
＜こんにちは「笠置町長」＞

左から、吉田和秀（笠置町職員組合執行委員長）、西村典夫、高橋直樹、岡本哲也

小さなまちのメリットを活かして、活気ある笠置に
西村典夫さん （京都府笠置町長）

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。町長は、町議員を長年

努められ、2016 年 3 月の町長選で初当選され

ました。

笠置町の人口は、1947 年の 3344 人をピーク

に、年々、減少を続け、2015 年には 2000 人を

下回りました。現在は 1350 人程度ですね。出

生数も、2013 年 11 月から 2015 年 4 月までの 1

年半にわたり、ゼロが続きました。人口問題は、

町の最重要課題だと思います。そのため、町長

は、日頃から「子育て支援」に力を入れたいと

話されているそうですが、いかがですか。

地域と一体となって「子育て支援」

西村 町長になって、まだ 2 年と少しですが、

10 年に 1 度起こるようなことが立て続けに起

こって、新聞紙上を賑わせています。

2018 年も、出生率はゼロですが、0歳児の赤

ちゃんがおられる家族が引っ越してこられて、
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0 歳児は 1人になりました。

高橋 引っ越してこられたきっかけは何ですか。

西村 笠置に実家

があって、戻って

こられました。若

い方がどんどん町

から出て行かれる

ので厳しいですね。

「子育て支援」に

力を入れないと、

先が見えない状況です。

高橋 小学生の「給食費」と「修学旅行費」を

無償化されていますね。

西村 「子育て支援」の一環として取り組みま

した。「給食」は「食育」ですから、教育の一

環です。「修学旅行」も同じで、それなら「無

料」にしてもいいのではないかと思いました。

どんな家庭環境の子でも、「教育を受ける権

利」が阻害されるようではいけない。貧富の差

が教育に反映されることのないようにしなけれ

ばなりません。この無料化は、2017 年から、

相楽東部連合に加入する和束町や南山城村でも

始まっています。

高橋 相楽東部広域連合では、「教育」と「環

境」が取り組まれていますね。過疎化が進んで

も、小学校の統廃合は難しいでしょうね。

西村 私は、統廃合をすべきではないと思って

います。小学校があることによって地域の絆が

できる。小学校があるのと無いのとではまった

く違います。だから、子どもが少なくなっても、

何とかして守っていきたい。

笠置小学校の児童数は 25 人です。しかし、

少人数ならではの教育ができています。「児童

数が少ないから、よその学校に行かせたい」と

言う保護者もいますが、しばらくすると、「こ

んなすばらしい小学校はない」と言われるよう

になります。

小学校では、地域と密着した教育に力を入れ

ています。この前、地域の良いところや、昔の

ことを発表する「地域発表会」をしたところ、

通学する孫がいない、おじいちゃん、おばあち

ゃんも見に来られ、地域が一体となった発表会

になりました。

高橋 小学生と地

域の人との交流が

できていて、いい

ですね。みんなで

子どもを見守り、

育てていくとい

う、世代を超えた

つながりが生まれ

れば、子どもにとって、安心・安全な地域にな

ります。

西村 地元について学ぶ「ふるさと学習」では、

小学 5、6 年生の 6 人が、町の新たな名物を作

ろうと、創作料理に取り組みました。全校児童

や教員にアイデアを募り、集まった 3品のメニ

ューを、町の温泉施設である「いこいの館」が

一皿にまとめて、「雲海コロッケライス」がで

きました。笠置山から見える雲海はホワイトソ

ースで、ボルダリングエリアとして有名な木津

川河川敷の巨石群は牛肉、笠置大橋はレンコン

で表現しています。話題になって、たくさんの

方が食べに来てくれています。

岡本 高校生が創

作料理に取り組む

のはよくあります

が、小学生は珍し

いですね。先ほ

ど、昼食に、「い

こいの館」で、話

題になっている

「ダムカレー」を

いただきましたが、「雲海コロッケライス」も

紹介されていて、注目していました。

高橋 0 歳児が極めて少ない状況では、町の将

来的な展望を描くのが、なかなか難しいですね。

西村 30 人を切ったら、複式学級にしなくて
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「雲海コロッケライス」

はいけないのですが、できるだけそうならない

ようにしたいと考え、現在、単費で非常勤の講

師に来ていただいています。主要科目の理科・

算数・国語は単式でやって、体育などは複式で

しています。

3 年後には、児童が 23 人になるので、町で

は「まちづくり研究会」を作って、「山村留

学」などの先進事例を勉強しています。行政と

してできるだけ頑張って、一生懸命やったうえ

で、現実を認めないといけないと思います。

高橋 児童が少ない小さい町や離島などでは、

山村留学や里親制度など、いろいろな取り組み

をされていますね。

西村 笠置では、カヌーができたり、テントで

キャンプもできます。岩登りもできるので、そ

ういう地域の魅力を「山村留学」につなげてい

けたらと思っています。

まちづくりは「住み続けられるまち」と

「交流人口増加」の 2本立てで

高橋 時々、笠置に車で来るのですが、道路を

走っていると、笠置から、奈良や京都、大阪な

どの都市部へ働きに行くのは、かなり大変だと

感じます。外に仕事を持ちながら定住してもら

うのは、厳しそうですね。

西村 そのとおりですね。町としては、定住に

向けた施策を展開しているつもりですが、どこ

の市町村も似たような施策を打ち出しています

から、独自性をだすのは難しいですね。

笠置町の「まちづくり」は、2 つ大きな柱が

あります。1 つは、今、住民が、住み続けられ

る、住みやすいまちづくりです。もう 1つは、

すぐに移住に結びつかなくても、ハイキングや

キャンプに来られる方との「交流人口」の増加

です。笠置にアウトドアを楽しみに来られる方

は、増えています。

高橋 笠置山のハイキングコースや、木津川沿

いのキャンプ場など、アウトドアを楽しめる施

設が充実していますからね。

西村 たとえ 1 年に 1 回しか来られないとして

も、町民との関係を持続的に築いていければ、

移住や定住につながるのではないかと思い、取

り組みを進めています。

高橋 笠置町は「空き家バンク」を開設されて

いますが、1 件しか登録されていませんね。空

き家があっても、実際に貸すとなると敬遠され

るのでしょうか。

西村 笠置への移住希望者は、10 件以上おら

れます。しかし、田舎ですから、「墓参りに帰

ってくる時にその家を使いたいから、貸すのは

ちょっと」と、借家にしようとする人は少ない。

一番ネックなのは「仏壇」です。

高橋 「仏壇」は、なかなか動かせないですか

らね。都市部の「仏壇」は小さいですけれど、

田舎のは、結構、大きいから。

西村 皆さん、立派な「仏壇」を持っておられ

ます。田舎から町へ引っ越したら、住む家は小

さくなりますから、全部の荷物を持って行けな

い。「仏壇」も置いていかれます。職員には、

借家の条件として、「仏壇のある部屋は使わな

い」「家主が帰ってきたときは、自由に使え

る」など、創意工夫を凝らして取り組んで欲し

いと言っています。

高橋 意外なところにネックがあるんですね。

西村 今、笠置では、「コンパクトタウン」に

取り組んでいます。
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2018 年 6 月に、「いこいの館」周辺を整備し

て、「かさぎひろば」を開設しました。そこに、

2018 年 6 月、地域包括支援センターや学童が

入る「つむぎてらす」ができました。温泉施設

の「いこいの館」もリニューアルし、食堂や休

憩室が大きくなりました。JR の駅が近くにあ

り、歯医者や診療所も歩いて 10 分くらいのと

ころにあります。

高橋 「かさぎひろば」が、町民の拠点として

の機能をもったわけですね。

西村 「いこいの館」では、健康づくりの「お

ばんざい」を提供したり、「温泉健康体操」が

できるように計画しています。町の内外から来

ていただいて、いろいろなサービスを受けて、

居場所にしていただく。そこでは町民との「交

流」も生まれます。「住み続けられるまちづく

り」と「交流人口の増加」の 2本立てで、まち

づくりをさせていただいています。

高橋 移住希望者は、サラリーマンが多いので

すか。笠置で起業したいという方もおられます

か。

西村 近隣のまちでは、野菜工場などの大きな

企業が来ていますが、笠置には、個人で起業さ

れる方が来られています。この 1月から、改装

して事務所を立ち上げる方もいますし、手作り

家具を作る方もいます。大きな工場ではないの

ですが、そうやって 1件ずつ増えているのは、

笠置にすれば画期的なことです。

アウトドアが充実した「石の国」笠置

岡本 笠置町では、「石の国」というホームペ

ージを開設して、イベントや観光の見どころな

どを紹介されていますね。

西村 イベントは、春は「桜祭り」、秋は「紅

葉祭り」、夏は「灯籠流し」や「花火大会」、冬

は「鍋－ 1グランプリ」と、四季それぞれに開

催しています。今まで、それぞれが独立した形

でしてきましたが、これからは、「ストーリ

ー」を描いて、全体をつなげていきたいと思っ

ています。

高橋 イベントは、1 回きりのものになりがち

ですからね。

西村 町の厳しい財源を割いてやっていますか

ら、これからは、「四季彩々」として、「ストー

リー」を模索していきます。

岡本 イベントに来た人に、お金を使ってもら

う仕掛けも必要ですね。

西村 それが笠置の課題でしてね。商工会や関

係業者も考えてはいますが、なかなか「これ」

という物はないですね。ただ、独自に活動して

いる若いグループが作った「笠置のはちみつ」

は、去年も今年も売り切れました。

高橋 ミツバチは、生態系のなかで大きな役割

を果たしているので、「健康思考」が強まるな

かで、ミツバチが生きていける環境があるのは

大事なことです。

西村 その他にも、若い子が、キャンプに来る

方を対象に、薪を売っています。あちこちから

間伐材をもらって、500 円で売っています。冬

のキャンプが 2、3年前から流行りだしたので、

売り切れ状態だそうです。

岡本 冬に、木津川の河川敷でキャンプですか。

寒そうですね。

西村 12 月に入っても、キャンプ場は 8 割ほ

ど埋まっています。2017 年の 12 月 31 日は 68

組がキャンプしました。今年は、年末にキャン

プしている方に、笠置寺で除夜の鐘をついても

らうよう案内しようと思っています。

岡本 それは「伝説」になりますね。夜は、真

っ暗で、星が綺麗でしょうね。私は笠置に来る

と、帰りに農産物を見て、蕗味噌を買って帰り

ます。

西村 京都府が力を入れているのは「食」です。

「食の文化」には可能性がありますね。「宇治

茶」を世界遺産にする動きもあって、隣の和束

町は、観光客が何百倍も増えています。笠置は、

アウトドア中心なので、天候に大きく影響され
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映画「笠置 ROCK」のポスター

るので、悪天候が続くと減少します。

岡本 笠置町を舞台にして「笠置 ROCK」とい

う映画ができましたね。音楽の「ROCK」と石の

「ROCK」を間違えたミュージシャンの主人公が、

だんだんボルタリングに魅せられ、住民と触れ

合っていく様子を描いた内容で、町民がみんな

出場しているとか。

西村 私は映画を 15 回見ましたけれど、その

たびに感激します。馬杉雅喜監督の笠置への思

いが住民にも伝わって、協力される住民がどん

どん増えました。差し入れする人、宿を提供す

る人、エキストラで出演する人がたくさん出て

きました。

岡本 どこで撮影したんですか。

西村 ほとんど木津川の河原の岩場です。「イ

オンシネマ高の原」で 1週間上映していただき

ました。入場者数が、同時に上映した映画の中

で一番になりました。

高橋 ボルダリングは、人口に造られた壁です

るのが多いのですが、本物の岩でできるところ

があるのですか。

西村 あります。大会が行われたこともあって、

近畿一円から来ます。

高橋 町長も映画に出演されたのですか。

西村 2 秒くらい出ました。窓から顔を出すシ

ーンです。「硬い」と言われ、取り直しを 8 回

もしました。「何やってんねん」という顔で窓

から覗いているところが、ポスターにもなりま

した。

電動小型車や貨客混載で交通網を充実

岡本 笠置町では、町内の周遊観光用に電動小

型車を貸し出す、実証実験を始められたそうで

すね。１人乗りの車両で、笠置山など公共交通

で訪れるのが不便なスポットへの「足」として

の活用を考えているとか。

西村 府と一般社団法人・京都山城地域振興社

（お茶の京都 DMO）の協力で、2018 年 11 月 1

日から始め、今年の 3 月 29 日まで実証実験を

します。1 回の充電で最長 50 キロほど走行で

きるそうです。「デンソー」から 5 台を借りて

いて、アンケート結果を踏まえ、実用化できそ

うなら予算化します。

その他、佐川急便とタクシー会社の山城ヤサ

カ交通が、人と荷物を同じ車両で運ぶ「貨客混

載」事業を、10 月 29 日から始めています。佐

川急便が戸別宅配や集荷作業をタクシーに委ね

るという方式で、荷物を届けるだけでなく、集

める作業までタクシーが担うのは全国初です。

観光用の「電動小型車」
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これも運用実験は 3月まで行います。

高橋 先進事例ですね。「貨客混載」は、国土

交通省が 2017 年 8 月に規制を緩和し、350 キ

ロ以上の荷物でも、過疎地域に限るといった一

定条件を満たせば、貸し切りバスやタクシーで

輸送できるようになりました。

西村 和束町や南山城村も対象ですが、笠置は

コンパクトだから、「まずは、笠置でやってみ

よう」と立ち上げていただきました。

まち・ひと・しごとを創生する

「笠置まちづくり会社」

岡本 2016 年 8 月に、「笠置まちづくり会社」

を設立されています。設立の目的に「まち・ひ

と・しごと創生の実現に関する事業」とありま

すが、どんな事業をされているのですか。

西村 まだできて 2 年で、試行錯誤しています。

職員がイベントを担っていると、どうしても疲

弊してしまって。それを打開するために分担し

ようと立ち上げたんです。イベントはどうして

も行政頼りになってしまう。それを脱皮しない

と、イベント自体も発展しない。「笠置まちづ

くり会社」が力をつけたら、笠置にとって大き

な存在になると思います。

高橋 イベントは、専門に考える人がいる方が

いいですね。職員数も少ないので、あれもこれ

もとはできないことがあります。

岡本 職員は、どうしても「失敗できない」と

思いますので、民間に「なんでもやりや」と頑

張っていただくのも、一つの方法として、面白

いですね。

町民とともに、多様な可能性を探る

岡本 町が活気づくと、町民の意識も変わって

きます。人口が少なく、町域も狭いので、役場

と町民の関係が非常に近い。職員にとってはや

りにくいところもありますが、そういう関係を

活かしていけば、町が活気づいていきますね。

西村 笠置では、「人生二毛作」として、多様

な特技をもっておられるアクティブシニアに、

いろいろ展開していただくことを考えています。

10 人近くの方が、「特技を活かして、笠置に興

味のある人を呼び込もう」と、名乗りをあげら

れました。町民とともに、いろいろな可能性を

探っていきたいと思っています。

高橋 町長が頑張ってこられた結果として、あ

ちこちに仕掛けができているので、うまく回る

と、人がたくさん集まって、いい方向に向かう

ことが期待できますね。

西村 来年度は「地方創生」の最終年度です。

これまで一生懸命やってきたことが、100 ％機

能しているとは言えないので、来年度は、新し

い事業に手を付けず、これまでの仕掛けを充実

させていこうと思っています。小さな町には、

メリットもデメリットもありますが、小ささを

活かした取り組みを進めたいと思っています。

岡本 町長室が 1階にあるので、町民と顔を合

わす機会も多いだろうし、そこでも町民との距

離が近いですね。意欲的に取り組まれているこ

とを、たくさんお聞かせいただきました。本当

に有り難うございました。
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