
＜議員活動を振り返って、これからの議員に求められること＞

対立ではなく、

信頼と理解の必要性を知った 12 年間

前京都市会議員

山本拓史

2007 年の京都市会議員選挙（伏見区選挙

区）において、初当選をさせていただき、3 期

12 年間、市会において、議員としてその役割

を担わせていただきました。議員活動は決して

個人の想いや、活動によって成し遂げられるも

のではありません。多くの方々のご支援とご理

解があってこその議員活動です。この間、お世

話になり、お支えいただくとともに、政策面で

もご指導、ご助言いただいた皆様には、心より

感謝を申し上げます。

議員を志したとき

私は、選挙に立候補する前は、泉ケンタ衆議

院議員の秘書として約 4年間、政治の世界で勉

強をさせていただきました。秘書として代議士

の国会議員活動を支え、日本の政治に、間接的

とはいえ、近い立場で関与することには、大き

なやり甲斐を感じ、忙しいながらも充実した毎

日を過ごしていました。

2006 年の夏頃だったでしょうか、およそ半

年後に行われる京都市会議員選挙に「立候補し

ないか」と打診されたときには、正直、戸惑い

がありました。それまでの秘書としての活動を

通じて、議員に立候補したいという方の何人か

と出会い、私より、能力も人脈も情熱もある、

もっと相応しい人がいるのではないかという思

いがよぎりました。しかしながら、多くの方に

とって、議員に立候補するのは、経済的な面や

仕事のこと、家族や親せきの理解など、決して

容易なことではありません。そんななかで、も

ともと政治の世界にいたこともあり、家族や親

族の理解が得られたことで、今回の「打診」は

1 つの大きな運命なのかもしれないと考え、立

候補させていただくことを決断いたしました。

最終的には、2006 年 12 月まで、秘書として

務めさせていただき、3 か月間の短期決戦とな

りました。とはいえ、新人にとっては、現職が

議会等の公務で時間を割かざるを得ないなか、

朝・夕は街頭に立ち、日中は徹底的に地域を回

り、選挙戦に突入した結果、多くの皆様にお支

えいただき、初当選をさせていただきました。

国会と地方議会
議員内閣制と二元代表制

与党と野党

初当選直後に、まず気付いたことは、「国会

と地方議会の違い」です。

私は、前述のとおり、市会議員になる前は、

泉ケンタ衆議院議員の秘書をしていました。当

時の民主党に所属し、野党第一党という立場で、

政権交代をめざしていた私にとって、小選挙区

で戦う相手となる自民党、共産党は、「敵」で

しかありませんでした。選挙で当選した議員の

なかから（時に民間の場合もありますが）、執

行機関の長である総理大臣や国務大臣が選出さ

28 対立ではなく、信頼と理解の必要性を知った 12 年間



れ（議院内閣制）、必然的に与党・野党が存在

する国政に対して、執行機関の長たる市長と、

立法機関の構成員たる議員が、それぞれ有権者

の直接選挙によって選ばれる二元代表制である

地方議会には、原則として与党・野党は存在し

ないのです。京都市会で最大会派である自民党

議員団であっても、議会の過半数（当時の定数

は 69 人で、過半数は 35 人。現在の議員定数は

67 人で、過半数は 34 人）を占めることはなく、

条例を制定したり、予算を承認したり、市政の

方針を決定づける重要な議決をする際には、複

数の政党・会派の理解・協力がなければなりま

せん。だからこそ、お互いが、お互いの立場や

主義・主張を受け入れ、理解したうえで議論を

し、到達点を見つけていくという面白さと、重

要性に気づかされました。

初当選させていただいて間もないころ、人づ

てに、自民党のベテラン議員が「民主党の新人

の山本は、廊下で会っても挨拶もしよらん」と

こぼしているという話を聞きました。おおいな

る反省であり、今となっては良き思い出です。

と、同時に、当初、市長をトップとする執行機

関（市長、副市長、局長、部長、課長 ……、

現実的には課長と話をする機会が多かったわけ

ですが）との距離の取り方にも迷いはありまし

た。与党の国会議員の秘書をしていた私にとっ

て、執行機関は「どちらかというと敵」だった

のかも知れません。不正を暴くことが正義であ

り、舌鋒鋭く執行機関を追い詰めることが求め

られている役割と信じていましたが、そうでは

なく、前述した他党との関係と同じように、お

互いの信頼関係の必要性に気づかされました。

委員会などでの発言においては、ただたんに

正しいこと、正しいと自分が信じることを発言

し、求めるのではなく、執行機関と、問題点と

解決策を共通理解できるように努めました。不

正を暴くのではなく、どうしたらよいかという

ことまで考えて、時には相手の立場も十分に斟

酌しながら発言をするように努めました。

地方議会は、予算の修正はできても、初めに

予算を編成し、提案するのは市長をトップとす

る執行機関の専権事項です。自らの政策を実現

するためには、執行機関の理解なしには不可能

であることにも注意をしながら活動することを、

常に意識していました。

京都市の財政問題について

初当選以来、一貫して私が力を入れてきた政

策は、京都市政における財政問題と子育て支援、

教育政策です。とくに自治体運営の要となる財

政課題については、所属する委員会にとらわれ

ることなく、積極的に発言をしてきました。

京都市の財政は潤沢な状況でしょうか。おそ

らく、この機関紙を読まれている方は、自治体

関係者や専門家が多いと思いますので、ご存知

の方も多いと思いますが、「京都市の財政は非

常に厳しい」状況です。2001 年に「財政非常

事態宣言」が発令され、職員の給与カット等、

さまざまな対策がとられてきました。2019 年

の現時点においても、京都市政は「財政非常事

態宣言」下にあります。方法は、支出を減らし、

歳入を増やすしかありません。しかも、福祉、

教育などの行政サービスを低下させることなく。

歳入を増やす取り組みとして、近年、京都市

は「入湯税」や「宿泊税」などの新税を導入し

てきました。また、私が本会議の代表質問で提

案し、実現に至った「ネーミングライツ」の導

入についても、「わかさスタジアム京都」（2500

万円／年）に始まり、最近では「ロームシアタ

ー京都」（1 憶円／年）や、「京都市京セラ美術

館」（1憶円／年）など大型事業にまで普及し、

大きな財政効果をあげています。こういった民

間との連携は、今後も積極的に進めていく必要

があると思います。

一方で、自主財源を増やせば増やすほど減額

される、国からの交付金である「地方交付税制

度」には、大きな課題があります。自治体間の
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財政力格差をなくすという、調整機能としての

地方交付税の必要性は認めますが、自治体独自

の努力をないがしろにしかねない制度は、改善

の必要性があります。

また、歳出削減については、今後の高齢社会

を考えると、大きな困難が待ち構えていること

は明白です。必要な福祉や医療関連の経費は、

増加を続けます。抜本的な認知症対策も必要に

なってくるでしょう。健康需要を伸ばす取り組

みや、ジェネリック医薬品などによる費用の削

減が必要ですが、必要経費の増加にはとうてい

追いつくことはできないでしょう。「子育て環

境 日本一」を標榜する京都市ではありますが、

「子ども医療費の無償化」と「中学校給食」は、

もはや自治体の標準装備ともいえる政策で、子

育て世代を中心に、実現に向けたニーズも大変

高い政策です。国や京都府との連携・調整も必

要ですが、早期の実現が求められます。

ここで、来年に予定される京都市長選挙で 1

つの争点になると思われる「敬老乗車証制度」

について触れておきたいと思います。

「敬老乗車証制度」とは、70 歳以上の京都

市民が申請すれば、自身の収入状況に応じた負

担金（無料から、最高で年間 1 万 5000 円）を

払って、市バスや大部分の民間バス、地下鉄を

利用できるという制度です。これに対する京都

市の負担額は、2019 年度予算において約 57 憶

1700 万円。この市側の負担額は、利用実態に

応じて各交通機関に支払われ、その額は年々増

加しています。10 年前の 2009 年度は、予算ベ

ースで 46 憶 2400 万円でした。この 10 年間で、

約 24 パーセント増加しています。

市側の費用負担とは別に、地域間の格差も大

きな問題です。バスの運行本数も多く、バス停

も比較的自宅に近いところに点在する市内中心

部に比べ、西京区や、伏見区、右京区の京北地

域などは、運行本数が少なく、バス停も自宅か

ら遠いため、「敬老乗車証」から受ける恩恵が

比較的低く、そのことは地域ごとの交付率にも

如実に表れています。負担金とは別に、市税の

負担の上に成り立っている制度であることを考

えると、税の公平性の観点からも、現行制度に

は課題があります。

門川市政は、この「敬老乗車証制度」につい

て、「廃止」ではなく持続可能な制度へ見直す

というのが大きな方向性です。具体的には、応

益負担という原則のもとで制度設計を検討され

ていますが、その詳細な内容や、導入時期につ

いては、未定というのが現状です。利用者が多

いこの制度の変更には、十分な市民理解はもち

ろんのこと、とても大きな政治的判断が必要で

す。とくに選挙のことを考えると、政治家（候

補者）は、市民に新たな負担を求める政策につ

いては語ることを嫌がります。① 制度がもた

らす経済効果、② 制度がもたらす健康・福祉

的効果、③ 制度の持続可能性、④ 制度の財政

負担など、多くの要素を十分に考え、議論し、

市民理解が得られるような結論に導かれること

に期待しています。

議会改革について

また、私が議員を務めさせていただいた 12

年間は、地方議員や地方議会そのものについて、

問われ、答えを出す 12 年間であったように思

います。

「地域のことは、地域で決める」という合言

葉のもと、本質的な地方分権が求められるなか、

2000 年に地方分権一括法が施行され、地方自

治体、地方議会に求められる役割が大きくなり

ました。一方、各地で議員定数が削減され、地

域の代表者として、住民・有権者の声をいかに

市政に議会に反映させるかが、これまでにも増

して議論された期間ではなかったでしょうか。

京都市会においては、市会改革特別委員会を

設置し、さまざまな議論を行いました。私も、

会派を代表して、時に委員として、時に副委員

長として、議論に参加をさせていただきました。
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その 1 つの集大成が、2014 年 3 月に制定され

た「京都市会基本条例」ではないかと思います。

議会運営の大枠は、地方自治法に定められて

いますが、「議会基本条例」とは、議員と議会

の役割や、市民・市長との関係などを条例とし

て明文化したものであり、2006 年に、北海道

の栗山町で初めて制定されたのを皮切りに、全

国の地方議会で議論され、制定されていきまし

た。「京都市会基本条例」の制定にあたっては、

各会派の意見の対立など、多くの苦労もありま

したが、今後はこの条例をベースにしつつも、

さらに開かれ、積極的に行動し、市民が参加し

やすい議会となるよう期待しております。

これからの議員に求めること

さて、最後になりますが、12 年間議員をさ

せていただいた者として、これから求められる

議員像について、大きく 3点を記させていただ

きます。

ただ、初めに申しておきますと、議員に求め

られることは、所属政党や所属する組織（場合

によっては無所属であったりもする）、主に活

動する地域等によって違ってくると思います。

言い換えれば、議員の理想像はワンパターンで

はないということです。現職であれば、次回の

選挙で当選することができれば、有権者からは

議員として、一定の評価が得られたと言い換え

ることができるかもしれません。今回、私が記

させていただく 3点については、あくまで私感

であるとご理解ください。

その 1－議会の構成員としての議員の役割

まず 1つめは、立法機関である議会の構成員

としての議員の役割です。最も議員らしい政策

を実現するための活動です。人口減少、少子高

齢化、東京一極集中……、日本が抱える課題は

全国的に共通しています。その課題に対して、

他の自治体がどのような取り組みをし、どのよ

うな効果を挙げているのかは、費用対効果も勘

案し、他都市の先進事例を京都市の制度にアレ

ンジするのも 1つの手段でしょう。そのために、

日頃からアンテナをはり、情報収集することも

大切です。他の自治議員との連携・ネットワー

クなどにもヒントが溢れています。

政策実現・条例制定のためには、議員立法も、

当然ながら有効な手段です。そのために必要な

のは、他党・他会派の理解（多数派工作）です。

だからこそ、他党の議員とも、もちろん積極的

に議論はしつつ、時には政策的に対立すること

があったとしても、本質的な部分での人間関

係・信頼関係を裏切るようなことは得策ではな

いと言えます。

その 2－地域の代表としての議員の役割

議員に求められることの 2つめは、地域の代

表としての議員の役割と期待です。もちろん、

例えば、私が務めさせていただいていた京都市

会議員であれば、北は右京区京北地域、左京区

広河原・久多地域、東は山科区、西は西京区洛

西地域や、南区の久世地域、そして南は伏見区

の淀地域まで、京都市内全域の発展、安心安

全・防災等について思いを馳せ、議論をするの

が本質です。

一方で、政令市である京都市における選挙制

度において、選挙はそれぞれの行政区ごとに行

われます。私は伏見区選挙区で当選させていた

だいた議員であり、さらに伏見区内においても、

同党・同会派に所属する議員がおり、緩い意味

での地域分けを行っていたのが実態です。地理

的な問題、時間的な問題も勘案し、自身が中心

的に活動する地域は自ずと限られてきます。そ

のなかで、いかに地域の方と信頼関係を結び、

地域独自の課題解決に取り組むかということが

求められます。良いか悪いかは別にして、有権

者が最も求めているのはこの分野であり、選挙

に直接的に結びつくのもこの分野です。このこ

とは、大選挙区制である一般市町村においても
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同じです。まさに「ドブイタ」と言われる分野

ですが、地域の代表として、地域のご意見番と

して、地域の“オマモリ”として、議員にとっ

て必要な活動です。

その 3 －知と人脈のハブ機能としての議員の役割

議員に求められることの 3つめは、知と人脈

のハブ機能としての議員です。議員活動をする

なかで、多くの人脈を築くことも必要な活動で

す。地域の個人個人、地域に存在する企業はも

ちろんのこと、青年世代であれば青年会議所や

商工会議所青年部などの青年団体に所属するこ

とによって、人脈を広げることもあります。ロ

ータリークラブやライオンズクラブなどの奉仕

団体に所属することもあります。もちろん労働

組合や各種団体と緊密に連携することで広まる

人脈もあります。

議員に持ちかけられる有権者からの相談は、

行政に対するものばかりではありません。時に

は就労の相談や、労働災害の相談、場合によっ

ては結婚相手探しなどの個人的な相談や、企業

同士の技術連携に関する相談など、多種多様で

す。そういうことに一つひとつ丁寧に対応して

いくことが、議員には求められます。技術連携

のマッチングがうまくいけば、社業が拡大し、

場合によっては新たな雇用が生まれ、地域の活

性化につなげることができます。

以上、私自身の活動を見つめなおし、これか

らの議員に求められる事を大きく 3点、記させ

ていただきました。

新たなことに挑戦する

「情熱」「責任感」「判断力」を

「令和」の時代に入り、「日本」は大きな転

換点を迎えています。「日本」ということは、

同時に、全国の自治体も同様に転換点を迎えて

いるということであり、当然ながら、地方自治

の一翼を担う地方議会も、その構成員たる議員

も、新たな局面を迎え、新たな役割が求められ

ているということです。これからの議員には、

これまでの歴史や背景を理解しつつも、新しい

ことに挑戦する勇気や決断、新しいことを生み

出すアイデア、課題の本質をとらえる謙虚さが

必要なのではないかと思います。

経営の世界では、「虫の目、鳥の目、魚の

目」という言葉があります。目の前の閉じられ

た空間での現象を直視する「ミクロの世界」、

物事の全体像や 10 年先、20 年先、場合によっ

ては 100 年先を俯瞰的に見通す「マクロの世

界」。時代の流れや潮目・潮流を読む力のこと

ですが、このことはそのまま政治の世界にも置

き替えられるのではないでしょうか。

私の愛読書の 1冊であり、政治に迷った時に

何度も読み直した、マックス・ウェーバーの

『職業としての政治』に、政治家にとって必要

な要素は「情熱」「責任感」「判断力」の 3つで

あり、「どんな事態に直面しても“それにもか

かわらず！”と言い切る自信のある人間だけが、

政治への“天職”を持つ」と書かれています。

正解は 1つではありませんが、今回の私の記

事が、現職の議員、議員をめざす方々、読者の

方々の活動の参考になれば幸いです。
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