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私は、2003 年に、京都市会左京区選挙区で

初当選させていただいて以降、4 期 16 年、京

都市会議員を務めさせていただきました。そし

て本年 4 月、5 期目当選に向けた選挙を戦いま

したが、次点という結果に終わり、今は、再度、

市政に責任を負う京都市会議員に返り咲けるよ

うに、準備を進めているところです。

今回、「議員活動を振り返って」との原稿依

頼をいただいたわけですが、この先も議員とし

て市政に関わる意欲を持っているものとしては、

少し抵抗のあるテーマではありました。しかし、

私自身の議員活動実績や、これからの人口減少

社会における自治体の在り方について、私たち

政治家がどう関わるべきか、などを今回の選挙

において訴えさせていただいたことから、改め

て皆さんにご認識いただく機会にできればとの

思いで、お受けした次第です。

立候補に至る経緯

そもそも、私は、大学では国際金融論を専攻

し、為替ディーラーのような仕事をしたいと考

えて、京都信用金庫に就職しました。京都信用

金庫では、資金証券部で仕事をさせていただき、

自分の職業観に見合った仕事をしていたのです

が、京都信用金庫の、当時の企業体質に納得が

いかずに退職を決意し、金融業務ともいえる土

地信託業務にも積極的であった中堅ゼネコンの

長谷工コーポレーションに転職することとしま

した。その後、宅地建物取引主任者やファイナ

ンシャルプランナーの資格を取り、建設業であ

りながらも不動産や金融業界に関わる 1人とし

て、社会に貢献できる仕事をしていました。こ

の社会経験からもご理解いただけるように、私

は決して政治家を志していたわけではありませ

んでした。

その後、不動産不況が蔓延するなかで、私の

仕事も建設営業へと部署が変わり、再開発事業

や賃貸マンション受注事業などが仕事となりま

した。その経験を積んでいた 1995 年、あの阪

神・淡路大震災が発生しました。震災直後から

被災地に入り、現地の被災状況を写真に撮って

会社に報告するなどの任にも当たることとなり、

直下型地震の恐ろしさを目の当たりにしました。

その後、復興支援の事業にも当たることになり、

このことが、私が政治の世界に足を踏み入れる

きかっけとなりました。

ところで、私はこの震災復興において、甲子

園学院小中学校の校舎建替工事、兵庫県復興住

宅新築工事等を担当しました。甲子園学院小中

学校の校舎建替工事というのは、1962 年竣工

の校舎の柱が地震により崩壊。使用不可との判

断がなされ、建替えが文部科学省の許可により

認められた工事でした。しかし、建物は建築基

準法施行前の建物であり、高さが「既存不適

格」となっていました。そのため、同規模の建

物の建築は、事前協議段階では許可がおりませ
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んでした。しかし、被災した子どもたちの学習

環境への配慮から、市長判断により、震災以前

の住環境の改善が進むこと（建物高さの低減と

北側斜線の減少）を条件に、建築面積を大幅に

は減らすことなく、校舎の新築が認められたの

です。まさしく政治的判断を目の当たりにした

機会でした。

また、兵庫県復興住宅新築工事とは、土地の

所有者が借金をして住宅を建設し、それを兵庫

県が一棟買いするというものでした。私は兵庫

県が復興住宅適地として考えていた土地の所有

者から、マンション建設を受注したのですが、

土地の所有者は建設資金を負担する余力がなか

ったために、長谷工が建設費を全額負担し、兵

庫県が購入代金を支払う際に、建築費相当額を

長谷工が受け取ることとしたのです。これはゼ

ネコンとしても異例の判断であり、兵庫県とし

ても異例の判断だったのですが、ともに震災復

興を進めるために努力・協力していく立場で、

実現できたものでした。とくに、土地所有者に

対しては信用不安がありましたので、長谷工と

兵庫県が緊密に連携して、建物引渡しと建築代

金授受が完全に実施できるように進め、復興支

援住宅として入居できる状況をつくり得たので

す。これも、行政判断と言いつつも、政治的判

断が働いていたと思わざるを得ませんでした。

このように、私が関わった復興支援だけでも、

政治的役割の大きさを感じる機会が 2度もあっ

たのです。

また、阪神間で崩壊した分譲マンションには、

建物の高さに既存不適格物件が多く、住民合意

が取れないことから、再建築ができなくなった

例が多数、見受けられました。しかし、このこ

とは、各自治体が条例によって決定したことで

ありながら、自治体ならびに議会が、向き合っ

て、条例改正や特例措置などを決める動きは見

られなかったのです。こうした対応が、不可能

なものではないことは、現に、私が担当した甲

子園学院で特例許可が出たことからも明らかで

す。このように、災害時や緊急時に、住民の生

命と財産を守る役割を果たし切れていない自治

体や議会が多いことに対して、漫然とした不満

と不安が私にはあり、こういうことに向き合え

る機会がいただけるのであればとの思いが募り、

のちに立候補を決意することになりました。

災害ボランティアセンターを設立

そのため、私自身は、日常の課題というより

は、緊急時に対応できる自治体や議会であるた

めに、平時からしっかりと準備のできる自治体

であらせたいと思い、議員になっても活動を続

けてきました。この点で、私が最も貢献できた

と思っているのは、「京都市災害ボランティア

センター」、ならびに「各区災害ボランティア

センター」の設立です。

「災害ボランティアセンター」は、被災地支

援に来られるボランティアに、効率・効果的に

活動してもらうための拠点となる組織です。す

でに、京都府は 2004 年に設立しており、全国

でも設立の機運が高まっていました。しかし、

京都市では、検討されつつも、どこが所管する

のかがまとまらず、設立に至っていなかったの

です。そのため、この状況を打開するために、

議員 3年目である 2005 年 11 月議会の代表質問

で、「京都市災害ボランティアセンター」の設

立を取り上げました。後日談としてお話しでき

ることではありますが、私の質問に対して、ど

この部局が答弁をするのか、つまり答弁すると

いうことは所管をすることになるため、数人の

部長が、私のところに意図を確認しに来られま

した。答弁部局をどこにするのかで揉めていた

ことが、私にもわかる場面でした。しかし、そ

こから庁内協議が急速に進み、2006 年 4 月に

設立することとなりました。

ただ、京都市のような政令指定都市では、地

域事情を把握できるのは区の組織であり、「災

害ボランティアセンター」が機能するためには、
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京都市会での代表質問

各区において「区災害ボランティアセンター」

の設立が必要だと、私は確信していましたので、

4 月以降は、「区災害ボランティアセンター」

の設立を、予算・決算特別委員会で要請し続け、

結果として、2007 年 4 月に「区災害ボランテ

ィアセンター」も設立されることになりました。

今では、防災訓練のときに必ずブースが設け

られ、多くの方々に認知される組織となってい

ます。また、その後に発生した他都市での自然

災害現場に、ボランティアを派遣する実績も多

く積んでいる状況です。もちろん、市内で起き

た土砂災害現場にも、ボランティアを派遣した

実績ができています。

動物愛護センターの開設

また、災害時の対策としては、ペットに対す

る取り組みも必要で、それに向けた取り組みに

も関わることができました。それが「動物愛護

センター」の開設です。

かねてから、京都市獣医師会が「動物愛護セ

ンター」の必要性を説いておられ、そこに夜間

動物病院も併設することで、災害時にも動物の

受け入れが可能な施設になるとして、家庭動物

相談所を発展的解消することになるというもの

でした。

この流れを、議員の皆さんに理解していただ

くために、京都市獣医師会の顧問である自民党

の橋村芳和市会議員と、同じく顧問である私が

呼び掛け人となって、議員の皆さんの勉強会を

開催することから始めました。その後、二重行

政の解消に向けた取り組みが、京都府と京都市

で検討されるなか、京都府と京都市が府市協調

施設として「動物愛護センター」を建設するこ

とで合意し、2015 年 4 月の開業に向けて、調

整が行われるようになりました。

ここで最大の懸案事項となったのは、動物の

殺処分方法の違いでした。京都府は野犬駆除の

発想が前提にあり、殺処分時の職員の危険性を

勘案して、ガス室に複数の動物を入れ、そこに

ガスを注入して殺処分を行っていたため、新施

設においてもガス室を設置し、殺処分をするこ

とを求めていました。一方で、京都市は、放置

動物や飼育困難により引き取った動物が基本で

あり、これまでから獣医師が注射によって殺処

分を行っていました。京都市としては、殺処分

ゼロをめざす取り組みを進めていくべきだと考

えており、そのためには、命の重みを誰もが理

解していくことが必要であり、引き続き、注射

による殺処分を行うべきとの考えをもっていま

した。この対象動物の違いからくる殺処分の方

法の違いについては、なかなか折り合えません

でしたが、新施設においては、京都市獣医師会

の事務所も併設され、引き取った動物の対応、

さらに夜間動物病院の運営についても京都市獣

医師会が行うことから、京都市獣医師会が責任

を持って必要とする殺処分を行うことで理解を

得ることができ、最終的に、京都市のこれまで

の殺処分方式を採用することとなったのです。

これについても、京都府と京都市の行政運営

の違いから、なかなか歩み寄れないところがあ

りましたが、北岡ちはる府会議員にご協力いた

だき、私が両自治体の間に入って、意図を正確
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に伝えるとともに、両自治体間の障害となって

いることを明確にし、互いに検討させる取り組

みを進めることができたことが、合意に至るこ

とができた一つだったと考えています。これら

の取り組みによって、全国で初の府市一体型、

獣医師会も一体となった「動物愛護センター」

を設立することができました。

なお、京都市と京都市獣医師会は、2017 年 5

月に「災害時における動物救護活動に関する協

定」を締結し、避難所に避難した動物への応急

手当、獣医師会会員の動物病院の施設・設備・

物資の供給などを確認し合っており、災害時に

おける動物のケアも一定の目途がつくようにな

りました。また、各学区に設けられる避難所に

ついても、ペットとの同伴避難が実現できるよ

うに、積極的に各学区で検討する状況も生まれ

ています。

このように、市民のみならず、市民の家族と

も言われるペット動物についても、災害時対応

が進むようになったことは、私が市会議員をめ

ざすきっかけとなった行政課題が、大きく進展

したことの表れであり、議員をめざすに当たっ

ては、何か具体的な課題を自分で持つことが必

要であり、持っていることで自分の議員として

の活動の柱が生まれるものと感じています。

八瀬小学校校舎建替え

さて、前述のような、立候補の動機となり、

その実現に向けて活動してきた事業もあれば、

議員になって地域や市長から相談を受けて活動

を行い、実現することができた事業もあります。

その代表的なものを 2件ご紹介します。

1 つめは、地域の方からの切実な要望だった

「八瀬小学校の校舎建替え」事業です。八瀬学

区では、地元が小学校敷地を寄贈し、京都市が

造成工事を行ったものの、校舎建設に関する国

の補助の目途が立たないことから、グラウンド

としての利用に留まり、老朽化した校舎を継続

して使用していました。また、この時期には、

教育委員会で、大原小学校との統合が検討され

ていて、新校舎の建設どころか、耐震化工事も

行われていない状況でした。

しかし、この統合計画は、大原、八瀬の両学

区の自治連合会において、小学校を残す方針が

出され、結束して活動を進めることとなるなど、

もう実現は難しい状況でした。両校が、地域性

や独自性を発揮できる学校として存続するため

の取り組みが進もうとしているところでした。

そういう状況のなかで、耐震化されず、解剖実

験する理科室が、調理を学ぶ家庭科室を兼ねて

いたり、図書室が無く、廊下に本が並べられた

りしている環境のうえ、体育の授業は、体育館

が無いために、教室 2室を 1室にして使用する

など、現代の教育環境としては考えられない実

態を、本会議場で訴えさせていただきました。

こうした実態について、当然、教育委員会は

承知していましたが、財政当局は知らず、この

本会議場での発言が財政当局の対応を変えるこ

ととなり、一気に新校舎建築への扉が開かれま

した。そして、地域も一体となってのプラン作

りが進められ、木造で、開放感があふれ、音楽

に親しみやすい校舎が建設されることになった

のです。今では、毎年 8月に行われる八瀬学区

「ふれあい祭」において、八瀬小学校の中庭に

面した八瀬舞台を使って、音楽演奏が披露され

るなど、広く学区民に愛される小学校となって

います。

ラオスのアジアゾウを

京都市動物園に

次に、信頼関係があった門川市長からの依頼

で実現したのが、京都市動物園に、ラオス人民

民主共和国から、アジアゾウ 4頭を寄贈しても

らう取り組みです。

遡ること 12 年前となりますが、当時の門川

教育長が京都市長選挙に出馬を決意され、市民
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の皆さんに実現したい政策を伝えるマニフェス

トづくりに、当時の民主党京都府連の仲間が年

末年始を惜しまずに取り組みました。その仲間

の 1人として、私も、お手伝いさせていただき

ました。その後も、市長選挙のさいには、民主

党側の選対役員を務めながら、しっかりと支援

体制を築き、市長 3選の結果につなげることが

できたと自負しています。そんな信頼関係のな

かで、2012 年に、門川市長から「京都市動物

園にゾウを入れたいが、最近では、ラオス以外

には難しいらしい。ラオス名誉領事の大野嘉宏

さんに相談してもらいたい」といった内容の要

請がありました。

というのも、2011 年に、大野嘉宏さんが在

京都ラオス人民民主共和国名誉領事に就任され、

その領事館開設披露パーティーの折に、門川市

長に来賓として出席していただきご挨拶をいた

だくように働き掛けさせていただいたのが、私

でした。そのことから、今回の対象国がラオス

ということで、私に対して市長から要請があり、

大野名誉領事とともに、ゾウ獲得のための取り

組みを進めることになったのです。

皮切りとして、ラオスの駐日大使が京都市役

所に表敬訪問していただけるようにし、そこで

市長からゾウの話を持ち出していただきました。

それをラオス本国にしっかりと伝える目的で、

2012 年の 8 月には、大野名誉領事とともにラ

オスを訪問し、ゾウを管理している農林環境省

の局長に面談するなど、ラオズー（ラオス国内

唯一の動物園）も含めて、ゾウに関係のある施

設やセクションにおうかがいし、市長の親書を

お渡しするとともに、提供いただくためのルー

トづくりを行いました。

この訪問のさい、駐ラオス大使の横田順子さ

んにお会いをしたのですが、ここで大きなヒン

トを得ることができました。というのも、日本

とラオスは、2015 年に、日本との国交 60 周年

を迎えることになるものの、その記念となる交

換事業がまだ決まっていないというものでし

駐ラオス大使の横田順子さんと面談

た。そのヒントから、ラオスから京都市にアジ

アゾウを寄贈してもらい、寄贈先を京都市動物

園に指定してもらえるように環境整備を行うこ

とになりました。もともと、ラオスとは、現地

語で「百万頭のゾウがいる国」という意味合い

から名付けられたとも言われるくらいに、ゾウ

が国を代表する動物であったことも、交換事業

の対象として相応しいものでした。

ところで、ラオスはもともと親日国でしたが、

中国や韓国がラオスへの支援を拡大し、影響力

を強めていることから、日本政府としてはラオ

スへの支援をいっそう拡大する必要がありまし

た。そこで、当時、外務大臣であった前原誠司

衆議院議員の働き掛けもあり、ラオスへの ODA

を拡大することを決めていただきました。また、

京都市動物園とラオズーとの連携を深め、京都

大学がラオス大学に対して、希少な動物飼育な

どの支援を行うなど、ラオスと京都市との関係

が深まる取り組みを、多角的に進めていくこと

となりました。さらには、ラオスと京都市が特

別な関係にあることを理解してもらうため、大

野名誉領事が中心となって、ラオス国内の事業

者や人脈を駆使し、ラオス政府内への働き掛け

を行いました。その結果、ラオス政府は、国交

60 周年の記念として、日本へアジアゾウを寄

贈することが決定しました。ちなみに、日本か

らは、すでに桜を寄贈することが決定しており、

試験植樹などが行われていました。
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このような、民官、そしてそこに議員が深く

関わることで、奇跡とも言われた、アジアゾウ

4 頭が、京都市へ寄贈されることになったので

す。ただ、ここで、もう一つ、このプロジェク

トを進めるうえで大きな貢献をしていただいた

のが、京都信用金庫の「アジアゾウの繁殖プロ

ジェクト支援」です。京都信用金庫は、これま

でも、京都市動物園のゾウにさまざまな支援を

していただいていました。きっかけは、現存す

る最年長の「美都」をマレーシアから連れてき

ていただいたのが、かつての榊田喜四夫理事長

だったからです。それ以降、ゾウ舎改築時への

支援などを、継続的に行ってこられました。

今回の、ラオスからのゾウ寄贈については、

門川市長が、私の副議長就任パーティーにお越

しをいただいた、当時の榊田隆之専務に対して、

これまでの「美都」に対する支援への感謝と、

今回、4 頭が寄贈されるに際し、京都信用金庫

OB である隠塚が深く関わった経緯を話され、

「京都市動物園のゾウといえば、京都信用金庫

である」と、京都信用金庫に支援をお願いされ

たことがきっかけで、京都信用金庫内が、繁殖

プロジェクトとして、輸送費の 5000 万円と、

年間の餌代 500 万円を 10 年間、総額 1 億円を

寄付していただけることになりました。この支

援金によって、2014 年 11 月 17 日に、アジア

ゾウ 4頭が、無事に京都市動物園にやってくる

ことができました。なお、2014 年 4 月には、

市長、大野名誉領事とともに、ラオスのトンシ

ン首相への表敬訪問を行い、子ゾウとの面会も

果たしました。子ゾウが私たちの前に現れた時

の感動は、今でも忘れることができません。

このように、市長との信頼関係、そしてさま

ざまな民間レベルでの交流があって実現したビ

ッグプロジェクトに、議員としての活動領域を

広げていることが、いかに大事かを実感させて

いただくものでした。

門川大作市長・大野嘉宏領事とともにラオスを訪問

ラオスの象の入洛

京都市動物園で、子象との再会

以上のように、私は、議員というものは、当

然、地域の課題に取り組むことが大事だと思う

一方で、議員として何を実現したいのかという

信念に基づいた活動、そして議員や政治家とし

て、築き上げた人脈を活かして課題解決に向か

う活動を行っていく必要があると考えています。

その意味で、議員である限りは、市政協力委員
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や自治会役員の仕事に終わるのではなく、せっ

かくいただいた議員という立場だからできたと

思える仕事に関わり、結果が出せるように活動

したいと、今でも思っています。他の議員の皆

さんに強要するものではありませんが、是非、

参考にしていただければと考えております。

再び議員をめざして

現在、私は、今回の選挙で次点に終わり、今

は議員ではなく、一政治家としての立場になっ

ています。今回の選挙では、政治と選挙が違う

ことを改めて学んだ気がしています。その点を

しっかりとわきまえたうえで、今は、民間人の

政治家だからできることに取り組むなどして、

再度、議員として活動するときには、より強い

思いと、新たな発想をもって課題に取り組める

よう、準備を進めているところです。

9 月中旬には、新事務所を地元学区の北白川

に開設して、本格的な活動を再開してまいりま

す。引き続き、議員として取り組むべき課題を

しっかりと明示し、強い思いで、来るべき選挙

では再び議員として活動できるようにしていき

たいと考えています。

ご支援いただいている方々に、心から感謝を

申し上げるとともに、今後とも、ご支援ご鞭撻

を賜りますよう、心からお願いいたします。
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