
―　最初に、藤井寺市のプロフィールについてお聞かせ
ください。

藤井寺市は、大阪府の南東部に位置しておりまして、
面積は約 9 平方キロメートル、大阪府の中では一番小
さな市でして、全国でも 5 番目に小さくコンパクトな
市です。どこへ行っても「藤井寺から来ました」と言
うと、「ああ、近鉄バッファローズの?」と、やはり藤
井寺球場というお声をいただきます。

藤井寺市は、大阪阿部野橋駅から15分足らずで来ら
れますし、高速道路も西名阪自動車道の藤井寺インタ
ーがあるということで、交通の要衝でもあり、高度経
済成長の中でベッドタウンとして利便性も含めて発展
してきました。

また、日本遺産、世界遺産など本当に多くの歴史遺
産があるまちでして、昨年 5 月に日本遺産に認定され
た西国五番札所の葛井寺を初め、大伴旅人で知られる
大伴氏の祖神道臣命を祀っている伴林氏神社があり、国
宝は、葛井寺、道明寺天満宮、道明寺（尼寺）にそれ
ぞれ 1 つずつあります。

藤井寺市をこれから発展させていく中では歴史・文
化の薫るまちということが 1 つの柱にもなってくると
思いますし、小さな市ですから、3 キロ、4 キロで市の
端から端まで行けますので、くるっと回ってもらえる
歴史のテーマパークのようなまちを目指してやってい
きたいと考えています。

市長となった経緯、 
市政での取組について
―　去年の5月に市長になられる前は政治との関わり

はおありだったのでしょうか。

私は、政治の世界は初めてです。もともと大学を卒
業してからは流通業の企業に就職をしましたが、その
後、家業であるお茶屋の跡を継ぐことになりました。そ
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れで、地元の商店街で地域の活動をさせてもらいまし
て、行政といろいろな関わりを持たせていただく中で、
藤井寺市はやっぱり昔のような活気を取り戻さないと
いけないなという思いがありまして市長に立候補させ
ていただいたという経緯です。
―　市長になられたときの抱負と、1年少し経過した現

在の思いをお聞かせください。

今まで外から見ていて、民間の目線で行政をもっと変
えていかないとあかんのと違うかなという思いがすごく
ありました。特に自分が中に入って感じたことは、職員
はしっかり業務に取り組んでいるのに、「市役所は何も
してくれへんやないか」という声は市民や商店街のお店
にすごく多い。いやいや、職員はこんだけ頑張ってるや
ん、でも、やっていることが市民に伝わっていないから
そこをどないかしていこうということで、「伝える」から
「伝わる」にプッシュ型の情報発信に変えていこうと。そ
こで、市の広報、ホームページ、SNSの発信（LINEの
公式アカウント）に力を入れて見直しをさせていただき
ました。市民のみなさんからは、いろいろな情報が分か
りやすくなったという声をいただき、一定成果を上げて
きているのではないかと思います。
今年、藤井寺市の第 5次総合計画の後期計画を作成

いたしましたが、私が選挙に出させていただいたとき
のマニフェストと整合させながら新しい計画を進めて

います。私の名前「かずき」の「K」を取って「 5つ
のK」として「風通しの良い市政運営」「子育て、教
育」「観光、活性化、活気」「高齢者、健康」「危機管
理」を柱としております。
なかでも、やっぱり「子育て」という部分が一番か
なとは思っています。人口減少、少子高齢化の中で、藤
井寺市に住んでみたいなと思ってもらえるようなまち
づくりを進めていきたいという思いが今一番強くござ
いますので、そちらの環境整備をしていかないといけ
ません。
―　どこの市も子育て世代への支援策が一番の柱にな

っているように感じます。しかし、予算の問題等もあ
るので、なかなか一筋縄にはいかないのではないで
すか。

藤井寺市も財政的にもいろいろありますので、その
辺は正直難しいところもありますが、子育て包括支援
センターという部署を立ち上げまして、妊娠期から子
育てまで切れ目なくずっとサポートしていくようにし
ています。それから、この 4月に新しい民間の保育園
がオープンしまして、そちらで病後児保育事業、また、
地域子育ての支援拠点となるようなスペースをつくっ
ていただいています。
教育、学校の部分では、今、全国的に進めています

GIGAスクール構想、特色的な部分では、ALT―ネイテ
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ィブの英語の先生方による授業もそうですが、きらめ
き学級という事業のなかで、これから学校に行く子ど
もたちに英語に親しんでもらえるようにしたり、小学
生に対してもALTの先生と英語で楽しく遊べる機会を
設けています。また、市役所内に会場を設けて、親子
で参加できる英語体験イベント「でらっこ　English　
Day」も開催しました。「英語村」というのを各自治体
でされていますが、そういう取組も進めています。
―　一朝一夕に効果が見えてくるかどうかは分かりま

せんが、計画を拝見しますと、目標値を分かりやすく
掲げておられますね。

私の 4年間の任期の中で、ロードマップを作成し、そ
れぞれの事業に対して進捗状況をきちんと検証できる
ような仕組みをつくっていこうと思います。
―　市長はお店を経営されており、行政に抜けがちな成

果の評価が大事ですね。

弁護士との連携について
―　ところで、市長ご自身の弁護士に対するイメージや、

弁護士はどんな存在だというふうに感じておられる
かお聞かせください。

弁護士さんというのはいろいろなところにわたって
の法的な知識が豊富ですばらしいなというのが正直な
ところです。私は商売人が体に染みついていまして、お
客様は神様です的なイメージがすごくあって、だから、
よかれと思って必要以上に手を差し伸べてしまうので
すが、行政の中ではそれが逆効果になる部分も実際あ
ると思うんです。公平性といった行政を進めていく中
でのルールがあるので、そこを弁護士さんがきっちり
とした状況判断といいますか、ジャッジをしていただ
いていて、すごく頼りにしております。
―　大阪府下でも任期付公務員として弁護士を採用し

ているところが増えています。
自治体の実務は外からだと分からない部分も多い

ので、何か法的な問題が起きたときにすぐに相談で
きる体制を整えていると、職員の方もかなり安心さ
れるという話をよく聞きます。
また、任期付公務員の採用にまで至らなくても、民

事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会というの
がありまして、そのメンバーが府警本部と一緒に実
演を兼ねて講師として行って、職員の方へ講習を行
うといったものもあります。相談で不特定の弁護士
に来てもらうだけではなくて、市役所のニーズに応
じて、こういうふうな講演をしてくださいとか実演
してくださいとか、そういうのをやっていただくぐ
らいならハードルも低いかと思います。今、法律も行
政と一緒でものすごく専門化していて、いろいろな
専門分野に分かれていますので、弁護士が役に立つ
場面も多いでしょうし、様々な形での連携があるか
と思いますが、そういった弁護士との連携について
は、どのようにお考えでしょうか。

市民のニーズが本当に多様化する中で、職員の中で
も相談が身近にできるというのはすごく心強いと考え
ていますし、職員もいろいろな知識を全部頭に入れる
ことは難しいので、そういうときに身近にいていただ
くのはありがたいと思います。今後いろいろな形で前
向きに検討していきたいです。
―　市長はまさに中小企業のオーナーになっておられ

ますが、弁護士会では中小企業支援センターという
のをつくっていまして、事業承継の相談を行ってい
ます。弁護士会ではハードルを低くしていろいろな
相談から応じてやっていくということを進めていて、
このセンターでは今それを一押しでやっているよう
ですので、何かありましたら連絡を取っていただい
て関わらせていただければと思います。

はい。
―　行政連携センターができたきっかけは、行政の方か

らすると、弁護士会はいろいろな有益な活動をやっ
ているのはいいけれども、お願いしたり相談したり
するのにどこに持っていったらいいか分からないと。
弁護士の数でみましても府下で4,700人位いますし
ね。弁護士会もそれぞれの分野で弁護士が活動して
いて、その分野では知見を持っている人がいるので、
弁護士会に言っていただくと、我々は過去の実績の
データを持っておりますので、「これはどうですか」
とやるのが当センターの仕事です。ご利用いただく
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市のほうで余りお考えいただかなくても、まるっと
「何か助けてほしいねんけど」と言っていただいたら、
何とかはめ込んでやっていくというのが我々の仕事
です。

様々な問題が山積しています。
企業がCSRの取組のなかで、市に協力できることは
ないかとなったときに、どこの部署へ話をすればよい
かわからないといった声がありまして、本市でも公民
連携を進めるうえでのワンストップ窓口として「企業
パートナーシップデスク」を立ち上げました。「企業パ
ートナーシップデスク」において、行政と企業の連携
はもちろん、様々な市民活動と企業のCSRをマッチン
グしたりする中で、いろいろな問題が発生してくる可
能性もありますので、そのときはまたいろいろご相談
できたらと思います。
―　市長は、市民との協働・連携も1つの柱にされてい

ますね。

そうですね。タウンミーティングも何度か開催させ
ていただきまして、コロナがあって今は難しいですが、
やっぱり市民の声をいかに聞きながら、そして、行政
の考え方を伝えながら市民の声を形にしていかないと
いけないと考えています。
―　最後に、市長から一言お願いします。

弁護士さんには本当にお世話になっております。市

としても、コロナ禍の中で大変な状況の事業所や市民
がいらっしゃるので、出来る限りの対策を行っていこ
うと思っています。また、今年度生まれてくる子ども
さんから18歳までの子どもさんに一律 2万円ずつ配ら
せていただいています。給食費を無償にしようとか塾
代を補助しようとかいろいろなパターンがありますが、
いろいろな形で使っていただけたらと思っています。
事業所支援の部分では、藤井寺市はもともと飲み歩

きのバルというイベントを結構盛んにやっていまして、
今年は「店へ、帰ろう!」と題して、飲食店だけではな
くていろいろなお店を回りましょうということでプレ
ミアムチケットの販売をさせてもらっています。好評
ですので、すべての市民がどこかのお店に買い物に行
けるようにしようということで、市でプレミアムチケ
ットを発行し、それが市内の消費拡大につながればと
思っています。
今は、世界遺産登録から 1年ということで組んでい

た予算もコロナ対策に回しています。市民の不安を少
しでも和らげるために行政として何ができるのかとい
うことを常に念頭に置いて市政を進めていきたいと思
いますので、これからもご協力をどうぞよろしくお願
いします。
―　是非よろしくお願いします。本日はありがとうご

ざいました。

▲左から、余田博史事務局次長、阪口祐康副会長、岡田一樹市長、森本宏委員長、永榮久仁子副委員長、薬袋真司会員、中川元事務局長

 OBA Monthly Journal 2020.10 | 35


