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＜質問主旨＞  

国政が停滞する中で、自治体行政は、財政再建、医療・福祉、教育、地場産業、貧困格

差など様々な問題に直面していますが、住民の安心で豊かな生活を守るため、また地域の

経済発展を推進するためには、自治体行政は立ち止まることは許されません。人口拡大期

に作られた様々な社会・生活基盤や行政サービスは、新たな時代に対応するために再構築

することが求められ、また自治体行政の強化は待ったなしの状況です。 

今回のインタビューは、「地域力向上」を目指す山田京都府知事に、地方自治行政の課題

と、安心な医療・介護・福祉体制創り、中小企業のイノベーション促進、雇用創出、そし

てグローバル化時代に対応する京都の国際競争力強化などの政策について、どの様なビジ

ョンと戦略で京都府の経営に取り組まれているのかをお伺いします。 

 

＜インタビュー内容＞ 

１．京都府の「地域力再生プロジェクト」 

２．改正 NPO 法を活用する 

３．公共事業の補修・修繕箇所を府民がチェック 

４．中小企業のイノベーション支援と特区で国際競争力強化 

５．行政サービスを“シームレスでワンストップ化” 
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１． 京都府の「地域力再生プロジェクト」 

 

◆治安、環境などの新しい課題に対応して暮らしやすい地域にするためには、府民と一体となった

「地域力再生プロジェクト」を推進して地域の”ソーシャル・キャピタル”を再強化する 

――国政が停滞する中で、山田知事は、地方主権／分権論者として地方を元気にする活動

に積極的に取り組まれていますが、京都府の考える地域再生のポイントはどの様なところ

でしょうか。 

山田：「心地よい都市と地方を再創造する」という視点から言うと、京都府が一番力を入れ

てきた施策は、もう 5 年目に入っていますが、“地域力再生プロジェクト”です。地域力再

生プロジェクトは、地域に暮らす住民の皆さんが、暮らしやすい魅力的な地域にすべく、

自分達で考えて行動し、「地域力」を向上させるという「新しい公共」を作るためのプロジ

ェクトです。 

京都府（都道府県）は、広域的なインフラ、産業基盤、福祉、そして警察行政、教育行

政などを行っていますが、もうそれだけでは、府民の生活を守れない面が出てきています。

つまり犯罪が急に増えてくるなど、これまで行政が前提としていた地域社会自体が崩れて

きています。日本は、もともと村社会で、しっかりとした“地域の絆”があって、その上

に治安や福祉などが成り立っていましたが、それが崩れてきているのです。その結果、従

来型の福祉行政や地域行政では、対応出来ないことが多く出てきています。 

そうなってくると、今までの行政の基本的なサービスを遂行していくと同時に、新しい

時代に対応するための基盤作りの面で、もう一度テコ入れをしていかなくてはいけないと

いうことになります。そこで、この様な住民の皆さんによる地域再生プロジェクトを推し

進めている訳です。 

 

――地域社会が崩れてきているとのことですが、京都府の「地域力再生」ために地域の住

民の方々とは、どの様な取り組みを行っていくのでしょうか。 

山田：国の考える地域再生の話になると、都市の再開発などという昔ながらのハード型開

発指向の施策が必ず入っております。我々はそうではなくて、地域の人々が昔から持って

いる“ソーシャル・キャピタル”が重要であると認識しており、それを盛り上げていかな

くてはいけないと考えております。地域力というと市町村の行政のようですが、都道府県

が思い切って地域力再生プロジェクトを展開して、京都府、市町村、そして NPO など様々

な地域団体が直接住民と向かい合うことにより、新しい仕組みを基盤として作れないかと

考えました。 

従来の基盤がそのまま生かせる場合もあるし、現在の課題に対応するためには新しい基

盤も必要になります。昔だったら町内会とか自治会とか、地域単位で物事を考えていまし

た。これは崩壊してはいないと思いますが、現状のままでは、どうしても対応出来ない、
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まとまらない部分が出てきています。例えば、治安とか、環境とか、文化とか、コミュニ

ティビジネスなど地域をまたがる課題が出てきているのです。そこで、地域毎の応援では

なくて、それらの課題テーマ毎に応援をしていくことによって、逆にそこから地域へ戻せ

ないかという発想をした訳です。 

 

◆「地域力再生」のため NPO と京都府が、様々な課題毎に「地域力再生プラットフォーム」を構築し、

事業支援を行いながら協働で解決策を推進 

――行政と NPO と府民が一体となった「地域力再生プロジェクト」ということですが、具

体的にはどの様な施策を行っているのですか。 

山田：京都府が行ったのは、「地域力再生」を目的として、まず NPO や自治体等の活動を

交付金で支援する取り組みを始めました。これらの取り組みに関しては、京都府内で 5 年

間に約 2，400 件にも及ぶ事業支援を行いました。 

京都府庁には、こうした地域力再生活動の紹介と支援のためのメーリングリストがあっ

て、積極的に活動されている地域力再生関係者の方々が、活発に利用されています。 

「地域力再生プロジェクト」では、府内各地の「地域力」を最大限に生かした京都府づ

くりを進めるため、交付金を受けた活動や各地域の意欲的で先駆的な地域力再生活動をホ

ームページで紹介していますので、メーリングリストと併せて地域団体の活動のＰＲや情

報交換、そしてネットワークづくりやイベント開催の際の広報に利用することが可能です。 

また、地域活動をされている、あるいは活動に関心のある府民の方と行政（京都府）が、

課題や解決したいテーマを共有し、知恵やアイデアを出し合って、新しい施策を創出・実

践しながら、協働事業や、より効果的な課題解決策を探る場として「地域力再生プラット

フォーム」も設置しています。 

 

――地域再生に取り組む府民の皆さんが、活用できる地域コミュニケーションの場として

は、他には、どのようなものがありますか。 

山田：「地域再生コラボカフェ」というのも行っております。これは、府全域や地域別、

テーマ別に府内各地域で開催しているので、活動事例の発表や地域特産品の試食、意見交

換などで楽しく交流しながら、共通課題の解決に向け、エリアや分野を越えたコラボレー

ションを広げていこうというものです。コラボカフェは、地域力の活動に関心のある府民

の方は、どなたでも参加いただけます。 

これは、課題毎、地域毎の SNS 的な役割を果たしておりまして、その結果 NPO の活動

も盛んになってきており、情報交流の場としても役に立っていると思います。 

 

――「地域力再生プラットフォーム」は、どのような事を行っているのでしょうか。また、

中間支援活動を行う NPO 法人や一般ＮＰＯ法人は、どう絡んでいるのでしょうか。 

山田：その次に、我々が何をしなくてはいけないかというと、中間支援活動を行う NPO 法
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人に対する支援で、今年度から、NPO から提案を受けた事業を選定し、中間支援活動の委

託をしています。それを通じて、一般 NPO 法人を支援しています。そこから本当の「新し

い公共」作り、「地域力再生」を行っていきます。今では、新たな NPO の「地域力再生」

の場として京都府と中間支援活動を行う NPO 法人、一般 NPO 法人が協働して６５くらい

のプラットフォームを作り、そこで課題毎の協議を行い、会議内容や協働事業などの案内

を随時発信しています。そしてそれぞれのプラットフォームの協働事業に対して交付金を

提供するという形を取っています。 

このプラットフォームは、京都府の場合、組織化されています。ただ、ひとつ間違って

はいけないのは、行政が出過ぎると、NPO の下請け化が始まってしまいますので、「それ

だけは、絶対にしてはいけない。」という話をしています。現状では、いくつも新しい動き

が出てきていまして、今、京都府内を回ると、「実は、地域力再生でやったんです。」とい

う話が多く出始めています。 

例えば、京丹波町にある琴滝への遊歩道 200m の木々に LED65 万灯を使ってイルミネーシ

ョンをデザインした「琴滝イルミネーション冬ほたる」（主催；ＮＰＯ法人丹波みらい研究

会）というのがあるのですが、このイベントには、5 万人もの多くの人達が訪れます。これ

も、地域力再生プロジェクトでやっています。 

 

――地域力再生プロジェクトでは、他にどのようなことを行っていますか。 

山田：他にも多くの取り組みが行われていて、「地域力再生で子育て支援をやっています。」

とか、「引きこもりの取り組みをやっています。」とか、そういう動きがいろいろなところ

で出てきています。そういった人達の積極的な取り組みが、実は、地域の再生と最近では

ソーシャルビジネス化へ大きな役割を果たしているのです。 

 

◆「地域力再生プロジェクト」のサードステージとして、今後はリアルとオンラインで NPO の活動を徹底

的に支援する 

――地域力再生プロジェクトは、地域の NPO が主体的に活動し大きな広がりが出ているよ

うですが、今後、どの様な展開を考えていますか。 

山田：この活動は、計画的に段階を踏んで進めております。ファーストステージが、地域

力の呼び起こしで、活動を資金的（交付金）に支援する。セカンドステージは、プラット

フォームを作って、そこから、京都府、市町村と NPO との協働事業化を進めていきます。

そして、今回、私達が、行おうとしているのは、サードステージと呼んでいるんですが、

現在活動中の約６５事業のプラットフォームでリアルとオンラインで話し合いをしていく

というものです。まだ、全部が上手くいっているということではありませんが、そういう

ことを行って、サードステージに入っていかなくてはいけないので、中間支援活動を行う

NPO 法人に徹底した支援策を講じるし、これからは、改正 NPO 法も活用して地域再生の

ための様々な施策を行っていきます。 
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２．改正 NPO 法を活用する 

 

◆改正 NPO 法では、都道府県が窓口となるので手続き等が便利になり、また新寄付税制により寄付

も行いやすくなり NPO 活動がしやすくなる 

――‘11年 6月に成立した改正 NPO法では、認定NPO法人の要件ハードルが下がったり、

また新寄付税制により「所得控除」から「税額控除」になり寄付が行いやすくなるなど、

地域の NPO にとっては、活動が行いやすくなると思いますが。 

山田：実は、今回の改正 NPO 法には、都道府県側の代表として関わっておりました。従来、

国税庁が認定 NPO 法人の認定窓口を行っていましたが、NPO 法人にとって敷居が高くな

かなか進展しないので、今後は、都道府県にその業務を移管しようという話が出てきまし

た。その時の政府側の窓口は総務省の逢坂政務官が、そして都道府県が受けるかどうかの

代表窓口は私が担当していたのです。 

都道府県側も、それぞれ事情が異なり、東京都や神奈川県は、NPO 法人数が多く、様々

なタイプがあるので窓口業務が大変になるということで難色を示していましたので説得す

るのが大変でした。元々これは、経緯があって、松井内閣官房副長官が、改正 NPO 法の成

立を実現させ、その業務を都道府県に移そうと考えていて、「それについては、山田さんが、

やってくれないか。」と頼まれた訳です。私は、本来、地方分権の担当で、本件の担当では

ありませんでしたし、困ったなと思いましたが、分権に関わる重要な話なので、当時の麻

生会長に「この案件は、私がやります。」と言ってお引き受けしました。まあ、何とか寄付

税制と所轄窓口を都道府県に移管する改正 NPO 法を成立させることができました。 

 

――寄付税制に係わる権限を、国税庁がよく手放しましたね。 

山田：はっきり言って、国税庁は、そこまで手が回らなくなったということです。今回の

改正により、寄付金控除を受ける NPO 法人の数がかなり増加しますが、国税庁は、現在の

職員体制で、増加する認定作業を行うのは難しいので、窓口業務を我々に移管してきまし

た。その際、会計基準の整理などいろいろな制度改正を求めてきましたが、認定業務の移

管を受ける代わりに交渉して改正内容に条件を付け、最後は概ねこちらの主張を通すこと

が出来ました。 

 

――改正 NPO 法の寄付税制に関しては、国際的にも市民活動を支援する前向きな税制とし

て評価されておりますが。 

山田：今後の地域行政を考えると、NPO 法人の寄付に関わる税の窓口を都道府県がやらな

い訳にはいかないと思いますね。都道府県が初めて受託する「寄付金控除」の認定業務で

すが、地方分権の観点からも望ましいことです。今までと違って NPO が寄付を受ける際の

手続も簡素になり、寄付も行いやすく、また受けやすくなると思います。まあ、NPO 法人
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の数が多い東京都や神奈川県は大変な業務になるので、「ちょっと待って下さいよ。」と言

ってきましたが、東京都や神奈川県とも一緒になって、内閣府や総務省といろいろな課題

について納得いくまで交渉しました。 

途中から議員提案になることになり、和歌山の岸本周平衆議院議員が出てきました。岸

本議員は財務省、国税庁出身なので、いろいろとやり合いがありましたが、最終的に地域

再生に大きく貢献する改正 NPO 法は成立することが出来たという訳です。 

 

――改正 NPO 法は非常に使い勝手が良くなったと思いますが、それらを活用して、地域再

生、地域力強化のためには、どの様な方針で取り組まれていますか。 

山田：改正 NPO 法が成立しましたので、全体として見ると、次の段階にいけるだろうと思

いますね。つまり、「地域力」も発展してくると、その方向性は、いくつかに分かれてきま

す。例えば、“ソーシャルビジネス系でやっていくところ”と、“ボランティア系でやって

いくところ”、そして“公的な性格を持ち地域活性化でやっていくところ”などです。 

その当たりを進めるため、京都府では、ソーシャルビジネスに関し、コミュニティビジ

ネスを中心として、もう一度、組織をキチンと作っていこうと考えております。いままで

地域再生ということで一般的な形で支援をしてきましたが、ソーシャルビジネスの方は、

融資やファンドを始め、様々なツールがありますので、それを徹底的に使って、ソーシャ

ルビジネスを支援して行きます。 

この分野は、高齢者の仕事の受け皿にもなりますから、高齢化時代を見据えた時に、地

域力再生ということだけではなくて、高齢化時代の雇用拡大、就労支援にもなっていくの

で、ここは分けて考えようと思います。そして、その他の重要施策である治安だとか、文

化だとか、環境問題というのは、もう一度、税制も含めて、それぞれの NPO の体力をつけ

ることも行いながら、やっていこうじゃないかと考えております。 

 

３．公共施設の補修・修繕箇所を府民がチェック 

 

◆公共施設の補修・修繕は、府民と一緒に取り組む府民参加型行政「府民公募型安心・安全整備

事業」で推進 

――行政サービスの新しい形として、府民の協力や参加が求められると思いますが、その

点についてはいかがですか。 

山田：我々の方でやっているのは、府民との“協働事業”です。これは、“参加”ではあり

ません。参加というと“府政への参加”になってきて、その点も大切なんですが、地域力

強化を行う場合とか、それに取り組む NPO の人達にとっては，参加というより、むしろ“協

働事業”なんだろうと思います。なぜなら、府政に参加してもらうと、府としても下請け

として使ってしまう場合がありますので、やはり“協働事業”で進めていくべきだと思い
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ます。そのため今年から始めたのが、NPO と一緒に、公共事業を協働事業化していくこと

を行っています。 

国土交通省などが、よく行っているのは河川管理を委託するという方式です。我々が行

うのはそうではなく、河川管理などを京都府と NPO との間で、協働化して行うという事業

方式です。例えば、京都府の方で公共空間を貸し出し、NPO が整備をするという事業方式

です。純然たる民間委託をするのではなくて、お互いが出来ることをやっていこうという

ことです。今年度より公共空間活用推進事業として実施し、4～5 件の案件が出てきていま

す。 

 

――京都府と NPO が協働事業を行うというのは、大変ユニークな取り組みだと思いますが、

河川管理の他にどの様な事業を対象に考えていますか。 

山田：どちらかというと河川とか、道路の管理などの公物管理で、現在の所は、河川敷管

理が多いですね。これをお互いが出来る範囲で一緒にやっていこうということで、施策に

発展させたのが、府民参加型行政「府民公募型安心・安全整備事業」です。 

この取り組みは、大変ユニークなものです。公共事業というのは、長い年月をかけて行

っていくものですから、建設にしろ、補修にしろ、なかなか直ぐには出来ません。特に、

修理修繕というのは一体何処からやるべきなのか、実際はよく分からない事が多いんです。

それであれば、住民の皆さんに聞いた方が早いんじゃないかということで、府民の皆さん

に公共事業で補修すべき箇所などを聞く取り組みを始めました。ところが、多くの反対が

出ました。 

 

――住民の方が、日常生活をする中で公共事業をチェックして修繕箇所や問題点を指摘し

た方が、より安心できると思いますが、反対の理由はどの様なところだったのですか。 

山田：反対された理由のひとつは、「この道路が市町村の道路か、京都府の道路か、国の道

路か分からない。」ということです。その次に出てきたのが、「たくさん出てきたらどうす

るのか、予算の手当がつかなくなる。」と。さらに、「そもそも、その様な案件は市町村議

会とか府議会から話をするのが筋ではないか、そういうチャンネルを公募でやるとは何事

か。」と。この様な 3 つの反対意見が出ました。 

その様な意見に対して私が言ったのは、「どの道路か分からない、それは、分からない方

が悪い。自分の生活している道路が分からないということでは、府民参加なんか意味がな

い。我々としては、府の HP を通じて、この道路はどこの管理か分かるようにする。後は

府民の皆さんご自身でやって下さい。」ということです。また、「じゃあ、たくさん出てき

たらどうするんですか。」という話には、「たくさん出てくるということは、京都府政が悪

いんだから、それは悪いということを素直に反省するということで、それは、全くもって

議論が逆転している。」と。さらに、「市町村議会や府議会を外すというのは問題だ。」とい

うことに対しては、市町村の職員を審査員に入れる、即ち、市町村の職員が京都府の事業
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の審査をするという形にしました。そして、府議会議員の皆さんには、「パイプ役になって

下さい。」というお願いをしました。こうして「府民公募型安心・安全整備事業」を始めた

訳です。 

 

◆府民による公共事業のチェックは、問題箇所の映像、コメント、GPS データが送付されて、迅速に

改修が行われ好評を得る、しかも京都府のインフラデータベースも整理される 

――関係者のコンセンサスを取るのは大変だった様ですが、今まで、行政が行っていた公

共事業に府民が参加して、「府民公募型安心・安全整備事業」として行うことに対する府民

の皆さんの反応は如何でしたか。 

 

山田：ふたを開けてみたら、二千数百件の応募がありました。これは予想を超える応募件

数です。府民の皆さんの公共事業への関心の高さに改めて驚かされました。 

当初、こちらも目玉施策なので応募が少ないと困るので、小学校の校長先生の集まりな

どに出かけて行って、「校長先生の皆さんは、通学路が危ないとよく言っていますよね。今

度こういう事業をやります。皆さんで、危ないところは指摘して下さい。後で危ないなん

て言うのは、通用しませんよ。こういう事業があるんですから、皆さん方で、通学路を点

検して、危ないと思ったら、是非応募して下さい。」という話を様々な場でさせていただき

ました。その結果、たくさんの応募が来たという訳です。 

 

――公共事業の問題箇所については、一般の府民の方はどの様に応募してきたんですか、

また地元の建設業、土木業の方々からの応募も多かったんじゃないですか。 

山田：確かに、建設業や土木業の方々が、積極的に調査していたのは確かです。ただ、凄

いと思ったのは、現在では、地図とＧＰＳが一体化していますよね。そして、皆さん、デ

ジカメを持っていますので、応募内容を見ますと、府民の皆さんがキチンとデジカメで写

真を撮って、「こんな風になっていますよ。」とコメントも付けて、合わせてＧＰＳデータ

も付けて送ってこられるのです。この様な調査を都道府県が行っていたら、時間的にも労

力的にも、たまったもんじゃない。 

ところが今は、府民の皆さんにご協力いただくと、簡単に出来てしまうんですね。だか

ら、あっという間に京都府内インフラの現状調査データベースが出来上がりました。これ

はいろいろな意味で面白かったですね。その応募データを見ましたが、確かに、これは問

題だという指摘が多くありました。 

その応募を踏まえ、「府民公募型安心・安全整備事業」を始めたんですが、結果として、

市町村長の皆さんは、「指摘箇所が直ぐに補修されていく。」と喜んでいたし、議員さんも、

「その活動を通じて市民グループと接触ができた。」と言って喜んでいました。確かに、京

都府や市町村の職員は大変なんですが、調査する手間が省けるので、通常より早く実行で

きました。 
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ただ、困ったのは、3 年目になっても増えていくだけなんですね。減らないんですよ。当

初は 3 年間で、京都府内インフラの問題点の棚卸しを一応終わろうと思っていたのですが、

終わらなくて、実は、前年を上回る応募数を記録しています。毎年増えて府民の皆さんか

らの要望として、「大変良い事業なので続けて下さい。」との意見が多く寄せられています。 

 

――予算が逼迫する中で、老朽化した社会インフラの補修などの公共事業整備にもかなり

の財源が必要になると思いますが、その点はいかがしょうか。 

山田：ちょうどその頃は、公共事業が減って地域経済が疲弊していました。かといって、

無駄な公共事業はやりたくない。また、いきなり、大型の公共事業を扱うのは、主旨に反

します。であれば、私達の身の回りの信号とか、河川の危ない所の改修とか、道路の側溝

蓋とかマンホールの蓋とか、小さな所からやっていけば良いじゃないかということで、一

般的な単独事業枠なので、それらの案件を「府民公募型安心・安全整備事業」に移してし

まいました。 

ですので、この案件は、大変評判が良くなってきて、3 年も行ったのに、来年もやってく

れということになっております。また、最初は、難色を示した人からも、いろいろと提案

が出てきております。但し、京都市内は府の道路や河川が少ないので、京都市内の人達に

とっては利点が少ないのですが、京都市内では信号の取り付けの要望が多く、そこから始

まっているという状況ですね。 

自分達が参加する、一緒に行うと関係者の満足度が高まるので、そういう意味では、こ

の事業は、府民満足度を高めましたね。 

 

――公共事業では京都府と京都市の連携は重要だと思いますが、どの様な取り組みをして

いますか。 

山田：市バスの運行のためのシステムなどは、府と市が連携して行っていますね。こうし

た取り組みを行いながら、自主的に協働事業に発展させていく動きを創り上げています。 

 

◆府民の安全な水や空気を生み出している農山村地帯をみんなの力で再生する「共に育む『命の

里』事業」を推進 

――「府民公募型安心・安全整備事業」の様な取り組みを地域の再生などへ展開すると面

白いですね。 

山田：地域再生、地域力向上といった分野にもこうした方式を広めるため、プラットフォ

ームを作って協働化を進めていこうと考えております。 

その他に、この変形版になりますが、京都府の農山村再生支援施策「共に育む『命の里』

事業」というのがあって、いわゆる限界集落対策です。府民の安全な食料やおいしい水、

空気を生み出している過疎化・高齢化が進む農山村地域をみんなの力で、”里力（さとぢ

から）”を再生していこうという取り組みを行っております。 
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限界集落対策となると、「府民公募型安心・安全整備事業」というのは、難しいのです。

一番問題なのは、やってくれる人がいないのです。これは、人がいるから「地域力」であ

って、限界集落の地域には、リーダーになる人がいないのです。そこで京都府が、その地

域にリーダーを送り込もうということで、「里の仕事人」という制度を作りました。現在、

12 人の府職員がいくつかの限界集落に直接入って、「命の里」で再生に取り組む住民組織と

一緒になって、定住環境の整備や雇用・所得機会の創出、定住人口の確保など、地域主体

で様々な課題の解決に向けた取り組みを行っております。 

 

――「命の里」事業を推進するとなると、人材の確保が難しいと思いますが、その点は如

何ですか。 

山田：そうやっているうちに、民間の実務経験者や豊富な社会経験を積んでいる専門家の

方々が協力したいと申し出てくれるようになりました。これは、「里の仕掛人」と呼んで、

「地域おこし協力隊員」や「集落支援員」制度を活用して雇用し、限界集落に入ってもら

って、地域特有の課題の解決や地域再生の取組支援などをやっております。この中で、い

くつか成功した事例が出ております。例えば、都市部から 13 人の方々が、限界集落に移住

してきまして、その結果、平均年齢 60 代後半の集落が、一挙に 40 代まで若返りました。

特に、「里の仕掛人」の方々が移り住んでおります。しかもその方々は、農業や民宿をやっ

たり、後は、コミュニティビジネス的なものを行っています。 

そういった地域が出てきておりますので、この様な取り組みをいくつか広げていこうと

考えております。但し、これだけでは、どうしても対応できない地域も出てくるので、そ

こはしっかり見守っていこうということで、「見守り組織」に変えていくことも考えており

ます。そういう活動を通じて地域力の派生編として、「命の里運動」を続けています。 

 

４．中小企業のイノベーション支援と特区による国際競争力強化 

 

◆中小企業のイノベーションを加速するために、“産学公連携”を行い、「京力中小企業１００億円事

業」を推進 

――地場産業の疲弊が続いておりますが、地域の雇用を守る意味でも地場産業／中小企業

支援は、喫緊の課題だと思いますが、京都府ではどの様な支援・育成策を行っていますか。 

山田：府としても、きめの細かい積極的な支援策で中小企業を育成していこうと考えてお

ります。本来は、行政が支援せずに市場で成長していく企業が求められます。 

実際、現在大企業になっているところは、行政が手をかけて支援をしてはいません。市

場の荒波にもまれながらもしっかりしたビジョンを持ち、独自の力で切り開いていった企

業が、大きくなっています。それが企業の”競争力”です。 

今まで行政の役割として行ってきたことは、産業の基盤である道路とか、電気やエネル
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ギーをどうやって安定的に供給していくのかということだったんです。しかし、産業が高

度化、複雑化するに従って、過去の成功体験というのは、これからも本当に使えるのだろ

うかという疑問が出てきます。そして、これだけ複雑化した市場に対応するためには、ま

た府の中小企業を支援するためには、今まで造ってきた基盤だけではなくて、新たなイノ

ベーション基盤などを整備していかなくてはいけないのではないかと思います。 

 

――中小企業支援策として、具体的にはどの様なイノベーション基盤を考えているのでし

ょうか。 

山田：イノベーション基盤を整備していく時に、一番重要なのは”産学公連携”です。京都の

場合は、大学都市ですから最新の科学・技術などの知識財産があります。それらのセクタ

ーと中小企業とを連携させてイノベーション支援を行います。同時に、京都版の「エコノ

ミック・ガーデニング」（地域主体でビジネス環境を整備する手法）をやろうという形で、

今進めているのが、「京力中小企業 100 億円事業」です。京都の中小企業の再生・発展を全

面的にバックアップし、また中小企業のイノベーションを加速するためのものです。 

商工会・商工会議所の経営指導員などを総動員して中小企業応援隊を設立し、約 3 万社

に対して経営の安定や成長に向けたコンサルティングを行っています。まず、企業の強み

や弱みを分析し、イノベーション相談を実施し、必要な設備投資やリースに対する助成と

して、簡単に出来るものは 10 万円から、大きい案件では億円単位までの助成金で支援をし

ようということです。 

これらの施策によって中小企業のイノベーションをどんどん支援していく。そして、そ

れに大学等を絡めていこうということで、「京都産業育成コンソーシアム」を京都府、京都

市、経済界で作りまして、今までばらばらだった研究機関、指導機関を統一的な目的に沿

って動けるようにと考えております。 

 

◆「関西イノベーション国際戦略総合特区」を共同申請し、これからの成長分野や国際的な課題に

取り組み競争力を強化する、また合わせて海外の研究者、留学生を積極的に受け入れる体制作り

も行う 

――京都府の産業育成に係わる将来の成長戦略については、どの様な施策を考えています

か。 

山田：これから伸びる産業分野にどう対応していくかということで、ここはもう少し大き

な視野で考えています。このため、国の国際戦略総合特区の指定に、京都府、大阪府、兵

庫県、京都市、大阪市、神戸市、大学、経済界が一体となって共同申請しました。これは、

環境・エネルギー、健康・医療、食料・バイオなどの国際的な問題に対して、国内外の英

知を結集して課題を解決するための「けいはんな学研都市」をはじめとする国際戦略総合

特区の提案です。 

一部の人からは、対象範囲が広すぎて的が絞れていないと言われておりますが、非常に
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広い範囲で対応する組織を作って国際戦略総合特区に応募しました。 

ご存じのように関西は、医療や環境などの分野は強いんですよ。創薬とか、再生医療と

か、環境とか、エネルギーもパネルベイとかがあります。この特区を中心にして、これら

の成長分野と研究機関を結びつけて、例えば、スマートグリッドから医薬品までを特区を

活かした形で産業として発展させていきます。それによって、関西全体の底上げを図ろう

という試みを行っています。 

小さな所では、「エコノミック・ガーデニング」施策で、大きな所では先進分野の「特区」

施策で対応します。特に、我々は、学研都市を持っていますので、それを環境モデル都市

にしていこうということで、経産省の次世代エネルギー・社会システム実証地域の全国 4

カ所指定の内の 1 カ所として指定を受けています。 

なぜ、学研都市が良いかというと、今の様な景気の状況でも新興住宅開発地として家が

建築され続けているのです。今時、新興住宅地の開発なんていうところは、日本にそうな

いわけです。ところが学研都市では、あるんです。その中で、800 戸ほどの新しい開発地区

モデルとして実証実験を行っています。 

 

――イノベーション特区の話になると、世界から知的人材を集めることが求められますが。 

山田：そのために特区制度を活用して、まず、外国人研究者の優遇とか、海外機関の優遇

などを行います。そして、次に学研都市で取り組もうとしていることは、外国人研究者の

子弟の学校の問題です。ようやく、同志社大の国際小学校ができました。英語で教育を行

う小学校です。これで、同志社の小中高大一貫教育が揃ったので、外国研究者の方に安心

して来ていただけると思います。海外の研究者の方にとっては、やはり子供の教育問題は

重要です。 

そして、もうひとつ行っているのが、大学の留学生受入促進で、留学生を呼び込むため

に、特区化したいと考えております。やはり、京都は大学の街なので、世界から優秀な留

学生を集めたいですね。 

実は、京都はフランス人が多いんですよ。何故かというとフランスの小学校や高校があ

り、それでフランス人が集まって来ているのです。その他にもフランス総領事館もありま

す。その意味では、生活環境をキチンと整備することが、人を集めることになると思いま

す。但し、これは、シンガポールみたいに徹底してやらなくてはいけないので、我々も、

国際戦略総合特区として世界から有能な人材を集めるということを徹底的に目指そうと思

っております。 

 

――ハーバード大などは、優秀な学生を集めるため、また中国の大学との協力関係を強化

しようと、上海に海外センターを設立しておりますが。 

山田：どうも日本の大学は海外進出に中途半端な気がしますね。海外に出て行くというこ

とは、海外の優秀な人材を呼び込むということであり、基本は相互交換ですから、それな
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りの戦略と体制を講じていかなくてはいけないと思います。 

そういう意味では、府は、むしろビジネスサポートに徹していて、去年、ビジネスサポ

ートセンターを上海に作りました。私は、府の職員に「役人が行っても無駄が多い。行く

なら徹底して入れ込まなきゃだめだ。」とよく言っています。というのも、自分も役人時代

に海外赴任した経験があるので、中途半端ではなかなか勤まらないことは良く分かってい

ます。現在、上海ビジネスサポートセンターの所長は、元オムロンの方で、中国市場を切

り開いてきた経験をお持ちの方にお願いしております。 

そのセンターでは、現在、中国企業と京都府企業とのマッチングなどのサポートを行っ

ています。この前は、台湾企業とのマッチングを行いました。なぜかと言いますと、中国

に進出する場合、台湾企業と合弁している方が、様々な面でスムーズにいくからです。 

 

５．行政サービスを“シームレスでワンストップ化” 

 

◆“都市創りのビジョン”が無い状態で、「コンパクトシティ化」を推進すると都市の本質的な活力を奪

ってしまう恐れがある 

――今後、さらに人口減少が進み、高齢化が進むと、今までと同じ都市政策では対応出来

ないということで米国モデルのコンパクトシティ、ダウンサイジングシティという概念が

日本に導入され始めていますが、如何にお考えになりますか。 

山田：それは、良い面と悪い面がありますね。京都市は、世界の範となる「人が主役の魅

力あるまちづくり」を推進するため、「歩くまち京都」を作ろうとしています。これは、今

後の高齢化社会に対応するためのまちづくりの発想として、「健康で、人と環境にやさしい、

歩いて楽しい暮らしを大切にする。そして、だれもが歩いて出かけたくなる道路空間と公

共交通を整え、賑わいあるまちを創る。」というもので、将来的な人と公共交通優先を基

本に計画しています。これは、前向きな取り組みだと思います。 

しかし高齢化社会が進むと、歩行が困難な方が多く出てきますよね。その方達を支援す

るサービス・システムとして、例えば、高齢者への買い物宅配制度とか、通院支援などを

含む全体としてのビジョンがないと、単に“コンパクトシティ化”、“ダウンサイジング化”、

あるいは“歩ける街づくり”とやってしまうと、その都市自身の本質的な活力を奪ってし

まう恐れがあります。 

ですから、都市の全体ビジョンを踏まえて、公共交通システムとか、サービス・システ

ムを考えていかなくてはいけないのです。しかし、その部分は、まだ上手く解決する全体

構想が出来ていないのです。これは大変重要な問題ですが、残念ながら都道府県は、そこ

まで絡めないのが現実です。 

 

◆「医療・介護・福祉」の境目が無くなる本格的な高齢化社会に備え、シームレスでワンストップな行
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政サービスが受けられる「地域包括ケア」事業を推進 

――都道府県が都市計画で絡む事が難しいとなると、府民の様々な生活を支援するために

どの様なことを考えておられますか。 

山田：我々は何をしようとしているのかというと、これからの高齢化社会で、都市計画と

は違うところで絡もうと考えております。それが「地域包括ケア」という施策です。これ

は大切な考え方で、これからは、医療・介護・福祉の垣根が、だんだん消えていきます。

高齢化時代というのは、そのような領域の垣根が消えていく時代だと思います。つまり、

医療なのか、介護なのか分からなくなってくる。福祉なのか、介護なのか分からなくなっ

てくる。高齢者なのか、障害者なのかの境目がなくなってくる。即ち、これまでの考え方

ではない、医療・介護・福祉の一体化した新しい支援システムが必要な時代に入ってきて

います。ですから、本格的な高齢化社会に的確に対応するためには、府民安心のための「地

域包括ケア」という施策が重要になってくるんです。 

これからの「まちづくり」は、それと連動していかなくてはいけないと思います。今ま

での日本のまちづくりシステムというのは、どちらかというと元気な若い世代の人達に合

わせて作られていました。そして、自力型で生活できる環境に対して、そこからこぼれ落

ちてきたところを制度論として補っていたのが実態です。 

そういった制度は、“弱者補完論”です。これからの時代というのは、全員が、そうした

ハンディキャップの可能性を負いながら生活していく時代になってくるので、制度自身が

“シームレスでワンストップ”になっていかなくてはいけないと私は思います。 

 

――シームレスでワンストップな「地域包括ケア」ということは、具体的にはどの様な施

策なのでしょうか。 

山田：まちづくりも医療も全部そうです。「地域包括ケア」というものを京都府全体で創り

あげようと考えております。医療・介護・福祉は、本来であれば、もともとは市町村の制

度で、市町村が行う施策なのですが、人材作りとか医療ネットワーク作りというのは市町

村では、規模として難しいのです。 

そこで私どもがやろうとしていることは、かかりつけ医を通じて高齢者と病院を事前登

録して、登録した高齢者は、必要な時には、登録病院に入院できるようにしました。高齢

者が体調悪化した時、かかりつけ医が最初に診察して、入院が必要と判断されたら、かか

りつけ医と病院が登録制になっているので、直ぐにその登録病院に入院できるように医療

のシームレス化を図ろうというものです。 

今までは、かかりつけ医と病院との間では、医師同士の関係で連携していましたが、登

録制にして、「あなたが悪くなったら、この病院に入るんですよ。」というところまで全部

システム化にしてしまう「在宅療養あんしんネットワーク」を始めたんです。 

同時に人材育成とか市町村の医療の再生化を始めているので、「まちづくり」もそれらと

連動しながら全体最適化を目指してシームレスなものにしていかなくてはいけないと思い
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ます。その視点が、まだ上手く出来ていないところがあって、一部だけを捉えて全体計画

を作成してしまうと、そこは問題ではないかと思っております。 

 

――患者さんの医療データを地域で共有し、管理することは安心につながると思いますが、

地域医療を考える場合、その他にどの様なことが問題になっているのでしょうか。 

山田：患者さんの医療データ化の問題は継続的に取り組んでおりますが、もうひとつ大き

な問題は、保険が“ばらばら”だということですね。保険制度は、本来統一すべきです。

もちろん電子カルテも共通でなくてはいけません。ですから、今話した在宅療養安心ネッ

トワークは、かかりつけ医と病院が違うことをやっていたんではいけないので、登録制に

することにより、かかりつけ医と病院が同じ情報を共有し、それがそのまま入院・退院す

る時に、上手く活用できるというシステムを創りあげようとしている訳です。この様な取

り組みによって、“ワンストップ・シームレス化”という私の政策の中で、最も重要な政策

が、一歩一歩、実現していきます。 

 

◆「行政サービスのワンストップ・シームレス化」は府民の利便性を向上させ、２重行政の無駄もなく

す 

――“行政サービスのワンストップ・シームレス化”は、大変納得がいき、住民の皆さん

にとっても大変便利だと思いますが、他への展開は考えられていますか。 

山田：就労支援も就労支援だけでは、その目的を達成することは出来ませんので、福祉や

生活などの支援も合わせて、シームレス化をやっていこうというのが「京都ジョブパーク」

構想です。ここでは、ハローワークから京都市の福祉関係の出先まで入っています。要は、

縦割り行政を変えて、住民の利便性を第一に考えようということです。 

役割分担という考え方がありますが、それは、下手をすると縦割りになります。役割分

担論ではなくて、シームレスにすることによって行政の無駄もなくす、さらに二重行政の

無駄もなくすということです。 

さっき話した「京都産業育成コンソーシアム」も京都市と一緒にやっています。「地域包

括ケア」の推進機構も京都市と一緒にやっています。「京都ジョブパーク」も京都市が入っ

ています。ですから、京都は、シームレス化によって二重行政の弊害をなくそうという取

り組みをしている唯一の団体ではないかと思います。 

 

――行政の無駄を省いて効率化を図るためには、病院や公共交通でも、官がやるのか民間

がやるのかという仕分けをキチンとして、民間委託が可能となれば、改正ＰＦＩ法を活用

したり、特定財源債を起債して民間に事業移管する動きが出てきていますが。 

山田：それはその通りなのですが、そこで間違ってはいけないのは、本来儲かるモノは民

間がやれば良い訳です。官がやるのは、公的な内容で儲からないということが前提です。

公益性があり、儲かる可能性が少ないからこそ官がやるのであって、儲かるものだったら、
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それは民間がやれば良いのです。 

そこのところの切り分けがおかしくなっていて、官がやっても収益を出さなくてはいけ

ないとなっております。儲かるモノだったらそれは、民間がやるべきで、民間活力を生か

せるし、その方が余程上手く効率的に経営出来ます。 

最近、そこが、ごちゃごちゃになっていて、大変危惧しています。我々行政が行うのは、

“儲からないけど如何に効率的にやるか”という視点だと分かりますが、“赤字になったら

みんな騒ぎ始める”、それは、おかしいと思います。 

 

――確かに行政サービスとして行うのか、あるいは行政サービスを民営化して行うのかの

区分けについては、その本来的な目的と効率性などをキチンと精査する必要があると思い

ます。今日は、先進的自治体の新しい取り組みを伺うことが出来ました。有り難うござい

ました。 

 

 

取材日：2011 年 12 月 20 日 

取材者：縄文コミュニケーション（株） 

福田博 

 

 

 

＜山田啓二（やまだけいじ）氏 プロフィール＞  

昭和 29 年 4 月 5 日、兵庫県洲本市生まれ。 

幼い頃から正義感が強く、世の中の役に立ちたいという思いが強く法律家を志す。  

しかし東京大学法学部入学後、無料法律相談で多くの相談活動を続けるうち、個々の法律

解釈よりも、その前提となる行政活動や法律の制定に係わる方がより多くの人々のために

働けると思い、卒業後、昭和 52 年自治省（現総務省）に入省。 

和歌山県地方課長、国際観光振興会サンフランシスコ観光宣伝事務所次長、高知県財政課

長等で内外の地方自治を現場で体得するとともに、行政局行政課課長補佐、同理事官で地

方分権の制度を担当。その後、法制局第一部参事官では政府の「憲法の番人」として、政

府の憲法解釈の答弁づくりや法律解釈にあたり、平成 11 年京都府総務部長として京都府に

赴任。 

財政健全化策の実施に積極的に取り組み、施策の見直しと内部改革を断行し、健全化の道

筋を確かにする。 京都府副知事を経て、惚れ込んだ京都のために働きたいと京都府知事選

に出馬。現在 3 期目。全国知事会会長。 


