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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。昨年 6月、福知山市長に就任されてから

1年がたちました。2007 年に京都府議会議員に

当選後、3 期 9 年を務められましたが、府議会

議員時代と福知山市長とは、かなり違いますか。

この 1年を振り返っていかがですか。

ミクロとマクロの視点で市政を運営

大橋 議員の役割は、行政の施策をチェックし

たり、市民の声を市政に反映させることです。

そこで、府議会議員時代は、地域をくまなく歩

かせていただきました。つまり、ミクロ的に地

域を見て、地域住民の気持ちや実情を、しっか

り見て聞いたうえで、政治の場に臨むようにし

ていました。

一方で、市長の役割は、基礎自治体である福

知山市を、将来に向けて持続的に、次世代に引

き継いでいけるようにすることが求められます。

市長になってからは、よりマクロ的に見ること

も必要になっています。地域間競争が激しくな

っていますので、全国的な状況や、国の取り組
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みなど、グローバ

ルなところもしっ

かり見ていく必要

があります。他の

自治体の状況を、

失敗例も含めて調

べ、学ぶことも重

要です。

自治体間の広域的な連携も求められているの

で、「井の中の蛙」にならないようにしなけれ

ばなりませんね。

厳しい財政状況ですが、将来、気がついたら

大変なことになっていた、ということではいけ

ないので、ミクロとマクロの視点が必要だと思

っています。

高橋 府会議員時

代から、地域をく

まなく歩いて実情

を把握されてこら

れました。

そこに、市長の、

「土地を知り、人

を知り、人の心を

知る」という政治信条が、生きているのですね。

大橋 信条の原点は、「地域を歩く」ことです。

福知山市内全域を、一戸ずつ、2 回以上、歩い

ています。この前も、大江町の奥北原というと

ころにまいりした。常時、住んでいるのは 2戸。

奥北原の奥に 3軒の家があって、前は、左側に

はおじいちゃんが住んでいて、上の家は空き家

になっています。そういうことがわかる職員が、

どれだけいるかですね。住んでいる人の顔と生

活を知るように歩いています。

岡本 地域に目を向けると、福知山市は、2006

年に、近隣の三和町、夜久野町、大江町と合併

して、11 年がたちました。それぞれの地域に

は、課題が残っているところもあれば、解消さ

れているところもありますね。

大橋 福知山市は、もともと福知山町から始ま

って、編入合併を繰り返してきました。それぞ

れの地域に、それぞれの伝統がありますので、

住民の育った地域への思いは、強いものがあり

ます。そのなかで合併に踏み切られたのは、町

を少しでも発展させたい、持続させたいと考え

られたからですから、できるだけ気持ちに沿う

ようにしていくことが必要です。

厳しかった、初めての予算編成

岡本 今年度の予

算は、市長になら

れて初めて、本格

的に取り組まれた

ものですね。いろ

いろご苦労があっ

たと思いますが。

大橋 2016 年度は、補正予算は組みましたけ

れど、全体予算は今年度が初めてです。まだ手

さぐりの部分もあって、限られた財政状況のな

かでの予算編成は、なかなか厳しいですね。

岡本 市長の裁量で使える予算は、限られてい

ますからね。

大橋 自分が考えてきた政策を存分に生かすの

は、なかなか難しいですね。予算規模は 394.8

億円と大きいので、好きに使えそうに見えます

が、決してそうではない。ほとんどの予算は、

決められた事業に充てなければなりません。人

口 7 万 8940 人の市長になって、改めてそれを

実感しています。

「これでいいのか」と悩みました。財源は、

当然、市民のみなさんの公金ですから、たとえ

小さな金額でも、よく考えて使わなくてはいけ

ません。

高橋 府議会議員を経験されて、勉強されてき

たことが、市長になって、役に立っているとい

うことも多いでしょうね。

大橋 府議会議員時代には、事業の企画をたて

る時にも、その目的や組み立て方、成果の測り
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方など、手法や問題点について、細かく勉強さ

せていただいたと思います。

先の時代を見据えた地域づくり

岡本 市長は、選挙前の公約で、「観光客 100

万人の復活」「事業者支援と人づくり」「医療・

介護・福祉の充実、防災力を強化」「市民すべ

てが活躍するまちづくり」「対話、経営力の高

い市政実現」の 5つの柱を掲げられました。こ

れらはどういった思いから掲げられたのですか。

大橋 私は、福知山市を次世代にきちんと引き

継いでいけるまちづくりを考えています。その

ためには、基礎自治体は、医療、介護、子育て、

教育、防災など、基本的な行政サービスをきち

んと提供しなければなりません。また、財政問

題も重要です。しかし、この 2つだけやってい

たのでは、市の伸びしろがあまりないので、一

定の投資をやって、まちを元気にすることが必

要です。そこで、大枠では、3 つの考え方で取

り組もうと思っています。

1 つは、財政の「見える化」です。昨年、事

業の棚卸しをしました。より効率的で効果的な

市政経営を進め、行財政基盤を安定させるため

です。財政は、できるだけ「見える化」するこ

とが重要です。そこで、予算編成過程を公表し

ました。結果も公表しています。事業の棚卸し

は、計画(plan)、実行(do)、評価(check)、改

善(act)というマネジメントサイクルのなかの、

「評価」の段階で公表しています。そういった

行政のマネジメントサイクルを、確立しようと

思います。事業の棚卸しは、去年は 100 事業ぐ

らいでしたが、今年は 400 事業ぐらいをします。

2 つめは、団塊世代が 75 歳以上になる 2025

年、さらにその先の時代も考え、昨年、医療・

介護・福祉の総合的な体制づくりを検討する委

員会を設置しました。委員は、市民病院の関係

者と、医療・介護・福祉の現場におられる方。

総合的な地域包括ケアの体制をどうつくるのか、

すべての世代を対象にした健康づくり、福知山

市民病院の機能と役割の充実などについて検討

していただきます。今年度末頃には、最終報告

書が出る予定です。それをもとに、みんなで考

えていきたいと思っています。

3 つめは、昨年、福知山市の認知度を上げる

ための基礎調査に向け、パブリック・リレーシ

ョンズ・スタートアップ事業を始めました。観

光による地域づくりや、コンサルティングによ

る産業振興支援など、福知山市をさらに元気に

するための取り組みを進めています。

高橋 事業の棚卸しは、これからも広げていか

れるのですか。効果は期待できそうですか。

大橋 将来的には、全事業で取り組む予定です。

第 6 次行政改革大綱をふまえ、2016 年度の決

算や、2018 年度予算を組む段階で厳しいもの

があることを見据えて、さらに行政改革を進め

ていかなくてはいけないと思っています。その

あたりは、市民との対話を通して考えていきた

いと思います。去年から、次世代を担う子ども

たちのワークショップを始めました。子どもた

ちに、まちの現状と未来を知ってもらい、福知

山市のことを考えて欲しいと思っています。

高橋 そういう施策には、元京都府議会議員で

現在、ＰＨＰ研究所の主席研究員の熊谷 哲さ

んにも助言をもらうのですか。

大橋 熊谷さんは、全国の自治体にかかわって

おられ、知識も経験も豊富なので、福知山市の

特別参与になってもらっています。週 1回ほど

来て、行財政改革全般の進め方などについて、

助言をもらっています。ただ、意見通りにして

いるわけではなく、「それは無理だ」という場

合もあります。あくまでも助言者として、貴重

なご意見をいただいています。

行政は、「何となく今までやってきたから、

このままでいい」ということに陥りがちで、一

度、始めた事業はやめづらい傾向にあります。

そのため、他に大きなニーズがあっても、そち

らに振り分けることができない。全体として見
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て、財源をより効率的で、成果が上がる事業に

振り分ける視点を、事業の棚卸しを通して、市

の職員にはもっと持って欲しいと思っています。

これは、あくまでも市の内部点検ですから、市

の職員が十分、理解することが必要です。将来

は、市職員だけでできるようにしたいですね。

高橋 今年度予算では、「実務派遣で職員の政

策形成能力を向上」するための予算を拡充され

ましたね。職員の研修事業は、ぜひとも進めて

いただきたいと思います。

大橋 将来世代に引き継いでいく福知山市にす

るためには、職員の育成が大事です。ミクロ的

な視点も重要ですが、マクロ的な視点も重要で

す。職員も同じで、マクロとミクロの両面の視

点で考える力を、もっと育成する必要がありま

す。

これまでの研修は、講義を聴講するというの

がメインでしたが、別の研修機関に行ってもら

うことも必要です。そこで、今年度から、地域

活性化センターに、2 年間、職員 1 人を派遣し

ました。話を聞くと、昼間は仕事をし、研修は

夕方 5時から始まるそうです。卒業するには、

レポートを出さないといけない。かなり厳しい

みたいですね。

また、そこには、3 ～ 4 日の「地域リーダー

養成塾」が、年 9 回あります。それに、職員 2

人と、応募した地域の人に 1人、行ってもらっ

ています。研修の定員は 40 人ですから、福知

山市から 3人採っていただいたのは、異例なこ

とだそうです。また、土曜日・日曜日に開催さ

れる集中セミナーには、数人が行きます。広い

社会で人脈をつくることは大事です。できるだ

け他の機関の研修に行ってもらい、次世代の福

知山市を担う人材を育てたいと思っています。

成果が出るまで事業者を支援する

「産業支援センター」

岡本 今度、「産業支援センター」を設置され

るようですが、具体的にはどんなものですか。

大橋 「産業支援センター」は、来年 1月くら

いにはできる予定です。これは、富士市がやっ

ている“f-Biz”モデルを使わせていただきま

す。行政は、これまで中小企業や小規模事業者、

農業従事者に対して、「補助金」という形で支

援してきました。それが全部、悪いということ

ではないのですが、「補助金」型の支援は、「補

助金」を交付することで事業目的が達せられた

ことになりがちです。「補助金」で支援した先

がうまくいったかどうか、成果が上げられたか

どうかは、あまり目的になっていない。「補助

金」を出すことが目的になってしまっているこ

とが多いように思います。

そこで、「産業支援センター」は、センター

長を公募して、その人にワンストップのコンサ

ルティングをやってもらい、成果がでるところ

まで支援してもらいます。これまでとは違う形

で、中小企業や小規模事業のみなさんに支援が

できないかということです。福知山は、農家戸

数も多いので、農業従事者にも利用していただ

ければと思っています。富士市でも、相談者の

10 ％くらいは農業関係者だそうです。

センター長は、一次選考が終わり、7 月末に

は二次選考をします。応募してこられた方の中

には、現在、職に就いている方もいて、その方

に決まれば、仕事を辞めてもらわないといけな

いので、一定期間が必要です。富士市に研修に

行ってもらう必要もあるので、立ち上げるのは

来年 1 月頃になりそうです。新聞で「月収 100

万円」が話題になりましたが、単年度契約で、

手当等はありません。成果が上がらなければ、

給料の減額や、お辞めいただくこともあるとい

う、多分にリスクの高い仕事です。応募してこ

られる方は、年収が 1200 万円以上の方もいて、

皆さん、地域を元気にしたいという思いを持っ

ておられます。すぐに成果をあげるのは難しい

ので、そこは一定の余裕をもって見ていくつも

りです。
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高橋 行政は予算年度で考えますから、「補助

金」を支出すれば目的を果たしたことになりが

ちです。最近、「成果」を出してから「補助

金」を出すというような、成果連動型の新しい

動きも出てきています。

大橋 そうですね。そういう考えた方もいいと

思います。

地域づくりを目的にした

「観光地域づくりセンター」

岡本 「観光地域づくりセンター」も作られた

そうですが、観光協会とは別のものですか。

大橋 「観光地域づくりセンター」は、6月 29

日に開所しました。これは、従来からある「発

地型」「着地型」の観光ではなく、「観光」とい

うツールを使って地域づくりをするのが目的で

す。例えば、福知山市には、日本棚田百選に選

ばれた「毛原」の棚田があります。そこの観光

と棚田の環境保全を両立させる「観光」を考え

ます。

もちろん、今ある観光協会とも連携します。

マネジャーは民間の方ですが、職員 2人を地域

づくり担当として配置しています。地域づくり

には、地域の人たちの理解が必要ですから、す

ぐに成果が出てこないと思いますが、進めてい

きたいと思っています。

市政 80 周年記念や治水などでイベント開催

岡本 今年は、福知山市市制施行 80 周年にあ

たりますね。いろいろな取り組みを企画されて

いるようですが。

大橋 大きなイベントを、二つ企画しています。

一つは、福知山市市制施行 80 周年記念と、

福知山市市民憲章推進協議会設立 25 周年記念

とを兼ねて、8 月 5 日に、「未来の力祭典」と

題して、喜多郎さんのコンサートや、肉カレー

フェスティバルなどのイベントをします。

「毛原」の棚田

これは 1 日限りですが、10 月の終わりには、

中心市街地の、駅と御霊公園、お城の 3カ所で、

全体を回遊できるイベントを、2 日間開催しま

す。駅周辺では「肉のまち」をテーマにした催

しを、御霊公園から広小路通りでは、昔やって

いた「ミニＳＬフェスタ」のようなことをしよ

うかと。

それ以外に、11 月 26 日に、現地見学会やシ

ンポジウムなどの内容で「治水対策プロモーシ

ョン」を、国や京都府の協力を得て開催します。

今年も、豪雨で九州北部に甚大な被害が出てい

ます。福知山市は、2013 年、14 年と連続して、

由良川の氾濫による大規模水害が発生しました。

国と京都府と福知山市が一体となって治水対策

に取り組みましたので、今年は「治水」をテー

マにした催しをやろうと思っています。治水で

は、こんな取り組みが進んでいると、市民にも

知って欲しいし、市外の人たちも見て欲しい。

現在、浸水地域にも住宅が建ちました。みんな

で頑張っているのを見て欲しいですね。

また、今年は自治基本条例を制定したので、

それを知ってもらうための事業もします。中学

校区単位で、それぞれ 3回の講演会などを行っ

ています。地域には、地域協議会、自治会、公

民館など、「住民自治」といえるかどうかは別

にして、活動が重なっている団体があります。

それらの、これからのあり方について、行政と

の関わり方も含めて、みんなで意見交換しよう

という事業です。

たとえば、過疎地域では、地元の役を、1 人
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で何役もこなしておられる方がいます。会議は、

ほぼ毎日あり、どうやっていくか悩んでおられ

ます。7 戸しかない地域、1 戸しかない地域も

ある。近隣と一緒になったらいいと言う人もい

ますが、それぞれ歴史や沿革があるので、簡単

ではない。そのへんも含めて、みんなで一緒に

考えようという事業です。

高橋 今年度予算には、「肉のまち福知山」と

いう事業があります。福知山は、世界的にも有

名なパテシエのお店があって、「スイーツ」の

まちというイメージが強いのですが、「肉」も

ＰＲされるのですか。

大橋 福知山を観光して、長く滞在してもらう

には、スイーツに加え、食べ物が必要です。ご

飯を食べてもらう、泊まってもらう、お酒を飲

んでもらうのは、「スイーツ」だけでは難しい

ので、まちおこしの一つのツールとして、

「肉」をコンセプトに使おうということです。

福知山市は、明治時代から続く市営の家畜市

場があって、「肉」の取り引きの歴史がある。

飼育期間が通常の 2倍ほどかかる「京地どり」

は、福知山市と南丹市の、3 戸の農家だけで飼

育されています。「鴨」や「ジビエ」で頑張っ

ているお店もあります。そう考えると、コンテ

ンツに使うのは「肉」だろうと。「お城」と

「スイーツ」に加えて、「肉のまち」をＰＲし

ようと思っています。焼き肉屋さんは、市内に

26 軒あって、人口で見るとかなり多い。

高橋 京都府は、「海の京都」「森の京都」「お

茶の京都」と、「みやこ」だけではない京都の

魅力を発信しようとしていますが、福知山市は

それらの中間点で、どういう位置づけをめざし

ていくのですか。

大橋 福知山市は「海の京都」にも「森の京

都」にも入っています。

「海の京都」は観光がメインです。「森の京

都」は、観光だけではなく、森林整備を含んで

います。福知山市には海がありませんが、京都

府の「海の京都」で、交流人口や観光客が増え

る取り組みをお願いしています。福知山市にあ

る大江山は国定公園になっていて、森林整備に

よる環境保全をやりつつ、人に来てもらいたい。

企業の立地でＵ・Ｉターンを促進

高橋 福知山市には、「長田野工業団地」があ

りますね。工業団地を作っても、企業誘致が難

しいところもありますが、「長田野工業団地」

は成功していると聞いています。

大橋 「長田野工業団地」は、去年度、過去最

高の出荷額で、2730 億円くらいありました。

現在、パンクするほど仕事がきているところも

あるそうです。

岡本 今年度予算には、企業誘致促進特別対策

事業として、Ｕターン、Ｉターンを雇用した企

業に奨励金を交付する事業を、新規に盛り込ま

れました。利用しようとする企業はありますか。

大橋 まだ始まったばかりですからね。去年、

私が就任してから、苦戦していた「アネックス

京都三和」の工業団地に、2 社の立地が決まり

ました。まだ工場が建っていないので、この制

度を利用してもらうのは、これからですね。関

連する条例が、今まで 2本あったものを 1本に

し、5000 万円だったのを 1 億円にしました。

固定資産税の免除も、片方の条例は完全免除に

なっていなかったのを完全免除にするなど、拡

充しました。できるだけ「アネックス京都三

和」も含めて、働いていただけるようになった

らいいと思います。立地される 2社うちの 1社

は、障害者雇用に積極的な会社なので、必要な

情報提供もしていきたいと思っています。

岡本 今日は、貴重なお時間をいただき有り難

うございました。新時代に対応した福知山の地

域づくりについて、たくさんのお話をうかがい

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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