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【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）だったことがわかりました。
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
回答１－２　　　ご意見をお聴かせください。
紫竹　　　□正確な情報を提供してほしい。
　　　　　　□どうしてそんな間違いが起こったのかわからない。説明してほしい。
　　　　　　□個別の内容まで知らされていなかったので、よくわかりません。とにかく情報が少なすぎ。
　　　　　　□敬老乗車証、学童保育料値上げよりも、まず、市長が辞めて責任をとる。他の事業を見直すべきだ。
　　　　　　□市民にウソをついていた？恐怖感を煽っているとしか思えない。敬老乗車証の値上げも意味がわからない。無駄な

費用を抑えれば、三分の二で済むと思う。　
　　　　　　□嘘つきに腹がたちます。以前の市民新聞で、赤字の報道が大々的でしたから、知らない方も多いと思います。
　　　　　　□市役所のエレベータ等、不必要な出費がある。
　　　　　　□市政の決算報告が市民新聞だけでなく、各自治会を有効に利用し市政決算時にその決算報告を回覧し、市民の市政

の参加を求めムダを省く必要がある。２０２１年度の黒字・五金返済の有効返済等が必要。この件知らない。
　　　　　　□７０才以上の高齢者が京都に多く住民として税金を支払っている。市民さんや議会議員が、市民に喜ばれる税金を

市に使ってください。
　　　　　　□下記のように予算を削っているなら、この黒字は良いとは言えない。　
　　　　　　□「毎年５００億円の赤字」と「財政破綻」で市民に細かい所での値上げや、敬老乗車証の値上げも仕方が無いと思わ

せてる汚いやり方に、大変不満を感じている。国と同じで、市民（国は国民）の為の政治をしていない。
待鳳　　　□公開討論会を開いてほしい。説明してほしい。次々市の財産が売られていく。市民はもっと関心を持たないと‼
　　　　　　□許せませんね。市民に負担ばかり。
　　　　　　□ずっとずっと財政が破綻するとおどかされてきました。事実。真実を早く市民に知らせてほしい。
　　　　　　□急いで返す必要が無い基金を返済しないで、先送りにしないでほしい。返済すべき基金があるのに黒字とは言えない。
　　　　　　□借金があるなら、少しづつでも返していかなければならない。と、一個人としては思います。将来、重荷になるから。

支出をとのバランスをよく考えて。
　　　　　　□黒字になっているのに、地下鉄運賃値上げ、敬老乗車証の負担金の倍増など、納得できない。
　　　　　　□市の財政は赤字で、宝ヶ池のラグビー場の人工芝の補修することもできない旨のニュースに個人の方の寄付により、

補修費にあてられるとの事でしたね！　それなのに、実質は黒字との事。ビックリです。そのために敬老パスの今年
度は倍の値上げ、又、持ち込みゴミの値上げ等々、一体どうなっているのでしょうか。　

　　　　　　□そういった事実をもっと開示頂きたい。
　　　　　　□京都新聞でわかりました。とんでもない誤算ですね。
　　　　　　□京都市はそんなことはないと信じていたが本当でしょうか。
　　　　　　□京都市の会計年度任用員をあいていますが、職員も含めてボーナスの１割カットについて、今年度は説明すらない。
　　　　　　□京都市の財政が毎年５００億円の赤字になり、財政が破綻しかねないと危機感を煽っている割には、京都市役所本庁

舎内に建築費3600万円の豪華な茶室を作ったり、エレベーターの扉に500万円もかけて、西陣織をモチーフにしたきら
美やかなデザインを導入したり、節約とは逆行する事をやっているのには、疑問を感じます。市の施設の使用料を値上
げしたり、市民サービスを低下させたりしているのは、仕方がないと思います。

　　　　　　□値上げ値上げで生活が苦しい市民が多い中、すこしでも市民の生活が楽になる様に使ってほしいものです。
鳳徳　　　□赤字だと煽っていろんな事の値上げをする口実にしようとしているのではないか。
　　　　　　□市民に寄り添った姿勢を行ってもらいたい。良い事も悪い事も全て知らせて、皆で解決していけたら良い。
　　　　　　□決算をして黒字がわかったとは、日頃どんな財政の管理をしているのか。あまりの大ざっぱさに市の財政管理に不審

をもった。　
　　　　　　□市民新聞に4億円の黒字に対してのことが書いてあったのでしょうか？黒字に対しなぜ隠しているのでしょうか？
　　　　　　□財政赤字を理由に市民サービスの低下がみられます。黒字ならば暮らしに直結する事に使ってもらいたい。
　　　　　　□数字のごまかしにだまされないよう、ちゃんとした財政分析が必要です。
　　　　　　□財政破綻の危機であることしか知りませんでした。毎年500億円の赤字が続いているのに、何故、何の対策もしてい

ないだろうと不思議に思いました。京都市職員のお給料は他の県と比べてとても良い（高い）と聞いた事があります。
給料下げ炉とは思いませんが、見合った金額にしてもらいたいと感じます。企業も業績悪いとボーナスや給料カット
ありますよね。

　　　　　　□市役所　本館改修工事や北館立替工事の費用が見積りより増額して、工事はされたり、地下鉄の駅から市役所への
通路費用や茶室（不要と思う）建設費等、市民にあまり関係ないお金が使われているが、子育て費用や敬老乗車証
負担増額に使用してほしい。

　　　　　　□少し安心しました。情報をくださったことに感謝します。
　　　　　　□無駄使いの多い今の門川市政、あーやっぱりと言う感じ。
  　　　　　□先日の集会で教えてもらいビックリ！　所有の土地を貸したり不動産でやりくりして、黒字が出たのかも？　今後一切

大型の宿泊経営者には貸さないでほしい。宿泊施設が増えすぎて住民は困っている。　
　　　　　　□夕張市のように財政が破綻しなくて良かった。財政に見通しは必要だと思う。
　　　　　　□本当に市民の事を考えて市政を担ってもらっているのか？　選挙の時だけ良い事を宣伝しているようだ。
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　　　　　　□どうして赤字の額がそんなに違うのですか？　何のために赤字ですと公表されたのですか？　
　　　　　　□徹底して議会で追求してください。もっと市民に宣伝してください。　
　　　　　　□数年前から知っていたが、議会で取り上げられない事に疑問をもっていた。
　　　　　　□よく企業と税務署など見解の違いで税金など見方で違いがありますが、赤字と黒字とはえらい違い。どこを信用できま

すか？
　　　　　　□赤字なら赤字だと市民に知らせるべき。
　　　　　　□不安をあおっていたのか？　何故、本当の事を言わないのか？不信感しかない。他府県の方からしたら魅力的な京都　

かもしれないが、住んでみると離れたくなる。離れる予定。
　　　　　　□ニュースを見ているけど、わからない。
　　　　　　□基金、いつ返済するのですか？
紫野　　　□寺社の非課税に納得いかない。
　　　　　　□若い世代が増える様な施策に財源を使っていただきたい。大型公共事業は不要です。京都らしさを守ってこそ経済的に

も有用です。
　　　　　　□黒字になることがわかっていたのなら、確信犯（市民をだましている）。わからなかったとするなら、財政担当部署の無

能（姿勢をまかせられない）だ。　
　　　　　　□黒字ｄｑｔｔｑことはホッとします。京都市の財政難で大きく見直しされ、障害児の支援が大きく変わり残念です。子育て支

援の声が大きいです。障害児は子育て支援外なのでしょうか。
　　　　　　□そもそも、今の市長の事を全く信じておりませんが、うそばかりなので、もう代わってほしいです。戦況の時だけ出てくる

ような人は嫌なので、失敗しながらでも市民と一緒に進んでいく市長になってほしいです。
　　　　　　□何故赤字を長年ほおっておいたのか。市長にその責任がないのか！
　　　　　　□市民を過度に不安にさせる報告をしながら、ムダな税金の使い方をするのはやめてほしい。
　　　　　　□市電の内装、市役所のエレベータ、市役所の茶室等、前もって市会等での審議はされないのでしょうか？　審議された

結果であれば、各議員さんにも責任があると思う。
　　　　　　□知らせると同時に、大きく報道すべき。京都新聞など、伝わるくらいのメディアが。
　　　　　　□隠す必要がなえあったのですか？
　　　　　　□新聞で知りました。もったいないの怒りしかありません。茶室3,600万円、地下通路13億円、エレベータドア5,000万円。
　　　　　　□腹が立ちます。市民サービスを削る事ばかり考えているように思えます。
　　　　　　□現在の市長に責任があると思います。
　　　　　　□市民に対して揚力を求めるのであれば、舞うは市長自らが給与カットなどして、節税に努めていただきたいです。末端

から取るのではなく、多くを持っている人が数カットする方が世の中が潤うと思います。
　　　　　　□赤字ばかりを報道し、市民に負担ばかりかけている。赤字ならばお寺等から税金を取る様に再度考えてほしい。
　　　　　　□京都市のッ財政が悪いと聞いていたがあ、対策として老人福祉をw削減したり、どこの都市でもやってない看板税を取

ったり、滅茶苦茶である。むしろ市長は、仏教会に対して頭を下げて観光税を導入せよ。
　　　　　　□京都は地下鉄などお金が組まれましたが、コロナで見込みが外れ、今までの方針を変え、これからを作る大事な時、

観光中心の町で医療が安心できる願っています。　
　　　　　　□市は、赤字、赤字とあおりたてて、値上げも仕方がないと思わせる、心理作戦をやっていると思う。
　　　　　　□知ったところで何とも思いません…この質問の趣旨・意図がわかりません。黒字である事を隠して、徒に危機をあおった

上で、福祉政策等を後退させた事に対して批判でもする材料にしたいのですか？くだらない質問はやめて下さい。
　　　　　　□市民は何が本当なのか真実なのか知るよしも無い。数字にカラクリとしか思えない。
楽只　　　□消費税下げてください。そんなお金があるんだから。

議員の給料をへらせ。
　　　　　　□2年前、京都市内の実家に戻ってきましたが、あれだけ賑わっていた京都市が、夕張市のように財政破綻状況とはビッ

クリしました。京都市長はいつ認識し、長年何をしてきたのか‼
　　　　　　□なぜ？　いろいろ税金等については考えなければならない点はありますが、うそはあかん！
柏野　　　□コロナ禍で京都市内への観光客が激減し、それに伴い税収も減少してしまう現状を変えないと京都市の財政は持続

できないと思っています。　
　　　　　　□京都市長をはじめ、共産党以外の議員の各党は信用できない。
　　　　　　□どういうことかわからない。財政破綻の危機から急に黒字といわれても、にわかには信じられない。
　　　　　　□門川は、京都市のシステムの何とかで、８２億円の損失を出したと聞いています。その損失を、夜間でもアルバイトを

して取り返して、市に戻してほしいと思います。市民版の新聞が門川の言い訳になっていて、読む気がしません。その
くせ、おめでたい席にだけ、鼻の下を伸ばしてへらへら笑って出てくるので、腹が立ちます。

　　　　　　□読点の位置や主語述語の配置が変なのでわからない文章です。　【40代】
　　　　　　□そうやって市民をだます手口が許せません。　
　　　　　　□敬老乗車券を値上げする必要はどこにあったのか。元に戻してほしいし、これからも値上げはしないでほしい。
　　　　　　□京都市は、もっと高齢者・福祉に力をいれてほしいです。余計な所にお金を使いすぎだと思います。よろしく。
金閣　　　□市政の杜撰（ずさん）さ、そのものを感じました。　
　　　　　　□知っている市民は何％なのでしょう。
　　　　　　□住民税も上がっているし、保育料も上がるかもと言われていたのに、黒字だったとは驚きです。それをもっと公表する

べきだと思います。
　　　　　　□京都市の広報はデマ？大いに問題。
　　　　　　□お金の事が不透明すぎる。
　　　　　　□基本となる情報をもっと詳しく知りたいです。
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　　　　　　□単年度黒字であっても、市の保有地を売って黒字にしている。早く赤字の財政から黒字にすべきである。（地下鉄・バス
・保育所・病院等）

　　　　　　□何でも明らかにして市民に知らせる事が大切です！
衣笠　　　□基金返済も大切な事だと思う。ダダ、不要な（茶室、地下通路、四条通りの歩道）などのごり押しのツケを。
　　　　　　□赤字と言ってだまして、市民サービスに対しての出費をへらし、利用料金等の値上げをしようとしていたというようか？
　　　　　　□海外旅行者（インバウンド）に、あまりにもたよりきる症状は、京都市民にとって非常に迷惑な事象が明確なことから

10年以上前の状態に戻すこと、考え直してほしい。　
　　　　　　□京都市長はもっと市民の事を考えて財政を考えてほしい。老人大切に。市バス、病院の値上げをしている。
　　　　　　□「未来の子や孫に赤字を押し付けないため」という理由で、敬老乗車証の年令引き上げ、民間保育所の保育士さんへ

の給与補助金カット、市バスの運賃値上げに本数削減、障害者事業所への重度加算のカット等々、弱い所をを情け
容赦なく削って、実は黒字だったとは、誰の為の政治かと信頼をなくしてしまう。

　　　　　　□元々赤字になった初年度に基金をとりくずす事をして隠蔽をして、会計の帳尻を合わそうとした事より、赤字が広がって
いるためだと思う。取りくずしてはいけない基金を使い、隠蔽したのは最早罪であり、責任を取って辞職せよ。　【山口】

　　　　　　□赤字の中、どうでも良い部分から手を付けている気がする。今一番困っている人にまず目を向けてほしい。赤字対策に
寺社の課税の問題はそのままで良いのか？

　　　　　　□赤字の話しか知らなかった。
　　　　　　□こんなに誤差が出るのはなぜかよくわからない。
　　　　　　□市民新聞の漫画つきの大宣伝。やはりウソか、と思いました。下劣極まりない市政だと思います。市長選挙でもひどい

やり方をしていましたね。許せない。
　　　　　　□そもそも、５００億円赤字になった根本原因は何ですか？　それを市民に正直に提示しないで、結果「赤字、赤字」と騒

いでも解決しない。私は、福祉バラマキを長年続け（例えば、東九条などマンションを本当に困窮している人に渡らず、
それをたばねる人間に丸投げし、そういう人間に利益がわたったり、「赤字」と騒いでいる中で、市役所のバカ投資など
などと１０年、２０年先ではなく、無駄にムダを続けた結果。

　　　　　　□古いマンションに住んでいるが、固定資産税が上がっている。もっと他から取る事はできないのか。学校、病院、寺、
寺社1/３でもとれば、わけのわからない京都とか。

　　　　　　□毎年５００億円といっても今までの合計は？　一般の会社ならとっくに経営破綻している。大都市であるため支出も多額
と思うが健全な収支できていると見えない。

　　　　　　□身を削る施策が中心でそうなったのなら、行政がそれを早くやらなかったの？市民サービス削減でそうなったのなら見
積りが甘かった（厳しすぎた）？ということになります。すでにでているかも知れませんが、黒字についての計画と実質の
の差異をみて分析が必要です。

　　　　　　□市長と市民、市役所のみが取り組んだ成果であると思います。市長の手腕を評価すべきだと思います。
　　　　　　□いろんな値上げへの布石だったんですね。悲しいです。
　　　　　　□毎年、約５００億円赤字が出来るというのは、市債のことではないのでしょうね。それと決算とは別だと思いますが、いず

れにしても1次情報がないのはよくないです。　
　　　　　　□いきなり赤字とさわぎだ出した感あり、もっと早くわかっていたと思う。門川市長の顔を見るだけで腹が立ちます。いつも

ニヤニヤして…真剣味がない！

大将軍　　□何故行革をそたのか意図はなにか？と思ってしまう。

　　　　　　□赤字でないなら市バスを増やすなど、市民サービスを充実させてほしい。

　　　　　　□４億の黒字になったことは知っていたが、１０２億のことは知らなかった。その黒字が数年続くようなら、切り捨てたもの

（高齢者のバス券の値上げとか教育の財政減とか）を復活させるべきと思う。　

　　　　　　□後日新婦人の学習会で知りました。市民しんぶんであおっている時は、市の財政を疑ってみるべきですね。

　　　　　　□決算書を資料として市民に提示して下さい。収入の内訳、特に税収と市債、国からの交付金等の内訳を教えて下さい。

共産党は京都市の財政は健全かつ、安定しているとお考えですか。この設問の意図は何ですか。

　　　　　　□財政破綻すると言って、保育所の縮小、老人のバスの敬老乗車券の改悪、バス路線の縮小や値段の改悪、教育や

医療やり方をしていましたね。許せない。社会保障や地域のインフラの経費を減らし、行政の縮小を言う口実に利用し

たとしか思えません。

　　　　　　□財政破綻と言いながら、あなたたちの市議会場は１６０億円もかけて、まるで宮殿の様な豪華な改修を行っている。

はっきり言って、どの党の議員も同じ穴のムジナとしか思えない。まず、率先して身を切る改革を行っている大阪市を見

習えと、声を大にして言いたい。

　　　　　　□危機をあおって、切り捨てた敬老バス補助、保育園への補助を元に戻してほしい。うそつきになる。　

　　　　　　□公債償還基金を他政令市水準に戻すべき。

　　　　　　□数日前の記事で、京都市が財政再建団体になる危険性が指摘されていました。詳細はともかく、京都市の財政事情が

かんばしくないことは、想像に難しくありません。そうではないという根拠があるのであれば、知りたいです。

　　　　　　□市長はウソをいってるんですか。まさか。　

　　　　　　□門川市長の姿勢（政治）に問題あり。交代させる勢力づくりが急務です。

　　　　　　□赤字赤字と市民しんぶんなので、、言われているので、皆で「仕方がないなあ」と言っている人が多い。

　　　　　　□京都の”赤字財政”はテレビでもとりあげられるなど、”恐怖、仕方がないな、値上げetc”もあおり続け、最悪でした。

「実質４億円の黒字」をT,Vでも、修正してほしいよ！
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　　　　　　□納税者を増やす政策を実施する。

不明　　　□急な基金返済をせずに、市民にもっと安心感を持たしてほしい。赤字と宣言し軒並み値上げをするのは市政のフェイクで

許せない。コロナが終われば、大幅黒字が見込めると思う。値上げを元に戻せよ。

　　　　　　□知っていたが金額までは知りません。

　　　　　　□財政が破綻しないでいられそうなので、安心しました。

　　　　　　□しかし、公債償還基金をとりくずしていたのを返さない意味がわからない。借金を踏み倒してもいいという意味ですか？

　　　　　　□赤字と言うニュースだけはたくさん流れている。赤字だから苦しくても仕方がないという意識を植えつけ、搾取している。

もっと、還元するべき。

　　　　　　□もっと、詳しい説明を門川市長はするべきだ。

　　　　　　□黒字なのは市民としてすごくうれしい事です。

　　　　　　□赤字財政は赤字財政なんだろうが、今、急に赤字になった訳ではないと思う。その前の財政運営がいい加減だったしか

思えない。

　　　　　　□京都市ははっきりと広報してほしい。

　　　　　　□電力不足と同じで、アオリなのかと思った。官製宣伝がはなはだしい。

　　　　　　□京都市長は良くやってくれて、財政破綻しない様にやってくれたんだなぁ→感謝。

　　　　　　□５００億の赤字と４億の黒字、何が本当なのかわからない。数字のマジック？

　　　　　　□なぜそうなったのか（予算の立て方がずさんだったのか。どこかを節約したのか等）を、市民に明らかにすべきだす。

　　　　　　□市民新聞等で嘘情報でしかわからない市政では先行き暗黒の京都市民生活があとは知らないよ。共産党がんばれ！

　　　　　　□赤字とばかり思っていました。子育て世帯にシワよせがくるのではないかと心配でした。黒字でも不安はあります。

　　　　　　□だまし討ちのよう。赤字だからと、敬老乗車証の値上げをしたのでは？　そもそも、この十年程、市民生活が犠牲にな

るほど、観光業、観光社寺をもうけさせたのだから、宗教法人に法人税を課し、観光客に観光税を課すべき。

　　　　　　□市バス代や地下鉄代の料金値上げなど、京都市に住んでいる人が日頃利用するものに、値上げはやめてほしい。

市民にマイカーをやめて市バス利用をと言うなら、値上げはやめるべきと思う。

　　　　　　□統一教会とつながっている政治家が市民のために何かをしてくれると思ったらおおまちがいですネ！目覚めよ大衆諸君

京都の夜明けは近い…か？

　　　　　　□市民しんぶんも月に２回発行しなくても良い。１回で良い。昼間の時間帯は、バスの回数をもっと減らしても良い。

【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）を減らしてきたため、対応が困難になりました。困ったことやご要望などお聞かせください。
回答２－１ [ 
紫竹　　　□新型コロナ対策は不要。
　　　　　　□医療従事者の方々がきちんと休めますように。
　　　　　　□感染した際、病院までの移動が大変だった。
　　　　　　□本人も８月にかかりましたが、発熱外来を探し受診するのに大変苦労しました。高齢の母からうつったのですが、自宅

待機でとても心配しました。しかし、保健所の数だけではないと思います。
　　　　　　□政府の専門家？が誰なのかわからない。ウィルスの専門家や感染症の専門家の意見を聞けば、コロナは新型インフル

エンザと変わらない。（香港Aやソ連インフル）　新型が出れば、これくらいの被害は出る。　
　　　　　　□医療、介護の働く人にもっとお金を回してください。　
　　　　　　□コロナが蔓延している頃、市長や市職員や外部の人間を雇って、河原町などで不要な外出をしないように市民に呼び

かけた事があったが、何故あの時、市会議員も先頭に立って市民に呼びかけなかったのか。少しでも無駄な費用を
かけないようにするなら、自民党から共産党まで自らが動かなかったのか。大阪の元知事の橋下徹さんを見よ。
全議員がダメ。市会議員のがんばりが全く見えない。

　　　　　　□北区上京区であれば、近くで注射ができるが、市内でも会場が遠くの市民は行けない。早くコロナが収まりまるよう
がんばってください。

　　　　　　□医療、介護の疲弊は、コロナ禍で始まったのではなく、何十年も前から現場では、当たり前のように続いている。国が
国民を守るインフラとしてもっと医療・介護・教育に予算をまわすべき！人を育てるべき！経済ばかりに目を向けて、
大企業を優遇しｔｗ、国が格差をつける政治をしているのが、一番悪い。　

待鳳　　　□マスク：マスクアレルギーで皮膚トラブルが出て困ります。不綿布でないとダメですか。
PCR検査：介護の職場は市からこまめにする事の指導。ワクチン接種で減るか、中止にしてもらえないですか。
手洗い・うがい：日常の中に充分行き届いた事は大きく評価したいです。

　　　　　　□スマホ、インターネットを使える環境にない人が、電話で対応してもらえるようにしてほしいです。
　　　　　　□もうコロナにお金を使う必要はないのでは？　ムダな税金が使われ過ぎていてうんざり。税金使う事しか考えていない

議員にもうんざり。
　　　　　　□身近に困ったことがなかったので、わからない。
　　　　　　□医療機関や保健所の職員の方は、一生懸命頑張っておられると思いますが、政府がしっかり方向性を示さないのが

悪い。
　　　　　　□なるべくかからないように、自分自身で生活しています。　
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　　　　　　□不公平のない行政を頼みます。【？】
　　　　　　□息子夫婦が２０２２年７月下旬にコロナ陽性が判明しました。保健所に申請の電話はるながらず、ネットでようやく申請

がんばってください。出来たそうですが、２０２１年１１月に息子は急性心筋梗塞入院し、退院後は服薬をしながら仕事
をしていました。今年コロナ陽性の時は、重症化することなく自宅待機をし、その後、仕事をしていましたところ、２０２２
年９月５日仕事中に息苦しくなり、救急車で搬送されるも夜間の急患で検査するも何もわからず、一旦家に帰り、以前
入院していた病院に予約を入れ６日に診察の結果、以前の心筋梗塞とはまったく別の心筋炎としんだんされ、１０日間
入院し、薬の効き具合を見るため、今現在も自宅療養をしているのですが、それは新型コロナウイルスの後遺症ではな
いのですかと聞いても、それは何とも言えないそうですが、この先どうなってしまうのか不安な毎日を送っています。

　　　　　　□保健センター（北区）の対応がいい加減。職員ばかり多く、窓口が混んでいても知らん顔される。
　　　　　　□６４才以下や軽症者（若い人）については発生届を政府は出さなくても良いと言う考え方はおかしい。
　　　　　　□精神障害の方が自傷他害行為を行い警察沙汰になっている状況にある時、精神科病院への移送業務を行っています。

その際、院内でコロナが発生し、ワクチン接種にも賛否両論があり、対応の遅延からいつになれば収束するかと心配。
　　　　　　□新聞の市民版や京都市政欄を読んでいると、保健所を集約して数を減らしたり、市職員を減らしたりしている様だが、

COVIP－１９が一向に収束ｓｓｓｓっしないのはやっていることが逆だと思います。保健所の業務が逼迫しているので、
コロナウイルス感染者の調査が簡素化されたり、感染者に対する対応がおろそかになったりしてきているようですが
対策が十分機能していない様に思います。　

　　　　　　□目先の事ばかり考えて先を見る目　いざという時の事をもっと考えるべきではないでしょうか。
鳳徳　　　□　北区役所には当然保健所があると思い込んでいたのでー子どもが小さい頃から利用していたー保健所が減らされて

いたことを知ってびっくりしています。コロナ禍で保健所の役割は重要なのに！
　　　　　　□保健所の数を減らしているとは聞いていたが、1カ所とは。されど、保健所の仕事ができるのか。必要になった時対応

してもらえるのか。
　　　　　　□誰もがいつ感染するかもわからない。万一感染したとしても安心して、検査や治療を受けられるよう体制を整えておい

てもらいたい。
　　　　　　□保健所が減らされると聞いた時、これに伝染病が流行ればどうなるのかと不安を訴えていましたが、それが現実に。

いくらお金がかかってもそれが市民に必要ならば、削るべきでない。コロナ禍で実感しました。
　　　　　　□大都市（政令指定都市）は区を置き、区ごとに行政を執り行うことが基本。公衆衛生・社会福祉・社会保障の行政を

人手を確保してやらないと、市民の生活と健康は守れない。　
　　　　　　□今年初め頃にコロナ陽性になりました。どこへ連絡しても、ことわられ、市販の解毒剤で治しました。まず確実にどこ

へ連絡し、どうしたらいいのか、わかるようにしてほしいと思いました。
　　　　　　□　新型のウィルス相手なのである程度後手になるのは仕方がないと思います。誰にも正解がわからないから、政府の

まずい対応に声をあげることは大切だと思います。こんな時ぐらい政党関係なく協力して対応できれば良いのになと
思います。まずい対応を続くばかりで良い代替案一つ出さないなんて、時間のムダに思えてしまいます。

　　　　　　□保健所が減ったことは不便と感じます。子供の頃、ネズミ捕りに入ったネズミを北保健所にバケツに入れて、母と
持って行ったことを思い出しました。保健窓口が近くに無いのは不便と思います。

　　　　　　□現場を知ろうとせず、机上の計算のみの政策だから、もっと外の事をしっかり見てほしい。
　　　　　　□我家は過日、子ども以外の大人４名がコロンに感染しました。その際、医療機関も受診する事ができず、手持ちの

内服薬を皆で分け合って、自宅に籠っておりました。幸い皆が軽症でしたおで、自力で回復できましたが、医療
崩壊を招いたのは、国の責任です。医療現場の職員さんはもっと緊迫の毎日であったと思います。国民の命を
守れない行政い税金を払いたくない。　

　　　　　　□色々な部署で人員削減をされているようだけど、住民の災害やコロナの様な感染症や病気。健康にたずさわって
いる部署の削減は絶対反対。

　　　　　　□コロナの電話相談、療養ホテル、ワクチン接種へのお金の落とし方が額がかけはなれている。ワクチン接種のNS
時給　京都市4,700円／H　なんて、破格の給料。分品のずさんな購入ひどすぎる。京都府のコロナコールセンター　
の相談員。はじめはNS１年以上だったのに途中から主婦とか大学生が担当している。無責任な決定と思う。

　　　　　　□保健所人員が少なすぎる。何でもTELまかせ。
　　　　　　□病院の基準を見直すべき。研究機関としての病院には、黒字経営を追求しすぎず、適宜予算をつけ研究しやすく

する。コロナ禍の様な時には、行政の指導・要望に応えられるように改革する。他方、小さな病院は機能を見直す
等して、地域住民の医療に対応することを第一とする。

　　　　　　□市内11→1カ所、この事を詳しく知りたいです。　
　　　　　　□コロナウィルスをインフルエンザのような扱いにして、事務処理の簡素化を図るべき。保健所等の仕事を減らすよ

うにもっていってほしい。
　　　　　　□対応してくれる病院が少なく、何件も電話をかけてすくご時間がかかりつかれた。
　　　　　　□コロナに負けない体力を。
紫野　　　□自宅待機の者への支援が殆どないのが心配、
　　　　　　□家族の誰かがコロナに罹った場合にすぐ、ホテル等の療養施設に隔離できるようしてほしい。別居の高齢者介護を

している身としては、どうしても感染する訳にいかないです・
　　　　　　□8月末にコロナに感染してしてしまいましたが、対応して頂いた医療機関は親切・ていねいでした。自宅待機中に

「フォローアップセンター」から電話があり、状況を説明、その都度行い、大事にはいたりませんでした。同居家族も
同様でしたが、メールで返信がしっかり伝わらず、結局、複数回の電話対応がわずらわしかったとのです。

　　　　　　□困りましたが、いつか受け入れていくものなので、仕方がないとあきらめることもできました。
　　　　　　□介護施設で働いているが、コロナが発生した時、保健所からの指示がその時その問で違っていることが多くあった。

保健所が悪いわけでは勿論なく、上記のように数を減らしたことが原因であると思います。仕事が追いついてない
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ように思いました。有事の際に機能しなくなるようなことは、してはならないと反省してほしい。」
　　　　　　□ヒマな部署の人材をコロナ対策の為に窓口にまわせばよい。
　　　　　　□国の対応が悪い。
　　　　　　□生活に困っている。金が無い。
　　　　　　□コロナゼロを目指すのではなく、共存を考えるべき。今までのコロナ生活で、わかったこと（マスクの効果、換気の効果

など）をもっと明らかにすべき。情報量やコロナへの理解が、初めからかわっていないのがおかしい。負担になっている
と思う。

　　　　　　□数字の出し方は不明です。数字が増えたり減ったりするのに、一喜一憂は市民の感情を不安にしていると思います。
　　　　　　□1人暮らしの為、もしコロナに感染した場合、どのように対処してよいか不安。電話しても通じないとか？
　　　　　　□減らすべきでないと思います。
　　　　　　□困ったことはない。　【２０代】
　　　　　　□かかりつけ医師の指導の下、不自由なく４回接種しました。
　　　　　　□あまり無い。身近にかかった人がいないため。
　　　　　　□かかりつけ医院で相談しても、情報が入らないとテレビ等で報道されていることとの差がある。　
　　　　　　□保健所に対して電話もかからず、病院・開業医に対しても診てもらえず、薬ももらえない状態であった。政府・行政・医師

会もうそばかり言ってます。しかし、政治家・上級国民はすぐに入院できる。京都府でも彬子殿下は37.5度の熱ですぐに
府立病院に入院している、人間の命は万人平等ではないのか？

　　　　　　□京都はコロナになっても行く病院がないと覚悟していなした。各病院が熱心に対応されています。感染症の医療の充実
をお願いします。今まで行政では医療がカットされてきましたが、見直してほしいです。よろしくお願いします　

　　　　　　□本当に医療が必要な人に、判断が取れる様に。　
　　　　　　□保健所は全くといっていいほど、以前からあまり役に立たず、また怠慢であると思っている。
　　　　　　□コロナは政府や行政の対応に問題があるとは思っています。国民の健康を守る保健所を減らすことは、国は人権を軽ん

じていると思う。
　　　　　　□新型コロナウイルスに対する考え方は色々でしょう？収束の目途が立たないのは、誰がリードしようとも結果は同じでし

ょう？対応が困難となったのは政府・行政の対応のまずさだけではないでしょうし、あなた方がそれについて何かできる
わけでもないでしょう？　【２０代】

　　　　　　□今は自分としては生活の中で困ってはいないのですが、貧困の家庭や困っている若い人、また子どもを持つ家庭を少し
でも楽にしてくれるのが、私は日本共産党だと常に考えています。　

　　　　　　□つい先日、孫が熱を出したため、保健所へ電話したら、府のコロナの係りの方に電話するようにいわれ、あげく、熱があ
るため、自分で病院を探すよう、言われた。これって何でしょう？　

楽只　　　□年金生活の市民は困ている。
　　　　　　□４回目のワクチン接種を終え、特に問題はありませんが、医療に携わる人々のご苦労を思うと、もっと行政は親身に

なって対応を考えるべき。
柏野　　　□８月初旬に高熱が出たので、コロナ罹患を疑い病院へ行ったが診てもらえなかった。未検査のまま、自主的に10日間

の隔離→仕事休んだ。京都市のHPはとってもわかりにくく「とにかく病院へTEL」では受付がパンクするはず。
　　　　　　□実際コロナになり、対応して頂き助かりました。
　　　　　　□全数把握をやめれば、すぐに収束します。あくまでデータです。
　　　　　　□保健所を以前のようにもとに戻すことなど、医療に関しても気軽に声を聞く場を作っていくことだと思う。
　　　　　　□コロナの感染が長引いています。病院の面会もできません。市民の方も、最初のスーパーなどの消毒もあまりしておら

れません。濃厚接触がふえています。医療機関をしかりしてほしいと思います。
金閣　　　□早く5種にすべき。
　　　　　　□★由々しきことのひとつ★感染周知についての杜撰さがあります。今年の２月から発生したクラスターについて、すべて

高齢者施設として発表していました。「コロナ感染症対策本部保健福祉局衛生推進室２２２－４２４４」に問い合わせま
したところ、そのように決めたとのことでした。１０月１８日の新聞紙上（添付）で、自治体の周知項目が発表されていま
したが、京都市は２月からすでに実態を表していません。小さい事のように思われますが、市民に対して不誠実でり、
管理者として横着であり、事があれば特定の団体等に利益誘導・忖度してはばからない体質ではないかと思われて
なりません。小さい細部にこそ本質が出ると感じました。これからも目を開いていきたいと思います。　【上田】

　　　　　　□過去の情況で減らしてきたことを、今云っても仕方がない事です。対応が困難になった時にどのような方法で市民の安
全を守ってくださるのかが、政治の手腕と思います。
コロナに感染した時、問い合わせしたら、たらいまわしにされた。

　　　　　　□医療機・保健所のみなさんのご奮闘には感謝しかありません。それがむくわれる仕組みを。
　　　　　　□感染拡大の間、特に、保健所、地方検査機関が機能不全になるような体制・予算では大問題です。必要な体制を整備

してほしい。
　　　　　　□市・府の対応が遅い。
　　　　　　□千葉から孫が来ていて、友達の家に泊まっていましたが、コロナになりそのまま友達の家に１０日間泊めてもらいました

が、保健所に直接電話がかからずに、大変困りました。
衣笠　　　□幸い、今のとこ困ったことはないが、スマホを利用しての予約などこれからの様々な手続きが年寄りには対応不安です。
　　　　　　□保健所の人員削減のため、コロナの検査後が陰性の結果が出ても事後観察の期間が長すぎる。コロナワクチンの注射

もワクチン液の配給がドタキャンされたり、交通費がウン千円を超えたりで、もう少しきちんと計画を立ててほしい。
　　　　　　□保健所の業務はこの間ふりまわされて大へんです。業務内容を整理して働く人を増やした方がいいと思います。
　　　　　　□10日→7日（陽性者の待機期間）、7日→5日（濃厚接触者の待機期間）。次第に対応が緩んでいるだけで、薬の一般

使用は進まず。いつになったら収束するのか不安なままｍです。金閣で陽性者1名→金閣休園からクラスで2名の陽性
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者でクラス休園へ。そして今は、クラスで5名の陽性者でクラス休園。
　　　　　　□いつももっと耳をかたむけてほしい。観光のために金を使用することばかりで、病院・医療の人々を助けてあげてほしい。
　　　　　　□もう少し迅速に会議等を開き、専門会議と照らし合わせ決定する。その折に政治決定は山が越えるまで前面に出ず、

会議が決めたことを後押しする。　
　　　　　　□市民が感染しても安心できるようにしてほしい。他の市町村では水道料金無料になったりしてたのに京都市はない。
　　　　　　□連日の感染者、仕事にならないくらいでした。何が経済優先かと思います。大企業のもうけのために、市民の健康も命

もないがしろにする。終わってますね。
　　　　　　□コロナ対策は、大阪の泉市長のように独自の対応もせずにきたから。ワクチン接種も政府の言いなりに進んめている。

医療崩壊の原因は5種に設定しているため、コロナに感染したら受け入れられない医療機関が増出している。京都市
からも早く2種に変更するように動くべき。

　　　　　　□今のところ困りはしないが、ちょっと熱を出すと風邪といっても抗体検査をされる。結果、陰性である。無駄だと思う。
　　　　　　□感染者は減少傾向といっても、過去の様な制限もなしで少なくなっているのはなぜ。7波前に比べると一桁多い人数な

ので心配です。
　　　　　　□集団接種の所は遠いので、年寄には大変で、近くの医療機関で接種してほしい。
　　　　　　□それもあると思いますが、結局は国の方針も徹底防疫なのか。経済優先なのか。フラつきながら方針を2転３転させ、

本来、感染しなくてすんだ人まで感染し、感染者が増え続けると思います。府や市もそれに「準ずる対応をしているだけ
に、その影響は大きいと思います。

　　　　　　□基本的に国家や地方公共団体が国民市民の行動を抑圧することには、共産党であろうと何であろうと反対すべきです。
（全数把握なども反対すべきです）　というよりも、”指定感染症”に指定したおとに問題があります。

　　　　　　□京都市だけの問題なのでしょうか。私は幸運にもコロナに感染してませんので困っていませんが…
大将軍　　□かかりつけ医がないと、診察もワクチン接種もとても時間と手間がかかり困難だった。わかりやすいHPなどを作ってほし

かった。
　　　　　　□友人がコロナになって、なかなか保健所と連絡がつかなかったとか、聴覚障害があるため、家族に代わりにTELしてもら

ったり（家族もコロナ感染してたが）とか不便があった。また、食品などが宅配されるようだが、1週間後くらいに届いたの
で、結局は寝込んでいる最中に使えなかった。　

　　　　　　□今の保健所のしていることが、市民にはよくわからないのでは。通知を送るのが仕事ですか。
　　　　　　□収束の目途が立たない最大の問題点は、保健所等を減らしたことにあるとお考えですか。これを増やしたら感染は収束

したとお考えですか。感染症の収束がなかなか見通せない中で、市民は何が一番困り、何をどう手当てすれば、そうし
たところ、そのように決めたとのことでした。１０月１８日の新聞紙上（添付）で、自治体の周知項目が発表されていまし
た問題を誰が改善するとお考えですか。　

　　　　　　□今だに報告にファックスを使っているのはあきれるしかない。こんな役人のオキテにて進めるのであれば、１００か所に
増やしても何も解決しないのでは。

　　　　　　□大腸ポリープの除去が６カ月延びた。一般医療への影響が出ている。　
　　　　　　□職員の減もそうだが、職員のモチベーション低下に伴う優秀な人材の流出が原因だと考えられるのも、職員の給与

カットではなく、仕事や事務の効率化や大幅な見直しが必要。　
　　　　　　□京都に限った話ではないですが、無料、ないし安価なPCR検査へのアクセスと初期治療の充実が、今一番肝要と思い

ます。医療機関や保健所の削減は問題ではありますが、本質を見据えた議論を望みます。　
　　　　　　□医療機関は減らせないが、強欲な医者は減らして、良心的な医者なら増やしたい。　
　　　　　　□保健所など区役所棟にあって便利だったのに、いつの間にと思ってしまった。年齢がいって動きにくいので遠くに行くの

はとても不便です。
不明　　　□医療機関や保健所の減少は改めるべきです。お互いに命があってこその人生であり、大きく広い人間愛を尊重すべき

であり、原点に戻すべきです。自己中心ではなく他者を尊重してほしい。もし自分だったら…。
　　　　　　□新型ウイルスとの戦いは、これからずっと続くと思います。医療機関や保健所は減らすべきでないと思います。
　　　　　　□こまっているのは、コロナだけを異常におそれて、若者や子どもに過剰な対応をさせてきていることです。コロナは人災

です。ただの風邪にこんな対策は不要。マスクによる害の方が大きい。病気はコロナだけではありません。
　　　　　　□濃厚接触者制度は廃止するべき。PCR検査を多くする事により、収束しないだけで、症状がある人が病院に行けばいい

だけ。PCRは精度低すぎ。やめるべき。こんなものに税金を使う気が知れない。
　　　　　　□困ったことはありません。必要以上にコロナに対して恐怖心をあおっているのが悪いと思います。
　　　　　　□バイト先の社員がコロナでなくなりました。４７才男で持病無し。病院に行っても軽症だ、と追い返されたそうです。自宅

で、死亡です。
　　　　　　□保健所やベットを減らしてきたのは、安倍政権でのことだと思います。安倍さんが、この国の経済や民主主義をこわして

しまった。今の自民党を見ていると、回復は困難に思える。
　　　　　　□保健所を増やせばよい。
　　　　　　□今の所かかりつけの医療機関があるため、そんなに困ったようには思わない。
　　　　　　□借金まみれの日本で、日本政府は良くやってくれていると思う。新型コロナにまだ馴れるのではなく、まだまだマスクを

する事により死ぬことをへらせる。後遺症で苦しむことが減らせることを、啓蒙に。
　　　　　　□障がい児・者が感染したときの受け入れシステムなどが全く想定されていなかったのではないか？
　　　　　　□困ったことは、高齢化になってまだまだ働いていますが、倒れる一歩寸前です！この国、この市は福祉がなくなってい

るのですネ♡
　　　　　　□私は医療従事者です。コロナ患者が増えると、通常業務以外にもやらなければならないこと増え対応が大変です。

スタッフは県外に出ない様にしたり、昼食は一人一人部屋を別にして食べていますが、看護師からコロナが出ると少な
い人数で対応しなければなりません。
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　　　　　　□第一波で早くも検査難民になり（保健所は電話をとらない）。かかりつけ及び、数十件の病院、開業医からは診察を断ら
れた。発熱外来の場所、PCR検査が受けられる病院のインフォメーションさえもらえなかった。今も自治体によっては無
料PCRが自由に受けられ感熱外来を周知している所はある。PCR検査（検疫）、換気、マスク、隔離の徹底が必要。
周回遅れのワクチンの乱用はいい結果を招かない。

　　　　　　□保健所と一括りで言っているが、連絡事項が申し送られていないため、色々な所に電話しても話がすすまず、待つしか
ない状況でした。

　　　　　　□コロナワクチンを何回まで、接種を何回までするのか不安である。予防接種をしいないという判断もできるが、しないと
不安になるし、予防接種の後の後遺症がその都度でるので、つらい。

　　　　　　□庶民のために何かをするのは意味がない。無駄。金をドブに捨てるようなもの…と思っている。政治家を選挙で選んだり
行かなかったりする結果がこういうことになっているのかしらん。救急車を呼んでも病院が無いとは！地獄か最悪だ！

【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319:329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　　
紫竹　　　□直接税、消費英は市民生活に直結するので、下げてほしい。
　　　　　　□コロナで失職。
　　　　　　□今は大きな影響はないが、今後が不安。
　　　　　　□学生の為、親や奨学金で生活が賄えていますが、それでも切り詰めての生活です。生理用品やピルなど、もう少し手軽

に手に入れたいです。
　　　　　　□給付金を配るにしても、高額な経費がかかり、経済効果の面からも税金の減税でお願いしたい。
　　　　　　□消費税の引き上げは皆が知っているが、商売の値上げの方が困る。
　　　　　　□食品、日用品、品質より値段で買うようになりました。
　　　　　　□これは全世界的な原因があるので、自民がやっても共産がやっても難しい。
　　　　　　□今のところ問題はないが、年金暮らしのため今後の物価上昇が不安。
　　　　　　□商品原価が上がって、原価率も上がって、見直ししないといけない。
　　　　　　□まず、アベノミクスの崩壊を政府は認める事。この間の経済政策が世界経済の潮流に対応していなかった。大企業の

減税・内部留保に奔走し５００兆円近い資金がダブついている。円安の対応がゼロ。そのため原材料の高騰を生み、
原価増が売値に転嫁できない。

　　　　　　□スーパー、コンビニ、その他、２－３月頃と比べると、物価が高く生活が大変。安いものの品物を探している。
　　　　　　□老々介護や、ヤングケアラーがこれだけ増えてるのに、国も地方も国民の為の政治をしていない。日本はもう潰れてい

ると思う。いつまでも先進国と思ってることが問題だと思う。　
待鳳　　　□　政府が言う節電対策は主婦であれば、おおむねしている事。（コンセントをねく。不要な電気は消す。LEDに切り替える）

など家電の買い替え時は節電の物を選ぶこともしている。
　　　　　　□高齢者には生活がしにくい。　
　　　　　　□非課税、1人暮らしの人は困ています。生活保護を受けている人の方が良い生活をしています。
　　　　　　□就職氷河期世代でまともの正社員の職についたことなどありませんが、それでも切り詰めてコツコツとやってきたので、

何も困りません。コロナになってすぐ「厳しい」といって叫んでいた人達ほど、派手な生活をして、それらの返済の為に
給付金で更にうるおって、高級車とか乗り回されてますよね？

　　　　　　□日常の生活費に於いて、物価高を痛感している。
　　　　　　□雇用の確保、海外に流出している企業の国内回帰。このままだと日本はダメになる。国会議員、地方議員の定数削減

と議員報酬の削減。
　　　　　　□ぜいたくな物には多く、生活費には％少なくしてほしい。
　　　　　　□私達親世代は年金暮らしで、年金は下がるのに医療費（後期高齢者負担1割→２割へ）、敬老パス倍、生活費の高騰

等、この冬はどうなるのだろうと旅行や外食をせず、暮らしています。何の為に消費税を１０％にしたのか、今一度考え
てもらいたいものです。　

　　　　　　□共産党は５％へ減税を、もっと強く訴求してください。
　　　　　　□テレビのニュースによりますと、6,500品目あまりの値上げになるそうです。これからますます生活が苦しくなります。

国に生活支援金を要求したいです。
　　　　　　□消費税が大幅に上がり、家計が苦しくなった。通帳の残高がどんどん下がり、補充ばかりしなければならない。
　　　　　　□買物する度、物の値段が上がっており、ガソリン代も高値が続いています。給料は上がるどころか下がり、今はまだ周

りの大きな変化は聞きませんが、時間の問題と思います。
　　　　　　□毎日の買物で食料品が少し値上がりしたらしいが、我が家にはあまり影響が無いです。電気・ガス代が大分上がったよ

うですが、それ程影響はないです。　
　　　　　　□年金だけの生活では、電気代・ガス代の上昇についていけません。熱中症のため、クーラーをつけろつけろというが、電

気代は誰が払うのか。もっと市民の上級ばかりみるのではなく、低い方をみて政策をしてほしい。
鳳徳　　　□物価が上がったことが堪える。
　　　　　　□必要な物、例えば家賃・光熱費などを2カ月分年金が入った時に支払い、残りのお金でやりくりをするために、暮らしに

くい。現役時代に長年積立ててきたのだから、年金を削る事は許されない。
　　　　　　□今のところ、影響は少ないが、今後が心配。
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　　　　　　□年金生活者は特に厳しい。何とか改善してほしい。
　　　　　　□所得税・府市民税・国保料・介護保険料の引き上げ、物価の上昇、年金の引下げ、賃金は上がらない。生活を苦しめるさ

施策を続けるな。
　　　　　　□今はまだ大丈夫ですが、これが続くと思うと不安です。高騰してしまった物価がコロナ終息、戦争終結した後にちゃんと

元に戻るのか不安です。
　　　　　　□元々貧乏で変わりのない生活です。創意工夫によるしかありません。百均とか利用しています。服の再生もしています。
　　　　　　□年金暮らしにはとても厳しい。庶民の暮らしを考えていない。
　　　　　　□働けている人達は何とかなりますが、働けない人達（高齢者や病人さん、失業者）は本当に苦しいと思います。支援金

が必要です。　
　　　　　　□収入が限定している年金者にはこたえる。　
　　　　　　□収入があるので問題ないが、上がったことに関しては、給料上げるとか補助出すとかすべき。　
　　　　　　□今のところ問題ないが、家計費は厳しくなっている。
　　　　　　□コロナ融資をうけたが、矛盾する事があります。　
　　　　　　□給料は上がらないのに、ガソリン代を含む物価が高騰し続けていることに、不安を感じている。

全ての物価が上がり、生活が大変だ。
紫野　　　□円安等によりすべてに物価高で困ります。消費税を５％に引き下げて下さい。
　　　　　　□暮らしが厳しくなってきた。今後、物価高騰がどこまでいくのか不安です。　
　　　　　　□国民年金暮らしで、大変苦しいです。
　　　　　　□日本全体が苦しいので仕方ないと思うのですが、京都財政難で苦しいのは困ります。他も苦しいのに。障害児が使う

放ディ、収入によりますが、３倍の金額はひどすぎます。建物等にお金をかけずに、正しい使い方をしてください。
　　　　　　□消費税を何故引き下げないのか,けしからん！
　　　　　　□賃金上がらず物価高の社会に必要な介護の仕事をしている、良い目にはあわない。
　　　　　　□毎日バナナを食べているが、以前は１日１本食べていたが、今は、１日半分で節約している。
　　　　　　□会社員で５年目ですが、ここ３年、昇給なしです。生活できる程度なのはありがたいが、貯めることや将来性がもてない。
　　　　　　□給料が変わらないのに、出費が増えてきている。
　　　　　　□安い年金生活者なので値上げは困ってます。スーパー等安売りの時に買っておくようにしています。
　　　　　　□悲しい事に慣れさせられてしまいました。
　　　　　　□必要なことに使用するなら、消費税を上げても良い。
　　　　　　□食生活、楽しみがなくなりました。
　　　　　　□稼げば稼ぐほど税金で消えていくお金ばかりで、一体何のために納めているのだろうと思います。世界的にも値上げ

していますが、その中で用途不明の税金や国葬などの無駄使いをしている政府に一番不満がある。
　　　　　　□個人事業主などは楽なんて言葉は程遠いこと。　
　　　　　　□電気代、交通費、食材等、日々の生活に身近な物が大変です。　
　　　　　　□税を減らしてほしい。ランニングコストがかかｋりすぎます。
　　　　　　□公共料金や物価も高騰し、生活が苦しい。市役所の漆塗りのエレベータなどムダ。色々な料金が値上げしている中で

市の公金の使い方がわからない。
　　　　　　□コツコツ働いてしっかり税金を払っているのに税金の不法摂取、だます人が多くいるにはびっくりしている。　
　　　　　　□こんな経済状態でも、各国すべて金利を上げてインフレ対策をしているが、日本はできない。アベノミクスは失敗で、

1,300兆円も借金しているから、金利を上げられないのである。インフレ対策は、日本ではできないのである。
　　　　　　□今までと違う状況の中で、厳しい所があると思います。
　　　　　　□何でもかんでも給付するなと。　
　　　　　　□西陣織に長年たずさわってきましたが、生産数も減少、大変辛いです。
　　　　　　□70才過ぎても年金が少ないと働かなければならない。最低賃金を引き上げてほしいです。
　　　　　　□会社員だが、給与が高くならない。市や政府からの補助がほしい。
　　　　　　□何も問題はありません。むしろ、消費税を30％程度にして、所得税・法人税の税率を下げ、議員の報酬をゼロにしてもら

ってはいかがですか？　【20代】
　　　　　　□自分の生活は本当に厳しいので、近くのスーパーは人参一本120円です。それをバスで北区のスーパーで80円のを

わざわざ買いに行きます。　
楽只　　　□円安で喜ぶのはトヨタなど輸出業種の大企業。安い輸入品で生活せねばならない庶民は生活直撃！光熱費やガソリン

代なども上がり大変だ！
　　　　　　□毎日買物に行かない。消費税を下げてほしい。
　　　　　　□若い人の給料が安いため、２５年（バブル後）ほど上がっていない為、もっと上げてやって欲しい。
　　　　　　□国民年金の人は、死ぬしかない。
　　　　　　□年金は減らされたのに、時価がドンドン上がっている。
　　　　　　□いろいろな値上げで生活費全般が苦しくなてきている。
柏野　　　□収入が減少したわけでもなく、一定額は確保できていますので、影響が出ている様子ではないように思います。
　　　　　　□一時的な給付金よりも、消費英をなくしてほしい。又、年金の物価高に見合うスライド制を実施してほしい。
　　　　　　□全体的な物価の高騰があり、少し困っています。
　　　　　　□スーパーも値上げが大きい。今まで100円で買えたものが300円になっている感じです。
　　　　　　□消費税は全ての人に平等だと思います。所得税を払わないでいい方が不平等ですね。
　　　　　　□外出が少なく、人と会う機会がない。
　　　　　　□収入や年金アあ減っていて物価高なのに政府は対応していない。新型コロナ助成金をいただいたが、4年目に入った
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今年マスク、消毒等で、とっくになくなっています。
　　　　　　□毎月生活費がじりじりと逼迫していく実感があります。
　　　　　　□年金で生活している者としては特に国民年金では生活が困難です。その上に、年金は引き下げられています。消費税

も物価値上げも反対です。
　　　　　　□物価が上がっても工賃はそのままで暮らしが心配ばかりです。先行きが見えないです。
金閣　　　□消費税の引き上げより、富裕層の所得税を上げるのが必要と思います。　
　　　　　　□大きな世界経済や日本の物価高の中、どうあがいても個人で挑戦するも不可能で、一人一人の国民もその中で小欲

知足の精神も大切と思います。子どもも高齢者も全国民に平等なのが消費税です。
　　　　　　□日々の生活でいっぱいいっぱいです。子どもがいるので、将来の教育資金を貯めていかないといけないので不安です。

外食・旅行等、全然行けなくなってしまった。
　　　　　　□中には、コロナで店を閉めている方が、収入が多いと言われる方もありました。どうなっているのでしょうか？困っている

人もいるのに。
　　　　　　□アベノミクス、日銀の円安の弊害が大きい。経済政策の転換を。
　　　　　　□給与は上がらないのに、生活費はどんどん上がる。
　　　　　　□円安も重なり生活は大変。輸出企業は内部留保を還元すべきです。
　　　　　　□円安になり、物が高くなって暮らしにくい。ガソリン・食品等、輸入品。
　　　　　　□今までも生活に困っているのに、全然足らなって初めてクレジットでお金を借りました。
　　　　　　□全て値上がりで、年金生活者はどうなるのでしょう。
　　　　　　□非正規雇用者の給料が低すぎる。待遇が悪すぎる。正規雇用者との違いがありすぎる。仕事は同じかそれ以上なのに。
衣笠　　　□８％、１０％の混在は面倒。ばらまきは反対。
　　　　　　□物価は上がる。（光熱費も含む）　円安は進む。年金の支給額は減る。どうすれば良いか教えてください。
　　　　　　□高齢で1人暮らしの為、直接は感じません。子ども中の方は大変だろうと思っています。
　　　　　　□結局支払いの時に,すでに引かれているので、税率が決まってしまったらどうすこともできない。
　　　　　　□物価高に追いついていけない。消費税を５％にさげてほしい。
　　　　　　□年間200万円の年金生活者にとって、国保料（約2万円／月）＋介護（1.3万円／月）はきびしい。（固定資産税17万円

/年と住宅管理費等30万円/年）もあるため。
　　　　　　□老人はいくらでもお金がかかります。もっともっと老人に力をいれてほしい。
　　　　　　□食料品の値上がりも毎日の生活に影響があるが、電気代の急激な値上がりは本当に困ります。
　　　　　　□私は年金生活です。今日現在どうにか生活しておりますが、多分来年ぐらいから生活にこまると思い不安です。最早、

国からの援助も多分出来ないと思う。　
　　　　　　□収入が充分あるので、生活が消費税のの為に苦しいということはありません。持ち家を買うことがますます難しくなる

ので、より人間的な生活をするには消費税を法人税の今の状況を何とかしてほしいです。
　　　　　　□高所得の人からもっと税金をとってほしい。
　　　　　　□本来不要。大企業の法人税減税のためにに毎日支払わされていると思うと、腸わたがにえくりかえります。
　　　　　　□そもそも消費税を導入したいことが、日本の経済が回れなくなった。つまり、市民が財布のひもをしめ、経済の循環が悪

化している。京都市からも早く2種に変更するよう動くべき。
　　　　　　□働く事もできず年金も少なく公共料金だけでもそのままにしてほしい。
　　　　　　□毎日の生活が苦しい。物価高。
　　　　　　□食料品、日用品の値上げは厳しい。給料が上がらないだけに…。ただ、その対応としてお金を給付しても皆ため込むだ

けなので、困窮者向けの食品、日用品の手厚い支給とかが良いと思います。
　　　　　　□コストプッシュ型のインフレとの指摘が妥当と思います。なので、消費税減税が効果高いと思います。
　　　　　　□しかし、物価はあがっていますね。賃金はそれに比べるとあがっていません。
大将軍　　□物価高騰は生活を苦しくしている。
　　　　　　□物価が高くて生活が厳しい。京都は何でも観光地料金で高いのに、府民割のようなサービスもほぼない。
　　　　　　□１０％になって何か良くなったとか便利になったとか、福祉が進んだとか実感がない。せめて、食料品は引き下げてもら

わないと、食べ物のランクを落として購入しているので、生活にも張りがなくなってしまうし、体に悪い。例えば、価格の
安いウィンナーも添加物の多いものにしたり、安かろう悪かろうでガマンしている。　

　　　　　　□レシートを見て以前よりたくさん支払ってるなぁと最近実感。
　　　　　　□商売していますが、コロナの影響とても大変です。京都市からの補助金を出してほしい。
　　　　　　□現状の物価引き上げ、電気料金等、エネルギー関係費の上昇の一方、賃金・年金は引き上げられない、中で緊急対策

として何が一番重要とお考えですか。　
　　　　　　□日常の買い物が２～３割支出が増えた。
　　　　　　□子育て世帯にとって、支出増は痛手であり、かつ子どもが生きる数十年後の日本に希望を見いだせない状況がつらい。
　　　　　　□全ての値段が上がっています。幸い、生活に影響があるレベルではありませんが、食費の増加は看過できないレベル

ではないかと思います。モデル世帯のエンゲル係数の変化のようなデータがあれば、議論の一助になるのではないで
しょうか？　

　　　　　　□消費税が負担になっています。物価も次々上がってきているので家計はしんどくなってきています。
　　　　　　□金持ち優遇政策はアカン。
　　　　　　□年金生活者なので、物価が上がるのは困ります。
　　　　　　□消費税を下げてほしい。
不明　　　□年金が下がる昨今、介護保険が多額であり、日常買物での負担がのしかかってます。世界環境が変わり値上がりもあ

る程度容認しますが、強力な急な施策を望みます。例えば、敬老券のアップの再考。
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　　　　　　□今は問題ないが、これ以上円安が進むと物価が上がらないかと心配になります。若い人たちの生活が心配です。
　　　　　　□へんにバラマキするよりは、消費税を下げた方がマシだが、消費税は万人に平等にかかる税金で、最も公平であると

考えます。
　　　　　　□生活は苦しいが、コロナ関連の税金の使途不明金に何十兆円も使うなら、違う所に使うべき。何故政府に対して糾弾し

ないのか。野党の意味をなさない。
　　　　　　□食費が上がり、切り詰める日が始まった。
　　　　　　□まずは、議員さん。自分のお給料を見直ししてみれば？市民（国民）のために減らして下さい。
　　　　　　□本当に１０％にすることが、必要だったのかと思います。
　　　　　　□岸田さん。プリントを一言一句まちがいなく自分の言葉で国民に伝わる言葉で話をして下さい。あなたのやっている事は

プリントを棒読みしているだけ。
　　　　　　□節約でのりきれている。
　　　　　　□夫の収入が減り、妻のパート代が生活費として、占める様になり、毎日がギリギリの生活です。服を購入したり子の塾

代等は到底出費できません。大学生の学費支払いや、大学受験生の今後を考えるだけで、不安が一杯です。奨学金
は子どもの社会人スタートの際の賃金だと思うと、申請するかどうか迷ってしまいます。

　　　　　　□単純な減税より、お金を使った分、物を買った分や、給料を払った分など、お金の流れを促す減税だと、経済回るのだと
思います。システムや不正の問題等簡単にはいきませんが、「市民に損をさせない」「こっちの方が得」→結果、経済が
回るみたいな。たくさんお金を使うと減税や控除。たくさん給料払うと減税や控除。ある程度はお金を使った方が得な
システムを目指す。

　　　　　　□コロナ、物価、円安のせいではなく、構造的問題がある。絶望しかない。
　　　　　　□天皇の命令で、天皇とその近くの人達のため、戦争をさせられ、軍人勅語によって死ねと命令され死ななければならな

かった。大日本帝国時代や天皇の本土決戦命令で焼け野原になった。１９４５年より前だ。
　　　　　　□今ものところ家計への影響を実感していないが、じわじわとくるのではないかと思っている。
　　　　　　□１回の買い物の費用（代金）が正月買物位の値段になり、生活が苦しくなった。
　　　　　　□もはや終わりに近づいています。市民の暮らしは京都市では何も考えてないから、他の自治体に移住するかな。
　　　　　　□一人親なので、光熱費や食費が上がり、生活が厳しいくなっていると思います。
　　　　　　□年金生活者は大打撃を受けている。金融緩和などいつまでやらせておくのか。資源の少ない国は外国との外交を上手

くやり、平和的に生き残りの道を模索しないと悲惨な結果になる。法人税の増税、（特に宗教法人）を望む。
　　　　　　□他府県よりスーパーの商品が高い。ガソリン代も高く、暮らしにくい。
　　　　　　□スーパーでの買い物時、以前は良く買っていた品まで購入するのに考えてしまって、迷ってしまうことが増えた。
　　　　　　□廃業、倒産、あとは自死するだけか？アルバイトの掛け持ち。年金（国民年金減額）だけで生活できず倒れて死んでも

病院にはたどり着けず、共産党はたよりにならず。ビラ配りを必死にやっているだけ。
　　　　　　□コロナのマスク代の費用。物価高。この先不安。考えただけで病気になる。

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

【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
　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
紫竹　　　□コロナや、外国からの観光客と未来の京都の財政健全化と一緒になって、市民に負担を押し付けているのはどうか？
　　　　　　□免許返納などの点から制度自体は良いものだと思うが、自分がまだ学生の為か、特に良いものだとは思わない。

今まで、高齢者を優遇しすぎている。
　　　　　　□財政面からも、仕方ないと思われます。障害をおもちの方など本当に困った人にのみ無償で交付しては？
　　　　　　□決定は安易です。使用料の引き毛が２倍３倍はひどすぎる。　
　　　　　　□６６才の為まだりようしていません。乗車証が手に入れにくくなると、高齢者は非活動的なり健康に悪い。　
　　　　　　□私は１k月５万円ほどの年金暮らしですが方法は難しいが５年前に乗車証をもろうようになってからは、年5,000円は安

すぎるといってきた。共産党のように消費税にしてもこの乗車証にしても市民に甘いことばかり云ってもダメ。もっと責任
ある施策を提案せよ。

　　　　　　□非常にいい制度であるが、財政の厳しさを考慮すると年令、負担金の引き上げは必要。
　　　　　　□京都の市バス敬老乗車証は全国に誇れる制度です。継続すべきです。負担金を一気に倍にするには問題がある。

２割・3割と理解できる範囲にする。
　　　　　　□老人の乗車している昼間はバスはすいている。老人が乗車してもガソリンはそんなにく変わらないと思う。1万円以上は

ダメです。
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　　　　　　□しゃあない。
　　　　　　□年令が上がるにつれて外出し、体力保持と人との関りを維持してないと認知が近づいて来るから、その予防が大切だと

思ってる。寝たきり老人になった、迷惑をかけたくないから、毎日、日光に当たり生きてる限り「体も心も」健康でいたい。
待鳳　　　□メリットー外出のはばがひろがる。

来年度値上げせず、乗った人がその時100円現金（チケットを作って）その都度これ位なら大丈夫。パスは上げない。
　　　　　　□せっかのの制度がこのままではダメになる。元に戻すべきです。
　　　　　　□早朝、平日昼間等、利用しているのは敬老乗車証利用者だけだと聞きます。子育て世代は、バスや地下鉄が高いので

利用できず、外出をあきらめているのに、どうして年寄りだけが優遇されて遊びまわっているのか？年金も生活保護も
私達世代からの税金でまかない、それでも足りないと言われ、本当にあつかましい。敬老乗車証の廃止を。

　　　　　　□感染しない為にも外出は控えているが、今まで利用回数は極めて少ない。しかし、持っていれば交通費は心配せずに
気軽に出かけられるという安心感がある。1カ月1,000円弱の負担はできます。制度の目的からすれば、対象者は70才
以上にして、高齢者の外出（健康維持のため）を支援する方がよい。

　　　　　　□公共交通機関以外に利用する術がない者は負担金の増加で、利用するなと云っているのと一緒。
　　　　　　□平成5年からは、バスでの外出を控えます。
　　　　　　□障害者や老人にしわよせをしないでください。
　　　　　　□2倍になった今年度は、夫婦共利用しました。1人5,000円→10,000円×２　来年度は考えます。　
　　　　　　□ある程度の負担増はやむをえないが、高額所得者は除外すべき。もしくは、負担増にする。

　　　　　　□余り外出しないので、乗り物いらない。車に乗せてもらう。自家用車やタクシー等。　

　　　　　　□2021年度決算で4億円の黒字が出たので、負担金の値上げをするべきでない。
　　　　　　□高齢者の人数が多いので、制度を厳しくする必要はあるのかも知れませんが、本人の責任ではない為、もっと早くから

段階的措置が必要であったにもかかわらず、先延ばししてきた市政に責任があると思います。
　　　　　　□今までは敬老乗車証は７０歳以上で利用でき、負担金も少なかったらしいが、京都市バス・地下鉄事業が赤字なので、

利用者負担金を来年から２倍、３倍と値上げして利用者年齢を７５才以上に引き上げるようだが、ある意味で仕方が
ないのかなあと思います。

　　　　　　□年寄りの外出を促すのであれば、必要なのです。車がなければという年寄りを増やしてどうするのか。
　　　　　　□来年度からの３倍はきついです。せめて今年度と同じでお願いします。
鳳徳　　　□長年市政に協力、貢献してきた高齢者にはうれしい制度です。外出しやすくなるため、交遊・交・経済効果も十分あると

思います。
　　　　　　□そもそも京都市に敬老乗車証が作られたことを思い出し、敬老の精神を忘れないでほしい。市がそれだけの黒字ならば

元通りの金額に戻すことを要求します。　
　　　　　　□敬老乗車証制度も含めて、高齢者に冷たい市政運営を痛感する。
　　　　　　□市バス、地下鉄など、20人乗ろうと３０人乗ろうと必要経費は一緒。高齢者、子どもぐらいは無料にしたらいい。
　　　　　　□この制度の詳細を知らないので、申し訳ないですか、二案金は一律なのでしょうか。対象者の収入に応じて、負担金額

を設定するのはどうでしょう。
　　　　　　□現行通りにしてほしい。
　　　　　　□郵便局にもお世話様と思いますが、あれより良い方法は思いつきません。何か良いアイデアがあれば実行して下さい。
　　　　　　□今年度は今まで通り利用するが、次回から３倍に値が上がれば考える。バス利用を控えて、外出を減らす。
　　　　　　□団塊の世代の人口が一番多いのに、その世代に焦点を絞った政策をしないと、経済も復活しません。閉鎖的な思考で

の考えばかりでうんざりします。前向きな対応と思わせている政策も、逆に庶民には負担が来るものが多いと思います。
　　　　　　□元気に出歩けて、健康な高齢者を育てるようなことも目的で反かったのか！　年金高齢者をいじめるな！
　　　　　　□やめるべき。
　　　　　　□収入のある人には、年齢関係なく不要。　
　　　　　　□市民生活を守って欲しい。買物にも行けなくなる。…商店困る。 　
　　　　　　□平均寿命が上がり、就労年齢も上がっているので仕方がない。全体的な物価上昇の中で、これだけを取り上げて問題

にするのは適切ではない。
　　　　　　□所得の高い人は出す必要無し。　
　　　　　　□収入ある高齢者からは負担金を引き上げるのも仕方ない事だと思う。
　　　　　　□今まで良かったです。これからも。
　　　　　　□敬老乗車証は時代遅れ。次の世代に負担するのは理不尽。
紫野　　　□急激な値上げでなく、もっとゆるやかにすべきで、そのために間引き運転等の合理化が必要。
　　　　　　□高齢者に外出の機会が増え、健康増進に役立つと思う。　
　　　　　　□７０才以上で、パート、バイトで通勤されている方が、敬老乗車証を使用されています。会社は定期代を支払い定期で

通勤するように、京都市は会社を指導する。1人約年間１０万円収入が増えます。
　　　　　　□地域によりますが、バスが利用できる方は限られている為、ある程度は仕方ないと思います。子ども世帯に比べると比

較的優遇されていると感じます。バスに乗らない方法を選びます。
　　　　　　□高齢者の移動手段は限られている為、バスはとても需要な存在だと思います。なので、ここから金をとるようなことしない

でほしいです。
　　　　　　□高齢者いじめはやめろ！
　　　　　　□実質この様な値上げは考えられない。
　　　　　　□対象外なので、わからないが、財政が黒字なのであれば、現行のままの方が良いのでは。他に削る所がある様に思う。
　　　　　　□お年寄りにも外出してもらい、経済をうるおす手伝いをしてもらうのは必要。外出控え、寝たきり老人が増えると医療費
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に負担が生じる。
　　　　　　□市バスの長年続いていた”昼間割引回数券” ”トラフィカ京カード”がなくなった。市バスに乗る庶民をいじめるな。廃止す

るポイントをまちがっている。
　　　　　　□乗車証の値上げは止むを得ないと思います。　
　　　　　　□８０才を過ぎて1人暮らしのため、認知症予防の為、バスを利用して外出を心がけています。催し物や、お花が満開など

と知ればバスで出かけていましたが、高くなればささやかな楽しみだったお出かけも控える様になるかと…
　　　　　　□以前の制度に戻してほしい。将来世代の願いです。
　　　　　　□車運転できない場合の足は必要だと思うが、制度についてはよくわからない。
　　　　　　□老齢の為、医者への通院にはありがたいと思っています。しかし、高収入の方々からは少し助けていただけたらと思う。
　　　　　　□子育て世代や若者に手厚くするべき。小学生を無料にすれば、転入者が増加するのでは？子ども達が京都の神社・

仏閣をまわり、歴史を深く知り、京都を大切にする人物に育ってくれることの方が大事。
　　　　　　□今までがルーズすぎた。
　　　　　　□２倍、３倍の値上げはあまりにも幼稚では。
　　　　　　□必要だと思います。乗車証の金額も高い。乗車証はお金がかかるため。
             □協力金をもらった人が何倍にもなるのは当然ですね。
　　　　　　□引き上げ額が大きすぎる。今年は利用するが来年は考える。
　　　　　　□自分も、腰、足、ヒザが不自由になりつつある。医療費がかかる上、移動手段として市バス・地下鉄も高くなれば外出し

なくなり、不健康に拍車がかかる。　
　　　　　　□敬老乗車賃を上げるならば、市長、議員、職員の給与・退職金をもっと下げよ。指定都市では財政が悪い割に給与等が

高すぎる。職員の人数も多い。
　　　　　　□バスはコロナになって、ほぼ使っていません。安心のため、求めています。
　　　　　　□大切。　
　　　　　　□いきなりの７５才からの引き上げは納得できない。ならば、今まで７０才からの人は充分活用しすぎだと思う。
　　　　　　□７０才になったら乗車証の利用を楽しみにしていましたが、半年だけで次回はやめようと思います。上げるとしても２倍は

高すぎます。３月から半年使用できるのですが、初回利用した時、運転手さんの態度が悪かったので、利用者にはこん
な態度かと思うと、利用したくなくなりました。年を取る事は不安で、安心な生活は望めない気がしています。

　　　　　　□そもそも不要ではないですか。福祉政策は、高齢者対策よりも未来を担う子ども達に重点を置くべきですよね？選挙権
のない子ども達を考える余裕はあなた達にはないでしょうけれど。若者に向けた発信、未来に希望の持てる施策を提案
してはいかがですか？

　　　　　　□この制度は、日本は京都だけです。私は玉本なるみ様のおかげだと、心に銘じています。
楽只　　　□バス・地下鉄の利用者を減らす＝年金生活者の足を奪う＝敬老乗車証の値上げ、何か良い事があるのでしょうか？

収入増につながるために取る施策としては最低。市の職員も高給もらっているのだから、少しは智恵を出してはどうか？
　　　　　　□どこへも行かない様にしている。バスに乗らない。
　　　　　　□いい制度だと思います。このまま続けていってほしいです。
　　　　　　□敬老乗車証があまりにも高くなれば、利用するのを止めたいと思います。
　　　　　　□今年年間１万円。この程度で限度。来年、又上がるとは市民の負担増は恒久的なのに、職員の給料カットは来年３月

までとのこと。財政再建の市の本気度に疑問を感じる。
柏野　　　□制度が出来た当初は、高齢者の社会参加が目的で、これまで働いてこられた労をねぎらい、自由時間を楽しんでもらう

ために乗車証を無料で交付されていたので、本来の目的からかけ離れているように思います。　
　　　 　　□ 外出がままならず、交通機関の利用は援助なしでは。
　　　　　 □ 10年前、京都市へ移住した時に、義母が敬老乗車証を使っていて知った。まさに敬老！さすが京都。良い制度だと思い

ました。年を取った時の楽しみになると思った…のに残念。負担金はともかく、70才から使える様にしてほしい。
　　　　 　□ 制度は維持してほしい。負担金の上げ幅が大きすぎる。
　　　 　　□ 値上げやむなしですね。
　　　 　　□ 外出する機会が減った。
　　　　　　□年間パスではなく整理券の発売の方が良い。たまに乗車する人にとって年間パスは高額になるし、購入しない人にとっ

ては恩恵がうけられないので、乗車した分のサービスとして整理券発行。（5枚つづり、10枚つづり等）
　　　　 　□ 70才以上一率にするのではなく、所得に応じたやり方でやればよい。
　　　　　 □ 無料にするか、以前の様にもとに戻すか。
　　　　 　□ 必要以上に出かける人が多い。
金閣　　　□赤字を出してまでは必要無しと思う。
　　　　　　□京都市の制度でありがたいもののひとつですが、負担金が３倍になると使いたくても使えません。７０才以上の人が使

える回数券（１枚１００円以下）を作って、身分証提示で必要枚数を購入するなどでも良いかと思います。【上田】
　　　　　　□車に乗る（運転する）人が増えるので、敬老乗車証も負担金を引き上げは反対。

　　　　　　□基本的に市バス・地下鉄も料金を無料とする必要無しと思います。高齢者も低額でも払うべきと思います。

　 　　　　□ 高齢者の負担金を増やすべきではない。もっとお金の使い方等、見直すところが山ほどある。
高くなった！　負担金の支払い程乗らないから、もう乗車証受け取らない、と言われる方もあり。

　　　　　　□買う時は少しもったいないと思いますが、外出の機会が多く便利なので引き換えて利用してます。
　　　　　　□高齢者の外出の機会中はフレイル予防、医療費減につながる。その機会を奪ってはならない。

無くすべきである。
　　　　　　□出かける元気なお年寄りが少なくなるので、バス敬老乗車証は必要であるが、高くなると免許証返納も少なくなる。
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　　　　　　□２倍の値上げはきついです。これ以上上げないで下さい。
　　　　　　□制度が存続するなら負担が増える事は仕方がない。但し、対象年齢の引き上げは、制度の存在意味から言って、あり

えない。車の運転を早めにやめてもらうためにも、７０才が限度だろう。７５才は賛成できない。
衣笠　　 　□敬老カードを持って、子供料金にしては。植物園、動物園等々只でなく、半額とか１００円とかにすべきだと思う。
              □利用する事が多いので感謝しています。現金を出す必要も少ないですし。
　　　　　　□　　一律に配布ではなく、利用した分だけ「敬老乗車証カード」に記録されるように。利用した分の何割かを後日支払うなど。

あまり利用していなくても、とりあえず購入しているかも。
　　　　　　□　　お年寄りが多いから値上げするんですか？
　　　　　　□　　税金の使い道が間違っている。福祉・医療・教育・保育、人々の命と暮らしに税金を使ってほしい。
　　　　　　□　　年収３～４００万以上もある人が、3,000円/年のパスはおかしいと思った。それ以下の者は、せいぜい6,000円/年ぐら

いが良いと思う。
　　　　　　□　　本当にこの内容を考えてもらいありがとうございます。そんなに毎日乗らないです。議員は交通が「ただ」なのはおかし

いです。
　　　　　　□　　今まで通りが良いですが、仕方がない場合は、2通りでやれば良いと思う。一つは敬老乗車証発行するもう一つは、

１回乗車ごとに50円、100円を支払う。どちらかを選んでもらう。
　　　　　　□　　市の利益よりも市民、特に高齢者等の利益を優先してほしい。政治の怠慢を市民に押しつけないでほしい。
　　　　　　□　　収入によって、変えれば良いと思う。
　　　　　　□　　まだ、５０代なので実感はないが、都市を取ったら大変なので、今のうちに政府が整備すべきだと思います。ただ、より

小回りのきく、タクシー利用がより可能になる方が、はるかに実情に合うものなると感じますタクシー会社との提携など。
　　　　　　□ある程度引き上げはしかたない。
　　　 　　□ 高齢者ねらいの悪政。あまりににひどい。インフルエンザ予防接種も非課税世帯も有料になりましたが、ひどすぎる。よく

市民は黙っていると思います。
　　　　　　□　　この制度は全国的にみて先見の妙があった。つまり高齢になっても気軽に出かけられ、長い目で見れば高齢者の医療

負担軽減につながっていると思う。
　　　　　　□　　７５才以上だと７利用する人も少なくなる。別々でいいのではないか。ほとんどは通院の為、使っている。地下鉄とバスと

同じというのもおかしい。
　　　　　　□　　今後、自家用車も手放し、バスでの移動を考えている。遊びでの移動は控えても生活に必要な買物での移動は必要な

ので、一時的に仕方なしでも続けてほしい。他県ではがんばっているところもあるのは、うｒらやましい。未来明るい生活
ができるうにしてほしい。

　　　　　　□　　来年から２倍に上がるので利用は止める。
　　　　　　□　　私は７０才以下なので、実感がわからない中、自分が７０才ならこう思うと回答しましたが、希望だけで書くとこうなります。

きれい事ですが、現在７０才以上の人がどれだけ京都市に貢献してきたのか？ということにより、それに報いるこの制度
の改訂が甘いのか、からいのかかわってくような気がします。

　　　　　　□　　必要なこすとは公平に負担すべき。
　　　　　　□　　年金暮らしの我々にとってはたいへん結構な制度だと思う。
　　　 　  □ 年金暮らしの我々にとっては大変結構な制度だと思う。ただ値上げするタイミングが５年くらい遅かったのでは。それと

７０才から遅らすのは問題がある。　→　不公平感があります。
大将軍　　□引き上げる必要がわからない。
　　　　　　□　　市バス運賃を上げるよりかは敬老乗車証を上げるべきだと思うので良い。
　　　　　　□　　まだその年齢になってないが、自分が乗車証をもらえるなら、めいっぱいバスに乗る。元をとりたいし、少々遠回りして

も無駄にならないように、乗車証を使うと思う。高齢者が有効に使うことで、体が健康になったりして、医療費の減少が
見込めると思う。それらの事も調べてみてはどうか？と思う。明確になれば乗車証を安く買って、使ってもらえることに
意義があるとわかるし。７０才だとまだまだ働いている人がいる。その人たち労力は国にとってとても大事。バスで通勤
してとても困る。年令の引き上げは絶対やめてほしい。今まで充分使ってた人は値上げがされても交付してもらうだろう。
今から車やバイクを使うでもなし。　

　　　　　　□公共交通はその町の生活にとって大切な機関。ユニバーサル・デザインは誰もが便利に使うことを求めています。
元気で安心して外出出来る町でありますように。

　　　　　　□　　人生１００年、健康年令８０才、労働年令７０才といわれる現在、敬老乗車証対話が今後、２～４割になる事が予想され
る中、紅葉交通機関の健全な経営にこのような制度・思想は適切とお考えですか。　

　　　　　　□　　老人が元気に活動していれば消費も増え、医療費も減ると思う。
　　　　　　□　　半年前に京都に移ってきたが、こんな制度がある自治体を関東では聞いた事もない。こんなことに使う金があったら、子

ども食堂やヤングケアラーの支援等、これからの世代に注力すべき。　
　　　　　　□　　元に戻せ。　
　　　　　　□　　人口が多いかつ、公的医療等で財政支出の大きい高齢者に負担を求めるのは当然、高齢者のための政治では日本の

未来はない。　
　　　　　　□　　使用の機会が皆無なので、利用していない。
　　　　　　□　　実際に恩恵をうける立場ではないので、わからないことも多いですが、高齢者にとって手軽に外出できる手段を確保す

ることは、健康を維持の面からも大事ではないでしょうか。
　　　　　　□　　大切。ますます高齢化社会は進む。足の弱くなった老人の支えですから。
　　　　　　□　　いちいちお金を払わなくても良いので、便利でしたが、金額が大きくはね上がり、それに見合うだけの外出をするか疑問

です。　
　　　　　　□　　年金生活で20,000円の支出は高い。月4回（往復）では、元取れず。公共交通の用なさず。利用者が減るのでは。
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　　　　　　□　　今までも利用は以前の金額より低かったので、思い切り高くなったののでやめます。
　　　　　　□　　従来通りにしてほしい。”赤字はない”のがわかったので。バス・地下鉄を使うことは、健康維持にも効果あり。
　　　　　　□　　負担増となれば、高齢者の乗車が減少し、減便等が増えた便利性が悪くなる。
不明　　　□７５才は上げすぎ。健康寿命は寿命より大部下です。７５才では少しの機関ですよ。一時的な赤字で急な大幅値上げを

せずに、回復とインバウンドでいけませんか。累積黒字もあるでしょう。高齢者尊重、皆が行く先です。従来通りか、小
幅値上げで、ずっと赤字になるる事はないので、もっと静かに冷静に考えてください。3,000が6,000、9,000、は高齢者
や市民の生活では荒っぽいです。大いに再考すべきです。市長の失政になります。

　　　　　　□　　色々な案があるそうですが、年金暮らしの高齢者は今まで通り以外は考えられない。
　　　　　　□　　値上げはやめてほしい。
　　　　　　□　　新型コロナウイルスが流行ってからバス外出が減ったので、それ以来敬老乗車証の利用はやめております。病院など

の通院と言った必要性があれば購入いたします。
　　　　　　□　　公共交通機関を利用する以上、一定の負担は当然。財源は若者が払った税金です。
　　　　　　□　　数回乗れば元は取れるから、値上げはいいと思うが、路線によってはバス混みすぎる。
　　　　　　□　　高齢の方と子育て世代、どちらに重きを置くのかを考えた制度にしてほしい。
　　　　　　□　　なぜ、老人がアンケートに答える前提？
　　　　　　□　　敬老乗車証の値段は不必要に安すぎると思います。同じ期間使用できる全線定期が20万円なのを考えると、もう少し

高額にしてもいいと思います。
　　　　　　□　　収入制限を厳しくするのは仕方がない。
　　　　　　□　　実家（九州）の田舎ではバスは一日数本しかなく、高齢の母はついこの前まで車を運転しない事には生活が不便です。

それを思うと、京都市のバスは大変充実しており、高齢者は特に恵まれているなあと思います。子どもを数人引き連れ
てバスのなると、子育て世帯には交通費がかかります。京都市民皆が無料になればいいですね。市外や観光客から
のみで黒字になればいいですね。

　　　　　　□　　特にお金を持っている老人にはどんどん市内を動き回って、満喫してお金を使ってほしいです。移動先でたくさんお金を
　 使ったら、安くなるとかできるとお金の回りは良くなるかもですが。高齢者の運転が危険視される昨今なので、電車移

動は大切だと思います。
　　　　　　□　　今まで通りであれば気楽に外出出来たが、2倍にもなれば出るのを控えようと思います。
　　　　　　□　　京都市の今の進め方で良いと思う。
　　　　　　□　　続けていくのが良いと思う。出かけ易さは重要。出かけ易さを保つことは長い目で考えた時に、介護予防にもなると思う。

引き上げが良いとは思わないが、高齢者人口の増加などを考えると、引き上げも仕方ないのではないかと思うが、引き
上げ率を緩やかにすべきではないかと思う。

　　　　　　□　　引き上げ幅が、常識をこえている‼とみなさん困惑している。
　　　　　　□　　買い換えて使ってます。共産ががんばてもどうにもならんので…！
　　　　　　□　　高齢者の方も年金で大変だと思います。
　　　　　　□　　これまで高い住民税等を支払い続けた結果、今現在の生活基盤にあるのに敬老乗車証くらい無料で（神戸市のように）

配付して当然。少子化で子どもを甘やかし続けた結果が今の体制になった。術のない子どもや中年層を生んだのでは？
　　　　　　□　　敬老乗車証制度もですが、学生定期の値上げも考えてほしい。せめて、子供の頃から京都で育った京都在住の学生

定期の値上げは止めてほしいです。
　　　　　　□　　3,000円からいきなり倍（6,000円）は大変きつい状態ですネ。せめて4,000円～5,000円位なら仕方ないと思いますが

見直して頂きたいと思います。
　　　　　　□　　高齢により身体が衰えてきているので、タクシーの割引があればありがたい。
　　　　　　□　　73才、1万円で更新いたしました。しかたない！
　　　　　　□　　非課税の人は、3倍になっても　9,000円。5,000円の人は 15,000円。差がきつすぎる。生活が苦しいのは皆同じ。

非課税の人でも資産をたくさんもっておられる。不公平。物価高に2倍、3倍はあんまりだ。そんなに赤字だったら制度を
無くしたら良い。

【５】　子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

回答５－２ ご要望などをお聞かせください。
紫竹       □出産費用がもっと下がってほしい。
　　　 　　□ 私の頭の悪さが一番悪いのですが、親をもう少し楽にさせてあげたい。京都での学びは充実して楽しいが早くはたらか

なくてはと思ってしまう。
　　 　 　　□私達の世代は（60才近く）あまりこういった視線のなかったせだいなので、甘いかとも思います。しかし、小学生までの

医療費無料ぐらいは、した方がいいと思う。すべては他の税金の無駄使いをやめ、健全化してほしい。
　　　  　　□子ども【中村は国の宝です。こそだてをしやすい国に。高齢化社会が心配です。
　　　  　　□大学を卒業したら返済に追われ生活が大変と聞きます。給付型の奨学金を作り案印して学べるようにしないと未来は

ありません。　
　　　　  　□絶対無理。耳障りの良い事ばかり云うな無責任。
　  　　　　□子どもの健康に関してもっとよくすべき。
　  　　　　□大学費の引下げでなく、完全無償化を求める。　
　　　  　　□子どもの未来を悲惨なものにしてはならない。誰でもが（貧困い関係なく）平等に教育を受けられる様にすべし。
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待鳳　　　□将来ある者にもっとお金を。学生に支援してください。京都に住みたいと思われる位、教育費を下げる。
　　　　　　□奨学金など借りても返さず破産されるのだから貸すべきではない。奨学金の出征払い？制度も返済しなくてはいけなく

なるような年収は得られないのだあから、結局免除されるんだし、返さないのと同じ。それなら、借りなきゃ損ってなるし
皆が借りて返さなくなるなら奨学金アドやめて、高校も大学も完全無償化すればよい。

　　　　　　□子育てから（特に）女性の負担を減らすことが大切。
　　　　　　□孫の事を考えると心配です。　
　　　　　　□日本の将来を支えるためにも、子ども達を大切に育てることが、経済の発展につながります。子どもは日本の「宝」です。
　　　　　　□子どもが多く生まれた時代は、社会全体に”何とかなる。働いていれば”という空気がありましたが、今は親世代に自分

が生きるだけで精一杯という考えがあります。昔に比べて子ども皆が高学歴になり過ぎたことも原因と思います。
１次産業など学歴不要の仕事の「安定性」を上げるなど、やってみる価値があると思います。

　　　　　　□進学したい人が見な進学できるように。
鳳徳　　　□どれもこれもぜひ実現してほしい。
　　　　　　□返済義務のある奨学金は名称を変更するべき→学生教育ローン。給付型のみ奨学金だと思う。
　　　　　　□保育士や介護士など仕事がハードな割に給料が安く、離職者が増加している。安心して働ける職場作りを望む。
　　　　　　□義務教育の無償、給食、食育、食べる事生きる事の大切さを考えられるように。月,・火・水・木・金、普通に働けば大学

卒業までの子育てができるようにしなければ、子どもも増えない。
　　　　　　□給食費だけでも無償化できると良いなと思います。食事大切ですよね。
　　　　　　□アメリカでは奨学金制度が充実していると聞いていましたが、大学卒業に日本の１０倍かかると、最近聞きました。奨学

金返すので生活が破綻している方が多数あるとNHKのテレビで見ました。日本の方がましと思います。親に頼らずとも
意志と学力があれば大学か専門学校まで行ける日本になってほしい。いとこは母子家庭のため、妹・弟を養うため、好
きな仕事にもつけず親のいいなりの就職をしっました。中卒で。

　　　　　　□食育も含め、食事作りは親の務め。給食は小学校だけで良いと思う。何でもかんでも無償化するのは如何か？本当に
困っている人、勉学に励みたい人には必要でしょうが、今のままではあまりにもザル、無駄が多いと思う。

　　　　　　□未来を担って行く子どもたちが希望通りの学問を心配なく受けられるよう社会にしてほしい。我が国の未来はひとえに子
ども達にっかている。　

　　　　　　□子どもの医療、コンビニみたいに受診する人がいるので２００円／月は安価すぎる。せめて1,000円／位は負担しないと。
　　　　　　□やはり将来を見こすと大切な事なので、子どもは宝ですから。
　　　　　　□乗車証より、こちらを早くしてあげてほいい。
　　　　　　□完全に無償化するのは反対。
　　　　　　□中学校の給食、ぜひ思います。朝食のとれていない子どももいると思います。ぜひ昼食を希望します。
紫野　　　□子ども食堂が増えていたのに、今はコロナ禍でまた孤立。子どもを大切にできないと住民は増えません。京都市より向

日市、長岡京市の手厚さにひかれます。本当に残念です。外国人・障害児にやさしい京都市でいてください。
　　　　  　□京都だけでなく、日本は教育に金かけなさすぎだと思います。
　　　　  　□まじめに進学を考え、学ぶ姿勢のある人、家庭のみ支援すれば良い。一律は良くない。
　　　　　　□私自身、給付の奨学金で卒業したので、とても助かった。低賃金で奨学金が残るのはキツイ。それならせめて給料を上

げるべき、子育て支援も同様。
　　　　  　□支出をどのくらいひかえ、子ども達に使えるかを明確にしてほしい。
　　　　  　□子どもなど、将来世代の未来を、希望の持てるものにしてほしい。
　　　　　　□税金の使い道を、子どもの医療や食費に使用してほしい。
　　　　  　□財政が破綻しかねないのに、無償化、無料と掲げる？どこに金があるのか、支出ばかり。
　　　　  　□個人的には子を望んでいませんが、第3者として見ても、今の世の中で子どもを育てるのは大変そうと思います。
　　　　  　□全ての子ども達の心と体の育成の為に、中学校給食は必須。
　　　　  　□今の給料や、支払いで子どもを産む決断をしぶっています。もう少し子育て支援がほしいです。金額で共働きをしないと

行けない状況で厳しいです。
　　　　  　□大学の授業料が高すぎる。
　　　　  　□子ども医療費は無料化には問題ないと思いたいが、個人個人により無料だからと何度も平気で活用する人がいるのは

どうかと思う。
　　　　  　□所得に限らず支援してほしい。
　　　　  　□私立学校等への助成は必要ないと思いますが、国公立学校はもう少し優遇があってもいいように思います。
　　　　　　□早く実行してくださるよう望みます。　
楽只　　　□保育所の拡充と入所基準の再検討（サラリーマンが圧倒的に不利）。自営業などで所得の申告が低い者が有利な制度

は改める！
　　　　  　□高校も義務養育にしろ。
柏野　　　□京都市立幼稚園への入園希望者が毎年減少していますが、…「何でなの？」と思っています。
　　　　  　□子どもがひとりでも増えるために、みんなで協力。
　　　　  　□3才からの医療費が1,500円／月の負担は大きい。
　　　　  　□学費の無料化。
金閣　　　□大学の授業料が高すぎるのは、高等教育の機会をうばうことにならないでしょうか。働き方が変わって専業主婦が減っ

ているのに、中学生になるとお弁当を作らなくてはならないのは、家庭のどこかにひずみが溜ることになると思います。
　　　　　　□子育てしやすい街にしてほしい。
　　　　  　□府下の中で、無料化の市があったり、有料であったり。公平にするべきと思います。義務教育の給食費は無料にすべき。
　　　　  　□少子化が進んでいる京都は特に子供の数が減っている。子育て支援に一番力を入れて、子どもの数を増やすのが、最
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優先。医療費の無料化は今すぐにでもやるべき。京都市は高すぎる。
　　　　  　□京都市は近隣に比べ子育て支援が不十分。子育て世代に敬遠されている。結果、税収も減。抜本的改革を！
　　　　  　□京都市は子育てしにくい都市№１だと思う。
　　　　  　□子ども医療費助成、京都市は大幅に遅れてます。子育てしたくなる街ではない。
　　　　  　□大学が多すぎてもうかっている。就職できない大学はなくすべきである。本当に勉学したい学生だえ入り、ドイツの様に

何年かかっても卒業する事が重要である。
衣笠　　　□本気でまなぶつもりが無い人にまで奨学金はどうかと思う。
　　　　　　□返済不要の奨学金の拡充をよろしくお願いします。
　　　　　　□上記すべて実現してほしいです。
　　　　　　□パワー夫妻（年８００万以上ぐらい）には、ある程度自己負担するような仕組みを考えては？
　　　　　　□給付制奨学金の拡充、これが第一です。それと子供の医療費の無料化を１８才位まで。それと私の子どもの時に奨学

金を受けるのに天下り団体の保障制度ができ、保障手数料を奨学金の中から当時￥5,000を取る（毎回）悪どい制度が
ありました。現在はどうですか？

　　　　　　□市民の生活が向上すれば、市からの支援を求める事も少なくなるのでは？長年の政治（市政）の怠慢が現在の京都の
窮乏を招いている。

　　　　　　□安心して子育てできるようにしてほしい。
　　　　　　□子育てに金がかかりすぎる。恐ろしい国だと思う。子どもを育てられるように上記の事すべてやるべき。
　　　　　　□少子化の問題は色々あると思いますが、一番は、子どもに係るお金がかかりすぎ。生み育てる親が多くなっている。

これは国家ぐるみに子どもに係る負担を少なくすれば親はもっと子どもを産み育てると思います。
　　　　　　□子どもの無料化は反対である。少子で大人が働いているから負担すべきと思う。
　　　　　　□みんな大学に行くのに、国公立大学に入りにくい制度、私立大学は学費が高い。学費引き下げはやるべきと考えます。

子どもさんは世の中で宝です。医療無料化はぜひ拡大してほしい。
　　　　　　□赤ちゃんを産み育てる費用を安く（あるいは支援）すべきだと思います。
　　　　　　□少子の時代に子育て支援をしないと、未来に希望がもてません。
大将軍　　□元々住んでいた県では全員中学校給食だったので、それじゃないのに驚いた。早くそうして上げてほしい。
　　　　　　□出来る限りの事を子どもの教育や育ちに財源を確保してほしい。インドが教育などを充実させたことで国力も増し、優秀

な人財が育っていると聞くので、やっぱり、子どもに係る財源は減らしてはダメだと思う。子どもがいない人や子育てが
終わった人でも，回りまわって必ず自分を助けてくれる。子どもは国の宝、そのものだと思う。　

　　　　　　□これらの政策は実現にどれだけの費用が必要か示してください。その上でその費用を現状の収入予算の構造の中で
誰がどの様に負担をするのか示してください。高度経済成長モデルの発想から脱却し、どこからどれだけ収入を得て、
どこにどれだけ使うのか、その効果判定をどのように行い公開するのか表示してください。　

　　　　　　□正規の教職員を増やし、少人数学習でなく少人数学級を実現してほしい。非常勤の専科教員でなく正規職員による専
科教育を充実してほしい。

　　　　　　□最近、中高生の制服を新品でなく、リペア店で購入する親が増えているらしい。決して古着が良くないとは思わないが、
こういう店がどんどん増えているという現状には複雑な思いを抱く。シルバー民主主義も結構だが、これからの世代を
担う家庭を助けないと、この国に未来はない。

　　　　　　□公的教育の充実により、貧富に関係なく子ども達が高度な教育を安心して受けられるような制度が必要。公立学校の
学力向上も必要。　

　　　　　　□高等教育へのアクセスを下げる事が何より今の日本に大事な事だと思います。（私が大学教員であるせいもあると思
いますが　教育への投資の拡大を望みます。　

　　　　　　□小さな子どもがいないのでわかりませんが、中学へ子どもが行っていた時、お弁当が大変だったので、給食を。
　　　　　　□”子育て支援、子どもを増やす”為には、上記全ての施策が緊急に必要と思う‼
不明　　　□民主党が全員平等にと導入した子ども手当に自民党が所得制限を導入。その際に控除に復活されず、ていよく増税さ

れただけである。国によるサギである・
　　　　　　□医療費を無料にすれば、ちょっとしたことでも医者に行き、医者が儲かるだけ。そんな事に税金を使ってほしくない。

それよりも、先生の数を増やすなど、負担を減らすべき。
　　　　　　□子ども世帯には冷たい京都市政と日々感じま。子どもが伸び伸びと遊べる施設は無し。医療費の負担が大きい。大阪

市や、大津市、草津市等がうらやましい。公共の屋内外施設で子どもが遊べる場所が充実している。
　　　　　　□ほぼ全員大学に行くのであれば、大学も無償にしてほしい。教育にお金がかかりすぎ。
　　　　　　□大学（特に私立大学）の学費は高すぎるので、下げるべき。その一方で、いわゆるFランク大学とよばれるレベルの低い

大学はなくすべき。
　　　　　　□いちも全て無償にしてくれたら…と夢でしょうか？　もっというならば、発達グレーゾーンで学校を不登校中の我が子に、

もっと手をさしのべてほしいです。”学校”に行かない事には、何も受けられないのが現状です。（月に1回登校できなく
手も、給食費を求められることにギモンです。）

　　　　　　□予算があれば全部。根本的には親の給料や所得が増える政策が必要。
　　　　　　□少子化を止める気が無いのかと思う。無能or意図してやっているのか。ハンガーゲームの様な世の中をめざしている

のか。
　　　　　　□天皇の命令で未成年者が学徒動員をかけられ、死んでいった社会の再現のない社会を作ってほしい。教育勅語の様

に一見美しい文で本当は天皇とその近くの人達のための洗脳教育が復活しないようにしてほしい。
　　　　　　□上記選択肢の全てが必要だと思うが、急務は高校卒業までの教育の保障なのではないかと思う。
　　　　　　□子どもを産む国家が保障できないので、年寄は1人で死んでいきますよ。
　　　　　　□子どもは満足に食べさせてあげたいと思います。教育も誰もが学べる環境を作ってもらいたいです。市の医療費は高い。
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　　　　　　□支援が必要でない家庭も多いので、一律の対応には反対（バラまき）。　給付制奨学金は必要。ただし、先進諸国の　
ように親の収入で給付を決めるのではなく、成績、研究業績、複数の教員（大学院の場合）の推薦状を見て、総合的に
憂愁な者に与えるべき。困窮家庭には別の形の補助をおこなうことも必要（育英のような）。

　　　　　　□子育て支援も全員に平等に支援してほしい。高額所得でも子どもを3人も4人も産んでいる人もいるので、全員に支援す
るべきだと思う。税金ばかり払うばかりだと、京都は住みたくなくなると思います。

　　　　　　□子育て世代が京都市から他の自治体に移っていくのは当然ですネ。それができない家庭の子ども達が、子ども食堂に
頼って生きていく。大学生もバイトなど少なく、親からの仕送りも当てにはできず、学校をやめるか、食糧支援の列にな
らんで、飢えを凌いでいるか。悩める世代、頑張って選挙に行かなくっちゃネ！目覚めよ青年達‼

　　　　　　□少子化問題もあり、わかるけど、子どもばっかり良くして、年寄は悪くなるばかり。長生きはしたくない。

【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。
紫竹　　　□他の予算の使い方あるかも？
　　　　　　□北陸新幹線不要。
　　　　　　□どんなにスピードばかり追わなくてもいいと思う。今ぐらいの利便性で充分だと思う。
　　　　　　□赤字になるのがわかっている事はやめるべき。利権のかたまり。
　　　　　　□将来にツケを残すような工事は不要。　
　　　　　　□財政が苦しいのに敢えて作る必要はない。
　　　　　　□北陸新幹線は不必要。徐元に必要な在来線の存続を希望。
　　　　　　□新幹線の予算は子育て支援、中小企業の育成基金等、社会の隅で日の当たらない人々への支援に振り替える。
　　　　　　□開通して九州新幹線と同じ事が起きると思う。北陸から京都・大阪までは新幹線はいらない。2～3時間内ぐらい乗車

しても老人は大丈夫。景色を見て旅行を楽しもう。
　　　　　　□日本のインフラが発達して、すばらしい。　
　　　　　　□和歌山で送水管の老朽化で断水事故があったように、今のインフラを新しいものに変えなければならない時期に、何故

北陸新幹線なのか。ました急速な少子化が目先にあるのに京都の地下を掘って水カメを潰すつもりなのか？　
待鳳　　　□そんなん作ってどうするんですか？京都は通過点。利益なし。京北町の人も怒っています。
　　　　　　□人口減少するなかで、真に必要k疑問。
　　　　　　□狭い日本、そんなに急いでどこへ行く。
　　　　　　□全く必要ないです。
　　　　　　□今、必要ない。今、必要なのは、暮らしと福祉への投資。
　　　　　　□反対です。お金の無駄使いです。将来の日本や国民の為にも国債を増やさない。
　　　　　　□時間の短縮ばかり考えず、安全第一に考ええて作る事。国土が泣かないか。
　　　　　　□今以上の新幹線は不要。
　　　　　　□赤字赤字と言うなら必要ですか。今でも十分なのではないでしょうか。
鳳徳　　　□昔の交通標語にありました。「狭い日本そんなに急いでどこへ行く」。まさにその通りです。そして、地下４０ｍの工事

とは。どこが持続可能な開発なのでしょうか。地上も地中もトンネルだらけにしてしまっては、他の生きものたちの生息
を脅かすことになる。SDGsにも反するのではないか。

　　　　　　□こんなにお金を使って日本の国を改造してまで、新幹線を走らせなければいけないのか。もう速度は今で充分。30分や
４０分早くしなくても、ゆっくり日を送れる方が望ましいです。　

　　　　　　□京都ぢ内の地下を掘ると、地下水が変わり、伝統産業、工業の染色業、食品業など、また古くからの「名水」の変化が
困ります。何の為に北陸新幹線延長が必要なのでしょうか。特定の企業を儲けさすだけだと思いますが。

　　　　　　□全く不必要。その金を福祉にまわしてほしい。
　　　　　　□保全すべき自然を破壊してまでやることではない。総工事費を考えれば無駄そのもの。　
　　　　　　□必要があるかないか理解し納得したい。
　　　　　　□財政難の京都には不要。
　　　　　　□田中角栄さんの列島改造論じゃないけど、足が無いと１キロも人も動かず、日本海側が発展しないと思います。トラック

バスは労働条件が悪く、排気ガス、人件費、交通事故との問題が多く。効率がよくないと思います。
　　　　　　□高速道路を安くしてほしい。 0
　　　　　　□自然を壊し、環境を破壊してまで必要性があるのか疑問。必要無しと思う。0
　　　　　　□地盤沈下、道路陥没等が心配。　
　　　　　　□延伸も必要だと思うが、環境が破壊されることのないよう、周りの（地域の）意見をよく聞く必要があると思う。
　　　　　　□わざわざ京都tに引き込む必要はない。　
　　　　　　□古くなったインフラ整備をするべき。
　　　　　　□もう新幹線は不要。
　　　　　　□専門的なことは専門家が真剣に考えて下されば。
　　　　　　□賛成。経済効果が上がるから。
　　　　　　□必要ない。　
　　　　　　□利用者が多いとは思えないから、反対。
　　　　　　□あまりわかりませんが、地下４０メートルのトンネルこわいですね。
紫野　　　□現下の状況では全く理解できない。政治家は何を考えているのかわからない。
　　　　　　□京都府法部に廃土、汚水、道路交通騒音などの被害をもたらすと思う。京都市内も、地下水や高深度問題が起こりうる。
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不必要な延伸計画は反対‼　
　　　　　　□京都は、地下掘って、予算内におわるわけがない。
　　　　　　□そもそもいらないと思います。なんでこういうことばかり金が使われるのでしょうか。
　　　　　　□費用対効果を考えるべき。税金だから何をやっても良い訳がない。
　　　　　　□走っているのを想像するとこわい。
　　　　　　□京都には必要ない。
　　　　　　□他に使える金額ではないでしょうか？
　　　　　　□今でも充分便利だと思っている。自然を破壊しない方が良いかと。温暖化にもよりますが災害が多くなるのでは。
　　　　　　□延伸で多くの人の移動があり利益になるなら良い。
　　　　　　□現下の状況では全く理解できない。政治家は何を考えているのかわからない。
　　　　　　□現在の新幹線で充分だと思います。
　　　　　　□新幹線利用するほど長距離ではない。地下を掘れば何か出てきて工事が止まる。
　　　　　　□少子化なのに必要ですか？
　　　　　　□現在のサンダーバード利用で十分。地下水への影響、掘り起こし土の問題など高額な費用をかける必要無し。
　　　　　　□誰に利益があるのかよくわからない。　
　　　　　　□経済効果は非常に低い。必要無し。
　　　　　　□トンネルによって地下水はどうなるのか？
　　　　　　□特に不便を感じていない。
　　　　　　□どうでもいいです。地元の方からすれば経済効果や利便性が増して…みたいな希望もあるでしょうけど、京都の人間に

何の影響もないのではないですか？税金の無駄使いだと言いたい。
　　　　　　□この事は、お金をあまり使わないで、道路の安全や鉄道の安全にしたほうが良いと私は思います。　
楽只　　　□金沢までで充分。北陸周りで誰が京都に来るのか？東海道がある。ゼネコンがもうけ、後は赤字たれ流しの路線が

残される。
　　　　　　□１カ月１０万円で生活している人がたくさんいることがわからない人に、何を言ってもわからない。
　　　　　　□自然をこわさないで。
　　　　　　□北陸方面には、特急で行けばよいと思う。東海道新幹線があればいい。京都市が工費の負担はあるの？るのであれば

もっと他にお金を回すべき。
柏野　　　□本当に必要なの？と思います。
　　　　　　□昭和高度成長期の亡霊にとりつかれているのか？としか思えない。
　　　　　　□地下水がどうなるのか不安。大雨等の災害の時はどうなる。
　　　　　　□京都は、お金がなく、道路もガタガタ。工事に入ったら仕上げが遅い。市内の道路を早く治すように。大丸の前、広くしな

くても今通りでいいのに。しょうもない所にお金を使って北区の方、大丸に行くのに不便なのに。私も10年以上大丸など
行っていません。

　　　　　　□メリット、デメリットがわからない。
　　　　　　□絶対反対。
　　　　　　□府・市民の利用量がどれだけの声があるのか。地下を掘る方が生活する面でもデメリットが多いのではないかと思う。
金閣　　　□もう新幹線はいりません。工賃払えません。日本は先進国では無くなりましたので。　
　　　　　　□優先順位を再考してほしい。自然を大切にしてほしい。
　　　　　　□自然の影響を避けて頂きたい。
　　　　　　□京都の伝統食文化を支えている地下水が危ない。私企業のJRへの資金提供もおかしい。
　　　　　　□何にお金を使うかよく考えてほしいですね。
　　　　　　□載らない。サンダーバードで良い。
　　　　　　□京都の水を汚す工事はいらない。今まで通りで良い❕京都に新幹線の必要性がわからない。京都の地下水はびわ湖

より大きな水脈があるのを知らないのか？
　　　　　　□これ以上税金を使用しないでほしい。
衣笠　　　□”狭い日本そんなに急いでどこへ行く”です。
　　　　　　□少子化,、人口減少の中、そんなに自然破壊をして、誰のため？
　　　　　　□新幹線はもういらない。それほど利用者がない。（人口減）
　　　　　　□知人の畑がつぶれるので反対です。
　　　　　　□「便利」より命と暮らしを優先してほしい。
　　　　　　□これ以上新幹線は必要ない。在来線を充実すれば良いと思う。福井県にある原子力発電所で事故が起きたら、京都市

は、被害が大きいにもかかわらず、ほとんど意見を言えないのはおかしい。安全を確保できない原発は廃止すべきだ。
　　　　　　□どんどんこの様に日本全国へ行けると良いです。
　　　　　　□残土の処理、水資源への影響等、住民の暮らしにとってマイナス材料が多く、反対の意見が多数ある中で、延伸の必

要性はないと思います。
　　　　　　□これこそ昭和の負の遺産でしかない。最早JRになって、JRにも赤字になってできない。2兆も3兆も金を使ってやることで

はないと思う。そんな金があるのなら、JRの赤字路線のために使っている方がよほど国策上大事です。
　　　　　　□金がないといってやってる、大企業を潤すだけの愚行。環境問題も、世界的課題。逆行してｔ、バカかと思う。
　　　　　　□利用する事はない。
　　　　　　□本当に価値ある事業かｗからない。新幹線が通る地域で駅ができる所は良いが、在来線りよう地域が逆に不便になる。

工事業者にお金が流れ、完成しても収益出ない気がする。　
　　　　　　□金沢から先は、福井ー敦賀―米原ルートで十分です。無理やりトンネルを掘って金を使おうとしているとしか思えない。
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というか、人の乗らない北陸新幹線自体の存在が疑問。（東京―金沢間）
　　　　　　□高速道路、新幹線が諸外国に比べて日本は少ない。災害時の物流や移動の観点からもしっかり整備すべきと思います。
　　　　　　□賛成。但し、米原につなげたら良いよ思います。
　　　　　　□延伸の必要無し。
　　　　　　□2022年の春に北区千束から京見峠に向かって歩いていたら、道路横ぬライトバンが停車していた。窓のプレートに「北

陸新幹線工事による野鳥調査」と書いてあったので、びっくりしました。丹波高原から京都駅まで本当にトンネルを掘る
のか。その費用の負担を京都府・京都市はどうするのか？静岡県の川勝平太知事のような骨のある人が知事になって
ほしい。　（反対、中止してほしい）。ルートを変更する等いろんな方法もあるのでは、工事による公害が発生するのは
目に見えています。

大将軍  　□あぶなすぎる。経済的にも。
　　　　　　□日本の端から端までいくのに1日もかからない。それなのにまだスピードを重視する意味が、本当に必要か？と思う。

それほど急ぐ人なら飛行機やヘリコプター、セスナで行けばよいことだし、環境を破壊してまで延伸させる意味は全くない
と思う。いろんな害（水や土の問題とか）出てきたら、誰が責任をとるのか？できないやろ！と思う。　

　　　　　　□必要のない鉄道より、地方の生活に必要な交通に補助する。
　　　　　　□新幹線の必要と考えますが、府北部への延伸は必要ないと考えます。米原と接続することで足りると考えます。
　　　　　　□京都市の地下には水がある。（井戸のある家が多い）と聞いた事があります。地質的にどうなのでしょう。水質汚染や地

盤への影響が心配です。お茶用の井戸や、お酒造りの水や、染色用の井戸や、豆腐作りの水党、昔から井戸水を活用
されてきた京都の伝統が保障されなくなるのではないでしょうか。原発と同じで壊れた自然を戻すことは不可能です。

　　　　　　□今更、新暗線を伸ばしたところで、それに見合う敬愛効果などありはしない。　
　　　　　　□京都市の負担金はいくらですか。その財源はどうして作るのですか。　
　　　　　　□過疎地域における希望の光になり得ると思います。　
　　　　　　□深度地下の大構造物は戦争の時の避難場所として必要。また、その様に使用できるよう仕様を考える事が大切である。
　　　　　　□反対です。北陸地域との接続が良くなることで期待される経済効果、協業の推進計画がどのように議論されているかに

よると思います。　
　　　　　　□30分ほど速くなると言う事だけで必要ないと思います。赤字の京都市にこれ以上負担金は無理です。　【伊藤】
　　　　　　□地下しか通らない鉄道なんてありえない。
　　　　　　□北陸新幹線は不要。北陸へは在来線で良い。
不明　　　□私には必要なくても、必要な人には必要なのでしょう。
　　　　　　□そこまで延伸しなくても特急があるから不便はない。それより地下を掘るのは危険。やめてほしい。多くの住民が危険に

さらされる。税の負担も無理。だいたい地下を掘ったら埋蔵文化財がでてくる。
　　　　　　□自然を壊してもらいたくない。既存の新幹線で充分。
　　　　　　□単純に、敦賀から米原に延伸すれば良いだけの話。
　　　　　　□リニアモーターで京都がはずれるので、京都をとおる北陸新幹線は京都市民にはいい事だ。
　　　　　　□馬鹿な公共事業をいつまでもやらせていて、共産は何をやってんですか。
　　　　　　□まったく必要とは思わない・。北陸に住んでいたことがあるが、必要と思ったことはない。常に高速道路はすいているの

で車でもスムーズに移動できる。京都には地下水が必要。環境を破壊しないでほしい。
　　　　　　□税金の無駄使い。関電関連の社員の利便性、北陸温泉カニ・ツアー客を喜ばすために行う工事は不必要。
　　　　　　□便利になると思うが、借金が増え市民にしわよせがくるなら、止めるべきだと思う。
　　　　　　□三井・三菱など財界、大企業だけが儲かる公共事業、北陸新幹線、リニアモーターなど、トンネル堀削機1台でどれだけ

トンネルが掘れるのか？どれだけ費用がかかるのか？庶民には知らぬが仏とばかりに、計画だけ進められる。原発も　　
しかり！　京都市営地下鉄もナンセンスだネ。青葉・若葉・紅葉・雪の大路を走る市電は最高だったヨ！

[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？
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。
紫竹　　　□植物園をつぶしてしまう。バックエリアは絶対必要。
　　　　　　□計画に反対です。
　　　　　　□目的がよくわからない。もっとお金を使うべきところがある。
　　　　　　□採算がとれると思っているの？　ムダ使いをやめて。
　　　　　　□老朽化への対応と活性化と良い方向ををうったえるが、環境や資金を無視。止めるべき‼
　　　　　　□良いか悪いかわからない。　
　　　　　　□植物園は植物園のまま活かしてください。北山に商業施設はいらない。
　　　　　　□地域を活性化するのは反対ではないが、今の府植物園を悪くするようなら反対。
　　　　　　□現状維持。都会と田舎の共存がよい。
　　　　　　□中味がはっきりしない。
　　　　　　□北山地区は植物園を中心に緑の街並み、東京の青山・六本木、ファッションの街として北山通として何年になりますか。

今は廃れ進出商店も無くマンション街に変貌。北山エリア整備基本計画は又失敗に終わる。これに市財政投資はダメ。
　　　　　　□府立大学には巨大アリーナはいらない。
　　　　　　□植物園が無くなるのは悲しいが、北山の発展のためにはしょうがない。
　　　　　　□絶対反対‼　植物園は京都の「宝」です。あそこは子ども、大人、老人、障害者、外国人も全て安全に緑の風と香りに包

まれて憩える「共生のオアシス」です。交通公園をつぶしたように、「次は植物園で人集め」は全く時代に逆行している。

①番号



ここでも経済優先している‼　大反対です‼　
待鳳　　　□植物園の環境は変えないで下さい。
　　　　　　□住民性、その辺の人は住宅地もありいやがっています。スポーツしている人とっては、京都市内に大きい体育施設あり

ません。若者、年配も使える世界に負けない施設をお願いします。
　　　　　　□整備の中味が許せない。
　　　　　　□不要。今まで通りで良い。逃げ切り世代の資産を増やすための計画には反対。
　　　　　　□作っても維持管理で赤字になる。必要無し。
　　　　　　□今のままでは困るという理由が不明。結局金が動くだけ。
　　　　　　□植物園は高齢者にとっては無料で利用できる最高の施設です。巨大アリーナの必要性感じません。今のままで充分。
　　　　　　□ある程度税収入が入るなら賛成。
　　　　　　□それより、これから先は高齢者が増加してきますので、福祉施設を拡充してほしい。
　　　　　　□自然の良さを大切に考えてそれ以上の環境委なるのでしょうか。
　　　　　　□京都は観光都市です。人を集めたいのはわかりますが、景観の美しさを落とす方針には賛成できない。古都らしい整備

を目指すべきではないですか？　ここ数年外国人の方が多過ぎてバスの混雑ヒドイなど、生活しにくくなったと思います。
　　　　　　□京都府立大学の体育館が公立大学の体育館ではなくなり、亀岡市に最近できた京都府立サッカースタジアムみたいに

なる恐れがあり、京都府立植物園の閑静な環境と景観が壊され、京都府立総合資料館跡地にホテルや劇場を作ると、
文化的な雰囲気が壊され、騒がしくなるので、反対です。　

　　　　　　□京都市民の気質を知っていますか？
　　　　　　□巨大アリーナはいらない。あとは、ゆっくり考え、話し合うようにする。
鳳徳　　　□絶対反対です。特に植物園の歴史を知っているだけに、ぜひとも大切にしてほしいと願っています。
　　　　　　□人が集まる施設を作る事態京都の街を壊している。自然豊かな北山を後世の人達に残すということは非常に大事なこと

とだと思う。作ってしまえば元には戻らない。経済・お金ではない。今の植物園の良さをわからない人達に植物園をいじ
くりまわさないでほしい。府立大学体育館のアリーナは大学関係者・学生はどう思っているのでしょうか。

　　　　　　□既にある施設を利用してはどうか。例えば、島津アリーナ・亀岡サッカー場等。巨大な施設はこの地球環境悪化の時代
に逆行すると思う。京都に訪れる方々は都会に無い静けさや、自然の豊かさを求めて来て下さると思う。千年以上の古
都として、これからも大切にしていかなくては。京都府は「国家戦略特区」の第１次指定特区になっているそうなので、
これからは、増々開発が加速するののではと危惧する。

　　　　　　□まず、植物園を壊さないで！　今の計画で見合うほどの集客などは無理では？　以前、北山通を京都の竹下通りとさわ
がれたが、長く続かなかった。それより、京都の良さを守り続ける方が良いと思う。　【柴野】

　　　　　　□市民が憩う最大の（老人から赤ちゃんまで）植物園付近に、落ち着いた静観を壊す施設は不要です。北陸新幹線延伸と
共に阻止してほしい。

　　　　　　□そういう計画があるのは知っているが、詳しくはわからない。環境や景観を壊すのであれば、反対。
　　　　　　□京都府が何をしたいのか、よくわからないけど、宿泊・劇場・娯楽施設は不要。植物園一帯は世界に誇れる「植物園」。

いこい、学習、教育の場として充実させてほしい。
　　　　　　□整備基本計画に賛成です。植物園の環境は守ってもらいたいですが、景観を壊さない方法はあると思います。集客でき

て、経済を回せるのは良い事だと考えます。地下鉄の乗客も増えるかも。ホテルができたら就職できる人も増えるかも。
変化も嫌、財政破綻も嫌、では京都の未来が心配です。良い落としどころを見つけて、魅力的な街づくりを進めていただ
きたいです。資料館あのままだと勿体ない。集客できるものを作ってほしいです。アリーナも大賛成。

　　　　　　□良いと思います。京都の人は大阪城ホールやびわ湖ホールに出かけています。今のコンサートホール、京都会館以外
にイベント会場は必要と思います。

　　　　　　□植物園は他都市に比べても寂しい。もっと充実させてほしいが、他の施設等は不必要だと思う。巨大アリーナや宿泊
施設集客は当初だけだと思える。すぐに閉鎖に追い込まれる。京都ってそういうところ。

　　　　　　□大切な種々の植物を大切にしてほしい。純粋な芸術文化を司るエリアならば良いが、一部企業の理念が入ったものな
らば必要ない。

　　　　　　□この問題も、植物園の管理・維持費を作るためにもある程度は考え無ければならないかも知れないが、地域の住民は
よく話合い、無理な事は、推し進めない様にしてほしい。
植物園周辺の環境と景観を壊すこと、変更は絶対反対。　

　　　　　　□宿泊施設より住めるマンションを建てないと。市内ではファミリーが住みやすい所が少ないとよく聞きます。公園とマン
ション建設なら賛成。

　　　　　　□計画が進化であればよい。唯、もうけだけでなく、自然を前面に。
　　　　　　□北山がゴーストタウンとなりつうあるので、何らかの投資、集客は必要。
　　　　　　□京都市は岡﨑エリア、京都府は北山エリアというように、行政区分での開発をするのではなく、京都全体としての都市

計画を示すべき。本来、大規模施設は京都国際会館付近に建設し、大型コンベンションや展示会の誘致に寄与する
ように設計した方がいいと思う。

　　　　　　□植物園をつぶさないでほしい。それでなくても、小さな子ども達を安心して遊ばせる場所が少ない。
　　　　　　□年寄りは今の景観が大好き。体育館の横、並木道はとても気持ちのいい所です。
紫野　　　□どう考えても、ゼネコンその他大企業の収益UPの道具と思います。現状維持してこそ、日民・観光客が満足します。

多少の改善は府民の意見をよく聞いて実施してください。
　　　　　　□公的財産（大学・植物園）を営利目的の施設に変えて、一部企業を儲けさせる企みなのだろう。許せない。又、一般に

格安で提供していた「平安会館」や「ルビノ堀川」「セントノームホテル」等も京都府は手を引き、府民に背を向けてる。　
　　　　　　□植物園で過ごすのが好きです。
　　　　　　□巨大アリーナの目的がわからない。観光客の為だけに英金を使わないでほしい。
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　　　　　　□費用対効果を考えるべき。
　　　　　　□今まで通りの植物園であったほしい。
　　　　　　□実際、園を訪れて知った。行く度に署名をするが、心より反対である。不安だし、金のムダ。
　　　　　　□北の方に華やかな街並みができるのはうれしい。
　　　　　　□目先の集客しか考えていない。もっと将来を考えて計画してほしい。予算があるなら、植物園をすばらしいものにして

ほしい。
　　　　　　□植物園は美しい花や豊かな緑など四季の移ろいを感じながら散策するのが、楽しく思っているので。変更すれば植物の

生育に影響するのではと思わずにいられません。
　　　　　　□北山エリアがにぎやかになるのはいい事だと思いますが、着手するのが遅すぎる。地下鉄北山駅ができる時にやって

おくべきだった。
　　　　　　□北山エリアにアリーナはいらないと思う。
　　　　　　□北大路在住です。昨年まで、他県球場近くに在住しておりましたが、試合がある日は、人人人行列。空気が薄くなる気

さえします。スーパーは混雑で地元住民は使いずらくなり、駅の利用も困難になります。
　　　　　　□巨大アリーナが必要か？植物園の北側が現在無店舗のため、北山通が死んでいる。２０メートルほどセットバックし、

店舗にする。鴨川の今宮通りの所に歩道橋をかける。（フランス風）
　　　　　　□絶対にやめてほしい。特に植物園。長期的にものごとが見られず、目先の甘いお金もうけに目がくらんでいるとしか思え

ません。
　　　　　　□ある程度税収入が入るなら賛成。
　　　　　　□北山の雰囲気にアリーナは向かない。今の雰囲気のままにしてほしい。落ちついた品のある場所のままがいいと思う。

これ以上京都にホテルは必要ない。
　　　　　　□北山エリアは京都らしさの残る場所として、観光や集客を目当てにしてほしくない。いらない所に大切なお金を使うな。
　　　　　　□府立体育館が学生の為になるのか心配。せっかく静かなだいがくなのに、古い大学の方を充実させてほしい。
　　　　　　□父は、以前は北山エリアも活気があったのに…と言っていた。今は、休日えも人はぽつりぽつり。京都コンサートホール

など素晴らしい施設もあるのに知られていない。もっと、北山エリアが盛り上げってほしい。
　　　　　　□税金を納める事が無い（もしくは少額）社寺仏閣しか観光の目玉がないこの街にとって、何らかの事業が必要となるのは

仕方ないと思います。ただし、景観の配慮は絶対い必要だとは思いまうけどね。
　　　　　　□今までの京都の景観をそこなわず、自然のままｍの京都を保ちたいと望みます。　
楽只　　　□宿泊施設などまた赤字施設になる。市役所職員の再就職先を作るだけ。特に、市役所が企画すると魅力のない施設が

できる。やめてくれ。頼みから…！
　　　　　　□なんでも税金を使うので、そんなお金があるんだったら消費税を減らしてほし。
　　　　　　□大反対。この地域に営利目的の施設作りはやめてほしい！
　　　　　　□環境と景観を壊さない様に、ある程度の整備は必要と思う。
柏野　　　□具体的なない優真では知りませんが、私は今のままで良いのではと思っています。税金などを投入して計画を進める

必要がないと思います。
　　　　　　□市民の憩いの場の植物園の緑の現場をこわさないで。
　　　　　　□植物園をそのまま残して頂きたい。
　　　　　　□多くの人が押し寄せる賑やかさが必要なのでしょうか？静かな環境が良い所なのに。
　　　　　　□京都は店を出すのに何があるのですか？古いお店がやめられ新しい店はできませえん。年寄りにはもっと食べきり店が

ほしいです。Telすれば配達してもらえる店がほしい。（足が悪いため）
　　　　　　□植物園は充実こそすれ、変更の必要はない。
　　　　　　□市民サービスより集客を目的としているように思う。市民、府民にとってメリットがあるのか？
　　　　　　□今までの様に自然を大事にしていく方が良いと思う。（なにもかも、こわすのではなく）
金閣　　　□少し楽しみであるが、どちらでも良い。
　　　　　　□巨大な物を作る発想の出所はゼネコンでしょうか。巨大というだけで拒否反応がでます。　
　　　　　　□あまりにも市民は知らない。
　　　　　　□環境が壊れる。住民にメリットは何もない。北山エリアで計画する内容ではない。絶対に反対です。反対の署名活動をし

ている方が周りにたくさんいます。
　　　　　　□それは自然を失ってまで必要な施設なのでしょうか？
　　　　　　□市民の憩いの場を金もうけの場にするな。
　　　　　　□府立大学の体育館を変えるのは賛成である。地方に（亀岡や宇治等に施設ができる）もっていかれている。
　　　　　　□計画の必要性に疑問。
衣笠　　　□植物園は花木を見せるだけの施設ではない。研究や保護の施設でなくなったらもう戻せない。大切な命は人間の命だけ

ではない。
　　　　　　□美しい北山の現状維持。
　　　　　　□府大の体育館を今より良いものにするのは賛成。大学内にきゃだいアリーナは不要。大学内は静かに学ぶ環境が必要

だと思う。植物園は今まで通り、豊かな樹木・花等を大切に、豊かに残してもらいたい。
　　　　　　□巨大な構造物を造るのに反対する。既存の施設を活用すべし。利用者負担でまかなえるのなら、いざしらず、どうしても

仕方がないとすれば、間違っても税金を投入するのなら、取りやめ。廃止。　
　　　　　　□広げすぎ。
　　　　　　□植物園の貴重な役割を壊してまで、商業施設を作る必要はないと思います。人口減少率が全国ワースト2位をくいとめる

為に必要なのは、安心して暮らせる住環境や生活のしやすさです。
　　　　　　□京都市という歴史上を考えると、現在の方がよほど良いと思う。その中で少し開発する所があるのなら手直しをする。
　　　　　　□1万人集客できるイベントがそんなにないと思う。必要ないと思う。
　　　　　　□とにかくしょうもない思いつきで大企業に奉仕させられて、ハラが立つ。島津アリーナだとか、ロームシアターだとか、

府民・市民の財産を企業に売り渡す．バカだ。センス悪い。
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　　　　　　□こんなことをすれば、京都が京都でなくなる。宿泊、劇場を作っても京都にお金が落ちなければ環境が破壊されるだけ。
　　　　　　□だんだんさびれていく。
　　　　　　□本当に必要で収益が見込めるのであれば良いのですが。無駄使いにならないようにしてほしい。国の政策でも見通し

があまく凍結になったり、一部官僚の天下り受け入れ先ではないかと思えるようなものもあるので。　
　　　　　　□大反対。芝生広場がなくなるのは反対。これを無理やり金を使いたかっているとしか見えない。山を削り、川を埋め

緑をつぶす、昔なからのお金の回し方はもう古いと思えるし、サスティナブルではないと思います。
　　　　　　□「植物園の環境と景観を壊す」ものでないことを知っています。
　　　　　　□そんなことをして何のメリットがあるのか。資金はどうするのか。京都市民のためになるのか。温室を建て替えると聞い

ておどろいている。（完成したのは20年くらい前なのでは？）50～60年くらいの耐用年数はあるはずです。
大将軍　　□植物園は市民に愛されているので、あのままにしていてほしい。自然は大事だと思う。アリーナなどは経済効果があり

そうなので賛成。
　　　　　　□北山に行くことが１年に１度しかない。巨大アリーナでどのくらい集客が見込めるのか？１万人ならどのくらいの事がで

きるのか？明確にしてほしい。造ったからと言ってしっかり使いこなせるのか？かと言って北山エリアは人も少ないし、
何か集える賑やかさは欲しいと思うけれど。

　　　　　　□巨大アリーナ？必要ですか？学生の町、学びの町らしい整備を。
　　　　　　□府立植物園をはじめとするこのエリアの公的エリアの収支構造と累積赤字がどのくらいになるのか、それを実質利用で

きない府北部の住民の住民税がつかわれている。こうした基本的かつ構造的問題について同エリアの活性化と健全な
発信の展望を示してください。　

　　　　　　□大学の体育館は大学用で良い。島津アリーナを活用すればよい。貴重な学術的財産を持っている植物園とそのバック
ヤードは大切にしてほしい。

　　　　　　□広報等で内容が知りたい。
　　　　　　□共産党として、反対ではなく、こうしたら良いところ提案してください。
　　　　　　□北山エリアに集客するメリットが不明。亀岡スタジアムがあるのに、アリーナは不要。いわゆる、箱モノは後年度負担が

大きいので、やるなら民間に全額負担を求めるべし。　
　　　　　　□自治体の収入増になるのであれば良いが、よほど論議をして、よい計画にしなければ結果が負になることは明らか。
　　　　　　□詳細は知らなかったのですが、１万人というのは巨大というには少々中途半端な印象を受けます。
　　　　　　□北山へは良く行きます。憩いの場ですから、緑の自然・環境は守りたい。　
　　　　　　□反対です。子どもの人口も減っているのに、お金を使って必要ない事をしないでほしい。　
　　　　　　□植物園の価値がわからんのかなあ。
　　　　　　□植物園のゆったり感、大好きです。
　　　　　　□植物園は現状で良い。
不明　　　□全体的にどちらでもないが、あまり人が増えすぎるのは困る。（実際、言うほど増えないと思う。）
　　　　　　□景観が壊れるかはわからないが、地域的にそう言った物を建てる用途ではないと聞いているがどうなのか？

市民が活用できるのであれば、いいと思うが、内容による。
　　　　　　□北山エリアにアリーナ等の多数のハコモノは要らない。近隣の住民はそのようなモノを造られても迷惑です。
　　　　　　□不要な計画です。植物園のままで良し。
　　　　　　□何か変わる事は知っていますが、詳細はわかりません。
　　　　　　□再開発自体には反対ではない。ただし、宿泊施設を作るくらいなら、現存のホテルの宿泊代を10倍にして、民度の高い

（マナーの良い）外国人観光客のみを受け入れればよい。そうすれば、観光公害を抑制できる。
　　　　　　□府立大体育館の位置に巨大アリーナの存在するイメージが沸かない。（周辺環境から）　植物園は出来る限り環境や

景観を壊してほしくない。資料館は建物としての価値があるのに勿体ない。宿泊、劇場ではない活用方法がもっと考え
られるはず。魅力ある施設、民間の企業にデザインしてもらうべき。コンサートホールとのつながりがもてないか？

　　　　　　□大阪のIR的なものを感じる。オリンピックとか。誰の為の京都なのか。パリのように地元民は郊外へ移住することになる。
事業費を埋め合わせるだけの利益はなさそう。どうせ今の北山のように、平日閑古鳥、北山の商店のみなさんは相乗
効果があると思っているのだろうか？客の奪い合いになりそう。

　　　　　　□良い計画だと思う。植物園がアメリカ軍によって進駐されなくてはならなかった。大日本帝国の政権よりはまだマシだ。
現在も京都府北部には、天皇と天皇の側近の失政のためアメリカ軍の進駐を受けていますが。

　　　　　　□巨大アリーナを作ったとして、維持していけるか疑問に思う。今の植物園をそのまま利用する形（北山エリアの少しのん
びりした雰囲気を保ったまま）での整備にならないのだろうか。

　　　　　　□市民の意見をよく聞き、取り入れて、本当の市民の財産となる開発・整備をしてほしい。
　　　　　　□金もうけのための自治体ははいりまへーん！　庶民に使う税金ですぞ！
　　　　　　□必要ないと思う。今ある資源を工夫すれば集客できると思う。
　　　　　　□大反対。植物園の環境と景観を守るべき。植物園の職員を増やし、植物保全のための予算を増やすべき。
　　　　　　□お金をかける事ばかり考え、市民の憩いの場をなくそうとしてばかりだ。大宮交通公園もその一つだと考えています。

滋賀県をみならってほしいです。
　　　　　　□質問に質問者の判断が入っており、誘導しているのが明らかです。不審感を強くもちました。
　　　　　　□市と府が財閥と太いパイプで繋がり、大企業の利益の為に市や府民の財産である公共施設を貢いでいる。選挙の公約

どおりにやっているだけですネ！　結党して１００年、日本共産党、おめでとう！　いつになったら政権とれるの？

【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
な点や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
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【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。
回答９－１
紫竹　　　□温暖化は早急に取り組んでも遅いくらい。
　　 　 　　□過剰な対応は不要。
　　 　 　　□ジェンダー平等の実現を望んでいる。性教育のはどめ規定をなくするよう働きかけてほしい。このまま日本で暮らしてい

く事に少し不安を感じ始めている。国民の声を無視する政権は信用できない。
　　 　 　　□気候変動、温暖化については、異論を唱える人もいるが、改善に努力しなければならないと思うが、ジェンダー平等に

ついては、あまり理解できない。とにかく、権利ばかり主張する人が多いのでは？
　　　　　　□見えない処でやるのは良いが（自由です）。見て気持ちが悪い人もいる。受動喫煙と同じ。
　　　　　　□国会の開催中に必要な質疑応答がなされていない。時間のロスが多い様に思う。
　　　　　　□気候変動対策といい、元々あった森林を伐採し、太陽光パネルを設置するのだけはやめてほしい。　
待鳳　　　□ゴミ対策を早くしてください。ガソリン車を電気に早く移行してください。地球が壊れます。
　　　　　　□当たり前。これら受け入れられない世代の人達との格差が問題。他府県と同じく次世代の子たちを育てていく環境を整

えなくては、京都は間違いない破綻します。大学時代の友人の多くが京都には残っていないけど、当時、何故地元に
帰るのかと聞いたら、「京都人は意地悪やし住みにくい」と言われたことがあります。今になった本当やなと思う。

　　　　　　□ジェンダー平等などという言葉が残っていること自体が国際的にはずかしい。
　　　　　　□現在は、公務員がほとんどの職場環境ですので、ジェンダーギャップはあまり感じませんが、女性の多くがキャリアと

家事・育児の両立に夫の手助けが足りないと考えているようです。気候変動については、厳しい排ガス規制など実施
されていますが、非協力的な国も多く、取り返しがつかない状況となるまで、目の前の利益をむさぼり続けることになる
のだろうとあきれています。

　　　　　　□人間活動に起因する地球温暖化は原因で、最近夏の大雨・洪水や台風の数の増加が顕著になってきているので、太
　 陽光発電・風力発電・再生可能エネルギー利活用がしきりにPRされて、実際に増加しているので、原子力エネルギー

のも原子力発電所が稼働していないので、発電量をすぐに増やせないので、今年の夏や冬も電力逼迫が懸念される
との事なので、電力使用量を抑えて、節電に協力しなければならないと思います。　

　　　　　　□不登校問題等、どう考えてられるのでしょうか。今の子ども達の心は、昔と違いやわになっていて、少しの事でも不安を
感じます。たが、わがままに育っているだけではいけないと思いますが。

　　　　　　□アンケート結果、報告ビラを必ずお願いします。以前入っていませんでした。入党案内も欲しいです。【40代、無記名】

鳳徳　 　□　気候変動については、まだまだ解明できてない部分が多くあると思うが、現在の人間の暮らし方には問題があると思う。
便利さや経済性ばかりを追求するのではなく、私達人間も自然の一部であると認め、謙虚に生きていく
米ではないかと思う。

　　 　　　□共産党の政策が実現するように力をつけてください。　

　　　 　　□グループホームなどの老人向け施設の充実を図っていただきたいです。今後も、認知症の高齢者が増えていくことは
周知の事実だと思います。今すぐにでも将来に向けて動かないといけない気がします。小規模（空き町屋とか活用でき
れば良いかもですね）の施設をたくさん作る。（入居者が少ない方がスタッフの負担が軽いと思う）　何より、ヘルパーさ
んなスタッフの給料大幅アップ（現状、薄給すぎて、仕事が続かない人が多いと聞きました。「ヘルパーは大変だけど高
高給な職種」にすべきだと思います。良い人材が集まれば、ホームで殺人なんて事も減るのではないかと。年を取って
も簡単に死ねない時代、殆どの人が施設にお世話になる事になると思うのです。自分もいずれお世話になると考えてい
ただき、現状の改善、早急な改善をよろしくお願いします。

　　 　　　□身近な人でも（姉）、ジェンダーの理解のない発言があります。説明するととがめられた。責められたと取るので話し合い
は、難しいです。ケンカになります。家族以外の学校とか、テレビとかで話し合いが望ましいかと思います。

　　　 　　□気候変動は、行政側が大企業に甘い。一般市民は何事も「私1人ぐらいは」との人が多く、個人の意欲の問題とも思え
るが、自分の身に何も起こらない間は、無理かなあと、アキラメ。

　　　 　　□全て京都市は、後出しでてぬるい。

　　 　　　□議員の海外視察は本当に必要でしょうか？他府県で休んでいる（半年以上）議員に給料が100％払われ続けていると
いうニュースを最近見ましたが、民間ではあり得ません。男性議員の育休取得は進んでいますか？皆さんの交通費は
どのようになっているか開示してください。

　 　　　　□何もかも無償化する事は反対。ある程度市民みなが痛み分けするようにしなけらば、いつまでたっても赤字が減らない。
市役所のりっぱ過ぎる内装やデザインのシャレた地下鉄は不要。

　　 　　　□さみしい街になってきましたね。もう少し明るくなってほしいです。

紫野　 　□人には多様性があることが認められることは大切。.そういうことで、おこりそうなイジメ等の対策を何かある前に行ってほ.
しい。障害者も同じクラスでの動きは不要です.選択できる今の状況がありがたい．

　　 　　　□ジェンダー平等は騒ぎ過ぎだと思う.気候変動は緑を増やすのが良いと思う。

　　　　 　□日本全土災害大国と思う。備えはしておきたいと常に思う。

　　　 　　□ジェンダーに気を使いすぎ。生きにくくなるのは覚悟の上でのアクションなのでは？ブラック企業に目をひからせてほし
い。契約職員でも、中小企業でも、ブラックなところが無ければ、気分良く働けるし、モチベーションも上がる.

　　　　 　□ホルモン治療を保健適用にしてほしい.性別の表記について,「身体F（famale）」「性M（male）」「身体M（ここは確定、
【医療資料として必要】）「性F（変動的または確定）」のようにわけて欲しい。

　　　 　　□京都はいつになったらパートナー制度が導入されるのでしょうか。
今回の国葬儀について、色々と思うところが多すぎた。権力にものを言わせ、その事により一人の人間を死にまで追い
やったり、片寄った身内主義や宗教等、個人の宗教は自由であっても、日本国内、国民を揺るがすような事柄は国の
長としては、あってはならない。.共産党の主張は正しいが、どうして同調する国民が少ないのでしょう？特に20～50の
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若者達に。　

　　　　　 □誰でも、幸福感はちがうが、 ちゃんと空気がすえて、心静かに生活できる保障はしてほしい.【長瀬】

　　 　　　□3人目の男の子が軟骨形成症です.手帳は持っています.東京で生活して女の子10才と5才は軟骨症です.難病ですが
手帳は取れていません。体に負担のない職種、外見の不利など、就職のときには必要ですが、優しい先生に書いて
もらってくださいと言われ、希望はすてずにいますが、厳しい行政になっていると実感します。ジェンダー平等はこれまで
心をいためやっと声をあげられ、私は気持ちを汲み取り、声を聞く社会になってほしいです。

　　　 　　□ジェンダー平等は当たり前で偏見はもっていないつもりです。

　　　　 　□市議会の女性議員の比率が増えてほしい。

楽只　 　□共産党がんばって。

　　　　　 □市長は、いつこの財政破綻問題を認識したのか。１４年位市長をしているとのことだが、民間企業なら問題を認識した
時点で、即刻対応策を考えるのが役割。全国２位の魅力度の市で、あれだけ観光客で賑わっている街なのに大赤字と
は。民間企業ならクビの人物である。

柏野 　　□柏野小学校と翔鸞小学校の統合問題は学区民全体のこととして、いろいろな所で話し合う機会をもうけてほしい。
マイナンバーに関するチラシがポスティングシステムを使って、他のいろいろなチラシとともにポストにはいっていました。
しかも、同じものが6枚も‼　すぐに市役所に電話して「大事な税金で勝手にチラシ印刷し、お金を払ってポスティングさ
せるとは何事か！」とクレームをいれましたが、ほんとに腹が立ちます。参考までに1枚同封します。（これが6枚も
いやがらせでしょうか）　

　　　　　 □気候変動については、身の回りのことでできることはしていきたいと思う。

金閣　　 □未来の子ども達の為に、地球環境保全、人間たちにひとりひとりを大切にする、ジェンダー平等を大いに進めてほしい。

　　　　　 □共産党の政策をもっと踏み込んでほしい。

　　　 　　□ジェンダー平等と思うが（住民票・戸籍）を変えてまで行うのははずかしい。まずは、結婚後の女性の苗字を
変えなくても良い事から変えるべきである。

　　　　 　□オカルト集団におかされた政治はいらない。年寄りの政治家に定年制（６５才）国民と同じように！日本の
未来を決めるのに。

衣笠　 　□　　　気候変動は心配。統一教会がまだあんなに残っていたなんてショックだ。

　　　 　　□学童クラブ事業の利用料の値上げに伴い、利用区分が細かくなり利用者にとって使いにくくなっている。

　　   　　□地球温暖化の心配をしています。一人一人が生活の中で注意する事、国y他企業が努力する事、を学校教育の中に
取り入れて、子どもから大人までが学び、自覚してはどうか？

　　 　　　□「差別はしない。だけど押しつけない。」ぐらいのスタンスで対応できないのか？
皆が化石燃料（特にガソリン【車】）をつかわないような、生活スタイルにするよう努力してほしいが。

　　 　　　□長い人生、本当に感じます。

　　　　 　□気候変動による大きな災害が全国各地で起こっています。自然を壊さず、太陽光発電等の再生可能エネルギー等にも
っと一人一人が身近な事として意識できれば良いと思います。

　　　　 　□これは個人の権利に関する事で、皆の理解が必要です。一気には難しいが必ず権利が得られる様にしなければなら
ない。　　

　　　　 　□長年の門川市長の政治不信に、相変わらず羽織袴でゾロゾロ出てくるのを見るにつけ、腹立たしい。着物（和服）を着て
いれば、京都のイメージを良くするという勘違いがはなはだしい。
北野にあった子ども会館（エンゼルハウス）は、この後どうなるかと思います。

　　　 　　□共産党には大いに期待していますが、選挙時の上位候補が全員年齢の高い男性であり、幻滅します。むしろそれで
立憲民主やれいわに投票します。有能で元気のよい若い女性候補の発掘と育成が達成されれば絶対投票しますが、
今はやはり嫌です。

　　　 　　□地球を守る。これはお金持ちにとっても必要な事なのに暴走する。愚かな人々だと思う。資本主義を正したい。やめさせ
たい。

　　 　　　□性差別があってはならないが、男女の区別は絶対あるのに、何故わざわざ「ジェンダー平等」と言うのか。アメリカでは
トイレも男女の区別はしてはないし、Mｒ、Mｒｓなどの表現は禁止されるようになっている。これはまやかしの平等、分断
のはじまり。

　　　 　　□男女平等大歓迎。政治は女の人の方が向いているのではないかと、個人的には思うくらいです。女性の政治家ドンドン
出てきてほしい。

　　　 　　□LGBTと言われる前の方が、生きやすかったとの意見をよく聞きます。

　　　 　　□気候変動、温暖化は是正してほしい。ただし、CO2増と原発の矛盾をどうするかわからない。

　　　　 　□CO2の取引も資本主義の戯れなのだから、共産党ならば反対すべきです。とはいえ、毎年大気汚染で700万人死亡し
ていることや原子力の危険性等々と兼ね合わせて、いかにエネルギーを動かすかについては、きれいごとですまない
話でしょう。

大将軍　□気候変動は待ったなしの状態になっている。子どもの将来もあるのかどうか？勉強して何になりたいとか。何だかそれも
も努力になりそうで、かわいそう。戦争なんかしてる場合じゃないし、今すぐにでもSDGｓとかもっとしっかり進めてほしい。
国民にもっとこうしてほしい、こうしなければ…と国は積極的に働きかけるべきと思う。電力をおさえるためTVは１２時で
見られなくなるとか、町の中も暗くするとか、コロナで自粛できたのだから、少々生活が不便になっても、強い気持ちで
進めなければ、将来はないのだからと思う。

　　 　　　□エネルギー（電気）は再生化エネルギーで。地産地消、地元発電が望ましい。ムダなく、働く場にもなる。

　　　 　　□開発による進歩は大切ですが、科学的、論理的に。

　　 　　　□ジェンダー平等を言うのであれば,先ず京都府・市議会にて率先してクォーター制を導入すればどうか。カーボンゼロの
推進を名目にして、原発の増設を目論む岸田政権にはあきれるしかない。廃棄物をどうするのか。だだし、再生可能
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エネルギーだけに頼るのはそれなりの覚悟が必要となる。電位料金は今の２～３倍になるだけでなく、私が小さかった
時のように、しょっ中停電が起きる事になる。（革命的な蓄電システムが開発されるまでは）　今のマスコミは都合のい
い情報しか流さない。全国各地で風力発電建設の反対運動が起こっている。一切無視か！　【津田】ぶ

　 　　　　□資源回収をもっと細かく、きびしくやってください。　　

　　　 　　□ジェンダー問題、差別問題への対応は、今の日本の再建に際し、一丁目一番地だと思います。共産党の一層の尽力に
期待します。　

　　　 　　□ジェンダー平等は当たり前ですが、昔からの男尊女卑が沁みついた日本人の考えをくつがえすのは至難です。【北】

 　　　　　□レベル４では、年寄は避難できません。

　　　　 　□ジェンダー平等は、女性にとって最大の問題を感じる。日本の文化（皇国史観）の関連が根強く、なかなか手強い問題
ですが、現状はあまりにひどい‼　教育現場からの息の長い取り組みも必要と思います。若者の行動や声も最近、多く
なっているので、嬉しい事ですね‼
議員さん達の活動内容はよくわかり、支持しています。いつもご苦労様です。

不明　 　□　　地球が誕生してからいく度も気候などの変動を起こしているようなので、何をもって気候変動というのかよくわかりません
が、すべてが美しく完璧なので、ありのままに。

　 　  　　□生理の貧困が、ナプキンをトイレにおいたら解決と思っている人が多いが、おめでたすぎます。トイレに置いたらその人の
抱えている問題が、潜在化してしまうので、逆に福祉から遠ざかることになりかねない。

　　　 　　□ジェンダー平等は、本人が思うようにすれば良い。平等平等ムリする必要無し。気候変動はどうにかすべし。心がけて
いる。

　　 　　　□ジェンダー平等は、女性を馬鹿にしていると思います。ジェンダーだけでの競技を考えれば良いと思います。（もし競技を
するのであれば）　気持ちだけで女性と言うのは受け入れられない。気候変動という大義名分の元、メガソーラーや見せ
かけだけエコのEV自動車推進は、地球環境をボロボロにする。マネーゲームだと思う。

　　　 　　□ジェンダー平等の考え方については反対。自由すぎる世界は、逆に不自由になる。憲法理論の基本の話。どうしても困
っている人がいるならば、個別対応すればよいだけの話。全国民に影響が及ぶ法律を変える必要はない。

           □芸術関係の人とか、ことさらこういうのに多様性とか、に対して普通にとらえている人が多い気がするので、文化・芸術
に子供の頃から興味もてると少しずつみんなの考え方も変わっていくかも。

　　 　　　□賃上げできないなら、時短にするとか、労働環境が増しになると良いと思う。育休とかボーナス…。非正規には関係なさ
すぎます。「○○％が…」「平均…」とかいう数字も「だれ平均？」て感じです。〇％の中に非正規入ってます？みたいな。
あらゆる分野で、パワハラ、いじめ、ありまくりです。相手は容赦ありません。ガンガン押してほしいです。テレビ討論も
負けない様にしっかり淳ぶしてガチンコして下さい。

　　　 　　□気候変動により、食糧危機が言われている。人間の食料の確保のため、犬、猫などのペットへの住民税のような物を
導入し、ペットの数を減らして人間に回ってくる食料の量を確保する。

           □気候変動については、もっと危機感をもって、市民が参加できる等の具体的な提案を市民に明らかにしてほしい。

　　　 　　□ジェンダーはともかく、気候変動は地球的規模で終わってますよネ…　玉チャンがんば❕
　　　　　　□そんなことより、憲法改正も共産党の喫緊の課題では？戦争になったらジェンダーも気候云々も何もなくなる。府会・

市会議員にしろ、国政はNoタッチはないのでは？地方の声をどう吸い上げ、上に上げていくのが議員の務めでは？

共産党、党の改名をするくらいの勢がなければ、支持層は動かない。政党助成金とって、広報活動に力を入れるべき。

　　　　　　□在日の人達に選挙権を！　日本改革する一つの方便か。当たり前の事なんだけど。どうなんや。普通選挙ってどうかな
ってるよネ！　１８才にしても興味ないから行かない人たちより、在日に光を！　気候は終末期ですかネ！　
荒野で叫ぶ声であれ！日本共産党、万歳！　福ちゃん、ガンバリや！

　　　ご協力ありがとうございました。
なお、記載漏れ、間違い、誤字等があるかとも思いますが、ご容赦ください。
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急な基金返済をせずに、市民にもっと安心感を持たしてほしい。赤字と宣言し軒並み値上げをするのは市政のフェイクで
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いつももっと耳をかたむけてほしい。観光のために金を使用することばかりで、病院・医療の人々を助けてあげてほしい。
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非正規雇用者の給料が低すぎる。待遇が悪すぎる。正規雇用者との違いがありすぎる。仕事は同じかそれ以上なのに。
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私は７０才以下なので、実感がわからない中、自分が７０才ならこう思うと回答しましたが、希望だけで書くとこうなります。

してとても困る。年令の引き上げは絶対やめてほしい。今まで充分使ってた人は値上げがされても交付してもらうだろう。
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続けていくのが良いと思う。出かけ易さは重要。出かけ易さを保つことは長い目で考えた時に、介護予防にもなると思う。

配付して当然。少子化で子どもを甘やかし続けた結果が今の体制になった。術のない子どもや中年層を生んだのでは？
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子どもの医療、コンビニみたいに受診する人がいるので２００円／月は安価すぎる。せめて1,000円／位は負担しないと。

府下の中で、無料化の市があったり、有料であったり。公平にするべきと思います。義務教育の給食費は無料にすべき。
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子どもは満足に食べさせてあげたいと思います。教育も誰もが学べる環境を作ってもらいたいです。市の医療費は高い。
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京都府法部に廃土、汚水、道路交通騒音などの被害をもたらすと思う。京都市内も、地下水や高深度問題が起こりうる。
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高速道路、新幹線が諸外国に比べて日本は少ない。災害時の物流や移動の観点からもしっかり整備すべきと思います。

それほど急ぐ人なら飛行機やヘリコプター、セスナで行けばよいことだし、環境を破壊してまで延伸させる意味は全くない
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人には多様性があることが認められることは大切。.そういうことで、おこりそうなイジメ等の対策を何かある前に行ってほ.
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も努力になりそうで、かわいそう。戦争なんかしてる場合じゃないし、今すぐにでもSDGｓとかもっとしっかり進めてほしい。
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生理の貧困が、ナプキンをトイレにおいたら解決と思っている人が多いが、おめでたすぎます。トイレに置いたらその人の
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