
＜こんにちは「長岡京市長」＞

暮らしやすい上質な生活空間で､賑わうまちに

中小路健吾さん （京都府長岡京市長）

高橋直樹 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 （京都自治総研専務理事・自治労京都府本部書記長）

岡本 今日は、お忙しいところお時間をいただ

き有り難うございます。京都府議会議員を 3期

12 年され、今年の 1 月、長岡京市長に就任さ

れました。市長に就任されてまだ 5カ月余りで

すが、今日は、市長として、市政にかける思い

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。

議会や職員とともに、政策を実現

高橋 これまで、府議会議員として政治活動を

されてこられましたが、市長になられて、それ

までとは、また違った点があるのではないかと

思います。いかがですか。

中小路 ある程度、違いがあると考えていまし

たが、議員と首長では求められている役割の違

いが大きいのを実感しています。出席しなけれ

ばならない会合がずいぶん増えました。

一番大きな違いは、組織の長になったことで、

一つひとつに判断

が求められること

です。1 月に就任

しましたから、い

きなり予算編成や

人事などで対応を

迫られました。最

初の 2、3 カ月は

大変でしたね。やっと新年度に入り、少し落ち

着いてきました。これからは、自分の考えてい

る政策の実現を、議会や職員とともに取り組ん

でいきたいと思っています。

高橋 市長は無所属で立候補されましたが、議

会との関係はいかがですか。

中小路 そうですね、いろいろとご心配をいた

だいていましたが、議会のご協力をいただき、

すべての議案を成立させることができました。

今年の 4月、法律の改正によって、それまで

2



の教育長と教育委員長を一体化し、首長が直接、

教育長を任命することになりました。いつ新制

度を適用するのかについては、議会と相談させ

ていただき、法律が施行される 4月 1日のタイ

ミングで行うこととなりました。京都府内でも

割と早く対応した方ですね。

高橋 京都府議会

と市長では立ち位

置が違いますね。

市長として、それ

なりのご苦労もあ

るのではないかと

思います。

中小路 府議会議員時代は、住民を「府民」と

言っていましたが、市長になると「市民」と言

うなど、細かい違いがあります。市長は、どこ

へ行っても紹介されて、挨拶をしなければなり

ません。「こんにちは」と言うだけで、帰れな

い。昨日は、野球大会で始球式をしました。本

当にいろいろなことをしないといけないですね。

初登庁で、いきなり予算編成に対応

岡本 市長は、2

月に、市議会にお

いて「所信表明」

をされ、「7 つの

基本方針」と「6

つの基本施策」を

掲げられました。

「所信表明」には、

どのような思いを込められましたか。

中小路 就任した最初の議会で、所信表明演説

をしました。3 月議会の一般質問は、いつもな

ら 12、13 人程度らしいのですが、今回は 17 人

の議員から質問をいただきました。大変でした

けど、やりがいもあります。内容は、私が選挙

公約で掲げた「阪急駅前の整備」や「公共施設

の整備」、「中学校給食」などが多かったですね。

高橋 選挙後まもなくでしたからね。何を考え

ている市長か、聞いておきたいというのがあっ

たのでしょう。

中小路 そうなんです。まだ、公約を実現でき

たものはありませんからね。

初登庁していきなり、予算編成のためのレク

チャーが始まりました。部長査定まで済んでい

たので、論点が明確でしたが、全体の森の姿が

見えない。一つ一つ、この木を伐っていいのか

どうか、わかりづらいところがありました。

職員には、私の考え方についてお伝えし、査

定にあたってもらいましたが、前任とは「査定

の仕方が全然、違います」と言われました。

「細かい数字を聞いてきて、嫌な奴やな」と思

われたかもしれません。

今年度は、「第 3 次総合計画」の最終年度に

あたります。前任から引き継いだ事業を着実に

進め、総仕上げを行うとともに、5年、10 年先

を見すえた将来への布石を打つ 1年としました。

喫緊の課題については、優先して予算化して

います。小中学校舎耐震化の 100 ％達成や、西

代公園などの都市基盤整備。さらに、人口減少

時代の到来を見越した地方創生や、子育て支援、

医療・介護・福祉の連携で、高齢になっても安

心して暮らせるまちづくりなどへの思いを、予

算に込めました。

医療費の助成制度については、これまで就学

前の乳幼児を対象に、医療機関ごとの外来での

自己負担額を 200 円まで減額していました。こ

の対象を小学校卒業まで拡大することとし、ま

た、3000 円を超える分について償還払いして

いたものを、窓口で自己負担分だけ払えばいい

ようにしました。これらは大きな判断でした。

私の政策の基本は、暮らしやすい上質な生活

空間をつくることで、人が賑わうまちにするこ

とですから、今年はその第 1歩です。

公園や、高架下にグラウンドを整備

高橋 今日、こちらに来る前に、西代公園を見

暮らしやすい上質な背活空間で、賑わうまちに 3



整備がすすむ「西代公園」

高架下につくられた「西条公園」

てきました。近くを走る京都縦貫道の高架下に

は、サッカーなどができるグラウンドも整備さ

れ、子どもたちが、元気いっぱいに遊んでいま

した。

少子化がすすむなか、暮らしやすい上質な生

活空間をつくるうえでは、こうした子どもたち

が遊べる空間の整備も重要ですね。

中小路 例えば、高架下の西条公園は、休日に

なると、本当に多くの子どもが集まります。健

康遊具も置いていますが、最近はグラウンドに

して欲しいという要望が多い。ボールを使って

遊べるところが、ほとんどないからでしょうね。

高橋 これから夏に向かうと、高架で日差しが

遮られて、風通しのいい日陰になります。雨が

降っても遊べる。高架下は資材置き場になるな

ど暗いイメージがあって、これまであまり使わ

れてこなかったと思いますが、いい遊び場にな

っていますね。

中小路 全天候型ですからね。私の住んでいる

地域では、地蔵盆をそこでやります。高架下の

使い道は、たくさんあります。公園も、整備は

関連事業も含めてほぼ終わります。

岡本 西代公園の整備は、どのように進められ

たのですか。

中小路 京都縦貫道のトンネルから出た土砂は

捨て場が遠く、捨てるのにコストが高くつくの

で、田んぼを買収して窪地に盛り、整備しまし

た。土地の造成まで国がやり、公園の整備は長

岡京市がします。横を流れる小泉川の護岸は、

京都府が整備する。

高橋 最近は、極端に大量の雨が降って、増水

が問題になっています。小泉川は拡幅などもさ

れるのですか。

中小路 小泉川は京都府で事業を進めていただ

いています。

長岡京市は西山の森林整備に力を入れていて

いますが、整備のための資材置き場に困ってい

るなどの声も聞いています。そういう環境活動

をする人のための拠点に、あの地域がなればと

考えています。

また、公園の入り口から上がると、NEXCO 西

日本が管理するヘリポートがあります。ドクタ

ーヘリも離着陸できるようになっており、高速

道路に直接つながっているので、重大事故があ

った時、そこからヘリを飛ばせますから、防災

拠点としても活用できます。

公園には、地域の団体のご寄付で園名板が建

てられます。その園名板の文字を私が書かなけ

ればいけない。書道には自信がないので、これ

から練習しないといけないですね……。

高橋 いつまでも残りますから、慎重になりま

すね。園名板ができたら見に行きます。

少子高齢化と、街並み保存

高橋 現在、日本の人口は減少傾向に歯止めが

かからず、昨年は「消滅自治体」が話題になり

ましたが、長岡京市は人口が増加していますね。
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中小路 人口は、8 万人から微増を続けていま

す。長岡京市は、村田製作所やパナソニック、

三菱電機、三菱製紙などのハイテク企業や、ニ

チユ三菱フォークリフト、また、サントリーの

京都ビール工場があり、バランスのとれたまち

です。一方で、社会増減が激しいまちです。毎

年 5000 人くらいの出入りがあります。

高齢者人口は間違いなく増えているのですが、

30 歳代、40 歳代前半の、子育て世代は転入超

過です。住宅開発が続いていて、すぐに売れる。

しかし、人口予測では減っていきますので、ど

う歩留まりさせるのかが、政策的な課題です。

自主財源は総額の 55 ％程度です。市内には

大きな企業があるのと、地価がある程度高いの

で、個人住民税と固定資産税に支えられている。

しかし、これから高齢化が進んでいくと、所得

が減り始めます。健全な財政を維持するために

は、いろいろな分野に投資が必要です。

200 世帯ほどのマンションが建つと、子ども

の数が急激に増えます。10 年ほど前に建った

マンションの子どもたちは、ちょうど学童保育

が必要な年齢になっています。そうかと思うと、

駅前のマンションができた時には、子どもの数

が増えるだろうと予測して対策に乗り出しまし

たが、思うほど増えませんでした。山手に住ん

でいた高齢者が、家を売って、駅前に引っ越す

パターンが多かった。市内の住み替えが多いと、

郊外の住宅は空き家が増えていきます。政策的

に、空いた郊外は、若い世代に入っていただく

という循環を作らないといけない。

長岡京市は、マンションにしても戸建て住宅

にしても、一戸あたりの住居面積や敷地面積は

大きめのものしか建てられないように、まちづ

くり条例で規制しています。したがって、比較

的良好な街並みが形成されているのですが、そ

のために価格が高く、売りにくい状況が生まれ

ています。一区画 4000 万円を超えるものも多

く、普通のサラリーマンではなかなか買えませ

ん。しかし、半分に分けるのは条例にふれてし

まいます。それを緩めると、街並みが失われて

いく。そのバランスをどうとるかが、大きな課

題です。

高橋 少子化や高齢化は、まちづくりに大きな

インパクトを与えますね。住宅問題や老人福祉、

教育など、課題はますます増えています。

中小路 長岡京市では、小学校によって生徒の

数がアンバランスになっています。多い学校で

約 1000 人、少ないところで 250 ～ 300 人と、4

倍近い差が出ています。しかし、簡単には再編

できません。住民のつながりが強く、地域行事

に熱心な地域も多いので、機械的に子どもの数

で割れない現状があります。

低所得者層の負担を軽減

高橋 今年 4月から、生活困窮者の支援制度が

始まりました。自立相談支援や住居確保給付金

の支給、就労準備支援、一時生活支援、家計相

談支援、学習支援などを行うものですが、長岡

京市では、どのように取り組まれていますか。

中小路 この制度が始まる前の 2013 年と 14 年

は、モデル事業として相談事業をしました。

今年度は、介護保険料の改定によって、保険

料が上がりました。また、水道料金の上水道分

は下げ、下水道分は上げたことで、0.5 ％位の

上昇になっています。低所得者層にとっては負

担感があるので、国は非課税世帯も含めて臨時

生活福祉金を支給します。また市単独では、同

じ対象者に対して、１人当たり 1200 円の臨時

生活支援金を支給します。

観光は、近隣自治体との連携が課題

高橋 5 月 16 日の『京都新聞』に、「乙訓歴史

巡り」が紹介されていました。現在、日本では

国をあげて「観光大国」をめざしていますが、

長岡京市では、今後どのような観光振興を考え

ておられますか。大型観光バスの駐車場が不足

しているとも聞いていますが。

中小路 大型観光バスの駐車場は、京都縦貫道
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の高架下に、5 台分くらい整備します。観光バ

スが来るのは、紅葉で有名な光明寺や、キリシ

マツツジで有名な長岡天満宮などで、季節的に

限られています。以前、村田製作所の旧本社を、

駐車場に使わせていただいていたのですが、研

修施設を建てられることになり、受け入れに困

っています。

高橋 高架下は、運動場以外にも、さまざまな

用途に活用しておられるのですね。いい話です。

中小路 高架下だけでは、本格的な解決にはな

らないため、関係機関とも調整しています。

長岡京市は、観光政策が弱いところがありま

す。長岡天満宮に参拝する観光客数は、府下で

10 本の指に入るほど多い。しかし、問題は、

観光客が多くても、地元にお金が落ちないこと

です。観光客 1人が消費する額は、長岡京市で

は約 430 円、京都市内は 1 万 3500 円です。来

てもらっても、地域経済の活性化につながって

いない。

高橋 観光は、いかに地元の産業とつなぐかが

課題ですね。京都市では、観光客が減る冬の時

期には、「花灯籠」などのイベントを組んで、

集客力の強化を図っています。

中小路 京都市のように観光資源が多いところ

は、観光産業も成り立ちますが、長岡京市のよ

うに、観光資源が限られているところは、なか

なか難しいところがあります。全国の、商業施

設や地産地消の取り組みを見学しましたが、成

り立っているところは、売上の 6、7 割を地元

住民が買っています。地元への売上げが主で、

残りが観光客。大山崎町や向日市など、乙訓全

体として取り組まないと、人は増えていかない

し、お金も落ちない。

高橋 政府は、2016 年度に、複数の自治体が

共同で実施する地方創生事業に使える「新型交

付金」を検討しています。京都府北部では、自

治体間の連携が模索されているようですが、こ

れからは、近隣との連携が必要な時代になって

きましたね。

付加価値を高めて地場産業の活性化

岡本 地域活性化には、地場産業の振興も必要

ですね。伊賀上野の、地元の畜産組合が作った

「モクモクファーム」は盛況のようです。

中小路 昨日、就任以来初めて、日曜日に時間

がとれたので、子どもを連れて,神戸市三田の

「めんたいパーク」へ見学に行きました。もの

すごい人ですよ。子どもが遊べる施設も作って、

上手な運営をされていました。食べられるのか

と思うほど、直売の「明太子」をたくさん買っ

ておられました。

岡本 市では、西山の整備に携わるボランティ

アの育成も図っておられますね。

中小路 ボランティアは熱心ですね。サントリ

ーは、自社工場の上流にある森を「天然水の

森」として、整備に力を入れておられます。社

員全員が、研修の一環として、「天然水の森」

で整備をされています。

高橋 長岡京市は、「竹」が有名ですね。今日

は、昼食に筍料理を食べようと思ったのですが、

すでに季節外れでした。一年中、筍料理を食べ

られるようにはならないのでしょうか。

中小路 寺社仏閣とは違う人の集め方をしない

と、京都市には勝てないですからね。

来年は、大手旅行会社が、春に「筍掘り体験

ツアー」を企画します。竹藪での作業を含めた、

1 年を通じた企画が必要だと思っています。美

味しいものが食べられるというのは当たり前で、

それに付加価値を付けないと、人は来てくれな

い。

高橋 交通の便は、非常にいいですね。

中小路 阪急京都線の特急の停車駅で、電車の

窓から田んぼが見えるのは、長岡京市だけです。

交通の便がいいため、その裏返しとして、市民

は、美味しいものを食べようと、京都市や大阪

市に出る。地元でもっと食べられるところが欲

しいですね。ニーズがあるので、それなりに流

行るはずなんですけどね。
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長岡京市では、「竹」を中心に活性化を考え

てきました。しかし、私は、市の職員に「一旦、

竹の発想が抜け出そう」と言っています。これ

までと同じように「竹」からすべてを出発する

と、範囲が狭くなる。「竹」から離れて考える

ことも必要ではないかと思います。

高橋 そうですね。宮津市も「天橋立」という

観光資源から逃れられず、それに甘えてしまっ

て、次の発想を展開することが難しいと、反省

されていました。

駅前再編整備の一環として
庁舎を建て替え

高橋 市庁舎は、ずいぶん古いようですね。建

て替え計画はあるのですか。

中小路 築約 50 年です。できた当時は斬新だ

ったようで、全国から視察に来られたそうです。

耐震の問題もあるので、いよいよ建て替えを

迫られています。耐震調査では、補強すれば執

務スペースが狭くなることがわかりました。

庁舎の建て替えは、周辺にある金融機関や保

育所が移転するので、駅周辺の再編整備の一環

として位置づけたいと思っています。現行と同

じ分庁舎方式でいくのか、北庁舎を高くして 1

つにするのか、駐車場をどうとるかなど、それ

らにかかる時間と費用を試算して、これから議

会に報告する予定です。

女性を生かす職員の定員管理

岡本 2005 年の「集中改革プラン」で、どの

自治体も職員の新規採用数を減らし、職員数が

ずいぶん減少しました。もう限界に近いと、最

近は新規採用を増やしている自治体が多いよう

ですが、長岡京市はどうされていますか。

中小路 人事は難しいですね。年齢層にばらつ

きがあります。技術職にも課題があります。最

近では景気が良くなると、職員を募集してもな

かなか集まりません。採用が厳しい局面になっ

ています。合格しても逃げる人がいます。府内

の、ある自治体は、去年 5、6 人逃げられたそ

うです。

新規採用は、女性が増えました。今年も 24

人採用したなかで、15 人が女性です。技師や

土木、建設分野に多い。

高橋 京都市も、新規採用職員のうち女性の占

める割合が多かったようです。

中小路 女性は、民間企業に就職すると、転勤

があるなどとして、躊躇されるようですね。公

務員は、エリアが限定されているため、女性に

は比較的働きやすい職場なんでしょうか。

管理監督職は 35 ％が女性です。育児休暇も

増えている。働く女性の管理監督職が増えてく

ると、その人たちが、産前産後休暇や育児休業

をとりやすくする必要がある。そのためには、

定数管理を考え直さないといけないですね。減

らす一辺倒できていますから、現在はぎりぎり

の人数です。

民間企業では、女性が働きやすい職場づくり

のために、社員数を増やしています。今はアル

バイトなどで、何とか埋め合わせをしています

が、民間と同じように職員の採用を考えないと、

職場が回らなくなります。

高橋 長岡京市には、連合京都傘下の労働組合

がたくさんあります。また、連合乙訓地協の活

動も活発です。ぜひとも、地域の労働者との連

帯を強化し、良い部分はどんどん吸収し、働き

やすく、やりがいのある職場づくりをめざして

いただければと思います。

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、

市民のためにご活躍されることを祈念して、こ

れで終わりたいと思います。

暮らしやすい上質な背活空間で、賑わうまちに 7


