
＜こんにちは「京都市長」＞

京都の伝統を生かした、人・モノ・物語づくり
（京都市長）門川大作さん

（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

今日はお忙しいなか、お時間を取ってい谷口

ただき有り難うございます。就任されて 3年が

経ちました。この間、厳しい財政のなかで市政

を運営されることとなり、いろいろなご苦労が

あったと思います。振り返っていかがですか。

ちょうど昨日が、3 年前の投票日でした。門川

今年も雪がよく降りますが、雪を見るたびに、

当時の厳しい寒さを思い出します。あらゆる意

味で厳しいなか、皆さんの力強いご支援で市長

に就任させていただきました。これまで「現

地・現場主義」に徹し、職員の皆さんが働く現

場や、市民活動の現場を 2500 カ所くらい訪ね

ました。そこであらためて、職員がしっかりと

市民生活を支えていることを実感しています。

市長に就任直後、100 年に 1 度の金融危機が

起こり、2009 年は過去最大の赤字決算となり

ました。赤字を埋めるため、市債を発行しまし

たが、京都市債の評価は、大阪府・市より高い

評価を受けまし

た。その理由を金

融機関に聞くと、

「京都市は確かに

財政が厳しいので

すが、京都の魅力

を生かして市民ぐ

るみで改革してい

こうというメッセージが伝わっているから、評

価は上がっています」と言われました。京都の

地域力、人間力、歴史力、文化力、これらを生

かしていくのが、基礎自治体としての京都市の

仕事だとあらためて感じました。

そういう京都市長や京都市政を支えてき谷口

た１人として、橋元さんはいかがですか。

着物姿で京文化を発信

市長の言われるとおり、厳しい財政のう橋元
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え、行政に対して

も大変厳しい風が

吹いた時期に就任

されました。ご苦

労が多かったと思

います。そのなか

で「現地・現場主

義」を掲げられ、

職員の意識改革を図られてきました。

さらに、京都の伝統文化をアピールするため、

公務の間もずっと着物でとおしておられます。

織物業を営む知人が、市長が着物を着ておられ

るお陰で、東京で展示会がしやすくなったと言

っていました。高い着物が、関東ではよく売れ

るそうです。京都の宣伝にずいぶん貢献されて

います。

有り難うございます。ヤフーのトピック門川

スにも取り上げられ、その日、私のブログへの

アクセスが 2万件近くに。京都市のホームペー

ジにも 2万件くらいあったようです。ある人に

「市長は“京都”を着てはる」と言われました。

京都の文化力や伝統を、着物でアピールしてい

るという意味で、光栄に感じています。

私は、あまり着物に馴染みがないのです谷口

が、実際、着てみられてどうですか。

慣れたら楽ですね。夏は涼しいし、冬は門川

暖かい。着物は絹や木綿といった自然素材で作

られていますから、体に馴染みます。

着物だけでなく、京都の野菜を「京野橋元

菜」というブランドでも売り出されました。

私だけでなく、京野菜に関わるすべての門川

人たちの努力で、大きなブランドになりました。

京都の中央市場では、京野菜の売り場を、他

の地域の野菜と分けています。それが結果的に、

ブランドになったとも思います。

市長が京野菜をいろいろなところで宣伝橋元

されているので、料理界では、産地から直接、

仕入れるところも出てきました。ずいぶん、京

都の活性化につながっています。

雇用対策は
職場の確保と労働条件の改善も

今年の年頭谷口

記者会見で、市民

生活の安心安全を

守るため、子育て

支援、高齢者福

祉、中小企業支

援、雇用対策など

でセーフティネッ

トの確立を最優先で取り組むとされています。

近年、そのなかでも特に雇用対策が注目されて

いますが、どのような施策をお考えですか。

福祉も教育も、京都は全国トップレベル門川

です。一番重要なのは雇用対策。そこでまず、

国の雇用対策の交付金を活用して、約 1400 人

の雇用を図ります。と同時に、働く場の確保が

必要ですから、中小企業支援をより充実してい

きます。これまで中小企業が新しい工場等を建

てたら、固定資産税を 2年免除する制度があり

ました。それを、工場等を借りる場合にも補助

するなど、より強力な支援を進めていきます。

また、民間事業者により建設される梅小路公

園の水族館では、2000 人くらいの新たな雇用

が生まれます。梅小路には、水族館の他に、日

本一の鉄道博物館を、JR につくってもらおう

と働き掛けています。四条烏丸の地下街に作っ

た Kotochika（コトチカ）は、200 人の雇用が

生まれました。伝統産業も大事ですが、長期的

な視点に立って、新たに働く場を確保するため

の取り組みも必要だと思っています。

働く場の確保も重要ですが、雇用の形態橋元

が変わってきています。職員も非正規が増えま

した。労働環境が整った、働きがいのある職場

をどう確保するかが、これから大切です。また、

京都は大学生の多いまちですから、優秀な人材

がたくさんいます。優秀な人材に、京都市にと

どまってもらうため、企業は働く条件をいかに
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整えるかが重要です。

おっしゃるとおりですね。京都市人口の門川

1 割が大学生です。そして 99 ％が中小企業で

す。世界シェアの多くを占めるような先端企業

も、最初はベンチャー企業でした。大学生の大

半は大企業への就職を志望する傾向が強く、中

小企業が必要な人材を得られないというミスマ

ッチが生じています。それを解消するため、産

業観光局で経済界の協力を得ながら、京都の企

業を紹介するホームページを立ち上げました。

京都の中小企業は、正規社員を募集していると

ころが多いのですよ。ホームページのアクセス

は 20 万件を超えて、急増しています。

京都未来を担う人づくり事業では、京都府と

京都市、大学と一緒になって、企業で実際に学

び、実践力を身につけてもらう取り組みをして

います。これは、中小企業にとって、人材獲得

のチャンスになっています。

非正規労働者の増加は、長期的にみれば深刻

な問題になります。小中学校に通う子どもの親

の年収が、300 万円を下回る人が増えています。

修学旅行や給食費の補助を必要とする人が、10

年ほど前には約 10％でした。それが今は 20 ％

を超えています。観光産業に着目していますが、

観光は「100 日黒字、200 日赤字」と言われ、

担い手は非正規労働者が多い。しかし、非正規

労働者ばかりでは、観光都市としての質が高ま

りません。お客さんに「1 年ぶりですね。今日

は好きなお料理を用意しています」と言える人

がいないといけません。そのためには、料理屋

や居酒屋、もちろん宿泊施設にも、正社員を増

やす必要があります。労働の質や労働生産性を

高めることで、賃金も上がり、サービスも向上

するという仕組みにしていかねばなりませんね。

学生が、就職探しにハローワークへ行っ橋元

ても、会社の名前が出ているだけでは、どうい

う会社かわかりません。会社の雰囲気も伝わっ

てこないですね。大学院を出た女性に、就職先

をどうやって探しているか聞いたところ、ホー

ムページに写真が掲載されている会社は、印象

に残ると言っていました。その次は、女性用ト

イレのある会社です。何億円もの資産がある会

社でも、そういう設備が完備されていないとこ

ろは、魅力を感じないそうです。以前は、女性

は結婚すると辞めてしまうのが一般的でしたが、

今は子育てをしながら働き続けることが普通に

なっています。有能な人材を確保するには、そ

ういった点も充実させる必要があります。

以前 「訪問した会社にウォッシュレッ門川 、

トがないからやめた」と言う人がいました。

「そんなことで会社を選ぶなんて」と批判する

人もいますが、これまであまり気がつかなかっ

た点も重要ですね。Kotochika の成功要素にも

トイレがあります。女性トイレをきれいにして、

オシメも換えられるようにしました。

自然と調和した、豊かなまちに

京都は「京都議定書」が採択された地と谷口

して、環境問題を重要課題として取り組んでこ

られました。また、2009 年 1 月に政府の「環

境モデル都市」に指定され「行動計画」を策定

されました。そのなかで、かなり厳しい目標を

立てておられますが、どのような取り組みをさ

れていきますか。

2004 年に、国内で初めて「地球温暖化門川

対策条例」を策定し、温室効果ガス排出量を 1

0 ％削減する目標を掲げました。それが、2 年

前倒しして 11 ％削減を達成しました。さらに

、前進しようと、昨年 10 月に条例を全部改正し

2030 年度までに 1990 年度比 40 ％削減する新

たな目標をつくりました。

こうした市民ぐるみの取り組みが評価をされ

て 「環境モデル都市」に指定。さらに、その、

中で「Ａ評価」をいただきました。

また、削減目標の達成に向けて、市民環境フ

ァンドの創設など 6つの方向性を示し、シンボ

ルプロジェクトとして 「歩くまち・京都」総、

合交通戦略、低炭素景観の創造をめざす「木の
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文化を大切にするまち・京都」戦略、ライフス

タイルの転換と技術革新などによって大胆な取

り組みを進めています。

市バスは、てんぷら油の廃油から作った、橋元

バイオディーゼル燃料を利用していますね。観

光客の車が、市内に入ってくるのを減らす取り

組みも進んでいます。

てんぷら油の廃油回収は、世界中の人が門川

驚いています。市内 1560 カ所で回収し、精製

して、市バスの 13％にあたる 95 台、ごみ収集

車は 100 ％に使用しています。来年度は、14

学区を選定し、企業やＮＰＯ、大学と連携して

環境配慮型の取り組みを実施してもらう「エコ

学区」を新設する予定です。

パーク・アンド・ライドは、民間の力も得て、

駐車スペースが 4000 台を超えました。駐車場

の空きを携帯電話でわかるようにしたら、昨年

の観光シーズンにはかなり効果をあげました。

今後、流入自動車の抑制について、ロンドンの

渋滞税などのロードプライシングも含めて、IB

M と共同研究する予定です。

環境税の新しい形ですね。谷口

パリは失敗しましたが。京都の中心部は門川

道路が狭いので、1 つの実験として、四条通り

に歩行者と自転車を優先する「トラジットモー

ル」の導入を考えています。バス路線の見直し

や商品の搬入などの駐停車をどうするのかとい

った課題を整理したうえで、歩道を今の 2倍に

し、公共バスとタクシー以外は原則として通さ

ないようにする。そう簡単にできることではあ

りませんが、実現すれば 100 万人都市では世界

で初めてになります。100 万人都市で、これほ

ど自然を近くに感じられるところは、世界でも

まれです。CO2 を減らすことも重要ですが、自

然と調和した豊かな都市の営み、人々の暮らし

を感じられるまちにしたいですね。

介護労働者の賃金改善が急務

福祉では、高齢者福祉が重要になってい橋元

ます。市の中心部は、一時はドーナツ現象で人

口が減っていましたが、現在はまた増えていま

す。中心部は買物や交通が便利ですから、高齢

者の方が特に増えているようです。しかし、福

祉分野は賃金が低く、若い人は結婚を考えると、

転職せざるをえない状況です。

去年 1年間に、京都市内で 100 歳を迎え門川

られた方は 318 人です。30 年前には、1 年で 1

人か 2人でした。お年寄りがいきいきと輝くま

ちにしていくためには、地域での介護・医療等

の包括支援システムが重要で、そこで働く人に

は専門性やモチベーションの高い人材が求めら

れます。

そのためには、介護労働者等の労働条件を改

善していく必要があります。介護現場に行って、

「大変な仕事ですね。ご苦労さん」と言ったら

「市長、それをあまり言わんといて。大変やと

言うから、若い人が介護の仕事をめざさへん。

一生懸命働いたら笑顔をつくりだせる仕事なん

だと、そう言ってください」と言われ、感動す

るとともともに考えさせられました。介護の現

場で働く人の労働条件を改善しないと、いずれ

労働者が不足する時代になり、また深刻な問題

になります。

伝統と先端技術の融合で新産業の創出

京都市は、先端産業と伝統産業、文化・谷口

芸術をはじめとする、京都の強みを活かし、融

合した産業振興を計画されています。京都リサ

ーチパーク内に「産業技術研究所」を、さらに

伝統産業と先端産業を融合する「知恵産業融合

センター」を開設されました 「 財）京都高度。（

技術研究所」とも連携し、知恵産業の創出を加

速させるとされていますが、具体的にはどのよ

うな展望を描かれていますか。

産業技術研究所は、100 年の歴史のある門川

繊維技術センターと工業技術センターを組織統

合したものです。リサーチパークには、京都高

度技術研究所（ASTEM）や中小企業支援センタ
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炭素繊維の西陣織バッグ

繊維を漆で染めた

名刺入れ

ー （財）産業 21 もあります 「知恵産業総合、 。

センター」は、京都の伝統技術と先端技術を融

合し、新技術・新製品の開発による新たな「京

都ブランド」の創出と、人材育成を目的に、昨

年、創設しました。

京都には、世界ナンバー 1、オンリー 1 の企

業がいくつもありますが、そのルーツは、印刷、

染、織物、焼き物、仏壇仏具・神具、お酒など

です。京セラは清水焼です。村田機械は織機。

宝酒造はバイオです。つまり、伝統産業の技術

をもとに、大学や研究機関等と共同しながら、

イノベーションを起こしてきました。京都は、

、1000年の間、モノづくりと人づくりが融合し

まちづくりが行われてきました。

期待に胸が膨らみますね。橋元

私の名刺入れとバッグは炭素繊維を織り門川

込んだ西陣織です。こういう技術力が、デザイ

ン力や販売力と結びつけば、大きな市場を得る

ことができます。日本の技術力は、世界トップ

クラスです。西陣織が世界最高の織物であり続

けているのは、能装束を織ってきたからです。

能や茶道、華道などの精神文化と融合しながら

モノづくりをし、人が育ってきた。そういうこ

とができるのは、京都だけです。

高校生は宣伝力がありますから、高校生橋元

用の製品を開発すると、大きな効果があります。

社会で生かせる教育の実践

最後に、長年にわたって力を尽くされて谷口

こられた教育分野についておうかがいします。

近年、小中一貫教育などの取り組みによって、

子どもの学力が格段と向上しつつあります。ま

た、学校給食では食育の推進など、子どもの生

活面においても積極的に取り組んでおられます。

これからの教育を、どうお考えですか。

京都は、公教育再生のモデルだと評価さ門川

れています。同時に、私学のメッカでもありま

す。公立のレベルが低いから私学に進学すると

いう状況が、かなり長い間続いていました。し

かし、公立と私学は、いい意味で切磋琢磨する

状況から良い結果が生まれてきていますね。

京都市では、家庭・地域・学識経験者など、

幅広い分野の方々に委員になっていただき、学

校運営についての意見や承認をいただく「学校

運営協議会」の設置を進めています。協議会で

は、教職員の潜在的な力を保護者や地域の方々

に引き出してもらうと同時に、教職員が保護者、

地域の力を引き出すということをしてきました。

それによって、学校と家庭、地域が、お互い批

判しあう関係から、いいところを認めあい、弱

いところを補い合う関係になってきました。

また、高校改革ですが、市立高校は 9校で、

工業、商業、音楽、美工など特色ある高校が多

く、教職員の異動は極めて少ないのです。そこ

で、改革に当たっては、優秀と言われる先生を

人事異動で集めるということは一切しませんで

した。素晴らしい結果は、教職員の意識と行動

改革で生まれました。すごいことです。

高校では、労働者になった時に知ってお橋元

かなければならないことについての授業があり

ません。卒業してすぐに企業で働くことになっ

ても、労働契約や労働条件、労働者としての権

利について何も知らないため、不満があれば簡

単に辞めてしまいます。自分を守ってくれる労

働組合の存在すら知らないのがほとんどです。

高校生には、社会で働くための授業が必要では

ないかと思います。

市立高校では、洛陽工業高校と伏見工業門川
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高校で、そういう取り組みを始めました。日本

の教育の最大の課題は、学校で教えていること

が、卒業後に生きないことです。学校と社会に

ギャップがある。社会で起こっていることを、

学校で、カリキュラムとして学び、身につける

ことが必要です。そのため、2007 年に、滋野

中学校跡地に「京都まなびの街生き方探究館」

を開設しました。2002 年に設立した「21 世紀

型教育コンテンツ開発委員会」の提案を受け、

産学公が連携して、小・中学校の子どもたちに、

勤労観、職業観を育むため，世界最大の経済教

育団体であるジュニア・アチーブメントの教育

プログラムを活用した「生き方探究教育（キャ

リア教育 」を実施しています。）

例えば、小学生なら、区役所で住民登録する。

区長も職員も小学生です。京都銀行や京都中央

信用金庫では、電子マネーを学ぶ。京都新聞で

は、ニュースを出したり広告を集めにいく。そ

こに本当のお店をつくって、働くと、400 円と

か 450 円がもらえます。商売をして儲かったら

税金を払う。最後は、区民集会を開きます。区

長が仕切る。中学生は中学生のカリキュラムが

あります。そのカリキュラムの中に、労働契約

も入れたいと考えています。

また，2009 年には 「生き方探究館」の 1 階、

に、先端技術産業の企業創業者や科学者の歩ん

できた道を学び、子どもたちが自らの生き方を

考え、生きる力を育む「京都モノづくりの殿

堂」と、モノづくり体験ができる「モノづくり

工房」を開設しました。その他、小学生や中学

生が、興味や関心に応じた勤労体験・職場体験、

ボランティア体験などを 5日間にわたって行う

「生き方探究・チャレンジ体験」も行っていま

す。

地域を支えるスポーツ振興

橋元さんは、京都府ラグビー協会レフリ谷口

ー委員長兼副書記長として、スポーツの活性化

に尽力されています。京都市では、どのような

スポーツ振興に取り組まれていますか。

市では、京都にゆかりのトップアスリー門川

トの功績を讃えるとともに、市民スポーツの振

興をはじめ、子供たちや市民が夢と希望をもて

るように、西京極総合運動公園内に「京都スポ

ーツの殿堂」を設置しました 「殿堂入り」さ。

れたアスリートに、子どもたちや市民を対象に

した講演やスポーツ教室など「伝道事業」を行

っていただきます。吉田義男さんや衣笠祥雄さ

ん、朝原宣治さんが、殿堂入りしています。ス

ポーツは、努力して頑張れば身につくことをわ

かるという意味で、すばらしいですね。

苦しいこともありますけど、苦しいこと橋元

をやってきた選手だけが得られる喜びもありま

す。それを 1人でも多く味わってほしいと思い

ますね。

無縁社会といわれていますが、コミュニ門川

ティの活性化や世代間交流にとって、スポーツ

は重要な役割を果たします。

そのためには、まず職員から、仕事も頑張る

けれど、家庭でも役割を果たす。さらに、地域

や社会に貢献することが求められています。そ

んな職場の風土も大切ですね。

昔は 「飲む、打つ、買う」と言われて橋元 、

いましたが、今の「飲む」は「薬を飲む 「打」。

つ」はうつ病「鬱 。そして「買う」は賃金が」

低いから夢を求めて「宝くじを買う」という意

味に変ってきています。

うまい表現ですね。しかし、深刻です。門川

自治体で働く人には、いい仕事をするためにも、

家庭生活だけでなく、地域にも関わって、豊か

な人生を送っていただかなければいけません。

そうできるよう、私も努力していきます。

今日は、本当に有り難うございました。谷口

短い時間でしたが、未来に希望をもてる、たく

さんのお話しをうかがうことができました。財

政状況はまだまだ厳しいのですが、夢が実現で

きる京都となるよう、心からご期待申し上げま

す。
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