェンダー平等」では、気がついたことを言葉で伝える努力も必要。生理用品の支給など以前に
比べて格段に進んできている面もありうれしいです。各地域でも、女性の発言が取り入れられるし
くみを作っていくこと（重要な会議の構成メンバーになるなど）も大事かと思っています。

　　　　　□ 男性だけでなく、女性の側からも意識の改革が必要ではないか。「ジェンダー平等とはいったい何
か」といったような問いかけが、男性・女性問わずなされている、話し合いができる土壌を作ること
が大切ではないか。

　　　　　□ CO2をなくすことは、本気で考えたい。今、しゃかいではそれと別なことばかりやっている。
　　　　　□ 夫婦別姓も、子どもの支援も、女性の社会進出も一向に進みません。子ども庁が、子ども家庭庁

になった時も？不思議と思いました。これが、京都も民主府政をうそで攻撃した勝共連合・自民党
統一教会がつながりました。

柊野　　□ どんな性でもどんな自分でも認められる世の中ならば、みんなが自信をもって生きられる。
アスファルトは吸水できる素材に変えて京都の地下水脈を守ってほしい。地下水脈があるから
自然が豊かなのだから。

　　　　　□ ジェンダー平等については、影響力があってであろうとされている旧統一教会との関係について
、府・市ともに調査して市民にもこうひょうしてほしい。（来年の選挙までに）
気候変動については、SDGSなどのコテ先の見直しではなく、”人新世の資本論”の著者斎藤幸平
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さんの言葉通り、根本から変えないといけないと感じる。
　　　　　□ CO2　一人一人が環境問題に取り組み事。
　　　　　□ 気候が高い温度のなるのは世界の危機である。
　　　　　□ 先日、北新婦人の母親大会で、中田進さんの話がわかりやすい。
　　　　　□ 政治家の世代交代が必要。考え方の古い高齢者政治屋さんと若いくせにその子分でしかない方々

には、早々に立ち退いてもらいたい。そうすればもう少しマシな施策が行われるのでは？
　　　　　□ 燃料高騰で原発反対に逆風。難しくなっていますね。　
　　　　　□ 性同一性障害も同じ人間である以上差別はよくない。政府も地方自治体も人間差別をなくすキャン

ペーンを教科書、マスメディア、イベント等を通じて大規模に展開すべきだ。費用はアメリカの戦闘
機を買うのをやめてあてればよい。

上賀茂　□近頃、ジェンダー平等や気候変動の政策に対して疑問を呈すると、どこからともなく人がやってきて
ボコボコにされます。同政策は多角的に見て合理的ではありますが、すべての面において合理的
な政策は無いことを忘れないで頂きたいと思います。

　　　　　□ 夏の猛暑、強烈な台風など気候変動を感じます。対策の必要性を感じます。　
　　　　　□ 京都市の小学校ではあだ名禁止。男女関係なく「〇〇さん」と呼ばなければいけない。制服の女子

がズボンを着用可能にする等は賛成だが、呼称の呼び方を固定化はいきすぎた。ジェンダー教育な
気がする。

　　　　　□ もっと若い時に運動したかった。娘も二人とも子無しで残念。せんそうをはじめペロドンやパロドンと
くだらん物を毎日のように打ち上げていることも問題。開発も儲け主義のためにソチャクチャしている。
、もっと、亡くなった中村哲先生の精神をもたないと地球はなくなるのでは。　

　　　　　□ ジェンダー平等は当たり前だと思う。気候変動は皆の問題だと思うが、今まで多くの収入を得た会社
等は、もっと考えてほしい。

　　　　　□ 同性婚認めてやってほしい。
　　　　　□ 多国籍やジェンダーなどあるので、髪の色や呼び名、子ども同士の自由な考えをもっと尊重してほし

い。京都だけでも。園バックや地味な服などの指定をもっと寛容にしてほしい。
　　　　　□ 日本はあまりにも遅れている。世界からみたらはずかしいレベルだと思う。思い切った施策が必要。
　　　　　□ ジェンダー平等ー興味ない。このアンケートはいかにも今の体制に対しての批判を集めようとしており

野党っぽい。しかし、このように自分の意見を書くことはあまりないので、子の部分は評価する。
　　　　　□ 自然災害の多発は人間がこれまで行ってきた自然破壊のツケが回ってきたのだと思います。ジェン

ダー平等のスローガンは良いのですが、ある診療所で、夫が診察を受けた時に看護士さんに「お父
さん上着を脱いで」と言われ驚きました。親しみを込めたかったのでしょうか。「ジェンダー平等」の
ポスターとのギャップに苦笑しました。

　　　　　□ 選択的夫婦別姓の実現、戸籍制度の廃止、家父長制の消滅を切に願っています。先進国とは言え
ないおくれっぷり。避妊や妊娠などのことも男性に決められ、男性に都合のいい制度になっているこ
とに憤りを感じています。私たちのことは私達で決める。それだけのことがなぜできないのか。SDGI
マイノリティの方の生きやすい社会も早く実現し、少しでも前進してほしいです。

　　　　　□ 学区が災害時にけいほうが出てもどの段階で避難すべきか、遠くても学区の小学校しか行けないの
ですか。災害時の行動について、誰もが正しい知識を持っていません。何とかもっと見につけたい。

　　　　　□ 地球温暖化対策、急務だが、太陽電池パネル設置での自然破壊は考えるべき。ひどすぎる。（山が
切りさかれてます）

　　　　　□ 自分の考えと最も近いので、いつも共産党に投票していますが、議席が伸びなく、残念に思います。
考えが近い友人の中に「共産党はちょっと…」と言う人がいます。名前のせいなのでしょうか。
（中国共産党と重ねてしまう…？）

　　　　　□ 高度成長時代でなく、人口減少時代です。市議会議員、府議会議員の諸手当、全て廃止。市議会
議員の給与も５割カット。門川市長の給与は８割カット。

　　　　　□ 生活保護の需給について、コロナでもコロナでなくても、生活は保障されています。給付金を支給
する必要はあるのでしょうか？受給者の生活の実態を把握されていますか？

　　　　　□ 世の中、ジェンダー、ジェンダー言い過ぎ。なら、オリンピックも全ての競技を男女共通にすればいい。
都合の良い時だけ「ジェンダー」や「男女平等」を使うからややこしい。差別は良くないが、区別は仕
方ないと思う。差別と区別を同列に考える事がおかしい。生物学的に違うのだから。

西賀茂　□不審者が多いので、街にカメラがあれば良いなと思った。
　　　　　□ ジェンダーと思われるご老人を知っています。きっと辛く悲しい思いをされてきたのだろうと…自然に

受け入れられるようになるには、まだまだでしょうね。
　　　　　□ ジェンダー平等、あって当然。偏見な邪推。日本は遅れすぎ。気候変動にはとても鈍感で、ゴミ分別

リサイクル、物を買わない。徹底しています。自然を大切に。山に食べ物がなくなり、自然の動物が
里にきて食べ物を探す。人間が愚かだ。人間も動物の身になってほしい。

　　　　　□ 今さら気候変動って言うてももう遅い。夏はムチャ暑い。冬はムチャさぶい。地球は怒っている。
人間様のせいや。まあ世界的。けど、日本だけじゃないしね。　

　　　　　□ 気候変動の源であるCO2の削減は本当に大切だと実感します。線状降水帯や高温化は見過ごすこ
とのできない変化です。

　　　　　□ 男尊女卑の夫とずいぶんケンカをしてきました。仕事熱心という1点で、最後まで家庭はこわれません
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でした。二人息子がいます。私達にはもったいない程いい兄弟です。二人共、父親の態度を見て育っ
たので、いつも私の味方で影で励ましてくれます。気候変動については、自然が変動していると思っ
ている人、少なくありません。　　

　　　　　□ 集中豪雨対策がないので、山や川の近くは特に不安。避難場所は走っていけない。　
大宮　　□ 女性の社会進出は女性だけがしんどい思いをすることじゃない。男性の土俵にあがることでもない。

男性とは異なる体のつくりや、ライフステージがあるのだから、平等＝男性と同じ、ではないと理解した
上で、進めてほしい。平等の意味をはき違えている人が多すぎる。
関係ないですが、小学生の置き勉、許可願いたいです。身内は側湾症になりました。重い荷物は成長
の邪魔です。又、中学校、高校女子のタイツを許可して下さい。男子はズボンの下にヒートテックをはけ
ますが、女子ははけません。お腹を冷やし、重い生理痛から、婦人科疾患になる女子生徒は数えきれ
ません。

　　　　　□ 個人の意見をもって発言する人の少なさにがっかり。学校教育に問題があるのでは？
　　　　　□ 特に気候変動については早急に対処してほしい。
　　　　　□ 原発ゴミ処理の研究を。
　　　　　□ 世界からかなり遅れているジェンダーについて、もっともっと知らせて、改善していけたら良い。
　　　　　□ CO2ガスの排出と言われているにもかかわらず、国の火力発電の推進は納得できない。本当この先

人類と地球との共存ができるのか心配。行政は国に対してもっと意見を上げてほしい。
　　　　　□ CO2削減に向けた国の動きは鈍いと思います。また古都京都は率先してこの問題に取り組むべき。
　　　　　□ 災害時の避難所が不十分である。
　　　　　□ できるだけ油を流さないように、使い終わったティッシュなどでふき取って洗い物ををしています。

できるだえ多くの人がこれをしてくれれば、地球温暖化防止に役立つと思います。浸透させてほしい。
　　　　　□ 何故そうする必要があるのか。そうした結果、どうなったのか。将来それはどうなるのか。常に先を見て

行動すべき。安倍元首相は気の毒だと思うが、一時の感情で国葬にして、誰がその費用を負担してい
るのか？国葬はやっても構わない。対外的なこともあるだろうから。でも、血税使うのではなく、寺院が
（檀家負担）そうするように、国会議員が負担すればよい。

　　　　　□ 日本の国はもっと人権について、幅広くよう考え直すこと。入管の外国人、働きに来ている外国人を
含めて、もちろん、日本人男女すべて、子どもの権利も。

　　　　　□ この夏もとても暑かったですが、光熱費が気になって仕方がない。
　　　　　□ 政治・経済界、すべてにおいて日本は女性のトップ、リーダー、管理職が少ない。先進国の中でもその

点でレベルが低い。英語が下手なのも、もはやはずかしい。
　　　　　□ 仕事で、マンションでの生活ゴミに関わる。分別意識の低さや、業者回収による「お金をはらっているの

だから何でもやって」になってしまっている。行政主催で、ゴミのワークショップを難しい話でなく楽しい
ものとして、町内会総会などの機会にやってはどうか。

元町　　□ 健康保険のアップ何とかならないか。（７５才以上です）
　　　　　□ ジェンダー平等について、それが真に良い事なのか？どうか？よくわからない。　
　　　　　□ 明らかに以前にはなかった災害が増えていますが、皆さん（政治家の方）あ、自身が後20～30年位だか

ら真剣に取り組まないのですかね。ジェンダーとかは、男尊女卑で育ったおっさん達には理解不能と思い
ます。期待していません。

紫明　　□ 大山崎町の快挙、うれしいです。　【80代】
　　　　　□ 原子力発電所は大いに問題がある。　
　　　　　□ 政権政党の感覚が時代遅れなだけ。世界の動向に遅れている。
　　　　　□ ジェンダー平等なら、女性の天皇を認めてほしい。直系長子優先で！エリザベス女王も女性だし。
　　　　　□ ジェンダー平等、別姓選択、いつになることやら。40年前からそうなってほしいと思っているのに、遅々と

して進展せず。何をどうすれば良いのやら、の気分です。既得権を捨てて、パリテ法など諸国は対策を
実践している。それにひきかえ、旧統一教会とべったりの男尊女卑。そしてもっと子どもに性教育を。

　　　　　□ 地球温暖化の問題もある。自然破壊も。都市として取り組めることを考えてほしい。
　　　　　□ 自然を壊すから気候変動が起きると思っている。
　　　　　□ お互いが相手の事を考え、助け合うことが必要。　
　　　　　□ 地球温暖化が問題になっており、気候の変化が激しいので。CO２排出量を減らして、元の気候に戻して

ほしい。
　　　　　□ 男女共同参画センター（ウイングス京都）の民間移管・存廃には反対します。男女共同参画推進事業を

積極的に行ってきた施設を無くすというのは、女性差別をなくしていこうとする動きに逆行しています。
施設の利用だけでなく相談事業も行っています。そういう公の施設をなくす姿勢は、市民マラソンに反
社会的団体である旧統一教会の関連団体が、参加ししていた事に対する反省がない京都市と、この
団体のかかげる男女平等は不要、ジェンダー敵視という教義と合致しているからではないかと、疑って
います。

　　　　　□ 本当に男女平等というなら、知事や市長を女性にしたらどうでしょうか。世界的に見て、日本が遅れすぎ
てて、はずかしいです。

　　　　　□ 最近は、ジェンダーもそれなりに自由な気がします。気候は1人1人が温暖化に気をつけて暮らしましょう。
　　　　　□ お金を使う取り組みになってませんか。SDGsもですが。
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　　　　　□ 子どもの周りに、障害をもった子がとても多く感じる。必要な人がサポートを受けられるようになってほしい。
老人の優遇はもうたくさんです。　【30代】

　　　　　□ 京都市から子育て世代が流出するのが問題というが、町内会の役が必ず回ってくる。学校行事が地域
密着型のものが多い。共働きでも母親の負担が多い。市民税・水道代がとても高い。固定資産税が高す
ぎるなど、納得のいく問題が山積みだと思う。古い空き家も多い。これから30年でどうなるか。

　　　　　□ 我家は親の代からずーと共産党支持でしたが、小生は60才に京都に帰ってきて、65才頃から××民主
党になってしまいました。理由は、このアンケートの文章の書き方にあると思います。

　　　　　□ 理解に務めたいが、ジェンダーについて、ピントこない。　
　　　　　□ ジェンダーに機会が平等に与えるばきとは思うが、共働きしなくてもせいかつできる社会であってほしい。

出産適齢期に安心して産み育てられることが大切。気恋変動は、今後寒冷化に向かうとの話もある。
CO2削減や脱炭素が本当に必要か疑問。SDGsは欧米に有利なビジネスルールでは？日本独自の
持続可能性を模索したい。　

　　　　　□ これだけ気候が悪化しているのに戦争などされたら、私達の日常の省エネ・省資源の取組みが無意味
になる。軍の演習だって大きな環境破壊だ。原子力発電にはNO！を。　

　　　　　□ ジェンダー平等や夫婦別姓など、日本は大変遅れていると思います。古い価値観で昔のままの考え方
ではいつまでたっても変わりません。特に、自民党は党内での変化が必要だと思います。

　　　　　□ 別紙メモより
市役所職員についてエピソード２つ。この職員はすでに退職しています。
　①現在、コミュニティセンターに市職員を退職後勤務している人物の話。
　　　市福祉課に長年在籍。福祉の手助けを必要としている市民が来庁して来ても、市民の方から解決

　　　　　　 　　策を示さないと、職員から何も提案しない。個々のケースは当然プロである市職員の方が色々な解
　　決案を示すことが出来ると思うが、自分の方からは提案しない。
　②20代のの女性職員。現在、一般企業に勤務。区役所の窓口業務で市民の相談案件によって、Aの
　　ケースなら①番の課へ。Bのケースなら②番の課が最適だろうと、女性職員は判断し、市民を案内
　　すると、後ほど案内した課の先輩職員から「余計な仕事を持ってくるな」と言われ、こんな組織にいた
　　ら自分がだめになると退職。
小生、飲食業をしているので、２つのエピソード以外にもありますが、何れも酒が入って、ほっこりした時
に思わず出た本音であろう事は間違いない。

鷹峯　　□ 気候変動なんかは、国を動かす立場の方が真剣に考えればよくなると思う。各家に屋根をつけると同時
に、太陽光パネルの設置、ビルの屋上や京セラ？のビルの様に南側全面につけるなど。よくわかりませ
んが、頭の良い方が集まれば、政治家が真剣になればできると思います。

　　　　　□ 買物袋有料にするなら、他のプラ使用のものも有料の方がいいのでは？スーパー等ものが多すぎる。
　　　　　□ CO2削減。
　　　　　□ 自然エネルギーの確保のため、町内の回覧板で太陽光エネルギーパネルの共同購入と蓄電池の共同

購入をすれば、安く購入でき、設置できますとの宣伝文句でチラシが回ってきますが、これはいかがな
ものなんでしょうか？今なら、安い価格で設置できるとのフレコミでした。　

　　　　　□ ジェンダーについては、理解できない。

　　 　　□ ロシアのウクライナ軍事侵略のせいで、SGDsがうまく機能しなくなり、恐怖に思いました。早く戦争
が終わって、平和になってほしいです。ジェンダー平等はその人個人の自由だと思います。　【森川】

　　　　　□ 色々な思いの人達が理解できる寛容な世の中になってほし。ギスギスした世の中になって悲しい。昔は
貧しくても心は豊かであった。しっかりした家庭の躾が必要。気候変動にお先々と根回しして災害に備え
てほしい。

　　　　　□ 私はアレルギー体質なので、猛暑も寒冷も、又、低気圧（気圧の変化）も身にこたえます。環境問題には
関心をもっていますが、自分で出来る範囲のことを実践する程度です。ちりもつもれば…でがんばって
います。

　　　　　□ 自民党の旧統一教会との問題は、国会議員だけでなく、地方議員にもあることなのであれば、追求して
ほしい。　

　　　　　□ 京都市の健康診断で、人間ドックを受けています。2，3年前ぐらいから、乳がん検診がオプションになって
別料金払うか別途検診バスに行くか不便です。何でオプションなんでしょうか。何で変更したのですか。

　　　　　□ 気候変動については、使い捨ての文化を見直し、個人の意識を変える必要がある。
　　　　　□ 気候変動の問題などは、保守も革新もないと思うので協力できるところで協力して政策を実現。
　　　　　□ 気候変動に歯止めがかからず、大型台風が大雨など生きた心地のしないことがどんどん多くなり、怖い。
　　　　　□ ジェンダー平等に関して、差別と区別を履き違えて過激派のフェミニストにならないよう気をつけてほしい。
　　　　　□ 気候変動の原因とか、これから先どうなるのか？ずっと、いろいろ議論されていた、対策されてるけど、

結局、子どもや孫の将来を真剣に考える人って少ないのかな？と、思います。
　　　　　□ 以前と違う雨の降り方を考えると時、やはり、エネルギーとか、自然破壊を何とか食い止めていく方向へ

もっと智恵をを出し合うべきだと思う。

34



　　　　　□ 同性結婚に賛成。
原谷　　□ まだまだアイドリングがストップしていない車（特に、小規模事業者配送用の車、建設関係の車）まだまだ

多い。クロネコヤマトはちゃんとしてる。府の条例で決まっているのに。
　　　　　□ 友人にいますので、意識していません。
　　　　　□ 温暖化に対する新エネルギー開発急務。原発廃止‼
　　　　　□ 特に女性の地位が低く、議員さんの数をもっと増やして。男性の議員の数が多い。男性も家事協力を積

極的にしてほしいです。エネルギーの使い過ぎは気候変動をもたらします。雨水タンクや太陽光発電・
風力発電も補助金を出してくれたら良いと思います。】

　　　　　□ 暑さ、寒さに弱いので、光熱費の補助金をいただけたらありがたいと思います。（灯油券など）
　　　　　□ 観光に力を入れているのは、そこが魅力でもあるし大切にしたいのでよくわかるが、そのために住民が

我慢するのは違う気がする。観光客からもう少し税金を回収できるようにして、そのお金で何とかして
ほしい。（勿論、地域住民が利用するものは住民負担でよい。）東山の方などは観光客であふれてバス
に乗れない高齢住民もいた。観光客の利用するもの、住民が利用するもの、分けて考えてほしい。

　　　　　□ 各家庭で節電してもたかがしれてるので、企業がもっと節電意識を高めてほしい。不法投棄、ゴミのポイ
捨て（タバコ1本でも）取り締まりを強化し、罰金制にして、集まって罰金で美化活動の資金にまわしたら
良いと思う。

出雲路　□昔から北区に住んでいたわけでないので、自分が「出雲路学区」であることをしばらく知りませんでした。
不動産業者から「京極学区」だと伝えられていたので。バサードマップを見る時に困りました。住民票を
移す時などにちゃんと説明してほしいです。それに加えて、「あなたが住む所の町内会は〇〇で、会長
は〇〇さんです」「ゴミの出し方」など、当たり前の事でしょうが、伝えてほしかったです。
かも川診療所の方が車を駐車される前後にタバコをポイ捨てして行かれます。火の着いた状態で。
古紙を集める場所も近く、本当に火事が心配になります。注意を促して頂けるとありがたいです。

　　　　　□ ジェンダー平等については、愛の形の多様性を認めるという点では賛成だが、性自認についてはよく
わからない。性の問題を生物学的にとらえるか、社会的（ジェンダー）にとらえるかの違いだが、もう少し
ていねいな議論が必要だと思う。　

　　　　　□ ジェンダー平等になるには、まず女性の議員さんががんばれる環境になってほしいです。　
　　　　　□ このままの状態で経済がおかしくなると、地球規模で大変な事になります。

　 以　上
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おそろしい雰囲気の市民新聞や地下鉄の広告など、やることがきたない。市民生活を犠牲にしようとする姿勢がみえる。
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何が正しい情報なのかわからない。ムダな支出をやめて、市民のためによりよい生活ができるようにしてほしい。京都の

市民をバカにしている。どういう意図で嘘をついたのか釈明してほしい。全国的に夕張市のような破綻をによわせ市民を

）「黒字なんですか？なぜ？」　税金などどんな使われ方をしている

どうして急いで返す必要のない基金返済をした理由がわからない。家庭と一緒で入る分で経営してくのが道理だと思う。

①メディアは破綻する事を煽っていいるのがわからない。　②京都市職員の給料引下げ。　③神社・仏閣入場税を取る。
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人も見ている人もまったくおらず、無駄使いその物です。仕事をしている方もあんなにたくさん必要なのかとも思い、人員

せずに高給をとっている人がいるそうな、おかしな話です。市の交通局で、反社会勢力の人が職員にいて、仕事もせずに

給付金のバラマキはよくないと思う。制度をずるく使いこなして、悪用する人もいるだろう。本当に困っている人達や、ローン

恥ずかしい。寺・神社ｅｔｃから固定資産税がないから収入源が少ないと聞いた事があるが、拝観料・宿泊税など、観光客

北区の産業を活性化することが必要なのに、市は観光依存型の産業構造に変えてしまった所に財政問題の本質がある。
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コロナで外出できない時など、通信販売を利用しても送料など余分にかかり生活は苦しい。又、外出してスーパーなどで

ぜいたく品や生活に直接関係ないものは税率をもっと上げ、生活の基本で要るものには、税率をもっと下げるか、ゼロに

安倍元総理大臣に億の国葬を使うと言う事は日本に財政が余っていることです。安倍さんは何か良い事したでしょうか。
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皆、暮らしに余裕がなくなってきたと感じます。特に、３０代以下はもともとバブル後の代のため、お金を貯める方ではあり

裕福な滞納者から、税金、追徴金をしぼりとる。
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高齢者の外出が不便になり、車での外出が増える。あるいは外出せず、自宅にこもり健康状況に害をもたらす。　　　　　　　　　
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子どもが２人いるので、何でも子どもの為になることは積極的にしてほしい。この子たちが育たないと日本は良くならない。
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同じ子どもなのに年令（生まれた年、時代）で数年違うだけなのに、こんなに差があるか！議員の給料は変わらんのでは。

安心に子どもを産んで育てられる環境をつくる。とても大事だと思う。そうでないと、子どもの数はどんどん減っていくと思う。

高さ制限があり、市内に住宅が増えない、若い人が住むづらいという宣伝を、NHKと一緒にやっているが、大きな間違い。
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医療費については、老人も子どもも受診料は無料。薬代は一定額負担などにしてはどうか？要らない薬ばかり処方され、

今の教育システムには疑問が多い。モンテッソーリやどろんこパークなど、自主的な学びの心を養える場を作ってほしい。
勉強がキライな子は学校に無理に行かなくても社会で活躍できる世になってほしい。学びが好きな子には給付制奨学金

エットの年頃で食べなかったりする。無理強いすると拒食症になる。反抗期なのに給食当番をまじめにきちんとできるか。

子どもへのお金の支給より、給食費などを含めて義務養育の無償化。保育所の入所が必ずできるようにし、乳児の保育

せめて、中学校まで、小学校の様に、給食にすると良いと思う。私の育った年代と地域では、中学まで全員給食でしかも、

自宅で、リモートで授業に出られる子と生活苦でインターネットの使用すら出来ない子と色々義務教育なのに差がありそ

中学校の給食、全員制は特に早急に検討してほしい。共働きの家庭を支える、子育てを支える大きな進歩になると思う。

体の健康だけでなく、身心ともに、（自死、ひきこもり…でなく）、自立できる心を持つ子ども達の基になる様にしてほしい。
給付制奨学金の拡充のための予算を…と思います。支援策は一気に全てとはいかないと思いますが、少しづつでも実現を。

子どもが安心して遊べる公園の整備を。北区は他の区に比べ児童公園がみすぼらしくざっそう（蚊がわく）や木々が手つ
数状態。遊具も６０年前からほとんど同じ。北区は遅れている。ここをきちんと改善しなければ子育て世代はどんどん他の
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家庭の収入によるが（高額所得の所は払うものははらってもらう）、確かに大学は高く、しんどかった。（年100万円、二人
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残土問題などの課題が山積みしているのに、トンネルを掘ったり、伏見の酒造りをしている人たちは地下水を大切にして

なる街づくりをした方が良いのでは？と思います。ただ、京都市に住んでいるので新幹線のない地域の方の心情はわか
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意見を聞くと言われながら、一方的な説明だった気がする。すぐに専門家に聞いていると言い訳。推し進めていくんだな。
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京都は静かな良い町だと思っています。赤字財政なのだから、巨大アリーナなど、まっと市民のためになる施設を作った

若者はどう思っているのでしょうか。特に府立大学の学生さんたちは、今の植物園を商業施設に変えることに何とも思わ

断固大反対です。私たちの憩いの場を奪わないでほしい。植物園が大好きで、この地（上賀茂）に住んだと言っても過言

静かな景観で、北区市民の憩いの場でもあります。自然を壊さず、余計な事をしないでほしい。従来通りこのままで良い。

果に見合うものではない。最近、東京在住の芸能人が京都に別宅や住居を持つことがある。それは京都が都会のような

共産党は反対ばかりしていないで、提案すべき。植物園の開発は不要だが、環境を維持して施設老朽化を改善すべき。
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私の大事な植物園をいじらないでほしい。1万人規模の施設より必要なものがある。保健所を元の数以上に戻せばよい。

大反対。資料（府の）によると、歴史ある文化都市・京都にふさわしい植物園を作るらしいが、野外ステージや大アリーナ

北山がかってほど活気がない現状には、寂しさを感じます。かってのように行けばワクワクするような北山エリアになって

北山エリアにホテルを作って、泊まりに来る人はいるか？貴重な植物園は守らないといけない。大学の体育館をアリーナ
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環境と景観を壊すとの意見があるが、植物園の施設の老朽化もあり、何らかの整備は必要。経済の活性化からも（京都

道路やパーキングなど整備するならある程度の集客・外貨（県外市外からの）を稼ぐことは必要だと思う。何も変えるな、
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