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り』1996年11月）。今村先生はこのよう

に述べて、農業の総合産業化＝6次産業化

を提案しました。 

その後の取り組みを踏まえると、6次産

業化は次のようにまとめることができま

す。第一に、生産・加工・販売の一体

化・複合化により農業に帰属する付加価

値を拡大することです。第二に、農業・

農村にある「地域資源」を掘り起こし、

徹底活用することです。地域資源の中に

は、地域特性のある農産物、農山村の風

景・風土・文化、バイオマス・自然エネ

ルギーなどが含まれています。第三に、

農業生産者と加工、流通、外食、観光な

ど異業種とが連携することで、地域に新

しいビジネスを創出することです。 

実は6次産業化の実践自体はまったく新

規のものではなく、先駆的な農業生産者

や生産法人によって多くの取り組みが蓄

積されてきました。6次産業化が最近に

なって注目されるようになったのは、経

済産業省の農商工連携推進事業（2008年

以降）が始まり、6次産業化が「第3次食

料・農業・農村基本計画」の目玉とな

り、国の農業政策の基幹に取り上げられ

てからです。そして昨年3月に「6次産業

化法」が施行されました。 

 

推進のための重要なポイント 

6次産業化を推進するうえで次のことが

重要なポイントになります。第一に、目

的は地域の所得・雇用を増やすことであ

り、そのための有力な手法が6次産業化で

あることです。第二に、6次産業化のモデ

ルは単一ではなく多数あり、地域農業の

特性、優位性、弱点を徹底的に分析した

うえで取り組み方向を決めることです。

第三に、上で述べた地域資源を再認識し

てそれを活用することが重要です。第四

に6次産業化は土地改良や農道・水路の整

備のようなハード事業ではないことで

農水産業に付加価値を 

 去る４月から当研究所の所長に就任し

ました松原です。市民の皆様や市職員、

学識経験者など多くの方々の意見に耳を

傾け、議論を起こし、草津の将来像につ

いて自由で柔軟な発想に基づく研究を

行っていく所存です。よろしくお願いい

たします。 

 私の専門が農業経済学ということか

ら、研究所の調査研究プロジェクトでは

「農水産業の6次産業化」を担当しており

ます。この小文では、最近注目されてい

る農業・農村の6次産業化について考えて

いることをいくつか述べることにしま

す。 

 「6次産業化」というのは、第1次産業

（農林水産業）×第2次産業（製造業・建

設業）×第3次産業（流通、サービスな

ど）＝6次産業化、という意味で、東大名

誉教授の今村奈良臣先生が1996年に提唱

したものです。これまで別々に展開して

いた1次・2次・3次産業が連携すること

で、地域に新しいビジネスを作り出すこ

とがその狙いです。食料の流れのなかで

農業は「川上部門」であり農産物の生産

を担当していますが、農産物の加工は製

造企業が担当し、流通（卸売・小売）や

サービス（外食）はそれぞれの企業が担

当しており付加価値の多くは「川中・川

下部門」の第2次・第3次産業に帰属して

いるのが現状です。農業生産者は栽培や

飼育にかけてはプロですが、農産物の加

工や販売、外食サービスに関しては他の

企業におまかせという状況が続いてきま

した。 

「農業がその主体性をもちながら、2次

産業、3次産業に吸い取られていた付加価

値を、せめて幾分なりとも確保しつつ、

総合産業としての体質に変わらなければ

ならないのではないか」（今村奈良臣

「第6次産業の創造を」『月刊地域づく
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2012年度に多くのまちづくり協議会で「まちづく

り計画」が策定される予定ですが、この「まちづく

り計画」は地域課題を明確にするまたとない機会で

す。できる限り多くの住民がこの計画づくりに当事

者として参加し議論することが望まれます。 

草津市の「行政システム改革のあり方」に関する

調査研究では、持続可能な地方政府として自立し自

律する行政システムの方向性を示しています。ま

た、過去のアクションプランの理念などを再確認

し、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

り方を示しています。持続可能な共生社会に対応す

る行政システムを構築するためには、基礎自治体で

ある本市が「地方政府」としてこれまで行ってきた

「最大多数の最大幸福」から脱却し、公共を再編す

る必要があります。そして、多様な担い手が多彩な

活動を行うことによって豊かな公共空間を作り出

す、「高度行政から最適行政へ」と転換する行政シ

ステムの構築が必要となることを明記しています。

また、早期に実施すべき事項として、①地域経営の

ための市役所づくりと②協働システム構築による地

域づくりの2つの視点から具体例を挙げています。 

平成23年度 調査研究報告会 

 昨年度、3つの調査研究を取りまとめ、草津市職員と市議会議員に 

向けて報告会を実施しました。 

報告会では、以下の調査研究を報告しました。 

 

 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 

      ～第5次草津市総合計画の実現に向けて～ 

   

 ② 住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～ 

  

 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 

    ～活力ある高齢社会の構築に向けた調査研究～ 

行政システム改革を考える 

住民自治と協働 

住民自治と協働に関する調査研究は、草津市の

「協働のまちづくり」における「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

が目指すべき住民自治について提言しています。 

まちづくり協議会を設置するということは、今ま

での地域と行政の関係を見直し、行政システムの変

革を求めることです。 

急激に進む高齢化の影響とその対策に関する調査

研究報告書では、“アクティブ・エイジング”を手

がかりに高齢者の社会への関わりの視点から、豊か

で持続可能な高齢社会への方向性を探りました。高

齢者の就労に焦点を当て、基礎自治体の高齢就労施

策の推進や高齢就労の新たな受け皿の創出などこれ

からの市の役割について提言しています。また、地

域社会に高齢就労が根付いていくためには、就労と

は単なる賃労働ではなく、個人の生き方にも関わっ

てくるものだという認識が必要であり、高齢者が社

会の役割の一端を担うことについて、人々から合意

を得られるようなあり方を志向することが重要だと

示しています。 

 

それぞれの調査研究報告書は草津市HPに掲載され

ていますので、ぜひご一読ください。また、図書館

や各市民センターで閲覧もできます。 

 

草津市HP http://www.city.kusatsu.shiga.jp/ 

アクティブ・エイジング 

す。もちろん施設やインフラの整備も必要ですが、

これはソフトに重きをおいた事業であり、担い手の

育成や「6次産業化プランナー」などの人材育成が

事業発展のカギを握っています。地域のことを熟知

し農業生産者の相談にのる一方で、加工や流通、外

食、観光など異業種の企業と話ができ、両者の間を

つなぐことのできるコーディネーター（あるいは仕

掛け人、仕事人）の役割が決め手になります。 
コーディネーターは農業生産者本人の場合もある

し、農業改良普及員や行政職員の場合もあり、農協

職員や商工会職員の場合もあります。地域に足場を

おき地域のために働き、そして産業や業種の壁、縦

割り組織の壁などさまざまな境界（ボーダー）を超

えることができる人の存在が重要です。 
 最後に述べたいのは、大学などの教育研究機関と

の連携です。滋賀県にキャンパスのある大学には、

農業、食料、食文化、食育などの専門家が少なから

ずおられます。私自身も、6次産業化に関するこれ

までの議論の整理、先行事例や政府施策の分析、人

材育成プログラムの作成、あるいは各分野の専門家

への橋渡しなどで積極的に関わっていきたいと思い

ます。 
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経済的な発展が必ずしも人の幸福にはつながらな

いことが明らかになり、GDPに代わる新たな指標が

求められています。 

幸福度に関する調査研究は、第5次草津市総合計

画の第2次基本計画の評価指標として「幸福度」の

視点を取り入れた指標の可能性を探るため、幸福度

に関する先行研究の調査に取り掛かりました。ま

た、企画調整課とも連携を図りながら進めていま

す。 

6月には先行自治体である東京都荒川区の視察を

行いました。また、庁内では立命館大学経営学部教

授の肥塚浩氏に指導いただき、幸福度に関する研究

会を6月8日と7月12日に開催しました。幸福という

極めて個人的であいまいな感情を、指標化しようと

試みている先行研究の調査を行っています。 

平成24年度 調査研究テーマ 

今年度はこれらの研究テーマに取り組んでいます。 

1. 幸福度に関する調査研究 

2. 草津市における6次産業化に関する調査研究 

3. [立命館大学との共同研究]南草津のまちづくりに関する調査研究 

以下では具体的な内容をご紹介します。 

6次産業とは、これまで別々に展開していた各産

業が連携することで地域に新しいビジネスを作るこ

とであり、生産・加工・流通の一体化による付加価

値の拡大を目指すものです。そして、それによって

地域を活性化させ、新たな雇用と所得の増進を目指

します。  

草津市における6次産業化に関する調査研究は2年

かけて行う予定で、今年度は草津市での6次産業の

可能性を探るところから始めています。 

草津市の農水産業を取り巻く環境は、農産物の価

格低下や後継者不足問題など厳しい状況にあり、ま

た農水産物のブランド化や地産地消の機会の創出、

さらには食育の推進といった課題も抱えています。

こうした状況に対応すべく、産業振興部と連携しな

がら草津市における農水産業に関する基礎調査を行

い、6次産業の手法や担い手などを検討し、その展

開の方向性を探ります。 

6月29日に第1回未来塾と第1回6次産業化研究会を

行いました。この研究会は立命館大学経済学部長の

松原豊彦氏のご指導を受け、農林水産課と滋賀県、

JA草津市、生産者の方にも参加していただきます。 

第1回研究会では、松原先生より『農水産業の6次

産業化とは何か、どのように進めるか』と題して、

6次産業化の基礎について事例紹介などを交えなが

らお話いただきました。その後の質疑応答では参加

者による活発な議論が行われ、先生からは「農水産

物のブランド化を図るためにはまずそのもの自体が

力を持っていることが大切あり、その点はクリアし

ているのではないかと思います。また、草津は大

新たな指標 幸福度 

１次×２次×３次＝６次産業 

■調査研究について 

 南草津地域は、JR南草津駅の竣工と立命館大学び

わこ・くさつキャンパスの開設を機に急速に発展し

てきました。この研究では、南草津の未来につい

て、草津市・地域住民・産業界・大学が共有できる

まちづくりの方向性を示します。昨年度は草津市と

立命館大学、草津商工会議所が共同で、現在の南草

津の強みや弱み、課題などを整理しました。 

 今年度はまちづくりの方向性を具現化するために

今後必要とされる具体的な取り組みの事例について

提案します。  

 昨年度に引き続き研究会を開催しますが、新たに

ワーキンググループを立ち上げ、その中で議論をさ

らに深めていきます。このワーキンググループには

立命館関係者、大学院生、草津商工会議所関係者に

関わっていただき、広い視点からのまちづくりを考

えていきます。市民、大学、産業界、行政が共有で

きる調査研究を作り上げていきます。 

 

■サービスラーニング 

 立命館大学の授業にはサービスラーニングの一つ

として、地域活性化ボランティアという授業があり

ます。これは受講生がボランティア活動を通して地

域に貢献し、地域社会の一員としての自覚と能力を

育み、専門知識の応用的な理解を深めることを目標

としたものです。 

 草津未来研究所では昨年度からサービスラーニン

グ活動に協力し学生を受け入れています。今年度は

「南草津のまちづくり 第2のふるさと化ツール開

発プロジェクト」が始動しており、6名の受講生と2

名の学生アシスタントで活動を行っています。 

 南草津のまちづくりに関する調査研究と間接的に

関わり、立命館大学生にとって、南草津を卒業後も

訪れたいと感じる場所にするためにはどうすれば良

いかとみんなで知恵を出し合って考えています。学

生さんの発想は新鮮で、一緒に考えていると刺激を

多く受けます。 

 12月2日にJR南草津駅前で開催予定の『第2回みな

くさまつり』でその成果を発表してもらう予定です

のでぜひご期待ください。 

南草津の未来像 

阪・京都など都市部に近く立地的な優位性を多分に

持っています。」とご意見いただきました。今後も

引き続き調査研究を行い、さらなる議論へとつなげ

ていきます。 
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政策形成実践研修「2020年の南草津を考える」 

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 

6月6日、28日、7月18日に第1～3回

政策形成実践研修を開催しました。こ

の研修は、職員の政策形成能力を向上

させることを目的に、勤続年数が約10

年かつ滋賀県市町村職員研修センター

が実施する政策形成研修を受講済みの

職員を対象に実施しています。 

「南草津のまちづくり」をテーマ

に、講師には立命館大学経営学部の肥

塚浩教授と立命館大学サービスラーニ

ングセンターの山口洋典准教授に務め

ていただきました。南草津のまちづく

りについてそれぞれ議論を深め、最終

回の10月26日にその方策について発表

してもらうこととなっています。 

第1回では「政策形成とは何か」を

林田総合政策部理事と山口先生から講

義いただきました。これからの長い公

 三石氏からはこれまでの事業に

関するお話をたくさんいただき、

その中に『身の丈再開発』の事例

としてマンション建設がありました。飯田市は

決して都会ではなく「こんな田舎にマンション

を作っても売れるはずがない」という批判も

あったそうです。しかし、分譲価格を下げる、

戸数を制限するといった身の丈に合わせ、マン

ションは完売しました。 

 他にも飯田市は環境モデル都市に選定されて

おり、まちづくりカンパニーでは地元企業とLED

の共同開発を行い、低コストでの防犯灯LED化を

実現されるなど、様々な取り組みを行っておら

れます。 

 質疑応答での「人材の見つけ方はどうすれば

良いのか」という会場からの問いかけには「人

材を集めようとしたのではなく、集まってくれ

たというのが実感。これは飯田の財産であり、

熱意を持ってまちづくりに関わることに喜びを

感じてくれている人がたくさんいる。」と話さ

れました。 

 私たちのまち草津も、未来の子どもたちへ誇

りを持って伝えられるまちであり続けなければ

なりません。そのために今できることやしなけ

ればならないことは何か、しっかり考えていき

たいと思います。 

 今年度第1回地域戦略セミナーは7月6日に

（株）飯田まちづくりカンパニーの三石秀樹取

締役事業部長にお越しいただき、『中心市街地

再生への取り組み』と題して開催しました。 

 飯田市は長野県の最南端に位置し、人口約10

万人の都市です。飯田市でも車社会の普及に

よって大きく様変わりしました。中心市街地か

ら郊外へ商業施設が移動し、商店街の顧客流出

や市街地人口の減少・高齢化など、今や日本の

各地で抱える課題に直面していました。 

 そんな状況を変えようと今から14年前に誕生

したのが（株）飯田まちづくりカンパニーで

す。自分たちの生まれ育ったまちを守り育て、

市民が“誇りの持てる街”に再生しようと、同

じ思いをもつ市民、商店、企業が中心となって

出資し、行政からも協力を得て設立した市民資

本の第三セクターのまちづくり総合支援会社で

す。 

 地元に技術を残し、お金を落とすためにも大

手開発業者にはお願いせず、自分たちで以下5つ

の事業を行っておられます。 

  ①調査・研究・開発事業 

  ②市街地ミニ開発事業 

  ③物販・飲食事業 

  ④イベント・文化事業 

  ⑤福祉サービス事業 

第1回地域戦略セミナー まちづくりの総合支援会社 

務員生活の中で、主体的に政策形成に

関わっていかなくてはなりません。ど

ういった視点で課題を捉え、分析し、

考えれば良いのか、そして実行まで結

びつける必要性を熱く語りかけてもら

いました。 

第2回では「市民が幸せを実感する

南草津のまちづくりに向けて」と題し

て肥塚先生からお話いただきました。

SWOT分析や日経新聞が行っている都市

のサステナブルランキングを紹介いた

だき、興味深いデータを提起されまし

た。 

 第3回からはグループワークも本格

化し、受講生には2020年の南草津につ

いてさらに考えていってもらっていま

す。 


