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援・復旧・復興活動の有り様に対して

「ボランティア元年」という言い方がな

されました。そこから数えれば、ボラン

ティア17年の今年、当時BKCの1期生で、

理工学部環境システム工学科の1回生だっ

た私は、縁あって母校で教えさせていた

だいています。ではこの17年のあいだ、

地域やボランティア、また災害救援のあ

り方にどのような変化がもたらされたの

か。大阪大学大学院人間科学研究科の渥

美公秀先生は、それを「パッケージ化」

と表現しています。 

 

効率性と個別性の二極化 

 東日本大震災から1年を前に、1月13日

の朝日新聞が「東日本大震災・大学生ボ

ランティア意識調査」の結果を紙面で取

り上げていました。445人の回答が得られ

た中で、「がれき撤去などを効率的にこ

なす」ことと「被災者一人ひとりに寄り

添う」こと、この効率性と個別性の二極

で、学生の志向が分かれていることが明

らかとなったといいます。そして、効率

性を重視するボランティアは「活動する

自分への視線」、個別性を重視するボラ

ンティアは「被災者への視線」で接して

いるとまとめています。実は先程の渥美

先生が指摘する「パッケージ化」は、特

に前者の「効率性」が重視される背景と

して、「活動を事前に詳しく説明する」

ことなど「お膳立て」が整い、結果とし

て「お客さんモード」が助長されること

を指摘した表現でした。 

 ただ、震災ボランティアに見られる

「効率性」と「個別性」の二極は、何も

被災された方々だけの姿勢だけに留まる

視点ではありません。例えば、自治体に

おける市民参加を巡る議論においても、

どこまで参加の条件や枠組みを整える

か、それによって議論の活発度、関与の 

２つの震災のあいだ 

 現在、草津未来研究所の総括研究員と

いう立場にある私は、立命館大学でサー

ビスラーニングセンターの副センター長

という職に就かせていただいています。

サービスラーニングとは、他者への関わ

り（サービス）を通じて学ぶ（ラーニン

グ）という、参加型学習の方法論です。

とりわけ米国を中心に提唱、開発されて

きた概念であり、例えばボランティア活

動のように何かをすること、またイン

ターンシップのようにどこかで何かを体

験することよりも、誰に何ができたか、

できなかったかを振り返りながら、相手

との適切な関係構築をすることを重視し

ます。少し堅い表現を使うなら、学習者

と活動先とのあいだで「互恵」がもたら

されるか、ここに力点を置きつつ、教員

やスタッフが学生と受入先と連絡調整を

図ってカリキュラムが展開されます。 

 立命館大学と草津市は平成21年6月9日

に「草津市と立命館大学とのサービス

ラーニングに関する協定書」を締結し、

地域に根ざした学びの環境整備に努めて

いますが、東日本大震災に対して、地域

を越えてサービスラーニングのプログラ

ムを展開することにいたしました。た

だ、それは年度当初からではなく、秋か

らの展開でした。なぜなら、今次の大震

災が広域にわたって大規模な被害をもた

らした上、複合型の災害であったためで

す。具体的には、大学が運行するボラン

ティアバスで現地に駆けつける、また被

災地以外で実施される催しの運営補助と

して参加する、といった具合に、直接、

間接を問わず、多様な場での支援活動に

関わりながら、その意味や意義を振り返

り、また活動を重ねていくこととしまし

た。 

 振り返れば、阪神・淡路大震災への救



1つ目は物語。例えば、地域の人とのご縁につい

ての発表がありましたが、そこに行くとこんなこと

がある、こんな風になれるなどとまちにストーリー

を持たせることが大切です。最近、パワースポット

めぐりなどが流行っていますが、「写真を取って携

帯の待ち受け画面にすると願い事が叶う！」などと

聞くと、真偽は定かではなくとも、つい訪ねてみた

くなりますね。 

2つ目は回遊です。人の動きを変える、止めるな

どし、地域を巡ることです。発表の中では、草津川

跡地をドッグランにするという犬に特化した視点か

らの発表がありました。ドッグランを目的に草津に

来た人が、旧草津川で過ごし、そのついでに商店街

や駅前で買い物をする、そういった回遊性を生み出

すことが大切です。 

3つ目は少し難しい言葉ですが、包摂。一定の範

囲の中に包みこむことを意味します。商店街へと若

者を呼び込むことが必要という発表がありました。

そうすると確かにまちに活気は出るかもしれません

が、若者に特化した取り組みは高齢者にとって住み

にくくなることも考えられます。そういった異質な

者同士が、互いに排除しないで一緒にやっていく、

これが包摂です。包摂はなかなか難しいもので、山

崎氏の講演の中では、島根県隠岐郡海士町の事例で

お話がありました。 

海士町は人口約2,300人の町です。そこで総合計 

 この企画はstudio-Lに運営を

お願いし、朝10時から始まり、

終了は18時前になるという長い

企画でしたが、学生やサラリー

マン、主婦など老若男女の参加

となり、居住地も草津市以外の

方が多く、総勢50名の参加とな

りました。 

ご参加いただきました方々に改めて御礼申し上げ

ます。 

まず、公共空間について学んだ後、7つの班に分

かれました。草津駅から立木神社付近のエリアを自

由に散策し、人のつながりを生み出す「公共空間」

の写真を撮る→そこで想定される「アクティビ

ティ」を考える→それを大きなマップにまとめると

いったワークショップを行いました。それぞれの班

の発表を聞き、その後studio-L代表の山崎亮氏から

講演いただきました。そして最後には山崎氏と林田

久充草津未来研究所副所長（草津市総合政策部理

事）と山口洋典草津未来研究所総括研究員（立命館

大学サービスラーニングセンター副センター長）に

よるパネルディスカッションが行われました。 

7つの班からは様々なアイデアが飛び出し、どの

チームもそれぞれ個性的なマップの出来上がりとな

りました。それぞれの発表を聞き、山口先生がまと

めとして引き出したのは3つのポイントでした。 

継続度、面々の参加度も左右されるでしょう。多様

な人々の参加を通じて問題解決を図る上で重要なの

は、誰かのお膳立ての中に収まる「主客の二分化」

を避け、意識の高い低いにかかわらず、問題が起き

ている今の社会環境の中で共に生きている当事者と

しての高い倫理観のもと、困難な状況にある方々に

思いを馳せ、その方の仕事や暮らしを「自分事」と

して捉えられるかどうかです。 

 「あの日」から1年が経ち、「まだまだ復興はほ

ど遠い」といった声を聞きます。しかし、翻って阪

神・淡路大震災からの復興を思えば、復興の実感は

「復興した」という表現以外のことばで語られるこ

とが多かったのではないでしょうか。「あの道が」

「あの祭が」「あの店が」「あの人が」といった具

合に、「あの日」より前に時間を戻すことはできな

いながらに、「あの日」の哀しみの只中から復（ふ

たた）び興（お）きあがった、その姿勢に、周りが

敬意や羨望や感銘や驚嘆の意を重ね、「復興した」

と言わず「復興してきた」という実感が伴っている

のではないでしょうか。草津からは一定の距離があ

る東北ではありますが、「他人事」できてしまえる

ことをいかに「自分事」にするか、それぞれに彼の

地を思いつつ日々の暮らしを見つめ直す日々が送ら

れ続けることを願っています。 
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連続ワークショップ 減災社会の地域デザイン 

 東日本大震災からまもなく1年となる2月に、立命館大学と草津未来

研究所の共催で連続ワークショップ「減災社会の地域デザイン」を開催

しました。このワークショップは2月4日、11日、18日、25日の毎土曜

日に行い、これからの地域のあり方を考えるため、「減災」と「地域デ

ザイン」の2側面に焦点を当てました。 

 第2回「人がつながるしくみを考える」と題して、2月 

11日（土）に草津市役所で開催した催しを紹介します。  

人がつながるしくみを考える 
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地域活性化、市民協働、防災の視点から発

表いただきました。地域活性、協働では学

生ならではの、ニューツールを用いた、

SNS（ソーシャルネットワーキングサービ

ス：人と人とのつながりを促進・サポート

するコミュニティ型の会員制サービス。

mixiやFacebook、twitterなど）の活用が挙

げられました。例えば、京都市上京区では

「かみぎゅうくん」というマスコットを誕

生させ、twitterでかみぎゅうくんがイベン

ト情報などをつぶやくことで、協働に対す

る区民のモチベーションを上げるなど啓発

活動につなげているそうです。SNSは情報

発信の即時性があり、また政治や行政に無

関心な若者にも身近に感じてもらえる利点

があります。現在では就職活動の情報共有

 『政策科学部特殊講義』とは、昨年度か

ら立命館大学政策科学部で、草津市と立命

館大学の地域共創に向ける連携の一環とし

て開講されている授業です。少子高齢化や

産業の衰退、財政の逼迫など多くの地域が

抱える課題を自治体と住民が知恵を出し合

い、地域資源を活用し、地域のニーズに則

した個性的な地域づくりについて考えま

す。今年度も5名の草津市職員が交代で講師

を担当し、草津市の現状について講義し、

学生からも質問や意見をもらう双方向性の

授業として進めてきました。その総まとめ

の場として、平成24年2月8日（水）に草津

市役所にて受講学生からのプレゼンテー

ションがありました。 

受講生はそれぞれ3つのチームに分かれ、

画を作るお手伝いをされた時、まさに包摂

のまちづくりを意識されたそうです。海士

町にはもともと暮らしている地元の人、U

ターンして戻ってきた人、Iターンで住みつ

いた人がいますが、それぞれにうまく溶け

込めていない状況がありました。総合計画

を作るのに100人の町民が参加し、人、暮ら

し、産業、環境の4つのチームに分かれて、

作業を進めました。この時、それぞれの

チームに地元民もUターン者もIターン者も

均等に入ってもらい、若者も高齢者も、男

女比もだいたい同じような比率となるよう

にしました。そうすることによって、チー

ム内で様々な立場の代弁者が存在します。

また、各チームの条件が同じであるため、

あるチームが盛り上がっていると刺激を受

け、「負けていられない！」と他のチーム

も結束が強まるそうです。 

 山崎氏から他にもいろいろなお話をいた

だきましたが、強く印象に残っているのは

「アイデアを出して終わりはやめましょ

う」という言葉でした。studio-Lでワーク

ショップを開催すると、必ず言うのはこの

言葉だそうです。言ったからにはやらなけ

ればならず、「こんなのあったらいいな」

となれば、その中の誰かがそれを実現す

る。何もできない人はおらず、どんな小さ

なことでもいいのでみんなが活動するそう

です。 

 私たちも普段「こんなのあったらいい

な」「こんな風にできたらいいのに」と思

うことがあるのではないでしょうか。それ

を少しずつ、着実に形にしていくことで、

まちが住みやすくなっていきます。 

 このワークショップでは年齢も職業も幅

広い方の参加があり、どのような会になる

のかとわくわくしていましたが、和気あい

あいとした雰囲気の中、それぞれが意見を

出し、大変活気に満ちた企画となりまし

た。参加者のみなさんには草津にあるたく

さんの公共空間を発見してもらい、講演や

パネルディスカッションから日頃の地域コ

ミュニティの重要性について感じてもらう

ことができたのではないかと思います。参

加者の多くは、テレビ番組「情熱大陸」に

も出演されたことのある山崎氏に惹かれて

のことであったかもしれませんが、だから

こそ普段生活している私たちには

気付かない視点を教わることがで

き、また、まち歩きをしたことで

草津のまちを少し感じてもらうこ

とができたのではないかと思いま

す。  

立命館大学政策科学部特殊講義 SNSは協働の推進者となるか 
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13学（地）区、町内会は208町内会あるが、防災の

観点からはどの単位が最適なのか」という議論や、

「これまで地域住民の行政への参加や啓発はイベン

トによって行われることが多かったが、住民一人一

人の正義や義務感に訴えてもよいのではないか」な

どの意見も提案され、活発な議論となりました。 

すぐには答えの出せない議論ではありましたが、

「自主防災組織の本来の役割は何なのか」という問

いには参加者全員がそれぞれに改めて考えさせられ

ました。緊急時に助け合うことは必要ですが、東日

本大震災後どれほど訓練をしても津波が来るまでの

短時間では要介護者を高台まで避難させられないこ

とが実証され、頭を悩ませている地域もあります。 

「地域コミュニティ」「絆」などという言葉がし

ばしば使われた1年でありました。若い学生たち

が、この言葉の重みを受け止め、今後それぞれが世

帯を持った時、町内会の役員や防災組織の役員を

しっかりと担ってくれるに違いないと感じる素晴ら

しい交流の場でした。 

 平成23年度の政策科学部特殊講義はこの発表会を

まとめとし、学生との意見交流を通じて、私たち市

職員がドキっとすることや考えさせられること、ま

た、次世代を担う若い学生たちが大変心強い存在で

あることを感じられるものとなりました。来年度以

降も様々な形で大学や学生と関わり、草津市政に生

かしていきたいと思います。 

などにも使われているようで、若者の活発な利用を

窺い知ることができました。 

 これに対し、参加した市職員からは、SNSの危険

性や問題点に留意しながらも肯定的な意見が多く聞

かれました。市役所では地域住民と一緒になって

様々な取り組みを進めていますが、やはり若者の参

加は少なく、地域住民もぜひ参加してほしいと願っ

ており、若者視点での提案を望まれています。しか

しこういった会議の開催される時間帯は夜18時から

などとなっていることも多く、学生には参加しにく

い時間となっています。「SNSを活用することに

よって、その場への参加は難しくとも、意見の提案

など交流は行えるのではないか。ぜひ利用して活発

に交流してほしい」といったラブコールが行われま

した。 

 防災に関してのチームは、東日本大震災を踏まえ

て、自主防災組織の展開について発表いただきまし

た。聞いていて少し誇らしくなったことは、草津市

の自主防災組織率の高さです。市内208町内会に対

して183町内会で自主防災組織を立ち上げており、

これは全国に比べて驚異的な高さを誇っています。

しかし、組織はあっても、活動していないところも

あり、数が多いから安心ということではなく、言う

までもなく実際の有事の際に活動できることが必要

不可欠です。 

 「草津市には中学校区は6学区あり、小学校区は
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調査研究報告 

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 

現在、下記の調査研究の最終的なまとめに取りかかっています。5月頃

には、報告書として公表する予定です。 

 

①草津市の「行政システム改革のあり方」に関する調査研究報告書 

  ～第5次草津市総合計画の実現に向けて～ 

 企画調整課や庁内横断的なメンバーで構成された「第2次草津市行政シス

テム改革推進プロジェクトチーム」と連携しながら進めてきました。持続ある

地方政府として自立し自律可能な行政システムの方向性を示すとともに、平成16

年に策定した草津市行政システム改革行動指針の理念などを再確認し、アクショ

ンプランの総括報告を再検証することによって、第5次草津市総合計画の実現に

向けた行政システム改革のあり方をまとめました。 

 

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～ 

草津市の「協働のまちづくり」のパートナーである「まちづくり協議会」と「市民公

益活動団体」の取り組みについて、現状を調査すると共に、先行事例との比較か

ら草津市が目指すべき地域自治のあり方についてまとめました。 

 

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～ 

 草津市では今後急速に高齢化が進行することを見越して、高齢者の社会的

自立という面に焦点を当て、高齢者の就労や社会貢献活動を推進する意義を示

しています。これまでの高齢社会観だけではなく、豊かで持続可能な高齢社会を

築いていくための方向性をまとめました。 


