
人口減少社会のはじまり 

 1920年から始まった人口調査である総務省「国勢

調査」が2015年に実施されました。この調査では、

人口数に関しては2010年から年平均0.15%ほど減少

に転じており、働き手の代理指標である15歳から64

歳までの人口はすでに2000年から減少していること

が分かりました。いずれの指標でみても、21世紀の

日本社会では、既に人口減少社会のステージに突入

したといってよいでしょう。 

 この人口減少という問題では、同時に高齢化も進

行しているのが現代の日本の特徴です。そのため、

多く人が不安を抱えていると聞きます。例えば、公

的年金を老後に受け取ることができるのか、介護

サービスを必要な時に受け取ることができるのか、

などです。ただし、草津市の場合、人口数について

は2035年までは増加しますが、全国とは対照的な特

徴を有していることは確認しておく必要はあるで

しょう。草津市外からの引っ越しによって、20代か

ら30代の子育て世帯が草津市に流入しているためで

す。このため、保育、初等中等教育、子育てにかか

わるニーズも今後高まる可能性もあります。 

2030年の日本社会は人手不足社会 

 現在、私は、草津未来研究所と共同で、草津市の

経済構造に関して調査していますが、以上のような

問題意識と関連させて、その研究の一端を紹介しま

す。まず、人口の変動による社会への影響は、高齢

化による年齢構成の変化によるニーズの変化と人口

減少による働き手の減少の二つの問題にまとめるこ

とができます。 

 一つ目の問題ですが、高齢化が進むにしたがっ

て、介護サービス（施設サービスや在宅サービス

等）へのニーズが高まることが予想されます。そこ

で、私たちの研究グループでは、日本を対象に、高

齢化が進展した2030年時点において、人口一人当た

りで現行並みの介護サービス水準（施設サービスや

在宅サービス等）やその他の財・サービスを消費で

きる環境を整えるために必要な働き手の人数につい

て試算しました。この数値と実際に2030年までの人

口数から予測した働き手の人数に比べ、前者が後者

を約6%上回る結果となりました。1990年代から大量

失業の時代が続きましたが、一転、2030年は人手不

足社会となる可能性があるわけです。 

二つ目の問題ですが、この約6%の人手不足分を補

うためにも、働き手一人当たりで生産する財・サー

ビスの量を技術改善等によって高めていく必要があ

ります。この働き手一人当たりで生産する財・サー

ビスの量の増大のスピードは、年平均0.83%でよい

ことがわかっています（詳細については、松尾匡教

授<立命館大学経済学部>との共著『これからのマル

クス経済学入門』、筑摩書房の第4章をご覧くださ

い）。そして、働き手一人当たりで生産する財・

サービスの量を高めることによって浮いた働き手

を、上述した高齢化によって高まる介護サービス、

若者世代の子育てのための支援（保育等）などの今

後増大が予想される社会的ニーズを充たすために必
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要な人手に充てることが可能となります。つぎに、

働き手一人当たりで生産する財・サービスの量を高

めることをどのような産業で成し遂げるかが焦点と

なるのですが、主には製造業が担うといわれていま

す。草津市の製造業の事業所数で日本有数の地域で

す。このことから、草津市は、日本社会の高齢化を

打開する多くのカギを握っていることが言えるで

しょう。 

社会的な視点で「希望社会」の実現を 

 以上のような保育や介護サービス等の社会的ニー

ズを中心に据えて経済全体をみていく視点を「社会

的な視点」と私たちは呼んでいます。この視点の重

要性は、「社会的な視点」とは逆の個別企業の経済

活動の視点（「私的な視点」と呼んでいます）だけ

では、支えることのできない分野があることからも

わかります。例えば、政府や地方自治体でおこなう

教育や介護などの公共サービスなどの役割や提供方

法がその例のひとつです。このように、「社会的な

視点」によって人口減少に関する社会的な不安を取

り除き、人々の社会的ニーズを十分に充たした希望

に満ち溢れた社会である「希望社会」への道筋を示

すことが求められている中で、草津市が草津未来研

究所のようなシンクタンク機能を有し調査活動をお

こなうことは特筆すべきものと断言できます。さら

に、民間（企業等）や公務（地方自治体等）と協力

関係、多くの人たちの協力、民・公協働をすすめる

ことできれば、「希望社会」の実現にむけて大きな

推進力になるはずです。 

 2016(平成28)年度 各調査研究の進捗状況 

が寄与しています。「住みよさランキング」は、5指

標中の2指標以上で高い偏差値を出せば、他の指標が

低水準であったとしても総合で、全国順位が高い水準

を出す傾向があるため、逆に、どちらか1指標が落ち

込めば、今の水準は維持できなくなってしまうことは

明白です。 

例えば、新設住宅建設着工戸数が頭打ちになれば、

再開発や空き家にかかる対策等が無い限り、「快適

度」を維持すことは困難であろうし、大型ショッピン

グセンターが近隣市に建設されることになれば、市内

の小売業年間販売額が落ち込み、「利便度」ランクが

下がり、総合ランクが降下することも予測されます。 

しかしながら、低順位で改善の余地が大きいとされ

る「安心度」は、絶対的な病床数や施設定員数の少な

さが起因していますが、健幸都市の取り組み等で、健

康寿命が改善されれば、需要と供給の均衡がとれ、か

つ、「安心度」のランク向上が期待できるものと考え

られます。 

報告１ 

● 草津市の「住みやすさ」に関する調査研究 －既住調査の分析－ 
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全国
順位

全国上昇
順位幅 偏差値

近畿内
順位

全国
順位

偏差値
安心度
順位

利便度
順位

快適度
順位

富裕度
順位

住居水準

充実度

順位

草津市 569 5 26 102 675
（滋賀県） 484 4 16 78 675
芦屋市 679 43 258 16 613
（兵庫県） 669 27 194 12 613
甲賀市 331 99 397 284 143
（滋賀県） 367 98 312 272 143
守山市 415 460 33 159 256
（滋賀県） 546 581 27 138 258
箕面市 662 50 44 50 671
（大阪府） 628 42 21 31 672

31 54.805 -1 53 -22 53.77 4

36 54.54

4 19 50 73 53.84 23 123 52.74

3 2 37 -1 54.42 5

14 56.23

2 - 30 -4 54.77 2 26 55.04

1 - 20 -6 55.37 1

近畿内
順位

近畿内

上昇順位

幅
市名

ランキング 【参考】前年ランキング 全国順位内訳　（上段：今年、下段：前年）

「住みよさランキング2016」※の考察 

本市のランキングは、全国で20位。「近畿」エリア

では、草津市（滋賀）が4年連続でトップとなりまし

た。全国順位は一昨年17位、昨年は14位と上位圏を

キープしており、エリアトップの地位が固まりつつあ

ります。 

その要因は、JR東海道線（琵琶湖線）と草津線、名

神高速道路と新名神高速道路、国道1号線と8号線の結

節点として交通の要衝。京都市内へ約20分、大阪市内

へも1時間弱であり、京阪神圏のベッドタウンとして

の性格を持つ一方、市内には電機を中心に工場が多数

立地する工業都市でもあることから職住近接を志向す

る若い世代の流入も多く、高水準の人口増加が続いて

います。また、大型商業施設等も充実し、近隣自治体

からの誘客効果もあり小売業販売高も増加し、「利便

度」では全国5位とトップクラスにあります。 

加えて、転入･転出人口比率、住宅着工戸数の水準

も高く、「快適度」でも26位と、2部門での高い評価

▼ 「住みよさランキング2016」＜近畿編＞  

※ 住みよさランキング…『都市データパック2016年版』(東洋経済新報社) 

（出所：草津未来研究所作成） 



の情報は発生以後、基本的にはそのままの情報では役

に立たないと考えられます。自治体の支援体制が整う

までの間、刻々と変わる発災後の情報を企業や市民等

から収集し、自治体が持つ情報と組み合わせ、自らの

力で生き抜くために必要な情報に加工・収集して提供

することが必要です。 

 個々の文脈にそった必要となる情報は何かを検討す

るために、アイデアソン・ハッカソンを行っていきま

す。            （委託研究員 尾崎正志） 

 ※オープンガバナンスとは、行政のオープン化により、市民

の社会参画が実現されている社会のこと。 

● （委託研究）草津市におけるオープンデータの利活用に関する調査研究 

 オープンデータの利活用に向けた調査研究の目的と

して以下の2点を挙げます。 

① 市民が持つデータと草津市が持つデータを組み合

わせ、個々の文脈にそった情報提供（必要な時に必

要な情報を必要な人に届けること）の在り方の検討 

② 個々の文脈にそった情報提供の在り方を考える方

法としてアイデアソンとハッカソンを実施し、その

運営手法の検討 

 

 

 

 

 

 オープンデータを促進していくために、今年、8月

に「草津市オープンデータ利活用促進プロジェクト

チーム」を発足しました。その中で「防災」と「子育

て」にテーマをしぼり、東京大学主催の「チャレン

ジ！オープンガバナンス※2016」に応募することとな

りました。 

 このことを踏まえ、調査研究は、防災を事例に進め

方を検討しています。例えば、防災情報も災害発生前

 全国の地方公共団体では、客観的データに基づいた

現状分析や将来予測を行い、「地方版総合戦略」を策

定するとともに、戦略に沿った施策を実施できる枠組

み作りが進められています。草津市においても、国お

よび県の総合戦略や「草津市人口ビジョン」における

現状分析等を踏まえ、計画期間である平成27年度から

平成31年度までの5年間に、将来を見据えた課題解決

のために必要となる取り組みの基本的な考え方を示し

た「草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

しています。現在は、この総合戦略に基づき取り組む

個別事業について、別途アクションプランを作成し

て、総合戦略の計画期間中にも刻々と変わりゆく市の

状況を踏まえながら、具体的な事業を本格的に推進す

る段階に入っています。 

こうした中、総務省では客観的な統計データに基づ

く的確かつ効率的な行政運営を促進する観点から、統

計を利活用した優れた取り

組みを進める地方公共団体

に対して、「第１回地方公

共団体における統計利活用

表彰」を予定される等、地

方公共団体における統計

データの利活用を推進して

います。そのため、本調査

研究では各産業支援団体で

構成した研究会による総務省統計等の活用や、商業

サービス業について草津市と域外との経済的なつなが

りを独自調査する「平成27年草津市サービス業市外売

上率調査 」についての議論をもとに、草津市の経済

構造分析とそれを踏まえた経済波及効果分析を試みて

います。 

             （研究員 岡安 誠）  

▲ 調査研究の将来図 

▲ 草津市ｻｰﾋﾞｽ業市外売上率 

調査票の一部 

 アイデアソンとは？ 

 データの利活用方法のアイデアを出し合う場 

 ハッカソンとは？ 

 データを利用するためのアプリの試作品を創る場 
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また、「居住水準充実度」は、世帯当たり住宅延べ

床面積と持家世帯比率が全国水準から下位層となりま

すが、この原因は大学生の下宿がワンルーム賃貸であ

ることに起因しているため、抜本手な解決策は見当た

りません。結論としては、「利便性」「快適度」にか

かる伸びしろの問題からランキング順位は、長期的に

見ると、総じて低下する傾向は否めませんが、急激な

● 草津市における経済構造分析と経済波及効果分析に関する調査研究 

落下を防ぐためには、まちなか・郊外住宅団地の再

生、子育て支援、健康寿命等の諸施策を着実に進める

ことにほかならないと考えます。 

 最後に、「住みよさランキング」は、完全な指標で

はないことから、一喜一憂せず、実感のもてる住みよ

さ施策をこれからも着実に積み重ねるべきと考えま

す。          （主任研究員 相井義博） 
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 2016(平成28)年度 草津未来研究所の活動 報告２ 

❑ 立命館大学・インターンシップ生の受け入れ 

当研究所が昨年度策定に携わった「草津市の人口ビ

ジョン」をもとに、本市に知己のある大学生の視点と

専門性を活かした人口分析を行うため、立命館大学協

定型インターンシップにより8月の5日間、研修生2名

（経済学部・篠原淳氏、理工学部・中川拓希氏）を当

研究所で受け入れました。 

初日に業務の説

明と当市の人口に

関する詳細な説明

を受けて研修がス

タートしました。

その後、各自が取

り組みたい分析対

象を決定し、デー

タの収集と確認、プレゼンテーション資料の作成など

に取り組みながら、それぞれ分析業務を進めました。

途中「地方自治について」解説を受け、当研究所で昼

休みに試行実施している意見交換会（BBL）に参加し

ています。これらは、市役所で日常的に実施されてい

る説明会やインフォーマルな会議での意見交換の現場

に参加する機会として設定したもので、研修生は職員

を前に的確に自身の意見を表明していました。 

最終日にはこの間まとめた人口分析の成果について

「研修生による報告会」を開催しました。「草津市の

人口増加の寄与率分析（篠原氏）」「草津市とその周

辺から見る人口増加の要因（中川氏）」について発表

し、職員からの質問に回答する、有意義な報告会をもっ

て研修が終了しました。  

 （参事 中村 円） 

 

❑ 未来塾の開催 

 前年度に引き続き市職員等を対象に、政策形成能力

の向上を目的に開催しました。 

 今年度のテーマは、「産業連関表の使い方」とし、

立命館大学経済学部の橋本貴彦准教授を講師にお迎え

して4回開催しました。内容は、①・②産業連関分析

の概要と応用、③産業連関表の仕組みと応用、④今後

の産業連関分析の可能性です。 

 例えば、公共事業の発注により、この工事に使用す

る資材（中間財）の購入や新たな雇用がどの程度増加

するか（経済波及効果）は、産業連関表によって検討

できます。未来塾ではこの産業連関表がどのようなも

のかという基本的なことから、GDP(国内総生産)との

つながり、市町村産業連関表分析の可能性等について

学びました。 

 明確な根拠に基づく政策形成（Evidence-based 

policy-making）においては、今回学んだ産業連関表

分析等を活用する必要があります。 

              （主査 林沼 敏弘）  

 2016(平成28)年10月15日(土曜)、市民交流プラザ内（フェリエ南草津5階）に関西初のアーバンデザイン

センター『アーバンデザインセンターびわこ・くさつ（ＵＤＣＢＫ）』が開設されます。 

 アーバンデザインセンターびわこ・くさつ（ＵＤＣＢＫ）は、市民のみなさまが気軽に立

ち寄り、草津の未来について自由に話し合える場です。 

 オープン当日は、キックオフイベントが予定されています。イベントでは、オープン宣

言、柏の葉アーバンデザインセンター長・東京大学大学院教授 出口敦氏とＵＤＣＢ

Ｋセンター長・立命館大学教授 及川清昭氏による基調講演やパネルディスカッショ

ンを行います。また、草津歌劇団、市民コーラスグループ等によるパフォーマンスも

披露される予定です。 

南草津にアーバンデザインセンターびわこ・くさつ(ＵＤＣＢＫ) 開設！ TOPICS 

▲ 研修生による報告会 

【開室日】火曜／木曜／土曜・・・午前 １０：００ ～ 午後 ６：４５ 

    水曜／金曜   ・・・午前 １１：３０ ～ 午後 ８：１５ 

【閉室日】日曜／月曜／祝日（祝日が月曜の場合は火曜が休室） 

その他、フェリエ南草津の休業日 

※ キックオフイベント とは…ビッグプロジェクトのスタート時など、関係者の想いをひとつにすることが重要になるタイミングで開催するイベント のことです 
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