
＜こんにちは｢京田辺市長｣＞

“新しい公共”は、市民との触れあいから

（京田辺市長）石井明三さん

（京都自治総研副理事長・自治労京都府本部執行委員長）橋元信一さん

（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

写真の左端は、京田辺市職員組合執行委員長の西尾純二さん

おはようございます。本日は、石井京田谷口

辺市長と橋元京都自治総研副理事長が対談をさ

せていただくことにしました。よろしくお願い

いたします。

石井市長は、2007 年の市長選挙で初めて当

選され、3年が経ちました。市長になる前の 35

年間は、京田辺市の職員として区画整理課長を

はじめ、総務課長や経済環境部長などを歴任さ

れてこられました。市長になられてご苦労も多

いと思いますが、いかがですか。

おはようございます。よろしくお願いい石井

たします。

京田辺市は、私が生まれ育ったまちでもあり

ますから、何らかの形でお返ししたいと思って、

市長選挙に立候補しました。市民が「住んでよ

かった 「故郷」

の田辺はいいと

ころや」と思っ

てもらえるよう

に気張っていま

す。

市長として、

これもしたい、

あれもしたいと思いを巡らせていますが、まず

は、市民が庁舎に来られたとき、職員が「おは

ようございます」と挨拶ができ 「どうです、

か？」と声をかけるような人と人のつながりを

大切にする市役所にしたいと考え、現在、管理

職も含めて職員が毎日交替で、庁舎案内役とし

て玄関ホールに立っています。
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本日は、橋元

よろしくお願い

いたします。

それはいいこ

とですね。コミ

ュニケーション

をとるには挨拶

、が一番です。朝

起きたら「おはよう」というのは当然ですが、

今はなかなかできない人が多いですね。

橋元さんは、京田辺市に来られることも谷口

多いと思いますが、どんな印象をもっておられ

ますか。

京田辺市で印象的なのは、以前、同志社橋元

大学へ行くのに道がわからなくて、地元の人に

聞いたら、丁寧に教えていただいたことがあり

ました。芋掘りに来たこともあって、農村風景

が広がり、ホッとする“故郷”のようなイメー

ジがあります。

交通の要衝としてさらに発展

「京田辺市」になる前は「田辺町」で、谷口

田舎まちという感じでしたけれど、今では第二

京阪が開通し、山手幹線も整備中で、交通の便

がさらによくなり、住みやすいまちになってき

ましたね。道路整備にともない、どのようなま

ちの振興を考えておられますか。

京田辺は、京都、大阪、奈良の中間点に石井

あります。以前は、木津川があるため京都から

は遠いというイメージがありましたが、今年の

3 月に第二京阪道路が開通したことで、京都や

大阪へのアクセスがずいぶん向上しました。関

西空港へは、第二京阪の京田辺パーキングエリ

アにあるバス停から 1 日に 23 便バスが出てお

り、約 1時間でアクセスできます。他にも東京

や信州方面へのバスも出ています。鉄道も、近

鉄と の 2 線があって、この小さなまちの中JR

に 9つの駅があり、大変、便利です。この交通

の便をまちづくりに活かしていきたいですね。

交通の拠点になりましたね。今日、私は橋元

京都市内の伏見から車で来たのですが、20 分

ほどで着きました。あまりに早いのに驚いてい

ます。現在、整備中の山手幹線の工事はどの程

度進んでいるのですか。

精華町との境界部分がつながれば、学研石井

地域の中心と結ばれる身近な道路としてますま

す便利になります。あまり便利がよすぎて昼間

人口が減ると困りますが、幸い市内には同志社

大学があり、多くの学生が通学していることか

ら、現在は、昼間人口と夜間人口が同じ割合と

なっています。それが本市の特徴ともなってい

ます。

新旧住民との交流は祭りや文化祭で

現在、市谷口

北部では大規模

な宅地開発が行

われています。

京田辺は、古く

からのまちと新

しいまちとが混

在 し て い ま す

が、どのようなバランスをとっていかれますか。

市では、北部、中部、南部の 3つに分け石井

て、まちづくりを進めてきました。北部は、交

通の便利もよく、 学研都市線を使えば大阪JR

へ約 30 分で行けるため、ベッドタウンとして

発展してきました。中部は、近鉄新田辺駅と

京田辺駅周辺に形成された新市街地の周りJR

に旧市街地が広がっています。南部は現在、

都市機構によって住宅開発が進められていUR

ます。1500 区画が販売される計画で、すでに

200 世帯程度が居住されています。また、近鉄

と 三山木駅周辺での区画整理事業も完成にJR

近づき、同志社大学もある南部地域はこれから

大いに発展が期待できます。今後は、3 つの地
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域の旧市街地と新市街地の交流を図るなかで、

バランスよく、さらに発展できればと思います。

古いものを残しながら新しいものを取り橋元

入れていくのは、かなり大変なことです。便利

になるのはいいのですが、平日と土・日などの

休日では、まちの人口が変わってきます。私の

住んでいる伏見では、 の大河ドラマの影NHK

響で、土・日はたくさんの人がバスでやってき

ます。便利になったけど、そこに住む人びとは

かえって迷惑な場合があります。

住宅開発をすると新住民が増えますね。伏見

も、開発によって入ってきた新住民とは、ご近

所づきあいがしにくくなっています。長くそこ

に住んでいた人びととのコミュニケーションが

問題になっています。

そうですね。便利になればなるほど、ま石井

ちの外へ出て行く機会が増え、近所との触れあ

いも減り、コミュニケーションが少なくなりま

す。そのため、昔からの祭りや文化祭、運動会

などを通して、新しく来られた人と従来から住

んでいる人とのコミュニケーションをとるよう

にしています。その一つひとつを積み重ねて人

と人との絆をつくっていきたいと思っています。

私も、運動会や文化祭の案内があれば、土日

返上で必ず行くようにしています。議会で答弁

するだけでなく、自然体で地域の祭りや文化祭

に参加をすれば、多くの人とコミュニケーショ

ンができます。例えば市内の松井地域では、祭

太鼓の保存と継承に頑張っているグループがあ

ります。私も参加して太鼓を叩いていると、新

旧の市民を問わず子供達が集まってきてくれる。

そうして、コミュニケーションを図れます。

留学生や観光で国際色豊かなまちに

市内には同志社大学があり、多くの学生谷口

が生活していますが、2013 年には文系の学部

すべてが今出川キャンパスに移転するそうです

ね。市にとっては大きな影響を受けるのではな

いかと思いますが、いかがですか。

京田辺キャンパスは、理工系が中心にな石井

ります。しかし、英語、中国語、日本語の 3コ

ースを備えた、グローバル・コミュニケーショ

ン学部が来年度に開設され、同志社によって買

収された旧ウェルサンピア京都（京都厚生年金

休暇センター）が留学生の寮になるなど国際交

流の拠点となります。文系が今出川キャンパス

に移転することで空きがでる学生マンションも

あるので、そういうところは同志社大学が借り

て、長期や短期の留学生が利用できるようにも

すると聞いています。

そうなると、京田辺市は国際色豊かなま橋元

ちになりますね。

そうです。そのため、市民が英会話を学石井

べる機会を設け “ ”と英語で挨拶で、 welcome

きるようにしていきたいと思っています。

他にも同志社大学とはさまざまな面で連携し

ています。大学構内に“ ”という建物がD-egg

あって、同志社大学のシーズ（知的資産）を事

業化したり、有望な起業家（ベンチャー）の育

成をしたりするなど同志社大学の持つ学術資源

から産業の創出にも取り組んでいます。

また、来年は、観光にも力を入れようと思っ

ています。今年、中国から来た視察団の方に聞

いたのですが、2012 年に中国全土で 「一休さ、

ん」のアニメが放映されるそうです。市内には

一休寺があることから多くの観光客に来ていた

だく取り組みをしたいと思いますし、また、市

と同志社大学、そして“ ”に入居されてD-egg

いるベンチャー企業が中心となって新たに開発

を手掛けた、 を使った観光案内システiPhone

ムにより、外国人観光客の対応も行っていきた

いと考えています。

スポーツに親しむ環境づくり

私は、京都府ラグビー協会レフリー委員橋元
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長をしている関係で、いろいろな大学に行くの

ですが、同志社大学の建物は、周辺の山とマッ

チしていて美しく、非常に印象に残ります。

新島先生が創設した頃からの伝統ある煉石井

瓦造りと、自然も配慮された、素晴らしいキャ

ンパスになっています。

若者が増えると、まちに活気が生まれるので、

大変うれしいことです。私も選抜高校野球に出

場したことがあり、スポーツは大好きです。

スポーツ好きということもあって、2008 年

には市民が同志社大学の体育会系クラブと連携

して、日常的にスポーツに親しむことができる

環境づくりのために 「京たなべ・同志社総合、

型地域スポーツクラブ」を設立しました。現在

は、同志社大学の学生に各種スポーツ教室や少

年野球、ハンドボールなどの指導をしていただ

いています。また、市内の球児に、同志社大学

と立命館大学の試合（同立戦）での始球式の機

会を与えていただきました。

スポーツ振興に力を注いでいるというこ橋元

とですか。

特にスポーツ振興を意識しているわけで石井

はないのですが、自分自身の経験から、スポー

ツを通して多くの人と触れあうことが重要だと

感じています。労働組合も、組合員同士のチー

ムワークが必要ですね。

子育て支援の現場で不足する人手

現政権は、子育て支援を主要な政策に位谷口

置づけて、子ども手当を創設しました。格差・

貧困が広がるなか、子育て支援や教育は重要な

課題になっています。京田辺市では、どのよう

な子育て支援を考えておられますか。

現在、経済雇用環境が悪化しているため、石井

共働き家庭が増え、保育所の待機児童が全国的

に問題となっています。京田辺市では、今年 4

月に既存の河原保育所を改築し定員増を図った

結果、4 月時点で待機児童は発生しませんでし

た。来年 4月には、人口が急増する松井山手地

区で市が提供した土地に民間の保育所が移転、

増築する予定です。

京田辺市では “田辺町”の時代から、保育、

所や幼稚園を、必ず小学校と併設して設置して

きました。幼稚園では、地域の人びとや自然・

動物と触れあい、多様な活動を体験する「幼稚

園キララ体験事業」というのを行っています。

労働組合として考えると、保育所行政で橋元

問題なのは、そこで働く保育士の人数や待遇で

す。京都市では外国の方が増えているのですが、

保育園に外国のお子さんを預かると、かなりの

人手が必要です。しかし保育士の数は、子ども

の人数で決められているため、保育ができない

事態が生じています。基準が現場の実状とは合

わない悩みがあります。そうかといって、人件

費を抑制しなければならないため、保育士を増

やすことができない。非正規職員を増やしても、

時間が限られているため、結局、正規職員がカ

バーして負担が増えることになります。

同様に、障害児を抱えているご家庭も、一般

の保育所に入れてほしいという希望が多いため、

京都市では受け入れていますが、やはり負担が

重くなっています。

行革によって職員定数の削減に取り組ん石井

できましたから、どの部署も人員不足です。教

科書どおりにはなかなかできないのが実状です。

正規職員が足りないところは非正規職員を採用

していかなければなりません。そうしない限り、

現実的に、保育所の経営は成り立ちません。市

役所の職員も同じです。仕事は昔よりも増えて

いますが、人員は減っています。そのぶん「チ

ームワークでカバーしてくれ」と職員には言っ

ていますが、国には、もっと現場を知ってほし

いですね。

学童保育も今、問題が出ています。核家橋元

族化がすすみ、共働きの家庭が増えているため、

子どもを安全のために預かってほしいという市

6



民の声が強くなっています。低学年だけではな

く、高学年も一緒に、放課後を過ごすところが

増えています。しかし、そこで働く学童保育員

の話を聞くと、とくに高学年は、発達上、好ま

しくないと言われます。高学年になると自立心

が生まれ 「この時間になったら家に帰ろう」、

「何時には塾に行く 「この時間になったら、」

晩御飯だから家に帰ろう」と、自分で考えて行

動できるようになります。しかし、学童保育に

通っている子どもは、声をかけないと何も動け

ないケースが増えているそうです。

確かに、子どもを守ることも必要ですが、石井

自立心が衰えてきているような気がしますね。

学童保育で困るのは 「預けているから大丈、

夫」という感覚の親がいることです。安心・安

全を確保しながら、いかに自立心を育むかが課

題です。施設の問題もあります。学童保育は、

小学校と独立した施設を設けていますが、入所

希望者も預ける人たちも増えているため、施設

と学童保育員が必要となってきます。

昔のように、自由に野原を歩いて、暗くなっ

てお腹がすいたら 「ご飯やな」と帰るような、

生活ができたらいいのですが、今の時代では本

当に難しいですね。

問題を突き詰めていくと、結局、そこに橋元

働く職員さんが足りないということになります

ね。市では、区や自治会が、公民館などを活用

して「子どもの居場所づくり事業」もされてお

られるようですが。

子どもが、地域のおじいさんやおばあさ石井

んと話をすることによって、核家族の弊害を解

消しようということで、自治会などに補助金を

出して取り組んでもらっています。

高齢者と子どもたちが触れあうことは、谷口

世代間交流にもなって大事ですね。

ただ喜んでばかりもいられません。怪我石井

の問題があるのです。お年寄りが、昔の遊びを

覚えてほしいと思って、竹トンボ作りをしても、

手に怪我をさせたら親に怒られるそうです。

去年、スウェーデンの教育現場を視察し橋元

ましたが、小学 1・2 年生が鋸を使って木工細

工をしているのです。親御さんが怪我の心配を

することはないのか聞いてみたら 「これは子、

どもの指先を動かして脳を発達させる、一つの

教育です。保護者もそれを理解しています」と

言っていました。たとえ怪我をしても、それに

よって子どもは学習するからいいそうです。学

校と保護者とが信頼関係でつながっていると感

じました。そういう関係が、今の日本ではなく

なりましたね。昔はナイフで鉛筆を削っていま

した。

職員も現地・現場主義で｢新しい公共｣を

市長は 「現地現場主義に徹し、市民の谷口 、

参画と協働によるまちづくりを推進する」こと

を重点に置いておられますが、そのためには、

職員の意識転換や資質の向上が重要となってき

ます。職員にはどのようなことを求めらておら

れますか。

市民と顔を合わすということですね。集石井

まってもらって意見を聞くというのではなく、

どこへでも出向いていって、いろんな話を聞く。

刑事が捜査のために一生懸命歩いて、靴を何足

も履きつぶすというように、職員も十分、市民

とコミュニケーションをとってほしいと思って

います。電話で叱られる場合も、互いに顔を見

て話をすれば、対応が変わります。

私自身、職員のときから、とにかく現地に行

くよう心掛けていました。区画整理や都市計画、

開発申請事務に携わったときには、難しい交渉

もありましたが、会うことが一番でした。電話

で言うより、現地で話せば心が伝わります。

予算にしても、人に任せるのではなく、現場

を見てどう使うかを考えてほしいですね。水路

の改修にしても、図面を見ていただけではわか

りません。地元の人はよく知っています。現場
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を知ることが仕事のプラスにつながります。

国とは違う、地方は地方の考え方と進め橋元

方があるということですね。

京都市役所の建物の中にいる非正規の職員は、

300 人を超えています。その人たちには責任の

ある仕事を任せられない。時間になれば帰りま

す。役所を訪れた市民にとっても、どの人が正

規職員かがわからない。正規職員と非正規職員

では対応が異なるので、市民から苦情がくる場

合もあるようです。厳しい状況なのはわかるの

ですが、人件費を削っていくことで、職員同士

がともに育ちあうという意識も薄くなってしま

いました。

非正規職員の問題は難しいところがあり石井

ます。特に情報公開や人権問題などは責任のあ

る対応が必要ですからね。

職員を、民間企業にも派遣しておられる谷口

そうですね。

今、係長クラスの職員を、毎年 4 人、2石井

週間の期間で大手スーパーや金融機関に派遣し

ています。外の環境を知ることは、市役所のみ

ならず、職員自身のためにもなります。

これまで人手が足らなかったために、なかな

かこうしたことができず、内部研修だけでした。

研修といっても聞くだけです。人と会って初め

て成長することができる。与えられたことだけ

するということではなく、考えて取り組むこと

を身に付けてもらえたらと思っています。サッ

カーの中田英寿さんも、さまざまな経験を積む

ために日本中を旅しているとお聞きしたことが

あります。

中田さんは、外国の人に日本のことを質橋元

問されても何も答えられなかったということで、

日本の各地を回って、いろいろな文化に触れて

います。正面玄関に職員が立って対応するとい

うのも、いいことですね。友人で土木の技術職

の職員が、係長になって窓口対応に異動したこ

とで、プライドが傷ついたとショックを受けて

いました。しかし、2 年ほどして帰ってきたら

「市民と接したことで勉強になった」と言って

いました。外の空気を吸って、改めて自分の仕

事を見直すことができたようです。

近、職員の意識が変わりはじめ、電話石井

に出ると「○○課の○○です」と、必ず名前を

名乗るようになりました。また、民間派遣研修

などでは、外の環境に触れ、体験することで、

いいところを体で覚えてほしいと思っています。

行政はサービス業ですから 「市役所に行っ、

たら親切やった 「税金を納める甲斐がある」

な」と思われなくてはならない 「税金で飯を。

喰ってるのに何してるねん」と怒られるような

ことを一つでもなくすために、挨拶をする、現

地に出て行って市民と話をする。市民の声を聞

いて、苦情がでないようにするのも、一つの節

約です。

今年は「市民要望実現予算」という特別の予

算枠を設けたことから、地域の要望を直接、聞

くために約 40 近くの自治会のほとんどを回り

ました。担当課長や職員と一緒に、自治会長や

地域の役員の皆さんの要望を聞いて、必要と判

断した事業を行う。小さなことでいえば、水た

まりができて困っているというものもありまし

た。

「市民との協働」や「新たな公共」が重橋元

要なテーマになっていますが、実際には、市民

と直接、触れあって、市民にしていただくとこ

ろは市民に、役所がするところは役所がしてい

くという役割分担が必要です。市長が実践され

ていることが、まさに「新しい公共」につなが

ることですね。

石井市長の現地現場主義とはどういうも谷口

のか、いろいろお話をお聞かせいただき、本当

に有り難うございました。これからのご活躍を

祈念します。
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