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市政の選択は、住民の「幸福度」を羅針盤に

中山 泰 さん （京都府京丹後市長）

髙橋直樹 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／岡本哲也 さん （京都自治総研理事・自治労京都府本部書記長）

岡本 今日は、お忙しいところ有り難うござい

ます。京丹後市は、今年、6 町が合併してから

10 年がたち、さまざまなイベントに取り組ん

でおられますが、旧 6町の特徴を残しつつも、

京丹後市として一体化を進めるためには、ご苦

労も多かったと思います。この 10 年を振り返

って、今、どのような思いをお持ちですか。

合併 10 年を振り返って

中山 6 つの町が集まってできたため、いろい

ろな課題が残っています。しかし、この 10 年

の間に、さまざまな種を植えてきたことが、今、

芽吹いています。

日本経済は、まだまだ厳しいものがあります。

京丹後市は、都市部と比べると経済の基盤が脆

弱なため、2008 年の「リーマンショック」で

は、大きな影響を受けました。しかし、目に見

える成果は

これからで

すが、芽は

出てきまし

た。

インフラ

面では、合

併で規模の

利益を追求

できるよう

になったため、「200 円バス」の導入に踏み切

ることができました。旧町で個別にバスを走ら

せていたら、できなかったことです。また、大

規模な工業団地の造成ができたのも、合併した

からです。

「観光立市推進条例」や「商工業の総合振興

条例」などは、市全体で取り組む土俵ができた

ので、作りやすくなりました。典型的なのが上
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水道事業です。旧町をつなげることで、給水能

力が高まり、足りないところを補い合う融通性

が生まれました。こうしたインフラ整備によっ

て、持続的で発展的な基盤ができたと思います。

今春、ようやく京都縦貫道が丹後までつなが

ります。これは、地域経済の発展にとって大き

な意味があります。丹後地域の海を、観光資源

として掘り起こすため、京都府は、「海の京

都」に取り組み出しました。市でも商工業の総

合的な振興を図ります。いよいよ、北近畿の新

時代を迎えつつあります。

ソフト面では、市民参加による協働に向けて、

さまざまな枠組みができています。日本経済新

聞が 2 年に 1 回、「透明度」「効率性」「達成

度」「市民参加度」などを指標に、「全国市区経

営革新度調査」をしています。それによると、

京丹後市は、全国 800 市区部の内、23 位。近

畿では 1位でした。なかでも「市民参加度」は

全国で 7位です。上位は、東京圏の財政的に恵

まれた自治体が多く、京丹後市のような田舎の

自治体は珍しいのではないでしょうか。

岡本 自治

労京都府本

部が取り組

ん で い る

「地方自治

研究集会」

では、公務

員と市民と

のつながり

にも重点を

おいて、各自治体の職員から論文発表が行われ

ています。

京丹後市は「市民参加度」が高いということ

ですが、どういう工夫をされているのですか。

中山 市民参画を促すために、パブリックコメ

ントの徹底や、審議会委員の公募、NPO への支

援、住民による集会施設の運営、市民参加を促

進するまちづくり条例の制定、住民満足度調査

などをしています。

フェイスブックやツイッターなど、SNS を利

用した情報提供にも取り組んでいます。最近は

ニコニコ動画も初めました。10 月に、力士に

来ていただいて、大相撲のイベントをしました。

それをニコニコ動画で配信したら、1 万人以上

が視聴されました。

高橋 合併

した自治体

が、地域と

しての一体

感を高めて

いくには、

財源が必要

です。自治

労 は 、 10

月に、財務

省に対して合併特例措置の延長を要望しました。

そして現在、何らかのかたちで残していくとい

う話も出ています。

中山 合併特例措置は 10 年で期限が切れるた

め、来年度から段階的に交付金が減少します。

そこで、5 年前から、合併特例措置逓減対策準

備基金を積み立てています。特例措置の減少に

合わせて、それを繰り入れ、減少カーブをなだ

らかにする。去年の段階で、減少予定額 34 億

円の半分程度を積み立てました。

交付税の算定で、1 支所につき 2 億 4000 万

円を参入してもらえることになったので、34

億円が半分程度になります。さらに、前後の差

が 10 億円程度になれば、展望が見えてきます。

基金を繰り入れながら、できるだけなだらかに

軟着陸したいと思っています。

「幸せ」を基準に、市政を選択

岡本 京丹後市では、総合的な市政運営を、市

民の「幸福度」を指標として取り組もうと、

「市民満足調査」をされました。こういった考
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え方は、全国的にも珍しく、注目を集めていま

すが、これはどういった理由からとり入れられ

たのですか。

中山 市民の「幸福度」を打ち出したのは、2

年半前の市長選挙の時です。「市民総幸福の最

大化をめざす」ことを掲げました。先日、「誰

もが幸福をますます実感できる住民総幸福のま

ちづくり推進条例案」を議会に提案しました。

市民の価値観は多様化しています。それに応

じて、経済や福祉、医療、教育など、あらゆる

行政課題が多様化しています。以前は、国、都

道府県、基礎自治体の役割が、それぞれ決めら

れていました。したがって、裁量の範囲が比較

的少なかった。しかし、今は、地方分権がすす

み、多くの権限が移譲されたことで、地域への

対応も独自の裁量でできることが増えました。

今日の地方行政は、地域への主体的な取り組

みが求められています。反面、財政のスリム化

も求められている。2007 年の夕張市破綻以降

は、財政の健全化指標が設けられました。財源

が減少する一方で、住民のニーズは多様化し、

増えています。そういったなかで、どういう施

策に重点をおくか、行政は判断しなければいけ

ません。その判断の軸には普遍性が必要です。

そこで、一番、普遍性があるのは「幸せ」だと

思ったわけです。人は、子や孫など、家族に対

して「幸せ」になって欲しいと願います。「幸

せ」は、抽象的な概念で、内容は人それぞれに

違います。しかし、「幸せ」という意味では普

遍的な価値をもっています。「幸せ」を軸にす

れば、施策の優先順位を決めていく基準になる

のではないかと思いました。

完璧な指標はできません。正解は永遠にない

かもしれませんが、模索していけば、最大公約

数が見えてきます。「幸せ」のためには、まず、

安定した生活が必要です。そのためにセーフテ

ィネットを充実させる。最大公約数を軸にして、

それぞれの「幸せ」を大切にするための施策の

多様なメニューを持つ。その多様な中から、何

が選択できるかを考えていく。そういった基本

的な視点を、条例に盛り込んでいます。

高橋 「幸福」の物差しは難しいですね。森永

ヒ素ミルク中毒事件や、豊田商事の被害者救済

に弁護団長として関わられた、弁護士の中坊公

平さんに講演をしてもらったことがあります。

もう亡くなられたのですが、講演では、「人の

心に神宿る」と話されていました。

自分が「幸せ」だと思ったら、いくら貧乏で

も幸せだし、「不幸せ」だと思ったら、いくら

お金があっても不幸せだと。中坊先生は、東京

から大阪へ新幹線で帰るとき、列車が動くまで

駅弁を広げるのを我慢し、発車するのを心待ち

にしていたそうです。そして、列車が動き出し、

お弁当を広げた瞬間に、得も言われぬ幸せを、

いつも感じたそうです。

「幸せ」は、人の心の中にある。その人の気

持ちの持ちようで、日々幸せに過ごせる。しか

し、そのためには、最低限の生活基盤を整える

ことが、自治体に求められています。

中山 言われるとおりです。そこを明確にルー

ルとして定めておきたい。条例では、「住民一

人ひとりの命に真剣に向き合うことを大切にし

ていこう」とか、「互いにつながり、互いに支

え合い、助け合う」ことなども、盛り込んでい

ます。市は、共助を、自然に、無理なく促され

るような環境の整備に努める。

東洋経済のインターネット版に、「地味だけ

どいい政策を探しにいこう」というコーナーが

あって、そこに「市民総幸福のまちづくり条

例」についての、私の対談が掲載されています。

それに、多くの反響をいただいています。

高橋 「市民総幸福」を軸とした条例は、全国

では初めてですね。多重債務に陥った住民の相

談窓口も開設されています。

中山 京丹後市では、数年前ですが、一時、自

殺者が増え、問題となりました。そこで、「自

殺ゼロ」に向けて推進協議会を立ち上げ、行動

計画を立てて、自殺者の減少に取り組んでいま
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す。相談窓口の開設の他に、『こころの風邪』

という紙芝居も作りました。自殺者には多重債

務の方も多いので、多重債務相談・支援室も作

りました。

また、セーフティネットに隙間がないように、

全国の 277 に及ぶ自治体と連携したり、「京都

いのちの電話」も事務局に入っていただきまし

た。職員には、全員に「ゲートキーパー研修」

を受けていただくようにしています。その結果、

自殺者数は減少しつつあります。この問題は、

力を入れていきたいテーマの一つです。

高橋 今年は消費税が 8％に上がりました。企

業の倒産が増えていますが、セーフティネット

があれば助けることができますね。また、京丹

後市に習って、京都府でも自殺対策の条例制定

がすすめられています。

私は、連合京都からの選出で、京都市の人権

擁護委員をしていて、相談電話を受けています。

相談者には、身体的な病気や、精神的な病気を

抱えた方がいて、慎重かつデリケートな対応が

求められる。相談を受ける職員も大変ですから、

担当職員への対応もよろしくお願いします。

新しい絹産業の発展を軸に

地域経済を活性化

岡本 先ほど市長が言われたように、来春には

京都縦貫道が京丹後市までつながります。自然

豊かな地域ですから、観光客の増加なども期待

できますね。今後、地域経済の活性化に向けて、

どんなことを考えておられますか。

中山 本市の提案した「グリーン・ウエルネス

新公共交通体系の構築と、それを核とした環境

調和・健康未来創造スマートコミュニティの実

現」が、国の 33 の地域活性化推進のモデル事

業に採択されました。

構想の柱の一つは、公共交通体制の充実です。

都市部から離れている地域を活性化していくに

は、域内外の交通体系、とくに公共交通の整備

が重要です。現在、「200 円バス」を走らせて

いますが、それを補うために電気タクシーも走

らせることを考えています。電気タクシーに供

給する電気は、市内に降り注いだ太陽光で作る。

電気タクシーは、地域福祉も担います。人を

運ぶだけでなく、モノやサービスも運ぶ。中心

部から離れた地域に住む高齢者の、買い物代行

をする。軽量な農作物は、タクシーが運ぶ。親

を心配しながら都会で暮らす子どものために、

見守り代行をする。現在、制限的に運用されて

いるのを、いっそう本格的に運用の改革をして

いただく。公共として、料金が比較的自由に決

められるようになれば、地域全体の福祉の向上

に利用できます。撤退するタクシー会社が出て

いるのですが、会社の経営にもプラスになる。

産業面では、絹織物の産地として再生してい

きたい。今まで、着物以外にも、洋装やインテ

リア、小物などに活用されていますが、今後は、

川上系の製品にも焦点をあてる。蚕は年に 1、

2 回しか糸を吐かないのですが、京都工芸繊維

大学が、人工的な環境で、年中、糸を吐くよう

に蚕を改良されつつあります。また、信州大学

では、クモの遺伝子を蚕に組み込んで、クモ糸

の性質をもつ「スパイダーシルク」の開発が進

んでいます。それらを、京丹後で実用化するた

め、統廃合で空いた校舎を、大学の研究施設に

改修しました。絹糸に付加価値を付けて、絹産

業の活性化をしていきたいと思っています。

また、現在の農業生産法人は、資本の半分以

上を農家が出資する必要があります。それを、

特区として、繊維業者や化粧品会社など、繭に

関連する企業が出資して法人ができるよう、政

府にお願いをしています。そうすれば、その農

業生産法人が、桑を栽培し、京丹後の蚕に食べ

させて、糸を生み出すという、ジャパンブラン

ドの絹製品ができます。繊維会社にとっても、

一貫した展望のもてる経営ができます。

大学連携は、京都、大阪、東京など 10 前後

の大学が、ゼミ単位で、年に数回、京丹後で活
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動しています。今年、政府の「『域学連携』地

域活力創出モデル実証事業」の採択を受け、8

大学と提携して「京丹後市夢まち創り大学」を

開学しました。これが、大学に準じた法人にな

るよう、政府に要請しています。大学の参加メ

ンバーは替わっても、法人という受け皿がある

と続きます。国は予算措置をする必要がないし、

地域には動きが出る。

高橋 それは大事ですね。地方に大学がないと

いうのは、若者が流出する大きな原因です。地

方の若者は、大学に進学しようと思えば都会に

行くしかない。出て行った若者は、3 分の 1 し

か地元に戻らないそうです。自治体といろいろ

な大学とが連携し、その大学に地域の若者が進

学すれば、継続的に地域とつながることができ、

若者が帰ってくるきっかけになります。そうい

うルートをつくるのは、地域のために重要だと

思います。

中山 そうなんです。人口が少ないところは、

高校卒業と同時に若者がドッと減ります。将来、

戻ってくるかというと、就職先が少ないため戻

ってこれない。大学が恒常的にあれば、いつも

賑やかになります。この取り組みを、大学に準

じた法人として位置づけていただければ、「う

ちにも大学ができたよ」と言えます。高速道路

が整備されて交通の便がよくなるので、空き家

を市が借り上げてシェアハウスにすれば、年中、

大学生が来て活動できます。

高橋 ぜひ頑張っていただきたいと思います。

福知山市に大学がありますが、なかなか活性化

に結びつかない。現在、その大学を公立にしよ

うという運動が起こっています。大学をいかに

地域で育てていくかが重要です。若者だけでな

く、年齢が高い人も対象にするといいですね。

大学も、少子化で学生が減っているため、社会

人が入学できる大学院を設けています。大学が

地元の産業と結びつくと、若者だけでなく年配

の方も一緒に学べます。

中山 高齢者大学は、これまで旧町単位で、社

会福祉協議会やシルバー人材センター、市民局、

地域公民館などで独自に取り組んでいましたが、

昨年から社会教育事業として統一し、新たに

「京丹後市高齢者大学」を創設しました。60

歳以上を対象にし、学んだことを地域に還元し、

人づくり、まちづくりに貢献していただきたい

と思っています。

沖縄の負担を分かち合う Xバンド

岡本 経ヶ岬に、アメリカ軍の「X バンドレー

ダー」が配備されることになりました。重い決

断だったと思いますが、いかがですか。

中山 2013 年の 2 月に、防衛庁からお話があ

り、京都府にも相談して、騒音、電波、排水な

ど、地域住民の安全が確保されることを前提に、

承諾しました。10 月にレーダー本体が到着し、

稼働に向けて最終的な工事に入っています。そ

れと同時に「安全・安心のための連絡会議」を

発足しました。国の安全に関わる問題ですから、

地域間で負担を分かち合っていかないといけな

いと思っています。

岡本 X バンドレーダーがあることで、敵の攻

撃の的になるという懸念の声がある一方、そう

はならないと言う人もいます。

中山 レーダーは、相手からすれば「目」です

から、ミサイルでそこを狙うことは考えられま

す。しかし、レーダーによってミサイルが撃ち

落とされるのではないかということも、相手は

考えます。つまり、「やらないといかん」とい

うのと、「やったって落とされるんじゃない

か」という、動機の相殺がおきます。経ヶ岬の

レーダーは、移動式で、トレーラーほどの大き

さです。そこにピンポイントで攻撃を加えるの

は至難の業です。そして、そうなれば、すぐさ

ま交戦状態です。単純に「あるから標的にされ

る」ということはないのではないかと考えてい

ます。

電波の影響については、同じレーダーがある
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青森でも、影響は出ていないと報告を受けてい

ますので、基本的に問題ないと考えています。

高橋 市長は、かつて、沖縄開発庁の長官秘書

官に赴いておられました。その経験が、国防意

識に何か影響しているのでしょうか。

中山 沖縄の基地問題が表面化した当時、開発

庁長官にずっとついて歩いていました。県民投

票の時期も知っています。沖縄は大きな負担を

強いられていると思います。だからこそ、日本

全体で負担を分担しないといけない。

しかし、基地受け入れを何か交付金と絡めて

詮索されることは、決してされたくありません。

あくまでも、安全・安心が確保されるのであれ

ば、国防上の必要性を認めて、負担を分かち合

う、ということです。車輛の増加に備えて道路

を拡幅してもらったり、農業や漁業にマイナス

にならないよう支援をしてもらうことはありま

す。しかし、地域振興は、基地とは直接関係さ

せない。沖縄も、地域振興と基地を絡めると、

おかしくなる。基地は基地、振興は振興、別の

問題です。

職員全員がまちづくりのエンジンに

岡本 このところ、市民の行政職員に対する批

判が厳しく、財政難を理由に、昨年度は、国策

として給与カットが行なわれました。しかし、

よりよい市政のためには、職員の仕事に対する

モチベーションを高めることが重要です。研究

所が実施したアンケートでは、「給与の低下」

が職員の「働きがい」に大きく影響することが

わかりました。京丹後市としては、職員のモチ

ベーションを上げるために、どのような施策を

考えておられますか。

中山 職員とは、まちづくりの同志として、一

緒にやっていきたいと思っています。職員数の

スリム化については、残業の問題もあるので、

慎重に考えていかなければなりません。ある程

度、限界があると思います。

京丹後市には、1000 人の職員がいます。人

口 6 万人のうちの 1000 人ですから、大きな割

合を占めています。まして田舎ですから、都会

のように、民間に任せることは簡単にはできな

い。民間機能が少ない分、1000 人の力を、潜

在能力を含めて引き出していく必要があります。

職員 1000 人全体が、まちづくりの大きなエン

ジンになる必要があります。

市役所では、「方針共有制度」を導入してい

ます。まず、市長の私が方針を決めて、各部長

と話し合いながら、部の目標を立てる。その目

標に向かって、職員一人ひとりが主体的、能動

的に仕事をする。目標は年度当初に決めます。

この取り組みを、2、3 年前から始めたのです

が、まだまだ充分とは言えない状況です。

高橋 私は、京都市役所の出身ですが、京都市

でも、能力開発型の評価制度を導入しています。

まず、互いにコミュニケーションをとる。その

なかで目標をもつ。上司とは、コミュニケーシ

ョンを通して認識を共有します。その上で、職

員を評価する。こういう方法だと、差をつける

評価とは違い、能力開発型の評価になります。

関西生産性本部の研究会で、佐賀県の事例を参

考に検討した評価制度も、能力開発型の人材マ

ネジメントでした。

中山 能力開発型の評価では、職員提案制度を

とり入れています。年に数回、提案を審査して、

いいものはどんどん活かすようにしています。

高橋 職員のやりがい、働きがいが高まれば、

役所の活力がさらに生まれ、市民サービスの向

上にもつながります。今後とも、やりがいをも

って仕事に取り組めるよう、生活基盤の向上も

含めて、職員の「幸福度」が上がるように、よ

ろしくお願いいたします。私どもも、協力でき

るところはさせていただきたいと思います。

岡本 今日は、お忙しいところ、お時間をいた

だき、本当に有り難うございました。今後とも

引き続き、市民のためにご活躍されることを祈

念して、終わりたいと思います。

こんにちは「京丹後市長」 7


