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 草津未来研究所  

       News Letter 
公共政策フォーラム2010 in 草津 
平成22年10月23日、24日に日本公共政策学会と草津市との共催で、公共政

策フォーラム2010in草津を開催しました。当日は多くの市民、学会関係者や

議会関係者、市役所職員も参加し、盛大な催しとなりました。 

◆ 学生による政策コンペ 

23日に開催した学生コンペには、全国17大学から22チームの参加があり、

「元気とうるおいのあるまちづくり」をテーマに、学生らしい新鮮な視点で

の政策提案がされました。 

 審査結果は以下の通りです。どのチームも素晴らしい発表であったため、

審査員も甲乙をつけがたく、頭を悩ませていました。 

 ◆日本公共政策学会会長賞   関西学院大学長峯ゼミ都市政策パート 

 ◆草津市長賞            中央大学細野ゼミナール 

 ◆草津市議会議長賞        北九州市立大学楢原ゼミナール 

 ◆草津商工会議所会頭賞     大阪大学公共政策研究会 

◆草津市教育長賞         龍谷大学土山ゼミナール  

 日本公共政策学会会長賞に輝いた関西学院大学長峯ゼミ都市政策パート

チームは、草津市の人口動態と類似しており、現在高齢化が進んでいる兵庫

県三田市を例にとり、元気とうるおいのあるまちづくりのためには子育て環

境を整え、若い世代が安心して子育てできることが重要であると提起しまし

た。「子育てツアーin草津」を計画し、具体的でわかりやすい政策提案をし

てくれました。 

また、各大学の提案の中には、「協働」や「パートナーシップ」、「連

携」という言葉がしばしば登場し、高齢者と子供をつなぐ、あるいは外国人

と地域住民をつなぐなど、「違う世代や人々とをつなぐ役割を果たすのは大

学生である」という大変心強い提案をいただきました。 

 この発表のために、学生さんたちは何ヶ月も前から準備をしていました。

そのため、各賞の発表の際は涙あり、笑いあり…。学生さんが一生懸命考え

た提案をこれからの行政に活かしていきたいです。 

フォーラムの詳細については、草津市ホームページでも公開しています。

ぜひご覧下さい。 
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 第１回・第２回地域戦略セミナーを開催しました！      

●セミナー概要 

今年度第1回の講師は、NPO法人グローバルキャンパスの大社充理事長です。 

平成22年11月11日に、「観光立国と観光地域づくり－観光地域づくりプラット

フォームの形成と人材育成－」と題して開催しました。 

大社先生は大学卒業後、松下政経塾で学び、エルダーホステル協会（現グロー

バルキャンパス）を設立し、国土交通省「成長戦略会議」の委員を務めていらっ

しゃいます。 

 講演では、①観光立国の重要性、②着地型観光、③まちの活性化に必要なこと、

④行政の弱点などを話され、大変勉強になりました。その後、市長との懇談では、

有意義な意見交換が行われました。 

 

●講演概要 

①観光立国の重要性 

 今から15年前後は観光ビッグバンであり、中国や韓国を中心とした東アジア地

域で海外旅行需要が急激に拡大するため、今のこの時期にしっかりとアプローチ

しなければならない。 

 

◆ 新たな時代における地方政府を目指して 

◆第１回 観光立国と観光地域づくり 

     －観光地域づくりプラットフォームの形成と人材育成－  

24日には、法政大学法学部の廣瀬

克哉教授に「自治体を取り巻く環境

変化～厳しい時代に開いた『政策の

窓』をどう活かすのか～」と題し

て、基調講演をしていただきまし

た。「厳しく困難な課題が多い、現

在の社会・政治状況ですが、地方行

政改革のまたと無いチャンスです。

私たちは自ら考え、行動していかな

くてはなりません。」という強い提

起をいただきました。 

続いて、橋川市長が自治体基本条

例の策定やまちづくり協議会の設立

など、草津市の地方政府への取り組

み状況を報告しました。 

その後、山梨学院大学法学部の山

本啓教授にコーディネーターを務め

ていただき、NPO法人ローカル・ガバ

ナンス研究所の木原勝彬所長と龍谷

大学法学部の土山希美枝准教授をパ

ネリストに加え、廣瀬先生と橋川市

長にもコメンテーターとしてご参加

いただき、「市民の地方政府を創

る」をテーマに、パネルディスカッ

ションを行いました。 

木原所長の「行政主導の協働のあ

り方には警鐘を鳴らしたい」という

発言は、今後、市民との協働を進め

ていこうとする草津市にとって、改

めて考えさせられるものでした。 

また、土山先生からは、「対話や

議論を基礎にした連携や協力をつな

ぎ、理解や協力、さらに能力やアイ

デア等を引き出し、合意・実践など

を生み出すことの重要性、またそれ

がおもしろく楽しいものである」と

いうポジティブな提案がありまし

た。 

「新たな時代における地方政府の

確立を目指して」を全体テーマとし

て、開催されたフォーラムですが、

今後の地方政府のあり方について考

える良い機会となりました。尐子高

齢化や経済不況など困難な課題が多

い現代ですが、みんなで知恵を出し

合っていけば、きっと良い方向へと

動いていくのではないかと感じまし

た。 

 来年は神奈川県藤沢市で開催され

ます。今年に引き続き、どのような

発表・講演が行われるのか楽しみで

す。 
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②着地型観光とは 

 これまでの旅行会社主導のパッケージツアーでは、出発地を中心に考えて

いたが、目的地である旅先が自ら考案し、人を呼び込む旅行へと変わってき

た。その背景には既存のパックツアーでは、多様化した個人のニーズを満た

せなくなったことがある。 

 観光とまちづくりが一体化した動きが各地で進んでおり、市民も一体と

なって、自分たちのまちのファンを増やそうという試みが進んでいる。 

③まちの活性化に必要なこと    

お金を地域に落としてもらい、回すことが重要である。農業でも観光産業

と同様に、農協に委託するなど販売は任せてしまっていたが、最近では産地

直送など社会的ニーズが変化してきた。そのため、マーケットと直接結びつ

くことができ、消費者の求めている付加価値の高い商品を生み出すことがで

きるようになってきた。 

 生産するだけで販売は依存していた時代から、マーケットと直接つながり

を持ち、よりマーケットニーズに近いものを作っていくことで、付加価値の

高い産業となっていく。一番良いやり方は、地域の資源（例えば小麦など）

で、二次加工品（パン）を生み出し、自分たちで販売する（第三次産業）な

ど、地域の資源を活かして地域外からもお金を獲得することができ、まちを

活性化させられる。  

 ④行政の弱点 

 観光マーケティングの視点である①商品を作る、②商品を売る、③来訪者

をもてなし、ファンになって帰ってもらう、の３点が重要であるが、圧倒的

に①と②が弱い。まずは現在、草津に来ている顧客を分析し、アプローチを

考える。また、いつまでも固定の客にこだわっていると、じり貧になってい

く可能性があるため、その次は将来の見込み客を探すことが重要である。 

 

●その後の展開 

 大社先生には、草津未来研究所と職員課が共催した「政策形成実践研修」

の講師も務めていただきました。 

 地域主権の時代では、草津市の課題を解決するためには、職員の政策形成

能力を向上させることが必須です。また、草津未来研究所は、調査研究とと

もに人材育成を活動の基幹としています。 

 今年度の研究課題の一つである「着地型観光による交流人口拡大策に関す

る調査研究」に合わせて、「草津の観光まちづくり」をテーマに研修を実施

することで、職員のスキルアップとともに、この政策形成実践研修の成果を

調査研究活動に活かしていきます。 

政策形成実践研修 

●研修概要 

 平成22年12月７日に第１回、

平成23年1月18日に第２回、そ

して2月22日に第３回政策形成

実践研修を開催しました。この

研修は、職員の政策形成能力を

向上させることを目的に、勤続

年数がおよそ10年、かつ滋賀県

市町村職員研修センターが実施

する政策形成研修を受講済みの

職員を対象としました。 

 研修テーマは「草津の観光ま

ちづくり」とし、商業観光課や

企画調整課、そして多様な意見

を募るため、立命館大学経済学

部金井教授のゼミ生にも参加し

ていただきました。講師には、

第１回地域戦略セミナーの講師

である大社充先生に務めていた

だきました。 

 観光まちづくりの実際を学

び、４班に分かれて地域資源や

観光マーケティングについて考

えるグループワークなどを行い

ました。 

●研修をふりかえって 

 和気あいあいとした雰囲気の

中、活発な議論がされ、草津市

の観光まちづくりについて真剣

に考えました。毎回、宿題が出

るため、改めて各班で集合し、

議論が行われました。 

 第２回の研修では、草津市の

観光資源について各班から発表

してもらいましたが、立命館や

琵琶湖、ユニークなアイデアと

しては「パインアメ」工場など

が出てきました。2月に行われ

た第３回研修会では第２回で発

表したアイデアのさらなる具体

化が行われ、大変実りのある、

充実した研修となりました。 

 なお、この研修での成果は、

「着地型観光による交流人口拡

大策に関する調査研究」に参考

資料として掲載されています。 
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●セミナー概要 

 第１回に引き続き、平成23年1月

11日に藻谷浩介政策投資銀行参事役

をお迎えし、「デフレの正体～日本

経済の現実から草津市を見る～」と

題して、第２回地域戦略セミナーを

開催しました。 

 藻谷先生は大学卒業後、日本開発

銀行（現日本政策投資銀行）へ入行

され、平成合併前の3200市町村の

99.9％や海外59カ国を訪問された経

験があり、地域特性を多面的に把握

されています。また、ベストセラー

経済書『デフレの正体』の執筆者で

もあります。 

講演では、日本が現在抱えている

本当の問題点や、まちなか活性化に

ついて、具体的な数字を基に話して

いただきました。 

 

●講演概要 

 ①現役人口減少 

 尐子高齢化が問題視される現代に

おいて、本当の問題は“現役人口の

減尐と高齢者の激増である”。草津

市は、全国的な状況とは異なり、人

口が増えているが、国立社会保障・

人口問題研究所によると、2005年か

ら2015年の10年間の人口変動は15～

64歳までの生産年齢人口は2100人減

り（－2％）、0～14歳人口は1000人

減尐（－6％）。反対に、65歳以上

の人口は9800人増え（＋58％）、う

ち75歳以上は4300人（＋61％）増え

るという予測である。<下図参照> 

 このデータから読み取れること

は、全国レベルよりもはるかに急な

勢いで高齢社会になることが予想さ

れる。そのため、そういった状況に

対応できるよう病院や福祉施設、制

度などを整備していかなければなら

ない。 

 ②市街地とは 

 市街地とは人が暮らす空間 

であると定義し、次の７つの 

条件がすべて揃っているとこ 

ろを市街地と呼ぶ。 

 1.人が住んでいる 

 2.仕事場がすぐそばにある 

 

 3.病院、学校、集会場などがある 

 4.店がある 

 5.歩ける 

 6.雑多な建物が雑居している 

 7.歩行者がいる 

人が住んでいる空間に、別のまちの

人が歩いているという点が大事であ

り、雑多な中に雑居している必要が

ある。 

 ③まちなかとは 

 まちなかの要素は、花（店）、茎

（病院、学校、役所など）、葉（企

業）、根（住宅）に例えることがで

きる。 

 花と茎だけでは切り花であるた

め、育つことができない。また、道

路や駐車場などは水であり、与え過

ぎてもダメである。いかにきれいな

花を咲かせられるかは、これらの要

素がそれぞれ適量存在し、機能して

いることが重要である。 

 商店街の中を通過している車のほ

とんどは客ではない。人は歩いて見

て回らないと購買力が刺激されず、

「ついで買い」が起きない。した

がって、車を商店街に通すことは危

険なだけで、買い物客にとってマイ

ナスである。 

 

●まとめとして 

  今後の草津市の人口動態をわかり

やすく、具体的な数字で説明してい

ただき、予測ではありますが、出て

くる数字には驚くばかりでした。 

 今後、予想される現役人口の減尐

と高齢者の急増に対応できる政策を

考え、実施していかなければならな

いと強く感じました。 

  

  

◆第２回 デフレの正体 

     －日本経済の現実から草津市を見る－  
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草津未来研究所では、各課の計画策定などのお手伝いをしています。 
草津川廃川敷土地活用計画会議はその一つとして開催しました。 
また、職員の政策形成能力育成のため、様々な研修会を開催しています。 
これからも、中長期的な視点・幅広い視点から 
草津市にとって良い方向は何かを考え、 
みなさんの「気づき」になれるような提案をしていきたいです。 

●会議概要 

平成22年10月18日に立命館大学政

策科学部髙田昇特任教授（COM計画

研究所代表）をお招きし、草津川廃

川敷土地活用計画会議を開催しまし

た。講師の髙田先生は、大津市や守

山市などで都市計画へ参加しておら

れるまちづくりの専門家です。 

この会議は草津川跡地をどのよう

に活用すべきか、専門家の意見を聞

き、議論することを目的に開催され

ました。 

関係課である企画調整課と都市再

生課の方々にも参加していただき、

髙田先生から都市計画についてのお

話をうかがいました。 

 

●講演概要 

 髙田先生は、本来、都市には持た

すべき機能があり、それを支えるた

めに道路や公園などのインフラが必

要になるが、現在の計画は、都市の

機能よりもインフラの議論が先行し

ており、逆になっているのではない

かと指摘されました。さらに旧草津

川のような広い面積を市役所で管

理・維持していくことは難しく、民

間を活用することで税収を得ること 

 

も期待できる。旧草津川は歴史的価

値もあるため、使い方によっては大

変魅力的な存在となるので、しっか

りとした計画論が必要であると述べ

られました。 

具体的には、これからの都市計画

において、エコを無視した土地利用

は考えにくく、未来にあるべき都市

像を描き、それに土地利用をどう適

用させていくかが重要であると指摘

されました。例えば、単に緑を植え

るのではなく、なんらかのエネル

ギー源となるなど、自然の再生化に

つながるやり方をしていかなければ

ならない。また、草津市は農業も盛

んであるため、農業を意識したまち

づくりもおもしろいのではないかな

どの提案がありました。 

そして、将来を考えた時に、これ

からは自転車や歩いて移動する社会

が到来するだろうと話されました。 

厳しいご指摘もありましたが、大

変充実した内容となりました。 

後日、改めて橋川市長との懇談を

開催し、髙田先生と意見交換が行わ

れました。 

 

●まとめとして 

 髙田先生のお話の中にこんな話が

ありました。 

 「近場の人が毎日でも行きたいと

思うところを作ることが大事。そう

いうところには遠くの人も行きたく

なる。生活の場として素晴らしいと

ころは観光地となりえ、その証拠に

お客さんの３分の１はごく近所の

人。３分の１は周辺の人であり、残

りが観光客である。」 

 今日の情報社会では、インター

ネットで瞬時に情報が発信されま 

 

 

す。ご近所の人が本当に支持するも

のであれば、それが伝わり、いろい

ろなところからそれを求めて人が

やってくるというのは、身近な例な

ども想像でき、大変共感できまし

た。 

 旧草津川をより魅力のあるものと

し、地域住民を始めとする多くの人

から支持されるものとなるよう、

しっかりとした計画作りをサポート

していきたいです。 

草津川廃川敷土地活用計画会議 
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市民アンケートの 

調査・分析に関する研修 

●研修概要 

 平成23年2月16日に立命館大学

政策科学部の高村学人准教授を招

き、市民アンケートの調査分析方

法について学びました。当日は約

30名の市職員が受講しました。 

●研修をふりかえって 

 長・短期など計画化された政策

を実施するため、また限られた資

金を効果的に使うためには、アン

ケート調査が大変重要となりま

す。 

草津市がこれまでに実施してい

るアンケートでは、①同じような

アンケートが異なる部署から実施

されることがあり、内部の情報共

有を行うことで、より精緻なアン

ケート調査が実施できる、②市政

への市民参加として実施されるこ

とが多いが、仮説を立て、それを

検証するためにアンケートは行う

ものであり、それによってもっと

効果的なデータを集めることがで

きる点などが指摘されました。 

 また、プライバシー意識の高ま

りから、回答者の属性を詳しく聞

くことに慎重なため、それでは精

緻な分析が行えず、精度の高い、

より詳細な結果が出てこないとの

指摘もありました。  

 アンケート調査には費用もかか

るため、個人情報に配慮しなが

ら、効果的、かつ精度の高いアン

ケート調査を実施していかなけれ

ばならないと感じました。 

 集計結果を分析することで草津

市の抱えている課題を抽出し、そ

の問題解決に向けての政策立案に

努めていきます。   
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成安造形大学との 

      協力協定締結 

 平成22年8月5日、「草津市

と成安造形大学との協力に関

する協定書」の調印式が執り

行われました。牛尾成安造形

大学学長と橋川市長がそれぞ

れ協定書にサインし、協力協

定を締結しました。 

 立命館大学と滋賀大学に続

いて３校目となります。 

 芸術・文化の各分野で高い

技術や専門知識を有しておら

れる成安造形大学と連携し、

草津のまちのさらなる活性化

を図っていきたいと考えてい

ます。 

 草津市は現在、景観条例の策

定を目指して取り組んでいます

が、そういった分野でも成安造

形大学にご協力いただき、草津

市ならではの景観づくりを行っ

ていきたいです。 

草津未来研究所客員研究員 

  金井萬造教授・石崎祥之教授による研究会 

●会議概要 

 平成22年10月27日、28日に観光をテーマとした研究会を開催しました。 

 金井先生、石崎先生はそれぞれ立命館大学経済学部と経営学部の教授

で、観光政策についての専門家でいらっしゃいます。 

 草津未来研究所の今年度の研究課題の一つとして「着地型観光」があ

り、そのことについて何かヒントを得たいと考え、開催しました。研究

会には研究所員をはじめ、観光を所管する商業観光課や企画調整課など

の関係課、および関心のある市職員、そしてボランティアガイドのみな

さんにもご参加いただきました。 

●金井先生講演概要 （10月27日開催） 

 金井先生は、草津市域だけを見るのではなく、湖南地域を含めた草津

都市圏として都市計画づくりを行うことや、世界的な国際交流の進展の

中で、外国人に対して草津をどう見せていくかなどの大切さを語られま

した。 

 また、その地域の生業や職人技術、環境を活かした総合的な価値の創

造を図ることが必要であり、そういった地域の生活活動を観光と結びつ

ける着地型観光について、話されました。 

●石崎先生講演概要 （10月28日開催） 

 石崎先生は、観光とは「光＝その地域の明るいもの、目立っているも

の」を「観る＝単に視覚的に見るのではなく、触れて、感じて、味わっ

てとそのものを体感する」ことであると話されました。 

 また、やると決めた時は「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」の

精神が大切であると、いくつかの例を取り上げながら説得力いっぱいに

語られました。 

 行政は観光振興と言った時、なかなか表に立ち活動できないと考えが

ちですが、実際は縁の下の力持ち的な役割で、裏方となり仕掛けている

例が全国にも多数存在するそうです。粘り強くやり続け、常に今、何が

必要かということを整理していく必要があると力強く話されました。 

●まとめとして 

両教授からお話しいただいた内容は「着地型観光」、そして「危機感

（情熱）」という点で共通していました。その地域特有のものを見て、

味わって、触れて、感じて、と体感することが大切であり、また観光振

興で成功している地域は、「このままではまちはダメになる」という危

機感があり、まちおこしの情熱を持って取り組んでいるところだそうで

す。現在の草津は様々な資源が多数あり、それほど困っていないため観

光へ注力することが難しく、よほどの情熱を持って取り組まないと成功

しないだろうと指摘されました。 

特に、まちづくりへの情熱は、行政職員だけでできるものではなく、

地域住民や企業などそのまちに関わる人みんなで共通して持ち、取り組

んでいかなくてはなりませんが、個人の価値観は多様で、一朝一夕には

いかないものだと感じました。しかし、長い時間はかかるかもしれませ

んが、みんなが草津のまちの良さを実感し、誇りに思えるようなまちづ

くりを目指していきます。 

  

草津未来研究所 
滋賀県草津市草津三丁目13番30号 

 
電話: 077(561)6009 

FAX: 077(561) 2489 

e-mail:kusatsumirai@kusatsu.lg.jp 


