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の政策課題と切り結び、各部局の政策

課題をより幅広い視点、より深い視点

から豊富化することが求められていま

す。この3年間は試行錯誤をしつつ、

研究所の研究・運営スタイルの確立を

行い、こうした取組みを行ってきまし

たが、その評価は、市長や各部局の政

策課題に上記の点から貢献できている

のか、そして、それが市民の生活がよ

り豊かに、かつ市民が幸せになってい

くことに貢献できているのかによって

判断されることが必要です。 

  

研究所が果たす人材育成機能 

 さて、様々な役割がある未来研究所

ですが、その中に人材育成機能も入っ

ています。政策形成を担う研究所が人

材育成に関わるということは、自治体

職員の政策形成力量の一層の高度化が

求められていることの反映であると考

えます。筆者も今年度よりこの取組み

に関わりましたが、未来研究所が行う

人材育成研修プログラムは職員のキャ

リアステージに確実に位置づいていな

ければなりません。研修に参加する職

員、送り出す現場、職員課の3者がこ

のことに共通理解を持つということ、

そして、市役所全体が共通理解を持つ

ことが必要です。 

 筆者は、これまで、民間企業や大学

（職員）における人材育成研修に関

わってきましたが、戦略的思考やマネ

ジメント力量の向上がいずれも重要で

あり、このことについては概ね組織内

での共通理解があります。表現の仕方

はともかく、自治体および自治体職員

にとっても、大変重要であり、政策形

草津市未来研究所の役割 

 平成21年度の未来研究所の設置準

備から関わり（調査検討委員会委員

長）、その後、副所長となり、現在

は顧問という立場から、また、草津

市第五次総合計画基本構想・第一次

基本計画、同第二次基本計画を策定

する審議会の会長を務めてきた立場

から、未来研究所が果たすべき役割

について述べます。地方分権社会に

おける地方自治体の政策形成力量の

向上は、多様な市民の意見やニーズ

を十分に理解しながら、自治体が有

する資源の制約をいかに乗り越えて

いくかが問われている今日、大変重

要です。平成22年3月に出された（仮

称）草津未来研究所調査報告書にあ

るように、未来研究所は何よりも組

織内シンクタンクとして、その役割

を担っているのです。 

 少子高齢化がますます進展し、グ

ローバル化が政治・経済・文化・社

会のあらゆる側面で進行する中で、

財政は大変厳しいといった自治体を

取り巻く環境変化と現状を適切に認

識することが必要です。草津市は人

口増大が継続し、人口構成が相対的

に若く、他市に比べれば恵まれてい

ますが、日本社会全体の動向と課題

は確実に草津市にもやってきていま

す。相対的に恵まれた位置にあるこ

とを自覚しつつ、草津川跡地利用、

中心市街地活性化をはじめとした数

多くの戦略的課題を実現していかな

ければなりません。 

 未来研究所には、中長期的政策課

題に関する調査研究結果が、各部局
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 －総合計画への幸福度指標導入について－ 

 

 近年、世界的に「幸福度」に対する関心が高

まっており、個人の幸福感を客観的な数値で表

すための指標化に関する研究が盛んです。この

動きは、国際機関や国レベルだけにとどまら

ず、日本国内においては、府県や市区にまで及

んでいます。この調査研究は、「幸福度」につ

いての先行研究をレビューし、総合計画に幸福

度を導入することについて検討しました。 

近年の幸福度研究の背景には、一人当たり

のGDPの増加と満足度(幸福度)の乖離、つま

り、経済成長が必ずしも社会の発展や国民･住

民の幸福の増進につながっていないという実感

があること。そして、豊かさの代名詞として使

用されているGDPは、人間の幸福に影響する項

目の一部分しか含んでおらず、きわめて狭い範

囲しか評価できない指標であることを示してい

ます。  
また、幸福が意味するものすべてを完全に

表すような唯一の定義はないが、幸福は「客観

的幸福」と「主観的幸福」に分けられ、幸福の

決定要因として、フライとスタッツァーが示し

た5つの要因(①性格、②社会・人口統計上の特

調査研究報告 

■ 幸福度に関する調査研究 

成研修はこれらの能力形成の重要性の認識向上

に役立つと考えます。実際の能力形成は職場に

おけるOJTでもっぱら磨かれるのですが、認識

向上と身につけるべき方法論を論理的に理解で

きる点で研修は重要なのです。  

 

4年目の未来研究所への期待   
平成25年度は未来研究所の4年目となりま

す。この3年間の取組みを通じて、未来研究所

が果たすべき役割とその果たし方についての仕

組みと方法論についての基礎が出来たのではな

いかと勝手に思っています。草津市役所が市民

の意見とニーズに中長期的視点を持ちつつ、応

えていけるように、少しでも役立つ調査研究や

研修などを行っていかねばなりませんし、筆者

も顧問として必要な役割を担っていきたいと考

えています。  

性、③経済、④文脈・状況、⑤制度)を紹介し

ています。  
 幸福度指標の先行研究の事例として、国際

機関はOECDとEU、外国の事例はブータンとフラ

ンス、国内の事例は、内閣府と福岡県、熊本

県、福井県他、京都府、荒川区、新潟市、そし

て、法政大学と京都大学他を取り上げていま

す。 

 近年の幸福度の指標化に対する取り組みは、

人々の主観的幸福(subjective well-being)に

影響を与える要因(項目)を抽出し、その要因に

関係する指標を導き出し評価しようとするもの

で、類型化すると①客観的な指標が主体になっ

ているもの、②主観的な指標が主体になってい

るもの、③両者を組み合わせたものの3つに分

類できます。  
 幸福度指標は、総合計画(基本計画)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(満

足度)をみるためのものである。つまり、施策

評価の指標と幸福度指標は別々に体系化される

ものである。そして、基礎自治体レベルで政策

(施策)につながる幸福度指標の策定には、市の

政策（施策）体系にあった指標とするための十

分な議論が必要です。 

 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。 
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■ ６次産業化に関する調査研究 

 －草津市版６次産業化－ 

 

 この調査研究は、草津市における６次産業

化の可能性を探り、その留意点を示すもので

す。主には、６次産業化の理念や考え方を理

解した上で、地域農業の特徴の把握や事例か

らの学びを通して、草津市の地域特性に応じ

た６次産業化のあり方について考察していま

す。この内容は、生産者、農協、滋賀県、草

津市で構成した研究会での議論を基にまとめ

られています。 

 まず、６次産業化の基本となる考え方を整理

し、それが主に生産者の視点に立ったものであ

ることを確認しています。その他、国・県の関

連施策について整理もしています。  

 次に、草津市の農業の現状や主な野菜産地の

特徴等について、関連するデータ等を用いなが

ら確認しています。その主な特徴としては、専

業農家による軟弱野菜の一大産地であって、主

には卸売市場への出荷を基本としていること、
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 南草津地域のまちづくりの方向性について 

 

 南草津は、平成23年3月に南草津駅が新快速

の停車駅となったことで、ハードの開発面では

一区切りを迎えました。そこで、草津商工会議

所と立命館大学とと

もに三者で構成する

南草津まちづくり研

究会において、今後

必要とされるまちづ

くりの新たな方向性

を 議 論 し て き ま し

た。 

 第5次草津市総合計

画では、平成27年10月には高齢化率が21％に達

して超高齢社会となることや、平成32年の途中

から人口減少が始まることを予測しており、南

草津でも右肩上がりの発展をいつまでも期待で

きません。 

 報告書では、自治体、市民、大学等が自由で

気軽にまちづくりについて話し合える交流拠点

■ 南草津のまちづくりに関する調査研究 

また、農業生産者の高齢化や農家人口の減少等

農業生産基盤が揺らい

でいること等を示して

います。  

 また、６次産業化に

取り組む県内の2つの

事業所と、軟弱野菜を

用いたブランド化・加

工商品化を手掛ける

他の地域を事例調査

し、６次産業化の取

り組みは、ビジネスとしてはまだ初期段階に

あって利益を上げることの難しさ等、事業化に

あたっての課題を明らかにしています。 

 そして、草津市において６次産業化を推進す

る際に意識・注意しておく

べき視点を提示しました。

ここでは、６次産業化とい

う言葉に必要以上に縛られ

るのではなく、今の地域農

業に６次産業化の理念や考

え方をどう活かすか、また

は地域に馴染む手法とし

てはどういったことが想

定できるか、とした視点

から捉えることの重要性を強調しています。 

 このように６次産業化とは、各々の地域性に

応じたアプローチが必要になるため、草津市の

特徴に応じた６次産業化を目指すことが望まれ

ます。   

が南草津駅前に必要であることや、低い負担で

若者や高齢者がライフスタイルにあった住居に

住み替えができる中間支援の組織や仕組みが必

要であること等を提案しています。  

 とくに南草津では15歳から24歳の年齢層の過

半数の人が、住民登録をしていない現状等が示

すように、通学や生活の利便性等の理由で一時

的に住む場所として

考えられている傾向

があります。そのよ

うな現状を打開する

ことも含め、南草津

の強みでもある立命

館大学BKC（学生数

約18,000人）の立地

環境を最大限に生かして、地域の魅力を高める

こと等を18の企画案とともに提案しています。 

来年に迎える立命館大学BKC開学20周年、南

草津駅開業20周年、草津市政60周年を機に、多

くの人を巻き込んで新しい南草津のまちづくり

の方向性を共有していくことが重要です。 
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JR南草津駅西口の風景 

南草津まちづくり研究会の様子 

 平成24年12月2日に南草津駅周辺にて“第2回みなくさまつり”が開催さ 

れました。今回のテーマは「えんでつなぐ みなみくさつ」ということ

で、このまつりを通して、住民同士の繋がりや温かな人の輪を培うこと

ができればという思いが込められていました。当日は天候にも恵まれ、

約1万人の来場者があり大盛況となりました。 

 今回が第1回目となる「スイーツグランプリ」は、草津の人気店12店が

出店し、投票の結果、見事グランプリに輝いたの

は「ドゥ・ヴォイス」さんでした。また、立命館

大学の授業で約半年間、草津未来研究所に来てい

た学生6名も、南草津にちなんだパズルの作成コーナーをブース出店し、

交流を通じて子どもから大人まで多くの方に楽しんでいただきました。こ

のイベントを通じて住民は自分たちの住んでいるまちを知り、また南草津

の魅力を発信する場になったのではないかと思います。 

みなくさまつり 

http://www.google.co.jp/imgres?q=%E6%84%9B%E5%BD%A9%E8%8F%9C%E3%80%80%E8%8D%89%E6%B4%A5%E5%B8%82&um=1&hl=ja&sa=N&tbo=d&rlz=1T4GFRE_jaJP365JP397&biw=1366&bih=551&tbm=isch&tbnid=UsqyA3YBMSim4M:&imgrefurl=http://nosai.or.jp/mt/2012/04/post-2313.html&docid=HkRZbn
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今日までは、研究所のスタイルを創りあげ

る3年間でした。草津川跡地利用や中心市街地

活性化など考える都市再生懇話会の実施や「着

地型観光」、「行政システム改革」、「６次産

業化」、「人口減少社会」といったキーワード

を用いて、関係部との調査研究を行いました。 

 そして、立命館大学、草津商工会議所とのシ

ンポジウムの開催や「みなくさまつり」の実

施、「南草津のまちづくり」に関しての共同研

究などに取り組んでいます。こうしたことか

ら、地味ではありますが、これからの草津を考

え、語るための情報発信スタイルは出来つつあ

るのではないかと感じます。 

 今後、もっと庁内の政策論議の場で、また議

会の質疑の場で、さらには各部が市民との対話

の中で、報告書のデータや論点が活用されるよ

うその質を高め、情報を発信・収集しなければ

なりません。 

 また、立命館大学びわこ・くさつキャンパス

開学20周年を迎えるにあたり、地域と協働でき

うる新しい場として、南草津駅周辺で、大学、

企業、住民等の交流拠点機能を共に築くような 

取り組みができないかと思います。立命館大学

等との地域連携が、どれだけ広がるかも研究所

の大きな使命だと考えています。 

 草津未来研究所は、自ら考え、市民とともに

実践していく自治体としての政策能力を高める

ために、平成21年4月に、橋川市長の指示によ

り準備室が設置されました。その方向性として

は、庁内シンクタンクとして立命館大学等と連

携し、政策研究と人材育成に取り組むことを基

本としています。こういった研究所の設置は、

全国でも少ない事例ですが、地方分権時代に

あって、検討される自治体も増えつつあり、他

市からの視察も時々あります。設置にあたって

は、先進事例である新潟県の上越市創造行政研

究所をモデルとして、制度設計を行い、うつの

みや市政研究センター、新宿自治創造研究所、

八王子市都市政策研究所等の調査スタイル等を

参考にしています。 

 平成22年に立命館大学から所長や副所長〔大

学と市で2名〕を迎え、所員5名で活動をスター

トしましたが、所員は、今日まで経験が無く、

研究企画書の作成や調査研究手法の確定にも時

間がかかり、さらには報告書をまとめることの

難しさと相まって、仕事としての手ごたえを感

じるまでに、時間がかかったと思います。幸

い、指導いただく先生方が、熱く丁寧にご指導

いただいているので、問題の本質を探り、大き

な視点や気づかなかった視点などを得ながら、

報告書としてまとめていますが、まだまだ成長

の余地があると思います。 

☆ 第３回都市調査研究グランプリ（CR-1グランプリ）受賞 報告 ☆ 
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草津未来研究所のこれから・・・ 

 平成25年2月26日、第3回都市調査研究グランプリ（CR-1

グランプリ）の表彰式が東京で行われ、当研究所の坂居雅

史研究員が職員自主調査研究部門優秀賞を受賞しました。 

当グランプリは、（公財）日本都市センターが、全国の自治体

を対象に、自治体やその職員の調査研究能力の向上等

を目的として開催しているものです。 

今回受賞の対象となった研究は、男女格差の国際

基準と自治体政策の乖離について原因を究明し、今後

の自治体政策の方向性を探るものでした。選考委員の

月尾嘉男東大名誉教授からは、まだ深める余地がある

ものの、自治体の今後の政策に役立つと考えられる実

践的な研究であるとの講評をいただきました。 

草津市では、市独自の政策実践研修を行っているほか、龍谷大

学大学院への職員の推薦も行っており、政策形成能力の向上に向

けての取組みを進めていますが、そのことが今回の受賞につなが

りました。 

 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 
     http://www.toshi.or.jp/service/info_offer/cr1/   


