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（京都地方自治総合研究所専務理事）司会 谷口富士夫

今日は、京都自治総研が取り組んでいる谷口

議員交流会の一環として、相楽東部の笠置町・

和束町・南山城村の 3つの町村長さんと、京都

府議会議員の松岡さんで、これからのまちづく

りについてお話しいただきます。私は、司会を

務めさせていただく京都自治総研の谷口です。

それでは最初に、京都自治総研の理事長、羽

室武よりご挨拶させていただきます。

開催にあたって

お忙しいなかを羽室

お集まりいただき、有

り難うございます。自

治体の仕事は「ゆりか

ごから墓場まで」と言

われるようにさまざま

な事業を行っています

が、限られた財政のなかでどのような分野に、

どの程度の力を、どういうシステムで運営して

いくかは、地方自治のありようの問題として研

究していくべきだと考えています。それには、

例えばケースワーカーが社会保障制度を研究す

るとか、あるいは医療行政について医療者の立

場で考えるとか、各分野で研究を積み重ねてい

く必要があります。

小泉首相の時代、国の財政赤字が非常に大き

くなってきたことで、地方にも負担を求めると

いう形で三位一体改革が行われてきました。そ

のなかでますます地方が疲弊しているという状

況です。しかも新幹線が通ったり高速道路がで

きることで、東京一極集中が加速し、地方は繁

栄するどころか衰退しています。そういう状況

のなかで京都自治総研では、毎年、議員の皆さ

んと一緒に学習会を開催してきました。今年は、

地域の実状に合わせて考えていく必要があるの

ではないかと考え、課題を同じくする地域に分

かれて開催しています。

昨年、民主党政権に変わったことで、自治体

の国に対する予算要求の方法が、従来型ではな

くなりました。自治体ではないのですが、漢方

薬を販売する医薬品会社は、保険医療のなかに
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漢方薬を指定してもらうためや、その薬価基準

について、これまで自民党の族議員に要望して

いたわけですが、パイプが切れてどこにも申し

入れるところがない。昔、本社が、たまたま自

治労本部の向かい側にあったということで、自

治労に接触しようという動きがあったようです。

自治体の首長さんも、そういう問題で悩んで

おられると聞きおよんでいます。民主党政権は、

地方主権に向けた取り組みを本格化しています

ので、要望すべき内容については、職員団体と

一緒になって、あるいは互いに知恵を出し合っ

て、要請していけるような状況ができればいい

のではないかと思います。そういう意味も含め

て、この会を開催させていただきました。

有り難うございました。それではまず、谷口

笠置町の松本町長から、若干の自己紹介も含め

て、笠置町の状況や、まちづくりへの思いを述

べていただきたいと思います。

笠置のまちづくりは
町民と議会が手を携えて

私の場合、町長松本

になってまだ 2 年足ら

ずですが、どうも間違

って町長になったよう

な気がしています 「町。

長らしくない町長」と

言われていますが、そ

れが逆に気楽さにつながって、物事が運べるの

ではないかと開き直っています。

私は 「町づくり 「村づくり 「地域づく、 」 」

り」の根本は、やはり「人づくり」ではないか

と考えています。そのすべては「人」次第です。

笠置町は、過疎化、少子化、高齢化が進んでい

るところです。財政状況も非常に悪い。現在、

予算査定に入っている最中ですが、ヒアリング

では何千円の単位で行っています。予算規模が

わかさぎ温泉「笠置いこいの館」

12 ～ 13 億円と非常に少ないなかで、必要な事

業はやっていかなければなりません。今年は、

4000 万円～ 5000 万円不足しそうだという話も

出ていますが、許される範囲で最も効果のあが

る適切な予算を組んでいきたいと考えています。

先日、新聞紙上に、笠置町に 3年間で 1億円

をご寄付いただくという方が現われたというニ

ュースが掲載されました。非常に明るいニュー

スで、ご覧になった方もおられると思います。

寄付していただいた方の好意に報いるよう、1

億円の使い方について、職員が頭をひねってい

るところです。

笠置町は「観光の町」としてご承知いただい

ていると思いますが 「観光」というのは非常、

に不安定です。そのときの情勢で変化する。極

端に言えば、一過性のものです。それに比べ和

束町や南山城村は、お茶を代表とする産業がし

っかりした町です。しかし、一過性で不安定な

要素が多いとしても、やはり笠置町は観光に力

を入れなければならないと思います。笠置町は、

お金もない、平地もない、ただ自然だけがある

まちです。そういったなかでの活性化は、難し

いことばかりです。昨年 9月の京都府議会で、

市町村未来づくり交付金の地域活性化対策事業

として 150万円の予算がつきました。このよう

にいろいろな方法で、笠置町のこれからの生き

る道について、町職員を含めて検討に入ったと

ころです。小さな自治体であっても、窮地をな

んとか切り抜けていきたいと考えています。

しかし、そういう状況のなかで、国の動きが
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なかなか把握しづらくなっています。笠置町は

過疎地域に指定されていましたが、3 月で過疎

法の期限が切れるにもかかわらず、なかなか正

式には決まりませんでした。これまで国の補助

金が付いていた事業も、事業仕分けで廃止とな

りそうなものがいくつかあるようです。電源立

地地域対策交付金も、2010 年度で廃止される

ようです。霞ヶ関での陳情活動で、私はひとり

残って頑張ってきましたが、やはり難しそうで

す。笠置町としては、まちの活性化に交付金や

交付税がなくてはなりません。交付税は人口に

よってかなりが決まるため、過疎で高齢化した

自治体には厳しい状況です。

過疎化対策では、いずれは笠置町の小学校の

学級編成を複式にせざるを得ないようですが、

あながち複式が悪いとは言えず、笠置町独自の

特色ある複式学級を考えていきたいと思ってい

ます。また笠置町の温泉は、かけがえのない町

民の財産ですから、なんとか集客数を増やして

活性化につなげたいと考えているところです。

観光振興については、南山城村も同じだと思い

ますが、アクセスの悪さがネックになっていま

す。京都府では、山陰線をまず電化し、次に奈

良線、そして関西線だそうですが、我われにと

っては非常に残念です。電化促進の委員会や連

盟などで取り組んでいますが、なかなか 西JR

日本に取り合ってもらえず、申し入れは府県か

らして欲しいと言われています。やはり三重県

や京都府の知事が中心となって、電化を進めて

もらわなければなりません。

最後に、笠置町の活性化を考えるうえで、行

政だけでなく、町民の皆さんと一緒に円陣を組

んでいく必要があると思っています。まだ何も

具体化してはいませんが、今後は、町議会、町

民の皆さんと手を携えたまちづくりをめざして

いきたいと思います。

有り難うございました。それでは和束町谷口

の堀町長、よろしくお願いいたします。

和束のまちづくりは｢お茶｣と｢道｣

私は、ちょうど 3堀

期目がスタートしたと

ころです。初めて町長

に選出していただいた

のは、2001 年。その頃

は、経済が右肩上がり

から右肩下がりになった時です。工場も減って

いく、人口も 6400人から最近は 5000人を切り

ました。1 年に 140 ～ 150 人が減っていますが、

世帯は増えています。このように和束町は、三

位一体改革の影響を大きく受けて、人口減少と

高齢化になっています。市場原理やアメリカ型

自由主義、いわゆる合理主義が主流となって、

若い人は便利な都会へ流れていきました。これ

まででしたら、和束町は「お茶」の町ですから、

長男は農業を継ぎ、二男・三男は都会へ出て会

社に勤める。ところが最近は、長男までもが出

ていき、残った高齢者が農業をしています。こ

のように農家は非常に高齢化しています。それ

がまちづくりにも大きな影響を及ぼしている。

それでも、国民健康保険や介護保険は、自治体

でやらなければなりません。

これはどこの自治体もしておられないと思い

ますが、若い人に和束町で住んで欲しいと考え、

和束町には高校がないので、木津にある高校に

行くためのバスなどの通学定期を、半額補助し

ています。しかし就職するときには、ほとんど

がまちを出て行かれる。和束町に残った人も、

結婚する時に連れ合いとなる人が「田舎より街

がいい」と言えば、その一言で出て行きます。

さらに、農業をしている高齢者が、経営移譲し

たあとも問題があります。農業者年金という制

度があって、若い人に経営移譲したら年金をも

らえる制度です。移譲する後継者は、和束町に

限らず、木津川市などの近隣に住んでいるなら
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和束町のお茶畑

可能です。そうすると、後継者が和束町以外に

住民票があれば、その所得は和束町には申告さ

れません。しかし残っているお父さんやお母さ

んは、和束町の国民健康保険に入っています。

和束町でみなければならない。高齢化してくる

ので費用がかかります。このように小さい町で

は、入るお金が無いのに費用はかかるというこ

とになります。そこで保険制度は、府県単位で

やってもらうなど、方法を考えてもらう必要が

あります。

また、お年寄りが田んぼで野菜を作っておら

れると、猿が出てくる。都会と違って、和束町

では猿対策にお金がかかります。正直なところ、

猿の数も交付税の対象としてもらいたいですね。

京都市では、猿が 1匹出ただけで、警察が網や

棍棒をもって追いかけます。和束町ではお年寄

りが 30 匹の猿に囲まれても、警察は出てくれ

ません。同じ京都府内でありながら、同じ法律

のもとにありながら、こういう違いがあります。

田舎に住んでいる高齢者も、都会に住んでいる

高齢者も、命の大切さは同じだと思いますが。

日本はそもそも「瑞穂の国」と言われ、水田

を中心に田舎が豊かでした。都会だけでは絶対、

生活できない。都会と農山村はつながっていま

した。ところが今、農山村は少子高齢化。和束

町では、先月の出産数が 0です。東京一極集中

の結果、こういう構造的な問題が起こっていま

す。人間は、心臓だけに血液が必要なわけでは

ありません。指先まで全部、血液が流れていま

す。地域づくりも一緒です。都会だけではなく、

田舎にも血が流れるようにする。そういう国づ

くりが、これからは大事だと思っています。一

部の地域だけが発展するのではなく 「均衡あ、

る発展」が重要です。

農山村の素晴らしいところを、もっとアピー

ルしていかなければなりません 「学術研究都。

市」はありますが 「学術研究農村」はありま、

せん。新聞に、インフルエンザにお茶のカテキ

ンが効くという記事が出ましたが、そういうこ

とを研究して、農村の環境や農産物と合わせて

学術的に研究することこそ必要だと思います。

学研都市のある木津川の左岸と、宇治茶の生産

地である右岸は遮断されています。どうも均一

に発展していかない。学研都市では、一生懸命

ロボットの開発をしています。今、失業者が増

加しているのに、なぜロボットの仕事まで探さ

なくてはならないのか。さらに、なぜ農業の後

継者を一生懸命探さなくてはならないのか。農

山村の魅力や、農業についての職業観を、義務

教育の段階から教えていく必要があると思いま

す 「個の教育」が尊重されていますが、自分。

勝手な人間ばかりになっては困ります。親が田

舎で農業をしているのに、子どもは都会のマン

ションに住む。これで本当にこの社会はいいの

でしょうか。農山村を大事にしたまちづくりを、

もっと考える必要があると思います。

では、和束町のまちづくりは何か。和束町に

は、800 年の歴史を誇る「お茶」がありますか

ら、これを発展させていこうと思っています。

そのためには、都会と交流していく必要があり

ます。民主党政権に是非、お願いしたいのは、

道路です。小説の『野麦峠』ではありませんが、

隣のまちに行くのに峠を越えなければならない。

学研の研究成果を木津川右岸にとり入れようと

すれば、やはり道路が重要です。そういうこと

で、和束町のまちづくりは「茶･道 、つまり」

「お茶」と「道」です。これが今、私がもっと

も大事だと思っていることです。和束町一帯を
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「桃源郷」になぞらえて、健康と癒しをテーマ

にした「茶源郷」にしたい。住民は、夜、懐中

電灯を持ってウオーキングしています 「茶源。

郷」の道路には、 の照明を作ったらおもLED

しろい。和束町は聖武天皇の時代から 1300 年

の歴史があり、興福寺の荘園でもありました。

そういう歴史と観光とお茶をセットに、健康と

癒しをテーマにした新しい観光を作っていこう

と思っています。和束町から歩いて笠置町に行

き、笠置町の温泉につかってから帰ってもらう。

健康ブームに農山村の果たす役割は、非常に大

きいと思います。

一方、木屋地区の場合、木津川の対岸に関西

本線がありそこに駅をつくり流れ橋をかければ

住民は大変、便利になります。ちょっとしたこ

とで非常に地域が住みやすくなる。

和束町は、来年度から過疎地域に指定される

ことになりました。これまでは過疎地としての

資格があっても、新規の基準が厳しく、なかな

か指定してもらえませんでした。政権が代わっ

て、財政力指数や人口の減少率などの新しい指

標ができたので、和束町も該当しました。過疎

地に指定されると、基金を設けて地域づくりや

活性化に取り組めます。まとまった基金のため、

夢が描けます。学研農村を作って、 2 を削CO

減する研究をしてもらえたら、間伐材など山を

利用する企業も生まれます。そこに目を向けて

欲しい。私は学研都市を否定しませんが、少な

くとも都市と農村を対等に、同じ物差しで測っ

てもらいたいと思っています。

有り難うございました。それでは、京都谷口

府でただ一つの村、南山城村の手仲村長にお願

いいたします。

南山城村の課題を解決するには
府県を超えた連携も

私は現在、1 期目の半ばを過ぎたところ手仲

です。村議会では 3 期

11 年あまりを勤めまし

た。

南山城村は、滋賀県

と奈良県と三重県に囲

まれた、京都府の 1 番

「端っこ」にあります。何でも「端っこ」とい

うのはなかなかうまくいきません。重箱でも隅

っこが残ります。国交省に 163 号線の関係で要

望に行ったとき、国交省においてある地図で

「南山城村はここです」と言おうとしたら、笠

置・和束・南山城がその地図に載っていなかっ

た。本当に残念に思いました。それを言おうと

国会議員の事務所に行ったら、それにも載って

いませんでした。そういう意味からも、端っこ

にある和束・笠置・南山城 3町村は、遅れてし

まったのかなと思っています。

南山城村の取り組みを紹介しますと、医療費

を義務教育まで無料化しました。また学童保育

の対象を小学 6年生まで延長したり、水道がな

い未給水地域に簡易水道を整備したいとの要望

があります。山の上の 85 戸ほどに水道を整備

するには 10 億円ほどかかるので、財政状況が

回復するまで何とか浄水器で辛抱してもらって

います。また小学校と保育園は同じところにあ

るのですが、管轄が文部省と厚労省と違うため、

給食を一つにすることができませんでした。昨

年、法の改正もあって、いろいろ努力した結果、

ついに一緒にできるようになりました。給食で

は「食育推進プロジェクト」を作って、生産者

と栄養士さんが一緒になって、地域の生産物を

利用するよう工夫をしています。発足当時は、

地元産が 5 ％から 10 ％ぐらいでしたが、現在

では平均で 50 ％、多い時には 80 ％ぐらいです。

医療については、困難な問題があります。南

山城村に救急車を呼んで山城病院に行くのには

、40 分かかります。脳梗塞や心筋梗塞の場合は

15 分から 20 分が生存の分かれめだと言われて
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木津川からみた「やまなみホール」

います。過去には、伊賀市に 15 分ぐらいで運

んでいただけたのですが、医療制度の改正によ

って、県をまたがっての救急ができなくなりま

した。現在、総務省は、中心市と周辺市町村が

協定を結び、相互連携する「定住自立圏構想」

の具体化へ検討を進めています。それによると、

他府県を超えて医療、消防、災害に対応するこ

とができるとなっています。これを伊賀市に精

一杯アピールしているのですが、伊賀市からは

中心市になるといった発言がなかなか出てきま

せん。

木津川市は、定住自立圏構想の中心市として、

先行実施自治体に手を挙げているのですが、周

辺市町村に笠置町・和束町が入っても、南山城

村が入っていない。そういう状況があります。

南山城村の人口は、和束町や笠置町と同じよ

うに、10 年前には 4300 人だったのが、現在は

3300 人ほどになっています。

地場産業は「お茶」です。品評会では、10

年連続で産地賞を獲得しました。お茶の生産量

は和束町に続く 2番目です。南山城村は営農指

導の面で劣っているため、積極的に取り組んで

います。 にお願いし、今年度から担当職員JA

を付けていただくよう要望しています。

道路は、国道 163 号線のバイパスとして 3.2

キロを整備していただいております。この道路

は、中心部を迂回して通りますから、車の流れ

が変わります。今ある直売所やガソリンスタン

ド、商店は、裏道になってしまうおそれがある

ので、バイパスに農林産物直売所の「道の駅」

を造るため、今年度予算に調査費を計上してお

ります。その他、村の自然や木津川、茶園など

を資源とした、観光振興の充実が求められてい

ます。これは、笠置町や和束町も同じですから、

一緒に取り組んでいきたいと思っています。

3 町村では、相楽東部広域連合をつくってい

ます。昨年 4月、教育委員会を一本化しました。

学力が向上するなど一定の成果が出ています。

次は、ごみ処理について一本化する予定です。

合併ができませんから、可能なところから一本

化しようという取り組みが進んでいます。3 町

村が力を合わせてやることで、それなりのこと

ができていくのではないかと思っています。

最後に、関西本線の電化について、考えてい

ることをお話ししたいと思います。京都府が力

を入れようと思っても、受益者が笠置町と南山

城村しかないため、力が入らないのはよくわか

るのですが、関西本線は名古屋から大阪につな

がる最短距離の大動脈です。昔は特急も走って

いました。ここを整備すれば、東京－大阪間も

最短距離になります。道路も、163 号線を整備

すれば、名古屋－大阪間が一番近くなる。どう

いうわけか、大津には名神も京滋バイパスもあ

るのに、第 2名神は大津に回っています。国土

の均衡ある発展を考えるなら、最短距離で行け

るよう計画して欲しいと思います。それで提案

ですが、奈良線から関西線を経由して草津線廻

りの周遊コースを考えてもらうと、一つのルー

トができあがります。

関西本線の電化では、伊賀市も一生懸命頑張

っています。笠置町と南山城村では促進同盟を

作って運動しているのですが、なかなか実現し

JRません。問題の一つは、亀山からこちらは

西日本ですが、向こうは 東海です。境があJR

ることが、電化がうまく進まない原因ではない

かと考えています。そこをなんとか、政治の力

で動かしていただきたいと思います。

もう一点付け加えると、養豚場の悪臭という
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、問題があります。これは 3代の村長が 30 年間

取り組んできたのですが、なかなか解決できな

かった問題です。南山城村のニュータウンに、

だいたい 600 戸の住宅ができています。350 戸、

55 ％ぐらいは入居されたのですが、残りはま

だです。ニュータウンができた時期に養豚場も

できたのですが、当初は少なかった頭数もだん

だん多くなって、今は 1000 頭以上いて、村の

重要な産業になっています。業者は悪臭対策を

精一杯していますが、一向に匂いが減りません。

先日、臭気専門のコンサルタントが見つかり、

試験的に機械を設置することになりました。今

年の夏、住民のモニターを増やして、どのくら

い効果があったかを調査します。これがうまく

いけば、費用も含めて、村の将来をかけて解決

していかなくてはならないと思っていますが、

国としても、財政面や技術面で指導などの支援

をお願いしたいと思っています。

有り難うございました。自治体のトップ谷口

の方がたから、実態や要望についてお聞かせい

ただきました。次に、そうした要望を受けて政

策展開をしていく立場である、民主党京都府議

会議員の松岡さんからお話をうかがいます。

地域の実状をふまえた
「地域主権」の確立へ

私は戦争が終わ松岡

って、物資も乏しい時

代の 1950 年に生まれま

した。小さいときに母

親が大病をして、父親

が仕事をしながら看病

していました。小学生のときには 60 年安保闘

争、高校生のときにはベトナム戦争があり、正

義感が生まれて、人が殺し合う社会に嫌悪感を

覚えるようになりました。貧乏でも人生設計を

描けるような世の中にしたいと思ったのが、私

の原点です。電電公社に入社してからは、多く

の先輩や仲間から、いろいろなことを教えてい

ただきました。政治の道をめざしてからは、木

津町議会議員を 3期つとめ、現在は京都府議会

議員の 2期めです。

じつは、木津町議会議員をしていたときに、

合併問題がもちあがりました。相楽郡というと

ころは、歴史的に姻戚関係が強く、地域住民も

「相楽は一つ」という意識がありましたので、

一度、合併というテーブルにつくべきだと主張

していました。しかし、それぞれの利害や損得

がかみあわず、結局、7 町のうち賛成 6 反対 1

で、テーブルにつくことさえできませんでした。

その後、3 町が合併し、木津川市ができていま

す。しかし合併をあきらめざるを得なかった町

村は、財政が厳しく、少子高齢化が進んでいま

す。府議会では、とくに 3町村の声を届けるよ

う頑張っていきたいし、その声が生きるような

政治にしていきたいと思っています。

昨年、地域主権戦略会議が、閣議決定にもと

づいて内閣府に設置されました。原口総務大臣

が「地域主権」の確立にむけて、2009 年度か

ら 2013 年度の工程表を提出しました。それに

もとづき地域主権推進一括法案を 3月に、夏に

は地域主権戦略大綱が出される予定です 「規。

制」関連については、地方分権改革推進計画を

もとに進められます 「予算」関連では、自治。

体が地域づくりを主体的にできるよう、補助金

の一括交付金化を構想しています。来年度は、

一部実施されます。2010 年度の年度末には、

関連法案を第 2次地域主権推進一括法案として、

国会に提出することになっています 「法制」。

関連では「地方政府基本法」の制定をめざして

います。国と地方の協議の場も法制化する予定

です。このように、大きく国を作り変える、明

治維新以来の大改革の時代を迎えています。私

も、従来の枠にとらわれず、具体的なプランが

出たら地方の実情とあっているかどうか、具体

町村長・議員と語ろう、相楽の未来 7



化にあたっては、十分な役割を果たしていきた

い思っています。

医療などの福祉は、どこに住んでいても平等

に享受できなければなりません。基礎自治体で

十分にできなかったら、府県単位、あるいは広

域連合など、地方の実態に即した対応が必要で

す。民主党では、自治体の要望を幹事長室で一

括して精査することにしています。これは、い

わゆる族議員、力の強い一部の政治家だけが幅

をきかすという旧来の自民党政治ではダメだと

いうことで、公平な判断をするために作ったシ

ステムです。ただ、動き出したばかりのため、

十分に機能していない面があります。民主党京

都府連では、あまり細かいところはできません

ので、それぞれ 2～ 3点の大きな課題について、

是非、実現していきたいと精査しています。

今年 1月、総務省に地方行財政検討会議が設

置されました。地方自治法では 2元代表制を採

用していますが、長と議会が対立的な関係にな

って、住民の意見が適切に反映されず、また、

効率的な事務処理を阻害している面もあるので

はないかということで、地方自治体の基本構造

のあり方を検討することになっています。また、

先ほど申しました、基礎自治体が、必要なサー

ビスをすべて責任をもってできるのかという問

題に対して、現行の市町村といった基礎自治体

の区分がふさわしいものかどうか、見直しを図

ります。さらに、東京一極集中によって地方の

大都市まで疲弊している現状から、大都市制度

の見直しも検討課題に入っています。国と自治

体の関係については、国・地方それぞれの判断

と責任が尊重される仕組みを検討します。規制

緩和では、議会や行政組織、財政について、自

分たちで決められるよう、自治体の自由度の拡

大を検討しています。

南山城村では、これまで救急医療を三重県で

もお世話になっていました。相楽全体では、奈

良県との医療連携やごみ処理、消防など、もっ

と広域対応の必要がある課題があります。こう

した広域化について、今後も、京都府に責任の

ある対応を求めていきたいと考えています。

有り難うごござ谷口

いました。4人の方がた

から、いろいろな思い

を語っていただきまし

た。これからは会場の

皆さんのご意見をお聞

きしながら、話を深めていきたいと思います。

ご意見やご質問のある方はおられますでしょう

か。

広域連合の課題と展望

笠置町の職員の上窪

上窪と申します。合併

について、言葉は悪い

のですが、笠置・和

束・南山城の 3 町村は

、合併にとり取り残され

現在は 3町村で広域連合を作っています。将来

的には相楽が一つになると言われてきましたが、

今後、3 町村で、また、相楽全体で合併するよ

うな検討はされていますか。

我われ 3町村が、なぜ広域連合を組んで手仲

いるのかというと、現在のところ各町村に対す

る交付税やその他の問題を考えると、合併して

1 万人になってもさほど大きなメリットが出て

こないからです。小さくても、それぞれの町村

が交付税をもらいながら、可能なことから一緒

にやって経費を削減すれば、体力が少しでも出

てくるだろうということです。3 町村が生き残

るには、単独ではなかなか難しいと思います。

将来は合併に向けて進むかもしれませんが、当

面は各町村のいいところを生かして、生き残り

を図ろうというが現状です。

、堀 今後 10 年のうちに合併できるかといえば
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そんなに簡単にはいかないだろうと思います。

合併特例法が期限切れとなり、新たな過疎法も

制定されますから、必ずしも 3町村が「とり残

された」立場にいるとは思っていません 「と。

り残された」がゆえに、小回りの効くまちづく

りができます。もし合併していたら 「和束町、

はお茶の町」だ 「茶源郷」だとは言っていら、

れません。良いか悪いかは別としても、合併で

きなかったことを生かすことを考えなければと

思っています。

そのためにはインフラ整備が必要です。やは

り道路が 1番ですが、情報インフラも重要です。

2011 年にデジタル化されますが、 に聞くNHK

と、和束町は該当してないそうです。インター

ネットによって、家にいても仕事ができる時代

なのに、これだけ農村に差がついてもいいので

しょうか。 やケイオプティコムに光ファNTT

イバー網の整備を頼みに行っても、採算が合わ

ないと言われる。これはぜひ、政府に考えて欲

しいと思います。合併よりも大事なことです。

合併は、各自治体の利害関係が絡んでき松本

ます。利害関係がからんだから、合併協議会が

うまくいかなかったという現実を考えると、今

後もそんなに簡単にいく問題ではないだろうと

思います。将来的には、合併を検討する時代が

くると思いますが、今は、それぞれの行政運営

に力を注いでいく必要があると思います。

これまで自民党は、合併を推進してきた谷口

わけですが、民主党政権では変わろうとしてい

ます。そのあたりはいかがでしょうか。

北欧では、医療や教育など生活に直接関松岡

係する分野は基礎的自治体でしています。都市

計画などは広域連合でやる。広域連合には議会

があって、行政間の調整をします。それぞれの

自治体がもっている課題を解決するためには、

やはり広域連合や一部組合などの広域対応が必

要です。国も、そのあたりを政治の責任として

取り組む覚悟です。

まちづくりと
職員の意識改革

3 町村の財政など森本

の危機的状況を脱する

ために、広域連合は手

段の一つとして、私個

人としては正解だった

と思っています。しか

し、その背景や成果が、はたして職員にフィー

ドバックされているのかどうかいう点には、疑

問を感じます。というのは、自治体の業務は、

10 年前、20 年前を踏襲するだけで、抜本的な

工夫が図られていないと感じるからです。住民

サービスを切り詰めたことで、行政不信や職員

に対する批判につながっています。広域連合は

1 年経過しましたが、今後どのように進めてい

かれるのか、お考え方をお聞かせください。

私は、広域連合が 3町村の生き残れる手手仲

段となるかといえば、これだけで生き残れると

は思っていません。人口 30万人とか 20 万人で

あれば、大きな効果が出てくると思いますが、

1 万人で教育委員会を 1 つにしたからといって、

必要な職員数にしてもそれほど減っていません。

しかし、相乗効果は生まれます。行政改革や地

域の発展を、交流しながら力を合わせてやって

いけば、お互いの良いところが相乗効果となっ

て現れてくると思っています。

「ホップ・ステップ・ジャンプ」という谷口

言葉がありますが、広域連合のスタートを切っ

て、次ぎにステップ、ジャンプへ、というイメ

ージですね。堀町長はいかがですか。

広域連合が特効薬ではないことは確かです。堀

しかし、行革を進めるうえで、ムダは省く必要

があります。例えば審議会です。どこの審議会

も、他所から来ていただくメンバーはみな同じ

です。経費を考えると、一緒にやる方がいい。
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そういう行革からの視点と、もう一つは、住民

にとってメリットが生まれるかどうかも考えて

います。教育委員会を広域連合にしたのは、住

民にとって教育水準を上げることが大事だと思

ったからです。小学校は、和束町と笠置町に 1

つずつ、南山城村に 2つです。中学校は、和束

町と南山城村に 1つずつしかありません。町村

内で切磋琢磨するより、やはり小学校が 3つ、

中学校が 2つでする方が効果がでます。現に効

果が出ています。たんなる行革だけではありま

せん。現在のところ、広域連合で取り組んでい

る事業は、ほんの一部です。今後どの事業を広

域化するかは、行革だけを考えるのではなく、

住民の視点で考えていく必要があると思います。

私も、自治体の独自性はあくまでも保た松本

れるべきですが、共同化できる部分は共同化し

たいと考えています。観光についても、将来的

には広域的な取り組みが意義をもつのではない

でしょうか。京都府では、税務と後期高齢者医

療の広域連合が発足しています。難しい面もあ

りますが、住民サービスの低下につながらない

ような広域連合をめざしたいと思います。

私は、自分のところだけが良ければいい松岡

と考えるのではなく、日本の 800 兆円を超える

借金をどうするのかを考えることが重要だと思

います。それには、税金をいかに効率的に使う

かという発想の転換が必要です。全体を考える

ことが重要です。

私は、広域連合に踏み切った 3町村長の森本

判断を、それぞれの職員が理解しているかどう

か、疑問に感じています。理解できていれば、

職員も、何をしなければならないのか、自分の

できることは何なのかを、検証しながら仕事を

進めることができます。広域連合の必然性をわ

かっていれば、自分たちも頑張らなければなら

ないと思えるので、もう少し職員にフィードバ

ックして欲しいと感じています。

私は和束町の職員ですが、広域連合は正馬場

解だったと思っていま

す。

その一つは、成人式

を一緒にできたことで

す。これまで笠置町に

は中学校がなかったの

で、同じ中学校を卒業しても、成人式は別々で

した。一緒に成人式をできたことは、広域連合

が成功した一つの例だと思います。

残念なのは、今日のこの交流会に、関係町村

職員の出席が少ないことです。町村長が一生懸

命に考えているにもかかわらず、職員の方があ

まり関心をもっていない。つまり、まちづくり

や行財政改革に対して、意識改革ができていな

いということだと思います。そういう意味で提

案をしたいのですが、せっかく広域連合を作っ

たので、3 町村の職員が人事交流をしたらどう

でしょうか。同じ町の中だけでは、職員の意識

も硬直します。人事交流すれば、お互いの財政

状況や違いがわかるし、視野をもっと広げるこ

とができます。

今日のテーマは「まちづくり」ですが、谷口

小さな町でも成功した例がたくさんあります。

そこをみてみると、職員が積極的に行動し、そ

の職員を支える町村長や議会があります。頑張

っている職員の気持ちが住民にも伝わって、信

頼が生まれ、協力的な関係ができています。そ

ういう流れを作っていくうえでも、職員の意識

改革は必要だと思います。

地球温暖化対策とまちづくり

自治労京都府本西澤

部の西澤と申します。

以前、和束町でおいし

いお茶をいただきまし

た。お茶畑に美しい西

日があたり、豊かな自
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然に本当に幸せな気分になりました。

国連で鳩山首相は、温室効果ガスの排出量を、

2020 年までに 1990 年比で 25 ％削減すると発

言しました。環境問題は地球規模の深刻な問題

です。3 町村は自然が豊かなまちですが、環境

対策の取り組みがあれば教えてください。

いくつかあって、交付金では、和束町の施堀

設の屋根にソーラーパネルをつけています。他

に、茶畑を利用して何かできないかと思ってい

ます。また山が多いので、間伐材でバイオガス

を発生させて利用するような工場を誘致できな

いかと思っています。過疎法の補助金には、そ

ういう分野も入っていますから、そういう自然

を利用した産業の知識や知恵を集めて、何とか

やりたいですね。

企業が買収した、南山城村の 400 ～ 500手仲

ほどの平坦な土地を、村が利用させていたha

だいて、環境対策関連の企業誘致や、学研都市

の研究成果を実現する場所にならないかと考え

ています。他に、バイパスを造成するときに出

る 35 万立米の残土を、村で全部消化して、村

おこしの一環にしたいと考えています。まだイ

メージだけで、具体的なことは決まっていませ

んが。

昨年、南山城村の 35 ほどの土地を、上村ha

淳之という有名な日本画家が買われました。そ

こを鳥と花が乱舞する場所にしたいということ

で、地元の と一緒になって取り組んでおNPO

られます。

私も大きな風呂敷を広げたいのですが、松本

笠置町は山ばかりで狭い所ですから、やりよう

がないと言ってきました。しかし一つだけ、夢

があります。夢のまた夢なんですが、循環型の

野菜工場を建設できないだろうかと考えていま

す。生ごみを燃やしてガスを発生させ、野菜を

育てる工場です。その工場を、山の上の荒廃農

地を利用して建てる。山の荒廃を防ぐ意味でも、

山林資源を有効に活用していけないだろうかと、

夢のまた夢を考えています。

今日は、皆さんに本当に多くのことをお谷口

話しいただきました 「3 人寄れば文殊の知。

恵」と言いますが、4 人もおられるので、知恵

を出し合って、将来に向かっていただきたいと

思います。最後に、笠置町職員組合の上窪執行

委員長から、ご挨拶をいただきます。

おわりに

本日は、相楽東部の 3町村長、府議、職上窪

員等が一堂に会し、貴重なお話を聞かせていた

だく機会を得ましたことに感謝申し上げます。

東部 3町村は、笠置町は観光の町、和束町はわ

びさびを感じる「茶道」の町、南山城村は 10

年連続の産地賞を受賞されたお茶の村として、

小さくても輝く、誇れる 3町村だと思います。

私には夢があります。私は鉄道マニアで、山

があり川があり鉄橋があり、かつては与謝野晶

子が歌に託したこの美しい土地に、 列車をSL

走らせたいとの夢です。もうひとつの夢ですが、

笠置寺の正月堂は、1258 年前に最初のお水取

りが行われたところです。東大寺二月堂のお水

取りに若狭の井戸の水を送る「お水送り」や、

京田辺の「竹送り」の行事などが行われますが、

笠置寺で火をおこし、聖火のように、笠置から

始まる「火送り」を全国的な行事にする夢です。

明るく活気ある相楽のまちづくりには、ワク

ワクするような大きな夢を持つことも大切です。

今後とも、それぞれの立場でご活躍されますこ

とを祈念して、閉会とさせていただきます。

本日は、どうも有り難うございました。

＊この交流会は、2010 年 1 月 21 日に、笠置町産業振

興会館で開催したものです。
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