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 みなくさまつり 

  ～南草津から被災地へ～ 

 平成23年12月11日に南草津

駅にて“みなくさまつり”が開催

されました。これは今年の3月12

日に開催予定であった“みなくさ

まつり”が東日本大震災の発生

によって中止されたため、それ

に代わるイベントを南草津で行

いたいという思いから始まりまし

た。草津商工会議所や立命館

大学、地元地域の皆さん、市役

所など関係者が一体となって取

り組み、当日は晴天にも恵まれ

8，000人にもおよぶ参加者で大

成功となりました。また、「南草

津から被災地に元気を」を合言

葉に復興支援市なども開かれ

ました。 

 南草津周辺は市外から転入さ

れた方も多く、子育て世代もたく

さん住んでおられます。イベント

を通じて地域の関係づくりを促

進できればと願っていました

が、会場には子供連れの家族

も多く見られ、地域の方々に南

草津の新しい魅力を発見しても

らい、地域交流のきっかけとす

ることができたのではないかと

思います。 

①草津市の「行政システム改革の未来」に関する調査研究 

      ～第5次草津市総合計画実現に向けた行政システム～ 

 昨年度から引き続き行っている調査研究であり、平成16年度に策定し、平成20年度にそ

の総括を行ったアクションプランを再検証することで、第5次総合計画の実現に向けた行政

システムについて今年度中に一定のまとめと提言を目指しています。 

 龍谷大学政策学部の富野教授や同志社大学政策学部の真山教授をお迎えし、関係課

である企画調整課も交えながら勉強会を開催しました。勉強会では、「行政の仕事は権力

を伴うものと、社会的に公平な立場でいろいろなものをアレンジ・調整し、コーディネートす

ることであり、それ以外のサービス業務は民間でできる」と先生からの指摘がありました。

また「協働を行政改革と結びつけて進めていく必要があり、職員自ら事業仕分けを行い、

これは権力的行為、これは公的かつ非営利としてやる業務かを事務の運用や実態を見な

がら分析していく必要がある」といった指摘も受け、全職員が当事者意識を持って取り組ま

なければならないと改めて感じました。 

 現在、企画調整課や庁内で部署にとらわれない横断的なメンバーで構成された「（仮称）

第2次草津市行政システム改革プロジェクトチーム」と連携し、次期行政システム改革の検

討を進めています。 

②市民自治と協働に関する調査研究 

    ～草津市における地域自治のあり方について～ 

 来年4月から施行される自治体基本条例に「協働によるまちづくり」が位置付けられてい

ます。これを実現していくための方向性と目指すべき地域社会の形について、どのような

地方政府をめざすべきか提言することを目的に、昨年度から研究を続けています。 

 同志社大学の小田切特任講師や帝塚山大学法学部の中川教授をお迎えして、まちづく

り協働課も交えながら勉強会を開催し、「協働」と「まちづくり協議会」について多くの示唆

をいただきました。勉強会では様々な自治体での事例をあげていただきながら、協働の定

義や、まちづくり協議会を設置していく時の注意事項や運営について具体的なお話をして

いただきました。 

 「草津市のいろいろな団体はまだまだ元気があるんですね。他の地域では老人会や子

供会など参加者が減尐したため死活問題となり、まちづくり協議会を作らざるを得ない状

況だったりします。そういった状況では手遅れになってしまうことも多々ありますので、 

活力のあるうちに進めていってください。」という発言が印象的でした。 

③急激に進む高齢化の影響とその対策に関する調査研究報告書 

    ～活力ある高齢社会の構築に向けた調査研究～ 

 比較的若いまちと言われる草津市においても高齢化の波が迫っています。これからの 

高齢社会を活力あるものにしていくために、元気で活力にあふれた多くの高齢者の存在

が重要となってきます。そこでこの調査研究では、高齢者の自立と生きがいという面に焦 

  点を当て、高齢者の就業や社会参加活動を推進する意義の検討を通して、これまでの 

   一面的な高齢者観や悲観的な高齢社会観ではなく、明るく幸せな高齢社会を築いて 

   いくための方向性を示したいと考え、研究を進めています。 

    神戸市や名古屋市で開催された高齢者に関するセミナーに参加したり、立命館大 

      学産業社会学部の前田教授や同大学経済学部の佐藤教授にヒアリングを重ね 

        るなどを行っています。幸せなアクティブエイジング社会とはどのようなもの 

       であり、どうすれば実現できるのかを検討しています。 
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地域政策研究「未来塾」と地域戦略セミナー 

 草津市の「持続可能な発展」と「地方政府」としての「自立」と「自律」をめざし、また、東日本大震災以後の人々の価値観やライ

フスタイルの変化と都市のあり方を新たに模索し、創造することが可能な個人力・組織力を高めるために地域政策研究「未来塾」

と地域戦略セミナーを開催しました。草津市役所職員だけではなく、草津市議会議員の方々や関係市民の方々にも参加いただ

きました。 

■都市の基本条件はこの６つ 

 第1回未来塾 （平成23年6月30日） 

   講 師  高崎経済大学地域政策学部戸所隆教授 

   テーマ  「都市の本質論」 

 都市を発生、発達、維持、発展させるための基本条件は次の

6つだとお話いただきました。 

 ①量的まとまりと密度：一定の数と一定の密度が必要。また、

時間的制限（ex.通勤時間片道2時間以内など）、経済的限界

（ex.新幹線を利用すると30分で京都から名古屋まで行けるが、

費用を考えると日常的には困難）、生理的限界（ex.疲れるなど）

があり、これらのことを踏まえると都市には一定の枠組みが決

まってくる。②接近性：近づきやすさ、交流のしやすさ。これまで

草津は交通の要衝として繁栄してきたが、例えばリニアの駅が

どこにできるかによって状況は大きく変わってくる。③結節性：

人と人、人とモノなど異質なものが出会い、結びつくことであり、

都市の中で一番重要な条件。④創造性：接近性＋結節性➜創

造性。違った人と人とが議論してぶつかり合っていると新しい何

かが生まれてくる。地方の中心商店街が衰退した要因の1つは

車社会になって接近性は高まったが、駐車場がないため止め

られない。結節性がなく、異質なものが結びついて創造すると

いうことができないからである。⑤移動性：農村には移動性がな

く、都市にこそあるもの。例えば、学生からサラリーマンとなり、

課長→部長→社長となっていくなど移動性の高い都市を作って

いく。⑥新陳代謝性：都市は生き物であり、老朽化するため新し

い環境に適応した新陳代謝が必要。 

 これらのことを念頭に、都市というものを考えていく必要があ

るとお話いただきました。 

■ガーデニングで都市再生 

  第2回未来塾兼第1回地域戦略セミナー （平成23年7月26日） 

    講 師  立命館大学政策科学部高田昇特任教授 

    テーマ  「コミュニティガーデンによる都市再生の方法」 

 東日本大震災後の都市再生ポイントを踏まえながら、JR守山

駅前ガーデンや、三重県伊賀市のまちやガーデン、阪神大震

災後の復興事業として神戸市新長田などの例を挙げながらお

話いただきました。 

 ガーデニングには人を変える力、まちを変える力、そして生物

多様性を生み出す力があり、緑が近くにあるだけで脳の疲労回

復効果があるため、一人で行うだけでも効用があり、グループ

で行うことによってさらに意義あるものとなり、都市の環境にも 

寄与するそうです。先生は「地域社会は発展していかなければ

ならないが、成長の限界を感じる。お金の価値にはならない

が、私たちが幸せになる方向は何かと考え、そこに価値を見出

していかなければならない。例えば、税収は減っていくかもしれ

ないが、今までは市が管理していた公園を市民が一株ずつ

持ってきて管理するなど、お金をかけない緑化事業が進められ

るのではないか」と、ガーデニングの実演を交えながらお話い

ただきました。 

 「ガーデニング」と聞くと、大変なことと思われがちですが、で

きるだけ自然に近づけるスタイルで行うと管理にそれほど手間

がかからないことも学びました。 

■草津のめざす産業政策とは？ 

 第3回未来塾 （平成23年8月18日） 

   講 師  立命館大学経営学部肥塚浩教授 

   テーマ  「都市の地域産業政策論」 

 草津市は京阪神と東海の大都市に挟まれた人口約12万の中

小規模な都市であり、高齢化が進む全国とは異なり、年尐人口

も増えている稀な都市です。また、1985年には第二次産業が就

業人口の45％を占めていましたが、現在は第三次産業が70％

と圧倒的となっています。このような草津においてどういった産

業を振興していくのか、また地域に存在するどんな産業にどう

なってほしいのかを考えなければならないと話されました。 

 また、産業の空洞化は先進国共通の課題ですが、中小企業

の開廃業率の逆転と中小企業数が減尐し続けている事態は日

本固有の問題であり、深刻かつ重要な問題であると危機感を

示されました。地域活性化は地域の中小企業の活性化無しに

は成しえず、自治体は中小企業の努力や活動に光を当て、例

えば場所的、あるいは若干の金銭的サポートなど中小企業の

取り組みを促進し、中小企業者がこの地域の未来を自分たち

で切り拓いていくための様々なサポートをすることが必要だと話

されました。 

 そして、地域に産業があるということはその産業に従事する人

がいることであり、交通や教育、文化、医療など様々な政策が

関係します。多様な人たちにとって住みやすい草津であるかど

うかも大事なポイントです。こういったことを踏まえ、時代や世界

の流れの中で、草津はどうありたいのかを考え、政策を行って

いかなければならず、また都市のイメージが定着するには30～

50年の時間が必要であると話されました。 

 



■交通計画はまちづくりに影響します！ 

 第4回未来塾 （平成23年9月26日） 

   講 師  立命館大学理工学部塚口博司教授 

   テーマ  「都市交通計画と交通まちづくり」 

 交通を整備するとまちづくりに何らかの影響を及ぼすため、あ

らかじめ直接的・間接的に寄与するという意識を明確に持ちな

がら都市計画の立案・実行をしていかなければならないとお話

いただきました。 

 具体的な事例として、ドイツのフライブルクやスウェーデンの

イエテボリなども紹介されました。フライブルクでは市街地は公

共交通優先のまちづくりが行われ、マイカーは制限されていま

す。「環境定期券」というものが導入されており、家族の中で誰

かが通勤・通学定期券を持っていれば、週末のお出かけの際

には家族全員が無料で公共交通を利用できるというものです。

イエテボリではトラフィックゾーンシステムが行われています。こ

れは都心部を5つの小地域に分け、それぞれの地域の境界を

電車が走るため車は通ることができず、それぞれの地域へ車

で行くには外周の環状道路へと回り道をしなければならない構

造になっています。最初からこのような形にしようと計画したも

のではなく、様々な社会実験を積み重ねて出来上がってきまし

た。 

 この他にも先生からはTOD（Transit Oriented Development=

公共交通が整備されているところに都市開発を行う）のように、

すでにある鉄道の駅やバス停などの付近を開発していくという

制度を整えることは、開発後にバス路線をどう維持していくかを

考えるよりも効率的であり、そういった方向を探っても良いので

はないかと提起いただきました。 

■減災型の地域づくり 

 第5回未来塾 （平成23年10月14日） 

   講 師  高崎経済大学地域政策学部戸所隆教授 

   テーマ  「震災後の都市の開発哲学」 

 3･11の東日本大震災で痛感したように、人間は自然と共生し

ていかなくてはなりません。明治以降の産業革命とともに行わ

れてきた利便性追求型の開発哲学を見直し、国土形成のあり

方を再考すべきであるとお話されました。 

 ニューヨークに本社がある米国企業はたった4％に過ぎず、全

米に散らばっていますが、日本は大多数の企業が首都圏に本

社機能を置いており、あらゆる機能が首都圏に集中してしまっ

ています。首都機能の移転を進めることと、その地域が完全に

被災してしまわないように力の逃げ道を作り、命が守られ、経

済的な持続性が保たれる形となるような国土形成を行っていか

なければならないと力説されました。 

 私たちは完全に災害を防ぐことはできません。減災型の地域

づくりを行い、その中から新しい開発哲学を構築していかなけ

ればならないと改めて感じました。 

■ランドスケープって何だろう？！ 

 第6回未来塾 （平成23年11月15日） 

   講 師  立命館大学理工学部武田史朗准教授 

   テーマ  「都市のランドスケープ・デザイン論」 

 ランドスケープとは直訳すると「景色、景観」ですが、ここでは

環境あるいは自然と人と都市という3つの関係を風景のような

読み取り可能な形としてまとめることを意味します。例えば、石

が並んでいるきれいな風景があり、その石は駐車場の車止め

にもなっているというような、適切なところにちょっとしたセッティ

ングをすることによって、人が自由に使いたくなる仕掛けになっ

たりします。庭園とはちょっと違い、「ここに座りなさい」「ここで

遊びなさい」と指示されるような建築ともちょっと違う。教室では

座って勉強、ダイニングだと食事をするなどそういう使い方や機

能が決められていますが、それらが簡単に想像できないもので

あり、そこにあるだけできれいで、いろんな使い方もでき、想像

できる活動に支えられて初めて成り立ちます。また、人がいても

いなくてもきれいな場所を作ることは大事であり、そこに人がい

なくてもそれを見ているだけでうれしい人がいてくれます。そし

て人が集まる場所だと決めてしまうと、集まっていないと成り立

たなくなってしまいますが、1人でいることが成立する場所だと1

人でいる人が10人いれば集まる場所にもなります。 

 ランドスケープで一番重要なのはスペックがたくさんあること

です。何を生かしてほしいのか。建物だとあれがほしい、これが

ほしいとなりますが、ランドスケープではそれが無いため一体

何を求めているのかを関係者に議論してもらえることがすごく

重要になり、ワークショップをしながら進めていくものだというこ

とを、たくさんの写真と実例を交えながらお話いただきました。 

■優秀なリーダー 

 第2回地域戦略セミナー （平成23年9月1日） 

   講 師  （財）大阪総合スポーツ財団小泉隆司理事 

   テーマ  「サーバント・リーダーシップ」 

 小泉先生は2003年よりオリックス野球クラブ社長、2007年に

は同会長を務められ、それらの経験からお話いただきました。 

 サーバンﾄ・リーダーシップは、1970年代に新しい経営哲学と

してアメリカで生まれました。謙虚であり、人の話をよく聞き、面

倒見が良い。権力で人を動かすのではなく、道徳的に自分への

信頼感を得、その信頼感で人を引っ張り導いていくことを言い

ます。イチロー選手や野村監督などのエピソードとともに、経営

者として、また人としてどうあるべきかをお話いただきました。 
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その他の活動報告 

・ MMAP（ママップ）完成！ 

 立命館大学で地域をフィールドワークに活動する授業「地域活性化ボラン

ティア」受講生の“未来プロジェクト”チームが、草津市内の子育てマップ

「MMAP（ママップ）」を作成し、みなくさまつりで配布しました。 

 未来プロジェクトの学生たちは、草津市を子育てしやすいまちとしてブランド

化できるのではないかと考え、市民センターなどで未就園児の母親を対象に

アンケートを行いました。中でも遊び場所についての情報がほしいという回答

が多かったため、さらなるアンケート調査や施設などへのヒアリングを行い、

市内9カ所を選び、子供のための遊び場をマップ化しました。 

 みなくさまつり当日は、目標であったマップ300部の配布を達成し、また訪れ

た人に子育てへの思いを付箋に書き綴ってもらい、それを用いて作製する付

箋アートによってハート型も完成させました。インスタントカメラによる親子の記

念撮影やたび丸くんのぬりえコーナーも設け、ブースを訪れた方々にも好評 

でした。 

 草津未来研究所はこのプロジェクトを市役所側の受け入れ担当として今年 

4月より見守ってきましたが、子育て経験のない未来プロジェクトの学生たち 

にとって、初めは子育てというのはイメージしにくいテーマだったようです。し 

かし、プロジェクトを進めていくうちに子育て世代のニーズを掴んでいくことが

できました。 

 このマップはまだまだ未完成です。子育てをする人の情報を集め、今後ど 

のように更新していくのかが課題となっています。 

・ 環びわ湖大学地域交流フェスタ2011  

 平成23年12月17日に立命館大学BKCキャンパスで「環びわ湖大学地域交

流フェスタ2011～市民と連携する大学と地域の協働のカタチ～」が開催され

ました。このフェスタは県内13大学・短大と、滋賀県・5市で構成された、「環

びわ湖大学・地域コンソーシアム」が主催し、大学と地域との連携・交流を含

めることを目的に、昨年初めて開催され、今年で2回目となります。 

 今回は、市民と連携し、地域の魅力発掘や発信を行ったり、震災復興の支

援活動に取り組むなど、地域課題の解決に向けた大学と地域との協働のあ

り方について、実践交流を行いました。 

 各自治体が大学と地域の連携活動についてプレゼンテーションを行うポス

ターセッションでは、草津市を代表して、草津未来研究所が「草津でキラリ☆

と活躍する大学生！」を発表しました。立命館大学の学生が宿場まつりや街

あかり華あかり夢あかりなどで活躍している姿や、小学校での体育指導、市

役所での職員研修への参加など草津でキラリ☆と輝く大学生の姿を報告し

ました。会場に訪れた人々から積極的に質問を受けるなど、地域課題の解

決に向けた大学と地域との協働について意見を交わすことができました。 

草津市役所 総合政策部 

草津未来研究所   

〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 

TEL ： 077-561-6009 

FAX： 077-561-2489 

e-mail： kusatsumirai@city.kusatsu.lg.jp 


