
ひきた だい プロフィール

ひきただい政策通信のバックナンバーを
配達いたします。左京区内、全戸手配りで
お届けしておりますが、「まだうちには届
いてない!」という方がいらっしゃれば、お
届けいたします。また友人、知人への配布
用など、いつでもご用命ください!

ひきただい後援会事務所

生 年 月 日 ： 昭和59（1984）年
  9月1日生まれ30歳
出 身 ： 京都市左京区聖護院
身 長 ： 179㎝ 70㎏　
血 液 型 ： A型
趣 味 ： マラソン
  京都・大阪・東京・那覇・
  ホノルルマラソン
  など計10回以上の
  フルマラソンを完走
好きな食べ物 ： ラーメン二郎、梨　

〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町16-19-2F
TEL ： 075-771-0111  FAX ： 075-771-0115  Mail ： info@hikitadai.com　　 ひきただい 検 索

経　歴

●平成3年（1991）　京都市福ノ川保育所
●平成9年（1997）　京都市立錦林小学校
錦林ジュニアで野球、京都踏水会でスイミングを習うスポーツ少年
錦林小学校初の大文字駅伝も出場し、1区を快走
●平成12年（2000）　京都市立近衛中学校
バスケットボールに打込む
中学時代の友人との出会いや、部活動を通して努力することや
諦めないことの大切さを学ぶ
●平成15年（2003）　私立東山高等学校
勉強もそこそこに、朝刊配達・からふね屋熊野店・京都大学食堂
ファーストフード店などのアルバイトに明け暮れ、貯めた貯金で全国に旅に出る
●平成20年（2008）　明治大学 経営学部 経営学科 卒業
大学在学中より、衆議院議員はぎうだ光一事務所にて政治を学ぶ　
生の政治に触れる中で、将来、生まれ育った故郷のために働きたい
との想いを固める
●平成20年（2008）　ＮＴＴ西日本  入社
名古屋支店在任中に、ルートセールス全社1位となり、３度の社長表彰を獲得
●平成26年6月（2014）　ＮＴＴ西日本  退社
学生時代に想い描いた、故郷のために働くことを決意し、
楽しかったサラリーマン生活に別れを告げる
●京都市政への挑戦を決意し、現在左京区にて活動中。

プロフィール

世界一住みたい街京都をつくる
生涯、京都で暮らす。そのために、京都党は京都市民のライフステージに合わせて、以下の取組を行います。

詳細は次号にて！ 京都党ＨＰでも公開中！　http://www.kyoto-party.com/
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みなさまの声を
聞かせてください。

「若いもんががんばらなアカンで！」
「チラシのここの部分、もうちょっと詳しく教えてくれませんか？」
「ここの道路、ミラーなくて危険なの知ってる？」

ひきただい政策通信は本号で３作目となりますが、１作目、２作目の
チラシを見てありがたいことに想像以上に多くの反響をいただき
ました。

その全ての叱咤激励、ご相談が私の励みになります。
「こんなこと相談しても…」など思わずに、どんな些細なことでもご
連絡ください。この課題を把握していない！などのご叱責も大歓迎
です。また、地域の集まりや茶話会などにも喜んで参加させていた
だきます。このチラシへのご意見なども含めて、是非ひきただいま
でご連絡ください。
お電話一本で左京区内どこへでもお伺いいたします！

075-771-0111 info@hikitadai.comTEL MAIL

日本一の大学進学率を
御所南小、堀川・西京高校といわれる教育先端校の影で取り残されているのが他の公立学校。取り組むべきは優秀校のみへの注力ではなく、教育全体
の底上げ。生涯賃金は中卒より高卒、高卒より大卒のほうが高いことはデータからもはっきりしている。
●エンカレッジスクール（学び直し高校）の創設  ●高校入試の評定なしの実力枠創設

地場企業への就職を  若者の所得水準UP
人材確保に苦しむ市内企業と京都が誇る市内大学の就職マッチングを。人口の一割を占める大学生の囲い込みを早期に実現し、優秀な学生を市内企業
へ誘導し、学生にとっては優先的に就職できるような仕組みを作る。とにかく若者への所得移転こそ少子化対策の要。その為には企業が儲かること。儲
かる町京都の実現に向け全力を尽くします。
●就職マッチング事業の創設  ●第二新卒の再チャレンジ  ●連関型六次産業の支援
●中小企業の海外販路開拓の支援  ●官民連携の拡充

女性の就労支援  多子世帯は街の宝
働きたい女性が働き続けられる街を目指します。まず女性が安定して働き続けられる職場環境を目指すために、より幅広い業界に対して男女に関わら
ずフレックス勤務を推進し、一部民間で導入されているITを活用した在宅勤務の充実化を図ります。また、認定こども園が広がれば、待機児童問題はほ
ぼ解消される見込みです。一時保育や病児保育をさらに拡充し、子育ての環境整備を進めて参ります。また、市内企業支援策として市内企業勤務者につ
いては市外在住者でも余裕のある範囲で市内保育園への受入れを進めます。また、子育て支援は数あれど、三人兄弟、双子など沢山お子さんを育てて
おられるご家庭のご苦労は並大抵ではありません。出生率の回復の為にも多子世帯を応援します。
●市内通勤者の保育所受入れ  ●病児保育・一時保育の拡充  ●フレックス勤務・在宅勤務の推奨
●多子世帯への教育費減免  ●多子世帯の公営住宅優先入居  

景観政策の見直し 窓口時間の延長・土日開庁
景観条例は堅持すべき重要な政策のひとつです。しかし、実際の運用面で多くの矛盾と問題を抱えています。よりメリハリの利いた地区指定の検討や
デザイン基準の見直し、審査会の弾力的運用、例外規定の廃止などを進めて参ります。市役所は市民の役に立つ所でなくてはなりません。市民が不便
に感じる市役所では意味がありません。職員の時間を柔軟に組み替え、コストをかけることなく、窓口業務の時間延長および土日の開庁を実施いたし
ます。変則勤務を弾力的に運用し、費用負担ゼロを目指します。
●景観条例の見直し  ●コンビニでの証明書発行  ●市役所開庁の改善

不摂生を規制！ 治す医療から防ぐ医療へ！
京都市の国民健康保険だけで約1500億円（京都府全体では8378億円）もの医療費が使われている一方で、予防医療に使われている予算は約110億
円。これがあるべき医療の姿でしょうか。病気になってから対処するのではなく、病気を予防することに徹底的に投資し、市民の健康寿命を延ばしていく
ことこそが市民の幸せにもつながり、結果として膨張し続ける医療費の抑制、国民健康保険料の負担軽減につながります。予防に重点をおいた政策へ
転換することにより、どこの町よりもお年寄りが元気なまち「京都」を目指します。
●食育・栄養教育の充実  ●給食改革の推進  ●受動喫煙防止条例の制定  ●炭酸税・深夜税の検討
●救急相談センターの拡充  ●救急受診ガイドの頒布

京都党マニフェスト

左京区内、
どこへでもお伺い
いたします。
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１９８４年９月１日生まれ、３０歳。左京区出身。福ノ川保育所/錦林小学校/近衛中学校/東山高校/明治大学経営学部。
卒業後、NTT西日本に入社。様々な地域で勤務し、名古屋支店在任中はルートセールス営業として全社１位、３度の
社長表彰を獲得。現在、京都市政への挑戦を決意し、地域政党京都党 左京区第２支部長として生まれ育った左京区
にて活動中。趣味はマラソンで左京区内を走り回る。

地域政党 京都党 左京区第２支部長

30歳

こんなにも違う、公務員と民間との給与。
他都市と比較し、人数の多い京都市会議員。
議会に出るだけで手当てがもらえる。

これらが本当に必要あるのか、
市民のみなさまに問う。



ごみ収集や管理用務員などの現場作業。これらは京都市が自前で公務員を雇って行わくとも、民間の同業種に委託
することができます。京都市では既にこういった現場作業の公務員の採用は凍結されていたにも関わらず、２０１２年
は採用を行っています。時代に逆行するムダな行為として反対し、民間に委託する方が安く、サービスも良いため、
民間企業への委託を推進いたします。

●現場作業などの、京都市でなくとも行える業務は
　民間企業へ委託しコストを削減。
●現場作業等の現業職の新規採用全面廃止。

「府市合作」  

こんなにも違う！？ 公務員と民間企業の給与 そもそも、京都市会議員って何人いるの？

京都市
まち美化業務員
（平均年齢44.7歳）

民間類似業種
廃棄物処理従業員
（平均年齢44.6歳）

京都市
給食調理員

（平均年齢48歳）

民間類似業種
調理師

（平均年齢38.3歳）

京都市
管理用務員

（平均年齢52.4歳）

民間類似業種
用務員

（平均年齢53.7歳）

約13万円差
額 差

額 差
額

京都市の技能・労務職と民間の類似職種 平均給与月額比較
出典：京都市人事行政白書  http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000130/130103/26jinnjigyouseihakusyo.pdf

人口が近似値の政令指定都市と比較してみました。

ひきただい
提 案

「そもそも、京都市会議員って何人いるの？６９人！？そんないらんやろ！？」
市民の皆様からよくいただく質問です。京都市の人口１４７万人に対して、市会議員は６９名。京都市は議員定数１人
当たりの人口約２１，３００人と、人口が近似値の政令指定都市に比べて市会議員が多いことがわかります。
左記で現業職の給与は高いと記載しておりますが、市会議員はそもそもの人数を減らすことで、人件費を抑制する
ことができます。議員一人当たり議会運営費含む年間支出は約３，０００万円。９人削減すれば、年間で約2億7000万
円もの削減が可能となります。

詳細は http://www.kyoto-party.com/direct_claim/proposal.html

議会に出ると、手当てがもらえる？ 
海外視察という名の海外旅行？
費用弁償とは、議会に出れば給与とは別途で支払われる手当。こういった理解の
できない「議員厚遇」となる手当は即刻廃止すべき。また、府議会の海外視察は
名ばかりで、実態は海外旅行ともとられかねない内容になっている。ましてや、
飛行機はビジネスクラス…
京都党は市会で費用弁償廃止（実現済）、海外視察に反対を貫いています。
この市議会の流れを、府議会にももたらすことで、ムダ使い、議員厚遇の廃止が
実現できます。

水道料金が安くなる！
実は京都市の水道料金は、京都府内の他市に比べ安い。さらに
は、節水意識の高まりで年々水道水は余っています。この余っ
た水を周辺都市に売ることで、京都市より高い周辺の水道料金
を引き下げ、余った水を売ることで京都市の水道料金を今より
値下げすることが出来ます。また場合によっては、海外で技術
協力するほど高い技術力をもつ京都市上下水道局が周辺都市
の水道事業の業務を請け負うことで、余剰設備の効率的運営、
設備投資費の軽減などもお互いにメリットが出てきます。

京都「府」と京都「市」が連携すれば、
あらゆる効率化を図れます。

地域政党  京都党
左京区の府市連携は大西けんごと

ともに推進いたします！

京都市 ¥3,120
宇治市 ¥3,738
城陽市 ¥3,595
長岡京市 ¥3,870
向日市 ¥4,510
八幡市 ¥3,330

市町村 金額

●京都党の提唱により、次回選挙より２名の削減が実現します。
●引き続き、議員定数9名削減の目標達成に向けて
　残り７名削減を提案し続けます。

ひきただい
提 案

京都市
人口 市会議員数

425,155円 290,600円
377,785円 258,800円

413,430円
約147万人

69人

議員定数1人
あたりの人口

約21,300人

議員定数1人
あたりの人口

約24,500人

議員定数1人
あたりの人口

約24,500人

60人 62人

約147万人 約152万人202,700円

約12万円 約21万円

川崎市
人口 市会議員数

福岡市
人口 市会議員数


