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山本 正さん （京都府宇治市長）

橋元信一さん （京都自治総研副理事長）

司会／谷口富士夫さん （京都自治総研専務理事）

谷口 今日は、お忙しいところお時間をいただ

き、有り難うございます。対談では、この半年

間に取り組まれてこられた施策や、ご苦労など

をおうかがいしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

地方自治を無視した「賃金カット」

橋本 政権が変わり、今、地方自治体の公務員

は大変な問題に直面しています。東日本大震災

の復興財源を確保するために国家公務員給与を

平均 7.8 ％カットしているとして、地方公務員

の給与カットを促すため、7 月から交付税の給

与費を 8504 億円減額することになりました。

とりあえず 2013 年度に限るとしていますが、

これまでも、地方公務員は、住民に身近な公共

サービスを提供しているため、交付税が下がっ

ても、何とか公共サービスを低下させないよう

に頑張ってきました。こういう形でまた賃金カ

ットされると、職員の仕事へのモチベーション

は下がってしまいます。

山本 これま

でもそうでし

たが、国の政

策を交付税額

に反映させる

という仕組み

が続く限り、

地方自治体は

苦渋の選択をせざるを得ない状態です。

橋本 そうですね。そもそも、地方公務員給与

の決定権は中央政府にはなく、議会が地域の実

情に応じて自主的に、条例で定めるものです。

公務員給与の削減の是非も、その率も、削減し

た財源の使途も、自治体が考え、住民との合意

で決めるのが地方自治だと思うのです。
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山本 地方交付税は、自治体の一般財源を保障

するものであって補助金ではありませんから、

国が地方自治体に給与費の削減を要請すること

はあり得るにしても、地方交付税の削減という

かたちで事実上、強制することは筋が通りませ

んね。公務員として働く人の生活を保障するこ

とで、自治体は成り立っています。しかし、一

方で市民の公務員に対する厳しい見方がありま

すので。その双方へどう説明して理解していた

だくのか、なかなか困難な面があります。

通知なく伐採された宇治川講演の桜

橋本 平等院

と宇治上神社

の間の宇治川

の中州にある

宇治公園の桜

を、国土交通

省が、河川改

修にともなっ

て伐採したことが話題になっています。すでに

100 本を伐採したそうですね。マスコミの報道

では、国交省は京都府には伝えたけれども、宇

治市には何の知らせもなかったとか。先ほどの

給与削減もそうですが、桜の伐採についても、

国のやり方は問題ですね。

山本 樹木の伐採については、一応、宇治市の

観光協会などには連絡があったそうです。宇治

市も国土交通省の設置する景観構想検討会に参

加していますから、「知らなかった」とは言え

ない面がありますが、法律に基づいた通知はな

かったので、今年の 1月、もう伐採が終わった

後ですけれども、通知を督促しました。

国交省によると、景観法では通知する義務が

定められていないということですが、宇治市と

しては、担当者レベルで聞いていたことと、機

関として知ることとは違うので、条例に元づき

通知を求めました。

橋元 今後、公園のあたりの整備はどうされる

のですか。

山本 観光協会では宇治川の両岸に桜を植樹す

る活動を計画されています。また、国土交通省

が実施する塔の島の改修工事に際しては、護岸

工事で公園の面積が少し狭くなりますので、桜

の本数も減るため、できる限り大きく成長した

桜を植えるよう国に要請しております。

宇治川改修にあたり設置した工事用道路につ

いてはコンクリートで舗装されていますが、今

後は、景観に配慮してもらうことと、散策用の

道路に開放してもらうよう頼みました。観光振

興と市民の健康増進とがドッキングする遊歩道

となるよう、検討してもらっています。

厳しい要望を受けて、最近は、国の対応が変

わり、いろいろなことを相談に来られるように

なりました。国に言いたいこともありますが、

いい関係になっています。

橋元 市民の批判が強かったそうですが、市民

やマスコミの力は大きいですね。

議員も市長も「政策」が命

谷口 12 月

に、府議会

議員から宇

治市の市長

に な ら れ

て、政策を

提案する立

場から、実

行する立場

に変わられたわけですが、この 6カ月を振り返

って、いかがですか。

山本 府議会会議員時代に予測していた通りの

こともありますが、市長としての責任や、議会

に対する対応などでは、議員時代にわからなか

ったことがありますね。

私は、府議会議員時代から「政策は命」だと
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言ってきましたので、そこは市長になっても曲

げずに実行していきたいと思います。マニフェ

ストにたくさんの政策を掲げたのですが、中期

計画の中で、その実現に向けて力を注いでいま

す。

また、この 4 月の組織機構改革では、昨年 8

月の京都府南部地域豪雨災害の経験をふまえ、

危機管理監及び危機管理室を設置しました。こ

の部署では、SARS なども含めて対応します。

組織改革は 1年間かけて検討するつもりです。

宇治市の人口は横ばいですが、その割には課や

室が増えています。そこで、新たな観点から組

織を見直して、来年に実現させたいと考えてい

ます。例えば、市民窓口では、混み合う窓口の

隣にすいてる窓口があります。それなら、大き

な課にすれば、お互いに助け合うことができま

す。そういう視点で取り組んで、改善したと思

っています。

市民の健康を支える医療

また、就学前の乳幼児の医療費では、これま

で 4歳未満の乳幼児でしたが、昨年 9月の診療

分より、小学校就学前までに拡大しました。さ

らに、小学校 1～ 3年生についても、今年 9月

から 1 カ月の医療費が 3000 円を超えた額を支

給することにしました。

私は、子育て支援は重要な課題だと考えてい

ます。高齢化も制度的な対応が必要ですが、高

齢者を支えるためには子育て世代もしっかり支

援しないといけません。医療の分野では、男性

前立腺がん検診を実施しています。

橋元 前立腺がん検診の対象は、高齢の男性で

すか。

山本 満 55 歳以上の男性です。女性の場合は

子宮がんや乳がんの検診がありますから。

国民健康保険をはじめとする医療保険制度は、

非常に多くの問題を抱えています。しかし、京

丹後市は、医師不足で困っておられても、100

歳以上の人口比率は高いといわれています。そ

れはやはり、健康長寿に対する市の取り組みが

反映しているからです。医師不足が問題となら

ない宇治市では、国民健康保険の課題を解決す

るためにも、市民の健康長寿を促進する施策が

必要だと思います。

定員増で待機児童ゼロに

山本 保育園の待機児童は、この 4月に、国の

基準でゼロを実現しました。 国の待機児童数

は、近くに入所可能な保育園があるのに特定の

保育園を希望している場合や、求職中の場合な

どを除いた数なので、実態と少し異なりますが。

待機児童の解消では、横浜市が株式会社の参

入、西宮市は保育ルームと言って、5 ～ 6 人の

保育所を設置して、待機児童をゼロにしていま

す。国基準ではなく市の独自基準を設けて対策

を講じている市が多いですが、宇治市では、保

育所の耐震工事に合わせて、定員増となるよう

に待機児童対策を実施したので、内容は宇治市

のほうがいいと思っています。

橋元 待機児童では、横浜市の女性市長が、選

挙のマニフェストに掲げ、待機児童をゼロにし

ました。横浜市は、待機児童をなくすために、

共働きや商売人の子を優先するなどの、いろい

ろな規制を取り払い、各区役所には相談窓口を

おいて、1 人ずつの相談に対応できるようにし

たそうです。たくさんの視察が訪れたそうです。

それでゼロになりましたが、ゼロになると言

うことは、保母さんの仕事がそれだけ増えるこ

とになります。子どもの中には障害の子や外国

人の子どももいるので、厚生労働省の基準から

みて、保母さんの絶対数がたりなくなります。

そこで、横浜市は非正規の保母さんを増やした

そうです。非正規の保母さんを雇ったのは、現

在、保母さんが必要でも、いつ人口減少がおき

て余剰になるかわからないからだそうです。

これも時流に乗った考え方かもしれませんが、
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そこの職員のモチベーションを考えたら問題で

す。正規職員は、非正規職員に責任を持たせら

れないため、全部抱え込むことになる。モチベ

ーションが下がり、休暇も取れない状況になっ

ているそうです。

山本 私は、マニフェストにも掲げていますが、

待機児童の解消だけではなく、保育の質も重要

だと考えています。耐震補強工事によって定員

増をしたのは民間保育園ですが、厚労省の最低

基準をクリアしながら待機児童をゼロにしまし

た。

待機児童は、今のところ増える傾向にありま

す。ただ、どこまで増えるのかを把握しなけれ

ば、どこまで対応すべきかわからないので、今

度、アンケートをとって分析します。子どもが

増えるのはいいことですから、その結果を見て、

今のやり方が限界ならば、多少、工夫は必要か

もしれないですね。

現場を支える「教育センター」の設立

山本 子育て支援というのは、乳幼児医療のよ

うに就学前で終わりということになりません。

系統的で総合的なものです。子育ても教育も、

家庭教育に迫らないといけないと考えています。

また、学校現場において、大津みたいな事象が

いつ起こらないとも限りません。大津市では第

3 者委員会に力を入れていますが、宇治市は、

子育て分野と教育をドッキングした「学校支

援」をする「教育センター」の設立をめざして

います。大津のような問題が起きると、校長先

生はフラフラです。法律的な面など、校長先生

だけでは判断できません。そういうことを踏ま

えて、学校現場で起きている問題を専門的、組

織的に対応するとともに、学校現場を応援する

仕組みを、この 1年をかけて検討し、作る予定

です。

そのためにはいくつかの課題があって、ひと

つは、教育委員会と子育て分野をどうドッキン

グさせるかということです。また、教育委員会

は地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

基づいて設置されているため、教育の内容が中

心で、指導・助言までです。それを学校支援に

まで拡充する必要があります。

「学校支援」という考え方は、全国でも非常

に進んだものだと思います。京都府の「総合教

育センター」と 2重行政ではないかという指摘

もありますが、京都府の「総合教育センター」

は、我われのように毎日、いじめに対応しなけ

ればならない現場とは違います。我われは、府

の前さばき、病院に対する「診療所」の役割を

しようと思います。

橋元 教育委員会と子育て分野との連携は、か

なりの困難が予想されますね。

山本 学校現場は、非常に喜んでいます。抵抗

があるとしたら子育て分野と教育委員会ですね。

他にも、「今でも学校支援はしているのに、市

長はこれではだめだと言うのか」という批判も

あります。確かに今もされていますが、現状は、

これまでの仕組みでは限界になっています。大

津で起きた事件が、今、宇治で起きても不思議

ではない。組織的に支援する仕組みをつくるこ

とが必要です。

橋元 大阪市などは、市長と教育委員会と、激

しい対立があります。

山本 法律の枠組では、教育委員会と設置者で

ある自治体とは別です。それを無視して、教育

委員会は市長の部下だというのはあり得ません。

対立することは、決していいことではありませ

ん。教育委員会に少し問題があったからといっ

て、すぐに市長の配下に置くと言うことでは、

教育基本法の理念と相反することになります。

谷口 児童虐待の数は伸びているそうですね。

そういう意味では、家庭と学校と行政がリンク

しないと、この問題はなかなか解決しないと言

えます。市長が取り組まれようとしている改革

は、非常に重要だと思います。

山本 宇治市では、一昨年、子どもの虐待で逮
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捕される事件が起こっています。この子どもが

虐待されているのではないかということを、市

や学校は気づいており、見守りをしていたので

すが、虐待を防止することができませんでした。

その反省から、教育現場と子育て現場、あるい

は京都府と宇治市の連携を図っていかなければ

ならない、学校現場を支援していく組織の確立

が大事だということになりました。その後も、

全国的にも虐待事件で逮捕者が出ていますから

ね。

子どもの虐待は早期発見が重要です。しかし、

なかなか教育現場の人が家庭には入りにくい。

しかし、その壁を破らなければならない。私は

強引にするつもりはありませんが、乗り越えて

いこうと、何回も話し合いを重ねています。

JR 複線化を機会に住民の利便性を向上

橋元 JR 奈良線は、かなりの路線で複線化さ

れると発表されていますが、宇治市にはどうい

う影響がありますか。

山本 6 月 14 日に、府と沿線自治体と一緒に

発表させていただきましたが、10 年計画で複

線を実現します。

橋元 全線が複線化されるのですか。

山本 全線ではありませんが、宇治市域はほと

んどが複線化されます。宇治市へは、京都駅か

ら快速で 17 分です。でも単線ですから、登り

の列車に事故が起きたら、下りまで影響します。

車の渋滞も多い。

また、この機会に、これまで解決できていな

かった課題も改善しようと思っています。例え

ば、六地蔵駅はカーブしているため、列車とホ

ームの間にすき間があって危なかった。それを

改良します。そのために、六地蔵駅の移転とバ

リアフリー化を計画しています。新田駅は、こ

れまでのいきさつから東側の出入口を開けると

していませんでしたが、これも開けて、東側の

利便性をはかる計画にしています。黄檗駅と木

幡駅はバリアフリー化する。複線化の負担額が

増えますが、こういうことは、きっかけがない

となかなか手が付けられないので、しっかりと

財政計画を立て同時に実現しようと思います。

豊富な観光資源を生かして地域振興

橋元 全国各地で、観光振興をはかって地域経

済を活性化する取り組みが進んでいます。京都

市内だと、神社仏閣の観光を中心に、外国の観

光客も増えています。せっかく京都にたくさん

の人が来ていますから、宇治にも呼び込んで、

地域経済の活性化につなげるようなことができ

ればいいですね。何か考えておられますか。

山本 観光振興は、私も大切にしています。観

光振興計画の作成をきっかけに、しっかりやり

たいと思っています。宇治市では、有名な宇治

茶の他、平等院、宇治上神社は、世界遺産です。

宇治川の景観や、万葉集や古事記に因んだ所な

ど、観光資源はたくさんあります。また、宇治

橋周辺は「まち」そのものが重要文化的景観に

選定されており、それを、複線化を機会に総合

的に生かしていきたいと考えています。

「京都に来た観光客が、どうして宇治に来て

くれないのか」ではなく、「来てくれない理由

があるから来てくれないのだ」という発想にた

って論議をしています。太陽が丘では、42.195

km を走る「スイートリレーマラソン」が開催

されています。それには 4000 人が来られまし

た。「スイーツコンテスト」は、スイーツが売

り切れてしまうくらいの人気でした。

観光振興は、点ではなく面的に広げ、物語性

をもつことが重要です。そのためにも、戦略会

議をつくって論議しています。

橋元 京都に「パウンドハウス」というケーキ

屋さんがあります。そこの店主でパテシエは、

宇治で修行し、10 年ほど前になりますが、全

国に先駆けて「抹茶ケーキ」を作った人です。

それが全国的に有名になって、あちこちで作ら
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れるようになりました。抹茶のケーキなのに、

それも宇治で修行していたのに、どうして宇治

でお店を出さなかったのか聞いてみると、やは

りアクセスの問題だと言われました。

山本 宇治では、旅館やホテルも、外国人の観

光客が泊まりやすいようにはなっていません。

また、「スイートリレーマラソン」に来られた

方が宿泊しようと思っても、3000 円や 4000 円

程度の宿泊施設がなくて、困ったと聞いていま

す。ですから、宇治に来られた観光客は、京都

や奈良に宿泊します。そのため、観光客が宇治

で使ってくださるお金は、観光客数の割には少

ないのが現状です。宇治は、魅力はあっても、

トータルとして不足しているものが多い。観光

客にたくさんきてもらおうと思ったら、お茶や

旅館など、ほかのものも含め総合的な取り組み

が必要と考えています。

宇治橋商店街は、近くに平等院や宇治上神社

などの文化的な遺産がたくさんあります。しか

し、歴資資料館は少し奥まったところにあるの

で、NPO に頼んで、商店街の空き店舗を利用

した歴史資料館のデポをつくる計画があります。

今、交渉に入っています。

谷口 倉敷では、「アイビースクエア」という

名所があって、大原美術館を中心に、歴史を生

かした町並みができています。また、湯布院で

は、温泉も有名ですが、商店街も有名です。宇

治橋商店街も、いろいろな工夫で活性化された

らいいですね。

山本 京都文教学園大学が宇治橋商店街にサテ

ライトキャンパスを置いていて、学生がいろい

ろな催しをしています。なかでも「まな旅」は、

学生スタッフと教員が、修学旅行に訪れた中・

高校生と一緒に、宇治の各地を訪問します。お

茶、鵜飼、源氏物語など、宇治と関わりの深い

テーマで学び、楽しむプロジェクトです。

市役所の役割は、市民や NPO を支えながら、

観光振興も図ることだと思います。ただ、文化

と観光がドッキングできるのは、市内でも 3つ

の商店街だけです。その他の商店街は寂れがち

なのですが、買い物難民をどうするかという高

齢化対策がありますので、そういう商店街とは、

別の面で相談していきたいと思っています。

市民は 19 万人いますが、ほとんどサラリー

マンです。ですから、観光振興も、19 万人市

民のものにしていくことで、期待が持てる産業

になるのではないかと考えています。

市民の参画・協働で新しい宇治市を

谷口 今後の施策について、お話をお聞かせく

ださい。

山本 今、就業支援対策が重要になっています。

とくに子どもをもつお母さんは、京都市の南区

にある「京都府ジョブパーク」の相談コーナー

まで行くのは大変です。そこで、JR 宇治駅前

の市民交流プラザにある「男女共同支援センタ

ー」に、就職相談コーナーをつくろうと考えて

います。すでに、就職面談会を市役所のロビー

で始めていますが、府の事業を活用すれば、こ

れまで以上にたくさんのことができます。

私も「わいわいミーティング」を始めました。

第 1回は、社会教育、幼稚園教育、学校教育な

ど「教育」をテーマにしました。次は、男女共

同参画、ワークライフバランスをテーマにした

いと思っています。

市民の力の結集で、新しい宇治市のために、

マニュフェストに掲げた施策を、一歩一歩、着

実に実現していきたいと思います。

谷口 今日は、まだ市長になられて 6カ月余り

ですが、多方面の施策について、実現に向けて

取り組んでおられることが知ることができまし

た。お忙しいところ、本当に有り難うございま

した。
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