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ていますが、75歳以上の比率は上がっ

ており、これが今後の課題ともなって

います。 

 

幸せな老後と最期の提供 

 さて、このような地域で取り組まれ

てきた高齢者事業とは、どのようなも

のだったのでしょうか。 

 事業の変化は、昭和59年に村の診療

所に新たに赴任した医師によってもた

らされました。医師は、村の高齢者が

貧しくさみしい生活の中で最期を迎え

る、という現状を見て、このままで良

いのか、という問題意識を職員と共有

していきます。その中で、福祉を担当

している保健師の職員が、改めて現状

に気付き、変革をもたらしていきま

す。 

 その時に共通の認識とされたのが、

「老いと死は必ず誰にでももたらされ

るため、この最後のステージを充実さ

せることが必要ではないのか」という

ことでした。そこで現在の在宅福祉事

業の理念は、「社会の発展、村の発展

に尽くした高齢者に、幸せな老後と最

期を提供するのは、行政の責任。」と

しています。 

 この認識を元として、実際に高齢者

に話を聞いていく中で出てきたのが、

自宅で生活を続けていきたい、という

希望でした。そのため、村の診療所と

も連携して最大限のサービスを高齢者

に提供できるようにし、在宅で最期を

迎えられる体制を築いていきました。

その中には、医療と福祉の連携を図る

べく福祉を中心として医療と保健も組

織統合をする、というのも含まれてい

長野県秦阜村の高齢者事業 

 2012年度4月より、草津未来研究所

の副所長となり、半年が過ぎまし

た。この間に、草津市の行政組織内

の研究所として、将来性を感じつ

つ、様々な未来研究所の事業等につ

いて関わらせて頂いています。また

現在、草津市コミュニティ事業団の

評議員ともなっており、草津市に専

門知識などで貢献していければ、と

考えております。 

 さて、専門はマーケティングです

が、近年は大都市以外の地域の在り

方についても研究上の関心を抱いて

おり、本稿では、今年の9月にお話を

伺う機会のあった長野県泰阜村にお

ける高齢者事業への取り組みについ

て、報告させて頂きます。 

 長野県泰阜村は、長野県でも南部

に位置しており、静岡県に近く、飯

田市と村境を接している場所にあり

ます。人口は1,874人(平成23年4月1

日)、世帯数は726世帯(同)であり、

高齢化の進んだ地域となります。 

 広さで見ると、東西10.8km、南北

16.0km、総面積は64.54㎢であり、う

ち山林が87.2％を占め、この中に19

集落(うち限界集落6集落)が点在して

います。JR飯田線の駅が5駅あります

が、高齢化が早く進んだ地域でもあ

りました。 

 昭和60年には65歳以上人口の比率

が20％を越え、平成7年には30％を越

えた村であり、平成23年には65歳以

上人口が38.2％、75歳以上が26％を

占めています。65歳以上人口は、平

成17年に38.4％となって以降安定し
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－総合計画への幸福度指標導入について－ 

 

 この調査研究は、近年、国際機関や多くの

国、大学等で取り組みがなされている「幸福

度」について、現在どのような幸福度指標が作

成されているのか内外の事例を調査し、草津市

の総合計画(第2期基本計画）において幸福度指

標による評価を導入できるか検討しました。 

第1章で、近年盛んになった幸福度研究の背

景について整理するとともに、幸福度とGDPの

違いを整理しています。 

第2章では「幸福」の定義について整理し、

「幸福度」の決定要因について検討していま

す。 

第3章でOECDとEU、ブータン、フランス、内

閣府、福岡県、熊本県、福井県他、京都府、荒

川区、そして、新潟市の取り組みについて概要

をまとめています。 

第4章で、先行事例の調査結果から幸福度指

標は、総合計画(基本計画）の計画体系の施策

や事業の達成度を評価するものではなく、総合

計画全体の成果について市民の幸福度の変化を

みるためのものであることを指摘し、基礎自治

体レベルで政策につながる幸福度指標の策定に

は十分な議論が必要である等、4項目の留意事

項を提示しており、現在、最終とりまとめの作

業をしています。  

各調査研究の進捗状況報告 

幸福度に関する調査研究 ６次産業に関する調査研究 

ます。そして実行していく中で、指標とされた

のは、在宅死亡率の向上で、平成5年には70％

の数字となりました。 

また、在宅事業が中心となりますので、医

療費が低くなり、老人医療費が平成10年には

443,234円（全国平均800,692円、長野県平均

614,195円）となり、平成19年には介護保険制

度による家族の希望からの影響もあり上昇しま

したが、537,571円（平成 17年度全国平均

821,403円、平成18年度長野県平均687,604円）

となっています。様々な福祉の財源を工夫し

て、必要とされるサービスの提供が行えるよう

な財源の確保をしていきました。 

 

高齢者や家族の意識変化と新たな試み 

このように泰阜村では、介護保険制度が導

入されるまでに、高齢者に対して最大限の在宅

ケアが可能な仕組みを作ってきたのですが、介

護保険施行後には、高齢者やその家族の意識が

変わり、在宅で過ごしていくことにこだわらな

い人も増えてきました。また認知症との関係

で、在宅で支えるよりも施設を志向する家族も

増えました。 

 現在の泰阜村では、後期高齢者の増加や志向

の変化に伴って、新たな課題も出てきていま

す。しかし、その中で新たな試みも始まってい

ます。例えば、高齢者支援住宅として「やすら

ぎの家」が建設され、居住されていますが、希

望者が多いために新たに作ることも計画されて

います。 

 泰阜村では、高齢化が非常に早く始まったた

め、手探りで事業の仕組みを作ってきました

が、基本は村の高齢者の希望を聞き、その実現

のために仕組みを作ってきています。つまり市

民のニーズに積極的に、しかも希望以上に応え

ていく、ということが行われてきました。村で

は高齢化の中で人口も減少してきましたが、近

年では若者の帰村も増えており、豊かな生涯の

暮らし、という点で、色々と示唆に富んだ地域

ではないか、と思ってもいます。 

 今年度、草津未来研究所が取り組んでいる

「６次産業化に関する調査研究」では、本市に

おける６次産業化の可能性を探るべく、生産者

やJA草津市、また滋賀県を含めた研究会を設け

ており、この全5回の研究会のうち4回目の研究

会が終了したところです。 

 第1回研究会では、研究会の座長である立命

館大学経済学部長 松原豊彦教授（草津未来研

究所所長）にご講演をいただいて６次産業化の

基礎について学び、第2回研究会では、生産

者・JA・市の各々の立場から問題意識等を出し

合うことで、本市の農水産業の現状と課題の確

認を行いました。 

 そして、第3回と第4回の研究会では、本市に

おける６次産業化の可能性へと議論を進めまし

た。また、研究会と並行して、６次産業化に取

り組む先進地からの学びとして、滋賀県湖南市

の“こなんマルシェ”と滋賀県東近江市の“池

田牧場”への視察を実施しながら、６次産業化

を巡る課題や実態等についての理解を深めてい

ます。 



「都市魅力の創出とアーツカウンシル－大

阪府市統合本部での制度設計から－」と題し

て、立命館大学共通教育推進機構の山口洋典

准教授(草津未来研究所総括研究員)に講師を

務めていただきました。 

アーツカウンシルという言葉を聞いたこと

がありますか。日本語では「芸術評議会」な

どと訳され、幅広く芸術文化の振興を目的と

し、美術館など公共文化施設、アーティスト

への助成のほか、精細な評価を実施し、そこ

での評価を助成プログラムに反映させること

によって、アートの現場に即した仕組みづく

りを行い、芸術の振興に役立てていく組織の

ことです。 

 今、大阪ではこのアーツカウンシルの設立

に向けて動いています。芸術や文化の価値を

単なる好き嫌いという個人の価値観ではな
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平成24年度 活動報告 

新たな指標 幸福度 ～アーツカウンシ

ル ～第２回未来塾開催（8/20） 

１次×２次×３次＝６次産業 

～学生が願いを込め「立割マップ」を作成～ 

地域をフィールドに活動する立命館大学の

授業の一環で、学生6名が今年5月から当研究

所を通じて「南草津のまちづくりプロジェク

ト」の活動を行っています。通学だけでまち

を通り過ぎがちだった立命館大学の学生に、

南草津をきっかけとして草津市を第二のふる

さとと感じてもらえるようにツールを開発す

るというのがプロジェクトの目的です。 

これまでにまち歩きや大学生へのアンケー

トを行い、学生がまちを歩いて人と出会うこ

とが「ふるさと」につながると考えました。 

そして、そのような出会いの機会が増える

よう願いを込め、11月に南草津のこだわりの

飲食店を紹介する「立割マップ」を作成し、

立命館大学びわこ・くさつキャンパスの学生

に対して広報活動を行いました。 

 12月2日（日）にJR南草津駅西口付近で開催

予定の「みなくさまつり」でその活動内容を

パネル展示で発表する予定です。ぜひお越し

ください。 

 

 

～南草津のまちづくり研究～ 

 南草津のまちの課題を明らかにし、その方向

性を検討するため、学校法人立命館総長特別補

佐の建山和由氏を座長として、南草津のまちづ

くり研究会とワーキンググループ会議をこれま

でに各2回開催しました。 

 当研究会では、短期間に住宅開発が進んだま

ちは、開発時には働き盛りの人々が多く活気が

あるけれども、30年、40年後には彼らが同時に

定年を迎えることになり、高齢者のまちとなっ

て衰退の連鎖が起こる可能性があること等が指

摘されました。そして、千葉県佐倉市のユーカ

リが丘の事例を参考に、住む人が老いることを

考えたまちの理念と構想について話し合いまし

た。 

 また、ワーキンググループでは、南草津の強

みと弱みについて整理をし、駅乗降客の多さや

大学の知的資源の活用等、潜在的な強みを活か

していくことを確認しました。今後はメンバー

間で南草津のまちづくりについての具体的なア

イデアを出し合っていくことになっています。 

 今年度、当研究所では引き続き研究会とワー

キンググループ会議を

開催し、議論を深め、

独自調査を交えなが

ら、調査研究報告書と

してまとめていく予定

です。            

南草津の調査研究 

第２回未来塾（8/20開催） 

  ～アーツカウンシル  

サービスラーニング 

く、きちんと評価する仕組みが必要です。事

業評価と組織評価を徹底して行い、これまで

往々にして組織に補助金などお金が払われが

ちであったものを、事業そのものへ拠出して

いく仕組みを作ろうとしています。 

 出席者からはアーツカウンシルの委員の選

び方によっては偏りが生まれてしまうのでは

ないかといった意見や、評価というものは利

用する市民などがするのがよいのではないか

といった意見などもありました。しかし山口

先生によれば、「この点には、当事者による

自己評価に専門家による第三者評価が重ねら

れることで、助成プログラムや自主事業の企

画や研究が進み、それによって市民が担い手

となった自治体の文化振興施策が促進できる

が、当然、その際には公民相互の倫理観が問

われる」とのことでした。今後の草津市の都

市魅力について考えるヒントをいただきまし

た。 
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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 

し続けていける世界が保障されな

ければなりません。  

　しかし、今や地球という存在の

限界(エネルギーや資源の枯渇、

環境破壊、実態経済の成長の限界)

が感じられるようになり、原則自由の世界から

原則不自由の世界になっていかざる得なくなり

ました。これまで国や行政が行っていたことを

みんなが社会の中で行い、持続可能な社会を実

現していくことが重要不可欠であるということ

でした。 

 これらの問題をどう解決していくかがこれか

らの草津市の大きな課題になるのではと思いま

す。 

 立命館大学スポーツ健康科学部の小沢道紀准

教授(草津未来研究所副所長)をお迎えし、今年

度最終回となる第３回未来塾を開催しました。 

 「ドラッカーの考える非営利機関の成果につ

いて－ケーススタディから考える－」と題し

て、講義だけではなく、ケーススタディも行い

ました。 

 P.F.ドラッカーは、「マネジメント」や「 

マーケティング」等のコンセプトを生み出した

社会生態学者です。組織が成果をあげるために

必要なツールとして、有名な「ドラッカーの５

つの質問」(①われわれの使命（事業）は何

か、②われわれの顧客は誰か、③顧客は何を価

値あるものと考えるのか、④われわれの成果は

何か、⑤われわれの計画は何か)があります。 

 いくつかの事例について、この「ドラッカー

の５つの質問」を基盤にし、参加者で意見を出

し合い、どのような戦略が導き出されるのかを

議論しました。 

 今回の内容を知識だけにとどめることなく、

草津市にあてはめ、価値を提供し続ける取組み

を考えることの必要性を痛感しました。 

第２回地域戦略セミナー（9/7開催） 

講師として龍谷大学政策学部の富野暉一郎

教授をお迎えし、「持続可能な社会における公

共空間の再編～協働型社会と行政事務の社会化
を軸に～」と題してご講演いただきました。

みんなが一定の豊かさをもって何百年も暮ら

第３回地域戦略セミナー（10/5開催） 

 講師として公益財団法人東京財団研究員・政

策プロデューサー亀井善太郎さんにお越しいた

だき、「地域主権時代における人材育成の要

諦」と題してご講演いただきました。政策を実

行する、あるいは地域を良くするためにはそれ

ぞれの立場で考え、判断し、実際に行動する

「当事者意識」を持つことが大切であり、「当

事者意識」を持った人材を育成することが重要

である。そのためには、上司が部下に対して①

「関心」(人を気に掛ける)、②「感心」(自分

自身が感動する)、③「歓心」(人が成長した時

に喜ぶ)の３つの「カンシン」を持ち、このこ

とを常に意識しながら、具体的な実践にうつす

ことが大切であるということでした。 

 これらを踏まえつつ、草津市の未来を担う職

員人材の育成に活かしていきたいです。 
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第３回未来塾（10/22開催） 

～ドラッカーの考える非営利機関とは 

エクスターンシップ生より 

　2012年8月～9月及び10月末～12
月初旬に掛けて、立命館大学の提
供する高度な専門的職業人・研究
者の育成を目的とした教育研修プ
ログラムである「地域共創プログ
ラム」を通じて、草津未来研究所
へ派遣されています。研究所では
主に、今年度の草津未来研究所の
研究課題である「南草津のまちづ
くりに関する調査研究」に関連す
る形で「南草津の持続可能性」に
ついて研究を行って来ました。持
続可能性、持続可能な社会とはつ
まり、私たちの生活によって将来
世代の機会を奪うことの無い「身
の丈に合った丁度いい社会」のこ

とを言います。そのためには今何
が必要なのか、どのような施策を
講ずるべきかを明らかにすること
が、私の研究テーマです。
　草津未来研究所は、草津市役所
内に設置された自治体シンクタン
クであり、中長期的な視点から草
津市行政の方針を考える上で非常
に大きな意義を持っている組織で
あると感じております。短い間で
はありましたが、研究所職員の皆
様が日々奮闘されている様子を見
ておりまして、非常に良い刺激を
得ることが出来ました。今後、調
査研究及び政策提言のシンクタン
クとして、そしてその政策が効果

的かつ効率的に行われるよう事
業支援を行うコンサルタントと
して、草津未来研究所の更なる
発展を祈念しております。

立命館大学大学院 公務研究科 地域共創准研究員 木村一隆 




