
京都市議会議員

※活動は随時HPやfacebookを通して報告しております。

財政に余裕のない政令市ランキング１位。
「京都市職員の人件費は政令市最高レベル」にメス！！01

自由に使えるのはわずか０．２％！？
厳しすぎる京都市財政

【政令指定都市の市民一人当たりの人件費】（図１）

（平成２６年度決算）
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市民一人当たりの人件費 歳出に占める割合円 %
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◆元三重県知事・北川正恭氏
「“何でも国に追随・追認する“といった発想から地方
は脱出しなければならない。時代ニーズに合ったまち
づくりを地方自ら舵を取ることが求められている。」

（第1回地域政党サミットにて）

◆千葉市長・熊谷俊人氏
「今や地方自治は国政政党の代理戦争になってしまっている。これからの
時代は地方の時代なんですから、地域政党という組織が絶対大切です。

陳情があればやはり現場確認が基本！
問題解決のために、背景を紐解きながら検証します。
より市民に近い政治の実現のため日々奮闘中です！！

今期も“市民感覚”をモットーに！

地域政党サミット始動

経常収支比率９９．８。この比率は、毎年度継
続して得る収入に対し、人件費など支払いがあら
かじめ決まった経費の割合を示しており、京都市
は自治体中なんと１位です。つまり、収入のうち
自由に使えるのはわずか０．２％に過ぎず、これ
では新たな行政課題が持ち上がっても対応しよう
がありません。そうなると、経済対策はもちろん
のこと、税金の適正配分と無駄遣いをなくすこと
は必須課題です。

あれをするにもこれ
をするにも“お金がな
い”。私のもとに届く
陳情でも、対応したく
とも財源不足の壁にぶ
つかってしまうものが
少なからずあります。
そもそも、財源不足と
はどの程度なのか、イ
メージが湧きにくいか
と思いますが、この指
標を見れば一目瞭然で
す。

①京都市 99.8

②川崎市 99.7

③名古屋市 99.3

④大阪市 98.8

⑤仙台市 98.2

⑥相模原市 98.1

⑦広島市 97.7

⑧千葉市 97.4

⑨横浜市 97.4

⑩北九州市 96.9

財政に余裕がない政令市のランキング

(経常収支比率、単位は%)

そこで今回、京都市職員の給与分析を実施した
ところ、問題点が山積していました。まず注目す
べきは、この厳しい財政下にも関わらず、人件費
は政令市平均を大きく上回っています。京都市の
人件費が高い原因は給与が高いうえに職員数も多
いことが原因です。京都市と人口規模の近い福岡
市や川崎市では、業務効率化による職員数減など
で京都市よりずっと低い数値となっています。
（図１参照）

他都市よりかさむ人件費！

政令市平均をかなり上回る職員人件費！

京都市でまず改善を図るべくは部下より給料の低
い部長、そして年間総収入１千万円超えの平職員を
生み出している制度です。公務員はそもそも「職務
給の原則」に則って、役職に応じた給料になってい
なければなりません。しかし、市職員は仕事ぶりに
関わらず、年間４号給ずつ給料があがっていき、平
の職員でも給与設定の上限が高いため、実際に４０
代の最年少部長より課長全員の方が給料が高いと
いったアンバランスが生じてしまっています。大手
企業の課長、部長なら職責に見合った給料をもらう
のはある意味当然ですが、いわゆる平の職員でも年
齢を重ねれば民間企業では想像できないような高額
な給料を受け取ることになります。これが、一般市
民感覚からして、“公務員給料が高い”と感じる最大
の要因ではないでしょうか。実際、係長能力認定試
験の受験率は例年２５％前後に留まっており、報酬
での旨みのなさが昇格への意欲を削いでいる状況が
如実に表れています。

【現在の給料表のイメージ】

主任※

※３８歳を超えると、ほぼ自動的に主任となる。

～

部長 局長…

なんと主任級と局長
級の給料が重複！

号給アップ
に応じて給
料も上昇

主任最高額は月額
394,800円。
ここに５５歳以上
の職員が大量在籍。

職員給料の見直しを提案！！

部長より給料が高い！？
年収総額１，０００万円超えの主任

自由に使えるお金を捻出するには固定費を減らさ
ねばならず、限られた固定費の中で市民サービスを
維持向上するには、“努力や成果に見合った制度”を
構築せねばなりません。そもそも、平職員でも在籍
年数を重ねれば部長級レベルの給料に届いてしまう
こと自体問題です。職務に見合った給料とする「職
務給の原則」のもと、最大６階級に渡って重なって
いる給料幅を、重複は上下２階級以内に抑え、役職
ごとにもっとメリハリをつけるべきです。また、人
事評価による良い悪いに関わらず一律給料４号給
アップも見直し、評価に応じた昇給の差も設けるべ
きです。現状では、無難どころか職務が疎かでも、
同じように昇給できてしまいます。これでは明らか
に頑張った職員が報われません。長期的には職員の
成長も鈍ることに繋がります。
基本的に労働者の給料を下げるべきとは思ってお

りませんが、現制度には見直しが必要です。今年度
も京都市人事委員会の勧告により公務員給料が引き
上げとなりましたが、一般的な民間との給料格差を
行政はもっと真摯な目線で向き合わねばなりません。

課長級以上は
責任倍増の激務



嵐山小、嵯峨中、
北嵯峨高校 卒業。
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「明日の古都会」のご案内

お申込みは、お電話かFAXにてご連絡いただくか、ホーム
ページのお申込みフォームよりお手続きも可能です。多数
の皆様からのご入会を心よりお待ちしております。

江村りさの活動を支えていただくための
「江村りさ明日の古都会」の会員を随時募っております。

ご入会の特典

３

２

１ 広報誌(年４回)の送付

市政報告会・イベントのご案内

会員証発行

※政治資金規正法により外国人国籍の方からのご寄
附(カンパ)は拝受できませんので、ご理解の程宜し
くお願い致します。

振込先 ：京都銀行 京都市役所前支店（店番１２７）
口座番号：（普）３６８３８９５
口座名義：古都会（コトカイ）

３，０００円

年会費

・昭和60年10月生まれ。
・嵯峨野保育所
・嵐山小学校（Ｈ9年度卒）
・嵯峨中学校（Ｈ12年度卒）
・北嵯峨高校（Ｈ15年度卒・27期生）
・同志社大学政策学部卒業
★在学中、市会議員学生秘書

・株式会社ミスミ（東証一部）勤務
・平成23年、市会議員選挙にて25歳初当選
・平成27年、二期目当選
・京都党幹事長／京都党市会議員団団長

プロフィール

おかげさまで、
二期目に突入しま
した！！

「四条通の歩道拡幅事業」の改善を求める！

検証すべく、四条歩行者を中心にアンケートを実施！

• 春に起こった大渋滞は基本的に桜の
観光シーズンで大量の観光客が流入
したことが要因。工事はあくまで要
因の一部であり、「想定外」の事態
だった

• その後、渋滞は解消している
• 市民からのバスの遅延など交通渋滞

に関する不満はそれほどない
• 歩行者からは評判のお声が多く届い

ている

◆歩行者の声より、圧倒的な車線縮小による不
満・憤りの声が多数寄せられる状況
◆渋滞でバスの遅延を含め、観光客はもとより京
都市民に大変な混乱を招いている（実際に市民生
活に支障をきたしているのでは？）

↑京都市にアンケート
結果を提出

やはり実感していた肌感覚と皆様のお声とは近似していた。
その声を議会にて問題提起。要望書として京都市へ提出。

◆屋根の検討
歩道拡幅された部分に屋根の拡張がなされていないため、
信号待ちで人が多く溜まりやすい場所に雨がかかる状況。
部分的にだけでも屋根拡張の検討が必要。

◆バス停のデザイン変更（交通渋滞の緩和策）

ゼブラゾーンをまたいだ危険なバスの追い越しが横行している
ことからも構造的な解決を成すべき。（四条通迂回の呼びかけ、
バス停改札の導入などといった応急処置的な対応を批判）

「歩くまち・京都」戦略の一環である四条通歩
道拡幅工事をどのように思われますか？

質問：東大路通（祇園四条～五条）の歩道拡幅工事が検討されて
いますが、それについてはどう思われますか？

拡幅工事開始① 「歩くまち・京都」のシンボルプ
ロジェクトとして四条通歩道拡幅
を実施

② １時間あたりの四条通の利用者が、
歩道は約7,000人に対し、車道は
約2,200人であるため、歩道の拡
幅を優先すべし

③ 四条通へはマイカーではなく、公
共交通を利用してもらうことで渋
滞は緩和できる（アクセスが不便
になっても仕方がない）

工事の概要・目的

工事完了
（2015年10月末）

実感

※集計数：街頭１０７５件、WEB６６１件

◆変圧器の移設
歩道空間の中央に２０か所以上の変圧器が残っており、
非常に不便かつ危険な状態となっている。
技術的に難しいことが工事着工後に発覚したことは、事
前調査不足で非常に問題である。極力移設に努めると共
に、残る部分にも改善策を講じるべき。

代表質問質疑内容（一部抜粋）

◆地下道の有効活用
地下道を阪急に貸しているとの理由で検討を怠らず、幅
拡張や、店舗導入も視野に入れ本格的な有効活用を進め
ること。

改善案として、バス停車時に後続車が
詰まらないようアクセススペースを確
保したバス停に作り変えるべき。また、
四条遠しに緩やかなカーブを設けたつ
くりにすれば、歩道空間を確保しなが
ら交通渋滞を改善した道路構造とする
ことができる。

※上記は結果を一部抜粋（HPにて詳細を公開中）

「いまのままでよい」２３％

「もとに戻すべき」 ３８％
「今のままで良いが

改善すべき」２７％

⇒ 計６５％が不満

「反対」 ５４％
「わからない」 ２４％

「賛成」 １８％
※東大路通の該当区である東山区で
は歩道幅が狭いという課題を抱えて
いることから、「分からない」との
回答が目立った

京都市の主張

↑今のままでは残る変圧器

完


