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◆ 草津市のまちの現状をみてどう感じますか  
 草津市は近畿で人口増加率も一番高く、非常に活

気と賑わいのあるまちです。子育て世代や若い学生

も増えていて、そういう点では近畿で一番、元気な

まちであると感じます。それは市のエリアが比較的

コンパクトにまとまっているからでしょう。また、

産業面も第1次産業、第2次産業、大学といった教育

機関の第3次産業といった様々な産業が存在すると

いうのも特徴のひとつですね。  
 
◆ 今後心配されることは何でしょうか 

 草津市の場合、新しく移り住んだ人が多く、特

にマンションが多い地域では人と人とのつながりや

コミュニティが希薄になっています。何もしないで

おくと、遠心力が働いてしまい、人と人との繋がり

のない、まとまりのない地域になってしまうことが

心配ですね。 

 
◆ 心配を解消するためのカギは何でしょうか 

  一人暮らしや高齢者だけの住まいも増えてきて

いる現在、なんらかの形でご近所や地域で助け合う

ことが重要です。そのためには、人が集まり何かを

する場所が必要です。地域住民が主体となって何か

をやろうとした時に、行政はそのための環境を整備

する、スペースを提供する、そういったことを考え

なければなりません。例えば、駅前といった人の集

まるところにコミュニティスペースのようなものを

作るのもよいでしょう。農村には人が寄り合う集会

所がありますが、今はその都市版が必要なのではな

いかと思います。大学でも学生が集まることのでき

る「居場所」を提供しています。 

 

◆ 草津市の魅力は何と思われますか  

 草津市には「過去」、「現在」、「未来」の全て

があります。「過去」は東海道、中山道といった街

道筋の往来の歴史があり、史跡も多く存在します。 

 また、この歴史は現在にも繋がっていて、お金で

買うことができない文化的な資産になっています。 

 また、未来に向かって地域のみんなでこの資産を

守り育てていくという点においても魅力がありま

す。具体的には、東海道、中仙道の旧街道を復活さ

せて、住民参加型で、歴史街道の魅力をさらに広め

ていくというのもよいですね。 

 「現在」は様々な地域から草津市に移り住んで、

働いたり、勉強したり、生活したりしている人が多

くいます。つまり、移動性が高いまちということに

なります。流入・流出人口が多い交流の結節点であ

るというのが草津市の魅力といえるでしょう。 

 

◆草津市の未来像を語ってください     
 今ある優良な農地と緑地をできるだけ保全し、住

宅地と農地・緑地のバランスのとれたまちづくりが

草津市の魅力を高める上で重要となると思います。

誰もが気軽に農業ができるような仕組みがあればよ

いですね。そのためには、市だけではなくJA、農業

生産者の方々との協力が必要です。旧草津川河川敷
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各調査研究の進捗状況報告 

草津未来研究所 News Letter 

１．消費・流通の視点から見た６次産化のあり方に関する調査研究 

 この調査研究は、これから新たに6次産業に取り

組むことを考えている市民のために、消費者の心を

捉え、市場のニーズにあったものを生産できるよう

な提案をすることを目的として、学識経験者2名、

生産者3名、消費流通業者1名に市職員4名を加え10

名で研究会を構成し、議論を進めています。これま

でに立命館大学生と生産者の関わりや、あり方等の

議論を行い、すでに研究会は全6回のうち4回を終え

ています。 

 また、消費者の視点を取り入れる一つの材料とし

て、9月に市内の子育て世代を中心に100名の方にア

ンケート調査を行いました。そのなかで、約2割の

人が草津市が野菜の大産地であることを知らず、約

6割の人がどれくらいの規模で野菜を作っているの

かを知らないこと等がわかりました。草津市が水菜

やほうれん草等の軟弱野菜の大産地であることがあ

まり知られていない原因の一つとしては、この種の

野菜が草津市から京都の市場へ直接出荷されること

が多く、市内の直売所を除く多くの店舗には、あま

り流通していないことが考えられます。 

 また、アンケートの調査結果から、子育て世代を

中心に健康や美容への意識が高い傾向があることも

わかっており、研究会の中では、草津市産の野菜を

使ったスムージー等の展開も今後、考えられるので

はないか等の議論もありまし

た。この調査研究を行ってい

る過程で、生産者と大学生と

の新たな連携が生まれるとい

う副次的な成果もあり、さま

ざまな場面で6次産業化の新

たな展開が期待されるところ

です。 

 しかしながら、全国の流れと

同様に市内の農業従事者も年々

高齢化と減少の傾向を強めてお

り、一定のビジョンや具体的な

手法が見えてきても、実際に6次

産業化を担う人材が見えてこ

ないという課題もあります。 

 この課題の解決策としては、行政と生産者と流通

関係者の顔の見える関係が構築されたうえで、6次

産業化の挑戦者に対して全員で応援していくような

雰囲気や体制づくりが有効であると考えられます。 

 今後は、昨年度の基礎調査と今年度のこれまでの

調査等を踏まえ、草津市における６次産業等の方向

性について議論を行い、市民のみなさまにも公表で

きる調査研究報告書としてまとめていく予定です。  

２．広域行政に関する調査研究 

     －草津市における今後の広域行政・政策連携について－ 

 平成の大合併は、1999年兵庫県篠山市の誕生から

始り、2010年3月末に合併新法が改正され一段落し

ました。一方、地方分権改革は、本格的に取り組ま

れるようになった2000年から10年が経ったにも関わ

らず、新たな方向性が見出せないまま、地域ではさ

まざまな取り組みが模索されています。 

 この調査研究は、第30次地方制度調査会でも議論

された事務の共同処理について、今後考えられる取

り組みを検討するとともに、道州制への対応につい

ても考察するものです。 

 庁内関係者8名で構成する広域行政に関する研究

会を設置し、現在まで、4回開催しました。また、

▲ あおばなフェスタにて 

  スムージー実演試飲会 

がガーデンシティや田園都市といったモデルにな

り、他地域にも広がっていくといった感じになれば

よいですね。 

 これからは利便性だけではなく、まわりに農地や

緑地があるといった、クオリティの高い住宅地にす

ることにより、誰もが住みたくなるようなまちづく

りが大事です。往来という意味では、草津市は外国

人居住者も多く、その人達にとっても住みやすいま

ちづくりにすることも大切です。また草津市に野菜

の大きな産地があるにもかか

わらず、草津市の若者は野菜

不足という結果が出ていま

す。住民の健康寿命を延ばす

ためにも「草津市産野菜を食

べて美と健康のまちづくり」

を目指すことで、草津市の未

来が見えてくるのではないで

しょうか。 

▲ あおばな入りスムージー 
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文献調査や全国の先進

事例の調査を行うとと

もに、7月には各課に

湖南地域の自治体間で

開催されている協議会

について調査を行い

ました。さらに、9月

には今後事務の共同処理ができそうな事務について

担当課にヒヤリングを行いました。 

 これまでにわかったことで、主なものとして以下

の3点があります。 

 

① 既に法に基づかない連絡協議会等が多く設置 

され情報交換等が行われており、実質的な連携

体制ができていることから、形式にこだわら

ず、最適な手段を選択すべきである。 

② 全国の先行事例調査の結果、共同処理の事例 

 が多くある事務であっても、草津市独自の施策 

 が進められているため導入が難しいものがあ 

 る。 

③ 先行事例の中には、充分な検討をしないまま 

進めたため、事務の共同処理をすることが目的 

になってしまい、関連する他の業務との連携が 

図られていないことや、人事管理等の課題ばか 

りが目立ち、うまく機能していないものがあ

る。したがって、広域連携は、課題解決の1つの

手段としての選択肢であるということを忘れて

はいけない。 

  

 今後は、各課のヒヤリング結果を整理し、具体

的な問題点・課題を抽出し、その後、課題を解決

するためのあるべき姿をまとめる予定です。ま

た、近年多くの政党や団体から提案されている

「道州制」についてサーベイし、草津市があらか

じめ準備しておかなければならないことについて

検討する予定です。 

第10号 

この調査研究は、研究会、インタビュー調査、統

計解析、先行事例視察を中心に調査研究を進めてい

ます。 

研究会については、学識経験者1名と実務家6名に

市職員6名を加え、13名のメンバーで構成していま

すが、民間を含む関係者にも公開しています。他部

署や市役所外の専門職の方の関心も非常にも高く、

最近は1回につき、10名から16名の方にオブザー

バーとして参加していただいています。すでに研究

会は全7回のうち5回を終え、残り11月と12月の2回

の開催を予定しています。 

インタビュー調査では、これまでに市内で活動を

されている医療や介護に関する法人・事業者（6箇

所）とまちづくり協議会（4箇所）を9月から11月に

かけて順次まわり、調査を実施しています。調査先

には、あらかじめ調査票を郵送した後に施設を訪問

し、その事業所や法人等の代表の方にその調査票に

基づいてインタビューを行う形で進めています。 

これまでの調査で、高齢者虐待が増加傾向にあ

り、その在宅の現場における相談と事実確認で多大

な時間が割かれていることや、専門職は、多様な業

種との連携が必要と考えているが、直面する具体的

なケースを通じてしかその場がないこと等がわかっ

ています。 

また、国勢調査や学術論文等から、草津市内の中

学校単位ごとの単身高齢者の数や、認知症高齢者の

３．草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究 

           －質の高い生活を支える医療と介護との連携のあり方を探る－ 

推計等、身近に感じられる数字の単位で今後の地域

社会を考えるうえで重要となるものを独自の統計解

析で抽出しています。 

そのほか、先行事例視察では、10月17日に4部9課

の職員を含む合計16名のメンバーで、東近江市の

「あいとう 福祉モー

ル」を視察しました。

コミュニティビジネス

の視点も含め、循環型

コミュニティを形成

し、地域の誰もが安心

して暮らせる生活の拠

点づくり等について

学び、各部署での取

組にも参考となる話が

伺えました。 

今後は、これらの調

査研究を通じて、高齢

者のほか、障害者や子

ども等、さまざまな支

援を必要とする人を

対象とし、地域の潜

在的な能力とまちづ

くりの総合的な視点の重要性を中心に調査研究報告

書をまとめていく予定です。  

▲ あいとう福祉モール（東近江市） 

▲ 「野菜花」レストラン ランチ 

  （あいとう福祉モール内） 

▲ 湖南広域消防局の支援車 
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 前号では、将来推計人口について草津市の推計と

国立社会保障・人口問題研究所の推計の違いについ

て検討しました。今回は、国勢調査(2010年)の結果

を使い、各年齢の人口割合を求め、全国と滋賀県と

の違いについて検討しました。 

データでみる草津市 

 下図は、2010年に実施された国勢調査のデータを

用いて、全国、滋賀県および草津市の0歳から100歳

以上までの各年齢の総人口(年齢不詳を引いた人口)

に対する割合を求めグラフ化したものです。 

年齢別人口割合（2010年） 

 グラフ全体を見てわかるのは、全国と比較して滋

賀県、草津市ともに若い人の割合が多く、高齢者の

割合が少ない、若い県・まちであるといえます。 

 次に特徴的なところを順に見ていきます。(以下

の番号は、グラフの番号と対応しています。) 

① 滋賀県は若い人が多い  

 滋賀県は26歳代までの割合が全国と比較して

高く、若い人が多いことがわかります。草津市

は、12歳までの割合が全国より高いですが、中

学生から高校生にかけて低い割合になっていま

す。特に、17歳が低くなっています。 

② 草津市は、学生の割合が高い 

 18歳から24歳までの割合が極端に高いことが

草津市の特徴になっています。これは、もちろ

ん立命館大学を含む多くの学生が居住している

ことによります。この年代の割合が多いこと

は、まちづくりを進めていくうえで、考慮しな

ければならない重要な要素です。特に、学生の

多い南草津地域は、学生にどの様にまちづくり

に関わってもらうかが鍵となります。 

③ 草津市は、働き盛りの若い人が多い 

 学生による割合のピークに引き続き、草津市

は、25歳から43歳までの割合が高いことを示し

ています。35歳から39歳のピークは、第2次ベ

出所：総務省『2010年国勢調査』をもとに作成  
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ビーブームの世代であり、草津市は第1次ベビー

ブームの世代よりもその割合が高くなっていま

す。これは、草津市は転入人口、つまり社会増

が多いまちですが、この年代の転入者がマン

ションに多く入居されていることが予想されま

す。この世代が65歳以上になる25年から30年後

は、全国的に叫ばれている団塊の世代による影

響より大きな影響が草津市に一気に押し寄せて

くる可能性があります。 

④ 中高年の割合が低い 

 一方、46歳から63歳までの割合が低く、特に

49歳から55歳代の働き盛りのベテラン世代の割

合が低いことがわかります。 

⑤ 第１次ベビーブーム 

 このピークは、第１次ベビーブームの世代(団

塊の世代)に当たります。草津市は、③でも触れ

ましたが、全国や滋賀県と大きく違い、第2次ベ

ビーブームの世代よりも低い割合になっていま

す。しかしながら、全国レベルより低いだけで

この年代が他の年代より大きな割合を占めてい

ることには変わりがありません。この世代が65

歳になる2014年からの影響は避けられません。 

⑥ 高齢者は少ない 

 草津市は、46歳以上の年齢全てにおいて全国

と比較して割合が低いのがわかります。高齢者

対策は、率よりも絶対数を見た対策が必要であ

ると言われますが、現在の草津市は、高齢者に

よる影響は他の自治体と比較して小さい時期に

あるようです。 

  

第10号 

 草津未来研究所では市職員を対象に、政策形成能

力を高めることを目的として地域政策研究「未来

塾」を今年度、2回開催しました。各回において

は、時代の潮流に合ったテーマを設けて、その分野

の専門家を招き、講座形式で行いました。 

 ■ 第1回未来塾（5月17日開催） 

   －地方分権改革の成果を活かす－ 

 今年度第1回目の未来塾は「分権時代の自治体職

員の役割と心構え」と題して、後藤・安田記念東京

都市研究所理事長である西尾勝氏に講師を務めてい

ただきました。 

 自治体は地方分権改革

による成果を十分に活用

できていないのではない

か。市民に還元されるこ

とが成果であり、それ

が、十分に活用されてい

るということになる。

そのためには、職員一

人ひとりが日々の職務に対して疑問を持ち、市民へ

の有益性を考え、「知恵をしぼる」、「創意工夫を

する」ことが重要であると力説されました。 

 この講演では、改めて職員が自分の業務を見直す

よい機会になったのではないかと思います。そし

て、全職員が市民の豊かな暮らしに繋がるような、

草津市でしかできない工夫をしなければならないと

痛感しました。 

 また、道州制構想にも触れられ、直接的ではない

ものの間接的には市町村も甚大な影響を受ける可能

2013年度 活動報告 

性があり、この構想について正確な理解をする必要

があると話されました。 

 市としても主体的にこの問題を考え、今後の動向

の変化に対応すべく、今から準備を行うことが大切

です。 

 ■ 第2回未来塾（10月25日開催） 

   －基礎自治体職員の人材育成を考える－ 

 第2回目となる未来塾は「自ら考え行動できる基

礎自治体職員を育てるために」と題して、昨年に引

き続き、東京財団の研究員兼政策プロデューサーで

ある亀井善太郎氏をお迎えし、講演していただきま

した。今回は管理職員を

対象に、次世代の自治体

職員に対して、社会が目

まぐるしく変化している

中で、自ら課題を探り、

どうやって解決していく

かを考えさせるマネジメ

ントについて話されまし

た。 

 多種多様に変化する現在の社会に対応するために

は、住民自治は必要不可欠です。その住民自治が成

功するかどうかは自治体職員にかかっていて、住民

に寄り添い、真の課題を見つけ出し、解決の方法を

自ら考え出していくことがこれから重要です。さら

には、このことが出来る次世代の自治体職員を育て

ることが今の管理職員に課せられた仕事であると

いっても過言ではありません。 

 今後、管理職員の手腕に期待したいと思います。 

▲ 第２回未来塾 講演風景 
▲ 第１回未来塾 講演風景 
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 「受賞のことば」                

 ～拙書は、私が実施してきた日本でのフィールド調査の

結果をまとめたものです。しかし、このようなフィールド

調査という研究スタイルを主とするようになったのは、勤

務校が京都に移ってからの6年ほど前からで、研究者として

の出発点は、フランスの歴史研究でした。～ 幸い、現在

の所属学部は、地方自治体や地域社会との連携を重視して

いますので、赴任後は、地域連携の基盤の上で調査をする

機会に恵まれました。拙書で扱った公園やマンションの管

理は、滋賀県草津市との共同研究という形で実施したもの

です。担当職員からの聞き取り、資料の提供、アンケート

調査の実施において他の研究者では得難いサポートを頂き

ました。また訪問先の自治会・町内会、公園管理ボラン

ティア、マンション管理組合の役員の方々からも様々なこ

とを懇切丁寧に教えて頂きました。～ 

ⅰ 「大規模マンション住民の地域活動と意識に関する調査研究」  

ⅱ 『コモンズからの都市再生 地域共同管理と法の新たな役割』（ミネルヴァ書房／2012年） 

ⅲ 地方財政の権威であった、故藤田武夫 立教大学名誉教授（元東京市政調査会研究員）および故佐藤進元東京大学教授より寄贈 

  された基金により、地方自治、地方財政および都市問題に関する研究を奨励するために設けられ、毎年、著書１点、論文３点以  

  内を原則に授賞している。  

☆立命館大学政策科学部高村教授が第39回「藤田賞」受賞！ 

 2010年度に当研究所も共同研究ⅰとして関わった、立命館大学政策科学部高村学人教授が著書『コモンズ

からの都市再生 地域共同管理と法の新たな役割』ⅱで第39回「藤田賞」（主催：公益財団法人後藤・安田

記念東京都市研究所）ⅲを受賞されました。 『Vol.104都市問題』に掲載されました「受賞のことば」の一

部を抜粋します。 

立命館大学 

政策科学部教授 

高村 学人 
(たかむら がくと） 

 プロフィール 

1995年早稲田大学法学部卒業。1997年同大学

大学院法学研究科修士課程修了。東京大学社

会学研究所助手、エコール・ノルマル・シュ

ペリゥール・ドゥ・カシャン客員研究員、東

京都立大学法学部助教授、立命館大学政策科

学部准教授を経て、2013年より現職。 

☆第16回都市政策研究交流会で調査研究報告! 

 2013年11月11日に公益財団法人日本都市

センター主催の第16回都市政策研究交流会

「都市の調査研究活動の技法と課題」で、

前年度に調査研究を行った「草津市におけ

る６次産業化に関する基礎調査」を当研究

所副所長が全国のシンクタンク団体に対し

て報告しました。この事例報告は、議題に

ついて先進的な取組みを展開している都市

自治体の企画担当者及び都市シンクタンクが報告するものです。 

 当日は全国から約50名の参加者があり、事例報告については多数の質疑

が寄せられ、活発な意見交換も行い、大変有意義な場となりました。この

たびの経験を活かし、今後も実務と理論を融合させた調査研究を行い、本

市の政策立案に寄与するように努めてまいります。 

 

出会いが織りなすふるさと 

“元気”と“うるおい”のあるまち 草津   http://www.city.kusatsu.shiga.jp 

▲都市政策研究交流会報告風景 

草津市 

総合政策部 草津未来研究所 


