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和束町を、命儲けの「茶源郷」に
堀 忠雄さん （京都府和束町長）

木村幹雄さん （京都自治総研理事長）

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、どうも有り難

うございます。京都自治総研では、研究に役立

てるため、府内各自治体の首長さんから、まち

づくりについてお話をうかがっています。

先ほど、和束町内にあるおそば屋さんで、

「茶そば」をいただいてきました。和束町は、

なんと言っても「お茶」が有名ですね。まずは、

町長から、和束町についてご紹介いただけたら

と思います。

まちづくりのコンセプトは「茶源郷」

堀 最近、ひと昔だったら考えられないような

事件や事象が起こっています。この背景を考え

ると、やはり、社会全体があまりにも合理性・

利便性の追求や打算的で利益本位の自己中心的

な考えに支配されているように思います。

和束町がある相楽地域は、京都府の南端部に

位置し、西部の 2市町は学術研究都市として急

速な発展を遂げてい

ますが、本町を含む

東部 3 町村では、恵

まれた自然や豊かな

文化を生したまちづ

くりを推進していま

す。

しかし、近頃の若者の多くは、和束町のよう

な田舎にはない、交通の便がいいところ、夜間

も明るいところ、たくさんのお店があるところ

など、都市部を好む傾向にあります。

成人式に出席したときのことです。ある新成

人の一人が「こんな自然に恵まれたところを出

て行く人の気が知れない。私は、このまちで一

生生活を送りたいと思っています」と力強く語

ってくれていたのが印象的でした。しかし、そ

れから 5～ 6 年たって、その人に会ったとき、

「あなたのような人がいてくれるから、和束町
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も元気なまちづくりができる」と、あの時を思

い出しながら語りかけたところ、「じつは町長、

私、結婚しました。それを機に隣のまちに住ん

でいます」とあっさり言われ、がっかりしたこ

とを思い出されます。このように、多くの若者

は、結婚したら便利で賑やかな都市部に移り住

む傾向にあるようで大変残念なことです。

人間はそもそも厳しい自然の中で、自然と共

生しながら、いろんな問題や局面を乗り越えて

こそ成長があり、生活においても充実するもの

だと考えます。しかし現実には、先にも述べた

ように往々にしてそのこととは違う方向に人間

社会は進んでおり、将来の社会に一抹の不安さ

へ感じることもあります。そうした中において

一方では健康のためといって、万歩計を付けて

歩いている人もたくさんおられ、住民の中には

日々健康志向が高まっていることも事実です。

それならば、道は曲がり、坂があっても、そこ

に四季を感じ、健康で生きる喜びの味わえると

ころがあってもいいのではないか。和束町はそ

のようなまちづくりを進めていきます。

私たちの先祖は 800 年間、この自然と気候を

生かした山並みそのままの茶畑を町の基幹産業

として守ってきました。そして、これからもこ

の素晴らしい生業景観を守り育て、未来へと引

き継ぐことこそ私たちの努めであり、この“ふ

るさと”を、今後とも、さらに生きがいの持て

る「茶源郷」として、その実現に努めていきた

いと思います。

木村 今の町長のお話を聞かせていただき、

新しい何かに飛びつ

いたり無いものねだ

りをしたりするよう

なことではなく、今

あるものを地域起し

の発想の基礎にする

ことは素晴らしいと

思います。今ある町の環境から地域の産業と

生活を立てて行く政策を着実に実施していく

ことこそが自立した自治体の姿でしょうね。

「茶源郷」としてのまちづくりは、町長に就

任したときから、構想されていたのですか。

堀 そうです。町長に就任したとき、ちょうど

総合計画の見直しの時期にあたっていましたの

で、ゾーンを設定し「茶源郷」を掲げました。

和束町の地形は、お茶の栽培に非常に適して

いることから、早くから茶の栽培がおこなわれ、

その歴史も古い。和束町のお茶を飲んだ方は

「香りがよい」と良く言われますが、この香り

は、朝晩寒く、昼間は暑いという温度の変化か

ら生まれています。このようにお茶には自然の

厳しさから守ろうとする酵素が生まれ、その酵

素が香りの源だともいわれています。また反対

に温室では香りが少なく、「ハウス物は香りが

薄い」と言われているのも、そういうところに

理由があると思います。

自然の恵みをそのまま活かされ、栽培され、

それをそのままいただくことの幸せを感じたい

ものです。今日では農作物までもが人間の嗜好

や好みに合わせて栽培されているなかで、お茶

はそのまま自然からの贈り物です。そのままの

素直な気持ちで自然を味わうことに、“わび”

や“さび”が感じられるのではないでしょうか。

谷口 今日、車でこちらへ寄せていただくとき、

道路案内標識に、「茶源郷和束」と書かれてい

ました。

堀 最近のことですが、歩道整備の際、都市部

と同じように赤々とした明るい街灯を設置した

ところ、農家の方から「稲が実らない」との苦

情があり、その理由を聞くと、稲は太陽の光は

もちろん大事ですが、夜の暗さもないと稲は実

らないとのことでありました。そのことはまた

人間にとっても同様との事で、そもそも人間の

細胞は常に夜の眠りの中で再生されており、私

たちが元気に生活を送れるのも、夜の暗さが大

きな役割を果たしてくれているからこそであり

ます。この時、私は何か大事なことに気づかさ

れたようで、早速、足下から照らす街灯に変更
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しました。

このように、人にやさしい設計を、和束町で

は「茶源郷仕様」と呼んでいます。中国の陶淵

明が書いた『桃花源記』がもとになって「桃源

郷」という言葉が生まれましたが、そこは二度

と行けない理想郷であったそうです。しかし、

和束町の「茶源郷」は、繰り返し来ていただけ

ます。

府道においてもこうした「茶源郷仕様」に配

慮いただき、標識案内も「茶源郷」を掲げてい

ただいております。引き続いて河川の整備もお

願いをしていますが、できれば「茶源郷仕様」

でと考えています。

自然の力を学ぶ「学術研究農村」
．．

谷口 木村さんは、

退職を機に、自然豊

かなところで過ごそ

うと、比叡山の麓に

引っ越されました。

蜂蜜を採ろうと、巣

箱を作ったりしてお

られます。

堀 相楽郡の西部は、先にも述べたように「学

術研究都市」として発展していますが、和束町
．．

はむしろ「学術研究農村」としての発展をめざ
．．

しています。たとえば薬は、自然の中からたく

さん生まれています。

「汚れない便器」の発想も、「カタツムリ」

の殻からです。「カタツムリ」は、殻を掃除す

るのに雨水を利用しており、雨が当たったら適

当にカーブを描いて流れるような溝ができてい

る。それを真似て「汚れない便器」が生まれま

した。このように自然から多くのものが生まれ

ています。今さら言うまでもありませんが、あ

らためて、自然のすごさに気付かされています。

木村 自然から学び、自然からその分け前をも

らって、私たちは生活しているのだという謙虚

な気持ち、感謝する心が、今の世の中には必要

なのかもしれませんね。

堀 人間は「生きている」と思っている人が多

いのですが、私は「生かされている」と思って

います。私の名刺には、和束町の自然を載せて

います。その主な理由は、私たちのまちづくり

には、日頃から多くの課題や難問が立ちはだか

っており、それを乗り越えるためには、その地

域の恵まれた自然の偉大な力を活かさせていた

だくことにあると感じているからであります。

自然の中での一呼吸は大事なことなのですよ。

また、特産のお茶をいれるのも自然との接点

で、「落ち着き」をいただけます。「オレオレ詐

欺」など、相手を慌てさせようとする行為に出

会った時など、和束茶を飲んでもらったら、詐

欺には引っかからない。そういう生活習慣が大

事です。昔の人は、お茶のない生活は「無茶」

だと言いました。今こそ、お茶の「間」が必要

な時ではないでしょうか。もう一度、「無茶」

や「滅茶苦茶」「日常茶飯事」という言葉がで

きた背景を思い出していただきたいと思います。

木村 時を感じる心、自然を感じる心のゆとり

が必要ですね。そうしたなかから、昔のように

家族や地域の結びつき、「絆」が強くなってく

るのではないでしょうか。

堀 人から、よく「“茶源郷”は、茶畑の景色

がきれいだから付けた名前ですか」と聞かれま

すが、違います。「命儲け」のできるところ、

すなわち恵まれた自然との共存のなかで、子ど

もからお年寄りまで健康で生きがいの持てる安

心、安全なまちづくりを進めるところにありま

す。特に子育てについては、医療費の診療窓口

無料化の中学生までの実施など、親に負担をか

けないように、非常に手厚い施策をしています。

谷口 「エンジェル基金」で対応されているよ

うですが、それはどのようなものですか。

堀 「エンジェル基金」とは、過疎債等により

基金を設け、それを利用して子育てに必要な施

策を推進するものです。もちろん、子どもの医

療費負担が必要であれば、この基金を利用して
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います。この間は、お母さん同士が話し合える

場所や、おもちゃの共同利用、また借りられる

ところが欲しいという要望があったので、和束

保育園の 1室におもちゃ図書館を設け、おもち

ゃの貸し出しを始めました。今では遠く、町外

からも借りに来られているなど、お母さん同士

の話し合いの場にもなっています。

木村 「原山」は、お茶の景色が 360 度見渡せ

る、絶好の場所だそうですね。帰りにでも見て

いこうと思っています。

堀 そこからは、茶畑と和束の里がパノラマの

ように見えます。自然の恵みが、お茶畑を通し

て、「口」からだけでなく、「目」や「皮膚」か

らも取り入れられることがわかります。

温泉は「癒やされる」と言いますが、それだ

けが「癒やされる」と言うことではありません。

景色を見ることも「癒やし」です。だから私は、

「緑泉」と言っています。温泉マークの形を変

えて、緑色での「緑泉マーク」を作ってはどう

かとの提案もしています。近く町内に「和束緑

泉」の看板があがるかもしれません。また木津

川右岸地域一帯での散策コースとして「緑泉コ

ース」などはどうでしょうか。

高齢者が「命儲け」できる里

谷口 今、自治体では、医療や高齢者福祉が大

きな課題になっています。

堀 私は、和束町は「高齢者のまち」だと言っ

ています。人生、死ぬまで青年です。

経済学的には、15 歳以上 65 歳未満の人口は、

「生産年齢人口」と言います。しかし、私は、

65 歳以上をも「生産年齢人口」に組み入れ、

いつまでも健康で生きがいのもてる元気なまち

づくりを実現したいと思っています。それが

「茶源郷」の原点でもあります。

現代の、自分本位の考え方では、行き着くと

こまで行きますよ。本当に大事なのは、「命儲

け」です。「命儲けの里」づくりの一環として、

高齢者が元気に、堂々と生きられる地域づくり

を、住民みんなで進めたいものです。一例です

が、高齢者がいつまでも元気で野菜などを栽培

し、直売所等を通じてそれを販売する、そして、

そこにみんなが集う。このように高齢者が元気

で、いつまでも社会参加のできる地域づくりが

必要です。

病気にかかれば、診療所があり、また家族で

支えきれなくなったら、施設が受け入れるなど、

高齢者にとって安心なまちづくりを町全体で築

くことも重要なことです。自然も含めてこうし

た一体性をもとうとする考え方が、和束町には

あります。

昔は、敷地に母屋があって、子どもが結婚し

た時は、同じ敷地内の別座敷に移り住みました。

しかし、今では、若者が便利な都市部に住み、

何かあったらそこから飛んで帰ってきます。和

束町では高齢者をみているが、税金は別のまち

に納税されています。これからわかるように、

今の税制では、高齢者が多いまちは厳しいもの

があり、現実をふまえて、人間本位の福祉社会

に対応できるよう、制度も変えて行く必要があ

ると思います。地方税は、府県税にするとか、

いろいろな方法を検討して欲しいですね。

木村 税制による所得の再配分が問題なんです

ね。「ふるさと納税」だけでなく、そうした税

制の見直しによって単位自治体の個性が生きて

くるし、規模の違いによる役割分担という発想

が保障される税制こそが、これから求められて

くるのではないでしょうか。

堀 農家は、親が経営移譲年金をもらうために、

和束町の外に住んでいる子どもに、農業を相続

させてしまう人も少なくありません。そのため、

和束町の農地から生まれた農業所得は、全部、

子どものものになり、子どもの住むまちに税金

として収められます。経営移譲年金は、農家の

若返りを目的に作られたものですが、現実には、

和束町が農地の区画整理や農道を整備しても、

そこから得られた農業所得は、他のまちの税収

となるという問題もあります。
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そこで、和束町では、国民健康保険料の算定

に固定資産の評価も入れています。山や畑がた

くさんあっても所得がない人と、山も農地もな

い、所得が本当にゼロの人と保険料が同じとい

うのは、不公平です。本当はなくしたいと思っ

ていますが、今のところ、そうせざるを得ない。

町村には、いろいろな事情があります。

木村 自治体によっては、有料の高齢者施設を

どんどん建設し、町の活性化に役立てようとす

る自治体もあります。特養の誘致はいかがです

か。京都労福協が、今年の 7月初旬にフィリピ

ン視察を行ったそうです。その一環として、マ

ニラ近郊のスービック地区にある日本人の退職

者を中心とした受け入れ施設を見学されました。

入所時に 1650 万円という高額のお金が必要で

あるにもかかわらず、ニーズがあるとのことで

す。日本人スタッフも常駐し、介護が必要とな

った時には対応もできるそうで、そのように何

か付加価値を付けた高齢者向けの事業などは、

日本国内においても、これからのまち起しの一

つになるのではないでしょうか。

「交流」を通して、住民に誇りと勇気を

谷口 最近、自治体にとって人口減少が非常に

大きな問題となっています。その点について、

町長はどのようにお考えですか。

堀 日本創生会議の増田教授が発表した、「20

～ 39 歳女性の将来推計人口」の「2040 年総人

口」では、京都府内市町村のうち 1番少ないの

が南山城村、2番が笠置町、3番が和束町です。

私は、これを意外とは思いませんでしたが、デ

ータだけを発表されるのは非常に残念に思いま

した。データを発表されるのなら、発表される

自治体にも思いをめぐらせて、それに対する対

策を同時に提起して欲しかったと思います。

市町村の境界は、人間が作ったものです。和

束町は合併しませんでしたが、もし近隣と合併

していたら、人口が大幅に増える自治体に含ま

れています。だからといって、今、合併をした

いとは思っていません。かえって、合併をせず

に良かったと思っているくらいです。

木村 町長のご指摘はよくわかります。自治体

の単位のあり方というのは、規模も含めてどう

あるべきか、非常に重要な課題だと考えます。

ただ福祉の観点からみれば、人口減少が続くと

予想される現在において、このままでは問題の

先送りでしかないのではないかと思います。福

祉先進国の北欧で取り組まれた自治体再編など

は、日本でも参考になりますね。

堀 そうですね。しかし、合併していたら、

「茶源郷仕様」というのは、できたかどうかわ

かりません。大きな自治体になれば、その中の

一地域に過ぎなくなりますから。日本創生会議

は、人口減少だけを問題としましたが、人口を

増加させることだけがいいのか、そのあたりが

問題だと思っています。

木村 確かに、自治体再編の必要性を考える前

に、周辺自治体を含めて、どのような人、モノ、

文化の流れがあるのかを把握することが大事で

すね。

堀 和束町は、まず、交流人口を増やそうとし

ています。目標は 25 万人。和束町の良さをア

ピールして交流人口を増やし、それによって、

住んでいる人が誇りをもって、「和束はすばら

しい」と思ってもらいたい。

和束町は、斜面にお茶畑が広がっていますか

ら、機械化をするのが難しい。夫婦喧嘩をした

ら、夫婦が呼吸を合わせてしなければならない

茶摘み作業はできません。しかし、自然の恩恵

を受けた香りのいいお茶ができますから、煎茶

の単価は「日本一」です。この「日本一」を誇

りにしたい。京都産 100 ％の宇治茶は、和束茶

です。

それを住民の誇りにし、他から来た人と交流

することによって元気になる。地域や産業に誇

りをもって、これからの高齢化対策を進めてい

きたいと思います。

自然豊かな地域こそすばらしいということを
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アピールし、和束町で住んでみたいと思われる

方を一人でも増やしていくため、雇用促進協議

会を設置し、町内での雇用の場の確保にも努め

ています。

木村 和束町は、2007 年に「行ってみたい茶

源郷づくり」、2012 年には「ずっと暮らしたい

活力と交流の“茶源郷”づくり」が、地域再生

法にもとづき認定されました。また、2013 年

には、「日本で最も美しい村」連合に協定され

ています。「行ってみたい茶源郷づくり」は、

農林水産省の認定ですか。

堀 厚生労働省です。職業紹介事業の一環で、

農業従事者の促進を図ったり、6 次産業の振興

を目的として指定してもらっています。

和束町のまちづくりは、和束町の住民だけの

ためではない。人間全体のため、人の生活が豊

かになるためのものです。人が来て「和束町は

すばらしい」と言われることは、住民にとって

勇気と誇りに繋がります。それがまた、定住に

つながる。婚活の場にもなるかもしれない。そ

ういういろいろな多目的な狙いがあります。

木村 定住者が増えるなど、数字で表れるとい

いですね。

堀 そのためにいろいろ施策を打っているので

すが、これからだと思っています。

都会は排気ガスを出しますが、農村は二酸化

炭素を吸収し、酸素を供給しています。そう考

えたら、農村の方が進歩的です。「命をすり減

らす」都会ではなく、人間本位に考えるまちづ

くりが必要です。

木村 私は、大原で「オオムラサキ蝶」の保護

活動をしていますが、大原の地元も自然を大切

にした里づくりに力を入れています。里山に自

然を取り戻すことによって、そこに住んでみた

い、訪れてみたいと思う人が増えてくれること

を願っています。

堀 大原では、「ヒメワリソウ」の栽培にも取

り組んでおられますね。「ヒメワリソウ」は、

きれいな花が咲き、雑草の抑制効果があるため

虫を寄せ付けない。それを農地全体に植えれば、

景観がよくなります。土手に植えれば、草刈り

の手間が省ける。この「ヒメワリソウ」を、和

束町でも植えようと、老人クラブに頼んでいま

す。現在は、「和束茶カフェ」の前に、試験的

に植えています。

これからのまちづくり

堀 木津川右岸の南北を繋ぐ唯一の府道宇治木

屋線には、車の離合が難しい犬打峠があります。

宇治田原町に新名神の JC ができますので、そ

れに合わせてトンネル化の実現を求めて、住民

が主体となった住民会議も発足しました。実現

すると京都市まで 1時間で、和束町としてのま

ちづくりも大きく前進します。

一方、農家の離農原因の一つに、軽トラック

のサイズが大きくなったことがあり、傾斜がき

つく狭い山道を走るには危険で、車検の際に農

業をやめる農家も出てきました。山なりの茶畑

景観を将来に残すためには、これら車の型式も

含めて守り育てる施策を講じる必要があり、今

後、国等への要望もしていきたいですね。

また高齢者に対しては、自らが立ち上がり、

薪割りなど、今まで培ってきた技術や経験を生

かせるような施策や、今日的課題でもある間伐

対策等にも積極的に関わってもらうことで、生

産人口としての、元気な高齢者を応援したいと

思っています。

町長として、まちづくりに関わるなかで、人

間が生きていくことにおいて、何が大事かを常

に見つめさせていいただくことができ、本当に

感謝しています。自然の中で暮らし、自然と共

生することの大切さに気づかさせていただきま

した。そうでなければ、私も、便利なところに

住み、嫌な物は食べず、温泉につかっていたか

もしれません。

谷口 今日は、和束町を「茶源郷」にしていく

町長の熱い思いが、よく伝わってきました。本

当に、有り難うございました。

こんにちは「和束町長」 7


