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選挙が近くなると必ず、

「○○を削減します！！」と叫ぶ方々が現れます。

「削減派＝正義」「反対派＝悪」と決めつけ、

自らを正義の代弁者のように宣伝し、有権者に訴えかけます。

果たして、それは真実なのでしょうか？

確かに、西宮市政の中には、削減すべきものもたくさんあります。

しかし、何でもかんでも削減すれば良いというものではありません。

何を削減しなければならないのか。なぜそれを削減すべきなのか。

その本質を見極め、市民の皆さんにしっかりと説明することこそ、

西宮市議会議員が本当にすべき仕事だと、僕は考えています。

この「志政報告」が、みなさんと西宮市政を繋ぐ、

きっかけになれば幸いです。 川村よしと西 宮
市議会議員

説明のない「○○削減！」には要注意です！

どうなる？市長のマニフェスト！

1報告その

2報告その

議会改革は、まだまだ進みます！

説明のない「○○削減」には要注意です！

えっ？西宮市長は、この先ずっと退職金をもらえな
くなるんじゃないの？

え～、それって「市長の退職金廃止」って言うのか
なぁ…。

まぁ、何でもいいじゃないか　 
退職金をなくせば、お金が余るわけだし

え～、そんなんじゃ話が進まないじゃないか

ふ～ん…。
そういえば、なんで市長は退職金廃止を公約に掲
げたの？

確かに、そう言われてみればそうかも…。
でも実際に、6月定例会でしっかり話し合ったん
じゃないの？

あったなぁ、そんなこと
「西宮市長の退職金は2800万円！」って、テレビで
見た気がするよ。

新しい市長の調子はどう？

４月に西宮市長選挙があったよね。
「市長の退職金廃止!」
「4年で2800万円は非常識!」…って選挙の時に
言っていたから、どうなったのかなぁと思って

どうしたんだよ急に

おいおい、そんなに単純な話じゃないんだよ
僕たち西宮市議会議員が決めているのは、市長の
個人的なお金の使い道じゃなくて、西宮市の税金
の使い方なんだ。
市長の退職金は、彼個人のお金じゃなくて西宮市
民みんなのお金だから、しっかりと議論して、その
是非を判断すべきだと思わないかい？

イヤ、提案理由が「選挙で掲げたから」「市長の心意気」
みたいな内容で、建設的な議論にならなかったんだよ。
僕の所属する総務常任委員会で細かい議論をする
予定だったのに、市長は委員会に出てこなかったか
ら、正直焦ったよ

イヤ、前市長は公約違反を連発したり、それ以外に
も問題が多かったから提案しただけで、今回の件と
話は別だよ。
何れにせよ、前市長の時の騒動の中で、「西宮市長
の退職金は高すぎる！廃止すべきだ！」と訴えた方
が、選挙的にウケが良さそうな空気になった。
その頃突然、今の市長が選挙公約に掲げ始めたの
さ

僕たちは、退職金廃止に反対したいわけじゃないん
だよ。必要な議論がなされていないし、このままで
は単なるパフォーマンスで終わってしまう。
退職金という制度そのものは、法律に則って決めら
れている制度だし、「非常識」と言うけれど、世の中
の市長の９９％は退職金をもらっている。
これまでの西宮市長はみんな、退職金を受け取って
いるわけで、廃止を訴えるなら、制度設計そのもの
の議論は避けて通れないよね。

う～ん…。そもそも、「退職金廃止」ってどういうこ
とだと思う？

あらら、やっぱり勘違いしているね
順を追って説明すると、まず、当選後の6月定例会
で提案されたのは、「自分に限って(一代限り)退職
金を受け取りません」という内容なんだ。

そうなんだよね、言葉だけ見たら、この先ずっと
廃止とも読み取れるけど、実際に提案されたのは
「一代限り」というものだった。

→続きは裏面へGO☆

「本当の改革」を、
みんなで
考えませんか？

1報告その

うん、市長と直接議論できなかったし、6月定例会
での議会の結論は、多数決でかなりの僅差では
あったけど「継続審査」、つまり、次の9月定例会以
降に判断しましょうということになったんだ

これは僕の推測でしかないけれど、選挙を有利に
運ぶためだったんじゃないかな。退職金の話は、前
の市長が新聞記者に「殺すぞ！」と言って、世間を騒
がせる問題になった時に、話題になり始めたんだ。

3報告その

SASUKEの挑戦は続けていくの？番外編

じゃあ、川村クンは退職金削減とか廃止には賛成な
んだね

な～んだ、選挙に当選するためかぁ

実際に何を議論すべきなの？

うん、暴言を吐いて西宮市のイメージを傷つけた市
長に、その金額は高すぎるということで、議会が退
職金の減額を提案したのが発端だね
実は、議会運営委員会で僕が最初に提案したんだ
けど

そう捉えられても仕方がない状況ではあるよね。
でも、提案されるのであれば、議会としてはしっかり
議論する必要がある。

う～ん、税金の使い道の議論だから、論点はたくさ
んあるよね。重要なものを黒板にまとめてみたよ

「市役所改革」の全体像が示されていないんだね
委員会での市長答弁も微妙な感じとなると早急には
決められないし、なんだか問題点が多そうだなぁ…。

市長の退職金の額面は約2800万円だが、短期所得と

いうことで税金が高く、手取りは約1700万円になる。

「退職金廃止から始める市役所改革」と主張しているが、

自分一代限りなので「廃止」ではない。

「市役所改革の全体像は何も示されていない。」事実として

「副市長の退職金を廃止するつもりはない」と発言している。

公務員の人事・給与制度に関しても、現状維持の可能性が

極めて高い。

「2800万円は非常識！」と言うが、いくらが適正なのかは示さ

れていない。副市長の退職金も、４年間の任期で額面が約

1700万円だが、これについては何も言及されていない。

市長は６月の委員会を欠席。９月の委員会に出席したものの、

退職金制度そのものに関して、不勉強な答弁が目立った。
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イヤ、9月定例会で市長側から提案が取り下げら
れたよ。外部の機関に意見を求めて議論を深めて
から、再度提案されることになるんじゃないかな

うん、6月定例会の代表質問(会派を代表して行う
質問)などで、選挙公約の検証方法について議論
されていたんだけど、僕はそもそも、示されている
マニフェストが何なのか、サッパリ理解できなかっ
たんだ

これも質問したんだけど
「市民からの声や、分かりづらい情報などを整理し
直してインターネットで公開する」…という意味だ
という答弁だったんだよなぁ

この2つを軌道に乗せるのも大変だったのに、そ
んなに急かさないでくれよ

実は、僕の母校でもある関西学院大学経済学部のゼ
ミから、ゼミのメインテーマとして、1年かけて市役
所への政策提案を作りたいという申し出があったん
だ　 これを受けて、議会運営委員会でも協議した結
果、広報広聴特別委員会がフロントに立って、プロ
ジェクトとして進めることに決まったのさ　 早速、こ
の前ゼミに挨拶と講義に行ってきたところだよ

担当の上村先生とは、そこまで行ければ最高だねっ
て話しているんだけど、何せ、全国でも聞いたこと
がない取り組みだから、丁寧に進めていきたいと考
えているよ

そうなんだよ。
具体的に質問すると「そういうことではなくて、実
は○○です」って返されるし、正直言って議論する
以前の問題だね

もちろん「まだお答えできません」の一点張りさ
予算のことにも頭が回るなんて、なかなか冴えてる
じゃないか

そのまんまの意味だよ。市長選挙前のチラシをそ
のまま引用するよ

そこが問題なんだよね。
市に直接意見を伝える仕組みは、既にいくつもあ
るのが現状で、これ以上新しい方法を増やしても、
職員の負担が増えるだけだと思うんだよね

勘違いするのもムリはないけど、そうじゃないんだ
よ

もともと、他の市で行われていた「市長への手紙」とい
うものをイメージしていたらしいんだけど、それに対し
て「今の時代はLINEでしょ　 」って指摘されて、
「ホットライン」って言い始めたって答弁だったよ(笑)

でも、そう答弁されちゃったからね。あまりにいい加
減に作られた公約と答弁で、僕も、それ以上の追及は
やめて他の話題に移るしかなかったし

え～、それじゃあ一体どんな制度なのさ。
一般質問で確認したんでしょ？

笑いごとじゃないよ！選挙公約じゃないか！

市長が退職するまでに時間は十分にあるし、丁寧
に議論を積み重ねてほしいな

「○○廃止!」「○○削減!」と言うと聞こえが良いけ
れど、その内容や理由、それによって起こる影響を
考えることが重要なんだね

ところで、川村クンの退職金はいくらなの？
議員の人ももらえるんでしょ？

市長も議員も選挙で選ばれるのに、どうして差があ
るの？

もちろんそのつもりだよ
今回の取り下げは、前向きに議論をするためのもの
だし、委員会でも「英断だと思います」と市長に直接
伝えたところさ

うん、勘違いされることが多いんだけど、議員にはも
ともと退職金がないし、議員年金という制度もなく
なったから、結構大変なんだよ

そうなんだけど、キミに言われる
と何だかモヤモヤするなぁ

聞いてビックリだと思うけど、大丈夫かな？(笑)

「3月か4月、桜が咲く頃には…」と言っていたから、
議会に対して明確な説明ができるようになるには、
もう少し時間がかかると思うよ。

選挙公約については、具体的な内容を示してもらう
と同時に、実行するものに関しては、財源も含めて
しっかりと議論していかなくてはいけないね

そういうこと　 今の市長は地方自治の現場経験
がないから、議会側がしっかりと機能を発揮するこ
とが、ますます求められていくと思うよ！

もちろん　 これからも、この志政報告でしっかり
伝えていく予定だよ

残念ながら、議員には退職金という制度そのもの
が存在しないんだよ。

正確な理由は定かではないんだけど、明治維新の
後に今の地方自治の形ができ始めた頃は、選挙制
度が存在せず、指名で市長や知事が決まっていた
時代があったんだ。その名残じゃないかな？
それと、勤務形態として、市長は公務員に近い所が
あるし、そもそも議員とは違って、市役所のトップだ
からね。公務員には退職金があってトップの市長に
ないというのも、違和感があるしね。

ふ～ん…。それにしても、議員に退職金がないのは意
外だったなぁ。

まぁ、好きでやってる仕事だか
ら仕方ないよね！！

退職金のこと以外で掲げていた選挙公約(マニフェ
スト)はどんな感じなの？

これについては、少し整理が必要かな

うん、ここまで来たら2期目はぜんぶ務め上げよう
と思って

公約の文面から考えると、今まで情報公開請求を
しても公開されなかった情報まで、公開していこう
という意味に聞こえるよね。

「情報フルオープン構想」はどうなの？

４年連続、広報広聴特別委員長に決まったんだよね

前回(志政報告No.15)では、議会体感ツアーや高校生
のバーチャル市議会の取り組みを紹介していたけど、
他に新たな企画はないの？

せめて議会は、スピード感を出してくれないと

バーチャル市議会と言うより、かなり本格的な内容に
なりそうだね！大学が、市役所や市議会のシンクタン
クとして機能しそうな感じも…。

今後の展開に注目だね

手首に大怪我をしてリハビリ中って聞いたけど、今後も
筋肉議員としての挑戦は続けていくの？

「全ての行政情報を公開」って、そんなこと本当に
可能なの？

書いていることと全然違うじゃないか

それじゃ、具体的に予算をどう捻出するのかは…。

ボクもいろいろと勉強しているからね　 いつに
なったら具体的に答弁してくれるんだろう？

う～ん、スピード感がないなぁ

あと、すべきでないものは理由も踏まえてNOだと
指摘するのも、議会の重要な役割なんだよね？

ボクたち市民も、今後の動向に注目しなきゃいけ
ないね！

なんだか、イヤな予感がするなぁ…
９月定例会で、一般質問していたよね？

そういうこと
説明なき削減に流されない確かな見識こそ、僕た
ち議員を含め、市民全体に求められているんじゃ
ないかな
「選挙に有利だから削減！」という風潮になるの
は、いちばんダメなパターンだと思うよ。

議会事務局の皆さん、ご対応とご協力宜しくお願いし
ますm(_ _)m

高校生、大学生に限らず学校関係者の皆さん、いつ
でもバーチャル市議会は受け付けておりますので、
議会事務局まで、是非ご連絡下さい！

もちろん　 仲間とのトレーニングの様子は、インス
タグラムにアップしているから、筋肉議員としての
活動は、そちらをご覧ください！

最後までお付き合い下さり、ありがとうございました　 

確かに、民間企業の従業員や役員にも退職金がある
のは普通だし、制度そのものは常識的だよなぁ。
結局、継続審査の結論は出たの？

ちょっと何言っているのか分かんないんだけど

へぇ～、市長へのホットラインかぁ！
具体的に、どうやって市長と繋がるの？

既にたくさんの手段があるとなると、足りないのは
直通電話くらいじゃない？「市長へのホットライ
ン」って言葉からもイメージしやすいよね

行政情報の公開とは...
・ 既にOPENなもの
・ OPENでないもの
　　　請求すればOPENになるもの
　　　OPENにならないもの

　　　　　　これを公開すれば
　　　　　　「全ての行政情報を公開」となる。

◎

☎(０７９８)３５-３３８２

どうなる？市長のマニフェスト！2報告その 議会改革は、まだまだ進みます！3報告その

SASUKEの挑戦は、続けていくの？番外編

「市長へのホットライン」
「せっかくよいアイデアがあるけど。」

「これは直接トップの耳にいれたい。」

こんな声に応えるのが、「市長へのホットライン」です。

新しい西宮市では、市長が寄せられたご意見や提案に目を通し、

必要な対応、検討を行います。直接つながることで、

多様な声に耳を傾けることができます。

原則全ての行政情報を公開し、IT等の活用で

「見える化」を徹底します。「見える行政」によって、

市役所への信頼度向上につながります。

創設

「フルオープン」構想情報

＠kawamurayoshito #筋肉議員

住所：西宮市段上町6丁目15番5－306号
Mail：kawamura@shisei-k.jp

No.5～15も
在庫が

ございます！
こんなにたくさんの方とお話しました
市内であれば、どこへでも伺います！

◆ 「川村の出前」やってます！！
⇒ kawamura@shisei-k.jp

川村よしと　昭和59年7月22日生まれ(34歳)
趣味は筋トレ、ベンチプレス120kg、体脂肪率は現在11％です。「西宮の筋肉議員」として
TBSのSASUKEに出場しました。関西学院大学経済学部卒業。浜学園国語講師、㈱リンク
アンドモチベーションを経て、平成23年4月、西宮市議会議員選挙で初当選(現在2期目)。

◆他のチラシも配達します！
ご住所を教えて頂ければ、
僕が直接お届けします☆

検索川村よしと


