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岡本 今日は、お忙しいところ有り難うござい

ます。木津川市は、2007 年に、木津町、加茂

町、山城町の 3町が合併して誕生しました。

河井市長は、合併前の木津町で、町長として

合併を率いてこられました。合併後も新市の市

長に就任され、今年 4月の市長選では引き続き

3期目を担われることとなりました。

大変な時期を乗り越えて、木津川市の礎をつ

くってこられたわけで、さまざまなご苦労があ

ったと思います。

合併の苦労を乗り越えて

河井 合併前とその直後は、職員も大変でした。

合併前は、住民に不安がありましたから、合併

の必要性やメリッ

トなどの説明に追

われました。

役所の仕事は、

全国一律、同じよ

うにしているので

はなく、決裁の方

法や作業手順が違

っています。3 町それぞれのやり方があって、

サービスの内容も違ったため、合併前後の 1年

間は、統一するための調整に苦労しました。合

併当日は、新しくしたコンピュータシステムが

正常に動くかどうか、皆、緊張しました。

合併後 1 年間は、3 町の職員それぞれが、

「うちの町のやり方が“一番”」という自負が
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ありましたが、統一していくなかで、お互いの

違いを見つめ直す良い機会になりました。大変

な分だけ、成長したように思います。また、職

員が増えたことで、文化財保護や観光・商工な

ど、専門的課題に取り組む職員や、専門部署を

配置できるようになりました。危機管理は、総

務課から独立させて、危機管理に特化した課を

つくりました。職員が、専門的な分野に深くか

かわることができたのは、大きな成果だと思い

ます。

岡本 「町」から

「市」になると、

これまで取り組ま

なくてもよかった

事務事業が増えま

すね。

また、住民との

距離感も変わって

きます。職員もそうでしょうが、とりわけ、住

民の役場や自治体に対する思いが、弱まってし

まったりします。

河井 福祉分野など、「市」になったことで増

えた事務事業が、結構、多いですね。その分だ

け、職員も苦労しましたが、一緒に乗り越える

ことで、職員同士の信頼関係ができました。

「市」になった当時、職員は、住民から「ど

この町の出身ですか」と、よく聞かれていまし

た。手続きなどが、住んでいた町によって違い

ましたからね。今は、そういうこともなくなり

ました。

合併から 5年間は、山城地域と加茂地域に、

地域審議会を設置しました。地域の代表と有識

者に委員になってもらい、合併前に町が約束し

ていたこともありますので、新たな提案や重要

案件は、必ず地域審議会で決めていました。ま

た、旧町の助役等に、3 年間、特別職として残

っていただき、旧町で決めていたことなどが引

き継がれるよう、配慮しました。

高橋 住民にとっては、役場に行けば知ってい

る顔ばかりだった

のが、合併によっ

て、これまでとは

違う職員が対応す

ることになります

から、戸惑う人も

いたでしょうね。

合併後は、新し

い市として、一体感をつくるのも、大変だった

と思います。

河井 それが一番の課題でした。合併した場合、

住民同士の気持ちが一つになるには、50 年か

かると言われています。住民が一体感を持てる

ように配慮しながら、まちづくりを進めていく

にはどうしたらいいかが、大きなテーマでした。

子育て・教育の充実で

若い移住者を支援

岡本 木津川市は、東洋経済新報社が発表して

いる「住みよさランキング」で、2014 年度は

京都府内第 1位、2015 年度は第 2位と、大変、

高い評価を得ています。

市民が「住みよい」と感じるには、いくつか

の要素があると思いますが、どんな施策が「住

みよさ」につながっていると思われますか。

河井 そうですね。木津川市は、全国的にみて

も稀な人口増加自治体です。とくに若い世代の

転入が多いです。若い世代が転入を決めるにあ

たっては、子どもが確実に保育所に入れるか、

学校が近くにあるか、病院が充実しているかが、

ポイントです。

岡本 統計によると、30 ～ 40 歳代の世代が増

加していますね。

河井 そのため、子育て支援策を充実させてい

ます。最近の女性は、働きながら子育てする方

が多いため、保育園の待機児童ゼロを目標にし

ました。財政的に公立保育園の増設は難しいで

すので、民間に保育園を 4園、作っていただき、
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800 人近くを受け入れてもらいました。

また、子どもが保育園から小学校に進学した

とき、「1年生の壁」があると言われています。

保育園は保育時間が長いのですが、小学校に行

くと短くなります。そこで、放課後の児童を受

け入れる「放課後児童クラブ」を作りました。

夏休みも、朝から受け入れています。そういう

「子育て支援」が、人口増加につながっている

と思いますね。

高橋 増田寛也さんが率いる日本創生会議が、

2040 年には、子どもを出産する女性の 9 割強

を占める 20 ～ 39 歳の女性の数が、5 割以上減

る市区町村が 49.8 ％にのぼり、全国で 1718 あ

る市町村のうち 523 が、人口 1万人未満となっ

て消滅するおそれがある、という推計を発表し

て話題を呼びました。

全国的には、人口減少をいかにくい止めるか

が大きな課題となっているなかで、人口が増加

している自治体は珍しいですね。

河井 学校は、3 校を新設するなど、先行投資

をしています。人口が増加している割には税収

が増えないため、市の財政にとって先行投資は

厳しいのですが、子どもが増えているので、耐

震工事や建て替えなども含めて、学校の整備に

力を入れています。

高橋 福知山市にある成美大学は、学生が集ま

らず経営危機に陥って、存続が危ぶまれる事態

になりました。しかし、京都府の北部には、他

に大学がないため、高校を卒業した若者が都会

の大学に進学すると、そのまま就職して地元に

帰ってこない。大学がなくなれば、若者の人口

減少が進みます。そのため、福知山市は、成美

大学を公立化することに決めました。人口減少

をくい止めるためには、地元に大学が必要です。

その点、木津川市は、奈良や京都、大阪に近

いですから、地理的には恵まれたところですね。

河井 転入者にお聞きすると「京都や大阪の大

都市で暮らしたけれど、木津川市は自然が残っ

ていて、通勤もそこそこ便利なため、子どもが

生まれたことをきっかけに、引っ越してきまし

た」と言われる方が多いですね。木津川市は、

ほどよく田舎で、都会の便利さも味わえます。

「合併推進債」で、旧町の懸案を解消

高橋 「町」としてはできなかったことが、

「市」になったことで取り組めるようになった

こともありますね。

河井 私は木津町長も経験していますが、木津

町のときは、年間 100 億円ほどの予算でした。

今の木津川市は、200 数十億円です。家計と同

じで、100 億円の予算で組める内容と、200 数

十億円で組める内容は変わります。これまでで

きなかったことも思い切ってできるし、頑張っ

て削減すれば大きな効果が現れます。削減した

予算は、また違うところに投資できます。予算

がある程度の規模になると、いろいろなことに

取り組めます。

合併特例債は、適用される年度から 1年遅れ

たため、使えませんでした。合併関係市町村が

一体的に実施する公共施設の整備のための事業

について、地方債を起こすことができる「合併

推進債」で、長年の懸案であったクリーンセン

ターや、庁舎の改修、給食センターなどを整備

しました。合併特例債だったら 200 億円だけで

した。合併推進債は、交付税措置の率が少し低

いのですが、必要なものに使うことができたた

め、基金は、合併当時と同じ 100 億円を維持で

きています。

企業誘致で、若者が働ける場を確保

岡本 若い世代に移住してもらうには、働く場

の確保が必要になりますね。その点はいかがで

すか。

河井 市役所に、就職相談に応じるコーナーを

設けたり、市と研究機関、ハローワークの 3者

で、雇用に関する情報を交換しています。
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働く場を確保するために、とくに力を入れて

いるのが、企業誘致です。これまでは、学術研

究都市に研究施設しか誘致できなかったのです

が、今は生産機能の併設も認められました。来

ていただく企業に助成金を交付するにあたって

は、木津川市に住む住民を 5人以上を、新たに

雇用することを条件にしています。北陸地方か

ら移転してきた会社は、新卒の高校生を毎年、

採用しています。雇用の場があることは、「こ

こに住みたい」という、大きなインセンティブ

になります。

イオンや平和堂など、大型スーパーも増えて

いるため、そこで働く人も増えています。企業

には、「募集すれば、すぐに優秀な人材が集ま

る。ここはいい地域だ」と、喜ばれています。

企業と、身近なところで働きたいという住民の

ニーズが、うまくマッチしていると思います。

住民の一体感が生まれた

「木津川アート」

岡本 市では、地域活性化のために、役所の中

に「マチオモイ部」を創設されました。これは、

どういうきっかけで設けられたのですか。

河井 2011 年に開催した「木津川アート」で、

総合プロデューサーだった佐藤啓子さんが、町

に対する感謝の思いを込めて「木津川アートが

マチオモイであることについての考察」という

マチオモイ帖をつくられました。この「マチオ

モイ帖」は、もともとは、女性クリエーターが、

自分を育ててくれた瀬戸内海の小さな島を、自

分の目線で、自分の言葉でまとめた小さな冊子

です。それを見た町の人びとは、町の昔話を楽

しそうに話したり、観光客がそこに載っている

場所を訪ねたりと、波紋を広げたことがきっか

けで、全国に広まっていきました。

木津川市では、この取り組みに共感して、当

時の観光商工課と農政課を再編し、「マチオモ

イ部」をつくりました。来年 3月に、合併から

10 年目を迎えます。もう少し検討して、全体

の組織を見直していきます。今は、とりあえず

「地方創生」にあわせて走っています。

高橋 「木津川アート」で取り組まれた「マチ

オモイ帖」が先にあったわけですね。改めて、

自分にとって大切な町を再確認すること、そう

いう趣旨に共感して、市としても取り組みをす

すめたいと。

市では、「木津川アート」に力を入れられて

いますが、これはどのような取り組みですか。

河井 「木津川アート」は、現代アートを活用

した「まちづくり事業」です。誕生は 2009 年

にさかのぼります。2007 年に合併したものの、

なかなか旧町の垣根を越えた交流に結びつかな

い現状がありました。そのなかで、この企画が

生まれました。

「木津川アート」の特色は、市内のさまざま

な場所を舞台として、アーティストや地元の方

が、まちの新たな魅力を発掘・発見していただ

き、市民同士の交流はもとより、市外との交流

も進めることにあります。旧町の垣根をなくし、

新しい市の魅力を発信するきっかけづくりです。

「木津川アート」を取り組むなかで、住民に

「自分たちも何かをやろう」という機運が高ま

っています。廃校になる当尾小学校区の住民か

らは、「ぜひここを使ってほしい」と申し出が

ありました。小学校で、給食を食べたり、展示

をしたり。地域の方がたくさん参加しました。

参加したおばあちゃんが、神社で「福娘」をさ

れたり、翌年からたくさんの参拝客が来られる

など、活気が生まれています。今では、文化祭

やライブも取り組まれています。そして、小学

校も「当尾の郷会館」として生まれかわりまし

た。そこをウォーキングやサイクリングをテー

マした拠点にする計画も進んでいます。

こういう企画を、「マチオモイ部」で立てて

いきたいと思っています。地元の農産物を、東

京や海外に売り込む企画も、「マチオモイ部」

で取り組もうとしているところです。
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高橋 海外への発信も考えておられるのですね。

姉妹都市はないのですか？

河井 ないんです。海外との交流では、アメリ

カのサンタモニカに、毎年、中学生が 12 人、

訪問しています。向こうからも来られて、16

年ほど交流しています。

高橋 京都市は、たくさん姉妹都市があります。

私が子どもの頃に描いた絵が、姉妹都市の 1つ

である、イタリアのフィレンツェで表彰されま

した。フィレンツェからは、市章が入った賞状

が送られてきて、嬉しかったことを覚えていま

す。こういう交流は、コストがかからないわり

には、気持ちが残ります。

河井 ぜひ参考にさせていただきます。子ども

たちは、3 日間、サンタモニカの民家に泊まり

ますが、得るものが大きいようです。たくさん

の子どもたちに経験させたいのですが、予算の

制約がありますからね。

岡本 今日、ここに寄せていただく前に、「木

津川アート」の会場になった「月の工房」で昼

食をいただきました。店主に声をかけたところ、

お店に設けている能舞台で、尺八や琴の演奏を

したときのことや、町家をどう改修したのかと

いうことを話してくれました。「また、ぜひや

らせてもらいたい」と言っておられました。

「木津川アート」で“まちおこし”をしてい

こうと思われたきっかけは、どういったものだ

ったのですか。

河井 2010 年に奈良市で開催された「平城遷

都 1300 年」のとき、平城宮でブースを借りて

木津川市の PR をしました。翌年の「京都国民

文化祭」では、聖武天皇が遷都された「恭仁

宮」があることを紹介しようと、天平衣装を着

て PR しました。次に何を発信しようかと、委

員会を設けて相談した結果、「木津川アート」

の企画が生まれました。誕生は 2009 年にさか

のぼります。

200 年ほどたった旧家では、新聞を丸めて作

た動物の作品が展示されました。大きな池に

松村忠寿さんの作品

「フキだし project in 木津川市」 (2010 年)

ポツンと椅子があったり、普通では想像がつか

ないアートに、最初は、何がなんだかわかりま

せんでしたが、やってみて、みんなとても面白

かったようです。来年は、山城地域でやります。

高橋 そろそろ準備にかかられているのですか。

河井 作家さんの募集を始めています。前回は、

全国から 200 組ほどの申し込みがあって、40

組を選びました。3 組は招待です。木津川市で

感じたことを表現するアーティストを選んでい

ます。選ばれたアーティストが、自分で町中や

山の中を歩いて、展示スペースを探します。

高橋 会場探しに、職員も一緒に回られるので

すか。

河井 市は、できるだけ口を出さないようにし

ていますが、市が関わらないと信用していただ

けない場合もあります。前回は、地下道でライ

ブの計画が出されましたので、国の許可が必要

でした。いつも、ハードルの高い提案をしてく

れます。

高橋 京都市では、地下鉄構内の空いているス

ペースに、店舗ができています。昔は行政の指

導により、一切、そういうスペースを使うこと

ができませんでした。各方面に対する要請等、

職員が努力したことで、今は多くの店舗ができ

ています。「京都初出店」の店ができたりして

賑わいが生まれ、売上げが京都市交通局の収益
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ボランティアもいっしょに (2012 年)

になって、赤字改善に一役かっています。

河井 担当の職員は、苦労しているようです。

「木津川アート」は、アーティストだけでな

く、地域の方が、自分の作品のように説明して

くれます。家の近くで展示されると、おばあち

ゃんが、畑を休んで、きれいにお化粧して、作

品の紹介をされます。準備段階から一カ月ほど、

自分の家にアーティストを泊められる方もいま

す。アーティストからは、「木津川市は面白

い」と評判になっています。

岡本 「木津川アート」によって、合併した住

民同士の交流が深まった、というようなことも

聞いています。

河井 アートを見て回ることで、旧町を越えた

住民同士の交流や、これまで知らなかった他の

町の良さを知るきっかけになりました。また、

ボランティアとして関わることで、住民同士の

一体感も生まれました。これは、「木津川アー

ト」の最大の効果だと思っています。

また、自分の住んでいる地域に誇りが持てる

ようになりました。廃校になるような地域に、

たくさんの人が集まる。「ここは、こんなにい

いところだった」「まだまだ頑張ろう」という

気概が生まれています。

家族の理解と応援が、女性参画の要

岡本 河井市長は、京都府内で唯一の女性市長

です。現在、女性の活躍が求められていますが、

女性の職員や住民が「活躍」するために、どの

ような取り組みをされていますか。

河井 議員や審議会の委員は、男性が多いです

ね。審議会の女性委員は、現在 32.9 ％です。

会議に女性がいないと、気付かないことが山ほ

どあります。審議の内容を幅広いものにするた

めにも、女性の意見を反映する必要があります。

市では、委員の 40 ％を女性にする目標を立て

ています。

管理職では、部長職に女性が 2人います。女

性管理職を全体で 20 ％台にする目標を立てて

いますが、なかなか達成できていません。親と

同居されている方が多いので、介護が必要にな

ると、管理職になっても辞めていかれます。女

性が働くためには、家族の理解が必要です。と

くに管理職は、家族の応援や理解があってこそ

務まる職種です。私も、家族の理解がないと、

市長を務め続けるのは難しいですね。

最近は、男性が家事や育児に関わるようにな

りました。今の若い人は、抵抗なく、子どもの

オムツを換えられるようです。若い世代が多い

新興住宅地の会合は、女性が多く参加されます。

PTA も女性会長が増えました。

岡本 今の時代、共働きをしないと生活できな

いという事情もありますね。女性が、どんどん

外に出て行くには、活躍できる場が必要です。

計画だけでは、なかなか進まない。

河井 そういう場所づくりをやっていかないと、

いけないですね。

高橋 女性市長が少ないなかで、どんどん発信

していただきたいですね。また、私ども木津川

市職でも、先日、女性部が発足しました。ぜひ

とも協力していただいて、女性参画を進めてい

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。
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