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豊岡市は兵庫県の北部、日本海に面したまちです。人口 89,000人、面積 700平方キロメ

ートル、東京都のほぼ 1/3に匹敵する面積のまちです。 

平成 17年（2005年 4月 1日）に１市 5町が合併をして今の豊岡になりました。 

 

市庁舎築 82年です。ズワイガニ。地元では“松葉がに”とか“津居山かに”と呼んでい

ますが、とても美味しい蟹です。城崎温泉も同じまちになりました。古い伝統をしっかり

守っているまちです。竹野浜、日本の渚 100 選、快水浴場百選に選ばれた大変美しい海も

豊岡にあります。最近、ワンちゃん専用のビーチができまして、ワンちゃんが海からあが

ると温泉に入ることが出来ます。神鍋高原があります日高町も豊岡になりました。冬はス

キーやスノーボードで賑わっています。小京都の出石。城下町ですが名物の皿蕎麦だけで

年間 80万人近い観光客がやってくるまちです。江戸時代の情緒を色濃く持っているまちで

す。但東町は山間のまちです。チューリップ祭り、農家民宿もありまして、関西でどぶろ

く特区第 1 号でして、造るそばから売れていきます。そういうまちも一緒になりました。

等々今日は観光ＰＲの場ではございませんけれども、また、ご縁がありましたら、是非お

越しいただきたいと思います。 

 

1市 5町が合併をして今のまちになったわけですが、こんなふうに考えています。 

（合併前に）それぞれの市町が大切に持っていた宝物が、今もあります。一粒一粒の真珠

の粒に例えますと、合併というのは、それをネックレスにすることだと思います。それぞ

れ輝いていたわけですが、バラバラに輝いていました。せっかく合併したわけですから、

連携をして、一粒一粒が輝くだけではなく、全体として輝かそうと「真珠のネックレス論」

と呼んでいますが、それが私たちの合言葉です。 

 

豊岡市はどのような道を歩むのか？ 

豊岡は、固有の自然・固有の歴史・固有の伝統・固有の文化に根ざしたまちづくりを進

めます。 

 

なぜか？  

一つ目は、競争戦略です。 

激しい都市間競争を生き抜いていくための戦略として、固有性に着目したまちづくりを

進めるというものです。 

日本中が、同じ顔をした、つまらないまちをつくってまいりました。自分たちが受け

継いできた自然とか歴史とか伝統とか文化を捨て去って、比喩で言いますと、みんな同

じ顔をした四角いコンクリートの粗雑なまちをつくってまいりました。 
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 顔が同じなら、体が大きいほうが勝つに決まっています。私たちは資本力の多きい大

都市には決して勝つことが出来ません。私たちは別の道を歩んでいく必要があります。

私たちは受け継いできたものにちゃんと磨きをかけ、そして、次へとつないで行く。こ

れが競争戦略です。 

二つ目は、安らぎに満ちたまちづくり戦略です。 

残念なことに私たちは必ず死ぬときがきます。これは、実は大変恐ろしいことです。し

かし、その地の自然とか歴史とか伝統といったものは、私たちがこの世に生まれる前から

その地に存在をして、そして、私たちが目を閉じた後も存在していきます。その永い命を

持つものに包まれて生きる生き方というものは、おそらく「穏やかさ」や「安らぎ」に満

ちた生き方に違いない。 

これに対して、日本の都市は全く違うことをやってまいりました。人間の命より遥かに

短いスパンで建物が壊され、まちが変わっていきます。これはものすごく刺激的なまちで

す。しかし、その反面として、恐らくそこで暮らす人々に不安を与えているに違いない。 

私たちのまちは、日々物が変わっていくという、そういう刺激はないけれども、しかし、

「穏やかさ」や「安らぎ」を人々に提供したい。 

三つ目は、持続可能なまちづくり戦略です。 

永い命を持ったものというのは、時間というテストに耐えて生き残ってきたものです。

それは、その地の自然であるとか様々な条件に適合するということを意味しています。つ

まり、持続可能性があるということ。そのことに根ざすまちづくりは、持続可能性のある

まちづくりではないでしょうか。 

四つ目は、革新戦略です。 

伝統の強いところにこそ革新があるに違いない、伝統の強いところこそが実は革新を生

むのではないかということです。伝統は、しばしば新しいものを作ろうとする芽を潰しま

す。若い人たちの新しい挑戦を潰そうといたします。しかし、そのプレッシャーに耐えた

ものだけが、勝ち残ったものだけが真の革新なのではないのか、その様なことを意味して

います。 

 

（まちづくりについて）いくつかの例をお話いたします。 

１例目は、城崎温泉です。 

浴衣の似合う、たいへん素敵な温泉街です。昔ながらの木造３階建ての町並みがある温

泉街です。 

ところが、大正 14年（1925年）5月 23日、北但大震災でぺちゃんこになり、火が出て、

灰になったまちです。ここから城崎の復興が始まりました。先ず、まちの要所要所に鉄筋

コンクリートの建物を強制的に配置しました。将来、火が出ても、確実にそこで類焼を食

い止める“火伏せ壁”といった意味で配置をしました。川幅を広げ、道路を広げ、地面を

高くしました。当時としては最先端の防災対策をとりました。しかし、そのうえで復興の

コンセプトは“元に戻す”というものでした。当時、兵庫県は洋風の建物の復興計画を示
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しました。ところが、城崎の人々は、猛反発いたしました。城崎温泉の宝物は、木造 3 階

建ての和風の情緒だとして、兵庫県案を撤回させました。そして、木造 3 階建ての町並み

が再現されました。 

 

2例目は、出石の城下町です。 

江戸時代の色彩、匂いを色濃く持っておりまして、一昨年、国の「重要伝統的建造物群

保存地区」に選定をされました。 

ところが、この出石も明治９年（1876年）の大火で中心市街地の 2/3が焼失をしたまち

です。そこから復興するときに、出石の人はこの際新しいまちを作ろうとはしませんでし

た。元の町割り（区画）をそのまま採用し、町屋を再建するときに江戸時代の建築様式を

採用しました。その結果、明治に再建されたまちでありながら江戸時代との連続性を色濃

く持ったまちになりました。 

ここに、明治 34 年（1901 年）に建築された近畿最古の芝居小屋が 44年間眠っておりま

した。それを平成 20年（2008年）にそのまま復活（創建時への復原を）しました。一度、

部材をはずし、どうしても交換が必要なものだけを元の形に合わせて交換しました。昨年

の 8月に歌舞伎で杮落を行いました。 

 

3例目は、コウノトリです。 

まちの真ん中を円山川がゆったりと流れています。円山川の河川こう配は 1/10,000、10

キロメートル上流で高低差１m、これは水はけの悪さを意味いたします。2004年の台風 23

号で豊岡は泥の海に沈みました。ちょっと雨が降ると水浸しになりやすい場所を低湿地と

いいます。低湿地帯は人間が住むには厄介な場所です。ところが、この厄介な場所が好き

な生き物が沢山います。 

豊岡の代表例がコウノトリです。羽を広げると２メートルになる白い大きな鳥です。か

つては日本のいたるところで見られる鳥でした。幕末に東京浅草の浅草寺、観音堂の屋根

の上にコウノトリが巣を作り、ヒナが生まれているといった記録も残されています。里山

の大きな松の木の上に巣を作って、周囲の田んぼや川の浅瀬で餌をとっていました。蛙や

ナマズやドジョウや鮒といったものが好物です。ところが、明治期に鉄砲が解禁されて数

を減らしました。第 2 次世界大戦中は松林が（燃料として）大量に伐採されて、ねぐらを

奪われます。そして、戦後は環境破壊により数を減らし、1971年、日本最後の野生のコウ

ノトリが豊岡で死にました。日本の空からコウノトリが消えました。とどめを刺したのは、

農薬です。 

絶滅に先立ってコウノトリの保護活動が豊岡で興りました。そして、1965 年、44 年前、

飛んでいたコウノトリを捕まえて鳥かごに入れ、人工飼育が始まりました。トキよりも 2

年早い人工飼育のスタートでした。しかし、最初の 24年間は、来る年も来る年も一羽のヒ

ナもかえりませんでした。絶望もありました。批判もありました。コウノトリが増えてい

くという確信を誰も持たないまま、言わば暗闇の中を黙々と人工飼育が続けられていきま
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す。転機は 1985年に起きます。ロシアのハバロフスクから 6羽の幼鳥が贈られ、豊岡市の

職員が大切に育て、カップルができて、1989 年（平成元年）、人工飼育の開始から実に 25

年目の春に待望のヒナが誕生しました。そして 21年連続でヒナがかえり、今、136羽のコ

ウノトリが豊岡に暮らしています。その内、30 羽は再び空を自由に飛んでいます。そして

6羽は野外の巣の中ですくすくと育っています。野性での絶滅から 38年、人工飼育の開始

から 44 年、豊岡でコウノトリの保護活動が明確な形をとって 54 年になります。長い時間

と膨大なエネルギー、それから沢山のお金が必要でした。これからも恐らくそうだろうと

思います。 

ではなぜ、豊岡は、そこまでしてコウノトリを空に返そうとするのか？ 

 

ねらいは大きく３つあります。 

1つは、コウノトリとの約束を守ろうということです。 

44 年前、大空を思いのままに飛んでいた鳥を捕まえて鳥かごに閉じ込めました。当時の

人々は「安全な餌を与えて増えていったなら、いつかまた空に帰す」と誓いました。言う

なれば人間はコウノトリと約束をしました。私たちはその約束を守り、もう一度、コウノ

トリを本来の場所に帰さなければなりません。 

2つ目、野生生物の保護に関して世界的な貢献をしようというものです。 

極東のコウノトリは絶滅寸前の鳥です。世界中ぜんぶ合わせても３千羽ぐらいしかいな

いと言われています。その鳥の保護に関して世界的な貢献をしようというものです。 

3つ目です。今度は、観点を変えて。コウノトリもももも住める環境とはどういう環境なのかと

いうことに関わります。 

コウノトリは完全肉食の大型の鳥です。あんな鳥でもまた野生で暮らせることができる

ようになったとするとそこには膨大な量の、そして沢山の種類の生き物が存在するはずで

す。その様な豊な自然は、人間にとってもすばらしい自然なのではないでしょうか。 

もう１つあります。どんなに自然が豊かに、餌が豊富になったとしても、飛んできた鳥

に対してやみくもに鉄砲を撃つ、そういう文化のところにコウノトリが暮らすことはでき

ません。“あんな鳥も…近くにいてもいいよね”という「おおらかな心」が人間の側になけ

ればなりません。そこで、コウノトリの野生化をシンボルとして、コウノトリもももも住めるよ

うな豊かな環境、すなわち、豊かな自然と豊かな文化を、もう一度、私たちの地に取り戻

そう。これが３つ目のそして最大のねらいです。 

 

それを実現するために、様々な取組みが行われてきました。 

1999年に兵庫県は豊岡市内に 165ヘクタール（165万㎡）の土地を買い求めて、県立コ

ウノトリの郷公園を作りました。そこに県立大学の研究所として教授、準教授以下１講座

を置いて野生化の実践と研究が進められています。 

その一角に豊岡市がコウノトリ文化館を設けて普及活動を行っております。 

あいがも農法です。合鴨は、草を食べます。虫を食べます。したがって、草を枯らし、
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虫を殺す農薬を使う必要はありません。こういった田んぼが 6ヘクタールあります。 

冬、田んぼに水を溜めます。普通は、田んぼに水はありません。水を溜めますとアカ蛙

が 2月、3月頃に卵を産みますので、増えることになります。 

また、豊岡では“なか干し”と言いまして、6月頃に田んぼの水を一度抜きます。蛙はこ

の時期まだオタマジャクシのままです。水を抜くと大量に干からびて死んでしまいます。

その“なか干し”を１ヵ月後ろにずらしていただくことを農家にお願いしました。この間

にオタマジャクシは蛙になります。水が無くなっても逃げることが出来ます。蛙はもちろ

ん蛇の餌にもなり、コウノトリの餌にもなります。市内に 65ヘクタールこのような水田が

あります。 

 様々な努力を積み重ねてきて、2005 年 9 月 24 日、豊岡でコウノトリ未来・国際会議が

開かれました。その日の午後、人々が続々とコウノトリの郷公園にやってきます。そして、

歴史的瞬間です。コウノトリが放鳥されました。野生での絶滅から 34年が経過しておりま

した。最初の１羽が飛んだ時「ヤッター！」という大きな声がしました。それは、私の声

でした。 

そして、2007年、日本の野外では 43年ぶりにヒナがかえり、46年ぶりに巣立っていき

まいた。 

 

“コウノトリ育む農法”が豊岡で確立されまして、この５月からイトーヨーカドー111店

舗で、このお米が売られています。6から 7割、減農薬タイプで高く売られています。 

お米と野菜の無農薬・減農薬の作付面積ですが 717 ヘクタール、豊岡市の全作付面積の

約 19％に相当する面積です。豊岡で環境創造型農業が確実に増えてきています。それは、

コウノトリの生息環境を良くし、同時に豊岡の環境を良くしていくことになります。 

 

1960年、49年前の豊岡市内で撮られた写真があります。 

農家の女性と 7頭の但馬牛、12羽のコウノトリがこの距離で暮らしていました。 

十数年前、この写真を使って大きなポスターをつくりました。そのポスターに「35年前、

みんなで暮らしていた。」という言葉を添えました。同時に「私たちは、人間の努力を信じ

ます。」という言葉も加えました。この写真の女性が誰だかわかり、市の職員と新聞記者が

インタビューに行きました。ところが「こんな大昔の写真、しかも後ろ姿だ。自分かどう

かもわからない。けれども、この牛はうちの牛だ。」一つの家の中に仲良く暮らしていた時

代がありました。そして、この女性はコウノトリの事はほとんど話をされず、ひたすら牛

の話をされ、最後にこう言われたそうです。 

 

「あの頃は心が本当に豊かでした」と。 

 

私たちが何を失ってきたのか、何を取り戻そうとしているのか。この一枚の写真が象徴

的に示しているように思います。 
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そして、あの恐ろしい水害の写真と重ね合わせて考えるときに、この写真は同時に、私

たちはどのように自然と共生できるのか、その深い問いを私たちに突き付けているように

思います。豊岡は豊岡の答えを見つけていきたいと考えています。 

同じ場所の写真（コウノトリが川に降り立っている写真）です。ここまで戻ってきまし

た。しかし、ここまでしか戻ってきていません。 

昨年の 10月、豊岡市内のほとんど真ん中の写真。円山川の写真です。15羽のコウノトリ

が降り立ち、そして飛び立っていきました。 

 

城崎温泉の話をいたしました。出石の話をいたしました。そして、コウノトリの話をい

たしました。 

この 3 つに共通するのは何なのか？“失われた大切なものを取り戻す”逆に言うと“私

たちは大切なものを持っていた”という強烈な誇りでもあります。それを取り戻す。そし

て、それを守り、育て、次へと引き継いでいきたい。それが私たちの願いです。 

壊しては新しいものを作るのではなく、私たちは蓄積をしていく、積み重ねていく、つ

ないでいく。それが私たちの生きる道だというふうに考えています。 

大言壮語かもしれませんが「小さな世界都市」を目指しています。人口規模が小さくて

も世界の人々に尊敬され、尊重されるまち「小さな世界都市」を実現したいと考えていま

す。 

 

これを実現するための道筋が 3つあります。 

1つは、固有の自然・固有の歴史・固有の伝統・固有の文化に根ざしたまちづくりを、さ

らに進めることです。 

 例えば、世界の人々が日本にやってきた時に東京やそのミニュチュアばかりを見たいは

ずはありません。日本的なもの豊岡的なもの、それこそが私たちの資源・売るべきものだ

と思います。 

2つめは、文字通りの環境都市を実現するというものです。   

コウノトリをシンボルとするまちづくりで豊岡は高い評価をいただくようになりました。 

しかし、環境という言葉で思い浮かぶ分野は、様々なものがあります。地球温暖化対策は

どうか、森林保全は出来ているのか、エネルギー自給率はどうか、省エネ省資源は、ゴミ

の減量化は出来ているのか、それらの分野で豊岡は頑張っておりますけれども、日本の最

先端を走っているわけではありません。それらすべての分野において最先端を走ることが

できれば、豊岡は文字通りの環境都市となり、輝くことができます。 

（３つめとして）もうひとつ大切なことがあります。情報発信戦略を進めるということ

です。 

どんなに私たちが自分に自信を持ち、誇りを持ち、素晴らしいまちづくりを進めていた

としても、知られなければ存在しないのと同じです。私たちが豊岡の地に居て、誇りを持

ってまちづくりをすすめている。とても素晴らしいまちだ。人々はそこに居る。そのこと
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をちゃんと情報発信をする。しかし、私たちはまだ、残念ながらその知識・技術を身に付

けてはいません。 

この 3 つを確実に進めることによって、豊岡は間違いなく「小さな世界都市」になると

そう信じています。 

 

良いことばかり言いましたが、もちろんマイナスの事も言わなければなりません。 

豊岡の財政構造を見ますと大変弱いほうになります。歳入は虚弱体質です。歳出は肥満

体型です。 

歳入面では、収入のあまりない 6 つの小さなまちばかりが集まって、ようやく 9 万人の

まちになりました。私たちに与えられた猶予期間は、（2005年 4月の市町合併から）10年

です。合併して 10年間は、猶予期間が与えられていて、国の財政支援策があります。この

10年の間に豊岡の経済を元気なものに、足腰の強いものにしなければ、10年後、北風の中

に放り出されたときに私たちは大風邪を引き肺炎をおこしてしまいます。 

歳出はと言いますと標準的なまちと比べると肥満体型をしております。小さなまちばか

りでしたから非効率でした。非効率でもやらなければならないことがあります。各町に町

長は１人必要でした。副町長も１人必要でした。総務課長だっていります。それぞれの窓

口には職員を置かなければなりません。そのまちが１つになりましたので、合併をしてい

ない昔から 9 万人のまちに比べるとまだまだ効率的ではありません。したがって、肥満体

型をしております。これを、10 年間でどこまで削り、標準体型に近づけるかが豊岡の大き

な課題です。 

 

１例を挙げます。豊岡市の年間予算規模は 450億円くらいで、人件費が 88億円、類似団

体（人口規模や産業構造が似た団体）に比べると 28％人件費が多いです。公債費は 69％多

く、物件費：建物などの維持管理費ですが 23％多いです。逆に税収は 9％少ない。地方交

付税、国からの仕送りのようなものは 117％多い。これが、財政に着目したときの豊岡の実

態です。したがって、豊岡の財政はとても厳しいです。 

過疎化も進んでいます。少子化、高齢化も進んでいます。50 年後に豊岡の人口は半分に

なるという予測がなされています。大変厳しい状況です。 

しかし、私たちは自分たちの未来を信じています。希望を持っています。ですから、是

非、私たちと共に働いていただきたい。そういうことでこのような説明会を設けました。 

 

では、何故、副市長を民から公募なのか？ 

副市長を 2 人制にしました。以前は市長・副市長・収入役の 3 人が特別職で、これで意

思決定を行ってきました。収入役という制度がなくなりました。このままでは、トップマ

ネジメント機能が弱まりますので、副市長 2人制としました。1人は内部から登用いたしま

した。もう 1人を民からということです。 

何故、民からか、それは足らざるを補いたいということです。豊岡市役所はチームに例
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えますとかなり良いチームになってきました。強くもなってきました。コウノトリ野生復

帰という民間では絶対にやってこないようなことも成し遂げるようになってきました。職

員の素材も悪くはありません。ふるさとへの非常に深い思いを持っています。 

しかし、まだまだ弱い面、足らざる面があります。例えば、コスト意識はまだまだです。

行政の予算は 1 年毎ですのでブツ切りになっています。中・長期的に、戦略的に物事を進

めていくという技はまだ充分ではありません。 

民の場合は、世の中の変化がただちに業績に影響を与えます。すぐにコストダウンなど

対応しなければならない。行政の場合、公務員の給与は 1 年遅れで上がったり下がったり

します。構造的に鈍感な構造となっています。 

しかし、今申し上げたような弱い面を克服し、ノウハウを身に付けることができれば、

豊岡市役所というチームはものすごく良いチームとなり、市民のためにもっともっと働く

ことができます。野球のチームに例えますと、このチームは良いけれどまだ弱い。しかし

鍛えれば甲子園に出場し、甲子園優勝も夢ではないのです。ところが、足りないノウハウ

がどこにあるのか？それは、きっと民の優れた部分にあるのだろうと思います。民に必ず

あるとは限りません。成功する会社、失敗する会社もあります。しかし、民の優れた部分

にそのノウハウがあるはずです。それならば、そのノウハウを持った人を、言うなればコ

ーチ役として豊岡市役所に迎え入れ、私たちと夢を共有し、職員と一緒になって良いチー

ムを作って甲子園に出よう、できれば優勝しようというのが私たちの願いです。 

任期は 4年です。4年で何ができるかということもありますが、これは宿命です。私自身

の任期も 4 年しかありません。特別職の任期はみんな 4 年です。この限られた任期の間に

目標を示して、どこまでその目標を達成できるのか、そのことによりまた次の試験を受け

ることになります。この 4 年間、私と一緒になって働いていただける方、職員と一緒にな

って働いてくださる方を求めています。 

何故、公募かというと。市長のいわば補佐役なので、普通は私がこの人はと思った人を

一本釣します。しかし、今回は民からとしました。私の周囲の民の方々は社長さんばかり

です。それ以外はあまり知りません。社長をヘッドハンティングすることはなかなか難し

いことです。そこで、私が求めている方はこの広い日本のどこかにいるはずだということ

で広く公募をさせていただいた次第です。 

とても人使いの荒い市長だと自負しておりますけれども、是非、「我こそ」と思う方はチ

ャレンジしていただきたいと思います。ちなみに豊岡市は世界的冒険家、植村直己さんの

故郷でもあります。皆様の挑戦を心からお待ちをいたしております。 

どうもありがとうございました。 


