
＜こ んにちは｢笠置町長｣＞

由緒ある歴史と自然に、観光を基軸としたまちづくり

（笠置町長）松本 勇さん

（京都自治総研理事長）羽室 武さん

（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

写真の右から 2番目は、笠置町職員組合執行委員長の上窪浩之さん。

厳しい小規模自治体の財政運営

この間、自治体の効率化をめざして合併谷口

が進められてきました。しかし、合併が進まな

かった自治体や、合併を選択しなかった自治体

も数多くあります。合併特例がなくなった今、

小さな自治体をどのように運営していくかにつ

いては、非常に難しい選択を迫られていると思

います。笠置町の人口は、2008 年 3 月 31 日現

在で 1849 人。2008 年度当初予算は 13 億 3500

万円で、経常収支比率が 120 ％を上回っている

という、大変厳しい町ですね。

2008 年 4 月に初当選されてから 1 年半、町

長として笠置町の運営に携われてこられ、今年

もまた、来年度の予算を考える時期となりまし

た。やはりご苦労が多いのでしょうか。

のところ、財政状況はすべての面で松本 じつ

悪い状況にあります。三位一体改革によって、

特に国税が減

って住民税に

税源移譲され

たことで、過

疎化、少子高

齢化の 1 番進

んでいる笠置

町は、ますま

す厳しくなっています。そんななかで、来年の

予算を組むとなると、なかなか明るい材料が見

えてこないというのが実情です。これまでも予

算を切り詰めてきましたが、さらにいっそう切

り詰めなければならない状況です。

人件費についても、笠置町の場合は他の自治

体に比べて低い状態で推移しています。今後は、

なんとか職員の待遇改善も考えていかないと、

「やる気」にも影響を及ぼすのではないかと懸

念しています。これからのかじ取りは、かなり

厳しいですね。
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笠置町では、職員数が少なくなって大変谷口

だと思います。みなさん、よく頑張っておられ

ますね。町長から見られてどうですか。

うちの職員はよく頑張っていると思いま松本

すよ。規模が小さく職員数も少ないため、たく

さんある仕事をいろいろと分担しながらやって

くれています。笠置町のラスパイレス指数が最

低だということを聞きますと、職員の気持ちも

よくわかるだけに、やはり悪いなあという思い

が湧きます。しかし、わかったうえで、いろい

ろ無理をお願いせざるを得ない状況です。

広域対応と賃金格差

財政の羽室

効率化という

面を考えると、

笠置町には、

一部事務組合

など自治体が

共同で処理す

る仕組みがた

くさんありますね。そうした場合、例えば木津

川市が参加する一部事務組合に勤める職員の賃

金水準は、木津川市に合わせるような形の設定

になっているのですか。

今のところは派遣元の賃金体系に準ずる松本

ということになっています。

そうすると、同じ仕事をしているのに、羽室

職員の給料に差が出ることになりますね。

そうなんです。じつは、2009 年 4 月 1松本

日に、東部 3町村で広域連合の教育委員会をた

ちあげましたが、そこの職員もそれぞれ派遣元

の賃金体系のままです。同じ仕事をしていなが

ら、給料が違うという問題があります。しかし、

派遣先にずっと同じ職員を派遣しているのでは

なく、人事交流をはかりますから、広域連合に

出向した職員だけ高い水準の給料を支払うと、

賃金の平等性に欠けると思いますので、今のと

ころは、派遣している職員に了解してもらいな

がらやっています。

地方公務員法第 52条の 5には 「警察職羽室 、

員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善

を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の

当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入

してはならない」と定めています。1995 年、

野中広務さんが総務大臣だったとき、自治労が

交渉して、消防職員の団結権問題について、各

消防本部に職員の意思疎通を図るための新たな

組織を設けることとなり、消防組織法を改正し

ました。そのときに、消防の実態について調査

することになり、野中さんが京都出身だという

こともあって、京都の消防を調査したことがあ

ります。そこで、今、お話しされた賃金の実態

が明らかになりました。賃金が派遣元の水準で

支払われるため、役職が上でも賃金は低い。調

査の報告書では、問題だというところで終わっ

ているのですが、事務事業を広域で取り組む自

治体が増えていますから、そういった賃金格差

を心配しています。

派遣する自治体の賃金体系が充分なもの松本

であれば、そういう問題はおきませんが、今の

ところ、どこでも格差があると思います。これ

は、これから問題になってくるかもしれません

ね。また、3 町村で 「相楽郡東部じんかい処、

理組合」という、ごみ処理をする一部事務組合

を作っていますが、せっかく広域連合を作った

のだからこれも組み入れていこうと、来年を目

処に計画を立てる予定をしています。広域対応

によって経費を削減しようとすれば、賃金のあ

り方も、当然、これから考えていく必要がある

だろうと思います。

赤字に悩む「笠置いこいの館」

町長になられる前は、町会議員もされて谷口

おられまして、町長として、町政に直接関わる

ようになられて、運営の厳しさは感じられまし
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たか。

厳しさは想像以上ですね。笠置町が 100松本

％出資する「天然わかさぎ温泉 笠置いこいの

館」というのがあって、建てて 3年ぐらいは良

かったのですが、あとはもう赤字続きです。有

限会社ですが、町が 100 ％出資しているため、

赤字はすべて町にかえってきます。私が町長に

なってからも、5000 万円の出資をしました。

議員時代には、毎年 7000 万円ほど、補助とい

う形で出していました。

できた当時は、泉質が良いという評判で、羽室

私も 2～ 3回、入らせていただきました。

泉質は、和歌山の竜神温泉と似ていて、松本

ヌルッとした感じがあって良質です。しかし、

周囲に同じような施設がたくさんできて、競争

が激しくなってきたのと、施設ができて 11 年

たち、そろそろ老朽化してきたこともあるよう

です。お客さんの数がそんなに減ったとは思わ

ないのですが、客単価が下がったためでしょう

か、最近は赤字に悩んでいます。

5000 万円の増資というのは、大きいで羽室

すね。

大きいですね。私達にとって 5000 万円松本

は大きなお金です。私はもともと商売人ですか

ら、儲からないような商売をどうしてするのか、

閉めたらいいのではないかと思っていたのです

が 「いこいの館」の存在は、商売だけではな、

いのですね。笠置の顔としての一面もある。そ

こを閉めると、笠置から火が消えてしまうこと

になるから、住民はなんとか開けておいてほし

いと思っています。経営改善のために 3カ年計

画を立てたのですが、なかなか計画通りにいか

ないのが、世の常のようです。黒字化は、全町

民が一緒になって、知恵を絞って議論していか

ないと、役場だけでは難しくなっています。

山と川とキジでまちを活性化

少し暗いお話になりましたが、町長とし谷口

て、これか

らどんな町

にしていき

たいと思わ

れています

か。

それ松本

がいちばん

難しい問題です。過疎・少子高齢化は避けて通

ることはできません。これを何とか乗り越えて

いこうではないかということで、これから活性

化対策会議を立ち上げて、3 カ年計画を作ろう

と考えています。その柱になるのは、まず人口

増です。そのためには、現在、笠置がもってい

る魅力をフルに活用していかなければならない。

笠置の魅力といっても、そこに住んでいる者に

はなかなかわからなのですが、やはり歴史であ

り、自然だろうと思います。町内の約 80 ％は

山林です。笠置山は府立自然公園になっていて、

後醍醐天皇ゆかりの地です。その奥には「柳

生」という知名度の高い町もありますので、ま

ずは山から笠置の魅力をアピールする。

また、町内を流れる川のうち、奈良県から流

れてくる木津川は、カヌーのメッカです。近く

にキャンプ場もあって、京阪神からたくさんの

方が訪れます。そのあたりで、国土交通省の

「水辺の楽校」が事業化されることが決定して

います。また、木津川支流の白砂川は、京都府

の事業で環境整備することとなりました。すで

に測量がすんで、これから用地買収に入ります。

そういったものも含めならが、これからのビジ

ョンを立てようと思っています。

「キジ鍋サミット」が開催されると聞い谷口

ています。それも町おこしのひとつですか。

来年、京都で国民文化祭が開催され、各松本

自治体がいろいろな催しをする予定です。しか

し、その時だけにとどまるのではなく、今後に

生かしていくため、笠置町では、全国各地自慢

の「ご当地鍋」を会場に集めて、料理人が実際
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笠置山にある、日本最大最古の弥勒摩崖仏

に調理し、来場者に食べ比べてもらうイベント

を計画しています。笠置町は、キジ料理が名産

ですから 「キジ鍋」をメインにします。じつ、

は、和束町はお茶畑のフォトコンテストをされ

るようですし、私は、笠置町では、そんな「た

いそうなこと」をしなくてもいいのではないか

と、最初は思ったのですが、笠置の食文化の魅

力が発信できるのならそれもいいだろうと、賛

成することにしました。

キジ鍋を出している料理屋さんは、多い羽室

のですか。

専門店ではないのですが、キジ鍋は町内松本

の料理屋のどこでも出しています。私は、鳥が

いっさいダメなので、食べたことがないため、

美味しいかどうかはわからないのですが、やは

りカシワとは違うようですね。ボタンよりキジ

の方が、みなさんの関心は高いようです。ボタ

ン鍋はあちこちにありますが、キジ鍋は少ない。

先日、国民文化祭の視察で静岡に行ってきたの

ですが、いろいろな方に「キジ鍋を出しますか

ら来てください」と言ったら、珍しいのか、み

なさん関心をもって聞いてくださいました。

広域的な観光開発を模索

笠置の観光資源の一番は、笠置山ですね。谷口

天智天皇の皇子の大友皇子が、危うく馬ごと岸

壁から落ちそうになったときに 「岸壁に弥勒、

仏の像を彫りましょう」と祈願し窮地を脱した

そうで、祈願した場所を忘れないために笠をそ

こに置いて帰ったことから 「かさぎ」という、

地名がついたとか。皇子は、約束どおり弥勒仏

を彫ったそうで、笠置寺には、日本最大最古の

弥勒大磨崖仏が残っています。これが、例えば

世界遺産に登録されれば、もっと活気がでるで

しょうね。

これからの観光は、広域性が必要ではな松本

いかと思っています。大和・笠置・伊賀を一体

的に考えて、もう一度観光ルート見直していき

たいのですが、やはり、府県が違うとなかなか

難しい問題があります。

笠置町は、もともとは奈良、広い意味で羽室

は大阪経済圏ですね。明治になって、当初は奈

良県は成立していなかったため、京都府になっ

たようですが、奈良の遷都 1300 年事業など、

奈良との関係をアピールしながら、観光を広げ

ていかれるのはいいですね。交通アクセスはい

かがですか。

交通は、以前よりも悪くなっています。松本

国鉄が民営してから、だいたい 1時間に 1本ぐ

らいになりました。笠置に観光に来られる方に

は、ご不便をかけています。京阪神から来られ

る場合、加茂までは 6両編成の電車ですが、そ

れより東は 1両編成のディーゼルです。団体客

などお客さんが多いときは、積み残しが出る。

しかし、この問題を解消す妙案が、今のところ

ないです。電化促進会などいろいろな団体があ

って、活動しているのですが、 はまず採算JR

を考えますので、難しいようです。私はもとも

とサラリーマンで、笠置から天王寺まで毎日、

通っていました。片道 1時間でしたが、電化さ

れた今でも、加茂で乗り換えるため、昔と同じ

くらいの時間がかかります。

道路も、国道は 163 号線の 1本だけですので、

やはりアクセスは悪い。柳生からくる道路も、

奈良側は片側 2車線、京都府側は両側 2車線で、

京都府に入ると半分位の道幅になります。京都
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南部の道路事情は悪いですね。

観光客は、交通が不便で、とても人が行羽室

かないような僻地でも、たくさん訪れる所があ

ります。笠置町は、ディーゼルでも 線が入JR

っていますし、沿線のローカルな風情が売りな

ればいいのですけれどもね。

過疎地の実態をふまえた国政を

総務省の「頑張る地方応援プログラム」谷口

で 「安心・安全なまちづくり」や「観光振、

興 「交通アクセス 「若者定住化促進」など、」 」

いくつかプロジェクトに取り組まれていますが、

それらについて、今後、どのような展望をおも

ちですか。

現在、不安に思っているのは、これらを松本

どこまで当てにできるかということです。政権

が代わって、はっきり先が見えない状態です。

過疎対策や地域活性化、財源保障のための臨時

交付金もそうです。自治体の長の間では、切ら

れたら困るという話でもちきりです。自民党時

代、子育て支援として 3 ～ 5 歳までの子ども 1

人につき 3 万 5000 円の子ども手当がありまし

たが、これもなくなりました。そうしたことか

ら、不安ばかりが募っています。

民主党はまだ、地方自治の姿、展望を描羽室

ききれていないですね。もちろん地方自治体の

自主性の問題がありますが、政府としてどうい

う地方自治の形をめざすのか、決めないといけ

ない。それがまだ見えません。

笠置町では、地上デジタル放送が受信で松本

きないため、光ファイバー網を整備する計画が

あります。総務省の補助も決まり、事業内容も

決まり、住民説明会も終わりました。これから

実際に仕事にかかっていくのですが、まだ事業

にとりかかっていない地域は見直すという話も

聞こえています。そんなことを今さら言われた

ら、困りますね。議会で決めて、事業そのもの

がスタートはしているのですから。たぶん、こ

の事業はこのまま進むと思います。

しかし、過疎対策のための「過疎地域自立促

。進特別措置法」が、2010 年 3 月末で切れます

1970 年に初めて制定されて以来、10 年ごとに

名前を変えながら更新されてきたのですが、こ

れも今後どうなるか不安です。全国町村会や過

疎地をかかえる自治体で、新たな法律の制定を

求めて、集会をしたり、決議をまとめたりして

いるのですが、まだわかりません。我われのよ

うな過疎地で、対策費がなくなれば、致命傷に

なりかねません。ですから、これまでの施策を

すべてやめると言われたら、本当に困ります。

民主党のマニフェストでは、地域主権が羽室

うたわれていますが、総務大臣の原口さんの手

法を見ていると、知事とはいろいろと話し合っ

ているようです。しかし、自治体には過疎地域

などいろいろあるわけで、困っている市町村と

の話し合いがもっと必要ですね。

遊休農地の利用促進

全国には、小さい町でも元気にやってお谷口

られるところがあります。長野県の栄村に、私

も視察に行ったのですが、あそこは財政負担を

できるだけ軽くするため、住民参加を進めて、

紐付き補助金に頼らない「田直し事業」や、山

間に「下駄履きヘルパー」を派遣する事業など、

いろいろ面白いことをしています。他にも、葉

っぱビジネスで有名な徳島県の上勝町では、住

民参加で「ごみゼロ」をめざしています。

上勝町も過疎地ですね。過疎地をかかえ松本

る自治体の全国会議に行きますと、よく発言し

ておられます。

上勝町では、家庭である程度分別したご谷口

みを、町内に１カ所しかないステーション住民

が持っていき、34 種類に分別したごみを、処

理業者が持って行くそうです。ごみ処理には経

費がかかりますが、持って行くのは住民ですか

ら、パッカー車が不要で、経費が節約できるそ
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うです。

ところで、地上デジタル化によって必要とな

る光ファイバーの敷設には、お金がかかりそう

ですね。住民負担が増えるという意見もあるよ

うですが。

光ファイバーの敷設にともなう住民負担松本

は、加入金が 3万円。テレビだけでしたら毎月

1260 円が必要です。財政状況を考えると、住

民にご無理をお願いするのも、やむを得ないの

ではないかと思っています。

特色のある町づくりについては、外部から見

た笠置町の魅力を掘り起こしながら考えていこ

うと思っています。今のところ観光を中心に考

えていますから。今後は、山や遊休農地もいか

に利用していくか、知恵を絞っていきたいと考

えています。

遊休農地は、多いのですか。羽室

多いですね。荒廃状態になっています。松本

荒廃化を防ぐのは、それほど簡単なものではあ

りません。中には、雑草が背丈よりも高く茂っ

ている地域があります。その背景にはいろいろ

な問題があって、まず農家の高齢化。それから

有害鳥獣が出没して、せっかく作った農作物が

被害を受けるため、耕作する人が減っています。

都会では猿が 1匹出てきても警察が出動して大

変ですが、ここでは猿も住民もお互いに慣れた

ものです。猿がいても、その側を歩いています。

猿も平気です。大変といえば大変なんですが、

今のところ共存共栄しています。他に、イノシ

シ、鹿。今のところ熊の被害はないようです。

町政への展望

最後に、これからの笠置町について、ど谷口

んな展望をもっておられるのか、お聞かせくだ

さい。

いろいろ問題ばかりの町ですが、とりあ松本

えず、この急場をしのいでいきたいと考えてい

ます。そして、役場だけ、町長だけで頑張って

いては、もうどうにもなりませんので、すべて

の問題をオープンにしながら、町民と一緒にや

っていきたいと思っています。それしか方法が

ないだろうと思っています。

谷口 今日はお忙しいところ、有り難うござい

ました。お聞きしていて、財政難の小さな町で

も、魅力ある資源がたくさんあるのではないか

と感じました。是非、魅力あるまちづくりをお

願いいたします。
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