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次のうち、
西宮市の現状に、
当てはまるのは
どれでしょう？

番外編 えっ、選挙あるん？忘れとった！てか、行く気ないわ！そんなみなさんへ☆

34歳 志政報告 No.18発行：西宮市議会議員 川村よしと川村よしと西 宮
市議会議員

公用車(白い車です)を予約するために、早朝出勤して超過勤務手当を受け取っている。

制度上、3000日以上の長期休職(有給期間を含む)が可能である。

若くて優秀な管理職より、高齢のヒラ職員の方が高給取りである。

遅刻を理由に1時間の時間休(有給)を取得し、同じ日に1時間残業できる。（注）残業代=時給換算×1.25倍

答えは、この志政報告の中に書いてあるよ

無所属

ダメダメ。そうやってみんなが選挙に行かなくな
ると、取り返しのつかないことになってしまうよ。

えっ、選挙あるん？忘れとった！
てか、行く気ないわ！そんなみなさんへ☆

4月に入ったら、兵庫県議会議員選挙(4月7日
投開票)と西宮市議会議員選挙(4月21日投開
票)があるよね？何だか行くの面倒だし、誰に投
票しても変わらない気がするんだけど…。

急に懐かしい人が出てきたね　　確かに、それ
はイヤだなぁ。でも、選挙に行く意味がサッパリ
分からないんだもん。ボクひとりが選挙に行か
なくても、結果は同じでしょ？

えっ？どういうこと？

…ってことは、自分に関係のない団体の代表
ばかりで市の方針が決まってもOKだし、また
号泣議員さんみたいな人が当選しても、文句
は言わないよね？

黒板の図を見てごらん。

組織票？何それ？

投票率が下がると組織票の割合が増えて、組
織の代表ばかりになっちゃうね

実際、過去の選挙の投票率はどうだったの？

たった1％で、そこまで選挙の結果に影響する
ということは、これまで選挙に行っていた人は
もちろん、選挙に参加しなかった人が投票に行
くことで、西宮のまちづくりの方向性が、大きく
変わることになるんだね

例えば、特定の思想を持った団体、公務員や企業
の労働組合なんかを指すのが一般的かな。彼ら
は自分の組織のために必ず投票に行くから、投
票率が上がろうが下がろうが、その合計は大差
ない。それに対して組織票でない人(浮動票)は、
投票率が下がった分だけ減ってしまう。

組織的に誰かを支援するのは、選挙としては
当たり前のことだけど、政治家としては、自分
の支援者のためだけでなく西宮全市のことを
考えて、政策を提言すべきだと思うよ

番外編

みんなが選挙に行かなくなる(＝投票率が下が
る)と、組織票が強くなるんだ。

ご覧の通り、順調に下がり続けているよ

組織票 浮動票

２００７年
40.16％

２０11年
37.15％

２０15年
36.27％→ →

２０19年
？？？％→

組織票 浮動票

浮動票が減った分、組織票が強くなる。

投票率低 高

選挙のたびに3％くらいずつ投票率が下がって
いって、もう下げ止まるかと思った前回ですら、
1％近くも下がってしまった
有権者は約39万人だから、1％でも3900人。
これは、市議会議員をギリギリ2人、当選させら
れる数になるんだよ

これらを実現する挑戦は、まだ道半ば。
この志政報告を読んでくれたみなさんに、見守って頂ければ幸いです。

西宮のために、
僕がすべきこと。
僕のしたいこと。
僕にしかできないこと。

それはいつしか、僕にしかできない政治になっていました。
こうして、26歳のチラシ配りの若者は、34歳の政治家になりました。

若い政治家が、後に続いてほしいと思いました。
そのためには、先を走る僕が、質の高い仕事をし続けなくてはいけません。
だから、2期8年、約3000日の任期の間に、何万ページもの資料を読み込み、
16回の一般質問で何十本もの政策を提案し、そのうち実現できなかったものもあったけれど、
何万キロもポスティングをして走り、何百回も駅や街頭に立って、
240万枚の志政報告を西宮全市に届けながら、僕の志、信念、哲学、政策を伝え続けました。

市議会議員になって僕がすべきこと。
それは、議会という現場で一生懸命働き、
そこで経験した僕から見た真実を、権力に臆せず伝えることでした。
4年間、必死で駆け抜けた結果、2期目の選挙では、3349人の方々から再びご期待を頂きました。

そして、3235人の西宮市民の方々からご期待を頂いて、
僕は西宮市議会議員になりました。

だから、半年かけた政治活動の中で、
何千キロもポスティングをして走り、
何十回も駅や街頭に立って、チラシを配って自分の想いを伝えました。
それが、当時の僕にできる唯一の政治でした。

そのたびに、僕はこう思っていました。
「あなたにはムリかもしれないけれど、僕にならできる。」
自分で自分を奮い立たせないと、
誰かの言う「どうせムリ」に、押しつぶされそうでした。

選挙に出たって落ちるに決まっていると言われました。
政党や団体からの支援はないのかと聞かれました。
お金もコネも知名度もないのに、どうやって勝つのかと問われました。
要は「市議会議員になるのはムリだ。」と言われました。
8年前、26歳の時でした。



だって、寝坊とかで15分遅刻した人が時間
休をつけられるんでしょ？

こういう運用を禁止している民間企業も多い
らしいし、厳格な運用に改めるべきじゃない
の？

人件費＝税金なんだから、コスト意識を持っ
た働き方をしてほしいな！

関連して、こういうデータもあったよね
早朝に出勤し、超過勤務手当を付けて、公用
車の事前予約(1週間前の0時から可能)をして
いる人がいるようだぞ…と

複数の市職員から、そういう運用をしている
人がいると、耳にしたことはあるよ

うん、すべてが不正ではないのかもしれない
けれど、こういう働き方での超過勤務が年
間約2700時間。
時間単価で言うと、3000円や4000円にな
る人もいるから、単純に計算しても数百万円
にもなってしまうね 本当に必要な休職の人もいるだろうし、早く

元気になって働けるといいなぁとは思うんだ
けど、制度そのものとしては、改善する必要
があるんじゃないかな。

3000日以上の休職ってどういうこと？

休職中も、一定期間は給料の8割が支払わ
れるわけで、それだけでスゴい費用になるね。

いよいよ２期目も大詰めだね！
選挙前だし「教育も福祉も防災も頑張りま
す！」みたいな感じで、どんどんアピールして
いこうよ

実際、どうやって財源を確保したらいいの？

あ～確かに　 例えばだけど、観光系の施策
は要らない気がするよね。市民意識調査で
も期待度がすごく低かったし…。
何で「文教住宅都市」が観光系の事業をやる
のか、不思議に思っていたんだ

それと、前回の志政報告No.17にも書いてい
た、人事・給与制度改革も同じくらい重要だ
よね？ 

もちろん！
給料表などの要点を、黒板に整
理してみたよ    ↗↗

縦軸を号、横軸を級とした表だったよね。
級＝役職による違いで、「新入職員(大卒)＝1
級49号」からスタート。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

えっ、 課長より給料の高い部下が、課長全員
の人数より多いの？？
…と言うか、部下より給料が低いという状況
がよく分からないんだけど

２期目最後の一般質問で、人事・給与制度改
革について取り上げていたよね

あの時の話で気になったんだけど、西宮市
役所って、時間休(有給)を取得した日に残業
してもいいの？

給料表の重なりと、上がり続ける号が大きな
原因になっている。これでは、能力とモチ
ベーションの高い職員が報われないから、頑
張っている人を基準に制度設計して、メリハ
リのある給料表と評価制度に改革していく
必要があるのさ

開口一番、古臭い政治家みたいなこと言う
なぁ(笑) 「○○やります！」って、その人のお
金でやってくれるわけじゃないのに

カンペキだね！今回は、問題点を更に詳しく
説明していくよ　 給料表の改善すべき点を
抜粋するとこんな感じかな。

うん、市長は「知らなかった」「勉強不足です」
「これから考えます」を連発していたけど

制度そのものは、可能なようになっているよ。
時間単位の休暇取得は、例えば子供の体調不
良などがあっても、働き方として柔軟に対応で
きるようにしようというものだから、そのまま
でいいと思う。ただ、運用そのものの見直し
は絶対に必要だね。
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級と号の掛け合わせで
給料が決定する。

★

役職が上がれば級が上がる。

４級
（主査）

常々言っていることだし、過去に実現した提
案もあるんだけど、市内の団体への不必要
な補助金を整理すること、西宮市の行ってい
る事業で、不要なものを止めることが、まず
は必要だね

イイね！そういう発想で、事業を取捨選択し
ていかないと、無限にお金と人が必要になっ
て、西宮市は破綻してしまう。
小さな事業までしっかり見直しながら改革を
進めて、本当に必要な事業に投資できるよう
にしなくてはいけないのさ

さすがに覚えてきたようだね
だから、「○○やります！」には、お金をどう
するのかという議論は避けて通れないのさ。

今の制度では、不自然だけどそれが可能に
なってしまうのさ
過去の実績として、3631日の長期休職者が
いたんだよね。

その通り！市役所改革の一環としてすべきこ
とって、本当にまだまだたくさんあるから、そ
こを抜本的に進めていくのが、これからの僕
の仕事のテーマだと考えているよ
その上で、過去の一般質問でも提案しているよ
うな政策を、実行できるようにしていきたいな。
「教育と福祉のための行財政改革」という考え
は、議員になった時から、ずっと変わらない考
え方だからね

最後までお付き合い下さり、
ありがとうございました

8:45 17:30

18:309:45

通常の勤務時間

労働者を守るという観点で言えば重要な制
度である一方、すべては税金で行われてい
るということも忘れてはいけないね
シンプルに、職務怠慢などの不適格職員に
関しては、一定期間を経ても状況が変わら
ないなら分限処分(クビ)といった対応も考
えないと…。

川村クンの、３期目の活躍に期待している
よ　 もう１回、SASUKEにも出場できると
いいね

あ、そうだったね
西宮市の財政は、約95％が基本は固定費で出
ていくから、自由に使えるお金は5％しかない
んだった
前に川村クンが説明してくれていたような…。

これも、コスト意識を持った働き方をしてほ
しいね。「予約可能な時間帯を、通常勤務の
時間内に限定するように、システム改善を検
討する」と答弁していたし、その経過を追い
かけていくことにするよ

おぉ、今日は冴えてるじゃないか
西宮市の公務員の給与制度の話、覚えている
かな？→ご連絡頂ければ、過去の志政報告は
僕が配達します！

5級
（係長）

6級
（課長）

1
2
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69名
481名

176名

（H31年3月時点）

給料の幅

主査全員が係長より
高給。

最も若い（号の低い）
課長より給料の高い
部下が187名もいる。

給料表そのものに重な
りが大きい。

（給料は時間単価で1,25倍になる)
１時間残業１時間休

5時台～７時台の公用車事前予約件数・上位３部署と全部署合計（H29年度）

年間2425台の車両の事前予約を、３名のみで早朝に
出勤して行っている。

問題点

問題点 超過勤務を付けて、車両の事前予約をすることが
常態化している。

課名 ５時台 6時台 7時台 合計 予約者実数
設備課 0 2422 3 2425 3名

学校保険安全課 36 992 66 1094 3名
公共施設保全課 0 880 0 880 2名
全部署合計 133 5197 1947

時間別予約者実数 7 67 73

7277 113名
2

2

1

1

◎3631日の休職をしようとすると...

※ひとつの病気などで休めるのは合計で３年間。

※12ヵ月の休み(有給)を使い切ったら、
　その後有給で休めるのは働いた期間の分だけ。

当てはまります！
制度そのものを見直すことが急務です！4その

12ヵ月 複数の病気で
このような休み方を
する必要がある。休

6ヵ月

働

6ヵ月

休

×2以上

◎長期休職者数と休職日数

→１年間で約7000万円支払われている。

年度 人数 日数

H27 46名 9562日

H28 46名 7968日

H29 48名 9330日

①

②

③

当てはまります！
頑張った人が報われる制度にすべきです！

当てはまります！西宮市役所のコスト意識を
高めなくてはいけません！2その

当てはまります！市役所改革の本丸は、
細かいところも含めた「人事・給与制度改革」です！3その

←

実際の分布

←

1その

＠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.5～17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


