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住民の力をまちの元気に
松山正治さん （京都府福知山市長）

橋元信一さん （連合京都会長・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。福知山市は、昨年

の夏から秋にかけて、事故や災害など、いろい

ろな出来事がありました。大変、ご苦労された

と思いますが、まず、それについておうかがい

します。

事故や自然災害で不幸が続いた昨年

松山 昨年は、7 月までは順調に進んでいまし

たが、8 月 15 日の花火大会で、打ち上げの 1

分前に事故が起き、大惨事になりました。その

時、私は挨拶のためにスタンバイしていたので

すが、爆発が起きて驚きました。遠くで見てい

た人は、花火の前段に打ち上げた仕掛け花火だ

と思ったそうです。亡くなられた方のご冥福と、

大怪我を負われた方の 1日も早い回復を願って

います。

その翌月の 9月 15 日には、台風 18 号が来て、

2004 年の台風 23 号の時より水かさが 30cm ～

50cm、所によっては 70cmも増えました。気象

庁の特別警戒は、その時が第 1号だったのでは

ないかと思います。市役所のあたりはあまり雨

が降らなかったのですが、由良川の上流で大雨

となり、またダムの放流によっても水かさが増

えました。幸い、人命に関わることがなかった

のですが、農地は甚大な被害を受けました。そ

して、10 月になって、もうこんなことは無い

だろうと思っていたところ、台風 27 号が来ま

して、由良川が再び増水し、大江町にある三河

橋が流失してしまいました。この橋は鉄筋コン

クリート製で、増水時には水中に沈んで落下を

防ぐ潜没橋ですが、半分近くが崩れ落ちてしま

いました。右岸と左岸を結ぶ重要な橋で、中学
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生や小学生の通学路となっています。

このように、8 月、9 月、10 月は、災難が続

きました。と同時に、さまざまな団体や近隣市

町をはじめ、姉妹都市や友好都市など全国各地

から多くのご支援をいただき、深い絆に感謝す

る年でもありました。

今年は、午年にあやかって、市民の皆さんと

ともに、明るく、前向きな、飛躍の年にしたい

と思っています。そのためにも「市民をど真ん

中に」を旗印に、市民協働、市民参加のまちづ

くりをいっそう進めていきたいと考えています。

最終的にめざしているのは、「自治基本条

例」の策定です。しかし、市民にもっと地方自

治に興味や関心を持ってもらわなくては、せっ

かく策定しても「絵に描いた餅」になってしま

います。そのため、もっと市政に参加をしてい

ただいてから、条例を創りたいと思っています。

谷口 橋元さんは、昨年 10 月に連合京都の会

長に就任されました。今、連合会長として、府

内各自治体を表敬訪問されていますが、福知山

市について、どんなイメージをお持ちですか。

橋元 私は、自治労京都府本部の執行委員長時

代は、月に 1度、福知山市を訪問するようにし

ていました。今回は、2 日前からは、連合会長

として、舞鶴市をはじめ京都府北部の自治体に

ご挨拶と要請に回っています。こうした経験か

ら、自治体の首長のビジョンには、大きな違い

があることを感じています。松山市長の掲げる

「市民をど真ん中に」という姿勢は、非常に心

強く思っています。また、スポーツでは、今年

の春の高校野球は、福知山成美高校が出場しま

すね。

松山 そうなんです。うれしいですね。事故や

災害などで、暗い話ばかりでしたが、やっと明

るい話題ができました。

「お城とスイーツ」で活性化

谷口 橋元さんは、福知山市で売られているス

スイーツフェスティバルに出品されたケーキ

イーツが大好きで、お土産によく買って帰られ

るそうです。

松山 現在、福知山市では、「お城とスイー

ツ」を地域の拠点として活性化を図っています。

福知山市には、国際的な賞で優勝されたパティ

シエのお店もあって、世界的に有名なスイーツ

があります。

橋元 なかでも「栗のテリーヌ」は、生地も栗

も厳選されたものを使用していて、びっくりす

るほど美味しくいただきました。値段もそれな

りですね。

松山 有名なお店のケーキは、1 本 1 万円を超

えますよ。他にも、市内にはスイーツのお店が

たくさんあります。去年の春には、市内の中学

生のアイデアをもとに、それらのお店が一堂に

会した「丹波・福知山スイーツスプリングフェ

スティバル」を開きました。

そして、まちづくりには、できるだけ市民の

要望や提案を生かせるよう、市民からアイデア

を募集しています。今年は 20 のアイデアに賞

金を出して、事業化を検討しています。市の職

員からも、アイデアを募集し、そのなかで良い

と思うものを選んで、感謝状を出しています。

学識経験者が中心となる委員会には、市民公

募で、最低 1～ 2人の市民に参加していただく

ようにしています。組織をつくる段階から、市

民に参加していただくことが大事だと考えてい

ます。特に、Plan と Check は、できるだけ多

くの市民の参加が必要です。ですから、「お城

とスイーツ」の企画も、市民からの声を生かし
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て事業を行っています。

谷口 「丹波・福知山スイーツスプリングフェ

スティバル」というのは、毎年、開催されてい

るのですか。

松山 去年、初めて取り組みました。当初は、

市内に立地するスイーツのお店の出店を想定し

ていましたが、遠くは姫路市からも出店の応募

がありました。スイーツをとおして地域間の交

流が生まれたのではないかと思っています。1

日だけのフェスティバルでしたが、3000 人も

の方に来ていただいて、会場は人で埋まりまし

た。私も買いに行きましたが、午後 3時の閉会

を待たずして商品が売り切れました。

当日、参加者にアンケートをとったのですが、

そのうち 95 ％の人が「次回もぜひ訪れたい」

と回答していました。その要望にそって、今年

も開催を予定しています。

橋元 もっとマスコミに取り上げられたら、さ

らに多くの人が来られるでしょうね。自治労で

も、こういう催しに興味をもつ若い組合員が増

えています。福知山市には、他にも、「福知山

城」という有名なお城がありますね。

松山 福知山城は、1580 年頃に、明智光秀が

建てたものです。明治時代のはじめに廃城令で

取り壊され、 石垣と銅門番所だけが残されて

いましたが、市民の瓦１枚運動などによって、

1986 年に、3 層 4 階の天守閣が再建されました。

天守閣があるお城は、全国でもそう多くはあり

ませんから、観光客がたくさん訪れます。

昨年度は、福知山城公園内に、菓子、カフェ、

雑貨などの専門店が出店する「ゆらのガーデ

ン」がオープンしました。1 年間で 23 万人の

来場者があり、周辺施設の集客に貢献しました。

また、「平成の城下町 福知山」の魅力を高

めるために、中心市街地活性化計画にもとづき、

街なみを整備しています。城下町ならではの街

なみを再現するため、昔風の建物に建て替えや、

市民による手作り甲冑隊の PR 活動、市民やタ

クシー乗務員を観光ガイドとして養成する「観

明智光秀が築城した福知山城

光おもてなしプラン促進事業」を推進していま

す。電柱を地中化して、落ち着いて散策できる

地域にしたいと思っています。

明智光秀に関係する京都府内外の 11 市町の

関係者が集まって、NHK の大河ドラマを誘致

する話を進めていましたが、今年は、黒田官兵

衛になってしまいました。一時は決まったよう

な噂が出て喜んだのですが、さすが官兵衛です。

ひっくり返されてしまいました。

本市の市街地には「紺屋町」があります。昔

は、由良川に藍が自生していて、藍染めの店が

10 軒ほどありました。その藍も地域おこしの

一環にしようと、予算を組みました。市役所の

玄関を入ったところに藍染めの暖簾を掛けてい

ます。

橋元 絵柄が福知山城の暖簾が掛かっています。

松山 そういう暖簾が、お祭りの日などには各

家の軒先に掛かります。

他にも、「菱屋町」や「鍛冶町」といった、

昔の町名が今も残っているところがあります。

望まれる国道 9号線の整備

谷口 京都縦貫自動車道が、この 2014 年度に

開通する予定です。交通の流れが変わることで、

福知山市に影響がでるのではないでしょうか。

松山 百人一首に、小式部内侍がつくった「大

江山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみ

ず 天の橋立」という句がありますので、その

通りに大江山から天橋立に行く道にしたいと考
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えていました。それが綾部を通って宮津に行く

道路になる。しかし、高速道路が通る町は疲弊

します。それに対抗するため、丹波市と朝来市、

養父市、篠山市、豊岡市と提携を結んで、「海

の京都」に負けないよう、「陸」で活性化しよ

うとしています。

橋元 9 号線は、一桁国道ですが、整備が遅れ

ていますね。

松山 そうなのです。一桁国道でこれほど悪い

道路はない。国には絶えず要望をしているので

すが。高速道路が優先されています。

谷口 駅前の整備も進みましたね。私は京丹後

市の出身のため、よくこのあたりを通りますが、

以前は、駅の南側に通じる道路はなかったよう

に思います。この間、整備されて、非常に活性

化しているのに驚きました。

松山 今度は、北側を、以前よりも増して活性

化します。

橋元 友人などから、福知山駅は「ICOCA」

が使えなくて困るという話を、よく聞きます。

せっかくあれだけ整備してきれいになっている

のだから、駅も、他から訪れる人が便利に感じ

るようにしてもらいたいですね。

松山 京都府北部の丹後地域と兵庫県北東部の

但馬地域を走る、KTR（北近畿タンゴ鉄道）

は、大幅な赤字です。第三セクターのため、沿

線の市や町が分担金を負担しています。分担金

は大きいのですが、なんとか守りたいと思って

います。

工場誘致と地元住民の雇用

橋元 福知山市には大学が 1つしかないので、

高校を卒業した子は、京都や大阪の大学に行っ

てしまいます。その子たちは、なかなか帰って

こないし、就職先が見つからなくて帰ってこれ

ない。そのために、住民の高齢化が生じるとい

う問題があります。地元から大学へ行った子の

後追い調査をし、相談活動などで、地元企業へ

国内有数の長田野工業団地

の就職をアドバイスすることができれば、地元

に戻る子が増えるのではないでしょうか。

松山 福知山市には、国内でも有数の長田野工

業団地があります。また今度、三和のアネック

ス三和に、堀場製作所が研究所を建てられまし

た。堀場製作所に関係する企業の工場も来られ

ます。私が心配するのは、工場誘致をしても、

地元住民を雇用してもらえるかどうかです。

しかし、若い人材が少ない。したがって、他

に住んでいる地元の人に帰ってもらう必要があ

ります。そのためには、帰ってくるための支度

金のようなものを予算措置する必要があります。

堀場製作所は、地域の活性化を考えておられま

すから、ご指摘のように、Uターンしていただ

けるような施策を考えなければいけません。

6 次産業の育成

橋元 長野県のある町が、東京で、地元出身者

の後追い調査をしたら、地元では考えられない

ようなアイデアをもっている子がいたそうです。

そのアイデアをもとに、行政主導で、特産品の

オーナー制度を全国展開したら、オーナーが全

国からやってきて、まちが活性化しているそう

です。

松山 福知山市では、6 次産業化をめざしてい

ます。農林商工部に 6次産業の係をおいて進め

ていますが、まだ私の思い描くようにはなって

いません。給食センターは小中学校生に 7000

食の給食を作っています。そこで使う野菜の 7
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割位を、地産地消にして欲しいと要望していま

すが、現在は 4割程度にとどまっています。地

産地消を進めるグループと給食センター、そし

て農家とで、農家の作付け予定や、輪作ができ

ない野菜は農家が交代して作るとか、そういう

話合いが必要だと思っています。

他に、6 次産業に対して予算を付けているの

は、三岳地区です。三岳地区では、独居老人の

お弁当を配っています。今度、補正予算で工場

を拡張します。

「住みよさランキング」は京都府内第 1位

谷口 福知山市は、東洋経済新聞社の「2013

年版 都市データパック」によると、「全国住

みよさランキング」で、京都府内で第 1位とな

っています。

松山 全国では 111 位です。これまでは、府内

では長岡京市などが 1位でしたが、一昨年によ

うやくトップになりました。このランキングは、

介護福祉施設や病院の病床数などが指標になっ

ています。福知山市民病院では、救急医療や人

工透析ができます。新大江病院も最終的に福知

山市が吸収するなど、医療関係をまだまだ充実

させたいと考えています。

私は、111 番では納得していません。まず、

2 桁にして、最終的には 1 桁にしたいという大

きな目標をもっています。

谷口 そのための強化するポイントは、どのよ

うなものがありますか。

松山 地域医療と福祉です。今度、府立福知山

高校に附属中学校が併設されます。中高一貫化

して医学部の進学者数を増やし、府北部の医師

不足を解消するのが狙いです。早ければ 2015

年度に開校する予定です。地域医療に携わるの

を目的に地元で頑張る子には、奨学金などで支

えなければならないと思っています。

市民救命士養成講座の受講者数で、福知山市

は、世界一をめざします。現在、有資格者数は

1500 人ほどですが、3 万 5000 人にまで増やし

ます。その結果、1 世帯に 1 人は、有資格者が

いることになります。そうやって、安心・安全

なまちづくりを整えていきたいと考えています。

また、今年 4月には、福知山駅北口側に市民

交流プラザふくちやま（愛称 ききょう）がオ

ープンします。 図書館、生涯学習施設、福祉、

雇用などさまざまな機能を有した交流施設とし

て、末永く市民のみなさんに愛される施設とし

たいという思いと同時に、図書館では広く三丹

地域の人ならだれでも借りていただけるように

して、市内外の多くの人が集う場としたいと考

えています。

橋元 福祉では、75 歳以上の住民に、路線バ

スや KTR で使える 3000 円分の乗車券を、500

円で販売しておられるそうですね。

松山 「敬老乗車券」は好評です。私は、毎月

第 1火曜日に「市長の何でも相談」というのを

開いています。1 組 3 人まで、1 日 6 組まで受

けています。その相談で、「敬老乗車券を買っ

ても、路線バスが家の近くに来ないから使えな

い。もっと家の近くにバスを走らせて欲しい」

という要望がありました。タクシーではないの

で、1 軒ずつ回るのは難しいですね。「少し検

討させて下さい」と言って帰ってもらいました。

路線権はバス会社にあるので、すぐには路線変

更できないという事情がありますが、少しでも

市民の皆さんの声に答えられるよう方法を考え

ていきたいです。

人にいちばんやさしい子育て・環境都市

谷口 市長に就任されて、今年で 2 期目、5 年

になられますね。マニフェストの中には、達成

できたこと、これから達成したいことがあると

思います。

松山 マニフェストでは、「人にいちばんやさ

しい子育て・環境都市をめざす」と謳っていま

す。大きな柱は、「いのち・環境」「子育て・教
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育」「市民・改革」「賑わい・雇用」「幸せ・福

祉」の 5本。つまり、「福知山はいいなあ」「住

んでみたい」と思う都市にするのが、私の願い

です。

私が市長になる前は、「教育のまち」を柱に

していました。私は「福祉のまち」を柱にして

います。福祉と教育は、他所に比べて負けてい

ません。しかし、まだまだ、充実していかなけ

ればならない課題は多いのが現状です。

市の正規職員で手話のできる人は、1 人しか

いません。去年から、勉強会を始めて、各階に

手話のできる職員を配置する予定です。障害の

重い人の歯の治療は、京都市内まで行く必要が

あるのですが、そこまで行けない人のために、

歯科医師会と協定を結んで、近々、福知山で開

業してもらうことになっています。こうして、

できるだけ、社会的に弱い立場の人が、表に出

てこられるような施策をしたいと思っています。

橋元 そういう意味では、労働組合も同じです。

連合の「労働相談」には、若者の相談が多い。

若者は、就職するときに、経営者と労働契約を

結んでいない。そもそも、そういう労働契約が

あること自体を知らない。

「卒業して、いずれは正規労働者にするとい

う口約束でパート労働者となったのに、いつま

でたっても正規労働者にしてもらえない」と相

談してきた人に、契約書について聞くと、「そ

ういう契約書は交わしていない」と言います。

さらに、残業しても残業手当がもらえない。若

者は、労働契約についての知識がないため、不

利益が行われていても反論できず、経営者の言

われるままに働いています。

高校を卒業して働く子には、高校教育の一環

として、労働者として必要な知識を得るための

カリキュラムを入れて欲しいと、京都府にお願

いをしたことがあります。その結果、京都府で

は、そういう授業を入れていただきました。ま

た、京都にある大学では、連合が講座をもって

います。福知山市でも、高校に、労働組合と話

し合う授業を設定していただけたらいいですね。

将来的に、本人の得になることですから。

松山 そうですね。この前の「なんでも相談」

で、それに似たような話を若者から聞きました。

労働組合を通して、経営者と話し合うようにア

ドバイスしましたが。

市長と市民が直接対談

谷口 「何でも相談」というのは、市長自らが

相談を受けるのですか。

松山 そうです。その他、市民 15 人ほどが集

まっていただければ「市長のまちかど懇話会」

を開催しています。何を言われるのかわからな

いので、緊張しますよ。しかし、職員にも言っ

ていますが、市民と接することから逃げてはい

けないと思っています。

橋元 それは、重要なことですね。

松山 私は、府立高校の教員だったので、いろ

いろな学校に赴任してきました。以前、鯖も鮃

もわからないのに、水産高校の校長になったこ

とがあります。そのときは、学校の名前を「海

洋高校」に変えたり、当時はどこも取り組んで

いなかった加工部門を教科に取り入れたりする

など、校章を除いて大幅な改革をしました。

また、府の教育委員会で次長をしていたこと

もあります。その当時、できなかったことを、

その後、瑠璃渓少年自然の家で実現しました。

6 年間ほど、不登校や障害のある子どもたちを

対象に、山中で 9 泊 10 日のキャンプをしまし

た。大学の専門の先生や学生も交えて行いまし

たが、私もキャンプ指導員の資格を取り、たく

さんの子どもたちと交流し、共に学んだ思い出

が心に深く刻まれています。

谷口 そういう思いが基礎となって、今の福知

山市政を引っ張っておられるのですね。市政に

対する根本をうかがったように思います。

今日は、お忙しいところ、本当に有り難うご

ざいました。
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