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市民との協働を基本に、安全安心のまちづくり

（亀岡市長）栗山正隆さん

（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

今回は、亀岡市の栗山市長にお話しをう谷口

かがいます。市長は、亀岡市生まれで、ずっと

亀岡市で過ごされ、京都大学農学部を卒業され

たあとは京都府にご就職。農政関係等にたずさ

わってこられましたが、2003 年に亀岡市長選

挙に出馬され、見事、当選されました。それ以

来、亀岡市の発展に尽力されておられます。今

日は、よろしくお願いいたします。

今年の春は雨が多く、寒暖の差が激しい栗山

日が続いています。今日も雨が降り足元の悪い

なかをお越しいただき、有り難うございます。

もう 30 年ほど前のことですが、私は亀谷口

岡に 6カ月ほど住んでいたことがあり、懐かし

い町です。羽室さんは、亀岡とはどんな関わり

をもっておられますか。

私は、京都市役所に籍を置いて、労働組羽室

合活動に長年、関わってきましたので、連合と

の関係で、府議会選挙や市長選挙のときによく

来ていました。市長と最初にお会いしましたの

は、5 年くらい前です。和倉で開催された講演

会の帰り、車中でご一緒させていただきました。

整備がすすむ交通網

念願の 嵯峨野線の複線化が、3 月 13羽室 JR

日に完成して便利になりましたね。京都市は経

済の中心地ではないため、同じ京都府内でも、

大阪や奈良の経済圏とつながりが強い自治体が

あります。亀岡市は、今後、自動車道も整備さ

れ、渋滞する京都市内を通らなくても府外に行

けるようになりますね。アクセスが非常によく

なって、亀岡市の発展の基礎的条件ができあが
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ったのではないでしょうか。

そうで栗山

すね。京都縦

貫道の沓掛か

ら長岡京を通

り、名神高速

道路の大山崎

につながる第

2 外環状道路

が、2012 年に

は完成する予定です。また、亀岡から京都市中

心部に入るためには、どうしても京都市内の千

代原口交差点を通らなければならないのですが、

いつも渋滞しています。そこを、現在、立体交

差する工事が進められています。

ほかに、亀岡から阪神方面へ抜ける国道 423

号の整備が求められています。特に、法貴峠と

いう険しい峠がありますので、改良やバイパス

も含めて検討していただくよう、お願いしてい

ます。

幻に終わりましたが、昔、亀岡から大阪羽室

まで私鉄が敷かれる計画がありました。もし完

成していたら、また全然、別な展開が生まれて

いたのではないでしょうか。 福知山線と嵯JR

峨野線を比べてみると、福知山線の方が複線化

が早かったので、福知山は大阪の経済圏として

発展し、ベットタウンとしても人口が増えてい

ます。交通網ができあがると、工場誘致に適し

た立地条件ができますね。

大阪と直接つながる私鉄ができていたら、栗山

今とは相当に変わっていたかもしれませんね。

交通網の整備によって、条件的には整備されつ

つあると思います。さらに国道 423号の整備が

進むと、経済活性化や人口増にもっと期待がも

てます。日本全体では、人口が減少する時代で

すから、それほど爆発的に増えることは考えら

れませんが。

広がる農地で､京野菜やお茶を栽培

亀 岡羽 室

は、大都市に

近接している

にもかかわら

ず、自然豊か

で、ほのぼの

とするような

田園地帯が広

がっています。 で保津峡からこちらへ来るJR

と、一気に視界が広がります。京野菜の産地と

しても有名だそうですね。

農業は、亀岡の主要産業の一つです。昔、栗山

亀岡は「穀倉地帯」と言われ、京都府下で 1番

の水田面積を誇っていました。ところが、市町

村合併で京丹後市などが誕生したため、現在は

3 番目です。京野菜は、7 品目が産地指定を受

けています。加茂なすにみず菜、紫ずきん、千

枚漬けにする聖護院かぶ、それから聖護院だい

こん、えびいも、丹波くりの 7つです。

消費地が近いですから、これを利用しな羽室

い手はない。

亀岡と谷口

いえば「霧」

が有名です

ね。まちを歩

くと、よく霧

がたちこめて

います。霧

は、農産物に

影響があるの

ですか。

「霧」を売りにしたらいいと思うぐらい栗山

です。亀岡では、きめの細かい、おいしい聖護

院かぶができますので、かぶの生育には、霧が

いい影響を与えていると言われる方もいます。
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今年は、お茶の育成にも力を注がれるそ谷口

うですが。どうしてお茶を栽培しようと考えら

れたのでしょうか。

亀岡は、ほ場整備がどんどん進み、川東栗山

地域の国営ほ場整備事業も完成間近です。野菜

等の園芸作物は労力がかかりますので、全農地

をカバーすることが困難です。米は減反政策も

とられていますし、収益性の高い土地利用作物

を考えた結果 「お茶」にたどりつきました。、

以前、京都府庁にいたとき、宇治茶の原料が

足りないため、丹後の国営開発農地でお茶を栽

培することになりました。2 ヘクタールほどか

ら始まって、今では 40 ヘクタール以上に拡大

しているそうです。そんなことがありましたの

で、亀岡でも試験的に進めているところです。

「宇治茶」を伸ばしていくには、京都でもっ

と生産量を増やす必要があるため、亀岡でもお

茶の栽培ができないかと、今、試験的に進めて

います 「宇治茶」というブランドはすごいで。

すよ。他県産のお茶に比べ 1.5 倍から 2倍くら

いの値段で取り引きされている場合もあります。

お茶畑は、山の中腹に広がっているイメ羽室

ージがあるのですが、平地で栽培されるのです

か。

昔は、お茶の産地と言われるところは、栗山

山の急斜面で作っていました。これは、労力的

に大変です。機械化のため、今は、できるだけ

平坦な場所で作るようになっています。機械化

できないと、なかなか続かない。

日本で初めて

「セーフコミュニティ認証」を取得

亀岡市は、 （世界保健機関）の谷口 WHO

「セーフコミュニティ認証」を取得しています

ね。これを取得している自治体は、ほかにもあ

るのですか。

2008 年 3 月 1 日に、日本の自治体のな栗山

かで初めて取得しました 「セーフコミュニテ。

ィ」とは、近所をはじめ地域の人たちが助け合

い、協力を積み重ねて、より安全で安心して暮

らせるまちづくりを進める取り組みです。つま

り、安全安心な地域社会をつくることです。こ

の認証は、それほど簡単に取れるものではなく、

昨年 月になってやっと、青森県十和田市が取8

得しました。

自治体として、この認証を取得したいと羽室

思われたきっかけは、どのようなものだったの

でしょうか。

私は 「安全安心」こそが最大の福祉だ栗山 、

と思っています。どれだけ裕福な生活をしてい

ても、安全安心でなければ、幸せではありませ

ん。そうした信念で、ハードもソフトも含めて、

安全安心なまちづくりを着実に進めていこうと

考えていました。

そこに、京都府から「セーフコミュニティ認

証」の制度があるとお聞きし、府や大学の協力

も得ることができて、認証にこぎつけたわけで

す。安全安心のまちづくりは、ハードとソフト

の両面で進めていかなければなりません。ハー

ド面では、道路整備の一環として舗道や信号、

カーブミラーの設置が必要になります。ソフト

面では、篠町にモデル地域になってもらいまし

た。その後、篠町では「1 万人のパトロール

隊」をキャッチフレーズに 「パトロールマー、

ク」のシールやパネルを、車や自転車につけて、

犯罪抑止のためのアピールもしてもらっていま

す。

エコ農業で安全安心の農産物を提供

盛況な朝市

化学肥料や農薬をできるだけ減らし、肥谷口

料も有機を使って土作りをする「エコ農業」に

も、積極的に取り組んでおられるようですね。

安全安心な地域社会をつくるには、農業栗山

こんにちは「亀岡市長」 3



かめおか農業塾でさつまいもの収穫をする参加者

道の駅「ガレリア」で開催される朝市

でも、消費者が安心して食べられる農産物を作

る必要があります。そのためには、できるだけ

農薬や化学肥料を減らしていく必要があります。

そういった農産物に対する消費者の関心は、か

なり高いものがあります。

現在、亀岡市には「エコファーマー」が 142

人います 「エコファーマー」とは、1999 年に。

制定された「持続性の高い農業生産方式の導入

の促進に関する法律（持続農業法 」の第 4 条）

にもとづくもので 「持続性の高い農業生産方、

式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出

し、適当だとされた農業者が認定されます。セ

ーフコミュニティの認証を受けた亀岡市で採れ

る農産物は、安全安心だということを、もっと

売りにしていきたいと思っています。

消費者は、安全安心な作物に、大変、高羽室

い関心がありますね。

農業では、それ以外に「地産地消」を進栗山

めています。市内に 20 カ所ほど「朝市」があ

りますが、大阪や京都市内から、定期的に朝市

巡りに来られる方がおられるようです。朝市に

お客さんが来てもらうことによって、にぎわい

もできます 「地産地消」は、エネルギーを使。

って遠くへ出荷しなくて、地元で生産者が直接、

消費者に販売できるため、環境にもいい。

亀岡市だけで、朝市が 20 カ所もあると羽室

いうのは、驚きました。

道の駅「ガレリア」でも、2005 年 9 月栗山

に朝市を開設しました。当初は土曜日だけだっ

たのですが、毎日、開催して欲しいという声が

あって、毎日になりました。今では年間 8000

万円を超える売上げがあります。そのほか、

「亀岡育ち」というブランド名をつけて、近隣

の都会の、特にスーパーに運んでいるグループ

があります。50 ～ 60 軒の農家でグループをつ

くり、毎朝 7時に出発して、各スーパーに卸し

ていきます。

道の駅に行くと、よく生産者の名前が入谷口

った農産物を売っていて、新鮮で美味しそうな

ので、つい買ってしまいます。

ガレリアの朝市では、生産者の顔写真を栗山

出しています。朝市は、生産者と消費者を結び

つけることで、生産者は、消費者がどんなもの

を望んでいるかを直接、聞くことができます。

消費者は、生産者の顔が見えることによって、

安心感が生まれる。

子どもの安全安心は

住民との協働で

学校の安全安心にも積極的に取り組んで谷口

おられるようですね。

宇治の小学校で起こった殺傷事件をきっ栗山

かけに、亀岡市の小・中学校すべてで、門扉や

フェンスの整備を行いました。本当はそんなこ

とをしたくなかったのですが、もし何かあって
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はいけないと思い、全校で実施しました。地域

のボランティアには、学校安全対策協力員とし

て、門で子どもたちを見守ってもらっています。

学校の安全安心では 「地域子ども出迎えデ、

ー」にも取り組んでいただいています。水曜日

に、児童や生徒の下校する時間に合わせ、地域

の人が買い物や花の水やり、散歩などで家の外

へ出て、子どもたちを出迎え、見守っています。

また、今年に入ってチリや中国で大地震が起

こりました。亀岡市にも 3つの活断層が走って

いますので、地震が心配です。学校は 87 ％ほ

どが耐震化ができていますが、あと 6 校 13 棟

がまだです。今後も計画的に、それらの耐震化

を進めていきます。

私は、昨年まで 3年間、京都市シルバー羽室

人材センターの理事長に就いていました。そこ

に、亀岡市から通勤している職員がいて、年齢

は 30 歳代後半ぐらい、子どもが 3 人います。

センターの賃金水準は低く、年収はフルタイム

で 300 万円程度ですが、亀岡市は、子育てに対

する補助が充実しているから、住みやすいと話

していました。

亀岡市ではいち早く、小学校入学までの栗山

子どもに、通院も含めて医療費の無料化をはか

りました。親の所得に関係なく、すべてのご家

庭のお子さんが無料です。現在は、入院につい

ては、小学校 6年生まで無料としています。

近隣に、公立南丹病院もありますが、市民の

要望が大きかったため、亀岡市に市立病院を、

年に開院しました。2004

病院を維持していくのは大変ですが、市民の

健康を守るのも、自治体の役目ですからね。

市民の夢を総合計画のビジョンに

にぎわい人口でまちを活性化

現在、第 4 次総合計画を作成中です。谷口

「夢ビジョン」という名前が付いていて、策定

には、市民の参画と協働が重視されています。

こういう時代ですから、この総合計画に栗山

よって、将来に希望や夢を持てるまちづくりを

進めようと 「夢ビジョン」という名前を付け、

ました。そして、市民と協働で策定するため、

、 。昨年 「夢ビジョン市民会議」をつくりました

30 人の委員のうち、10 人が公募市民です。昨

年は 7回ほど会議を開き、いろいろなご意見を

聞きました。そのほか、幼稚園や小・中学校の

子どもさんに、将来の夢を描いた絵画や作文の

募集をしました。そうやって、市民や子どもさ

んが描かれた将来の夢を、総合計画に生かして

いこうと思っています。

まだ審議の途中ですが、人口 10 万人構羽室

想も検討されています。人口増につながる定住

化策は、どういったものですか。

定住人口も増やしていきたいのですが、栗山

今、必要なのは、交流人口の増加です。観光振

興を中心に、交流人口、にぎわい人口を増やし

ていきたい。観光入込客数は、一昨年ようやく

200 万人を突破しました。亀岡市内の企業に通

勤される方や、朝市に来られる方も含めて、

「にぎわい人口」を増やしていこうと思ってい

ます。亀岡には、素晴らしい風景を求めてハイ

キングに来られる女性や中高年の方がたくさん

おられます。亀岡で農業体験をしたいと、外国

の旅行者が来られることもあるんです。

観光では、湯の花温泉が一番のシンボル羽室

ですね。それに保津川下り、トロッコ列車。

それら 3大観光のほかに、もっといろい栗山

ろな見所があります。例えば、明智光秀公が築

城した丹波亀山城の城下町です。昔の亀岡町で

すね。亀岡は、昔 「丹波亀山」と言っていま、

した。明治になり、伊勢の亀山と名前が同じな

ので 「亀岡」に変わりました。今年は、その、

丹波亀山城の築城 400年にあたります。城下町

では、毎年 10 月 25日に「亀岡祭」が行われま

す。歴史のある山鉾が 11 基、城下町筋に勢揃
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亀岡祭で巡行する 11基の鉾のうちの「八幡山」

亀岡光秀まつりでは勇壮な騎馬武者が巡行します

いします。

前日の 24 日は宵宮で、山鉾に子どもが上が

ってお囃子をします。町内では、屏風や自慢の

宝物を自宅に飾り、街角ギャラリーになってい

ます。道には花灯籠が置かれ、町中が独特の雰

囲気に包まれます。いろいろなことを市民が考

えて実践してくださるので、観光客も徐々に増

えています。

まさに、市民による「まちおこし」です谷口

ね。お祭りではほかに 「亀岡光秀まつり」も、

5月に開催されています。

明智光秀公は長い間、逆賊とされてきま栗山

したが、最近は文武両道の知将だったというこ

とがわかってきました。ＮＨＫの「その時歴史

は動いた」で、織田信長と明智光秀を対峙させ、

視聴者にどちらが住民のための政治を行ったか

を投票する番組がありました。その結果、最終

的に光秀に軍配が上がりました。信長を討った

のは間違いのない事実ですが、これまで言われ

てきたような逆賊ではないと、再評価されてき

ています。

パレードに使う甲冑は手作りなんですね。羽室

明智光秀公を先頭に、馬に乗った騎馬武栗山

者などが、亀岡市役所から南郷公園まで、武者

行列します。参加する市民には、甲冑を手作り

してもらいます。今年は 100 領の完成をめざし、

達成いただきました。

行政がお膳立てして市民に参加してもら羽室

うということではなく、参加する市民自らが手

作りするというのは、いいですね。

手作り甲冑は、本物との違いが全然わか栗山

りませんよ。手作りだと聞かれると、みんなび

っくりされます。100 領揃うのは、今年がはじ

めてです。

自助・共助・公助で

地域主権の実現を

最後になりますが、今の民主党政権は谷口

「地域主権」を掲げ、地方に財源と権限を移譲

していこうとしています。これについて、どう

思われますか。

以前は「地方分権」と言われていたので栗山

すが、民主党政権になって「地域主権」という

言葉に変わりました。それにはスローガン的な

意味もあるかもしれませんが、私は、やはり

「地域主権」を進めるべきだと思っています。

「地域主権」は、自治体だけではなく、市民と

一緒になって作っていく必要があります 「自。

助・共助・公助」という言葉がありますが、市

民と地域・行政は、それぞれ役割分担が必要で

す。道路整備などは、もちろん行政の役割です。

しかし自分の家のことは、自分でなんとかしな

ければならない。区や自治会等の地域が中心に

なってすることもあります。それぞれの役割分

担が、大変、重要だと思っています。
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亀岡市では、市民からいろいろな意見をお聞

きしながら、一緒になって、まさに市民の参画

と協働でもって、まちづくりを進めています。

そうすることによって、地域が輝き、素晴らし

いまちになります。各々の地域の条件を生かし

た、個性あるまちづくりができていくと思って

います。

民主党の地域主権構想は、なかなか各論羽室

まで明確になっていませんね。国や地方自治体

の負債は、今年度末に 880 兆円にも達しようと

していますから、それも大きな問題です。民主

党政権は、4 年間は続きますから、4 年間でど

ういう日本の行政システムを築いていくのか、

地域主権をどう根付かせていくのか、見守り続

けていかなければなりません。

やはり、さらに財源を地方に移譲してい栗山

ただきたいですね。そうすれば、自治体は責任

をもってまちづくりを進めていきます。ただ、

何もかも行政がするのでは、郷土愛も生まれま

せんし、特色あるまちも生まれません。市民が

アイデアを出し、行動して、地域づくりをして

いくことによってはじめて、故郷に対する愛着

が生まれると思います。自助・共助・公助とい

う役割分担をはっきりさせながら、地域の方々

がやる気を起こしていただけるような仕組みを

作っていきたいと思います。

亀岡市では、まちづくり協働推進実施計画と

して 「支えあい、あなたと築くまちづくりプ、

ラン」を策定しています。その一環として「熟

年パワー発揮事業」を単独事業として取り組ん

でいます。リタイアして亀岡に戻られた方もた

くさんおられます。そういう方々の力を地域づ

くりに生かして欲しいということで、頑張って

いる団体を支援しています。

これからも、いろいろな形で市民のご意見を

聞きながら、まちづくりを進めていきたいと思

っています。

今日は、お忙しいところを誠に有り難う谷口

ございました。亀岡市は京都市の隣にありなが

ら、自治労の組合が少ないせいか、知らないこ

とがたくさんあると、お話しをお聞きしながら

感じました。セーフコミュニティや市民との協

働など、まだまだお話しをお聞きしたことがた

くさんありますが、これで終わりにしたいと思

います。

本当に有り難うございました。

こんにちは「亀岡市長」 7


