
＜こ んにちは｢宇治田原町長｣＞

緑茶発祥の地として、おもてなしの心で支え合う町に

（宇治田原町長）奥田光治さん

（京都自治総研副理事長・連合京都会長）木村幹雄さん

（京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長）司会／ さん谷口富士夫

宇治田原町は 「日本緑茶発祥の地」と谷口 、

言われています。総合文化センターには茶文化

の歴史を展示した郷土資料室や茶室を設けて観

光資源とするなど、お茶を基幹産業とした発展

をめざしておられます。また日本全体の人口が

減少するなか、町の人口は、2007 年度は少し

減少しましたが、2008 年度には再び増加に転

じています。町長から見て、宇治田原の魅力は

どんなところにありますか。

今も残る農村の原風景

宇治田原の魅力は、なんと言っても自然奥田

豊かなところです。転入される方のイメージと

同じですね。住民アンケートによると、7 割く

らいの方が永住志向です。不便だけれども、澄

んだ空気や水、山、緑に囲まれたところに住み

たい。ここから 1時間もあれば、京都、大阪、

奈良、大津に行けます。不便でも、自然と住民

のほっこりした雰囲気の優しさに惚れて、越し

て来られた方が多いのではないかと思います。

スローライフ」という言葉がよく使われて「

いますが、利便性と不便性は裏腹です。交通が

便利で百貨店に近いところは、排気ガスが多く

光化学スモッグも発生する。宇治田原は若干不

便ですが、自然が豊かで、農村の原風景的なと

ころを残しています。商工会主催のフォトコン

テストに参加された方が「こんなところは少な

くなった。1 時間も走ったら雪景色が撮れる」

と言われていました。宇治田原はこれからも、

利便性一辺倒ではなく「ゆっくりリズム」を生

かしていきたいと思っています。しかしながら、

ある程度は必要なので、住民の足となる公共交

通や福祉バスを走らせていますが。

先ほど、町内を走るバスを見ました。コ木村

ンパクトで小回りが効くバスですね。あれは町

営ですか。京阪バスも路線を走っていますね。

宇治バスが廃止になった路線の奥山田と奥田
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湯屋谷の 2ルートに、コミュニティバスを走ら

せています。町が購入して、運営は自治会にお

願いし、運営費の 2分の 1を補助しています。

それと合わせて、バスを 2台買って、福祉バス

として町で走らせています。

経済対策以外に将来への種ま き も

この金融不況で、地域経済は厳しい状況谷口

におかれています。政府はさまざまな予算措置

をしていますが、特に雇用対策、生活支援対策

で、どういった施策をされていますか。

ご存知のよ奥田

うに、国は 2008

年度補正と 2009

年度予算で、雇

用・経済対策を組

みましたので、町

では、今年 3 月か

ら来年 3 月までの 13 カ月予算を組みました。

本来、雇用対策は国の仕事ですが、こんな小さ

な町でも対策が必要になってきています。

住民の就職相談に際しては、町内の事業所と

出会う場を設けました。雇用対策では、事業所

に町独自で補助金を出しています。中小零細企

業への運転資金の支援は、ガソリンや原油の高

騰を受けて去年 4月から、京都府の「あんしん

借換融資」に町独自の上乗せした制度を設けま

した。その他、中小企業融資利子補給、中小企

業者資金借入保証料補給、中小企業信用保険法

に係るセーフティネット保証制度など、町独自

の融資制度を設けています。

町内には、71 万㎡の敷地に 50 社以上の木村

企業が立地する工業団地がありますね。その中

には連合傘下の企業もありますが、状況はいか

がですか。

ひどいですよ。普通は、朝夕、307 号線奥田

が渋滞して、京田辺から 1時間くらいかかるん

ですが、皮肉なことに今は空いています。自動

車関連の事業所の操業は、週に 3 日、4 日。自

動車以外でも非常に厳しい状態ですね。

企業の決算は 3月末が多いので、今年は木村

さほど税収に響かないと思うのですが、来年度

以降は厳しいですね。

去年秋から収益が落ちていますから、す奥田

でに、今年の税収に表われています。主だった

ところをヒアリングした結果、今年の法人住民

税は 40 ％減です。来年は 1 年分まるまるでし

ょうから、もっと大変です。リストラで住民生

活にも影響が出ていますから、子育て支援や、

就学援助など、いろいろな制度を上乗せしてい

ます。

ただ、厳しいとばかり言っていても仕方がな

いので、当面の緊急対策以外に、将来のための

種まきをしています。実は、宇治田原町には砂

利採集跡地がたくさんあります。一番大きな所

では 50 。そういうところは、もう山には戻ha

らないので、新市街地整備として、有効利用す

（上記、るために新しい道路を 1 本つけました

。砂利採集跡地の整備が、雇用の場の確写真）

保や、地域経済への効果が生まれるよう、財政

は厳しいですが、手立てすべきところには歳出

出動をしていこうと思っています。ただし、来

年度の財政は、借金体質から脱出する計画を立

てています。この不景気なときこそ財政出動は

必要ですが、収支の基本を失わずにやっていこ

うと思っています。

新市街地整備事業は、どのくらいのスパ谷口

ンで考えておられるのですか。

まだ目処が立たない状況ですが、大規模奥田
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土地所有者の方とは土地利用で基本合意しまし

た。買い手があったらその都度、希望の面積を

提供してもらうことになるかと思います。今、

土地利用検討委員会でルール作りをしてもらっ

ています。

職員と 住民で､協働のま ち づく り

第 4次総合計画では、まちづくり施策を谷口

展開するうえで基本的な考え方として「協働の

まちづくり」を、最初に掲げておられますね。

これからの自治体には、住民参加と住民自治が

重要な課題になります。

私は、8 年前に町長に選出されましたが、奥田

そのとき、役場は何をしてくれるんだ、議会は

何をしてくれるんだという意見を、たくさん耳

にしました。しかし、そういうあなたは何をす

るのかという問いに、答えは返ってこない。や

っぱり、要求ばかりするのではなく、自分達の

町を自分達の思いで築いていく。そこがまちづ

くりの原点です。3 年前、2 カ村が合併してか

ら 50 年たったときに、ちょうどまちづくり総

合計画の見直しをしていたので、住民にも参加

していただいて議論をしました。

総合計画のトップに「協働」をもってくるの

は珍しいと思います 「自助・共助・公助」が。

うまく噛み合った協働のまちづくりを 「絵に、

描いた餅」ではなく「実践」する。京都府では

3 年前から地域力再生交付金事業をしています

が、宇治田原町は地域活動を活性化するための

交付金事業を 1989 年からしていました。2007

年には、祭りや環境美化などいろいろな活動を

支援するため、それをバージョンアップしまし

た。取り組む地域や事業が増え、自分達のこと

は自分達でやっていこうという意識が高まって

きたように思います。

取り組みが増えているということは、予木村

算も増えますね。財政が厳しいなかで、どのよ

うな工夫をされているのでしょうか。

補助制度を拡充しても 「使ってくださ奥田 、

い」だけではいけないので、そういった活動を

支援する推進本部を、私を本部長にして、役場

の中に立ち上げました。そして役場の職員自ら

が地域に入っていこうと、各地域に 2人ずつ、

管理職と係長クラスがセットになって、活動推

進員として張り付いています。主な仕事は、地

域の困り事の相談役であったり、地域と行政と

の繋ぎ役、橋渡しになっています。この 3月で

2 年経過したので、2 人のうち 1 人を変え、順

次、地域の関わりを深めています。

京都府で木村

は、桜の時期に府

庁を一般公開し、

有志の職員が琴を

演奏したり、お茶

会をしたりしてい

ます。当然ボラン

ティアですが、職員が嬉々としてやっているの

をみると、行政に関わっている者として誇りに

思います。府民もたくさん来られるので、職員

の意識改革に繋がっているように思います。

「まちづくり」は「まちづくり」担当課が考

えればいいのだというような、役場の中で考え

ているだけではなく、ボランティアのように地

域に入っていく。地域に密着して、地域の課題

を一緒に取り組むというのは、非常に重要な活

動ですね。職員にとっても、地域を学ぶ良い機

会だと思います。

推進本部を立ち上げるときも、活動推進奥田

員をおくときも、職員からはいろいろ異論や反

発がありました。職員の提案で、経費をかけず

に効果を発揮する「ゼロ予算事業」にしても、

反発がありました。しかし 「1 回やってみよ、

う 「本当にしんどいだけで、町が良くならな」

いというのなら、やめよう」と言って始めまし

た 「朝令暮改」を薦めたわけです。本来「朝。

令暮改」は 「浅はかで、計画性がない」とい、

う意味ですが、私はどんどんやって、ダメだっ
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たら変えたり止めたらいいと思っています。そ

れで理解してもらえた。

今は、住民が職員を見る目、役場を見る目が

変わってきました。職員が頑張っているなら、

我々もやらなきゃいけないと、変わってきた。

職員も、自分の仕事を見直すきっかけになって

います。大げさに言えば、お互いの信頼関係が

芽生えつつあると思います。もちろん批判はた

くさんありますが 「役場、変わったな 「窓口、 」

が良くなった 「職員が親切に教えてくれるよ」

うになった」という声を聞くときが、一番うれ

しい。そういう声は全職員に伝えたくて、今日

は褒めてもらってよかったと、皆に話します。

市民との谷口

「協働」には、行

政主導もあれば住

民主導もあります。

一番良いのは、相

互に信頼し合いな

がら町をつくって

いくことだと思います。宇治田原町は、そうい

った基礎づくりができている。今、お話にあっ

た「ゼロ予算事業」の効果はいかがですか。

予算には、ゼロもあるしマイナスもあり奥田

ます。それが改革、見直しだと思っています。

提案しやすいように、担当課長以外は匿名扱い

にしました。私も知りません。名前を出すと

「あいつは良い格好しいだ 「あいつが提案し」

たから、うちの課の仕事がしんどくなった」と

かになりがちです。まだそれほど多くは出てい

ませんが、提案は、まず所属長会議で議論して

各関係課に返し、職場で議論した上で、また所

属長会議で協議し決定する方法をとっています。

私が専決することはありません。

安心し て子育てでき る環境づく り

「少子化対策」では、今年、次世代育成谷口

支援対策行動計画（ ともに育てる ともに育「

ちあう 茶木・チャキっ子プラン ）の後期 5」

カ年計画を策定する年となっていますね。2006

年の、0 ～ 14 歳の子どもの総人口に占める割

合は、日本全体では 13.1 ％ですが、宇治田原

町は 16.4 ％と、非常に若いまちです。今後、

どういった施策を考えておられますか。

宇治田原町でも、子どもの人口はどんど奥田

ん減っています。2000 年には、老齢人口と年

少人口が逆転しました。新しい住宅地で増えて

いますが、旧村では減っています。

少子化対策のうち乳幼児医療対策は、小学校

卒業まで、医療費を無料にしました。京都府南

部地域ではトップクラスだと思います。財政状

況を見極めながら、いずれは義務教育が終わる

くらいまでもっていきたいと思っています。

他に、教育や子育てに関わる費用を助成する

だけでなくて、地域の高齢者が保育所を支援す

るとか、地域で子どもを見守るとか、お茶の町

だからできる、心を大切にした、お互いが支え

あっていけるような「思いやり」を重視した取

り組みが必要だと思います。制度ではなく、思

いやりで、お母さんが安心して子育てできる環

境をつくって行きたいですね。

去年、自治労京都本部では京都自治研修木村

会を開催しました。そのシンポジウムで、京都

市子育て支援総合センター「こどもみらい館」

の館長が、ボランティアを育成して、館内の

「こども元気ランド」で遊ぶ子どもたちや保護

者の方の相談にのったり、図書館で本の整理や

読み聞かせなどにたずさわってもらっていると

いうお話をされていました。市民のもっている

能力を行政が借りるという形で「協働」が図ら

れています。

私が小学生の頃は、茶摘みで一番忙しい奥田

とき、地域に託児所がありました。ボランティ

アで、お互いの子どもを見ていました。学校が

1 週間休みで、5 年生や 6 年生は茶摘みを手伝

い、低学年はその託児所で預かってもらった。

それが今、行政の仕事になっています。放課後
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に児童クラブを作ったり、去年からはサポート

事業を始めた。理想的にはいかないかもしれま

せんが、地域で育てるという考え方が大切だと

思います。

生き甲斐が持てる ､障がい者の仕事おこ し

2009 年度重点プロジェクトでは、障が谷口

い者対策として、こどもの発達サポート事業と

仕事おこし事業の 2本が柱となっています。仕

事おこし事業については、研究会が示した今後

の方向性に対する意見をもとに 「野菜の生産、

活動」などユニークな事業を実施されておられ

ますが、この研究会を設置されるようになった

きっかけは、どういったものですか。また、今

後はどのような事業を考えておられますか。

豊かな自然環境の中で、障がいをもった奥田

子どもが隣近所と付き合いをし、地域から差別

されない、人情味があるところで育てたいとい

う方が増えてきました。そういう方が、最初は

無認可で頑張ってこられたのですが、ある程度

規模が大きくなり、法人化して施設が欲しいと

言われたので、協力することにしました。その

とき、親御さんが「私が生きているときは、生

活も全部カバーできる。でも私が死んだらこの

子はどうなるのかと思ったら、死に切れない」

と言わました。その言葉は、今でも耳から離れ

ません 「障がい者の自立」とは、親が亡くな。

った後も生きていけるようにすることだと思い

ます。そのために、行政だけでなく、親や、施

設の職員も一緒になって考える。オートメーシ

ョンのパン工場を作って、職員が側について、

障がい者はボタンを押すだけ、というような施

設ではなく、生き甲斐が持てる仕事が必要だと

考えて、研究会をつくりました。

通称「レッツ祭り」というのがあって、いろ

いろな地域の活動に参加してもらっているので

すが、最初は太鼓を叩かなかった子、話しもし

なかった子、ひとりでポツンとしていた子が、

人前に出るようになって変わってきました。積

極性が出て、顔がニコニコしてきた。簡単な組

み立て作業をしていた子も、その手が変わり、

根気も出てきました。自立するためには、もち

ろんお金も大切ですが、子どもの障がいが治ら

ないとしても、進行を遅らせたり、生き甲斐を

持つことができたら、親はどれだけうれしいだ

ろうと思います。そこを大事にしたい。時間は

かかるかもしれませんが、急がず、それぞれの

子どもに合った、仕事おこしをしようというこ

とになりました。現在、野菜を作ったり、土を

触ったりすることから始めています。先日は、

大根の種を蒔いたと言ってました。

まれに、土を触るのが嫌な子もいますが、木村

大方の子は、土を触ると生き生きとして喜んで

いますね。障がい者対策が、町の重点プロジェ

クトの中で 3番目に位置づけられているのは、

町長の強い思いが表われているように感じます。

野菜作りでいいのは、泥んこになって汗奥田

をかく体験ができるのと、収穫の喜びを感じる

ことですね。スーパーなどに協力してもらって

野菜を売って、賃金を得られるようになるため

には、これから何かを足していかなければなり

ません。それにはやっぱり地域の協力が必要で

す。だから、時間はかかるけど、順番を踏んで、

背伸びをしないで、子どもに合った仕事おこし

が必要です。

お金も循環する環境対策に

国では、経済対策の一環として「環境」谷口

が注目されています。環境対策では、どんな取

り組みを考えておられますか。

今年、ソーラー発電に関する研究会を立奥田

kwち上げようと思っています。現在、国は 1

当たり 7万円の補助金を出す制度を復活しまし

た。それに町が上乗せする方法もありますが、

それだけでは限界があります。安いサラリーマ

ン家庭やお年寄りの家では、そこまでできない。

こんにちは「宇治田原町長」 7



7 割～ 8 割の家がソーラーを付けているような

町にしたいと思って、今年、研究会を立ち上げ

る予定をしています。循環型社会と言いますが、

どうせ取り組むんだったら、電気もお金も回し

て 2 を減らすようなシステムを作れないかCO

と考えています。

他に、京都府立大学と、間伐材の有効利用に

（微ついて検討しています。間伐材のペレット

を熱源にして、お茶の製造に細な円筒状の燃料）

使えないかと考えています。お茶ができるまで

の工程にはいろいろありますが、最後の段階で

お茶を乾燥させるのは、50 度か 60 度ぐらいで

す。家庭用のストーブにペレットを使えるので

すが、間伐材をコンスタントに提供できるかど

うかが課題です。府立大学に山を調べてもらっ

たら、一番足りないのは道でした。宇治田原町

は、1 当たりの林道の距離は、京都府内一なha

んですよ。それでも足りない。山から木材を運

び出す大型機械や、大型トラックも通れるよう

な道が必要です。

労使の課題を協議会で議論

最後に、行政改革には、職員の意識改革谷口

や能力を生かすことが重要だと思っています。

宇治田原町では、地域活動に職員が加わるなど

ユニークな取り組みをされていますが、職員に

は、今後、どのようなことを希望されますか。

私は、実は昔、組合の書記長をしていま奥田

した。その頃と比べて今は、自治研に対する力

の入れ方が弱いのではないかと感じています。

民間の労働組合と違って公務員労働組合の特色

は、自治研活動に取り組むことだと思っていま

す。ですから、町職の大会ではいつも「自治研

活動をもっと頑張ってください」と挨拶してい

ます。

以前でしたら、専免制度や時間的余裕が谷口

ありましたが、今は非常に厳しい状況です。そ

れに自治体職場では、人員が減らされる一方、

仕事は増えていますから、組合活動になかなか

時間がとりにくいという事情もあります。府本

部としては、自治総研と連携して、自治研活動

を精力的にやっているのですが。

職員の人材育成では、民間のコンサルタ奥田

ントを迎えたり、出向いたりして、研修してい

ます。若手の人事交流も大切ですね。一方通行

ではなく、他の自治体とお互いに人事交流する

ことも有効だと思います。

視野を広げるうえでは、人事交流は大切木村

ですね。今、団塊世代の大量退職が問題となっ

ていますが、宇治田原町は、その影響を受けな

いようですね。

ここ数年の早期勧奨退職で辞めています奥田

ので、昭和 24 年生まれが最年長です。来年の

採用枠を前倒しして、女性を 1人、この 5月に

採用しました。

労使の関係は、対峙するのではなく話し合い

が大切です。話し合いでいこうと、協議会を作

っています。そこでフランクに、話し合いなが

ら、ものごとを決める。この間は、期末手当て

の話をしました。給与や手当などは、国公を基

準にしていますが、住民の目線で見て、説明で

きるようにしていくことが重要です。

今日は、摘んだばかりのお茶を町長自ら谷口

のお手前で出していただき、お茶の心を味わう

ことができました。本当に有り難うございます。

「おもてなしの心」を町政に生かす宇治田原

町の取り組みは、他とはまた違った、心のこも

った、先進的な取り組みだと思います。

是非、これからも、精力的な町政の推進を期

待して終わりたいと思います。

8


