
34歳 志政報告 No.17発行：西宮市議会議員 川村よしと

「市議会議員なんて、誰がやっても同じでしょ？」
…と、言われることがあります。
そんな時、僕はこう答えてみることにしています。
「あなたの仕事は、誰がやっても同じですか？」

僕がお伝えしたいのは、僕の仕事も、みなさんの仕事も、
「誰がやっても同じ仕事」なんて、存在しないということです。
今の西宮市議会に目を向ければ、「20対19」で可決か否決かが決まる、
多数決でギリギリの場面も起こりうる状況が続いています。

つまり、みなさんが誰を議員に選ぶかで、
西宮市のまちづくりは大きく変わっていくのです。
だから、西宮市議会議員は「誰がやっても同じ」ではないんです。
そう、あなたの仕事が、そうであるように。

この「志政報告」が、
あなた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
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公務員の増員に繋がる提案を
否決しました！

新年、明けましておめでとう！
川村クン、ボクのところに年賀状が届いてな
かったよ

あ、そうなんだ。
でも、その決まりって知らない人も多いん
じゃないかなぁ

明けましておめでとう！
年賀状の件なんだけど、公職選挙法で議員
が選挙区内の人に挨拶状を送るのは禁止さ
れてるんだ
悪気はないので、勘弁してもらえないかなぁ。

そうだよ　 ルールがなければ、無限に増や
したい放題になってしまうからね。
今のところ、西宮市の職員定数はこんな感じ
になっているよ。
主な部署と合計が分かれば大丈夫かな

イヤ、実は約2年前に定数が増えたばかりな
のさ
平成29年3月定例会で、職員定数を増やす
条例が提出されて、僕はもちろん、所属する
政新会も反対したんだけど、「22対17」で可
決してしまったんだよね。(当時は議員が40
名、議長は採決に加わらないルールです。)

そうかもしれないね。
まぁ、この「志政報告」が新年のご挨拶代わ
りということで

西宮市議会として大きな成果だったのは、12
月定例会で、公務員の増員に繋がる条例を否
決できたことかな

→続きは裏面へGO☆

「市議会議員は、
誰がやっても同じ」
ではありません。
あなたの仕事が、
そうであるように。
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公務員の増員に繋がる提案を否決しました！

公務員を増やす前に、本当にすべき改革とは？

今回は、SASUKEのお話はおやすみですm(_ _)m

え～っと、そもそもの話がよく分からないん
だけど、公務員の人数ってルールで決められ
ているの？

なんで反対したの？
職員が増えれば仕事に余裕ができて、働く
環境はより良くなりそうだけど…。

でも、これは２年前の話でしょ？
今回は、どうして定数増が提案されたの？

カウントの方法？

なるほど！年間100人以上いる育児休業の
取得者をカウントしなければ、定数の上限は
いじらずに、新たに職員を採用することがで
きるということだね
コレはさすがに理由としては微妙でしょ

えっ、どういうこと？

えっ、なんていい加減な人事計画なんだ。
そういうことも考えて採用計画を調整する
のが人事部の仕事じゃないか
条例違反にならないように、再任用職員の勤
務形態を調整するとか、職員の採用計画を
見直すとか、定数増よりも他の手立てを考え
るべきだよ。

へぇ～、部署ごとに細かく分けて人数が決め
られているんだね。この定数って、ずっと変
わっていないの？

2期目も残すところは3月定例会だけになっ
たけど、最近は何か大きな動きってあったの
かな？

市長事務部局
議会事務局
教育委員会
消防局
市立中央病院
その他

2,255名
18名

605名
552名
249名
297名

合計 3,946名

この時の提案理由は、そういう理屈じゃな
かったんだよね。

そう考えたからこそ、僕たちは反対に回った
んだけどね…

厳密に言うと、提案されたのは定数増ではな
くて、職員定数のカウントの方法を変えると
いう内容だったんだよ。

具体的に説明すると、現在の方法だと、職員
定数の中には育児休業を取得している人も
含まれているんだけど、それをカウントしな
いように改めたいと提案してきたんだ。

ところが、提案された当初は賛成多数で可決す
るんじゃないかという雰囲気だったんだよ

定年退職した人を再任用する際に、週何日勤
務するかの希望を聞くんだけど、多くの人が
週５勤務を希望したんだ。国の指針として、
その希望には極力応えなくてはいけない上
に、週5勤務の人は再任用職員であっても定
数にカウントすることになっていて、これを
守ると当時の職員定数をオーバーしてしまう。
要は、想像以上に週5勤務希望者が多くて条
例違反になってしまうから、定数を上げさせ
てくれという話だったのさ

実際の人数 再任用

職員定数

再任用の人をカ
ウントすると定数
オーバー（条例
違反）となる。

★



公務員を増やす前に、
本当にすべき改革とは？

一体、何をすべきなの？

さっき言っていたように、人件費を削減する
ことは必要だよね！

でも、年功序列で給料が上がっていく仕組み
は改めるべきじゃないのかな？
西宮市役所の職員さんって、年功序列で給
料が上がるって聞いたことがあるよ！
具体的な内容はよく知らないけど

言葉にするのはすごく簡単で、それこそ僕が
議員になるよりも前から多くの議員が主張
し続けていることさ
ただ、なかなか市はそこにタッチしようとし
ないんだ

確かに、人件費の削減は改革としては重要だ
けど、やみくもに削減すれば良いという話で
はないと思うよ。
優秀な職員さんの給料が理由なく減らされ
るようなことがあったら、モチベーションは
下がってしまうだろうし…。

確かにここ数年、西宮市職員の不祥事が目
立っているね。ただ、厳しく処分すべきなのは
不祥事だけではないんだよ。

ズバリ言うと、職務怠慢、不適格な職員の分
限処分(クビ)を実行すべきだね。
西宮市役所には、何かと理由をつけて仕事
を休んだりサボったりするような、不良職員
と呼ばれる人が昔から一定数存在すると言
われているんだ。委員会では「約100人」と指
摘されていて、人事も概ね認めていたよ

そりゃ、突然クビにはできないよ
大阪市の事例なども参考にすべきだけど、ま
ずは著しく勤務評価が低かったり、勤務態
度が悪かったりする職員に研修の機会など
を与えて、勤務状況を改めるように訓練する
必要があるよね。
そして、一定期間を経ても状況の変わらない
職員に関しては、面談の後に分限処分(クビ)な
どの対応を考えなくてはいけない。

う～ん…。若くて優秀な人は、しっかり評価さ
れて給与もちゃんともらうべきだけど、高齢
のヒラ職員の給与が、管理職より高くなる制
度設計って、良くない気がするけどなぁ

最近、職員の不祥事も多いんじゃないの？
ニュースや新聞で何度も目にしたことがあ
るよ　 公務員としての自覚がない人は、厳
しく処分すべきだよね！

え～、他にも何か問題があるのかい？

でも、公務員ってそんなに簡単にクビにでき
ないって聞いたことがあるよ。

こうして考えると、不適格な職員がちゃんと
働くようになれば、公務員の定数をわざわ
ざ増やす必要なんてないよね。
「育休が取りづらいです！」「ワーク・ライ
フ・バランスが…」とか言ってる横でサボっ
ている職員さんがいるとしたら、みんなに
説明がつかないよ　  百歩譲って定数を増
やすにしても、分限処分などの対応をしっか
りと行った後でなければいけないね

残念ながら、そういうことになるよね

おいおい、そこはしっかり勉強してから意見
を言わないと
複雑な制度設計の話は抜きにして、簡単に
説明するよ

縦軸を号、横軸を級とした表になっているね。
級＝役職による違いなんだけど、「新入職員
＝1級」からスタートして段階的に上がって
いって、5級＝係長、6級＝課長、7級＝部長、
8級＝局長となるよ
問題なのは縦軸、なんと125号まで存在す
る上に、基本的に問題がなければ、毎年4号
ずつ上がることになっているんだ。
これが「年功序列で給与が上がり続ける」原
因だね
級が上がらなくても、号は地道に上がり続け
るのさ。
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確かに「育児休業取得に反対！」なんて、子育
て環境を無視する冷酷非情な悪徳議員みた
いだね

もし可決した場合、余裕のできた定数の分だ
け新しく職員を採用することになるんだよね？
そんなことして大丈夫なの？

西宮市が使うお金の中で、人件費などの固定
費の割合は95％を超えているから、この数値
を減らす必要があるって、川村クンも議会で主
張していたよね

結局、どういう流れで否決する方向に進んで
いったの？

何だコレ！何の根拠も示されていないじゃな
いか

結局、多数決の結果はどうなったの？

完全勝利だね

そのような数値は持ち合わ
せておりません。

提案理由が「育児休業を取得しやすくするこ
と」「職員のワーク・ライフ・バランスを整え
ること」だったからさ。
市民のみなさんから「この人は育児休業を取
得しやすくするのに反対している議員だ！
「職員のワーク・ライフ・バランスを整えるのに
反対している議員だ！」って勘違いされる可能
性があったら、反対しづらいと思わないかい？

その通り、よく覚えているじゃないか
人が足りないから定数を増やします！…とい
う発想で動いていたら、税金がいくらあって
も足りないからね。

最初は「20対19」で可決してしまうと思って
いたんだ。ところが、最終的には「13対26」
で否決という結果になったのさ

今回の議案が、本当に西宮市のためになる
のなら、ちゃんと議論できる材料を揃えて、
また提案してくれたら良いと思うよ。
でも、公務員を増やすより先に、すべきこと
はたくさんあるんじゃないかな

何もそこまで言わなくても(笑)
でも、議決する(○×をつける)立場からすると、
反対しづらい流れだったのは間違いないね。

今の財政状況で定数を増やす余裕なんてど
こにもないよ。公務員を1人増やせば、2億円
以上お金がかかるわけで、そんなに簡単に人
数は増やせない。そのツケは僕たちも含めた
若い世代に回されることになるんだから。

育休取得率100％で取りづらいと主張され
ても、どうしようもないよね
僕たちは、何も反対ありきで議論したいわけ
じゃないんだ。本当に市役所の職場環境の改
善に繋がる条例なのかどうかを、正確に判断
して答えを導き出したい。そのために、本当の
ことを知る必要がある。この答弁じゃ、さすが
に賛成する理由には不十分だよ

考え方はいろいろあるけれど、人件費削減を
８年前から主張している僕にとっては、望まし
い結果になったかな☆

本会議や委員会の質疑で、市の答弁があまり
に酷くて完全に自滅した感じだったよ
僕の所属する総務常任委員会で細かく議論
もしたけれど、合理的な説明は全くできない
状態だったし。簡単に再現すると、

市の職場において、どれく
らい育児休業が取得しづら
いのか、「○○局××課では
3名が希望を出しているが
1名しか取得できていな
い」といったような数値を
示して、具体的に説明して
下さい。

こんな流れの質疑だったよ

議事録はございません。

議事録に残る会議で、育児休業やワー
ク・ライフ・バランスについて、どのよう
な議論がされたのか、お示し下さい。

市

人事ヒアリングなど、普段の情報交換か
らです。

では、何を根拠に「育児休業が取得し
づらい」と主張しているのですか？

市

記録は取っていません。

では、人事ヒアリングの記録はお示し
できますか？

市

女性で言うと、西宮市は100％、民間
企業は88％です。

西宮市の育休取得率と、西宮市内の民
間企業の育休取得率を教えて下さい。

市

市

今後の市の動きにも注目だね！

この問題だけでなく、公務員の人事・給与制
度全般に関しては、抜本的な見直しをしなく
てはいけない。
これからも、一般質問や委員会の場などで
繰り返し提言していくよ

この件も、これから継続して提案していくよ

最後までお付き合い下さり、
ありがとうございました

それじゃあ、若い管理職より給与の高いヒラ
職員もいるってこと？
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級と号の掛け合わせで

給与が決定する
★

役職が上がれば級が上がる

＠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.5～16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


