
＜議員活動になって思うこと、これからの議員活動に向けて＞

定年後、木津川市議会議員に初挑戦、初当選

－ 現地現場主義で市の未来にチャレンジ！

木津川市議会議員
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はじめに

私は、今から 5年前の 2015 年（平成 27 年）

3 月、木津川市役所をなんとか定年退職するこ

とができました。と言うのも、在職中は 47 歳

の時に急逝心筋梗塞、54 歳で突発性難聴、定

年間際には胃癌を発症するなど、大病に悩まさ

れ続けて、何とか滑り込みでゴールできたとい

うのが実感だからです。他でもなく、自身の日

頃からの不節制から出たものと、今になって、

健康づくり最優先の生活を心がけているところ

です。

勤続 38 年間を振り返ると、木津川市（2007

年 3 月に木津町・加茂町・山城町が合併して誕

生した新市）在籍の、7 年間の 3 町合併にとも

なう苦労よりも、山城町役場時代の 31 年間が、

仕事と組合活動を通じて、大変懐かしく思い出

深いものがあります。とくに、厳しくも先見性

と実行力を兼ね備えた町長（5 期 21 年）のも

とで仕事をし、一方で、組合の書記長・委員長

として対峙したことです。両立は大変でしたが、

仕事に組合運動を、組合に仕事力を生かすこと

を絶えず心がけていたつもりです。

65 歳になった今も、現役時代同様にお世話

になっている自治労京都本部、京都自治総合研

究所の皆さんに感謝しつつ、今回のテーマに触

れていきたいと思います。

好きなことへの挑戦

退職後は、とくに定職に就かず、自由となっ

た時間を大切にして、これまで自分がやりたか

ったことに、仲間を集めて挑戦しようと考えま

した。まず最初に試みたのが、月 2回の「ふれ

あい朝市」を、木津川市兜台で開設したことで

す。安心・安全な地元産の新鮮野菜を対面販売

したり、ブルーベリー狩りやスイカ割りの親子

イベントを催して、生産者と消費者との交流を

通じて地産地消を推進しました。

次に挑戦したのが、NPO 法人を立ち上げです。

「認知症予防教室」を開設し、市内の高齢者

70 人程を対象に、“明るく・元気に・楽しく”

をモットーとして、週 1 回、健康長寿をめざし

た健康体操をしたり、読み・書き・計算を 2時

間ほど訓練したりします。80 ～ 90 歳台のおば

あちゃんの元気さには驚きです。

議員への初挑戦そして激しい選挙戦

このように、たくさんの方々との出会いと、

交流を重ねてきました。しかし、残念なことに、
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これらの出会いを通して強く感じたのは、自分

たちが住んでいるまちの出来事、変化に、“無

関心”、“知らんかった”、行政が決めたことに

“何を言っても仕方ない”といった、市役所に

“お任せ”という声が非常に多いことです。同

時に、このままでは木津川市に未来はないと思

うようになりました。1 市民でいるより、議会

のなかに入って、議員として、地域の声を代弁

すべきではないかという思いが沸き上がってき

たのは確かだと思っています。

そして、2018 年 7 月、組合の大先輩でもあ

る西岡政治市会議員（2019 年 2 月 16 日、病に

より他界）から強く後継を指名され、65 歳で

市議へゼロからの挑戦を決意しました。

私は、公務員時代、“住民自治”という言葉

を大切にして、仕事をしてきました。この言葉

の原点は、自治労運動です。今こそ、長い行政

と組合経験を生かし、今度は議員という職責で、

この原点に真正面に向き合い、“知らす”“聞

く”“感じ取る”“提案する”を、情熱をもって、

住民視点で実践していこうと心に誓いました。

2019 年 4 月 21 日、投開票の木津川市議選は、

定数 20 人のところ立候補者は 26 人（現 17・

元 1・新 8）と、前回の無投票から一変して激

戦となりました。開票結果は、得票数 1529 票

（第 4位）でした。しかし、投票率が 47.71 ％

と、市長選と同日執行されたにも関わらず、過

去最低（2007 年 64.36 ％、2011 年 53.34 ％）

という、課題が残る低さでした。あの激しい選

挙戦から 10 カ月経過した今は、冷静に、「得票

数 1529 票」と書くことができますが、選挙戦

当時は、不安と涙々の毎日でした。紙面をお借

りして、支え導いて下さった自治労府本部高橋

直樹委員長、山本篤志府議会議員をはじめ、連

合京都や多くの単組の皆さんに、お礼と感謝を

申し上げます。

議員となった 1年を振り返って（反省）

（1）所属委員会等

議員任期 4 年の前期（2 年）は、総務文教常

任委員会、広報編集委員会、補正予算特別委員

会、議会運営委員会、会派幹事会。また、一部

事務組合では、相楽中部消防組合議会、山城病

院組合議会、広域連合京都地方税機構議会の議

員を務めています。

（2）会派活動

木津川市議会の会派構成は 5会派で、私は河

口靖子議員と 2 人で、「みやこ創世会」を立ち

あげました。先輩議員の豊富な実績と先導で、

政策提言などの会派活動を活発に取り組みたい

と考えています。また、昨年 6月の初定例会で

は、会派代表質問を初めて行いました。質問事

項は、大規模太陽光発電所設置計画に対する行

政対応、普通交付税合併算定替の対策、職員給

与の不当なカットの撤回要請、行政事務の自動

処理化（RPA）の将来見通し、自主防災組織や

常備消防の体制充実など、多岐にわたる内容で

した（図 2 参照）。しかし、持ち時間 35 分間の

使い方に失敗し、時間切れの中途半端で終わっ

てしまいました。

（3）議員活動

長年の行政経験を生かそうと、立候補に際し

て盛りだくさんの選挙公約を掲げました（図 1

参照）。

議場での質問
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図 1 2019 年 4 月に行われた木津川市会議員選挙当時の「公約」
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図 2 「木津川市議会だより」 8 月号（第 49 号）より

どれもみな 1つひとつ重要で、地域の声を聴

きつつ地道に取り組む必要がありますが、早期

に結果を出したくて焦っているのが、正直なと

ころです。

議員の晴れ舞台と言われる一般質問は、昨年

12 月定例会で初めて行いました。

質問事項は、6 月同様、大規模太陽光発電所

設置計画に対する行政対応、職員給与カットの

中止、給与水準の認識。それに財政調整基金の

あり方、防災上の避難行動タイムラインについ

てです（図 3 参照）。ここでも持ち時間 35 分間

の使い方に失敗し、時間切れの中途半端で終わ

ってしまいました。事前準備が不十分だったと

図 3 「木津川市議会だより」 11 月号（第 51 号）より

反省しています。

木津川市の現状と課題

木津川市は、3 町が合併して今年で 13 年め

に入りますが、依然として、住民の旧町意識が

強く残っています。2020 年 1 月末の木津川市

の人口は、7 万 8249 人で、2007 年 3 月 3 町合

併時の 6 万 6490 人から 1 万 1759 人増加しまし
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2007.3.12現在
（新市発足時）

2020.1.31現在  比較増減 比較増減 高齢化比率

　66,490人　 78,249人　 11,759人　 17.7% 24.3％ 

旧木津町 41,512          56,759       15,247       36.7         19.1         

旧加茂町 15,955          13,215       △2,740 △17.2 40.8         

旧山城町 9,023           8,275        △  748 △ 8.3 38.2         

区　分

　木津川市

科目 決算額（千円） 構成比（%）

人件費           4,078,813 14.3

物件費           3,646,972 12.8

扶助費           5,722,671 20.1

補助費等           4,663,122 16.3

普通建設事業費           3,993,936 14.0

公債費           3,265,711 11.4

積立金             558,884 2.0

繰出金           2,093,461 7.3

その他             499,178 1.8

歳出合計          28,522,748 100.0

2018年度 2017年度

木津川市数値 全国類似団体

17,117,064千円 15,207,709千円

0.653 0.73

93.6% 94.0%

8.9% 6.6%

10,864,953千円 ―

うち財政調整基金残高 3,992,836千円 府南部類団 1,776,248千円

32,830,865千円 ―

95.9 2018年府内市平均　99.0

6% ―

地方債残高

ラスパイレス指数

地域手当

項　　目

標準財政規模

財政力指数（3か年平均）

経常収支比率

実質公債費比率（3か年平均）

基金残高

表 1 木津川市の人口比較

表 2 2018 年度一般会計決算（性質別歳出）の状況

表 3 主な財政指標など
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た。しかし、旧町別にみると、旧木津町はＵＲ

開発などで、全国有数の人口増加都市となる一

方、旧加茂町・旧山城町は人口減少が進行して

います（表 1 参照）。子育て世代対策と高齢化対

策の両局面の行政課題が山積しているのが現状

です。

市の財政状況は、2018 年度一般会計決算を

みると、とくに、扶助費（子育て医療助成費、

障害福祉サービス費、老人医療費、児童手当、

生活保護費など）が、年々増嵩しているのが注

意点です（表 2参照）。

また、財政指標面では、とくに基金残高、な

かでも「財政調整基金」の残高は確保する一方

で、2018 年度から全職員が 3 年間、一律 2 ％

の給与カットされています（表 3 参照）。この真

の目的は何なのか、職員のモチベーションの低

下が懸念されます。

議員になって思うこと

2019 年 4 月 26 日から、4 年間の議員任期が

スタートしました。選挙戦では、当選ラインを

1000 票と予想したものの、どうすればそんな

票数をいただくことができるのか、とにかく無

我夢中で闘った 7 日間でした。本当に皆さん 1

人 1人のお陰です。これからの議員活動を通し

て、少しずつではありますが、お返ししていき

たいと思っています。実際、議員になって感じ

たことは、“議員バッジ”の重みでした。私の

肩には、投票していただいた 1529 人がずっし

りと重く乗っかっています。10 カ月経過した

今も、議員バッジをつけて外出すると、身が引

き締まる思いです。「長年の行政経験を生かし

て」とか、「即戦力」とかを公言したからには、

その思いの実現に、1 歩でも 2 歩でも近づきた

いのですが、現実は、理想とする議員活動とは

程遠く、自問自答しながら、山井衆議院議員や

山本府議会議員の活動をもっと見習う必要があ

ると、反省の日々が続いています。

これからの議員活動に向けて

2 月 28 日からは 3 月定例会が始まります。

この定例会で丸 1 年が経過することになります。

議員となってわずか 1 年ですが、反省をもと

に、市民の代弁者として初心に立ち返り、現地

現場主義を徹底して、不十分な市政に対する怒

りを忘れず、議員活動に励む決意です。

木津川市は、2033 年の人口 8 万人をピーク

に減少に転じ、少子高齢化が着実に進むと予測

されています。これを前提とした、“成長”か

ら“持続”に向けた施策の転換も重要になって

います。また、“人生 100 年時代”の地域づく

りと生きがいづくりも、待ったなしです。これ

ら 1つ 1つの取り組みは、皆さんとの協働作業

で実現が可能です。“地域の課題は暮らしの課

題”、“ひとりの課題はみんなの課題”です。

引き続き、自治労の広範な仲間の、力強い支

援をいただききながら、地域住民の熱い思いが

詰まった施策の実現に向け、選挙戦同様、全力

でチャレンジしていきます。
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