
26歳最年少だった僕も、
いよいよ３期目になりました！！
…が、ガンガン攻める姿勢は
変わりません

市議会の「◯◯委員会」、
あなたはいくつ言えますか？

3期目のスタートは、どんな役職に就いたの？市議会
の中での役割も、1期目の頃から変わってきたよね

へぇ～、市議会議員としてもいよいよって感じだね！
ところで、民生常任委員会ってなに？

２期目は４年連続で広報広聴特別委員長だったよね！

常任委員会では、議案の審査以外に何が行われてい
るの？

民生常任委員会は「食肉センターの課題と展望につ
いて」「ごみの減量化について」の２本立てなのかぁ　 
具体的には、どんなことを調査・研究しているの？

おっと、今日はここまでみたいだね
次号を楽しみにしているよ

役職は「民生常任委員会委員長」を担当することに
なったよ　 常任委員会以外でも「バーチャル市議会
～関学編～」や、にしのみや市民祭りでの「議会体感
ツアー」など、2期目の頃から取り組んできた企画が
成功して、議会全体を巻き込んだ仕事ができるよう
になってきたかな

おいおい、もう5年も僕と一緒に志政報告に登場して
いる(No.10～)のに、そんな基本的なことも知らない
とは…　  まず前提として、西宮市議会では市の業務
のあらゆる事柄を対象にして、議案の審査などが行
われているんだ。でも、ひとりですべてを調査・研究し
て議論に参加するというのは、物理的に難しい。

うん、本当にいい経験ができたと思っているよ
今期は、今のところ特別委員会は設置されていない
から、久しぶりに常任委員長を務めることになった
んだ。

なるほど、分かったぞ 　ひとりですべてをカバーで
きないから、担当する市の部局を５つの委員会に振
り分けて、議員はそのどれかの委員会に所属して集
中的に関わるという仕組みになっているんだね いろいろ興味が出てきたみたいだね

どちらも、これからの西宮にとってかなり重要な
テーマだから、紙面の都合もあるし、次号の志政報
告で詳しく説明していくことにしようかな。
ところで、市議会の「◯◯委員会」はいくつ言えたの
かな？

必要に応じて「特別委員会」を設置する場合があるこ
と。各会派の代表者で「議会運営委員会」を構成し、
議会運営全般について議論していること。この2点も
押さえておきたいね

３期目も、行財政改革を中心に政策提案していきます！

逮捕者続出！？これでいいのか、西宮市役所！

公務員の働き方、何だかおかしくないですか？

書けるギリギリのところまで突っ込んだ内容だね

番外編
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市議会の「◯◯委員会」、あなたはいくつ言えますか？
(注)「平成教育委員会」や「そこまで言って委員会」ではありませんよ☆

番外編

代表的なもので言うと「施策研究テーマ」を設定して、
年間を通して委員会単位で調査・研究を進め、最終
的には市に提言書を出すことになっているよ
少し前に、四日市市→さいたま市→船橋市と視察に
行ってきたところさ

35歳 志政報告 No.19川村よしと西 宮
市議会議員

でも、次の選挙の時に最後の演説で思わず出た言葉は、
「僕が政治家になりさえすれば、西宮の政治を変えられると思っていました。
 でも、それは思い上がりでした。本当に、申し訳ございませんでした。」
そこから、僕の2期目が始まりました。

議員になったからと言って突然、何かが変わるわけではありません。
4年間、とにかく必死で勉強して政策を提案し、
120万枚の志政報告を配って、自分の活動を伝え続けました。

そして、3235人の方からご期待を頂いて、
平成23年4月24日、ただのチラシ配りの若者は、西宮市議会議員になりました。
9年前、26歳の時でした。

そんな言葉に負けまいと、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り、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。

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。

3256人の方々の信託を得て、
26歳最年少も、35歳の西宮市議会議員になりました。
気合十分で頑張りますので、今期も宜しくお願いします！！

だから、2期目の最後の演説は、
「2期8年かけてようやく『西宮市議会議員の川村よしとです』と、
胸を張って言えるようになりました。
市民のみなさんが、時間をかけて僕を育ててくれました。
今度は、自信を持って言えます。僕の3期目にどうぞご期待下さい！」と、
締めくくることができました。

1期目に提案していた政策が実を結ぶようになるだけでなく、
4年間、広報広聴特別委員長を務めることで、議会改革を牽引する仕事ができました。
本当に多くの方々の協力を得て、にしのみや市民祭りでの「議会体感ツアー」や、
学生を対象にした「バーチャル市議会」といった取り組みも実現できました。

2期目の4年間は更に活動量を増やしました。
そして、それ以上にこだわったのは政策を実現させること。
議会全体の中で、影響力を発揮して仕事を進めていくことでした。
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西宮市役所の職員なのに、別の団体の仕事を
しているっていう問題のことか
だんだん思い出してきたよ

え～っと、西宮観光協会って西宮市役所とは
関係ないの？

別の組織ということは、極端な話だけど、西
宮市職員が勤務中に近所のコンビニの仕事
を手伝っているのと同じってこと？

なるほど
何でもかんでも止めろというのではなく、法律
に照らし合わせて公務員は公務員にしかでき
ない仕事に集中できる環境を作ることが大切
なんだね

それとは別に、気になることがあるんだけど…。

この前、住民票をもらいに市役所に行った時に
屋上に行ってみたんだ。
そしたら、市職員の名札をした人がタバコを
吸っていたんだけど、あれは「職務専念義務」に
は違反しないの？

すごくシンプルに喩えるとそういうことにな
るね
市は「職員の数が足りないから公務員を増や
したい！」と言っている。
でも、その実態は公務員がすべきでない仕事
まで手伝ってしまっているから、本来すべき
ことに手が回らない。
こういった点を、整理するところから始めな
いと「公務員の働き方」についての本質的な
議論はできないと、僕は考えているのさ

どうしたんだい？

僕個人の意見としては、勤務中の喫煙はNG
だと考えているよ。
でも、市はなかなかそれをルールにはしてく
れないんだ

無関係ではないし、補助金も出しているけ
ど組織としては全く別モノだよ。
ただ、西宮市に関係のある仕事をしている
というのが話をややこしくしているんだけ
どね

僕もタバコを吸わないから、その意見に賛成
だな。
喫煙は昼休みの休憩時にして、勤務中には止
めてほしいよね

西宮市職員は約3000人、西宮市議会議員
は40人(定数は41人)、僕の主張ばかりがすぐ
実現するような政治なら、そっちの方が危な
いよ
ただ、スピード感がないのは事実だから、本
会議や委員会の場をフル活用して、これまで
以上に頑張らなくてはいけないね

1日に30分のタバコ休憩をする人が100人
いたら3000分。
そこに税金が支払われているのはもちろん、
労働時間の損失という点からも見直すべきだ
よね

いきなり過激な見出しだけど、そんなに大変
な状況なの？

盗撮、セクハラ、不正受給、談合…。
思いつく限りの犯罪がズラッと並んでいるね
自分たちで稼いだお金じゃなくて税金を扱っ
ているわけだから、高い倫理観やプロ意識を
持つべきだよなぁ
市は、この状況にどう対応しているの？

全職員を対象にしたアンケートって、結果は
どうだったの？

え～！！それこそ、みんなで襟を
正そうっていう意識が低いじゃ
ないか
川村クンは、この状況にどういう
提言をしているの？

処分が厳しくなれば抑止力が働くという側面
もあるよね
年功序列で給与が上がる仕組みも、緊張感の
なさに繋がっている気がするなぁ 　市長は、
一連の不祥事をどう捉えているんだろう？

今後の市の動きに注目だね

一般質問で取り上げていた「職務専念義務」
のあり方についてだね

ボクが初登場したのが志政報告No.10だし、
専門用語も少しは覚えないと
…で、「職務専念義務」の何がおかしいんだっ
け？？

公務員の人が、勤務中に自分がすべき仕事以
外のことをしているってこと？？

僕が議員になってからの9年どころか、もっと
長いスパンで見ても前代未聞の事態だね

あくまで僕の感想だけど、石井市長にも緊張
感がない気がしているよ
議会運営委員会で、自分が発言する場面で凡
ミスしたり議案の名前を間違えたり、何だか
なぁ…って感じだからね。
石井市長になってから不祥事が増えている
のは事実だから、その点は緊張感を持つべき
だし、議会もしっかりとチェック機能を働か
せていくよ

あらら、肝心なところが抜けてるじゃないか

端的に言うとそうなるね
ただ「仕事をサボっているヤツがいるぞ！
ちゃんとしろ！」というのとは少し視点が違
うんだけど…。

この法律を守れていないケースがあるんじゃな
いかという話だよ。

☆地方公務員法 第３５条
職員は、法律又は条例に特別の定がある
場合を除く外、その勤務時間及び職務上
の注意力のすべてをその職責遂行のために
用い、当該地方公共団体がなすべき責を有
する職務にのみ従事しなければならない。

市長が職員を集めて話をしたり、全職員を対
象にアンケートを実施したり、対応は始めて
いるよ。ただ、その最中にも新たな不祥事が
起こっているから手に負えないんだよね

おぉ、難しい言葉を知っているじゃないか

細かいことかもしれないけれど、法律に示さ
れた通りの働き方がされるように、組織として
のあるべき姿勢を提案し続けていくよ

最後までお付き合い下さり、
ありがとうございました

川村クンの理想とする改革は、まだまだ道
半ばという印象だよね
もっとサクサク進まないものなの？

「◯◯を減らします！」とか「◯◯削減！」と
か、もっとアピールすればいいのに…。

３期目の活動にも、期待しているよ☆

早速だけど、石井市長就任後に起こった不祥
事をまとめてみたよ

そうそう、西宮市職員が、勤務中に西宮観光
協会の仕事をしているのは問題があるんじゃ
ないかということを取り上げたのさ

内容としては、個人の意識や現場の状況に関
するものだったんだけど、回答率は約30％し
かなかったと報告を受けたところさ。

まずは、人事・給与制度改革を早急に進めること
だね　 不祥事に関して言えば、民間企業なら
クビになるようなものの処分が甘すぎる。
ここ数年言い続けている通り、処分基準の見直
しに早く着手すべきだと思うよ

逮捕者続出！？
これでいいのか、西宮市役所！

公務員の働き方、
何だかおかしくないですか？2その

３期目も、行財政改革を中心に
政策提案していきます！3その

1その

そういうこと
観光協会に関わらず、同様のケースを洗い出
して改善策を提案しているところだよ

それって、勤務中なのにタバコ休憩してもい
いってことだよね？喫煙所への移動も含めて
1回10分としたって、タバコを吸う人と吸わな
い人で、場合によっては1日で30分～1時間
も働いている時間に差が出るじゃないか。
そんなの不公平だよ

そうやって単なるパフォーマンスに走るのは、
議員として最も恥ずべき行為だよ。
その主張や政策の大義は何なのか、賛成の人
にも反対の人にも説明ができるように、様々な
角度から物事を考えて筋の通った提案をし、
しっかりと実現させることが西宮のために必
要なことじゃないかな

処分年月日

★不祥事が多発！！
・市長部局

・教育委員会

H30.8.30

H31.3.26

H31.4.23

R1.5.22

R1.7.1

R1.7.1

処分の種類

停職1ヵ月

停職3ヵ月

停職3ヵ月

停職1ヵ月

懲戒免職

戒告

事案

児童買春、児童ポルノに係る行為等
の規制及び処罰並びに児童の保護
等に関する法律違反の容疑で逮捕。
(嫌疑不十分で不起訴処分)

盗撮行為の疑いにより警察署で任意
の事情聴取を受け、対象職員は当該
行為を認めた。
(逮捕に至らず、起訴猶予で不起訴)

本市女性職員に対する不適正行為

官製談合防止法違反

通勤手当及び超過勤務手当の不正
受給

上下水道局職員による官製談合事案
の管理監督責任

H31.4.11

R1.7.1

停職1ヵ月

停職6ヵ月

休暇の取得日及び取得日数の改ざん

・上下水道局

R1.7.1 懲戒免職 官製談合防止法違反

同僚の財布から現金を窃取
(被害者側と示談が成立し不起訴処
分[起訴猶予])

＠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.7～18も
在庫が

ございます！ これまで、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！！川村よしと　昭和59年7月22日生まれ(35歳)
趣味は筋トレ、ベンチプレス１２０ｋｇ、夏の体脂肪率は概ね８％です。「西宮の筋肉議員」として
SASUKEに出場しました。関西学院大学経済学部卒業。浜学園国語科講師、㈱リンクアンド
モチベーションを経て、平成２３年４月の西宮市議会議員選挙で初当選(現在３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 ⇒ kawamura@shisei-k.jp


