府会議員

地方創生を実現し︑
自律的で
持続可能な︑
まちづくりを
年の台風

号により︑安祥寺川・四ノ宮川

安祥寺川・四ノ宮川の治水対策
年度内を目途に素案を策定
平成

で溢水し︑床上・床下浸水など大きな被害を出しま

プロフィール

〇導入時期：平成28年度

策定が終わっており︑年度内には

〇使途（基金）
：森林の保全・整備等
木材の生産・加工
消費の仕組みづくり

今年は︑暖かく穏やかな幕明け

●NPO法人
国境なき環境協働ネットワーク
理事 事務局長

した︒今日までに破損箇所の復旧工事はもとより︑

収：約6億8千万円

すべての市町村で策定が完了し︑

域に対して︑北部地域は住宅が密集しており抜本的

●私立学校教育振興議員連盟 会長

〇税

でした︒正月商戦は順調で︑個人

また︑府の地域創生戦略では︑

額：600円

堆積した土砂の撤去等の対策を講じて参りました︒

すが︑少子高齢化が急速に進み︑
結婚・子育て支援︑京都の強みを

な河川改修が遅れておりました︒台風災害を受け

36.4％

40％

42％

※国の推計は、出生率が今の水準で推移した場合
※府の推計は、出生率が一定割合段階的に上がった場合

府政へのご意見・ご要望をお寄せ下さい

近年︑局地的豪雨による土砂災害
が多発し︑森林整備の必要性が叫ば
れております︒元来︑森林は地球温
暖化防止・土砂災害防止・水源涵養
機能など︑府民の暮らしの安全・安
心を確保する上で重要な役割を果た
しております︒
京都府の ％は森林であり︑これ
ら森林の多面的機能を維持・増進す
るための施策の財源として︑この
度︑新たに税の導入をはかりまし
た︒全国ではすでに三十五都道府県
で導入されております︒命の源であ
る森林の整備に︑ご理解をお願い申
し上げます︒

〇税

今後はその戦略に基づいて施策の

深刻な問題となっており︑その対
活かした経済の活性化や仕事づく

て︑知事に対して抜本的対策を強く求めて参りまし

〇課税方式：個人府民税に上乗せ

消費の伸びが期待されます︒間も

策が急務です︒一昨年︑日本創生
り︑観光振興による交流人口の拡

たところ︑昨年９月の府市懇談会︵府と市の行政課

●府議会
文化・教育常任委員会
防災・危機管理対策特別委員会

展開がはかられます︒

会議が発表したレポートでは︑出
大等︑地域ごとの将来像等を描

題を調整する知事と市長のトップ会談︶で安祥寺

趣

河川改修により治水安全度が上がった山科南部地

生率がこのままで推移した場合︑

き︑その具現化を図って参りま

川・四ノ宮川の河川改修を取り上げ︑総合的な治水

213万人

−税の概要−

なく来年度予算の審議が始まりま

２０４０年には全国で８９６の市
す︒

224万人

〇導入期間：5年

町村が消滅する可能性があると報

241万人

対策の素案を今年度内を目途に取りまとめることに

京

それぞれの自治体が特色を活かし

〜人口の将来推計〜

豊かな森を育てる府民税（森林環境税）導入

すがや寛志
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転出入：大学進学時に転入がふえるが、就職時以降に転出超過
となる ※転出先は東京圏・関西圏(主に大阪)

た自律的で持続可能な社会を創生

135万人

するため﹁まち・ひと・しごと創

179万人

生法﹂を制定し︑人口の現状と将
来の姿︑今後５ケ年の目標や具体
的な施策をまとめた総合戦略を策
定しました︒創生法では︑都道府

●京都府 監査委員

文部大臣秘書を経て平成11年初当選（現在5期）
平成23年、関西広域連合議会の第2代副議長に就任

年

現在

アメリカ政府・国務省の招聘（IVLP）を受け渡米、
米国の国費で教育改革・行政改革・産業再生
都市再開発・安全保障等を研究

ひろし

府会議員（京都府監査委員）

県や市町村に対しても︑平成

笠置町1.09人〜木津川市1.54人 と一部地域を除いてほぼ全国平均水準

75

生年月日・1961年 京都市生まれ

最終学歴・京都大学大学院 修了

味・愛犬の散歩・読書（歴史小説）

度中に︑将来の人口ビジョンと︑
それを踏まえた地方版地方総合戦
略の策定を求めました︒これは︑

〜京都府人口の現状〜

元 文部大臣

18

264万人
現在の京都府人口

検索

すがや寛 志

政策の詳細は

客観的なデータを示し︑その深刻

222万人

国試算の高齢化率

さを住民の皆さんと共有し︑そこ

国立人口問題研究所

計

から行政と住民が︑自分たちの住

2080年

推

む町の現状と将来について考え︑
共に行動する契機にしようとする

2060年

府

ものです︒

2040年

都

府では昨年十月に︑２０８０年
までの人口ビジョン︵別表参照︶
と地域創生戦略を策定致しまし
た︒府下市町村においても︑ほぼ

●南部地域
（山城地域）出生率

告され︑大きな衝撃を与えまし

京都府平均を大きく下回る水準
1.16人

合意しました︒現在︑府において検討中です︒富き

●京都市 出生率

た︒そこで国は︑人口急減・超高

●中部地域
（亀岡市・南丹市・京丹波町）出生率

くお・吉井あきら両市議と連携をはかり︑府市協調

●北部地域
（丹後・中丹地域）出生率

齢化等︑我が国が直面する課題に

※（合計特殊）出生率とは、一人の女性が一生で産む子供の数

して取り組んで参ります︒

総人口：約264万人（うち56％の約147万人が京都市）
出生率：1.24人（東京に次いで全国ワースト2位・全国1.42人）

対し政府一体となって取り組み︑

ほぼ全国平均
1.32人〜 1.40人

〒607-8348 京都市山科区国道西野交差点上ル東側
TEL.075-583-0300 FAX.075-581-5252

す が や 寛 志事務所

全国平均より高い
福知山市1.96人
伊根町1.51人〜
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平成28年1月

すがや寛志事務所

編 集 ・発 行

すがや寛志 府政報告
（山科区選出）

〒607-8348
京都市山科区西野広見町37
TEL.583-0300 FAX.581-5252
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地方創生の実現について
●地方自治の真価が問われている今︑施策
の在り方の反省点︵タテ割施策・地域特性
を考慮しない一律的施策等︶を踏まえ︑客
観的データや科学的根拠に基づいた政策立
案をすべき︒
●府や市町村が︑それぞれ創生戦略を策定
するが︑府と市町村の役割分担や位置づけ
を明確にし︑市町村の総合戦略との整合性
をはかるべき︒
●府北部地域ではコ
ミュニティーの維持
が危ぶまれる限界集
落も出現している︒
集落の維持には︑人
の居住が必要︒京都
縦貫道の全線開通に
より︑短時間で北部

た︒京阪神に住む北部出身者が︑頻繁に里帰
りできるよう割引制度を設けて二地域居住を
推進すべき︒

交通安全対策について
●高齢者の事故が多発しており対策が急
務︒夜間の死亡事故が多く︑反射材の着用
など安全確保対策を講じるべき︒
●四条通の舗道拡幅に伴う交通渋滞が問題
となっているが︑京都市と交通規制等を所
管する警察が計画段階で連携をはかるべ
き︒

医大の最先端ガン治療について

昨年夏︑北方領土返還要求京都府民会議

に若い世代は何の疑問も持っていないのが現

その歴史的経緯や旧ソ連時代から今日迄の

参加しました︒北方領土問題については︑

７００億ルーブルを追加投資すると発表しま

ル発展計画︵北方四島︶を延長して︑さらに

ちょうど訪問中に︑プーチン大統領がクリ

実でした︒

交渉経過について一定の認識を持っていま

した︒旧ソビエト時代には見捨てられた地域

を代表して交流訪問団︵ビザなし交流︶に

したが︑今回の訪問を通して現実の北方領

したようです︒島民との話し合いで感じたの

であったが︑クリル発展計画によって島民は

国後島の古釜布港に入ると︑つい１週間

は彼等には領土問題の意識等は全くなく︑交

土を肌身で感じる貴重な経験をすることが

前に漁業協定違反でロシアに拿捕された日

流を通しての発展を望んでいるようでした︒

大きな期待とロシア人としての誇りを取り戻

本漁船﹁第十邦晃丸﹂が停泊しており︑い

訪問団に参加して最も感じたことは︑この

できました︒

きなり北方領土の現実を突き付けられまし

り︑舗装された道路は１本もない状況でし

国後島に比べるとインフラ整備が遅れてお

シア人が多いという印象でした︒色丹島は

すでに移住４世の世代に入っており白系ロ

以上に道路等インフラ整備が進み︑住人は

国後島は︑人口六千人ほどで︑町は予想

であることを忘れるなという︑私達︑日本人

北方領土問題を風化させず︑日本固有の領土

﹁返せ︑北方領土﹂のスローガン︒これは︑

た︒訪問を終えて根室に戻ると︑そこには

や返還運動の現状に大きな課題を感じまし

りも行政関係者と旧島民関係者で︑交流事業

問団が出発することを知らず︑出港時の見送

問題に一番敏感であるはずの根室市民が︑訪

た︒島民のロシア人は︑北方四島は戦争に

に対するメッセージであると痛感しました︒

た︒

よって手に入れた領土との意識が強く︑特

国後島・町並み

●府立医大病院に建設される最先端の陽子
線ガン治療は医療保険の適用除外で︑治療
費が高額となる︒府民が安心して治療を受
けることができるよう補助制度を設けるべ
き︒

組む役割を果たすべき︒関西の総合戦略を示
すべき︒

ＴＰＰ対策について
●農産物の８割で関税撤廃されるが︑本府農
業への影響を調査し︑対策を講じるべき︒
●工業品の関税は完全撤廃されるが︑輸出関
連企業の育成支援や︑安価な輸入品と競合す
る企業への支援策を講じるべき︒
● 非 関税分野︵著作権・知的財産・サービ
ス︶に対する調査を急ぎ︑対策を急ぐべき︒

日本の人道支援 ディーゼル発電機

地域まで行くことが

本会議（H.27.6.30 )
本会議（H.27.12.9 )

︵質問・答弁録を発行︶
本会議での質問・答弁をまとめた冊子を︑
毎年発行しています︒ホームページにも掲載
しておりますので︑是非ご覧ください︒
sugaya‐hiroshi.com

交流船から望む国後島の町

できるようになっ

関西メガリージョン︵広域経済圏︶
の形成について
●東京一極集中の是正には︑関西の強みを
活かした産業集積をはかり︑東京圏・名古
屋圏に対抗できる経済圏を関西で構築し︑
東京と並ぶ広域経済圏として確立すべき︒
●広域経済圏の構築には︑交通インフラの
整備が不可欠︒北陸新幹線のルート決定に
は︑日本海側の拠点港であり液化天然ガス
やメタンハイドレート基地を担いうる舞鶴
を経由して京都から
大阪に結ぶべき︒
●関西の広域経済圏
を構築する上で重要
なのが︑関西広域連
合︒府県レベルの議
論ではなく︑関西地
域の広域課題に取り

日本人が居住した証 日本人墓地

（色丹島・斜古丹墓地）

（国後島・古釜布湾）
（色丹島・穴間村）

拿捕された 第 10 邦晃丸

新設された総合病院

6月府議会本会議一般質問要旨（H.27.6.30）
12月府議会本会議一般質問要旨 （H.27.12.9）

北方領土（国後・色丹島）を訪ねて（H.27.7.23〜27）

