
＜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＞

いつまでも“初心”を忘れず

京都府議会議員

山 本 篤 志

みなさんこんにちは。2019 年 4 月の統一自

治体選挙で、木津川市・相楽郡選挙区において

京都府議会議員に初当選させていただきました

山本篤志（あつし）です。

3 月 29 日から 9 日間に渡る初めての選挙、4

月 30 日から任期がスタート、初めての議員バ

ッジ、そして初登頂、初めての本会議や委員会、

初めての本会議での質問、初めての国政選挙等、

すべてが初めて尽くしで、まもなく 1年を迎え

ます。

しかし、これまで 28 年にわたる自治体職員

として、そして労働組合役員として取り組んで

きた経験を活かして、「初めてに挑戦する！」

そして今のすべてが「初心」であるとして、今

後も「初心を忘れず」を、引き締め、奮い立た

せる言葉として頑張っていきますので、どうか

私の活動に注目いただけますよう、お願いいた

します。

京都府議会議員になるきっかけ

多くの皆さんから、「なぜ政治家をめざした

のか？」「どんなきっかけで議員になろうと思

ったのか？」と聞かれますと、私は「まったく

考えておらず、自分は議員には向いていない」

と答えます。それでは話が進みませんので、ま

ずは現在までの経過を書きたいと思います。

困っている人をほっとけない性格

私は、1年間民間企業を経験した後、1990 年

4 月に、八幡市役所に入庁しました。その後、

組合活動がどんなものかもよく分からないのに、

活動に文句を言ってしまい、「じゃあ、お前が

やってみろ」と、“売り言葉に買い言葉”で、

「じゃあやります」と、組合活動に参加したの

が 20 代中頃のことです。執行部と青年部を掛

け持ちで担当しましたが、当時は、若い人達の

採用が極端に少ない時代で、役員のなり手も無

いときに、「誰もいないなら俺がやる」と、単

組の青年部長、自治労京都府本部青年部長、自

治労京都府本部執行委員と、4 つを掛け持ちし

ていたこともあります。ここでも、“売り言葉

に買い言葉”がきっかけです。もしかすると、

これだけの説明で私の人物像が理解していただ

けるかもしれません。

青年部時代の出来事に、福山哲郎参議院議員

との出会いがあります。当時はまだ候補者で、

年齢も 36 歳、こんな若い方が日本を変えよう

としている。このような方々なら、本当に日本

を変えてくれるのじゃないか。当時、山井和則

衆議院議員、泉健太衆議院議員（いずれもまだ

候補者です）との出会いもあり、青年部の皆さ

んと、「夢をかけて」私たちも一生懸命になっ

ていました。しかし、この時代に出会った皆さ

んと、約 20 年後に繋がるとは、その当時はま
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ったく想像もしておりませんでした。

青年部の年齢を過ぎた時に、一旦、組合活動

から離れるのですが、再び組合活動・組合役員

に戻るきっかけとなったのが、同僚の自殺と、

同僚が仕事で苦しんでいる現実を見て、職場を

変えなければならないという「黙ってられな

い！ 俺がやる！」の想いでした。

パワハラ、イジメ、サービス残業等が蔓延し、

耐えられずに体調を崩す、退職する組合員が蔓

延する時代となっていました。私は、「仕事で

人生を狂わす必要はない」と思い、徹底的に戦

ってやろうと、連日組合員の訴えを聞き、当局

と協議する日々を送りました。その結果、関わ

ったすべての組合員が、職場復帰することがで

きました。これを契機として、当局側・管理職

の意識も大きく変わりました。そして、世の中

ではパワハラをはじめとする「ハラスメント」

が社会問題となりはじめた頃に、一定の解決が

図れたことは、私の今に繋がっています。

「市役所」に来てもらうのではなく

「市役所」が出ていく

仕事は、元々ＩＴ系職員で採用されたものの、

税の現場に配属されたことから、市民と接する

機会が多くありました。市民とお話するのが楽

しくて、苦情を言われることはあっても、決し

て喜ばれない「税金」。それなのに、相談に来

られた方が、「ありがとう」と言って帰られる

と、これが、私の受け持つ仕事の本質であると

感じました。

これも実際の体験ですが、市役所に電話で問

い合わせてこられる方が多数います。市民は、

電話で疑問を解決させたいと思っておられます。

しかし、市役所は「直接、窓口に来てくださ

い」と対応することが多くあります。そうする

と市民は、「なぜ市役所へ問い合わせにいくの

に、数千円もかけていかなければならないの

か」「市役所に何時間もかけていかなければな

らないのか」と思われます。これはもっともな

話だと思います。だから、電話をかけてこられ

るのです。

私は、職員時代、電話では解決しないと判断

した件には、まずこちらから出向くようにして

いました。ご自宅などに出向くと、電話での内

容とは異なる意図であることや、自宅に届いた

書類の意味がわからないなどをはじめ、他の案

件も多数、質問を受けます。それぞれの内容に

応じて、市役所に電話をかけ、対応方法を確認

したうえで伝えると、大半の問題が解決されま

した。そして、何よりも、市民の喜んでくださ

る笑顔を見ることができ、市役所職員であるこ

との喜びを感じました。

「市」という組織を考えると、私のとった行

動が正しいのかどうかわかりませんが、市民の

視点にたてば、

① 市民は、できれば市役所には行きたくない。

しかし、市役所は必要だと感じている。

② 市役所からの文書等は、非常にわかりにく

い。

③ 市役所からの通知・連絡等は、市役所の都

合である。

④ 市役所は、聞いたことしか答えない。

という思いを持っていることがわかります。

ここで、私は、「市役所に行かなくてもいい

幸せ」。つまり、細やかながら、市役所に行か

なくてもいい生活ができれば、それは市民にと

って“幸せ”ではないかと考え、この“幸せ”
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を実現させるには、「市役所から出向いていけ

ばいいのではないか」と思いました。

そのためには、例えば、子育て世代が、保育

所、幼稚園、小学校、中学校で行政手続きがで

きればいいのではないいか。とくに保育園では、

毎日、保護者が来園されますので、子育てに関

する各種手続き等は、保育園で完結させられれ

ればいいのではないか。また、日々、保護者と

保育士とは信頼関係を培っているため、いろい

ろな情報を共有することで、手続き漏れ等も防

げるのではないか、と考えます。高齢者は、地

域窓口でさまざまなことが完結できます。それ

ぞれの地域窓口まで歩いて来ていただくことで、

健康面への配慮もできるのではないか。専門的

な問い合わせや、保育所や地域窓口で解決でき

ないこととは、市役所本庁に連絡し、別途、対

応する。その際も、本庁から職員が出向く。ま

た、本庁では、市民からの直接の問い合わせや

受付を行わないことにより、各種作業に専念で

きます。

つまり、出先機関を「フロントオフィス」、

市役所本庁を「バックオフィス」とすることで、

業務の効率化が図れ、市民満足度も高められる

のではないか、こんな提案を行ったりもしまし

た。

これからも市民の方に触れ合いたい

市役所職員になって 28 年目、人事異動によ

り、市役所内部の業務を行う部署に異動となり

ました。私は、市民と接する部署を希望してい

ましたので、異動後もその想いを捨てきれず、

夏に市役所を退職することを決意しました。次

の勤務先を決めたうえで、翌春に退職する旨を

伝えたのです。

翌年の春は、統一自治体選挙が行われる年で

す。当然、選挙のお手伝いすることを想定して

いましたが、私が退職することを聞いて、「京

都府議会議員選挙に出馬してくれないか」との

お話をいただいたのです。しかし。当然、お断

りをいたしました。選挙・政治の世界は、お手

伝いするだけで、まったく異なる世界です。ま

た、私は、市役所の職員であり、京都府の業務

はわかりません。

何度も説得されるたびにお断りしていました

が、この時、再び、福山哲郎参議院、山井和則

衆議院議員からもお話をいただき、約 20 年前

の「日本を変えるにはこの人たちが……」と思

った記憶が蘇り、「今は自分がその立場になっ

たんだ」と感じました。そして、次の勤務先の

社長さんにも相談したところ、「君は、やはり

市民と接することから離れられないと思う。そ

れならばやってみたらどうか。ダメならダメで

いいじゃないか。4 年後でも 8 年後でもいい、

君が会社に来たいと思うときまで待ってるよ」

とアドバイスしていただき、京都府議会議員へ

の挑戦を決意しました。しかし、市役所に入っ

てからの経過を振り返ってみると、最後に提案

したのが「市役所に行かなくてもいい幸せ」で

あるように、市役所での仕事では納まりが付か

ない状態になっていたのかもしれません。

準備期間は約 3カ月。右も左もわかりません

でしたが、私の選挙を支えてくださったのが、

青年部時代のメンバーでした。気が付けば青年

部時代のメンバーも、それぞれが、単組委員長

などの立場になっていて、私も含めて、時代が

求めているのだと改めて実感し、チャレンジす
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ることを決意しました。多くの皆さんの力によ

って、京都府議会木津川市・相楽郡選挙区で、

9730 票をいただき、当選することができたの

です。

京都府議会議員に当選して

まず感じたこと

当選してまず感じたことは、「京都府議会議

員は、これだけ忙しいものか」ということです。

京都府議会議員選挙に当選してからは、すべ

てのことが初めての経験で、統一自治体選挙の

後半は、地元の木津川市議会議員選挙、その後、

和束町議会選挙、南山城村長選挙、参議院選挙、

精華町長選挙、八幡市長選挙に関わり、今後、

笠置町長選挙、南山城村議会選挙に関わってい

くことになります。

京都府議会では、定例会本会議（年 4 回）、

委員会（農商工労働常任委員会、産業の担い手

の確保・育成に関する特別委員会、決算特別委

員会、新総合計画特別委員会）、本会議一般質

問（年 2回）を経験し、京都府、地元市町村、

地元団体などのイベントへ、来賓とし出席。地

元で行われる行事への参加、その他、毎日、朝

の駅立ち、スケジュール調整・管理、事務所費

等各種経費の支払い、受領した書類の整理等の

事務作業、活動報告書の作成、各種勉強会への

参加、Facebook の更新等、日々作業に追われ

ています。そのなかでも、要望や自分が気にな

ったことについて、京都府や関連施設、高等学

校、支援学校関連施設、市町村を訪問し、現地

調査、ヒアリング等を行っています。

これだけやっても、まだまだやりたいことが

たくさんあります。

しかし、以前の私もそうでしたが、「京都府

議会議員って何してるの」という疑問をもたれ

ます。これが現実です。

活動チラシを作って配ったり、Facebook 等

のＳＮＳで発信したり。それでも街中では、誰

からも声を掛けられない。私の選挙区には有権

者の方が 10 万人もいらっしゃるのに……。

まずは、1 サイクルが過ぎると行事予定がわ

かることから、なんとか活動を計画的に行って

いきたいと思っています。

これからの議員活動に向けて

人との出会いを大切に

私の場合、出馬決定から選挙までにほとんど

期間がなかったことから、支持してくださる方、

地域の方のお顔がわかりません。まずは、多く

の方に会いに行きたいと思っています。

私が心に決めていることは、「会いに行って

お話する」ことです。

例えば、さまざまな行事の出席依頼が来ます

が、行事が重なり出席できない場合があります。

その場合の出欠報告は、ハガキやＦＡＸでもよ

いのですが、私は必ず、直接行って、出席でき

ないことを伝え、メッセージをお渡しします。

ご担当者の方は、「わざわざ」とびっくりさ

れますが、私をご存知の方もおられ、少しの時

間でもお話が弾むことがあります。世間話や小

さな子どもの頃の話、されている仕事の話など、

人の輪が広がると同時に、さまざまな知識も得

ることができます。

そしてイベント、とくに農作物や食べ物など

を販売・展示するブースに行くと、こちらから

話しかけます。農作物は、どうやって食べるの

か、どうやって作るのかなどを教えていただく
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と、野菜がおいしく感じます。農作物は毎週、

販売されるので、季節を感じることができ、勉

強になるとともに、お友達になっていきます。

その他、機械の展示や、高校生のイベントでは

高校生の生徒さんと話してみたり……。

それと、朝の駅立ちは、言葉を交わす時間が

非常に短いですが、挨拶と表情で、私自身が皆

さんからいっぱい元気をいただきます。最近は、

若い中学生や高校生が声をかけてくれるように

なりました。小さな小学生の子どもたちには、

膝をついて目線を合わせて挨拶すると、必ず挨

拶を返してくれます。子どもたちからも、教え

てもらうことがいっぱいあります。

また、地域を歩くイベントにも参加します。

知らない地域の歴史などがわかり、すごく愛着

が湧いてきます。案内をされる方と知り合いに

なることで、イベント参加も定期的になってい

きます。1 回でも行けないと、「今日はどうし

たんだ」と言われます。

このように、連日、街の中に出ていると、さ

まざまな課題が見えてきます。「現場の声が聴

きたい」「現場にしかわからないことがある」

と思います。現場から見えること、聞くことか

ら、さまざまな課題が見えてきたり、解決方法

や新しい取り組み、おもしろそうな取り組みな

どが浮かんできたりします。

これは、私の議員活動の原点であり、活動す

る力でもあります。うかがったお話を整理し、

京都府や市町村、その他関係団体等にヒアリン

グすると、課題と対応方法が見えてくるので、

その点も、議会で取り上げています。

このスタンスは、私のポリシーである「初心

を忘れず」として、継続していきます。

最近の取り組みは、

① 若手による農業の行方について。若手農業

者はどんな野菜をつくりたいのか。どうやっ

て事業を継続していくのか。

② さまざまな業種・職種で人材不足が取りざ

たされているが、京都府立高校の職業に関す

る専門学科は、たんに就職するための技術を

身に付けるだけでなく、環境面、そして将来

の可能性までを考えながら勉強している。そ

ういう取り組みをもっと広報するべきではな

いか。

③ 障がいなど支援が必要な子どもたちが、特

別支援学校を卒業したあと、自立して生きて

いくにはどのようにすればいいのか。また生

徒本人の気持ちや意思はどうなのか、健常者

である生徒と気持ちは同じはずである。

④ 障がいをもつ方の将来について。生まれて

から亡くなるまでの人生は、健常者と同じ人

生を歩めるようにすべきではないのか。障が

い者も健常者も、気持ちは同じである。

⑤ 過疎化地域、衰退する地域の活性化につい

て。イベント等を行うだけでなく、そのまち

に定住してもらうためには、まず、その地域

の人が“幸せ”にならなければならないので

はないか。

⑥ 業務上における、京都府と市町村の連携に

ついて。さまざまな点で、京都府と市町村に

は、業務上の隔たりが大きい。それは、京都

府が、実際の現場業務を行っていないことに

ある。議会を通じて、京都府と市町村が連携

し、市町村が苦労するところには、京都府や

他市町村が応援に当たるなどの対応が必要で

はないか。

⑦ 保育士の人材不足、幼稚園・子ども園教諭、

いつまでも“初心”を忘れず 19



また、放課後児童クラブ支援員の人材確保が必

要ではないか。こちらも京都府と市町村連携が

重要である。

今後も、まだまだ増えてくるとは思いますが、

現在のところ、私のなかでもまだ明確な答えは

出ていませんので、引き続き現状・意向の調査

を続けていきます。

しっかりと議論する

「議論」というと大げさになりますが、私の

仕事が「京都府議会議員」である以上、課題を

確認した場合、解決に向けた取り組みを行わな

ければなりません。そのためには、現場に足を

運び、しっかりとした裏付け・証拠等を収集し

ながら、「こうあるべき」とのあるべき姿を確

立し、そして議会に臨みたいと考えます。

しかし、一気に解決できることなど、ほとん

どありませんので、まず取り組むべきことを

「短期 － 中期 － 長期」に分類し、一つひと

つ確実に解決しながら進んでいく。また、事業

にはお金が必要になりますが、お金が無いなら

無いなりに、アイデアで解決できる方法を考え

る。そのためには既成概念にとらわれず、型破

りでもいいので、まずは進める方法を考えてい

きたいと思います。

私だけの活動では、ほとんど解決しないと思

いますが、私ができることとして、まずは、し

っかりと事実に基づく問題提起を行い、解決方

法を提示し、その後、また現場に戻り解決・改

善が進んでいるかをチェックする。この繰り返

しを行うべきだと考えています。

自分にしかできないこと

京都府議会議員は 60 人いますが、自治体職

員を経験した議員は 2人（私と同じ「府民クラ

ブ」の平井としき議員）だけです。さらに、市

町村職員を経験した議員は、私 1人しかいませ

ん。これは非常に大きな強みだと考えています。

行政を知っているのは、もちろんですが、京

都府と市町村の業務を知りえる、京都府に市町

村の業務を教えることができるのは、私しかい

ないと思っています。

これも含めて、「私しかできないこと」にこ

だわった議員活動に徹していきたいと考えてい

ます。

さいごに

初当選して 1年にも満たない議員ではありま

すが、私には、28 年に及ぶ市役所・行政経験

や、職場の仲間、そして自治労の仲間たちから

得た経験がありますので、誰にも負けない気持

ちです。これは大切な財産であり、これからも

活用していきたいと思っています。

そして、自治労、連合の仲間であることに変

わはありませんので、皆さまと共に歩んでいき

ます。これからもご支援をよろしくお願いいた

します。
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