
＜こんにちは「八幡市長」＞

右から、岡本哲也、堀口文昭、高橋直樹、山本篤志（自治労八幡市職員労働組合執行委員長）

「シビックプライド」の醸成で、豊かな八幡市に
堀口文昭さん （京都府八幡市長）

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、お忙しいところ有り難うござい

ます。市長は、1974 年に、当時の八幡町の職

員として勤務されたのち、2010 年には副市長

に、2012 年には八幡市長に当選されました。

ずっと八幡市の行政に携わってこられましたが、

市長に就任して 6年。どんなご感想をお持ちで

すか。

未来への投資は「教育」で

堀口 市長に出馬するにあたって、八幡市の未

来への投資は「教育」だと考え、「京都府一の

学力をめざす」ことを掲げました。教育は理念

も大切ですが、プラグマティックに対応するこ

とも大切です。

当時の教育長から「公約実現のため、学習支

援員を配置して欲しい」と提案があり、市単費

で学習支援員分として 3000 万円位を充ててい

ます。市民や教員 OB に学習支援員になっても

らい、必要な学校に配置しました。
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ジェームズ・

Ｊ・ヘックマンが

書いた『幼児教育

の経済学』（東洋

経済新報社）が、

2015 年に出版さ

れました。恵まれ

ない家庭の子ども

たちに、幼児教育の教師を派遣したグループと、

そうでないグループの 2つに分けて、幼少期か

ら成人するまでを追跡調査した。その結果、5

歳までの教育が、その人の一生を左右すること

がわかりました。幼少期における教育の重要性

を説いたことで、ノーベル経済学賞をもらって

います。調査では、12 歳時点でのＩＱは変わ

らなくても、成人してからは、税金を払うグル

ープと、税金で援助を受けるグループに分かれ

ました。援助を受けるグループは離婚率も高い。

幼児期に、ＩＱなどでは測れない「非認知能

力」、思いやりとか、相手のことを考える能力

が育まれます。

「子ども・子育て支援センターすくすくの

杜」は、おおむね 3歳未満の乳幼児とその保護

者を対象としています。幼児専用の施設として

はお金をかけていて、おそらく他にはない施設

だと思います。

高橋 「第 5 次総

合計画」の「基本

計画」には、「子

どもが輝く“未来

のまち”」を掲げ

ておられますね。

もともと、「子育

て」や「教育」を

課題として考えておられたのですか。

堀口 職員時代、ケースワーカーをしていた時

に、中卒の子どもたちを、ダメモトでもいいと、

高校受験させていました。中卒では仕事も続か

ない。高校受験で落ちたら働かないとしようが

ないのですが、受験から逃げていては、就職し

ても続きません。壁に当たる経験をさせないと、

成長できないことに気が付きました。

「第 5 次総合計画」にかける思い

岡本 市では、現

在、来年度に向け

て「第 5 次総合計

画」の策定に取り

組まれています。

その「基本計

画」には、①とも

に支え合う「共生

のまち やわた」、②子どもが輝く「未来のま

ち やわた」、③誰もが「健康」で「幸せ」な

「健幸のまち やわた」、④自然と歴史と文化が
．

織りなす「観幸のまち やわた」、⑤しなやかに
．

発展する「活力のまち やわた」、⑥持続可能な

「安心・安全のまち やわた」の 6 つの柱があ

ります。

この「総合計画」は、市長になって初めて、

市の進むべき方向を市長として示された内容だ

と思います。そこで、今日は、それらについて

おうかがいしたいと思います。

堀口 まちづくりは、地方自治法に定められて

いる「総合計画」が基本になりますから、それ

にそって取り組みます。現在の「第 4次総合計

画」は、今年度で終了します。かつて「総合計

画」は地方自治法によって策定が義務付けられ

ていましたが、地方分権改革の一環として、策

定の義務付けが廃止されました。そこで、次の

総合計画をどうしようかと思いましたが、市民

に約束したことを、限りある予算の中で一つず

つ実現していくためには、目標を作っておいた

方がいいだろうと考え、「第 5 次総合計画」を

策定することにしました。

「総合計画」には、「みんなで創って好きに

なる健やかで心豊かにくらせるまち ～ 住んで
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よし、訪れてよし」を将来都市像にしました。

誰もが「健康」で「幸せ」な「健幸のまち」
．

高橋 「基本計画」には、「健康」が「健幸」
．

に、「観光」は「観幸」になっています。これ
．

には、どのようなこだわりがあるのですか。

堀口 団塊の世代が後期高齢者になって超高齢

化社会へ突入する、「2025 年問題」があります。

高齢者の健康問題はシビアになる。次の課題は

これやと思い、3 年前から、筑波大学の久野譜

也教授がされている「SWC（Smart Wellness

City）首長研究会」に参加しています。SWC が

申請した 7 つの特区では、「健幸」施策を研究

しているところがあります。

また、徳島県の「葉っぱビジネス」の本を書

かれた鈴木俊博さんは、「観光は人に来てもら

うのではなく、その町の幸せを見てもらって幸

せになってもらうことだ」と書いています。つ

まり「観幸」です。
．

健康は、「個人」のみならず「社会」も健康

である必要があります。「21 世紀は人権の世

紀」だと言われています。社会も人間も「健

康」で「幸せ」でなければならない。「健幸」
．

は一つのキーワードとして取り組みます。社会

が「健幸」であるためには、社会的弱者、生活
．

が困っている人に対して、手を差しのべないと

いけない。持続可能な社会は、健康な社会の証

です。

イギリスのリンダ・グラットン教授によれば、

2007 年に日本で生まれた子どもは、107 歳まで

生きる確率が 50 ％もあるそうです。人生 100

年時代になると、それを見越した施策が必要で

す。

健康施策に関する市民アンケート調査では、

7 割が「健康無関心層」です。その 7 割の「健

康無関心層」に、どうアプローチするかが重要

です。7 割のうち、「それなりに行政の情報に

接している」と回答した人は 3 割です。7 割×

7 割で、市民全体の 49 ％に、全然、行政の情

報が届いていない。そこをどうするか。キーワ

ードは「口コミ」です。そのため、市が策定し

ている「スマートウェルネスシティ構想」に基

づき、健康づくりの情報を広める「健幸アンバ

サダー」を、2017 年度で 260 人認定しました。

アンバサダーによる口コミで、「健康無関心

層」へのアプローチをする。

今年の 1 月に、「健幸クラウドデータ分析」

を発表しました。個人保護情報審議会の了解を

得て、国保データと協会健保データをクラウド

し、小学校区ごとの医療費を可視化しました。

その結果、2015 年の 1 人当たりの医療費は、

Ａ小学校区は 42 万 2000 円、Ｂ小学校区は 40

万 7000 円でした。Ａ小学校区は、生活習慣病

や運動疾患が増加する傾向にあります。この差

はどこから出てくるのか。移動手段は、Ａ小学

校区で自転車利用が少し多いくらいで、車、バ

イクの利用に有為な差はない。年齢構成も統計

学的な差が認められませんでした。したがって、

医療費の違いは、「健康行動」にありそうなの

がわかりました。

そういう校区には、社会参加の機会を増やし、

運動体験講座への参加やウォーキングなどの啓

発が必要です。そのために「健幸アンバサダ

ー」を養成して、人から人への情報発信に力を

入れていく。全市的には「健幸アンバサダー」

による発信で、小学校区単位では自治会などに、

働きかけようと思っています。

岡本 「歩こうかな」と思える環境があれば、

遠くからでも歩いて来ます。自宅近くの散歩コ

ースに、距離表示した公園があって、桜をはじ

め花を楽しめるところで、たくさんの人がウォ

ーキングやジョギングをしています。動機付け

も必要ですね。

堀口 私も軽い糖尿病です。40 歳代は血糖値

が 130 になったこともありました。意識的に歩

くようにしたことで、50 歳を過ぎた頃から血

糖値が下がりだしました。昼休みはウォーキン
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グをしますので、いつもウォーキングシューズ

を履いています。

高橋 健康づくりに取り組みながらポイントが

貯まり、寄付や景品と交換できるという、「健

康マイレージ事業」にも取り組まれていますね。

500 ポイント貯まれば、寄付や希望する景品に

交換できる。

堀口 マイレージ事業は、八幡市内に住民登録

した、20 歳以上の人を対象に、2017 年から始

めました。健康診査や各種がん検診の受診、健

康づくりに関する事業やイベントへの参加、個

人目標への取り組みに対して、ポイントが付く

仕組みです。

自然と歴史と文化が織りなす「観幸のまち」
．

岡本 八幡市は、三川合流地点を含む豊かな自

然や、石清水八幡宮、松花堂庭園・美術館など

の歴史遺産がありますね。エジソンや二宮忠八

などとの関わりも深く、松花堂昭乗など文化人

による茶の湯文化が発信されてきました。

昨年は「徒然草エッセイ大賞」の募集を、今

年は「“空中茶室”シンポジウム」を開催され

ているようですが、今後、「観幸」の振興はど
．

のように取り組まれていくのですか。

堀口 八幡市政 40 周年記念事業でやった「徒

然草エッセイ大賞」には、2581 件の応募があ

りました。内訳は、一般の部 1911 点、中学生

の部 358 点、小学生の部 312 点。中国、アメリ

カ、ロシア、韓国、台湾、ドイツ、ニュージー

ランドなどからも 20 点の応募がありました。

賞金は 10 万円ですが、『徒然草』はネームバ

リューがありますね。私も中学生の時、石清水

八幡宮が出てくる 52 段を覚えさせられました。

高橋 『徒然草』は、市長になられた時から取

り組もうと考えられていたと聞いています。

堀口 市長になってしばらくして、教育部か観

光部でとり上げて欲しいと思っていましたが、

なかなか進みませんでした。ちょうど市政 40

周年の節目を迎えることになり、記念事業とし

て取り組んでもらうことにしました。50 周年

記念の時には、私はもういませんからね。担当

は、教育委員会になりました。内に向けては、

『徒然草』を原文で読む、読書会もしました。

昨年 9月、「けいはんなプラザ」で「Smart

City Expo 2017」が開催されました。そこで、

京都電算の片山幹雄代表取締役副会長や、京セ

ラコミュニケーションシステムの土器手亘取締

役のお話を伺い、IT 業界では、「2045 年問題」

が話題になっていることを知りました。2045

年にコンピュータの能力が人類の英知を越える

という予測があり、それによってさまざまな問

題が起こるというものです。アメリカの科学者

で、グーグル研究部門最高責任者のレイ・カー

ツワイルが書いた『シンギュラリティは近い』

（NHK 出版、2016 年）が、この議論に火を付け

るきっかけとなりました。彼は「その時に重要

なのは人間の文化だ」と言っています。

「文化」は、いろいろな方法で取り組めます。

高橋 限りある予算の中で取り組むには、さま

ざまな方法を考える必要がありますね。市民参

加も重要になってきます。

堀口 市民は統治の主体であり、統治の客体で

もあります。右肩上がり経済の時は市の財政で

何とかできたけど、今はそうではないから難し

いですね。江戸時代の行政組織の下の部分は、

ほとんど無報酬で成り立っていました。

「地域のことは地域でやる」というのが、

「市民協働」の本来の原則です。ただし、地域

全体、区域全体で調整を図らないと、地域エゴ

が出てきます。「部分最適」は「全体最適」と

いかない。

高橋 自らが地域に関心を持ち、解決していこ

うという、市民意識の醸成が必要ですね。

堀口 かつて、石清水八幡宮に「鳩嶺書院」が

ありました。お金がなくて本を読めない人に、

市民がお金を出し合って作った。

「石清水八幡宮」には、年間 120 万人ほどの
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観光客が来られます。八幡宮の総門にカウンタ

ーがあって、正確に数えています。努力しなく

てもそれぐらいの人が来るので、京都のような

ライトアップも考えていない。観光客が急激に

減ると、「えらいことや」となるけど、毎年 5

％ずつ減っている状態ならば、それほど危機感

がありません。

高橋 「天の橋立」など、有名な観光地がある

ところは、何もしなくても観光客が来ていたた

め、同じような問題をかかえているようです。

堀口 八幡宮の門前にある「走井餅」では、娘

さんが頑張って、持ち直しました。

岡本 「基本計画」では、観光客数の目標を設

定していますが、観光客の地元での消費額の設

定は、それほど高くないですね。観光客に来て

もらって、お金を落としてもらおうということ

は、あまり考えていないのですか。

堀口 もともと、消費を促すだけの産業がない

から、消費額が小さい。そのへんは厳しいとこ

ろです。観光客に消費を促すことができる産業

を、もっと作っていかないといけない。

高橋 「観幸」の振興では、「お茶のある幸せ
．

の風景の創出」を計画されていますが、一般的

には、八幡に「お茶」の文化のイメージがあり

ませんね。

堀口 京都府は、府南部を「お茶の京都」に指

定し、お茶による振興に力をいれています。そ

の一環として取り組んだ「宇治茶博＠文化」で

は、宇治の会場に、12 市町村が「一坪茶室」

を設けました。

八幡の男山には、松花堂昭乗や小堀遠州ゆか

りの「空中茶室」と呼ばれる「閑雲軒」があり

ました。「清水の舞台」のような茶室で、遺構

が残っています。「空中茶室」をテーマにした

シンポジウムを開催した際、現代風にアレンジ

した「空中茶席 そら」を展示しました。松花

堂庭園・美術館では、2018 年度に遠州流の茶

席をお願いすることにしています。

岡本 「基本計画」には、「茶文化とはおもて

エジソンが発明した

八幡の竹を使った「ランプ」と、円筒式蓄音機

なしの心であり、人と人との心の触れ合い媒

体」だと書かれています。市民の「おもてなし

の心」の醸成も必要ですね。

堀口 松花堂昭乗や小堀遠州が八幡で出会い、

「茶の湯」の文化を発信しました。「茶文化」

「おもてなしの心」は、今後も考えていく必要

があります。

高橋 八幡は「碾茶（てん茶）」が多いのです

か。「玉露」は京田辺が中心ですね。

堀口 「碾茶」は、木津川周辺で栽培していま

す。明治時代は、我が家も茶農家でした。八幡

の「碾茶」はあっさりしているけど、色がいい。

ちょっと濃いめにしたら、フルーティです。

高橋 エジソンが発明したランプには、石清水

八幡宮がある男山にあった、真竹が使われてい

たことで有名ですね。

堀口 竹は繊維が太く丈夫で、長持ちするフィ

ラメントを作るのに最適です。エジソンは、

「究極の竹」を求めて世界中に研究員を派遣し、

結果、「八幡竹」を選びました。この竹を使用

したランプは、1000 時間以上も輝き続けたそ

うです。
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高橋 ライト兄弟より 14 年も前に、「カラス型

模型飛行器」を完成させた二宮忠八翁は、晩年、

八幡に住んでいました。二宮が自宅内に建てた

「飛行神社」も有名ですね。

堀口 飛行実験では 10 メートル飛んだそうで

す。その後、自由に空を飛べる 2枚翼の「玉虫

型飛行器」を実用化しようとしましたが、あと

一歩のところでライト兄弟が有人飛行機を飛ば

し、先を越されてしまいました。

自らの考えていた飛行機が、現実に世界の空

を飛び交うようになったとき、その事故による

犠牲者の多さを嘆き、自宅に「飛行神社」を建

立したそうです。

持続可能な「安心・安全のまち」

高橋 「基本計画」では、「持続可能な“安

心・安全のまち”」を掲げておられますが、市

庁舎も耐震のために立て建て替えるそうですね。

これは大事業になりますね。

堀口 「2025 年問題」の 10 年先には、「2035

年問題」があります。市が主宰した防災講座で、

京都大学防災研究所の林春男教授が、室津湾の

土地の隆起で「2030 年代の中ばには、80 ％の

確率で東南海地震が起こる」という旨の研究が

あると言われていました。

八幡市の庁舎は、震度 7に耐えられません。

補強するとなると、建物の外側ではなく、内側

にブレスを入れないといけない。そうすると、

現在の 3分の 2しか使えなくなります。それで

は実用性に乏しいため、建て直した方がいいこ

とになりました。

2017 年度から、熊本地震を教訓にして、耐

震化が未実施となっている市町村の本庁舎の建

て替え事業について、地方交付税で支援する

「市町村役場機能緊急保全事業」が創設されま

した。これに乗らないと仕方がない。これが、

八幡市にとっての「2035 年問題」です。

高橋 庁舎の建設費用は多額になりますね。全

額、国からの補助金でまかなえるのですか。

堀口 総予算は 60 億円です。補助金は、一定

の率しかなく、職員数で決まってきますから、

かなり厳しい。

高橋 職員には負担のかからないよう、よろし

くお願いします。

これからの八幡市のために

岡本 「第 5次総合計画」は、これから始まる

わけですが、今後、とくに力を入れたいという

ような思いをお聞かせください。

堀口 私の目標は、市民が、生活の中で文化的

なものを含めて「八幡は、それなりにできてい

たな」と思ってもらえることです。

八幡市には、脈々と引き継がれてきた豊かな

自然や歴史、風景、文化芸術等の魅力がありま

す。市民がこれらに触れることで、生活が豊か

になり、市民のまちへの愛情や誇りである「シ

ビックプライド」が高まっていったらいいなと

思っています。

大人は現状批判から入ります。人権教育は、

子どもたちの自尊感情を育成することです。自

分は「それなりに大切な存在だ、だから他人も

大切だ」と思えること。そのためには、自分が

依って立つ基盤を「たいしたものだ」と思わな

いといけない。市民に八幡の良いところを見て

もらう。市民が「ここまでできているのか」と

思ってもらえるような取り組みを、これからも

進め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。市長は、職員出身ですから、

職員の抱える問題などもよくわかっていただい

ています。これからも、職員を含む八幡市政全

体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。

こんにちは「八幡市長」 7


