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草津市の未来を考える⑤

これからの草津市に求められているものは何か、あるべき姿を考えるべく、各分野の有識者の方にインタビューを行
い、草津市の未来についてお話していただいた内容をシリーズとして掲載しています。
前号の立命館大学肥塚教授に続き、今号は立命館大学武田准教授にインタビューを行いました。

◆

草津市のまちの現状を見てどう感じますか
草津駅と南草津駅という異なる個性を持った中心
から、多様な用途を含む市街地が山と湖に向かって
伸び、川沿い広がる農地がそれぞれを包み込むとい
う、とても美しい骨格をもつ地域であると感じま
す。東海道や中山道という歴史的な骨格に加え、広
域交通の利便性が強い吸引力をもって多世代にわた
る人々が集まっていることが、大きな魅力だと思い
ます。一方で、現在も続く急速な市街化の進行を見
ると、水と緑と一体となった居住景観という、草津
の土地が本来的に持っている魅力が十分に次世代へ
と継承されていくのかどうか、若干の不安を感じる
こともあります。
◆

野路公園の取り組みについてお話ください
南草津駅と立命館大学の中間に位置する都市計画
公園である野路公園について、近い将来における実
現に向けた基本設計の見直し作業が行われていま
す。この中で、私の指導する理工学部ランドスケー
プデザイン研究室の学生たちが、既存景観の調査や
地域の皆さんへのヒアリング、また計画の方向性に
関する提案という形で、参加をさせていただいてい
ます。
草津市と住民の皆さんが長期間にわたって検討さ
れてきた公園の計画をより良い形で実現すること
は、安心・安全・健康な野路地区における、次の世
代に向けた中心的な緑地空間を提供する上で、大変
重要であることは言うまでもありません。また、上
にも述べた水と緑と一体となった街づくりを目指す
上でも、野路公園は大変重要な意味を持ちうる位置
を占めています。
たとえば、学生によるヒアリング調査では、敷地
を通り抜ける十禅寺川が古くからお住まいの皆さん
にとって、幼少時からの原風景の一部であったこと
がわかり、将来にわたる町の重要な環境軸と見なせ
ることがわかってきました。また、公園の計画地は
少し離れて県民芸術創造館とも並ぶ位置にあり、バ
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イパス沿いにはまだ生かされてはいないものの、野
路小野山遺跡も存在します。こうしたパブリックス
ペースや緑地空間が東海道という歴史的な道と並行
して連なることで、川の軸に交差する向きに、歴史
性と公共空間の軸を提供してくれる可能性が大いに
あります。
このように大変重要な役割を持つ野路公園の計画
において、草津市の住人でもある学生たちが参加す
る機会を得たことは、とても有難いことと感じてい
ます。学生たちの専門的な知識や技能が計画に生か
されるという公園計画上のメリットはもちろんのこ
とですが、教育者の視点から見ても、学生が地域の
皆さんに多くのことを教えていただけるという学び
の効果に、大変大きな意義を感じます。地域を見つ
め直し、理解を深め、自らの専門である建設や緑地
の計画についての専門的な学習に役立てるという、
キャンパスの中ではできない実践的な学びを体験出
来ている満足感を、学生の表情から日々感じていま
す。
◆ 草津市の魅力は何だと思われますか
景観の観点では、やはり「水」と「緑」と「道」
の3つが、これからも変わらない、草津の中心的な
景観資源になると思います。水は自然景観だけでは
なく人の暮らしを根本から支えるもので、その上に

立命館大学 理工学部
准教授

武田 史朗
(たけだ しろう）

1995年東京大学工学部建築学科卒業、2002年ハーバード大学
大学院デザイン学研究科ランドスケープアーキテクチャー修士
修了、2007年大阪府立大学生命環境科学研究科博士修了。博士
（緑地環境科学）。
内井昭蔵建築設計事務所、オンサイト建築設計事務所勤務を
経て、現在、立命館大学理工学部建築都市デザイン学科准教
授、武田計画室（ランドスケープ・建築）主宰。専門はランド
スケープ・デザイン、緑地計画、建築設計。

成り立つ緑もまた、自然景観の
美しさを伝えるだけでなく、観
る人にそれを保つ人の手の存在
を 感 じ さ せ る も の で す。そ れ
は、住む人にも訪れる人にも、
安心感を与えるものです。アメ
リカで行われたある研究では、
近隣地域の前庭について人気投票をし、その投票の
理由について分析をしたところ、見た目が美しいだ
けではなく、手入れがよくされているものに対して
票を投じる傾向が強いことが明らかになったそうで
す。緑はもちろん自然の発露でもありますが、田園
景観や街路景観に見られる緑は、それを維持する地
域の品格を表す文化的な景観でもあります。市街化
と緑地景観の育成とを対立的に考えるのではなく、
すでにある環境資源を再評価しさらに育み、市街地

にも取り込むことで、草津の魅力を保ち、向上す
ることが可能であると思います。
◆

草津市の未来像を語ってください
これからの日本では人口の減少が避けられない
課題であり、ほぼ全ての地域において顕在化して
いきます。現在、住民が増え続けている草津市で
も数十年スパンで考えれば人口の減少は避けられ
ません。そのようなとき、コンパクトで住みやす
い市街地と、湖に流れ込む川とそれらを擁する豊
かな田園地帯の組み合わせがこの地域の魅力とし
て受け継がれ、そうした景観と、そこでしかでき
ないライフスタイルを求める人々が集まり続け、
多世代にわたる多様な人々が住み続けることので
きる草津市になることが、理想なのではないかと
思います。

▮2014(平成26)年度 各調査研究の進捗状況報告
今年度の3つの調査研究について、現在までに調査し、わかっていることを報告します。

１．草津市の産業構造と雇用の変化に関する調査研究
草津市の製造業の未来予想図
製造業に特化した「産業構造と雇用」に関する調
査研究につきましては、草津市の将来を支える製造
業の連携のあり方を探るべく、立命館大学、しがぎ
ん経済文化センター、草津商工会議所、ハローワー
ク草津、県、市等、各支援団体からなる研究会開催
に加えて、市内製造業者の方々にアンケート調査を
行いました。
毎回の研究会では、研究会メンバーによるリレー
方式での話題提供をいただきました。「製造業を取
り巻く時代潮流」、「草津市の雇用情勢」、「滋賀
県の経済動向」等、各々専門的見地からの分析をも
とに、市内製造業者の方々を取り巻く現状認識を深
め、今後の予測を踏まえた支援団体のあり方を議論
しました。
アンケート調査票の作成にあたっては、研究会で
の議論をもとに、市内製造業者の実態を適切に把握
するとともに、事業所間の新たな連携や草津市の強
みを生かす施策展開の方向性を明らかにするアン
ケート調査となるよう配慮しました。
9月に実施しましたアンケートでは、11ページと
分量も多く、2週間あまりの短い回答期限にもかか
わらず3割を超える市内製造業者の方々にご回答い
ただきました。アンケートの基本集計結果によると

様々な業種に渡り、人材確保・
育成の課題認識と企業・産業支
援団体等との連携意欲が明らか
になりました。
アンケート回収後に行われました直近の研究会で
は、アンケートの基本集計結果を踏まえ、今後行う
統計分析手法に基づいたクロス集計や多変量解析等
を行うにあたり、具体的な指標軸の設定やグループ
化による仮説提示等の意見が出されました。そのた
め、立命館大学地域情報研究センターと協働する中
で、より精度を高めたアンケート分析を行いたいと
考えています。
また、今後はアンケート回答者を対象としてヒア
リング調査を行い、アンケートでは読みきれない製
造業者の方々の考え方をお聞きする予定です。ヒア
リング調査すべき項目としては、①求める人材像、
②取引先との交渉と企業競争力の関係性、③共同・
連携希望の具体的中身等が研究会にて提示されまし
た。
これらの調査研究を踏まえ、中長期的な産業振興
施策として、草津市の地域特性を活かした各支援団
体での協働の枠組み提示等、今後の取り組むべき方
策を模索したいと考えています。

２．草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究（2年目）－新たな生活支援サービスの可能性を探る
持続可能な課題解決モデルの創出
この調査研究は、草津市における新たな生活支援
サービスの可能性を探ることを目的とし、草津市内
の具体的な事例を取り上げた研究会での議論を中心
に調査研究を進めています。
研究会の構成メンバーは、立命館大学医療介護経
営 セ ン タ ー長 の 肥塚 浩 氏を 座 長 と して、実 務家 6
名、中間支援団体職員2名、県職員1名、市職員10名

の計20名です。全4回の研究会のうち、これまでに2
回を終えています（11月末現在）。
初回の研究会では、生活支援の観点から国が目指
すものと滋賀県の先進モデルの重なりについて考察
を行い、第2回の研究会では、人口減少社会における
湖南圏域の将来人口推移等から医療福祉の現状と課
題について考察を行いました。
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これまでの研究会の中で、生活者へのサービスや
就労の場の提供と生活者への相談支援を一体的に捉
えて総合政策として考える必要があるということが
共通の課題として認識され、市の健康福祉部門と産
業振興部門と企画部門がより密接に連携していかな
ければならないことが確認されました。また、市だ
けでなく、中間支援組織や最先端の現場従事者の役
割がますます高まることも確認されました。
現在、若者が多く活気があるイメージのある湖南
圏域でも、将来的には需要と供給のバランスが大き
く崩れていくことが課題となっています。一例とし
て、2020年には湖南圏域の要介護者が約12,000人に
達するとの試算から、ケアマネジャーが2010年の2
倍の約400人必要になるのに対し、全国的な人材不
足等で現状では確保が難しいことが挙げられ、他に
も訪問看護師等も同様の状況があり、医療福祉分野

の人材不足は深刻です。
「生活支援サービス」という
文言こそ違いますが、厚労省、
総務省、農水省、文科省等の生
活支援に対する根底の考え方は
共 通 し て い ま す。こ の こ と か
ら、地域においては、各省に共
通するキーワードである「地域」、「まるごと」、
「ビジネスモデル」を念頭に、分野横断的な発想か
ら持続可能な課題解決モデルを創出していくことが
求められています。
今後は、市内ヒアリング調査や先行事例の調査を
行いながら、草津市の持続可能な課題解決モデルに
つながるものとして活かせるよう、調査研究報告書
をまとめていく予定です。

３．大学と地域の連携に関する調査研究－これまでの取り組みと今後の方向性
大学を活かしたまちづくりに向けて
草津市では、大学との包括協定を3大学と締結し
ています。中でも、立命館大学との包括協定につい
ては、2004年11月6日に市制50周年と立命館大BKC開
設10周年を記念して包括協定を締結しました。
この包括協定に基づいて、教育・文化・スポーツ
の振興・発展のための連携や人材育成のための連携
に取り組むなど、締結後10年に渡り成果をあげてき
ました。
ま た、2010 年 5 月 31 日 に 滋 賀 大 学 と、同 じ く、
2010年8月5日に成安造形大学との協力に関する協定
を締結したところです。
これら3大学との過去4年間の連携件数について
は、下記の図に示すように約8割は立命館大学との
連携となっています。

こうした連携が出来ている分野を俯瞰的に見ると
次の2点で整理ができます。
1点目は、「連携の手段（ルールや仕組み）が構
築できていると連携は進んでいる」ということでで
す。
草津市附属機関設置条例にかかる大学関係者の委
員 の 42.6％（2014 年度）が 立 命 館 大学 関 係 者で あ
る。このことからも、本市における政策の答申や計
画づくりにおいて、立命館大学の専門的な知見を積
極的に活用していることがうかがえます。
これは、委員等の選考にあたっては、原則として
大学側が決定し、市は草津未来研究所を通じて依頼
をするような仕組みをとっていることが大きいと考
えられます。
また、学生団体の地域交流についても、草津市の

件数は、京都市の4.6倍という他の自治体の中でもっ
とも連携が進んでいます。この連携は、20年の継続
した取り組みの蓄積とも言えますが、その背景には
立命館大学BKC学生オフィスが窓口となって課外活動
による地域交流の申し込みの仕組みが出来ているこ
とが大きいと考えられます。
以 上 の よ うに、連 携 を進め る 上 で、一定 の 手段
（ルールや仕組み）がしっかりと構築されると連携
はできている傾向にありま
す。
2 点 目 は、大 学 と 課 題 を
共有できると連携が進みや
す い と い う こ と で す。特
に、スポーツに関する分野
の連携については、サービ
スラーニング事業や「ジュニアスポーツフェスティ
バルKUSATSU」など、2010年にスポーツ健康科学部が
設置されて以来、連携は充実してきています。
これは、本市のスポーツ振興計画を立命館大学と
ともに策定することで、市のスポーツ振興に係る課
題を大学側も課題として認識いただき取り組めてい
ることが大きいと考えられます。
今 後 も、草 津 市 に お い て は、『大 学 が あ っ て よ
かった、大学生がいてよかったと感じることができ
る都市』を展望しながら、大学のある都市としての
優位性を後世に活かしていくために、知の拠点とし
ての大学が持つ資源をまちづくりにより一層活かす
とともに、多様な分野における地域課題の解決に市
と大学等との連携した取り組みや、大学の資源の地
域開放や市民団体活動との連携をさらに促進する必
要があります。
また、草津市のまちづくりにおいて、多くの学生
の存在が都市の賑わいの源泉になることから、学生
がまちづくりを考えるきっかけづくりのため、市民
や学生が異なった組織や立場で対話できる「場（機
能）」の設置等についても検討が必要です。
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▮2014（平成26）年度 活動報告
第２回 自治体シンクタンク研究交流会議
開催報告
昨年の第1回開催地、新潟県上越市に引き続き、今年で2回目となる自治体シンクタンク研究交流会議を
去る11月に二日間に渡り、今年で草津市制60周年を迎える周年事業の1つとして草津市で開催しました。
この会議は、国内の自治体シンクタンク関係者等が集い、地方分
権時代の自治体シンクタンクの役割について意見交換や問題解決に
向けての情報交換を目的として行うものです。
当日は、すでにシンクタンクを設置している自治体や設置を検討
中の自治体などを含め、北は弘前市から南は熊本市まで全国各地か
ら20団体（36名）の参加がありました。
参加者数は第1回目を上回り、各自治体シンクタンクが日頃、直
面している悩みや、ノウハウを共有し、さらに今年は多くの自治体
が抱える問題である人口減少社会の将来を見据えた、自治体共通の
新しい課題の解決策などについても熱い意見交換が行われました。
また、初日の会議終了後に、多くの参加者に草津市の秋の風物詩「草津街あかり・華あかり・夢あかり」
を堪能していただき、市外の参加者へ草津市をアピールすることが出来ました。
なお、本会議の第3回目は、来年度に埼玉県戸田市（戸田市政策研究所）で開催される予定です。
◆

日

時

◆

会

場

２０１４年１１月７日（金）１３：００～１７：３０
２０１４年１１月８日（土） ９：００～１２：００
草津市役所、草津市立まちづくりセンター

・大都市の中に小さな分都市を作り、それぞれの
分都市が個性を発揮し、相互に連携していく構
造を作っていかなければならない。そのために
は自治能力の向上と政策官庁化をする必要があ
るだろう。

■特別講演
これからの地方自治と自治体シンクタンクの役割
草津未来研究所相談役･上越市
創造行政研究所所長・高崎経済
大学名誉教授
戸所 隆氏

４

自治体シンクタンクの性格
・理事者のバックアップ機能や各部局を押し上げ
るような機能といった大きな方針を作っていく
ことが求められる。
・自治体シンクタンク業務は5～10年先を見通した
中長期の研究業務であり、一般行政事務の定型
業務とは性質が異なる不定型業務である。
・中長期で地域のビジョンを立て、実現に向けた
政策研究を行う。

５

新しい国のかたちを創る自治体シンクタンクの
役割
・地域の将来あるべき姿を仮説として明示し、目
的に向かっていく手法を作る。
・戦略論的な地域づくりが求められている。
・基礎理論が必要であり、それを市民に伝えてい
る。また、地域に目線を置いた政策立案をし、
時代と地域に付加価値を創造する不断の努力が
役割としてある。

６

楽しい環境で議論の積み重ねを形にする研究所
づくりを
・風通しの良い研究所づくり。
・研究に休みはなく、情報収集や自らのまちを客
観的に見るためにも学会や他地域の視察は不可
欠である。
・研究結果は形にしていかなければならない。

（以下、講演内容の抜粋）

１

シンクタンク会議の主旨
・全国的に自治体シンクタンクが増加傾向にある
が、内外部に広く認知されておらず、周囲に理
解されにくい。研究員の悩みや問題点の解決の
場が必要であり、全国のシンクタンク研究員が
交流しながら、ディベロップメントしていくこ
とが大切である。
・研究員のモチベーションを高揚させることが重
要である。

２

地方自治・地域政策環境の変化
・中央集権型地域政策から地方分権型地域政策へ
と移行してきた。自由な分権型地域づくりに転
換していく必要がある。

３

自立・自律発展力を持つ自治体の形成とその統
治構造
・モザイク型都市で、弱者も生きられるようなコ
ンパクトなまちづ くりを考えなければなら な
い。
・自立・自律発展力を持つ自治体になることが求
められている。

特別講演・第1セッション
第2セッション・振返り・講評
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■第１セッション－各自治体シンクタンクにおけ
る調査研究プロセスについて

意識が共有しやすくなった。
・公募で募った市職員と市民研究員が、グループに
なって市の課題を研究することによって、自治体
シンクタンクの役割が広く認識されるようになり
つつある。
・市役所全体がシンクタンクとなるよう、首長に対
する政策提言を主目的としている自治体シンクタ
ンクであっても、関係部署との連携の中で全庁的
な人材育成を進めている。

自治体シンクタンクの最も重要
な業務の一つである調査研究につ
い て、テ ー マ 設 定・調 査 研 究 手
法・研究成果の活かし方など、参
加自治体シンクタンクの事例を基
にディスカッションを行いまし
た。（以下、意見の一部）

・全国の自治体シンクタンクへの事前調査の結果、
実際に調査研究を行うのは正規職員が最も多い
が、ポスドク等の非常勤職員とともに研究を行う
ことで、専門性の習得を図っている。
・調査研究の過程で研究会を設置し、そこで関係者
が議論をしてもらうことで提言内容の実現性を高
めている。
・首長が自治体シンクタンクを重要視していること
を何度も公言していることで、庁内組織としての
自治体シンクタンクの求心力が高まっている。

■振返り・講評
草津未来研究所所長
松原 豊彦氏
・全国の自治体の頭脳集団とで
も言うべき自治体シンクタンク
が、このように一堂に会して話
し合いをすること自体に意味が
ある。
・人口減少社会となった現在のように、目標その
ものが見えづらい新しい状況において、中長期的・
横断的な視点で他の組織と連携していくことや職員
の政策形成能力の力量を高めていくことは非常に重
要である。
・これを機会に全国の自治体シンクタンクがネッ
トワーク化することを期待し、大きな課題を一緒に
考えて最適解を見出していくことにつながればと
願っている。

■第２セッション－研究推進のための工夫
自治体シンクタンクの研究推進
にあたっては、研究員の政策形成
能力を高める取り組みや組織マネ
ジメントの強化、外部の専門家の
知見の活用など、様々な工夫がさ
れています。こうした研究推進の
ための工夫などについて、参加自
治体シンクタンクの事例を基に
ディスカッションを行いました。
（以下、意見の一部）

・人口減少のために、全国で８９６の自治体が将来
的に消滅する可能性があると指摘した日本創成会
議のレポートの活用により、自治体組織内で危機

自治体シンクタンクの設置状況
組織内設置型自治体シンクタンク数：26 箇所
※「都市シンクタンクカルテ」（日本都市センター）をもとに作成
2014年10月2日現在
●
●

関西
草津市
豊中市

中部・
甲信越
● 東北・

上越市

北関東

安城市

鹿角市
高浜市
高萩市

岸和田市

宇都宮市
矢板市

●
●

九州
佐世保市
熊本市

南関東圏

春日部市

新宿区

相模原市

戸田市

世田谷区

鎌倉市

三芳町

町田市

伊勢原市

松戸市

八王子市

三浦市

港区

横須賀市
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●自治体シンクタンク研究交流会議を終えて●
人口減少社会の将来を見据え、それぞれの地域で
より戦略的な政策提案が求められている。その先導
的役割を果たさなければならない自治体シンクタン
クの存在意義は大変大きくなっている。
そうした中で、第2回自治体シンクタンク研究交流
会議を市制60周年の節目の年にこの草津市で開催
し、北は弘前市、南は熊本市までの組織内設置型自
治体シンクタンクの職員や大学教授等が集い、各組
織の運営方法や調査研究のプロセスなどについて自
由闊達な議論が出来たことは大変意義深かった。
議論の中でも、シンクタンクの職員は、調査分析
をしっかり行わなければならない一方で外部のシン
クタンクではなく、自治体シンクタンクとして調査
研究を実施しているため、施策化・事業化を常に意
識しなければならないことが共通の課題になったよ
うに思う。
そのためにも、私たち自治体シンクタンクの職員
は、常に先見の明として、先々を予測し、的確に判
断する力を兼ね備えていかなければならないことを
改めて意識させていただく良い機会となった。
次回は、戸田市政策研究所の協力をいただき、第3
回の自治体シンクタンク研究交流会議の開催も決定
し、こうした取り組みが継続され、当初の目的であ
る「気づき」と「励まし」のネットワークを確固た
るものにしていくことが、少なからず、人口減少社
会を控えた自治体共通の新しい課題の解決に役立つ
ことは言うまでもない。
（主任研究員 一浦 辰己）

▮コラム データでみる草津市③
総人口の推移と人口動態の変化
2014年11月21日に地方創生関連2法案(「まち・ひ
と・しごと創生法」、「地域再生法の一部を改正する
法律」)が成立しました。これにより、自治体も「総
合戦略」と「人口ビジョン」を策定することことが求
められています(努力義務)。
そこで、改めて草津市の人口について整理しました
ので、その一部をお知らせします。
下のグラフは、草津市の総人口(左の縦軸)の推移を
グラフ化したものです。数字は国勢調査のものです
が、国勢調査が実施される以前の1897(明治30)年から
1916(大正5)年までは、草津市統計書による、戸籍課
(現在の市民課)の資料に基づくものです。また、2015
（平成27）年以降の数字は、2013(平成25)年3月に国
立社会保障・人口問題研究所(社人研)が公表した推計
と草津未来研究所が2013年度に実施した推計です。

草津市の人口は、明治時代から一貫して増加して
きたことがよくわかります。特に1960年以降の伸び
は著しいものがあります。そして、近い将来、人口
が減少するという経験を初めてすることになりま
す。
総人口に加えて、人口動態の様子がわかるよう
に、「出生」、「死亡」、「転出」、「転入」につ
いても整理しました。
草津市の人口増加は、自然動態によるものより、
マンションや宅地開発による社会動態が要因である
ことが読み取れます。特に 1970(昭和45)年～1980
(昭和55)年、1990(平成2)年～1995(平成7)年の社会
増の増加率が大きいことが目立ちます。2005(平成
17)年～2010(平成22)年の増加が大きいのは、転入
は横ばいでしたが、転出が減少したためであること
が読み取れます。
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総人口の推移と人口動態の変化
※総人口は、国勢調査による。ただし、明治30年
から大正5年の人口は、草津市統計書による(左
軸)。
※人口動態(出生、死亡、転出、転入)は、10月1
日から9月30日までの5年間の合計。市民課のと
りまとめによる。(右軸)
※2015(平成27)年以降の推計人口は、国立社会保
障・人口問題研究所の公表データと、草津未来
研究所の推計の両方をプロットした。
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