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2007 年 4 月、統一自治体選挙に立候補し、

以来 3 期 12 年間、京田辺市議会議員として働

く場を与えていただきました。

今でこそ、「短かったな」とも思いますが、

当時、小学校にも行っていなかった孫が、今で

は中学 2年生となり、結構、長い年月を議員と

して過ごしたと、改めて感じています。

それまでは、宇治市や城陽市、八幡市を中心

に、労働組合の一員として活動し、自治労京都

府本部の役員になってからは、京都市内をはじ

め府内一円の、自治体議員の応援をしてきまし

た。しかし、いざ、自分が候補者として活動を

始めようとしたら、リーフレットを作るところ

から壁にぶち当たりました。候補者として、有

権者に何を訴えようかと、四苦八苦したことを

思い出します。

それでも、昔のつながりを頼りに、京田辺市

の有権者を紹介していただいたり、自治労や連

合に所属する組合員の在住者を紹介してもらっ

たりして、一軒ずつご挨拶にうかがうところか

ら始めました。その結果、城南衛管管理組合労

働組合をはじめ、自治労の皆さん、民間労組の

皆さんの応援をいただき、1300 票余りの得票

で当選することができました。

選挙に立候補しようと決めたのは、山井和則

衆議院議員を応援できれば、との思いがあった

からです。しかし、当時の健康診断で、「前立

腺がんの精密検査が必要」と言われたことで、

「がん」という病を現実的なものとして受け止

めることになりました。それまで、大きな病気

をしたことがなかったのですが、それでも「が

ん」にもなるのだ、それなら元気なうちに「市

議会議員」という異なる道を体験することもい

いだろうと思い、立候補を進めてくれた方に、

「精密検査を受けて、『がん』でなかったら、

立候補する」と言い切ってしまいました。検査

結果は、「異常なし」。こうして、立候補するに

至りました。

しかし、当時は、今年と同じで、統一自治体

選挙の次に参議院選挙があったため、応援に追

われていました。議員になって、参議院選挙を

終えた後に受けた精密検査では、「前立腺が

ん」と判定され、手術はできない、ホルモン療

法で治療するしかないと言われました。一時は

「次の選挙はないだろう」とまで覚悟をしまし

たが、2 期目も、得票は減らしたものの当選す

ることができ、3 期目は無投票で再選されまし

た。結局、3 期 12 年間議員活動をすることが

できました。

手探りの議会活動

「提案型」で活動した 1期目

議員になって最初の仕事は、会派の結成と議

会役員人事、初議会での代表質問でした。
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議場での質問

会派は、同じ民主党の公認で当選した、若い

議員と 2人で結成しました。議会役員人事は、

1 年生議員同士の会派だったため、ポストは関

係なく、他の会派からお誘いはあっても、気楽

にしていました。

しかし、代表質問となると、まったく経験が

ないため、自己流でやらざるを得ず、“冷や

汗”ものでした。当時の『議会だより』を見る

と、理事者にさらりとかわされています。

1 期目で記憶に残ることは、小学校給食の民

間委託でした。当時の小学校給食は、市内 8校

すべてが直営で運営されていました。しかし、

現業職員の欠員不補充ということで、各校に 1

人程度の正規職員と、嘱託職員、パート職員で

運営されていました。理事者、教育委員会は、

欠勤者のためのパート、アルバイトの確保に追

われているのが実情であり、直営で運営するの

は限界だとのことでした。情けない話ですが、

当時、私は現場の状況がよくわからず、欠員不

補充で正規職員が減少することでこのような状

況にまで放置してきたことに腹が立ち、真っ向

2009 年 9 月定例会一般質問

（京田辺市『議会だより』 127 号より）

2010 年 9 月定例会一般質問

（京田辺市『議会だより』 131 号より）
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から反対を訴え、つい一般質問も団体交渉のよ

うになり、教育委員会、理事者を追及しました。

しかし、残念ながら、多数派とはならず、6 校

が順次、民間委託されることになりました。

一般質問では、「お願い型」や「地元の課

題」「役所の批判」的なことより、「提案型」の

質問をするように心掛けてきました。なかでも

「ごみ焼却場の広域化」や、災害時の「避難所

のトイレ」「ブロック塀の撤去」については、

一歩ずつ進んできたと感じています。

また、年々、幼稚園の児童数が減少している

ことについて、当初は、幼稚園廃園の危機を感

じていました。そのため、幼稚園の積極的活用

策として、定時以降の「預かり保育」の拡充等、

保護者のニーズに応える幼稚園づくりを訴えま

した。また、保育園の児童数が増加しているな

かで、「幼保一元化」の積極的な取り組みを提

案してきました。この提案が実を結んだのは、

3期目となりました。

「原発問題」と「議会改革」に取り組んだ 2期目

2 期目は、2011 年 3 月の東日本大震災による

原発事故が大きなテーマとなり、市民グループ

からの要望や、震災がれきの処理問題が大きな

課題となりました。

私は、原発には反対する立場で、若狭湾の原

発などを心配する市民の皆さんのお話を聞きな

がら、意見書などの要望に応えてきました。与

党会派が提案した、「震災がれきの受け入れを

求める決議案」については、放射能汚染が拡散

2012 年 6 月定例会一般質問

（京田辺市『議会だより』 138 号より）

2012 年 9 月定例会一般質問

（京田辺市『議会だより』 139 号より）
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されるから“反対”ではなく、現地ではすでに

仮設の焼却炉が稼働している現実から、数万ト

ンにものぼるがれきを、全国で処理するのは、

輸送手段も含め不可能に近いので、現地処理を

めざすべきだという見地から“反対”の立場を

表明しました。

このように、民主党政権下であっても、間違

いは間違いであると主張しましたが、結果的に

は僅差で「がれき受け入れを求める意見書」が

可決されました。しかし、実際は、がれきの受

け入れには至りませんでした。このできごとに

よって、地方議員として、あまりにも政治的な

対立となった事柄について、どう対応すべきか

を学ぶことができたと思います。

2 期目の後半は、主として「議会改革」が大

きなテーマとなりました。私は、議会が、次の

議員選挙のアピールの場となったり、議員が言

い放しとなったりしがちな委員会運営について、

議論する場となるように主張しました。納得し

ない議員もいましたが、次期の議会から、委員

会の所管事務調査を改革し、共通のテーマを決

めて進めることとなりました。

また、議員は「身を切る改革」が必要とのこ

とで、「議員定数の削減」が議題となりました。

しかし、私は、当時の 22 人が多すぎるとは思

えず、むしろ「議員定数の削減」は多様な意見

を反映する場となりにくくなるのではないかと

反対しました。その結果、1 人減でとどめるこ

とができました。

災害対策についても提言してきましたが、

「助けられる側」より「助ける側」になろうと、

災害支援拠点づくりと、自治体間での災害時相

互応援協定の締結を訴えました

これまでの提言が実現した 3期目

3 期目の選挙は、無投票で当選し、これまで

の提言を、一つひとつ実現することができまし

た。

最大の成果は、「枚方京田辺環境施設組合」

を結成し、動き出したことです。私は、以前、

本誌でも京都府南部でのごみ処理の広域化を提

言してきましたが、実現に至りませんでした。

京田辺市は、これまで、し尿処理場も、ごみ処

理施設の運営も、市単独で進めてきましたが、

やっと広域処理に目を向けたことを、大変、う

れしく思いました。

革新政党といわれる議員や、市民派を自称す

る議員は反対しましたが、根拠のない反対論と

して、事実に基づき批判をしてきました。この

ことで、議会では、具体的な事実に基づく議論

が大切なことを改めて感じました。市の職員が、

他の自治体の職員と協働して仕事を進めること

は、市の職員の視野を広げることにもなり、役

所の仕事を変える一助になるのではないかと、

期待しています。

また、保育園の待機児童が大幅に増えるなか

で、「待機児童の解消を求める請願」が提出さ

れました。私は、当然のこととして、紹介議員

となりました。行政を動かすには、議会の圧倒

的多数の賛同を得る必要があると考えました。

請願者からは批判もされましたが、継続審議と

して、次の議会で採決することにしました。そ

の結果、全会一致で可決され、保育士さんの新

たな採用や、こども園の設置を、具体的に進め

ることができました。

幼保一元化（こども園）は、1 期目で、幼稚

園の児童減少や、保育園の待機児童増加を指摘

し、幼稚園の見直し（預かり保育の拡充等）や、

幼保一元化を提言したことが、やっと実りつつ

あります。

また、最後の一般質問で、府内で一番安いと

いわれる「下水道料金」について取り上げまし

た。一般会計からの繰り入れや、水道会計から

の借り入れには限界があり、持続可能な下水道

事業の継続のためには、料金の見直し（値上

げ）を早急に検討すべきだと訴えました。料金

の値上げは、市民生活を直撃することになりま

すが、いつまでも放置することはできません。
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議員が、市民に“いい顔”をし続けるより、問

題点を指摘し、市民の皆さんと一緒に考えるこ

とが大事だと思い、次期の議会に期待して、あ

えて発言をしました。

最後に、「議員歳費の課題」については、京

田辺市の「議員歳費」は、市政施行以来、一度

も改訂されず、20 年以上据え置かれたままで、

府内で最低の水準でした。議会内では、再三、

改訂の必要が議論されてきましたが、団塊世代

の議員の多くが引退する今回が、大きなチャン

スだと考え、他の会派とともに、引き上げに取

り組みました。残念ながら、今回も、革新政党

の議員と、無所属議員は反対しましたが、大き

な反対運動の動きはなく、反対した議員も自分

の立場を表明した程度で、歳費の引き上げを実

現できました。本当は、議員になる人が安心し

て生活できる水準にしたかったのですが、今後

も検討が必要だと思います。

3 期目で「やめる」と決めました

私は、議員 3期目となったときに、これが最

後だと心に決めました。そして、小学生の朝の

通学時の、「見守り」を始めました。もし、「選

挙目当てじゃないか」と言われても、「俺はも

う出馬しない」と決めていたので、平気な気持

ちでできました。実際は、何も言われませんで

したが。今年の 4月には、当時 6年生の子が高

2017 年 12 月決算総括審査意見

（京田辺市『議会だより』 160 号）

2018 年 3 月予算総括審査意見

（京田辺市『議会だより』 161 号より）

2018 年 12 月定例会一般質問

（京田辺市『議会だより』 164 号より）
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校生となっています。4 年間は長かったなと、

改めて思っています。

また、議会の質問では、地域課題について、

ほとんど質問しませんでした。道路の破損や、

通学路の問題については、直接、担当課に伝え、

必要なことをやっていただくことができました。

市民の個別のお願い事（口利き）は、一切する

ことなく、12 年間過ごすことができました。

議員は市民が育てるもの

12 年間、地域課題について質問もせず、ま

た「口利き」も一切することなく、議員活動が

できたことは、幸いでした。地域課題は、自治

会が要望し、行政と検討しているのが現状で、

議員個人が介入すべきではないと思っています。

市民のなかには、「議員の歳費は低くてよ

い」「政務調査費で官費旅行をしている」「議員

年金をたくさんもらっている」と思われている

方がいます。しかし、「本当にそれでよいの

か」「そうなのか」を検証してから、議論して

いただきたいし、議員も言うべきことは発言し

ていくことが必要ではないかと思います。そう

しないと、議員は、役所で、“議員風”を吹か

せ、“モンスター・クレイマー”のごとき振る

舞い、市民は、議員に対して根拠のない批判を

放置竹林の伐採

繰り返し、議員はそれに屈服しているのでは、

何事も前に進まないのではと思います。むしろ、

役所の職員を励まし、協働して市制を進めるこ

とが大切ではないかと思います。

私は、自分の信念に基づいて活動してきたの

で、他の議員のように、幅広い強力な後援会を

作るに至りませんでした。近所の皆さんや、自

治労、連合の皆さんのご支援があったお陰で、

こんなにも気楽に活動できたとも思います。こ

の場をかりてあらためてお礼を申し上げます。

悔やまれることは、自分の考えや活動につい

て、もう少し市民の皆さんに伝えることができ

たら、と思うことです。これからも、可能であ

れば、役所と市民をつなぐ活動を続けたいと思

います。
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