
＜こんにちは「宇治田原町長」＞

町政の最重要 3本柱は、みち・拠点・未来づくり
西谷信夫さん （京都府宇治田原町長）

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、信用金庫に

18 年間、勤務された後、町会議員になられた

とおうかがいしています。町会議員時代には、

副議長や議長を務められ、2013 年 2 月に宇治

田原町長選に出馬されて初当選。2 期目は、無

投票で再選されました。町政には、どのような

きっかけで関わることになられたのですか。

宇治田原町を背負う覚悟で、町長選に

西谷 小学校 6 年

のとき、「将来の

夢」という作文

で、1 つは「天文

学者、もう 1 つは

「政治家」と書い

た覚えがありま

す。政治に関わり

たいという希望は、小さい頃からありました。

昔、国会議員に玉置一徳さんという方がおら

れて、声をかけてもらったり、中学の修学旅行
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で東京に行くと、国会を案内してくれたりしま

した。「すごい人やな」と子どもながらに思っ

ていました。父親が消防団長や民生委員をして

いましたので、西田吉宏さんや野中弘務さんな

どが、よく、家に遊びにきていました。そのせ

いで、国会議員を身近に感じていました。

議員になる前は、2000 年 1 月 14 日に破綻し

た、京都みやこ信用金庫に勤めていました。当

時、城陽市の寺田支店で支店長代理をしていて、

支店長から夜中の 3 時に「すぐに出勤してく

れ」と呼び出されました。数日前、役員室に呼

ばれて、事業譲渡すると聞いていましたから、

だいたいのことは想像がつきましたが、出勤し

たら、もう新聞記者が来ていました。それから

1 年間、とりつけ騒ぎや融資先への対応で大変

でした。

社員は、京都中央信用金庫の試験を受ける人

もいましたが、兄弟や夫婦がいると、どちらか

1 人だけしか試験を受けられない。私は、倒産

した銀行の残務処理をすることにして、弟に試

験を受けさせました。その時、地元の議員から、

「70 歳になって引退するし、俺の跡を継げ」

と言われ、ずいぶん考えましたが、「言ってい

ただけるのも有り難いことやし、頑張ります」

と、出させてもらいました。

高橋 町長と私は

同世代なので、そ

の当時の状況は、

とてもよくわかり

ます。相当な決意

が必要だったので

はないかと思いま

すが、その時はお

いくつでしたか。

西谷 40 歳でした。当選してからは、国会議

員から、地域住民の身近にいる町会議員は、地

域の人との交わりを大事にしていくことなど、

政治について勉強させてもらいました。まず、

将来を背負って立つ子どもたちには、通学路の

安全対策が一番の課題と考え、大型トラックが

多い、大石東線の狭隘区間の解消に取り組みま

した。また、議長時代には、議会が問われる時

代になっていたため、議会基本条例を制定しま

した。議会基本条例は、形式的になってはいけ

ないので、住民との対話や各種団体との意見交

換に力を入れました。

3 期終わって、宇治田原町を背負って頑張っ

ていきたいと思い、町長選に挑戦しました。副

町長と争うことになり、厳しい選挙でしたが、

200 票ほどの差で、当選させてもらいました。

宇治田原は煎茶発祥の地

岡本 「お茶」と

いうと、宇治を中

心にした「宇治

茶」をイメージし

がちですが、日本

緑茶の発祥の地

は、宇治田原町な

んですね。

京都府は、観光を入り口とした地域経済の活

性化をめざしていて、京都府南部地域を「お茶

の京都」と定め、世界文化遺産の登録に向けた

取り組みをしています。

西谷 日本緑茶を生み出した永谷宗円は、1681

年に宇治田原町湯屋谷で生まれました。15 年

の歳月をかけて製茶法を研究し、味もすぐれた

緑色の新しい煎茶を作り上げました。この煎茶

製法は、その後、日本緑茶の主流となります。

宗円は完成した茶を携えて江戸に行き、茶商の

「山本山」の創業者である山本嘉兵衛に販売を

託したところ、たちまち評判となり、以後「宇

治の煎茶」は日本を代表するお茶となりました。

宗円の煎茶で利益を得た「山本山」は、1875

年まで、永谷家に毎年、小判 25 両を贈ったそ

うです。

「山本山」は、宇治田原の茶農家と未だにお
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製茶工場をリノベーションした交流施設

「宗円交遊庵やんたん」

付き合いされていて、専務も町のことをよく知

っておられます。「海苔ばかりでなく、お茶も

ちゃんと売っていますよ」と、宇治田原を大事

にしていただいています。

高橋 「玉露」は京田辺市のイメージが強く、

和束は「和束茶」を PR されていますね。宇治

田原は「緑茶発祥の地」として、他の地域に負

けないように宣伝しないといけないですね。関

連する施設も、新しく作られました。

西谷 去年 6月に、日本遺産の湯屋谷地域に、

「宗円交遊庵やんたん」を作りました。府・

町・住民の協働で描いた構想に基づき、国の地

方創生交付金を受けて、使われなくなった湯屋

谷共同製茶工場の外壁は残し、内装をリノベー

ションして作りました。床と壁以外は、ほとん

ど木で作られています。

「交流によるまちの活性化」をめざそうと、

運営は、住民による「1738 やんたん里づくり

会」が行っています。「1738」というのは、宗

円さんが緑茶を発明された年に因んだものです。

高橋 「やんたん」とは、どういう意味ですか。

西谷 地元では、「湯屋谷」を「やんたん」と

呼びます。一種の愛称です。

「1738 やんたん里づくり会」は、地元の方

が中心のグループで、施設では、郷土料理や茶

汁などを提供しています。昨年 9月には、笑福

亭鶴瓶の「家族に乾杯」という NHK の番組で、

黒木華さんが来てくれました。宗円の生家や禅

定寺を歩いて紹介され、それで観光客がまた、

増えています。

高橋 テレビで放映されると、影響は大きいで

すね。海外からも来られる方がいるのですか。

西谷 海外の方もたくさん来られます。とくに、

お茶を輸出しているヨーロッパの方が、結構お

られますね。技術者が茶畑を見に来ることもあ

ります。ヨーロッパの方は健康志向が強いので、

安心・安全なお茶を作っている茶畑を、観光を

兼ねて見に来られますよ。

道路整備で地域経済の発展と災害に対応

高橋 観光客に来てもらうためには、道路の整

備が必要ですね。町内にバイパスを通す計画が

あるようですが。

西谷 宇治田原山手線は、2005 年に京都府が

着手しました。当初は、2012 年に完成する予

定でしたが、ここまでかかりました。

岡本 町内には、どうしても幹線道路が 2本、

必要ですね。新庁舎もバイパス沿いに建設中で

すし、工業団地から新名神につながる道が重要

になってきます。

西谷 それには、資金もたくさん必要です。山

手線は京都府ですが、滋賀県に抜ける区間は、

NEXCO 西日本と、6 対 4 くらいの負担で進めて

います。工業団地と緑苑坂のテクノパークには

企業が 61 社あって、2400 ～ 2500 人の方が働

いています。その方が通勤するので、今のまま

では、朝夕の渋滞がひどい。

岡本 最近、大規模災害がよく起こりますが、

幹線道路が国道 307 号線の 1本では、避難にも

影響がでますね。

西谷 2013 年 2 月に町長になった年、9月に台

風 18 号が来ました。307 号線が土砂崩れで通

行止めになり、422 号線にも影響が出て、民家

の間を通る町道は、通勤の車や大きなトラック

が通り、大渋滞になりました。全線開通するの

には半年かかりました。
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高橋 今年の 3月に出された「施政方針演説」

で、「最重要 3 本柱」の 1 つに「みちづくり」

があげられています。都市計画道路「宇治田原

山手線」の整備は町にとって悲願だったのです

ね。

災害拠点にもなる新庁舎の建設

岡本 「最重要 3本柱」には、新庁舎の建設も

あげておられます。

西谷 現在の庁舎は、1960 年に建設されたも

ので、60 年ほどたちます。耐震性能を表す IS

値は 0.02 です。0.6 以下は、倒壊する危険が

高い。去年 6 月 18 日の大阪府北部地震では、

西側階段のガラスがバリッと割れました。庁舎

の裏は田原川が流れています。2013 年の台風

第 18 号による豪雨では、田原川上流が氾濫し、

役場庁舎に隣接する堤防も非常に危険な状態に

陥りました。

高橋 それは危険ですね。川の水位が上がって

氾濫すると、庁舎も浸水してしまいますね。

西谷 茨城県上総市の鬼怒川が決壊したとき、

役所が 2 階まで水に浸かりました。1 年前に立

て替えたばかりで、避難場所にもなっていまし

た。2 日間、水が引かなかったそうです。だか

ら、新庁舎は、田原川沿いから離れた場所に計

画しました。

それに、将来のためには「新しいまちづく

り」が必要です。新庁舎の隣に企業も転入して

くる予定です。新市街地として発展させ、税収

を増やして、安定的な財源を得ることをめざし

ています。

高橋 20 年ほど前、初めて役場に寄せてもら

ったときに、アットホームな感じで、懐かしさ

を感じました。一方で、庁舎には、「防災拠

点」としての機能が求められますね。

西谷 庁舎は、耐震性があり、水害にも強く、

まちの拠点となることが大事です。住民のなか

には、「役場だけ助かったらいいのか」と言う

建設中の新庁舎

方もいますが、「役場が壊れたら、住民を助け

られないですよ」と言っています。

新庁舎の隣は、防災公園にします。普段はス

ポーツをしたり、子どもが遊んだりできる場所

ですが、災害時には、仮設住宅を建設できるよ

うに考えています。保健センターや子ども支援

センターも併設するので、避難住民のお世話を

するのに便利です。

岡本 防災計画には、女性の意見を取り入れる

ことも重要ですね。東日本大震災で被害を受け

た福島へ、ボランティアに行ったとき、女性が

防災会議に入っていなかったので、「洗濯物が

干せない」「隣のおっちゃんの前で、私の下着

を干すのは」という意見が出ていました。支援

物資として下着が送られてきても、みんなが見

ている前では選びにくい。

今は、女性の意見を入れる自治体が多くなっ

ていますが、男性だけでは気がつかない点がた

くさんあります。

移住・定住支援で町の「未来づくり」

岡本 「施政方針演説」の「最重要 3本柱」に

は、「未来づくり」もあげられています。

内容は、主に「移住・定住支援」「観光によ

るまちづくり」「子育て支援」などですが、「移

住・定住支援」では、宇治田原町のホームペー

ジに、移住を考える人向けのサイトや、空家バ
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ンクを紹介されています。現在、どういう状況

ですか。

西谷 人口はそれほど増えていないですね。

「お試し住宅」を 1つ作って、近所づきあいや

地域の習慣、人間関係などを体験してもらって

います。空き家対策は、宅建業界や司法書士会

と連携していますが、人口が増えるかというと、

なかなか難しいのが現状です。しかし、減少傾

向には、ある程度、歯止めがかかっています。

岡本 町の支援にはどんなものがありますか。

西谷 町外から、町内の工業団地に勤める方や、

空き家を改修するときの補助金を出しています。

岡本 企業が、町外の人を正規雇用した場合に、

事業主に補助金を出すのですか。

西谷 そうです。しかしなかなか来てくれませ

ん。息子が近くの工場に勤務していますが、

「求人募集しても、応募がない」そうです。隣

の城陽市に、日本郵政やアウトレットモールが

できる予定です。そこに勤める人が、山に囲ま

れて空気がきれいな宇治田原に来てもらえるよ

う、ベットタウンを作ることも考えています。

高橋 30 分から 1 時間の範囲で、通勤できま

すからね。

町の、新しい魅力を発信

高橋 役場の婚姻届

と出生届に、かわい

いキャラクターが描

かれていますね。

西谷 「チャッピ

ー」という、お茶の

実に大きな目がついていて、頭から双葉が生え

ているマスコットキャラクターです。着ぐるみ

もあります。催しの時には、職員が着て出てい

きます。今年の 5月に、京都タワーの前で、幼

稚園児が茶摘み姿で「お茶の音頭」を踊ったと

きには、京都タワーの「たわわちゃん」と一緒

に踊りました。

祇園祭の「太子山」の横にあるお茶問屋とは、

古い友だちですので、5 年前から冷茶の振る舞

いをしています。暑いので、皆さんに喜んでも

らっています。最近は、「宇治田原をよく知っ

ているよ」「行ったことあるよ」という声が多

くなってきました。

宇治田原町は、町がハートの形をしています

ので、最近、大々的に「ハートの町」を PR す

るようになりました。

岡本 グーグルの地図で見ると、きれいな「ハ

ート」だということがよくわかります。

西谷 沖縄の南城市もハートの形をしています。

商工会の方が宇治茶の研修に来られ、同じハー

トの町だということで、瑞慶覧長敏市長と友好

を深めることになりました。今日、副町長と副

理事長が、南城市に、打ち合わせのために出発

しました。

高橋 京都市では、「姉妹都市」とはまた違う、

民間レベルでの交流を主体とした「パートナー

シティ」提携というのを始めています。「文

化・芸術」「学術研究・教育」「経済」などの特

定分野で交流するというもので、姉妹都市とは

違った交流のあり方も生まれています。

西谷 今日は、中学生の生徒会 4人が、朝 5時

半に出発して、長崎の青少年ピースフォーラム

に行きました。この前は、広島の平和体験学習

に 16 人が行きました。子どもたちが、激戦地

だった沖縄について勉強する機会にもなります。

宇治茶を沖縄で売ったり、沖縄の物産をこちら

で販売したりすることも、できればいいですね。

岡本 役場内の若手職員で、プロジェクトチー

ムをつくって、企画や取り組みを進めておられ

ますね。

西谷 若い子は、我々とは感覚が違いますね。

「インスタ映えするから、新庁舎の前に“ハー

ト”を立てよう」と言っています。“ハート”

の向こうに茶畑が見えれば、たくさんの若者が

写真を撮りに来ると。“ハート”のベンチを増

やすなど、いろいろなことを考えています。
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高橋 いろいろ工夫して、「緑茶発祥の地」を

どんどん発信すれば、観光客が増えますね。

西谷 永谷園の最高顧問が、永谷宗円と山本嘉

平の物語を、歌舞伎調に書かれて発刊されてい

ます。

高橋 それをもとに、劇ができたらいいですね。

きれいになった南座には、EXILE のメンバーが

来るなど、いろいろな試みがされています。有

名な役者さに、新歌舞伎として演じてもらった

ら、若い人も呼べます。

近隣の「お茶の町」との間では、連携がある

と同時に、凌ぎ合いもあるのですか。

西谷 感覚的にはライバルです。お茶農家では

後継者が育っていて、品評会に出品しています。

京都の品評会では農林大臣賞を 2回もらいまし

た。玉露、被せ茶、煎茶、点茶などの品評会で

も、全国でも関西でも、優勝しています。出品

するには、茶摘みさんに一度に来てもらわない

とそれだけの量がとれないので、厳しいところ

があるのですが、頑張ってくれています。

町内には、くつわ池の近くに、11 の農家が

組合を作って栽培している、15ha の西ノ山集

団茶園があります。湯屋谷では、10ha の大福

集団茶園福を造成中で、来年には完成します。

お茶は、伝統ある基幹産業ですから、次世代に

つないでもらい、「緑茶発祥の地」として頑張

ってもらっています。

将来世代も「住んで良かった」と思える町に

岡本 最後に、これからの町政にかける思いを

お聞かせください。

西谷 町長としては、住民と近い存在でいたい

と思っています。そして、今、住んでいる人も

大事ですが、新名神が開通する 2023 年までに

しておかないといけないことを、できるだけ取

り組むことによって、20 年、30 年、50 年後に、

住んでいる人が「宇治田原は、すばらしい町

だ」と感じてもらえるようにしてきたいと思っ

ています。

厳しい財政状況ですが、一時的に苦しくても、

後々、安定的に伸びていく「まちづくり」をし

っかりとしていきたい。とくに「災害に強いま

ちづくり」は大切です。災害が起きてからでは、

10 倍、20 倍のお金がかかります。災害が起き

る前に、治山治水事業に取り組みたいと思って

います。河川やため池の改修を事前にすること

で、被害を最小限に押さえらます。そこに、重

点を置きたい。

また、「緑茶発祥の地」としての PR が、まだ

まだ不足しています。フェイスブックも活用し

て、若い人にも訴えかけ、日本だけでなく、世

界から来てもらえる町にしたい。

お茶産業は、若い後継者を応援する施策をも

っと充実させる。若い人が住みやすいように子

育て支援も充実させる。そういう施策が連携す

ることによって、互いに相乗効果を生み出し、

「宇治田原に住んでよかった」「宇治田原に住

んでみようか」と思える町に、住民や職員と一

丸となって頑張っていきたいと思います。

岡本 今日は、たくさんのことをお聞かせいた

だき、有り難うございました。今から、住民団

体と隣で会議されるそうですね。町民に身近な

町長として、これからも町民のためにご活躍さ

れることを祈念して、本日の対談を終わりたい

と思います。
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