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未来も見据えた、住みやすいまちづくりを
江下傳明さん （京都府大山崎町長）

橋元信一さん （京都自治総研副理事長・自治労京都府本部執行委員長）

司会／谷口富士夫さん （京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長）

谷口 今日は、お時間をいただき、有り難うご

ざいます。朝、こちらへ寄せていただく前に、

町内をぐるっと一周してきたのですが、町の真

ん中に鉄道や道路が走り、大変、交通の便利が

いい町ですね。町長として、大山崎町の魅力は

どんなところにあると感じておられますか。

大山崎町の魅力は、豊富な文化財

江下 大山崎町は、京都と大阪をつなぐ位置に

あるため、昔から交通の要衝となってきました。

海上交通が盛んだった奈良時代や飛鳥時代は、

舟で大阪から淀川を上り、ここ山崎からさらに

木津川を上って、奈良へ向かっていました。平

安京時代には、山崎に津（港）があって、大阪

から運ばれてきた荷物をそこで陸にあげ、西国

街道を平安京へ運んだ。そうした交通の要衝だ

ったため、町内に

は歴史的な文化遺

産がたくさんあり

ます。その一つ

に、ＪＲ山崎駅の

前にある「妙喜

庵」には、千利休

が、唯一、建てたと言われる茶室「待庵」があ

ります。

文化的施設もたくさんあります。例えば、昭

和の初めに、藤井厚二が自宅として建てた「聴

竹居」は、自然を取り入れた実験的な「エコ住

宅」として、建築を学ぶ学生の多くが見学に来

ます。床下から風を入れて天井から逃がす工夫

をし、庭には紅葉が植えられていて、葉が茂る

夏は木陰に、葉が落ちた冬は部屋に陽があたる

ような設計です。個人の持ち物ですが、隠れた
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文化遺産として人気で、私の名刺には、その写

真を載せています。

一番、有名なのが「大山崎山荘美術館」です。

もとは、大正時代から昭和にかけて、大阪の相

場で儲けた加賀正太郎が築いた、英国風の広大

な山荘です。加賀は、ヨーロッパのお城のよう

に、河が見える丘に築こうと、桂川と木津川、

宇治川の 3川が見渡せる山崎を選んだそうです。

当時は、夏目漱石なども遊びに来て、宿泊した

そうです。今は、アサヒビールが購入し、修復

作業を経て、1996 年に「大山崎山荘美術館」

としてオープンしました。館内では、河井寛次

郎、バーナード・リーチ、濱田庄司らの陶芸作

品や、安藤忠雄さんが設計した「地中の宝石

箱」という新館が庭園内にあって、クロード・

モネの「睡蓮」の連作が展示されています。

山荘美術館のすぐ裏にある宝積寺には、三重

塔や閻魔王、十一面観音像などの重要文化財級

のものがあります。毎年 4 月 18 日、悪い鬼を

煙でいぶし出して災厄を払う追儺式が行われ、

儀式の後には餅まきもあって、大勢の参拝者で

にぎわいます。

橋元 大山崎には、

有名な「天王山」

がありますね。羽

柴秀吉と明智光秀

が戦った「天王山

の戦い」は、教科

書にも出てきて、

誰もが知っています。

江下 そうなんです。大山崎の一番の特徴は、

天王山があることですね。その麓にはサントリ

ーのウイスキー工場があります。日本全国の人

が、サントリーは京都にあると思っておられま

すが、あそこは大阪府島本町なんです。

橋元 そうなんですか。てっきり大山崎町にあ

ると思っていました。サントリーの税収で、町

の財政はある程度豊かではないかと思っていた

のですが。

江下 サントリーがある所も「山崎」と言いま

すが、ここは、自治体という意味の「大」がつ

いています。

河川と山の整備で安全なまちづくり

谷口 今年、職員に対する年頭訓辞で、「町民

の生命と財産を守る災害対策を最重点事項と位

置づけており、水道施設整備、雨水排水などの

治水対策の見直し、町道の整備など積極的に取

り組む」と話されていますが、大山崎では、ど

んな災害が予想されているのですか。また、そ

れに対してどのような対策に取り組まれている

のでしょうか。

江下 去年 8月、京都では集中豪雨がありまし

た。宇治市の被害が一番大きかったのですが、

大山崎も時間雨量が 104 ミリに達し、町内の河

川が氾濫して、床上・床下浸水がおきました。

そのため、今年は新年度予算で、排水計画を見

直します。

また、天王山は急峻な斜面が多いので、ＪＲ

と阪急の一部が、土砂災害に見舞われました。

その傾斜の斜面にそって住宅もあるので、京都

府の土砂災害警戒区域に指定していただき、現

在、住民説明会を開き、災害に対する備えをし

てもらっています。水害と違って、土砂災害は

一気に人家を飲み込むので、水害より危険度が

高いですね。

橋元 川の氾濫は、流木がたまるのが引き金に

なったりしますから、河川整備とともに、山の

整備も、住民の安全を守るためには重要になっ

てきます。

江下 そうなんです。天王山も放置されていて、

荒れています。それを少しずつ整備するため、

KDDI やサントリーなど、企業の寄付金をいた

だいて取り組んでいます。森林といっても孟宗

竹が多いので、この 10 年、孟宗竹の伐採や雑
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木林の整備を、少しずつですがやっています。

インフラ整備に都市計画税導入を模索

谷口 大山崎町に

は、 東海道新幹

線、ＪＲ東海道本

線、阪急電鉄、ま

た国道 171 号と名

神高速道路が走っ

ています。さらに、

名神高速道路と京都第二外環状道路の連結部分

に、大山崎インタージャンクションが完成し、

久御山から京滋バイパスを経て滋賀県につなが

ることで、府内北部や京都、大阪、滋賀への交

通の要衝となりました。住民にとっては、ます

ます住みやすいまちになりますね。

江下 町の中央に 171 号線が走っています。そ

れより桂川側は工業地帯、山手側は住宅地です。

大山崎町は、大都市のベットタウンとして発

展してきました。もともと 4000 人ほどの住民

しかいなかったのですが、1968 年から 70 年に

かけて、京都府の住宅供給公社が団地を造った

ため、3年ほどで 1万人増えました。

工業地帯には優良な企業が多く、一時は「企

業城下町」と言われて、60 年代後半までは交

付税不交付団体でした。今は交付団体になりま

したが、ダイハツ、日立マクセル、日立建機、

日立物流などの企業があります。

橋元 町の真ん中には、東海道線が広いスペー

スを取っていて、山手と川側を行き来する橋や

道路が少ないように感じますが、そうしたイン

フラ整備が必要となりますね。

江下 ＪＲから山側の道路は通行が非常に不便

です。幹線は、南北は充実しているのですが、

東西の道が少なく、皆さん困っておられます。

人口が増加したときに、こうした法人の税収

で、インフラ整備をしてきました。それが今、

修繕期に入っています。また、生活道路などの

インフラ整備を、これから進めていかなければ

ならない。財政が厳しいので、そうした改修や

補修のための財源や新しいインフラ整備の予算

を確保するのに、苦しんでいます。そこで、町

では新しく都市計画税を導入したいと、2 月か

らタウンミーティングをはじめています。

橋元 税金が増えるのには、議会の反対も多い

でしょうね。

江下 なかなか難しいのですが、2013 年度中

に議会を通して、消費税が増える 14 年度から

実施をしたいと考えています。そうしないと、

治水などの減災対策や、幹線道路の整備、通学

道路の歩道整備などが進まない。今が苦しいか

らではなく、10 年後、20 年後も安心して暮ら

せるまちを見据え、若い人たちが定住できるま

ちをつくろうと、議会や住民に説明しています。

観光施設と協力しながら地域活性化

谷口 町にはたくさんの重要文化財や文化施設、

それに天王山といった資源がありますが、それ

を生かして、今後、どんなまちづくりを考えて

おられますか。

江下 天王山は、都会から 30 分で登山口まで

行けるので、ハイカーにも有名で、年間 10 万

人以上の方がハイキングに来られます。

橋元 年間 10 万人も来られると、ごみの放置

など、いろいろな困った問題が起きるのではな

いでしょうか。

江下 それが、ごみの放置はほとんどありませ

ん。この頃のハイカーは、マナーがよくなって

います。毎年、クリーン作戦をしますが、ほと

んどごみが落ちていません。10 年以上前の、

山道にごみ箱を置いていた時代はひどかったの

ですが、撤去したらかえってよくなりました。

ハイカーは、天王山に登った後に長岡京市内

のサントリービールへ工場見学に行って、ビー
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ルを飲んで帰られるというコースが多いようで

す。町には、ふるさとガイドさんが 50 人くら

いおられます。予約すれば、天王山の合戦の地

や、大山崎山荘美術館など、どこでも案内して

いただけます。

橋元 それはいいですね。しかし、町内でお金

を落としてもらう機会がなく、地域振興として

は厳しいのではないのですか。

江下 ハイカーは、お弁当や飲み物を、自分の

家でつくってくるか、駅前のコンビニで買われ

るので、ほとんどお金を使われません。大山崎

山荘美術館へ来られる方も、ＪＲや阪急の駅か

らシャトルバスが出ているので、点と点の移動

になって、その間を人が歩かない。

そこで、地元の商店が潤うような取り組みを、

各方面にお願いしています。去年の秋、閉鎖さ

れていたＪＲ山崎駅のキオスクのあったところ

に開設した観光案内所に、町内のお店も紹介し

た観光パンフレットを置いてもらいました。こ

れからは観光にも力を入れていきたいですね。

阪急の新駅が、すぐ隣の長岡京市にできます。

そこで降りたハイカーは、町内を通って天王山

に行くことになるので、サントリーウイスキー

の工場見学をセットして、「ほろよいコース」

ができないかと考えています。

橋元 これからは、観光を中心にした地域振興

が重要になってきますね。最近はグルメブーム

です。美味しい食べ物があると、わざわざそれ

を求めて観光客が訪れます。食べ物も大きな地

域振興にもなると思いますが、町にはそういう

美味しい食べ物やレストランがありますか。

江下 「離宮八幡宮」といって、油売りで財を

なした斎藤道三発祥の地が、ＪＲ山崎駅のすぐ

裏にあります。そのすぐ隣には「三笑亭」とい

う料亭があり、特に天ぷらが有名です。昔は、

外食できるお店がそこだけでしたが、今はイタ

リア料理店や喫茶店ができています。山荘美術

館やサントリーウイスキーのホームページでは、

そういうお店も紹介してもらっています。

この「離宮八幡宮」というのは、平安時代末

頃、ここで始まった荏胡麻油生産が中世になっ

て活発化し、この八幡宮を本所として油座が組

織されました。全国の油専売権を握って販売を

独占したことで有名なところです。

橋元 大山崎の特産品には、筍がありますね。

江下 春には、孟宗竹の筍料理が有名です。今

では、住民自らが特産品を作ろうと、駅前の本

屋さんは「大山崎物語」というお菓子を開発し

ました。また、「西山しぐれ」のようなものを、

商工会で取り組んでいます。

フェンシング大会に
全国からやってくる子どもたち

谷口 橋元さんは、京都府ラグビー協会レフリ

ー委員長をされていて、スポーツの活性化に力

を入れています。大山崎では、特に力を入れて

おられるスポーツはありますか。

江下 大山崎町は、1988 年の京都国体でフェ

ンシング会場となりました。その翌年からは

「町長杯少年少女フェンシング大会」を開催し

ています。また、2005 年に、国の「スポーツ

拠点づくり推進事業助成金」を受け、「全国少

年フェンシング大会」を開催しました。それか

らは、全国から小学生や中学生がやってきて、

大会をしています。数々のオリンピックに日本

代表として出場した太田雄貴選手は、出身は滋

賀県ですが、大山崎町のクラブに入って練習し

ていました。クラブには、全日本クラスの女性

コーチもおられます。

橋元 スポーツ面でも頑張っておられるのは、

嬉しいですね。

行政改革は管理委託と集中で

谷口 2011 年に「行財政改革プラン 2011」を
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策定され、昨年、見直しをされました。このプ

ランには、これ以上削減すれば行政サービスに

影響するほど職員数が減少したため、これから

は「身の丈にあった行政サービスへの転換」を

めざすとされています。今後、どのような改革

が必要になってきますか。

江下 職員は、これ以上減らせられないところ

まできています。したがって、人事面ではなく、

指定管理者制度を導入して、公営施設の管理運

営を、民間や NPO へ移管することをから始めて

います。来年度は、駅前の 2カ所にある駐車場

の運営を、民間に移管します。そうすれば、関

わる職員の業務量が減る。2015 年度は、町立

体育館の運営を NPO 法人に委託する計画を立て

ています。

それから、施設が町内に分散しているので、

一カ所に集合させ、維持管理のコスト削減を図

っていきます。公民館は建替え時期にきていま

す。老人福祉センター「長寿苑」は、修繕が必

要で、少しずつ修繕していますが、その負担が

大きい。保育所も老朽化しています。それらを

一つのエリアに集合させて複合化すれば、維持

管理費の効率がよくなります。維持管理にかけ

る職員の数も減らすことができるので、複合化

を打ち上げています。

橋元 住民の年齢構成をみると、高齢者が多い

ですね。この人たちにかけるコストも増加して

いますか。

江下 そうです。公団の造成によって、1968

年から 3年間で一気に 1万人が増えましたから、

今は 65 歳以上が 50 ％を超えている地域もあり

ます。また、1 人暮らしの世帯も増えています

ね。

橋元 子どもたちが大きくなって、一時は町の

外に出て行ったとしても、また親元に帰ってく

るケースも多いのではないでしょうか。

江下 それは少ないですね。2 世代の世帯数は

少ない。福祉関係の予算は 5％以上延びていま

す。高齢化すると国民健康保険の加入率が増加

するので、町財政から持ち出す比率が増えてい

かざるをえない。それを抑えると、またあとあ

と困ることになります。

橋元 公共施設を一つのエリアに集めてくると、

交通のアクセスが重要になりますね。高齢者は、

病院に通うにも公共交通機関が必要です。自治

体によっては、町営バスやコミュニティバスを

走らせるなど、いろいろ知恵を絞っていますが、

いかがですか。

江下 昨年、雨水対策に予算が必要だったので

実現できなかったのですが、町内の循環バスを

導入しようと計画していました。2000 万円位

必要になるので、とりあえず凍結しています。

橋元 新しい政権が生まれ、2013 年度予算も

これから本格的に審議が始まろうとしています

が、大山崎町の予算には、どんな影響が考えら

れますか。

江下 国の元気交付金事業として、小学校のト

イレを改修する計画をしています。全体計画で

は、予算に余裕がないので、2 校ある小学校に

毎年 1000 万円をかけて、校舎の 4 階から 1 階

ずつ補修していく予定でしたが、今回、5000

万円ほど交付金がつくため、10 年かける予定

が 2～ 3 年短縮します。地方自治体の持ち出し

は 2～ 3 割ですから、負担が少なくなり、助か

っています。

2013 年度当初予算は、総額では 2 ％強増え

ていますが、実質は 10 年前の地方債の借換債

の返済がありますから、それを除くと、昨年度

より 2％程度減ります。

住民の目線にたった職員の育成

橋元 消費を増やすためには、給料が上がらな

ければなりません。しかし経済界は、賃上げを

一時金でするという方向ですから、厳しい状況

です。ローソンのような企業が、もっと出てき
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て欲しいですね。

江下 そうですね。景気の回復には雇用の確保

が一番、重要です。大山崎町では、これから臨

時非常勤の処遇をどうするか、考えていかなけ

ればなりません。

橋元 私は、京都府の労働委員会の委員をして

ますが、最近、自治体の臨時非常勤職員の相談

が増えています。行政ですから、雇用契約はき

ちんとなされているのですが、それを本人がど

う受け止めているかには問題があって、紛争が

増えています。

江下 労働協定を結ばずに馴れ合いで雇用して

いると、紛争になるので、昨年から契約を見直

しています。本人の意思を確認して、条件を明

確に提示するよう取り組んでいます。

谷口 自治体では、職員をどう生かすか、モチ

ベーションをどう高めていくかが課題となって

います。大山崎町では、どのように取り組んで

おられますか。

江下 集中改革プランによって、職員を長い間

採用していなかったため、そのしわ寄せが、今、

でています。40 ～ 50 歳の中堅クラスが少なく、

その穴を早く埋めないと、幹部クラスのなり手

が少ない。そこで、計画的な昇格を、昨年から

すすめています。

橋元 若い職員をあまり早く昇格させると、能

力的に厳しい面がでてくる場合がありますね。

それに、一気に昇格したことで、本人が不安に

感じ、ストレスで精神疾患になり、長期休暇す

るケースもあるようです。人事は苦労するとこ

ろですね。

江下 これからは、職員教育がさらに重要にな

ってきます。

日頃、職員には、住民の目線に立った仕事を

するように言っています。役場に来るのは「困

った」から来るので、「困った」人たちは役場

にいい印象を持っていない。そこに接遇が悪け

れば、ますます不愉快になります。住民の目線

に立った応対をするためには、まず「挨拶」を

しなさい。それから整理整頓。カウンター、机

の回りをきれいにする。電話では「○○課の○

○です」と言う。すぐには変わらないようです

が、言い続けることが大事だと思っています。

橋元 町長は、職員に「報・連・相」（報告・

連絡・相談）を提唱されています。これは、住

民と直接接する自治体職員にとって、とても重

要な提案ですね。

江下 自治体の大小にかかわらず、職員の仕事

内容は同じです。ただ小さい自治体は、1 人の

職員にオールマイティが求められます。相談に

来られても、その相談内容について知っている

のは 1人しかいない場合がある。

福祉や障害分野では、たくさんの制度ができ、

その制度自体もよく変わります。法律も複雑に

なり、毎年制度が変わる。法律の中身は変わら

なくても、タイトルだけ変わったりする。そう

いう分野では、専門職を置かざるを得ない。以

前だったら、人事異動がスムーズにできたので

すが、今は難しくなっています。

そのため、常々、上司と部下のコミュニケー

ションを密にし、自分が困っていることを相談

できる関係を築くように言っています。上司も

またその上司に報告する。そういうことを通じ

て、お互いに情報を共有すれば、仕事がスムー

ズにいきます。140 人の職員が協力し合って、

住民サービスの向上に取り組める体制づくりを、

提唱しています。

谷口 今日は、大山崎町の魅力やすばらしいと

ころを、たくさん知ることができました。お忙

しいところを本当に有り難うございました。
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