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年頭のごあいさつ          京都府知事  山田啓二 

明日の京都を描くため 
府民の皆さま、あけましておめでとうございます。 

昨年を振り返って 

京都府では、林田・荒巻府政以来築き上げてきた社会基盤

がいよいよ実を結ぶ時期となりました。 

昨年４月に新名神高速道路の城陽・八幡京田辺間が開通し、

ついに京都は京丹後市から木津川市まで高速道路によって

ひとつに繋がりました。 

 「海の京都」「森の京都」と続き、昨年は「お茶の京都」事業に

より、南部地域全体に大変多くの人が訪れるとともに、北部地

域では、美しい絹織物の地「丹後ちりめん回廊」が日本遺産に

認定されるなど、観光面でも過去最高の賑わいとなり、府政

全体が大きく盛り上がりを見せた一年となりました。 

また、文化庁の全面的京都移転も正式に決定、移転場所も府

庁の警察本部本館に決まり、名実ともに京都が「文化首都」と

位置付けられ、文化芸術立国に向け大きな役割を担うことに

なった重要な節目の年となりました。しかしながら一方では、

依然、我が国周辺で安全保障について大きな緊迫感が続くと

ともに、少子高齢化や東京一極集中の加速、子どもの貧困な

ど様々な課題が改めて浮き彫りになった一年でもありました。 

未来を切り拓く鍵 

こうした背景には、少子高齢化や情報化、国際化の中で、

家族形態も含め社会の多様化が進展することに対して、「地

域の力」、「自治の力」、が低下し、旧来の制度や考え方では

支えきれない局面が生まれてきたことがあげられると思いま

す。特に近年では、様々な格差の問題や孤立社会といわれる 

無関心時代の到来も指摘される中、京都府では従来から地域

力再生を掲げ、地域の絆などの新しい地域づくりの環境・土台

を基に、半公半Ｘの公共員制度や地域の公民の生活機関を

集中化した、コミュニティコンビニの整備、子ども食堂や居場

所づくりのためのこどもの城事業、さらに高齢化時代に医療、

介護、福祉を連結させる地域包括ケアの推進、女性活躍から

障害のある方の農業分野での活躍を支える農福連携など、幅

広く「共生社会」の実現に向け取り組みを進めてまいりまし

た。 

 

 

 

新しい時代へ 

 今年は、「明治」への改元、そして京都府の設置から１５０周

年にあたります。当時、京都では、多くの人や産業が東京へ

移り、３分の１の人口が減少したため、千年にわたって都とし

て栄えた京都は、かってない大きな危機に直面しました。そ

のような激動の時代にあっても、京都府は、日本初の小学校

（上京２７番組（柳池）小学校）や女学校（新英学校および女紅

場）、盲ろう学校（京都盲唖院）の開校、府立歯科大学の前身

である医学校を療病院に付置。京都大学の前身である第三高

等中学校の大阪からの誘致、同志社大学の設置許可など人

づくりを中心に府政を進め、さらに琵琶湖疏水の建設や経済

界とも連動した京都博覧会の開催で産業の振興を図り、西陣

織や茶業など様々な分野で新たな取り組みを進め、京都を復

活させました。これが京都府の源点であります。 

 そうした先人たちの努力が今日の京都の礎を築いてきたの

であり、そこには、どんなに困難な時も未来に投資をして、未

来のために現代を生きる京都の気概があります。 

 この１５０周年という節目を迎えるにあたり、今の京都の基盤

が形作られてきた明治の時代を振り返り、常に先進的な取り

組みを続けてきた先人たちの姿勢を受け継いで、新しい人づ

くりと文化力づくりによって京都の生き方が一層魅力あるもの

になるように、私たちは全力を挙げなければなりません。 

 京都には今、年間8,700万人もの観光客が訪れており、世界

的にも日本、そして日本文化のふるさと・京都への関心が高

まっていますが、2019年から 3年連続でラクビ―ワールドカ

ップ、東京オリンピック・パラリンピック競技大会、ワールドマ

スタ－ズゲーム 2021関西と大規模な国際大会が開催されま

す。この機を捉え「京都文化力プロジェクト 2016-2020」をはじ

めオール京都で力を合わせ、京都から日本の文化を発信し、

大きな交流の渦が巻き起こるよう、全力を傾けてまいりたいと

存じます。 

 人と文化によって地域の資源、歴史、伝統を活かし、人と人

が支え合う共生社会の実現により、地域の力を再び取り戻し、

新たな時代を切り拓く為、共に歩んでまいりましょう。 

 私は、この 4月任期を全うする予定でありますが、この一年

の皆さまのご健勝とご多幸を心からお祈り申しあげ、新年のご

あいさつといたします。 
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労働基準法の基礎知識 
労働基準法は、正社員、アルバイトなどの名称を問わず全ての労働者に適用されるルールです。この、労働基準法の

ポイントをわかりやすくまとめたものです。今回はポイント６～８までを記載いたします。 

ポイント 6   ≪年次有給休暇≫ 

   

      雇い入れ日（試用期間含む）から６か月間継続勤務し、全所定労働日の 8割以上出勤した労働者には 

年次有給休暇が与えられます。（労働基準法第３９条） 

 

○ 一般の労働者の付与日数 

勤続日数 ６か月 1年6か月 2年6か月 ３年６か月 ４年６ケ月 ５年６か月 ６年６か月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

 

○ 週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が３０時間未満の労働者の付与日数 

 週所定 

労働 

日数 

１年間の所定 

労働日数（※）                       勤務年数 
６か月 １年 

６か月 

２年 

６か月 

３年 

６か月 

４年 

６か月 

５年 

６か月 

６年 

６か月以上 

付

与

日

数  

 ４日 １６９日から２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

 ３日 １２１日から１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

 ２日 ７３日から１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

 １日 ４８日から７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

※ 週以外の期間によって労働日数が定められている場合。 

ポイント７   ≪解雇・退職≫ 

やむを得ず、労働者を解雇する場合は、少なくとも３０日以上前に予告するか、解雇予告手当（平均賃金の 

３０日分以上） を支払わなければなりません。（労働基準法第２０条） 

  また、業務上の傷病や産前産後による休業期間およびその後３０日間は、原則として解雇できません 

（労働基準法第１９条） 

ポイント８     ≪就業規則≫ 

常時１０人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて、 

所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。また、就業規則を変更した場合も同様です。 

（労働基準法第８９条、第９０条） 

 

必ず記載しなければならないこと          定めをした場合に記載しなければならないこと 

①始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 

及び就業時転換（交替制の場合）に関する 

こと。 

②賃金の決定、計算及び支払いの時期並びに

昇給に関すること。 

③退職に関すること。 

 

 

 

①退職手当に関すること。 

②賞与などに関すること。 

③食費・作業用品などの負担に関すること。 

④安全衛生に関すること。 

⑤職業訓練に関すること。 

⑥災害補償などに関すること。 

⑦表彰や制裁に関すること。 

⑧その他、全労働者に適用されること。

    （注意） 就業規則は作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により労働者に周知しなければなりません。 

  その他の関係法令の基礎知識 

◇ 健康診断：労働者の採用時と、その後毎年１回、定期に健康診断をしなければなりません。 

◇ 労働保険・雇用保険：労働者を一人でも雇用する事業主は労働保険に加入しなければなりません。 
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人手不足さらに拡大 
景気の上向きを受け、人手不足がここに来て、さらに深刻な状況となりました。京都府の有効求人倍率は昨年７月に 

１．５７倍を記録。１９７３年の過去最高に次ぐ、４５年ぶりの高水準となりました。また、滋賀県においても１１月は１．３８

倍となり、京都府、滋賀県はもちろん、全国的な拡大傾向となり、併せて、東京オリンピックの関連事業が本格化すれば

益々、深刻な状況になることが浮き彫りとなりました。 

京都銀行が、１１月に行った京都企業の景気動向調査では、雇用が過剰との回答から不足との回答数を引いたＤⅠ値

がマイナス４２と人員不足が鮮明になりました。中でも一般機械のマイナス６１、精密機械のマイナス５９などが際立って

います。建設業界では、人員不足は慢性化し、技術者および現場対応者の深刻な状況が続いています。 

人材確保するため、企業では働きやすい職場環境づくりが進んでいます。ある企業は１月から定時退社を促す「ノー残

業デ―」を、毎週水曜日に加え月、金曜日も設定、又、ある企業は各事業場の公休日を増やし、休暇の取得を推進してい

ます。なお、今春の大卒予定者の採用活動は、学生優位の「売り手市場」となっています。昨年の「電通」の過労自殺問題

を受け、学生が働きやすさを重視する傾向は一層強まるようになり、人手不足に拍車をかける状況です。今後は女性や

外国人など多様な人材確保が進むため、子育て中の女性らが、ＩＴ技術を駆使して、職場を離れて働く、「テレワーク」も広

がるだろうと思われます。 

待遇改善策として賃上げも進みました。京都商工会議所の調べでは、本年度にベースアップや一時金割増などで賃金

を引き上げた府内の企業は前年並みの４３．８％になりました。建設業にそのままに当てはめることは大変難しいですが

景気動向に避けられないことも考えておきたいものです。 

消費拡大で景気の押し上げ効果を狙う政府の思惑もあり、最低賃金も昨年、大幅に引き上げられ、京都は２５円増の８５

６円・滋賀は２５円増の８１３円となり、各企業は人件費増に苦慮する声もあがっています。 

今後は、人手不足の解消に向け、各企業は景気動向に関心を持ち、深刻化が進む中、対応が迫られます。 

 

いざという時のために≪老後の安心は≫ 

知って安心≪成年後見制度・成年後見登記≫ 

「成年後見制度」ってどんな制度ですか？ 

 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、

身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり

する必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても

よく判断が出来ず契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々

を保護し、支援するのが≪成年後見制度≫です。 

こんな時は両親が認知症になれば、急な事故などの時、財産（不動産・預貯金など）などの引き出し、名義変更

ができません。 

例えば、アパート経営の父（母）が突然に病に倒れ入院、代わりに管理をしたい。認知症の祖母（祖父）を悪徳

訪問販売から守りたい。知的障害を持つ我が子のため、私達が亡くなった後も子供の生活や財産管理を任せたい。 

貴方の会社には、後継者はいますか。 

その後継者には、何時、どのようなタイミングで、どのような方法で、経営権を渡すべきでしょうか。経営権の

中身は、なんでしょうか。後継者以外の家族との平等は、どう考えますか？ 

これを考えないまま、経営者が認知症になり判断能力が不十分になったり、亡くなるようなことがあったりする

と、どうなるでしょうか。残された家族は、経営者名義の預貯金を引き出すことはできません。 

経営者名義の不動産などの事業用資産や株式は、遺産分割の対象となってしまい、思惑通り、後継者に集中させる

ことができません。これらのことで経営が困難な状態に陥るおそれもあります。 

そうなる前に、きちんと事業承継について考えてみませんか。判断能力が十分でない状態になる前の「任意後見

制度」の利用や、「成年後見制度」「遺言」による財産の残し方についても、併せて考えませんか。 

お知らせ 
事業承継・成年後見・相続についての≪セミナー≫開催。後日、日時・会場をお知らせいたします。 
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    これだけは知っておきたい  建設現場で役に立つ知恵 
  

相手が理解できない話をしたのでは≪一人前の専門家≫とはいえない。 
普段の生活の中で、付き合いで使っている言葉というものは、自分本位の考え方で、意味を変えて使うことは許

されない。それは、人間として、お互いに存在を認め合うため、絶対に必要な条件であるからだ。 

ところが、専門用語といわれるものは、日常の付き合いで、お互いに言葉を共有している隣近所の人と同じよう

に、その専門用語を共有する仲間にとって何の不自然さもないし、意味不明も起きてこない。 

だが、専門用語を共有するという仲間うちの人々は、又、日常の付き合いメンバーの一人として、重複して所属

しているのである。この重複の実態を意識していない専門家が多い。このことが、彼らが素人だという人とコミュ

ニケートするとき、多くの問題を派生させる原因となる。 

日常の付き合いで、暮らしの周辺にいる人たちにとって、専門用語を使う専門家仲間の話など、どういう意味な

のか、一向に解らないことが多い。このように話が通じないところに、専門家集団の特殊性が、表面化してくるこ

とになる。 

そこで、専門家と言われる集団に属する人たちは、彼らが素人と呼ぶ、日常の暮らしで付き合って行く人びとに

対して、専門家としての見解なり、識見について理解してもらうためには、日常の言葉を使うのでなければ、目的

の達成は出来ないのである。 

新型テレビを見ようとするとき、その取り扱い説明書を見さえすれば、誰でも使いこなすことができる。そのよ

うに、そのものの中身や構造など、少しも解らないブラック・ボックスであっても、扱っていくには一向に差支え

ないといったことが業務の上でも、最近特に多くなった。 

ところが、そのブラック・ボックスの中身を、ある程度理解させることによって、より以上の有効性や有利性を

見出させ、全機能を活用して貰いたいと願うとき、言語の問題が出てくるのである。 

専門家といわれる人が、専門家仲間だけに通用する略語や造語を仲間内だけで使って、円滑な意思伝達をしてい

る間は、何も問題は起こらない。ところが、自分が所属する集団以外の人たちに、自分たちの仲間だけにしか通用

しない専門語を平気で使い、相手が理解出来なければ、それは、話を聞いた相手に能力が無いからだとか、俺は専

門家なのだから、そう簡単に解って貰っては困るなどという、変なプライドを見出すがこれはどうしたことだろう。

だが、私達が、自分が属する専門家仲間以外の人々に話をするときは、日常の言葉を使って、自分の専門的な内容

を、わかりやすく解説し理解させるのでなければ、その話には、三文の値打ちもないことになる。専門家として、

そのような意味で特にひどいのは、会計学者とコンピューターの専門家とそして企業の自称エリートたちであると

言いたい。 

本当の意味での専門家とは、日常生活を共にしている隣近所の仲間たちに対して、その専門の内容を、日常使っ

ている言葉で、解るように話が出来る人のことをいうのである。このことを忘れて貰いたくない。 

 

中小企業のみなさん 

ご存知ですか。≪下請かけこみ寺≫ 

 中小企業が抱える取引上のトラブルでお困りの方に《問題解決に向けたアドバイスを行っています》 

取引上の悩みを抱えていませんかご相談ください。 

例えばこのような相談がありました。 

１、支払日を過ぎても代金を支払ってくれない。 

２、原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じない。 

３、職人の人手不足により、職人の手当が追いつかない。 

４、長年取引をしていた発注元から突然取引を停止された。 

５、契約先のお客さんからキャンセルされたので、部品が必要なくなったといって支払されない。 

≪下請かけこみ寺≫は全道府県に設置され、無料相談（弁護士など）、および、調停による紛争解決手続き 

  および、価格条件のノウハウについてのセミナーも開催しています。詳しくは当組合にご連絡下さい。 

「社員の安全を守るのが、社長の責任であり、社会の義務」 

 


