は

じ

め

に

９０年代後半、米国を中心にＩＴブームがあり、少し遅れて日本でもＩＴブームが起き、
政府もＩＴ戦略に本腰を入れました。それ以降、ＩＴ不況などと言われた時期もありま
したが、ＩＴ機器やサービスの大幅な価格低下と品質向上が図られてきました。このこ
とが、現在、多くの企業がＩＴの取り組みを強化させている背景にもなっています。ＩＴ
分野への投資や参入が相次いだ結果、ＩＴ企業の収益は一時伸び悩みましたが、「ＩＴ
の潜在ユーザー企業には、ＩＴを活用することで収益を高めることが出来る」時代にな
りました。
財団法人関西情報・産業活性化センター（ＫＩＩＳ）では、主に関西地域の情報化の
推進拠点として、調査／研究のほか、普及･啓発、システムソリューションの提供等の事
業を中心に、様々な事業を展開してまいりました。
昨年度は、関西地域の行政・地域・企業のＩＴ基盤の中枢として設立された「大阪府
立インターネットデータセンター（通称：ｅおおさかｉＤＣ）」の運営管理事業を大阪
府より受託し、営業を開始しました。当ｉＤＣ の運営によって、財団の支援体制は、
ＩＰｖ６対応やセキュリティ対策等質の高い支援が新たに可能となりました。今後は、
先進的ｉＤＣを運用している財団の強みを生かしながら、これらの付加価値分野にも積
極的に取り組みつつ、総合的な情報化支援事業に取り組んでまいります。
一方、財団法人関西産業活性化センターの事業の一部を継承した平成１４年４月の再編
統合以降、地域や産業の活性化に資する分野でも、従来にも増して注力してまいりました。
今回、平成１５年度（２００３年度）にKIISで実施した調査研究事業等の一部ではあります
が、その概要を「KIIS OUTPUT ２００３」として、機関誌KIIS（Vol.１２７）にとりまとめま
した。ご高覧いただき、賛助会員企業様はじめ皆様方の忌憚のないご意見をいただきた
く存じます。
多大なるご指導、ご協力、ご支援をいただきました関係各位に、心より御礼申し上げ
ますと共に、関西地域の活性化及び新しい情報化社会の実現に一層貢献してまいりたい
と存じますので、今後とも、よろしくご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
平成１６年７月

財団法人 関西情報・産業活性化センター
専務理事

山

嵜

修一郎
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電子自治体の構築に向けた課題についての調査研究
ー「自治体版ＣＲＭ」の実現に向けてー
（平成15年度

石橋

日本自転車振興会補助事業）

裕基（調査事業部

研究員）

わが国における情報化政策のバイブルであるe-Japan計画では、第一期の基盤整備から、第
二期のＩＴ利活用による社会基盤整備施策に展開されつつある。特にこれからの行政サービス
は「24時間365日ノンストップ・ワンストップ」の提供と行政部門の業務効率向上が求められ
ている。さらに、自治体業務の電子化に伴う、各種手続きの問い合わせ、苦情処理などについ
ての対応も十分に検討していく必要が出てきており、この実現の手法として民間企業が以前よ
り取り組んできたＣＲＭ（Customer Relationship Management）への関心が高まってきている。
本調査研究は、自治体版ＣＲＭの実現に向けて、市民の声を施策へ反映していくための手法
について提言することを目的とし、現状調査・分析及び自治体版ＣＲＭモデルシステムの構築
を行ったものである。

１．自治体版ＣＲＭの動向
(1)自治体版ＣＲＭとは
ＣＲＭ（Customer Relationship Management）と

(2)わが国における自治体版ＣＲＭの取り組み
本調査では、自治体版ＣＲＭ導入先進事例とし
て以下の２事例を取り上げ、その特徴を分析した。

は、「顧客の属性や嗜好のデータを収集し活用する
表１

ことで、より顧客満足度を高めて顧客を維持・獲
得しようとするマネジメント手法」のことで、民
間企業において活用されてきたものである。近年、
そのＣＲＭが行政分野においても活用されるよう
になってきている。
その背景としては、主に、市民ニーズの多様化、
市政への市民参加意識の高まり、財政悪化、地方
分権化といった社会経済などの環境変化、アウト
プット（効果）に対する意識の高まりなどがいわ
れている。それらを受けて、「市民を納税者として
顧客

事

例

自治体版ＣＲＭ導入先進事例の概要
概

要

特

徴

市民の声シ 市民から寄せられる意 ・市民の意見を市政へ生か
ステム
見や提言、要望などと
す
（浜松市） それに対する市の回答 ・市民の声に迅速に対応す
などをデータベース化
る
して一元的に管理。テ ・「市民の声取扱要綱」の
キストマイニング分析
策定
ツールも導入。
・広聴取扱主管者を設置
ちょっとおし イベント情報や施設 ・市民の声の約８割を占め
えてコール 案内など、簡単な問
る「問合せ」を活用する
（札幌市） 合せに対応する。
・市民への情報提供を充実
させる
・アウトソーシングを活用
する

これらの事例において共通して言えることは、

と捉え、サービスの向上を図る」ことや

(1)「市民の声を市政へ生かす」という明確な目的

「市民を所有者として 株主 と捉え、自治体の意

を持っている（全庁的な意識の醸成・共有）
、(2)ト

思決定プロセスへの参画を促進する」ことなどを

ップの強力なリーダーシップがある、(3)市民の声

目指す地方自治体が現れるようになった。その中

を も と に し た 行 政 Ｂ Ｐ Ｒ （ Business Process

で、民間企業のマーケティング手法が活用されるよ

Reengineering）を目指す（市民の声を活用する）、

うになってきた。このように、地方自治体において、

ということである。いわゆる「行革」の視点が重

市民を顧客や株主と捉え、民間企業でのＣＲＭの手

要であるが、ただし安易な「コスト削減」のみ目

法を活用する取り組みが、「自治体版ＣＲＭ」や

指すのではなく、「市民満足度の向上」「サービス

「行政ＣＲＭ」といわれるようになったのである。

の質の向上」という目標のもと、職員意識や行政
1

風土自体を変えていくということがポイントにな

また、各フェーズについて「業務」「組織」「意識」

る。

「システム」等のカテゴリを設定し、それぞれの課題
を抽出する作業を行った。以下の表はその結果をまと

２．現状調査

めたものである。

本調査では、自治体が実際に市民の声をどのように

これらの課題をさらにまとめると、４市共通に得ら

取り扱っているのかを把握するための現状調査を行っ

れた課題としては以下のように整理できる。

た。ただし「自治体版ＣＲＭ」の概念や取り組みは非

第一に、庁内側の問題として、市長の強力なリーダ

常に多岐に渡るため、今回は調査の対象を「市民の声

ーシップが必要であるということが言える。市民の声

取扱業務」に焦点を当て、具体的に自治体にヒアリン

取扱業務は全庁的に関係するため、トップの意思が明

グを行うことで以下の３つのフェーズについて現状を

確でないと進みにくい。第二に、行政スリム化への対

把握し、課題をとりまとめた（表２）。ヒアリング対

応として、「職員数減少」と「声の増加」という現状

象は研究会に参加いただいた４市とした。

に効果的に対応していくための対策が必要であるとい
う認識が強い。第三に、各課で出された声をいかに把

・市民の声の収集

握するかという点で、「市民の声」というデータを一

・市民の声の蓄積・共有

元的に管理することにより、回答の作成、ＦＡＱの作

・市民の声の活用（分析と施策への反映）

成、分析等へ活用可能であるという認識が得られた。
第四に、職員の意識及び評価面での指摘が得られた。
すなわち市民の声を積極的に聞き、反映しようとする

表２
収

業

組

意

務

織

識

システム

そ の 他

集

市民の声取り扱い業務の現状と課題（ヒアリング結果よりまとめ）
共

有

・市民の声の増加に伴い（増加した場合）、 ・各課で対応、横断的に把握できていない。
事務作業の増大（人口比などの影響もあ ・各課で紙ベースでファイル化、見たいと
り）。
きにすぐ見ることができない。
・紙ベースでは、対応しきれなくなる。
・庁内で回覧、掲示板活用されていても、
・取り扱い要綱が明文化されていない。
その場だけの情報になる→見たいときに簡単
に見ることができない（過去の事例など）。
・声の受付け業務を一括管理する部署がない。 ・声に対処するための横の連携ができてい
ない。
・人員不足（声の増加、スリム化に伴う）。
・システム／サービス実施部門の分離によ ・ＤＢを構築する人がいない。
る情報連携遅延。
＜職員＞・担当課で取り組みにばらつき。 ・市民の声を蓄積共有しようという意識は
ない（必要性を感じていない）。
・声を収集することの必要性を感じていな
い。
・担当者が登録するとは思えない。（ＩＴ
リテラシー、行政評価とのリンク 含
む）
＜住民＞・住民から声が寄せられない、市
政情報への関心が薄い⇒意識が低い、ま
たは行政の思いが伝わっていない。
・声＝「意見・提言」でなく「個人的な苦情」。
・声を収集するためのチャネルの整備が充 ・見たいときにほしい情報がみれない（報
告だけ）。過去の問合せとその対処内容
分でない、わかりづらい⇒声をあげる方
を知ることができない。
法がない／知らない。
・それぞれのシステム（メール、アンケー
・担当者が登録するとは思えない。
ト、声対応）ごとの管理になっており共
・インターネットなどによる収集は担当業
有化できていない。
務によってバラバラ。
・セキュリティや個人情報に関する規定が ・声を保存・共有する際の個人情報の取扱
に関する規定がない⇒個人が特定できる
ない⇒住民に自分の情報がどのように活
ような情報まで入力されている。
用されるか分からないという不安がある。
・ＤＢ化に伴う金銭的コストや作業量を上回る効果が得られるか疑問 。

2

活

用

・各課で対応、把握は困難。
・市民に対し「今後対応します。」で終わっ
ている。→市民へのフィードバックが充
分でない。→市民の行政に対する不信感。

・声に対処するための横の連携ができてい
ない。
・取り組みの結果が見えない。
・「住民の声を市政へ反映する」という意
識が全庁的にない｡
・担当課によって温度差。
・評価がないため、モチベーションがあが
らない。

・住民へのフィードバックを行うためのシ
ステムがない（案件がどうなったかの管
理ができるしくみ）。

・声を検討・対処する際の個人情報の取扱
に関する規定がない⇒個人情報保護の流
出を恐れ声が眠った状態になっている。

意識がなければ行動には移らないが、一方でそのよう

効果については「定量的効果」「定性的効果」の２

に市民の声を聞き、活用することが「評価」と連動し

つに分けられるが、今回の市民の声取り扱い業務のシ

ていなければ、ヤル気に結びつかないということであ

ステム化により得られる効果はおよそ以下の通りであ

る。第五に、市民とのコミュニケーションの促進、協

ると考えられる。

働を進めるためには、積極的な情報開示や誠意のある

これらの整理をもとに、本調査研究では自治体版Ｃ

対応によって信頼関係を築くことが前提となるという

ＲＭモデルシステムの概念設計及びプロトタイプ開発

ことである。一方で市民の側も市政のパートナーとし

を行った。詳細は紙幅の都合上割愛するが、以下の図

て、サービスの受け手というだけでなく、その地域の

はモデルシステムの基本機能及びシステムを導入した

サービスの担い手としての役割を果たしていくという

際の業務フローを示したものである。

認識を持つことが重要であるという見解も得られた。

図３

モデルシステムの基本機能

図１ 市民の声を施策に反映するまでの流れのイメージ

３．課題解決の方向性とシステム要件
先に検討した市民の声取り扱い業務における課題に
ついて、市民の声の収集／共有／活用それぞれのフェ
ーズにおける解決の方向性をとりまとめ、具体的な取
り組み事項と期待される効果を整理した。
定量的効果

定性的効果

＜行政側＞
◆事務作業の効率化・円滑化
・アンケート送付から回収までの時
間の短縮化
・回答作成、台帳作成時間の短縮化
・対応状況、進捗管理の円滑化
・依頼部署への依頼（督促）資料作成
時間の短縮化、依頼業務の効率化
・担当課事務作業の軽減
・市民ニーズの定量化
・各課での施策立案時の資料作成の
迅速化
◆広聴費用の軽減
・郵送（切手）費用の削減
◆住民サービス向上による効果
＜住民側＞
・たらいまわしがなくなることによ
る住民負荷（時間）の短縮化
・要望書など書類作成〜郵送（切手）
までの軽減と時間の短縮化

＜行政側＞
◆より充実したサービスの実施
・市民ニーズに対応した施策立案
◆アカウンタビリティの向上
・市民の考え、市の対応を公開する
・情報提供、公開の徹底
◆市民の声を施策に反映することによ
る的確な事業推進
＜住民側＞
◆市民サービスの向上（満足度向上）
・市民への回答の迅速化
・サービスの均一化
◆市民の参加意識の向上
・行政参加機会を増やすことによる
市民の行政参加意識の向上
・情報提供・公開の徹底による行政
に対する信頼向上

図４

モデルシステム導入時の業務フロー

４．自治体版ＣＲＭの実現に向けて
(1)実効性の高い導入に向けて
市民の声取扱業務は全庁的に渡るため、トップ
のリーダーシップが非常に重要なポイントになる。
浜松市や札幌市における取り組みでも市長やＣＩ
Ｏ（Chief Information Officer）のリーダーシップが
果たした役割は大きいといわれている。
従って、この取り組みを全庁的に実効性のある

図２

システム化により得られる効果
３

ものとして進めていくためには、トップの明確な

ければ、検討結果も活用されずに終わってしまう

意思の下に全庁的な推進組織を作り、そこを中心

恐れがある。そのため、組織を設置する際は、そ

に各担当課との連携を進めていくことが効果的だ

の組織の役割や権限などに関する検討を事前に行

と考えられる。

っておくことが必要であると考えられる。

一方、広聴関係やＩＴ関係の担当職員が自らの
意思で市民の声取扱業務の改善を図っていくなど、

(2)自治体版ＣＲＭ実現ロードマップ

ボトムアップでの推進の方法も考えられる。担当

これまで検討したような自治体版ＣＲＭをより

課職員の働きかけを広げ、全庁的な取り組みへと

効果的に実現していくステップとして、本研究で

発展させていくものである。こういった場合にお

は以下の図のようなロードマップを整理した。

いても、広聴課、情報政策課などが役割分担を明
確にした上で密な連携を図ることから始めるのが
得策であると考えられる。
推進策には「トップダウン」と「ボトムアップ」
の二つの方向性があると考えられるが、取り組み
自体が全庁的に渡ることは共通している。そのた
め、いずれのケースから着手する場合においても、
全庁的なタスクフォースのような組織を設置する
ことが効果的であると考えられる。ただし、単に
組織を設置してそこで検討を進めたとしても、そ
の組織に対してある程度の権限が与えられていな
図７

図５

自治体版ＣＲＭ実現ロードマップ

全庁的な推進体制の整備

図８

自治体版ＣＲＭの将来ビジョン

モデルシステムをはじめ、これまで検討してき
たシステムは基本的には当該地方自治体の市民を
サービス提供の対象に想定したものとなっている
（第一ステップ）。しかし、地方自治体業務の中に
図６

４

ボトムアップによる推進イメージ

は共通化することにより、広域でサービスを提供

することが可能なものもある。それらは、共同で
運営されることによるコスト削減だけではなく、
市民にとって、行政区を気にせず行政サービスを
受けられるというメリットがある。そのような事
業に関しては、複数地方自治体が広域的にデータ
ベースやコールセンターを利用できると考えられ、
すなわち第二ステップとして示している「共同ア
ウトソーシング型」であると言える。
この第二ステップでは、基本的に運用主体や利
用者は行政となっている。それに地域の企業や市
民、ＮＰＯ、大学など様々な主体が加わり、地域
ポータル的なものにまで発展させているのが第三
ステップとしてあげている「地域ポータル型」で
ある。この段階では、行政分野におけるＣＲＭと
いっても、運営主体やサービスの享受者が行政・

業務経歴

市民に限ることなく、官民が連携して担っていく。
そのため、ここでは、地域全体を視野に入れて、
行政サービスを提供するだけではなく、ビジネス
マッチングなど地域経済の活性化も目指している。
ただし、このような官民連携で地域ポータルを
構築・運用していく場合には、行政機関の営利活
動などに関する法的な制約や、ｉＤＣやポータル
サイトの運用費用の負担といった問題が出てくる
と考えられる。これまでにない取り組みであるた
め様々な制約が発生すると想定されるが、近年は
特区構想や地域再生構想など国の取り組みも盛ん
になってきているため、自治体においても条例な
どを新たに制定するといった対応を行うことが求
められる。

石橋 裕基（調査事業部 研究員）
・阪神広域情報ネットワーク研究会（2000〜）
・情報化未来都市システムの調査・研究―阪神地域をモ
デルとした都市型広域連携に関する調査研究―（2000）
・情報化社会における地方主権実現―インターネット行
政評価実験―（2000）
・通信・放送融合テストベッド基礎調査（2001）
・大阪府総務サービスセンター構想基本調査（2001）
・広域情報ネットワークシステムの研究・開発（2001）
・構造改革による地域経済への影響及び地域経済の将来
に関する調査（2002）
・ベンチマーキングの導入によるアーバン・マネジメン
トの改善（2002）
・電子自治体の構築に向けた課題についての調査研究
（2002）
・先進的ｉＤＣ研究会（2002）
・行政の情報化に関するアンケート調査（2002〜）

５．今後の展開
今回の調査研究においては、研究会に参画いただい
た自治体の中から、具体的に自治体版ＣＲＭ導入に向
けて活動を始めたところが複数現れた。そのことから

・生活産業を中心とする雇用拡大に関する実態調査
（2003）
・ＮＩＲＡ型ベンチマーク・モデルを活用した政策評価
システムおよび行政改善への提案に関する研究（2003
〜）

も、自治体版ＣＲＭという研究テーマが時宜を得てい

・滋賀県データセンター機能構築基本調査（2003）

たと言うことができる。今後も引き続き本テーマにつ

・大阪におけるコンテンツ振興方策に関する検討調査

いてフォローアップし、各地域の自治体版ＣＲＭ実現
に向けた取り組みをサポートしていく予定である。

（2003）
・自治体における電子申請システムに関する調査研究
（2003）

5

自治体における電子申請システムに関する調査研究

井澤

隆博（調査事業部

研究員）

本格的なネットワーク社会の到来を迎え、今後の電子自治体推進の過程において、
インターネット等のネットワークを経由した「電子申請」に対するニーズは急激に高
まるものと思われる。本報告は、平成15年度に当財団が「大阪電子自治体推進協議会」
からの委託を受け、電子申請を取り巻く環境や課題を調査・研究し、各自治体が電子
申請を導入する際に、より効率的・効果的な実現方策を検討するための基礎資料とし
て取りまとめたものの抜粋である。

１．電子申請を取り巻く動向

の商取引において、既にＩＴ（情報通信技術）を活用

現在、政府の「電子自治体推進指針」、「e-Japan戦

した様々な電子サービスが導入されている。その普及

略」などに基づき、各自治体は電子自治体の構築に取

のスピードにはめざましく、民間分野とのサービスレ

り組んでいる。近年、総合行政ネットワーク（ＬＧＷ

ベルの乖離が起こっている。

ＡＮ）、住民基本台帳ネットワーク、そして公的個人

この課題の解決における有力な手段として「電子申

認証サービスなど、電子自治体に対応した基盤や仕組

請」がある。電子申請の実現とは、住民が身近な場所

みは整備されつつあるが、ほとんどの自治体において、

から電子的手段により申請情報を自治体に送信するこ

住民がその変化を実感できるようなサービスは、あま

とが、従来の窓口での紙による文書等で手続を行うこ

り実現できていないのが実状である。

とと同等に扱われるということと考えられる。この電

一方、民間分野では、インターネットを用いた航空
券の購入やホテルの予約をはじめとする個人と企業間

図１
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子申請を支える「電子申請システム」のイメージは次
の図のようになる。

電子申請システムのイメージ

このような電子申請の実現により、住民、自治体の双

り扱う範囲を明確にするとともに、その操作性に配慮

方に次のようなメリットをもたらす。

することが必要と考えられる。

≪住民のメリット≫

ところで、従来から自治体では、公共施設の利用予

・24時間365日いつでも申請手続をすることができる

約など、既に特定の事務で専用のシステムを整備し、

・役所の窓口に行く回数が減り、時間的な余裕が生

住民の利便性の向上を図っている。しかし、多種多様

まれる
・入力が電子的に行えるため、機械的なチェックに
より記入ミスがその場でわかる
≪自治体のメリット≫
・窓口業務が減少することにより、業務の配分や人
員配置の効率化を図れる
・申請内容の転記やデータ入力の手間が省け、ミス
を防ぐことができる
・申請内容が電子化されるので、事務システムとの
連携が可能になる
一方で、電子申請の導入については、住民、自治体
担当職員の双方に不安があることも事実である。住民

な申請手続に対し、逐次個別のシステムを整備してい
くことは極めて非効率である。また、電子メールのよ
うな汎用的な通信手段を用いて申請業務を行う方法も
考えられるが、メールアドレスの保持・管理、メール
アプリケーション毎の操作性や認証への対応の違い、
さらには、所定の様式に従った申請書作成支援など、
住民が利用しやすい機能を実現するためには難しい要
素が多い。
こうした点を解決するために、各種申請に応用でき
る汎用的な電子申請受付システムを共同利用形式で開
発し、自治体間で共同運用する考え方が重要であると
思われる。

は、主に「情報の漏洩」「本人に成りすました虚偽の
申請」に対し不安を抱き、担当職員は、「業務形態の
変化」
「システムの操作」
「個々の申請を電子化する手

２．電子申請システムの共同利用に関する機能
要件

間」といったことに不安を抱く。しかし、これらの課

一般に自治体が利用する情報システムには共通する

題については、これまでに開発されてきた技術やシス

ものが多く、システムの共同化がコスト節減に資する

テムで解決されつつある。

と考えられている。自治体の情報システムの利用は増

住民側の不安である情報の漏洩については、インタ

大する一方であり、それらの維持管理コストも増大し

ーネットショッピングやオンラインバンキング等で使

ている。とりわけ、住民へのサービスを行うシステム

われている暗号化技術（SSL）を採用することで防止

では、安定性･信頼性への要求水準が高く、運営管理

可能である。また、特に重要な個人情報を取り扱う申

の負担は特に大きいと考えられる。このため電子申請

請では、担当職員が申請毎に用意した「鍵」で個別に

受付システムは、次の点に留意した共同運営を前提と

暗号化すれば、担当職員だけが読み出し可能な環境を

して開発する事が望ましい。

構築することも可能である。情報の改ざん防止や申請
者の本人確認については、「電子署名」を付する技術

(1) 参加自治体のノウハウの共有
自治体が取り扱う手続は共通するものが多く、

的な解決策があり、この方式の普及・実用に向け、公

電子申請の実施に要するツールやノウハウにも共

的個人認証サービスの運用が開始されたところである。

通のものが多いと考えられる。このため電子申請

職員側の不安である電子申請システムの導入に伴う

システムのプラットフォームとなる基盤システム

業務形態の変化については、むしろある程度必要なこ

を共通化し、申請フォームなどのライブラリや、

とと考えられ、ＩＴを活用した業務の効率化において、

ノウハウの共有化により、各自治体の負担軽減を

システムを業務に合わせるのではなく、業務をシステ

図る。

ムに合わせるというスタンスが重要である。システム

(2) 効率的なファシリティサービスの実現

側からのアプローチとしては、電子申請システムが取

電子申請のメリットとされる24時間受付にはシ
7

ステムの安定的な運用が必要である。各自治体が

このため、電子申請システムで扱う申請情報処

個々にサーバ等の管理を行うのは負担となるため、

理の範囲は、申請情報の受付･管理と、各事務シス

共同利用サーバ等の機器管理や稼動監視、データ

テムとの標準化されたインターフェイスまでとす

バックアップ等のサービスは、インターネットデ

る事が望ましい。

ータセンターのような高度なインフラを持つ施設

(3) システムが扱う申請情報処理の範囲

で集中的に行うことにより、効率的で安定した運

・住民からの申請の受付

営を図る。

・申請情報の当該事務担当職員による取り出し

また、共同での取り組みによるこれらのねらい
を実現に導く要素として、各自治体間の情報管理

・申請者による自身の申請情報の到達状況や自治体
からの返信の確認

の独立性が不可欠であることは言うまでもない。

・申請にかかる実績（履歴）の管理

また、共同での取り組みを成功させるためにはシ

・バックオフィスに存在する既存DBとの定型的な

ステムがシンプルでわかりやすいものである必要もあ

自動照合・自動応答

るということも必要である。
電子申請の本質的要素は、住民が身近な場所か
ら電子的手段により申請情報を自治体に送信する

利用者が電子申請システムの利便性を実感できるよ

ことである。また、申請情報の到達や、申請者へ

うにするためには、利用者の目的にあった手続案内が

の自治体からの返信処理など、電子申請に伴い共

必要となる。的確な手続案内を行うには、各種の手続

通して発生する申請者と自治体担当者の間のコミ

について、ライフイベントとの関連付けや、関連手続

ュニケーションを統一的に管理することにより、

の知識などもあわせて、体系的に整理されていること

電子申請の導入を支援することも併せて要求され

が必要である。
多くの自治体では、手続案内の冊子の配布やホーム

る。

図２
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３．行政手続案内システムの方向性

共同利用電子申請受付システム機能構成図

想定

ページへの掲載などにより、手続案内情報を提供して

子公証機能などが挙げられる。これらについては先行

いる。これらには、手続名称と窓口の案内程度のもの

的なソリューションがいくつか存在しているが、自治

から、詳細な案内まで記述されたものまでさまざまで

体での導入事例が乏しく、自治体への対応や具体的な

あるが、前節で紹介した手続案内システムのようなサ

導入への課題等については、今後さらに検討する必要

ービスをあわせて考えている例はあまり見受けられ

がある。

ず、事前に案内体系を設定し、それにあわせて冊子や

また電子申請システムに付随して、住民が適切な申

ホームページを配置するという静的な情報編集が主流

請・手続にスムーズにたどり着けるように、わかりや

となっている。

すく説明・案内（ナビゲート）する機能が必要であり、

これに対し、ニーズに応じた動的な情報検索を想定

この中で提供すべきコンテンツを含めて検討する必要

し、これに要する手続案内情報をデータベースとして

がある。住民視点で作成された体系的な行政手続案内

整備できれば、柔軟な検索の実現だけでなく、制度改

コンテンツは、自治体職員にとっても、住民サービス

正や自治体の組織変更にともなう情報のメンテナンス

を組織横断的に捉えるにあたり強力なツールとなる。

負担の軽減などといった効果も期待される。
一方で、市町村事務は、若干の名称や様式の差はあ

このように電子申請というものは、単に電子申請シ

るものの、法令・例規に基づき実施されるものである

ステムを導入すれば完成するというものではなく、む

という点では根拠を同じくするものである。よって申

しろ、それに付随する仕組み・サービスの完成度の高

請・手続の内容説明など、システムへのナビゲートを

さにより、住民の利便性が大きく左右されるものとい

行う各種ノウハウについて複数市町村間で共有するこ

える。今後もこの周辺サービスの動向について注視し、

とはメリットがあると考えられる。さらにこのことは、

継続的に調査研究していくことが必要である。

前章で示したような共同利用型電子申請システムに
「案内機能」を付加することで、より便利に使えるよ
うになると思われる。
今後、各市町村が手続案内機能を整備していく上で
は、共通に基礎となる手続情報を体系的に整理した
「行政手続事典」といったコンテンツを整備し、共通
の資産として利用することが効率的と考えられる。ま
た、こうしたコンテンツをＰＤＣ（パブリックドメイ
ンコンテンツ）とし、各方面で自由に利用できるよう
に開放すれば、民間手続との総合案内や、検索や案内
機能にすぐれた情報システムの開発への活用など、さ
まざまな応用システムの実現が期待できる。

業務経歴
井澤 隆博（調査事業部 研究員）
・インターネット関連の技術動向調査（1995〜）

４．おわりに
今後はこのような電子申請システムをより効果的に
実現し、利用する住民の利便性を高めるための付帯機
能について検討していく必要がある。例えば少額でも
課金可能な電子決済機能や、相手の実在を第三者が証
明する電子認証機能、電子文書の正当性を保証する電

・ＣＣＣコンソーシアムにおけるＥＣ実証実験
（1996〜1998）
・ＥＣサイト「ＣＣＣショッピングモール」の運営
（1998〜）
・先進的ｉＤＣ研究会（2002）
・自治体における電子申請システムに関する調査研究
（2003）
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平成15年度 行政の情報化に関するアンケート調査

石橋

裕基（調査事業部

研究員）

当財団では、行政・地域情報化フォーラムの一環として、平成10年より関西地域（２府７
県）の自治体を対象に情報化に関する施策展開の状況や課題等について、毎年アンケート調査
を行っている。本稿では平成15年７月に実施した調査結果をまとめ、関西地域における今後
の自治体情報化の取り組みを展望する。

１．調査概要
(1) 調査対象
関西圏（２府７県：福井県、滋賀県、京都府、

(2) 情報インフラの整備状況
パソコンの配備率は市町村平均でも1.2人に１台
という水準に達しており、ほぼ「1人1台パソコン」

大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、徳

が実現されたと言える。また、ＬＡＮの接続率も

島県）の府県、政令指定都市、市町村（三重県、

市町村、府県平均ともに80％を超えている。
（表１）

徳島県を除く）の情報政策・企画担当部署。平成
15年度は参考調査として関西圏以外の都道府県・

表１

情報インフラの整備状況

平成１５年 平成１４年 平成１３年 平成１２年 平成１１年 平成１０年
６〜７月 ６〜８月 ３〜４月 ２〜３月 ２〜３月 ２〜３月

政令指定都市にも調査票を配布した。
(2) 調査期間
平成15年６月〜７月
(3) 調査方法
郵送による調査票の配布・回収
(4) 回収率

府県平均 ０．
９人/台 １．
２人/台 １．
２人/台 １．
９人/台 １．
８人/台 ５．
０人/台
パソコン
市
町
村
配備率
０人/台
１．
２人/台 １．
４人/台 ２．
２人/台 ３．
４人/台 ４．
５人/台 ９．
平
均
導入された 府県平均 ８４．
２％ ７８．
２％ ７３．
５％ ６４．
４％ ４１．
６％ ４０．
６％
PCのLAN 市 町 村
１％
８４．
３％ ７５．
２％ ６６．
４％ ５０．
３％ ４７．
１％ ３３．
接続率
平
均

54.7％（228件／417件）
(5) 主な調査項目
情報化推進体制・推進計画策定の状況、庁内の情報化、

(3) 電子自治体への取組状況
1) LGWAN

電子自治体への取り組み状況、情報セキュリティ対策へ

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）への接続

の取り組み状況、広域的な取り組み、インターネットの

については、府県・政令指定市では100％の接続率

活用、ＣＲＭ型行政、今後の課題、国の施策への関心

である。その他市町村でも接続に向けた動きが見
られる。接続を進めるに当たっての問題点として

２．調査結果
以下に主な調査結果を示す。
(1) 情報化推進計画策定状況
情報化推進計画の策定は、全体では70％近い自
治体で策定済み、または策定予定である。昨年度
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は、
「電子化に対応した文書管理ができていない」
、
「全体的な情報が不足している」という回答が多か
った。特に資金、人材、情報の不足という回答は
人口規模の小さい町村に多い。
2) 取組むべきもの

調査に比べ人口1万人〜5万人未満自治体での策定

電子自治体の実現に向けて取組むべき事項とし

が進んでいるが、依然としてその策定率は低い水

て関心の高いものは、全体では「電子申請」、「住

準であり、人口5万人以上の自治体との格差は大きい。

民基本台帳ネットワーク」、「統合型ＧＩＳ」とな

０%

っている。これは昨年度調査とほぼ同様の傾向で
ある。また、人口規模の大きい自治体や府県・政

２０%

４０%

６０%

８０%

１００%

１２．
３

１．ほぼ全職員に対する
研修を実施している

令指定市においては「調達業務」の期待が大きい

２６．
１
２．ほぼ全職員に対する研
修は未実施であるが、
計画している

という回答が寄せられた。
3) ｉＤＣ（internet Data Center）の活用

２７．
５

ｉＤＣの利用については、全体の６割強の自治

３．特定の対象者に対する
研修を実施している

体が「内容を把握した上で判断したい」と答えて
おり、慎重な姿勢ながらも導入普及の可能性が読
み取れる。昨年度の調査に比べると、１万人未満

全体 n=211

１６．
６
４．特定の対象者に対する
研修は未実施である
が、計画している

１万人未満 n=76
１万人以上３万人未満 n=55
２７．
０

の自治体において「積極的にｉＤＣを利用したい」
との回答率が増えている。具体的に考えている活

３万人以上５万人未満 n=13
５万人以上10万人未満 n=28

５．現在未実施であり、特
に予定はない

10万人以上30万人未満 n=18
30万人以上 n=21
１．
９

用分野としては、電子申請、電子入札、電子調達、
６．その他

ホームページ運営、ＷＥＢ・メールサーバーの設

町村 n=134
市 n=66
府県・政令市 n=11

置が挙げられている。
（図１）
図２
０%

２０%

４０%

１３．
３
１．
４
１．
３
６
１万人未満 n=７６ ６．

８０%

６２．
１

全体 n=２１１

２１．
１

６７．
３

７
３万人以上５万人未満 n=１３ ７．

１７．
９

７２．
２

４．
８

４７．
６

１．
５
７．
５
１．
５
１９．
７
市 n=６６

９．
５
１９．
４

１．
５
５．
２

０３．
０
１３．
６３．

５９．
１

１．積極的にiDCを利用したい
３．iDCの内容を把握した上で判断したい
５．その他

７．
１

１１．
１ ５．
９
３８．
１

６４．
９
４５．
５

５．
５

２３．
１

５７．
１

１０万人以上３０万人未満 n=１８ １１．
１

４．
３
２．
４
２．
６
５．
３

１６．
４

６９．
２

１７．
９

４５．
５

職員に対する情報セキュリティ研修の実施状況

１００%

１６．
６

６３．
２

１．
８ ９．
１

図１

６０%

９．
１

２．可能な分野についてはiDCを利用したい
４．iDCの利用は考えていない
７．無回答

ｉＤＣ利用に対する意向

(4) 情報セキュリティ対策への取り組み
ネットワーク管理とセキュリティ対策の現状と

近隣市町村での共同利用が重要であると考えてい
ることがわかった。また人口規模が大きくなるに
つれて、府県レベルでの共同利用が必要と考える
ようになっているようである。ネットワークの共
同利用を妨げる要因としては、ネットワーク構築
のための予算確保及び各団体への負担配分につい
て課題が多いという回答であった。
(6) インターネットの活用
インターネットを活用した地域振興に関しては、
全体的に最も多かった回答は「観光関連など地域
情報の発信による集客力の向上」であったが、特
に府県・政令市で「地域のベンチャービジネスの

しては、
「ワクチンプログラムの定期更新」、「ファ

育成」、「地域の医療、介護、福祉活動等の支援」

イアウォールの設置」、「専用回線の利用」を採用

への利用に関心が高い。

しているという回答が多く、70〜90%となっている。

(7) ＣＲＭ型行政

これらは昨年度と比較して大幅な上昇であり、自

ＣＲＭ型行政に関する関心度合については、全

治体においては特にコンピュータ・ウイルスに対

体の半数が「わからない」と回答し、依然として

しての危機意識が強まっていることがわかる。ま

普及前段階であるといえる。しかし関心のある自

た、「セキュリティポリシーの策定」については

治体においては、
「個々の住民の特性に応じた行政

70％を越えており、特に府県・自治体では80％以

サービスを提供するため」
「住民の声や職員のノウ

上の自治体で既に策定済みである。
（図２）

ハウをナレッジとして共有し効率化を進めるため」

(5) 広域的な取り組み
ネットワークの共同利用については、昨年度調
査と比較し、人口規模の小さい自治体においても

「住民の声を分析し、施策立案につなげるため」と
いう回答が高い割合を占め、今後積極的に活用す
る自治体が増えていくものと予想される。
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中でも、特に人口の多い自治体ほどＣＲＭに対

３．考察

する関心は高く、府県・政令市レベルでは54.5％が

わが国においては2003年度を目途とし、行政・公共

「非常に関心がある」と回答している。本アンケー

部門の電子化を実現するのに必要な基盤を構築するこ

ト調査実施後、関西地域でも複数の自治体におい

とが謳われてきた。すなわち昨年度をもって「電子自

て「市民の声データベース」や「コールセンター」

治体」の基礎が構築されたということになる。

といったＣＲＭ実現に向けた具体的な取り組みが

国の動向を見ると、国と都道府県、市町村を結ぶ

始まっているが、それらはほとんどが人口数十万

「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）」についても、

人〜百万人超の大規模自治体が中心である。区部

今年度よりほとんどの団体が接続し、運用が始まって

等を抱え、市域全体の市民ニーズを集約・把握す

いる。また住民基本台帳ネットワーク（住基ネット）

るのが困難な大規模自治体において、ＣＲＭの仕

についても昨年８月25日より二次稼動が開始された。

組み等を導入し、市民からの問合せや提言につい

さらに行政機関のネットワーク化に伴い、政府認証基

て庁内での情報共有や住民インターフェイスの高

盤（ＧＰＫＩ）、地方自治体認証基盤（ＬＧＰＫＩ）

度化は、取り組むべき喫緊の課題であると認識さ

の整備も進められている。住基カードを活用した公的

れている。
（図３）

個人認証サービス（ＪＰＫＩ）もスタートし、ネット
ワーク上での本人確認の仕組みについても整備が進ん

０%

２０%

全体 n=２１１ １３．
３

４０%

３４．
６

１．
３
１万人未満 n=７６
１８．
４

５．
７

１０．
５

１万人以上３万人未満 n=５５ ７．
３

４６．
０

３．６

４６．
２
２８．
６

３８．
５

６１．
１

５．
６ １６．
７
３８．
１

０．
７
２６．
１

市 n=６５

２６．
１

２．
少しある

図３

６１．
２
２６．
１

５４．
５

府県・政令市 n=１１
１．
非常にある

８．
２

３．
ない

４．
わからない

セキュリティポリシ策定をはじめとするセキュリティ
対策、個人情報保護に力点を置く自治体の割合が非常

１
１．
５ ２６．
２７．
３

５．
その他

１８．
２
６．
無回答

CRM型行政に対する関心

(8) 今後の課題
早急に取り組むべき情報施策としては、全体で
は「行政職員のネットワーク技術者、情報技術者
の育成」がもっとも多く、次いで「認証業務の活

に高いことがわかる。このような中、大阪府における
地域ＩＴ拠点施設整備事業「大阪府立インターネット
データセンター（ｅおおさかｉＤＣ）」のように、自
治体を含めた公共部門も対象とした、極めて強固かつ
セキュリティレベルの高い情報通信基盤施設を整備す
る取り組みも進みつつある。
一方、アンケート結果によれば、小規模町村を含め、

用検討と共同認証局の設置運営」「広域公共情報ポ

ほとんどの自治体で「職員１人１台パソコン」が実現

ータルサイトの構築」という結果であった。また

され、またそれらＰＣの庁内ＬＡＮへの接続もほぼ完

府県・政令市を中心に、「情報化の企画力の養成」

了しているということがわかる。さらに、庁内からの

が重要であるという回答が得られた。

インターネット接続や電子メール活用についてもほぼ

(9) 国の施策への関心

全ての自治体で行っており、地方自治体庁内における

国の行政情報化施策に対する関心としては、「地
域公共ネットワークの整備」
「地域間の情報通信格
差の是正」
「共同アウトソーシングの推進」が高い
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ても、住基ネット本格運用にあたり、ウイルス対策や

９．
５

３．
７
町村 n=１３４

こういった個人情報、行政情報のネットワーク化と

も急速に高まっている。今回のアンケート調査におい

２８．
６

５２．
４

でいる。

相俟って、セキュリティ保護の重要性についての意識

４９．
１
７．
７

４２．
９

１６．
７

３０万人以上 n=２１

１００%

６８．
４

４０．
０

５万人以上１０万人未満 n=２８

８０%

０．
５
１．
３

３万人以上５万人未満 n=１３ ７．
７

１０万人以上３０万人未満 n=１８

６０%

情報基盤の構築についてもある程度の完成をみたと言
ってよいだろう。
（図４）
これら情報システムやネットワーク等、
「物理的な」

割合であった。特に「共同アウトソーシングの推

基盤構築とともに、昨今は「運用面での」行政情報化

進」は府県・政令市において関心が高い。

基盤構築についても取り組みが進められている。運用

%８０

ネットワーク活用により行政と民間企業や住民との間

７１．
２

７０

がこれまで以上に近くなることが想定される。このよ

６３．
５

６０

５３．
６

５０
４５．
５
４１．
１

４０
３０

「これまで」と「今後」で大きく変革するのではない
２８．
９

１０
０

１５．
３
１０．
１

１１．
４

３．
４

３．
３

平成１２年２〜３月
n=２３６

４．
０
２．
７

３．
３
０．
９

平成１４年６〜７月
n=２２４

１．メールアドレスは、部門・組織代表アドレスのみ発行している
２．メールアドレスは、職制単位に発行している（異動時に更新する）
３．メールアドレスは、個人単位に発行している（異動時に更新しない）
４．発行していない

図４

だろうか。
近年、行政改革の一環で多くの自治体で導入されて

２０．
４

２０

うな状況において、行政情報化の次なるフェーズは

メールアドレス発行

いる取り組みとして「行政評価」がある。行政業務の
成果（アウトプット、アウトカム）を適確に把握し、
投入されたコストとの比較を行うことで、次期の施策
立案にフィードバックしていく取り組みである。言わ
ば自治体「経営」の視点である。情報化プロジェクト
においても、投入するコストとそのプロジェクトによ

面での基盤構築として特にここで採り上げたいのが、

って生み出される成果をきちんと把握する、行政評価

行政情報化に関する「共同アウトソーシング」の考え

の取り組みを導入していくことが重要であると思われ

方である。

る。

2003年３月に総務省より発表された「公共ＩＴにお

情報化プロジェクトにおける行政評価導入には、評

けるアウトソーシングに関するガイドライン」では、

価指標の設定が最重要課題であると考えられる。自治

複数の地方自治体が連携して進める共同利用型のアウ

体の最終目標である「住民サービスの向上」を目的と

トソーシングについて、
「プロジェクトの進め方」
「契

した場合に、当該プロジェクトがどれだけ住民サービ

約方法」
「ＳＬＡ（Service Level Agreement）
」等を検

スの向上に貢献できるか、できる限り数値目標を設定

討する際の指針が示された。技術進歩等著しい情報化

し把握することが望ましい。住民ニーズを把握した上

の世界で、行政情報化の取り組みを進める際、行政職

で情報化施策の投資効果を適確に判断する、「選択と

員のみでプロジェクトを推進していくには限界があ

集中」「目利き」能力が必要とされる。住民が本当に

る。また法令に基づく業務を行う各自治体において業

欲しているサービス及びそのレベルはどのようなもの

務の標準化を行うことは、情報化投資の効率化を図る

か、いわば情報化施策におけるシビル・ミニマムにつ

上で必須事項とも言える。畢竟、複数自治体が共同で

いて検討が必要である。

民間企業への業務委託（アウトソーシング）を行う必

わが国のインターネット利用人口は約7,000万人、

要が生じるが、これまでは自治体側と民間企業側での

さらにそのうちの約2,000万人がブロードバンド利用

情報の非対称性等が原因となり、システム開発に投じ

人口であると言われる（「平成15年度情報通信白書」、

た予算に見合った効果が得られなかったり、再三の仕

総務省）。今後ますますインターネット等ネットワー

様変更等で当初の開発工数見積を大幅に上回ってしま

クを通じた行政へのアクセスは増大すると考えられ

う等の弊害が生じることがあった。上記ガイドライン

る。自治体においては、ＩＴ導入の目的をはっきりさ

では特にＳＬＡ設定に関する指摘がなされており、民

せ、効果を適確に把握した上で、社会変革のツールと

間アウトソーシングによるサービス品質の客観評価、

して積極的に行政情報化を進めていくべきであろう。

適正な運用管理、コスト把握の面で効力を発揮すると
思われる。
ネットワーク、情報機器、それにｉＤＣ等物理面で
の基盤構築とともに、共同アウトソーシングを中心と

業務経歴
石橋 裕基（調査事業部 研究員）−前掲−

する運用面での基盤構築への道筋が明示された現在、
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ブロードバンドを用いた地域振興方策に関する調査研究
（平成15年度

高鳥

日本自転車振興会補助事業）

克己（地域振興事業部

研究員）

我が国の「e-Japan戦略」では2005年度までに、3,000万世帯が高速インターネットに常時接
続し、さらに1,000万世帯が超高速インターネットに常時接続できるというブロードバンドイ
ンフラの環境整備を推進している。また一人１台時代を迎えた携帯電話は、カメラ機能の付加
等で一気にマルチメディア化し、第３世代携帯電話も普及の歩みを早めている。こうした中で、
ブロードバンド環境を生かした地域振興のあり方が真剣に問われている。
本調査研究では、高速・広帯域・常時接続といった特性を持つブロードバンド等ＩＴと、本
格化しつつある第３世代携帯電話の機能・サービスを活用した新しい時代の観光情報の提供サ
ービスとコンテンツ・データベースシステムのありようを示し、システムの基本仕様、フロー
チャート、画面イメージ等、サービスの全体像について具体的な提案を行った。

１．関西における観光振興の優位性
関西は日本の総人口の19％が居住する地域であり、

文化振興・観光振興を通じた地域全体の集客力の増大
を図ることが有効な方策のひとつだと考えられる。

域内総生産でも日本全体の19％近くを占める経済力を
持つ。総生産は国でいうとカナダとイタリアの中間に
なり、世界の第７位に相当する。言うまでもなく、首

２．ブロードバンド化の進展と「ＩＴ観光ガイ
ドシステム」

都圏に次いで日本経済を牽引する重要な役割を担う地

我が国の「e-Japan戦略」の中では、
「超高速ネット

域である。しかしながら、近年、各種の統計では関西

ワークインフラ整備及び競争政策の促進」が重点分野

の相対的な地位の低下が続いていることが指摘されて

の一つとして掲げられている。2005年度までに1000万

おり、そのための改善策が各方面で検討されているの

世帯が超高速インターネットアクセス網（光ファイバ

も周知のところである。関西地域の振興を考える時、

ー）に、3000万世帯が高速インターネットアクセス網

目を向けるべき点はいくつかあるが、その一つが地域

（ADSLおよびCATV）に低廉な料金で常時接続できる

が有する歴史文化資源の優位性であろう。その実態は、

環境を整備するという目標が打ち出されているが、総

例えば国宝の指定件数や重要文化財の指定件数からも

務省の調べによると、加入可能数では2002年6月時点

読み取ることが可能である。2002年の文化庁のデータ

で上記の目標を達成しており、実際の加入者数も2003

によれば、京都・奈良といった歴史的都市を有する関

年4月時点で、光ファイバーが35万件、ADSL加入者が

西は、全国の美術工芸品や建造物などの国宝指定件数

約748万、CATVが約214万件と、着実な伸びを示して

1,063件のうち、過半数の58.6％にあたる623件を有し

いる。

ている。また、同じく重要文化財の指定件数において

これまでのインターネット接続環境では、通信回線

も、全国総数12,298件のうちの50.5％にあたる6,214件

の容量、通信速度が十分とは言えず、インターネット

を有する。埋蔵文化財の発掘調査届出件数をみても対

ビジネスの展開のネックになっていた面が否定できな

全国比で54.6％と圧倒的に多く、関西が文化・歴史資

い。しかし、ブロードバンド化の進展により、インタ

源において圧倒的な優位性を持った地域であるという

ーネットを活用した新たなビジネスモデルの可能性が

ことができる。これら歴史文化資源の優位性を活かし、

大きく広がり、ブロードバンドのメリットを活かした
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新たなコンテンツビジネスの創出が期待されている。

ホームページは、③の行く先が決まってからの文

特に、携帯電話によるモバイルコンピューティングに

字情報の提供や④の行程設計には圧倒的な威力を

おいては、ブロードバンド化はユビキタス社会を実現

発揮するが、①の段階での、行きたい場所を決定

するための大きな技術革新として期待されており、こ

するための「よく分からないけれど魅力的なとこ

うした状況の中で、人が移動している最中の情報発信、

ろを探す」というような情報ニーズには簡単に答

情報取得を「ケイタイ」がサポートするという構造は

えられない。

もう既定の事実とされ、そのためのハードの開発、ソ
フトやサービスの充実も、急速に図られている。
以上の技術の進展を背景に、関西の強みである「観
光」をベースに、ブロードバンド環境を備えたＰＣと
携帯電話を活用した「ＩＴ観光ガイドシステム」のあ
り方を検討し、新しい情報の提供の仕組みを提案する

また、⑤の旅行先でのリアルタイムの情報提供
や⑥の旅行先での修正については、全く想定され
ていない。⑦や⑧については、全く別のサービス
として切り離されている。
特に、①の課題は、あまり知られていない観光
地にとっては死活問題である。
偶然にたどり着いたホームページの情報が自分

こととした。

にとって本当に魅力的であればそこに決定するこ

３．「観光」をテーマとした新しい情報発信の方
法論

ともあり得るが、通常、人は様々なメディアを通
して刷り込まれている著名観光地の情報を潜在的

(1) 旅のステップに沿った情報提供の必要性
一般に、どこかへ旅行しようという場合、以下
のようなステップで情報を収集・蓄積すると考え

に優先することが多く、全く知らない場所をあえ
て選ぶというような行為を取ることは少ない。
（したがって、あまり有名でない観光地に人を集

られる。

めるためには、現状ではどうしてもメディアの注

ステップ① 行先決定のための事前情報の収集

目を引くユニークな活動を行うことが必要であり、

ステップ② 行先の決定
ステップ③ 決定した行先についてのより詳細な事
前情報の収集
ステップ④ 旅行の行程の設計（ルート・訪問先・
宿泊先の決定）
ステップ⑤ 旅行に行ってからのリアルタイムの現
地情報の収集

「ここ」にしかないモノやコトを創り上げることが、
ＩＴ云々を語るより前の仕事として残されてい
る。
）
インターネットを活用した各種のサービスはい
くつかの限界を抱えている。しかし、今後、あら
ゆる情報活動にＩＴが関与することを考えると、
観光や旅行に関しても、旅のはじめから終わりま

ステップ⑥ 旅行中の行程のその場での修正と調整

でのすべてのステップを一つの窓口で提供するＩＴ

ステップ⑦ 旅行後の情報整理（旅日記、アルバム

ベースのワンストップサービスは必ず誕生すると

の作成）
ステップ⑧ 旅行後の情報発信（知人への口コミ情
報の提供、個人ホームページでの発信）

考えられる。その姿を想定し早期に対応すること
ができれば、これまでの発信とは異なったカタチ
での情報提供によりいままであまり知られていな
かった観光地も一躍脚光を浴びることが可能とな

このそれぞれのステップに対応し、的確に旅行

るかもしれない。

客を特定の観光地に誘導するためには、これまで

本研究会では、こうした観点から、今後の観光

の旅行者向けホームページのような構造ではまだ

情報提供サービスのあるべき姿を以下のように想

まだ十分ではないというのが研究会の結論である。

定した。

なぜなら、現在のパソコンで閲覧するカタチの
15

(2) 旅行前のサービス＝ＰＣベース（ステップ①〜

話からユーザサポートを行うときのベース情報と

ステップ④）

して活用されることを想定し、サーバにプールさ

旅の前は、具体的な目的地が存在しない段階か

れるものとしていきたい。

ら情報集めが始まる。その流れは、前述のステッ
プ①からステップ④までの流れになる。その流れ
をサポートするために、例えば下記のようなホー
ムページサンプルを考えてみた。

(3) 旅行中のサービス＝第三世代ケイタイベース
（ステップ⑤〜ステップ⑥）
旅行の最中は、ＰＣを通して設計した旅の行程
情報を参照しながら現地での旅行者の活動を第三
世代ケイタイを通して丁寧にサポートすることを
考える。旅行中、ケイタイに蓄積された行程情報
と現在時間、ＧＰＳによって獲得される現在位置
の情報を元に、旅行者に対して様々なリアルタイ
ムのサポートが考えられるが、その内容は、おお
よそ図２のような形になると想定される。
また、他に大きく期待されるものに、「ＱＲコー
ド」がある。これまでのバーコードを発展させた
２次元バーコードの一種で、急激に普及している。
このＱＲコードには、多くの文字情報を埋め込む
ことが可能であり、ケイタイ向けのホームページ
のＵＲＬ（アクセス先情報）を埋め込んでおけば、
ケイタイをＱＲコードにかざすだけで、特定のホ

図１

観光ホームページの例

このホームページサンプルでは、関西地域が力
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ームページに飛ぶことが可能となる。現在、第三
世代ケイタイにもそのＱＲコードを読み取とるた

を入れている「歴史街道」構想をテーマに、左の

めのアプリケーションが標準搭載されつつあり、

リンクメニューで様々なテーマから旅を切り取ろ

今後ＮＴＴドコモのケイタイの新機種には搭載さ

うというもくろみを示している。まず、写真やビ

れることが公表されている。他のキャリアでも積

デオなどの映像を通し、その「風景」を見に行き

極的に搭載していくことが想定されており、様々

たいと思った場所をリストアップしながら旅を組

な新しい用途が想定される。

み立てていくという行為をひとつのエンタテイン

たとえばＱＲコードを印刷した紙のパンフレッ

メントに仕立てる構造である。こうして、楽しみ

トや街頭の案内板、さらには店舗カードや個人の

ながら最終的に確定した旅行コースと日程や予算

名刺などを用意すれば、印刷されたＱＲコードか

に基づき、その旅のすべてを一括して予約できる

らその内容を説明したケイタイホームページや音

ような仕組みと、その旅行の詳細なスケジュール

声ガイドにも直接アクセスできる環境が実現でき

をベースに自分だけのガイドブックをＰＤＦファ

る。ケイタイの操作が不得手とされる中高年の

イルとして作り上げるまでの仕組みを旅のワンス

方々でも、慣れない文字入力に四苦八苦すること

トップサービスとしてサポートし、このサポート

なく、ケイタイをかざすだけで目的の情報にすぐ

部分に関しては有料化していくことを想定してい

に辿り着くことができる。この事実は、ケイタイ

る。

を所持し、電波の通じる場所に居さえすれば、ど

また、ここで組み立てた旅行のスケジュールに

こにいても、パンフレットや案内板を通して、そ

ついては、実際にユーザが旅行する際に、携帯電

の場でどんなに詳しい情報でも手に入れることが

図２

旅行中のケイタイによるサービス内容

可能だということを意味する。文字情報や写真情

を作成するサービスなど、様々な旅の想い出づく

報はもちろんだが、音声による解説、動画による

りをサポートすることで、旅行者を気持ちよくフ

解説も入手可能となる。また、その中に電話対応

ォローすることが可能となる。

サービスが含まれていれば、直接電話をかけて、

この場合、単に個人の想い出作りに貢献するだ

サービスを担当する生身の人間と会話することも

けでなく、その旅行者が作成された旅日記を公開

可能となろう。

するサイトを用意することで、旅に行きたいと考

(4) 旅行後のサービス＝ＰＣベース（ステップ⑦〜

えている人々の旅行先の決定に大きな影響を及ぼ

ステップ⑧）

すことが可能となる。また、こうしたトータルな

旅行から帰ってきてからの、旅の想い出の整理

旅行のサポートをすることで、一旦その地を訪れ

については、現状でもパソコンの得意とするとこ

た旅行者と直接メールでコミュニケーションを取

ろである。旅のステップで列挙した⑦と⑧に当た

ることが可能となり、メールニュースを送るなど

る部分である。しかし、現在ではこの作業は、個

の観光地サイドの努力次第で、リピーターとして

人の恣意的な努力に任せられている。

再度の訪問を促すことも可能となる。さらに、ネ

これを、トータルなサービスの一環としてとら

ット上にＥＣショップを展開する場合も、その旅

えた場合、旅行先でのケイタイやデジカメで撮影

行者がおみやげとして購入した、あるいは購入し

したデジタル映像を保管するサービスや、実際の

たいと思って買わなかった商品について再度の購

旅程をベースとしたホームページ上の旅日記の自

入を促すことも容易にできることになる。

動生成サービス、ＤＰＥサービス、特製アルバム
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４．発信コスト、コンテンツ制作コストはどこ
が負担すべきか？
研究会での検討は、ここまで記述したような新しい

を関西全域に展開するために、今後、それぞれが負担
するコストを単純明快なカタチで提示することが必要
であると考える。

概念の情報発信構造を、万人のために、また様々な地
方の観光地のために早急に実現すべきであろうという
結論に達している。しかし、ここで必ず議論となるの
が、それにはいったいどのくらいのコストがかかるの
かという問題である。
これまでの常識で考えていくと、大規模なシステム
の構築には何億円もかかり、専任のプログラマのいる
システム会社に発注しなければ手も足も出なかった。
またホームページを用意するといっても、観光客を呼
び寄せられるような質の高いホームページの制作には
大変高価な制作費を払わなければならないし、中小零
細企業がホームページを用意しようと思っても、自分
で制作するなど初めから考えられないという状況であ
った。
本研究会では、こうした新しい地域観光情報のポー
タルサービスを何らかの広域の半公的組織が構築し、
その組織が提供する様々なレベルの発信サポートサー
ビスやコンテンツ構築サービスを、地域や個人が利用
するというカタチを想定している。全体を取りまとめ
る大きなサービスはこの組織が用意して運用・管理
し、システムやポータルのサイトの骨格はこの組織が
構築する。そして、前述した観光サイトの個別地域の
コンテンツについては、その地域に関係する自治体や
観光関連団体、地域の観光関連企業、地元有志が共同
して集め、全体のサービスにはめ込んでいく。こうし
た仕組みを構築することができれば、各地域が個別に
システムの膨大な費用まで負担しなくとも、いいコン
テンツを用意するだけで、新しいカタチのＩＴによる
発信が可能となる。そして、その地域コンテンツと連
携し、そこからリンクをするカタチで、地元の中小零

業務経歴
高鳥 克己（地域振興事業部 研究員）

細企業が発信を行う。もちろん、この場合の負担コス

・美浜・三方町広域振興計画策定調査（2003）

トは極力低く抑える。できれば月々の新聞代程度で、

・朝来町資源循環活用基本計画策定調査（2003）

この新しい世界に入っていけるようにすべきであろ

・近畿地域における情報産業の労働需給に関する実態調

う。
地域の観光コンテンツを地元の官民が協力して構築
し、そこに地元の民間業者が連携していくという流れ
18

査（2002）
・大阪府の将来経済基礎指標推計調査（1997）
他
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地域における生活産業が雇用創出に与える影響に関する研究
（生活産業を中心とする雇用拡大に関する実態調査）

高市

英司（調査事業部

研究員）

バブル経済の終焉後長らく続く不況による失業者数の増加、女性の社会進出や少子
高齢化の進展、またインターネットをはじめとする情報化の急激な進展、など様々な
要因による社会構造の変化は、旧来の価値観を揺るがし、価値観の多様化を促してい
る。
本研究では、こうした多様化する社会のニーズや雇用拡大に応えるものとして期待
される「生活産業」について、過去の統計データだけではなかなか見えてこないそれ
ぞれのサービス分野の実情や展望、今後の雇用への影響などについての調査分析を行
った。

１．現状
(1) 調査の背景

足し、６月に「530万人雇用促進プログラム」がと
りまとめられたところである。また政府において

バブル崩壊以降長期にわたり低迷を続けてきた

は同年６月に閣議決定した「経済財政運営と構造

わが国経済は、緩やかながら回復の兆しを見せて

改革に関する基本方針2003」
（いわゆる「骨太の方

いると言われている。しかし依然として慢性的な

針2003」
）において、上記雇用創出プログラムの着

デフレ傾向とそれにともなう経済閉塞感は継続し

実な推進を含めた雇用強化を「７つの改革」のう

ており、将来的な回復基調については楽観できな

ちの一つとして位置付けている。

い状況である。特に地域的な景気を下支えする雇

上記のように、新しいサービス産業を基軸とし

用機会の創出は、マクロ経済の安定にとって大き

た雇用創出・拡大は、国家的なプロジェクトとし

な課題であると認識されている。

て強力かつ迅速に推進されるべきものとされてい

そのような中、平成13年（2001年）４月に政府

る。

の経済財政諮問会議「サービス部門における雇用
拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査

(2) 530万人雇用創出プログラム

会」において民間議員より提出された「緊急報告」

「530万人雇用創出プログラム」は、日本経済の

では、新しいサービス産業を中心として今後約530

再活性化を図るために、
「痛みを伴う構造改革のみ

万人の雇用創出が可能であるとの試算を著した。

ならず、将来に明るい展望を開くための前向きな

これは特に地域の個性を活かした雇用促進を目指

構造改革が不可欠」であるという認識のもと、雇

すものであり、人々の生活に密着した分野、いわ

用機会の創出・拡大に対する明確な展望を示すこ

ゆる「生活産業」におけるサービス産業の普及・

とを目的として策定されたものである。

拡大及びそれに伴う雇用創出を期待するものであ
る。

先に述べた経済情勢は、日本経済が高度に成熟
化したことによる産業構造の変化により生じたと

この課題については、平成15年（2003年）４月

ころも多い。新たに雇用を創出するためには、こ

に内閣府及び関係各省による「530万人雇用創出促

れまでの高度経済成長を支えた工業生産部門等に

進チーム」（座長：島田晴雄内閣府特命顧問）が発

おける技術・商品開発に加え、成熟化社会におけ
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る潜在需要（
「ニーズ」に転換する以前の「ウォン

(3) 新しいサービス産業分野「生活産業」

ツ」と定義）を顕在化させる技術やビジネスモデ

プログラムにおいては、「新しいサービス産業分

ル等の開拓、及びそれらを妨げる規制の改革が必

野」を以下の表１に掲げる９分類として定義して

要であると考えられている。

いる。

本プログラムにおいて雇用拡大の中核的分野と
表１

されているのが、前節でも述べた「サービス産業」
分野である。経済情勢が厳しい中、全体的な雇用
者数の減少が続く中で、サービス産業部門の雇用
者についてはこの２年間で92万人の増加が見られ

分野名

企業・団体向け

２ サービス

がわかる。
プログラムでは、今後サービス産業分野でさら
なる雇用創出を生み出し、かつ加速するために、
政府一体となって新たに雇用創出が期待される分

業務の例示

期待される雇用創出効果

家事代行サービス、食関連サービス、資
産運用サービス、娯楽サービス、旅行
個人向け・家庭
１
サービス、
ビューティケア、
スポーツ関連 １３７〜２１３万人
向けサービス
サービス、
コミュニティバス、生活支援輸
送サービス など

ている 。また図１のように、全国各地域において
第３次産業の従業者構成割合が増加していること

新しいサービス産業９分野の定義

情報関連サービス、労働者派遣サービ
ス、ロジスティクスサービス、警備業、駐 １９２〜２１０万人
車違反対応業務 など

高度職業教育関連サービス、生活教育
社 会 人 向け教 関連サービス、農林水産業における就
業・研修サービス、造船産業における就
業・研修サービス など

３ 育サービス

１３〜２０万人

住宅関連等サー 住宅関連サービス、
ビルメンテナンス・リ
２６〜３７万人
フォームサービス など

４ ビス

野をバックアップする体制を整えるとしている。

５

子育て関連サー
保育・子育て など
ビス

８〜１０万人

そのため、経済状況の変化や各種規制改革、制度

６ 高齢者ケアサー 老人福祉・介護 など

５６〜７８万人

改革等により近年生まれてきた「新しいサービス

７ サービス

産業」分野を見出し、その現状把握を行うととも
に、ハイレベルな雇用創出を実現するための課題
や具体的方策を取りまとめたところである。本プ

ビス

医療・医療情報

医療サービス、医療情報サービス など

１６〜１７万人

リーガルサービ

８ スその 他 の 専 法曹、司法書士、税理士、弁護士、行政

６〜１０万人

廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化対
策 など

１６〜２２万人

門職種サービス 書士 など

９ 環境サービス

ログラムに掲げる施策を強力に推し進めることに

出展）530万人雇用創出促進チーム「530万人雇用創出プログラム」

より、近い将来に新しいサービス分野で約500〜

こういった「新しいサービス産業分野」につい

600万人＋α規模の新規雇用を創出することができ

ては、生活者たる国民の役に立つ、便利な産業で

るとしている。

あるということができる。本調査では、企業を含
めた国民の潜在的な需要（ウォンツ）を発掘する

平成９年

産業という意味で、これらのサービス産業を「生

平成１４年

１００％

６７．
９％

６４．
１％

６０．
０％

６４．
３％

６４．
０％

６８．
１％

５５．
６％

５９．
３％

５６．
９％

６１．
４％

６６．
１％

７０．
７％

５７．
１％

６６．
８％

６０％

７１．
８％

８０％

６１．
３％

活産業」と定義することとする。

(1) 調査の目的

北海道

東北

関東
第１次産業

図１

北陸

中部

第２次産業

近畿

２６．
９％
９．
１％

中国・四国 九州・沖縄

第３次産業

地域別・産業別の従業者割合の比較と推移
（平成9年〜平成14年）

８．
０％ ２４．
１％

３１．
５％

２８．
４％
７．
４％

８．
５％

２．
２％ ２９．
７％

２．
６％ ３３．
５％

３８．
８％

３５．
８％
４．
９％

５．
７％

３７．
７％

４．
３％ ３４．
４％

５．
７％

２．
７％ ２６．
６％

３．
０％ ３０．
９％

３２．
７％

２９．
７％
９．
０％

１０．
２％

２４．
３％
８．
９％

０％

６．
２％ ２２．
１％

４０％

２０％

２．本調査の目的、方法
新しいサービス産業９分野について、それが雇
用拡大を通じた地域経済の活性化に寄与している
かどうか、あるいは今後寄与するかどうかについ
て、データや事例をもとに把握・判断する必要が
あると考えた。併せて、地域における新しいサー
ビス産業の萌芽を確認し、紹介することで、今後
の各地のまちづくり及び経済活性化の参考とする
こととした。
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本調査においては、生活産業分野を中心とした

産業が現在躍進している分野であり、また細やか

雇用拡大について、統計データ等に基づき実態把

なサービスや地域密着性を重視するため小規模な

握を行うとともに、各地域での個性を活かした成

形態のほうが企業展開しやすいということが原因

功事例や地域ごとの課題等をヒアリング等により

と考えられる。また、製造業のように機械化によ

収集し、随時政策立案に反映していくものとする。

る省力化・効率化を図れるものは少なく、経験や

特に地域の視点から、生活産業分野が雇用拡大に

きめ細かな心配りが必要とされる活動が多いため、

与える影響についてケーススタディによる検討を

中高年や女性、高齢者の積極的な雇用が見られる。

行う。また、今後必要となる生活産業分野におけ

このことは、就業率の上昇に有効に働くと考えら

る施策展開についての提言についても併せて行う

れる。さらには、分野の拡大による業種の多様化

ものである。

はより多彩な就職時の選択肢につながっている。
また、業種によって社員の割合が高いものと派

(2) 調査のステップ
本調査は以下の３ステップにより実施した。
1) 地域別の生活産業系企業動向調査

遣社員・アルバイトの割合が多いものとに大きな
差がある。医療・医療情報サービスやリーガルサ
ービスのように社員の比率が高いものには社員に

総務省「平成13年度（2001年度）事業所・企業

高度な専門性が必要なものが多く、一層の人材育

統計調査」および帝国データバンク株式会社「企

成が必要となる。また派遣社員・アルバイトの割

業概要ファイル」を用い、生活産業９分野それぞ

合が高い業種は、社員を採用するとしても経験者

れの従業者数について、過去数年間の伸び率、及

の途中入社を求める傾向が強い。このため、新人

び全体に占める割合等を地域ごとに整理し、特徴

をカリキュラムのもと育てていくという社員教育

を見出すこととした。

の考え方が弱い。これらに対応するための二極化

2) 生活産業系企業へのアンケート調査

した教育産業（専門的なもの、一般的な社会人教

全国2,500社の生活産業企業の代表者（ 1)で用い

育を行うもの）が育っていく可能性がある。

た帝国データバンク資料をもとに、５年前と今年

生活産業の増加とともに競争が激しくなり、優

度の状況（雇用人数・売上等）を比較し、規模の

秀な人材の確保に各企業が苦労している点も見逃

拡大している企業の中から生活産業分野別・都道

せず、こうした動きに対する人材育成等の行政の

府県別に偏りが出ないように選定）に対して、雇

フォロー（人材育成への補助金実施、職業能力開

用人数や事業規模の推移、成功の要因に対してア

発をどの地域でも継続して受けられるようにして

ンケート調査を実施した。
（回収率21.3%）

欲しい 等）を求める声も見受けられる。

3) 代表的な生活産業系企業に関する事例研究
アンケート結果をもとに、各地域ごとに代表的

(2) 成功の契機

な生活産業系企業を抽出（全国50社）してヒアリ

成功のきっかけは様々であるが、全体的にいえ

ング調査を実施し、具体的な成功要因・雇用状

るのは、成功している企業は「他社よりも一歩先

況・地域との関わり等について調査した。

に進んでいる」ということである。時代の機微を
うまく捉え、時流に乗った活動をしている企業に

３．全体的な考察
(1) 雇用拡大に与える効果

成功している例が多い。
「一歩先に進む」ために行
っていることは、制度の改変を見越してあらかじ

生活産業全体の特徴として、企業の規模はさほ

め活動を開始する、徹底的なマーケティングで

ど大きくないが、雇用に関してはそれぞれが順調

人々の要望の先取りを行う、海外や他の地域・違

に増加していることが挙げられる。これは、生活

う分野の活動からヒントを得る、など様々である。
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また、サービス品質の高さも他社との差別化で

着したサービス業独特の形式と言えよう。

欠かせない。競争のない、もしくはあまりない地
域・分野へ進出した際よりも、競合他社が多い状
況でより求められる内容である。そうした状況下

(4) 今後の課題
生活産業が今後も発展してくためには以下のよ

では先駆者としてのアドバンテージ（ブランドイ

うな課題が挙げられる。

メージ等）だけでは競争に勝ち残るのは難しい。

1) 多様な就業形態への社会の対応

そこで、次に考えるのが他社に無いサービス内

社員が減少し派遣社員・アルバイトが増加する

容・品質である。これは、こうした差別化戦略は

という多様化の急激な進捗に対し、
「社員」を基盤

欠かせないものであり、様々な知恵を絞った内容

とした人々の意識や価値観、社会制度がまだその

がアンケートやヒアリング結果に見られる。（サー

変化に追いついていない。これにより雇用される

ビスの高度化や複合化 等）

側にとってどのようなメリット（時間に縛られな

広報戦略も大事な要素である。認知度を高め、

い生活の実現、女性の社会進出の促進、中高年の

また人々の心を掴むためにも適切な宣伝やパブリ

雇用増大

シティー（新聞や雑誌などで記事として取り上げ

定な社会的位置 等）が現れるのかを明らかにし、

てもらう）は有効である。

社会制度の適切な変更による対応で人々の意識の

その他、「様々な人的ネットワークを十分に活用
する」ことや「行政とうまく連携する」ことも成
功に結びついた大きな要因としてあげられている。

等）・デメリット（賃金の減少、不安

変化を促していく必要があろう。
2) 技能向上を含めた社会教育の実施
生活産業の企業自体が従業員への社会教育のた
めの充分な手段や機関をもたない以上、他の企業

(3) 地域とのつながり
地元に密着している企業が多いこともあり、雇

間企業にとっては大きなビジネスチャンスとなり、

用を地元から行っている企業は多い。これには

また行政はこれからさらに高まるであろう要望に

・ 地元の人を雇っていることで企業のイメージが

応えられる充分な対策を用意する必要があろう。

よくなる
・ お客さまと接するときに地元の人だと色々と勝

3) 成功のための機会の増大
生活産業の成功のきっかけはとして「他の事例

手がわかっている

に学ぶ」ことや「人々の要望を的確に掴む」こと

・ 人件費が安くなる

があげられていることからも、こうした「成功の

等の企業に対するメリットがある。

ためのきっかけ」の情報を得ることで生活産業が

また、その企業が地域に貢献している事項とし

更に発展する可能性があるということである。つ

て、雇用以外では、

まり、地域密着型の生活産業が面的（他地域・他

・ 地域のインフラの整備（病院施設・保育施設 等）

分野）な広がりを見せることである。

・ 地元他企業と連動して売上の向上
などが挙げられる。
こうしたこととは別に、多くの生活産業には社
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か行政がその役割を果たす必要がある。これは民

具体的には、成功事例や成功のきっかけとなり
うる事例等を多数収集し、ビジネスチャンスを求
める人のために教育する機関の創設が考えられる。

会全体やその地方に対する愛着を見て取れる。よ

民間には、現在行っている事業を成功に導くため

りよい社会を作りたいという信念や、その地域へ

のコンサルタントをおこなう企業は多いが、何も

貢献し、地域全体で発展したいとの思いが様々な

存在していないところから他の人がビジネスを起

サービスに存在する。これは大都市に本社を構え

こすことを目的として指導する機関の数は少ない。

る企業ではあまり見ることが出来ない、地域と密

民間企業が単独で実施しても信用を得るのが難し

く、こうした機関を行政で運営若しくは行政が認

なお、以上の調査報告書及び「代表的な生活産業系

可することによりその活動が大きな効果をあげる

企業に関する事例研究」は、ホームページを作成し一

ことが期待される。また、これに資金面の補助や

般に公開しているのでご参照いただきたい。

開業ノウハウの指導を組み合わせることで起業家
支援組織として大きな発展の可能性がある。

４．最後に
これまで生活産業の実態を見てきたが、成功のため
には「特別なきっかけ」と「先見性」、「的確な判断」
が欠かせない。生活産業に携わる人たちの熱意は非常
に強く、またその可能性には大きな展望が開けている
ことを今回の調査で実感した。この高まりを押さえつ
けずますます大きくしていくためには、先にあげた課
題の解決と行政による適切な支援が欠かせず、その役
「特選企業50選」ホームページ

割には大いに期待したい。

http://www.think-t.gr.jp/50sen/

ただ、生活産業の中には、完全なビジネスにはなっ
ていないコミュニティビジネス（半ば社会的な活動）
が含まれており、大きな社会貢献を果たしているこれ
らの社会的効用を把握・評価するにあたって、利益や
雇用といった経営指標の面だけでとらえるのは誤った
判断につながりかねない、ということを忘れてはなら
ない。

業務経歴
高市 英司（調査事業部 研究員）
・地域における生活産業が雇用創出に与える影響に関す
る調査（2003）
・地方における男女共同参画施策の方向に関する基礎調
査（2003）
・男女共同参画都道府県・市町村計画策定内容調査
（2003）

23

地方における男女共同参画施策の方向に関する基礎調査

渡邉

智子（調査事業部

研究員）

男女共同参画に関するわが国の取り組みとして、男女共同参画社会基本法の制定（平成
11年）及び男女共同参画基本計画の策定（平成12年）がある。こうした動きから、都道府
県では条例制定や計画策定が着実に進められる一方、市町村、特に人材面で余力のない町
村においては条例制定率、計画策定率とも低い状況となっている。
こうした地方公共団体の現状を踏まえ、地方における男女共同参画の推進状況や問題点
及び特徴ある事例などを調査・分析することで、未策定自治体が地域の実情を踏まえた施
策を立案する際に参考となる男女共同参画社会実現の方向性を示した。

１．男女共同参画施策に関する国等の動き
(1) 男女共同参画社会基本法及び男女共同参画基本計画
平成11年６月に公布・施行された男女共同参画
社会基本法は、男女共同参画社会の実現のための

ならない、また市町村は国の男女共同参画基本計
画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して市町
村男女共同参画計画を定めるよう努めなければな
らないとされている。

５つの基本理念（①男女の人権の尊重、②社会に

こうした中で、国では平成13年８月「市町村男

おける制度又は慣行についての配慮、③政策等の

女共同参画計画の策定の手引−女性も男性も住民

立案及び決定への共同参画、④家庭生活における

の力を地域づくりに−」を作成し、各市町村が計

活動と他の活動の両立、⑤国際的協調）を定め、

画を策定する際の参考となる留意点等を提示した。

国、地方公共団体、国民の責務が示されている。

しかし、地方公共団体における男女共同参画に関

国は、男女共同参画社会基本法第13条により男

する計画の整備状況は、全ての都道府県では策定

女共同参画基本計画を定めなければならないとさ

しているものの、市(区)町村で計画を策定している

れている。これを受け、男女共同参画基本計画が

自治体は毎年着実に増加してはいるが、平均28.8％

平成12年12月12日に閣議決定された。男女共同参

（うち市（区）の策定率は平均81.1％、町村は平均

画基本計画では、11の重点目標を掲げ、それぞれ

14.2％）にとどまっている（平成15年８月の内閣府

について、平成22年までを見通した施策の基本的

男女共同参画局「地方における男女共同参画社会

方向と平成17年度末までに実施する具体的施策の

の形成又は女性に関する施策の推進状況」より）
。

内容を示している。
また、国と地方公共団体は、基本理念に基づい
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(2) 我が国の男女共同参画の現状

て施策を行うことにより全体として男女共同参画

平成14年７月の内閣府「男女共同参画社会に関

社会の形成を目指すものであることから、地方公

する世論調査」等によると、社会における男女の

共団体においても各地方公共団体の男女共同参画

不平等感は未だ払拭されていない反面、性別によ

社会の形成の状況等を踏まえ、計画的・総合的に

る固定的な役割分担意識は改善されつつあるとい

取り組む必要がある。このため、基本法第１４条

う結果が得られている。

では、都道府県は国の男女共同参画基本計画を勘

女性の社会進出に関する一つの指標として登用

案して都道府県男女共同参画計画を定めなければ

率が挙げられるが、都道府県が女性の登用目標の

対象としている審議会等委員の女性比率は、平均

2) 主な集計結果

26.2％、また、都道府県の本庁の課長相当職以上の

①策定の背景

管理職の女性比率は、平均4.8％となっており、緩

計画策定の背景には市・町村共に首長の姿勢が
強力な策定要因となっていることが読みとれる。

やかに増加している。
一方、市（区）町村の、法律、政令又は条例に

また、「基本法による努力義務」や「市民団体から

基づき設置されている審議会等の委員の女性比率

の意見」も4〜5割となっており、基本法が後押し

は、平均18.8％であり、うち市（区）は平均22.0％、

し機運の盛り上がりによる策定に寄与しているこ

町村は平均16.5％となっている。

とが伺われる。市と町村による相違は、市におい

地域住民と密接な関係にある市（区）町村にお

ては「市民団体からの意見」と「基本法の努力義

いては、男女共同参画社会の形成への第一歩であ

務」ともに4割強であるのに対し、町村においては

る基本計画の策定について、地域格差が生じてい

「基本法の努力義務」が5割を超えており、
「市民団
体からの意見」が3割6分とやや低い値となってい

るのが現状である。

る点である。

２．地方における男女共同参画施策の方向性に
関する基礎調査の実施

０%

１０%

２０%

３０%

４０%

５０%

６０%

①首長の意向

(1) アンケート調査の実施
こうした地方の実態について、既に男女共同参

７０%
６４．
３%
６３．
５%

１９．
７%
２０．
７%

②議会の意見

画基本計画を策定した地方公共団体を対象に計画
策定の背景や重点目標、地域特性、数値目標、住
民との関係、計画策定に際して困難であった点な

４３．
４%
３６．
２%

③市民団体からの意見

４２．
１%

④基本法の努力義務

どについて行ったアンケート調査を実施し、分析
⑤条例の制定

を行った。

５０．
２%
４．
３%
１．
８%

市

1) 調査概要

⑥その他

２０．
３%
１３．
７%

町村

アンケート対象団体は、男女共同参画に関する
図１

計画を策定している団体から、政令指定都市、東
京特別区を除き、合併による変更を加味した885団

策定の背景

②重点目標
国の11の重点目標について、各団体が計画策定

体とした。
アンケート票は、平成15年９月25日に各団体あ

時にどの目標を取り込んだかについては、ほとん

てに発送し、集計は10月31日までに返送されたも

どの目標が８割以上取り込まれているが「④農山

のを対象とした。発送団体数885団体、回答団体数

村における男女共同参画の確立」
「⑦女性に対する

760団体で、回答率は85.9％となった。

あらゆる暴力の根絶」
「⑨メディアにおける女性の

なお、回答団体の市町村別内訳は以下のとおり
である。

人権の尊重」「⑪地球社会の平等・開発・平和への
貢献」の４つの目標については、８割に達してい
ない。また、市と町村で傾向に違いが現れている

表１

アンケート回答団体の市町村別内訳
回

答

数

割

目標として「⑨メディアにおける女性の人権の尊
合

市、町村別

策定団体

市

５３３

４８１

６３．
３％

町村別

３５２

２７９

３６．
７％

合

８８５

７６０

１００．
０％

計

重」
「⑪地球社会の平等・開発・平和への貢献」が、
市では５割を超えているのに対して、町村では４
割程度と低くなっている。
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０% １０% ２０% ３０% ４０% ５０% ６０% ７０% ８０% ９０% １００%
①政策・方針決定過程への
女性の参画の拡大

９８．
３%
９４．
９%

②男女共同参画の視点に立
った社会制度・慣行の見
直し、意識の改革

９６．
３%
９６．
４%

③雇用等の分野における男
女の均等な機会と待遇の
確保

０%

１０%

２０%

３０%

４０%

５０%

６０．
５％
５８．
３％

７０%

６５．
３%

①明記している
４０．
１%

市
町村

９４．
９%
８９．
５%

④農山漁村における男女共
同参画の確立

６０%

３２．
８%

②明記していない

５７．
７%

⑤男女の職業生活と家庭・
地域生活の両立の支援

９５．
６％
９２．
４％

⑥高齢者等が安心して暮ら
せる条件の整備

図４−１

８９．
２％
８３．
７％

⑦女性に対するあらゆる暴
力の根絶

数値目標の内訳については、「審議会、委員会等

７９．
７％
７１．
０％

⑧生涯を通じた女性の健康
支援

９２．
２％
８２．
６％

⑨メディアにおける女性の
人権の尊重

数値目標

への女性登用」の割合を具体的に示している団体
が多くなっている。

５８．
８％
３７．
３％

⑩男女共同参画社会を推進
し多様な選択を可能にす
る教育・学習の充実

９４．
７％
８８．
４％
５１．
４％

⑪地球社会の「平等・開発
・平和」への貢献

市

３８．
０％

図２

町村

取り込んだ重点目標

０%

１０%

３０%

４０%

５０%

審議会、委員会等への
女性登用
女性管理職の登用

指標を設定

したかどうかについては、
「追加していない」が市

その他

７０%

８０%

３．
６％
２．
９％
９．
２％
１５．
４％
８．
２％
６．
７％

多岐にわたり設定

計画の中で、それぞれの団体の地域特性を追加

６０%

７２．
５％
６７．
３％

施策・方針決定の場へ
の女性参画

③地域特性

２０%

３．
６％
４．
８％

市

１１．
８％
１３．
５％

町村

で71.7％、町村で75.3％となっており、男女共同参
図４−２

画に関する計画では、地域特性の盛り込まれてい

数値目標の内容

⑤住民との関係

る例が少ないといえる。

地域住民との関係については、「意識調査」が市
０%

１０%

２０%

３０%

４０%

６０%

７０%

８０%

町村

１５．
４%

で81.7％、町村で87.2％となっている。なお、市と
町村を比較すると、「意識調査」は町村の方の割合

市

１７．
３%

①追加した

５０%

が高くなっているが、特にインターネット、はが
き、ＦＡＸの利用は市の方の割合が高く、住民と

７１．
７%

②追加していない

の関係に、より積極的であると考えられる。

７５．
３%

０% １０% ２０% ３０% ４０% ５０% ６０% ７０% ８０% ９０% １００%

図３

地域特性

④数値目標

８１．
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８７．
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①意識調査
②説明会

１４．
６%
８．
８%
１１．
０%
１０．
３%

計画の中で、重点目標や進捗状況を評価する指

③ヒアリング

標を明記しているかどうかについては、「明記して

④ワークショップ

いる」が市で65.3％、町村で40.1％、「明記してい

⑤インターネットによる意見募集

２．
６%

ない」が市で32.8％、町村で57.7％となっており、

⑥はがき、ＦＡＸ等による意見募集

３．
３%

市では「明記している」が６割を超えているのに

⑦特にしていない

対して、町村の方では、「明記していない」が約６

⑧その他

１０．
０%
７．
３%
１３．
８%
１９．
７%

７．
０%
５．
５%

市
２１．
７%
１８．
３%

割となっている。
図５
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地域住民との関係

町村

⑥計画策定に際して困難であった点

最も多くなっている。また、
「庁内の理解が得にく

計画の策定に際して困難であった点については、
「体制・ノウハウ」が市で72.9％、町村で78.4％と

かった」は市で約５割、町村で約４割となり、
「住
民の理解が得にくかった」は市、町村とも２割前
後の低い値となっている。

０% １０% ２０% ３０% ４０% ５０% ６０% ７０% ７０% ７０% １００%

７２．
９%
７８．
４%

①体制・ノウハウ

３９．
６%

④議会の意見が得にくかった

３．
７%
６．
９%
１０．
０%
６．
９%

⑤その他

る団体が市・町村ともに高くなっていることがわかる。

１７．
１%
２２．
９%

③住民の理解が得にくかった

しい視点での計画であるためか、計画策定に際し
「体制・ノウハウ」の点で困難であったと回答してい

５３．
５%

②庁内の理解が得にくかった

本計画は、その内容が多岐にわたる分野に跨る新

市
町村

(2) 男女共同参画に関する特徴ある取り組み
特徴ある取り組みについて５つの視点に分け、テー

図６

困難であった点

マ・特筆すべき点のみ紹介する。

１）
計画策定

テーマ

地域特性を把握した計画・条例づくり 男女共同参画基本計画策定後の施策進 一般公募委員を含めて検討
／市民参加による男女共同参画社会 行評価の取り組み
づくりへの取り組み

地方公共団体名 宮城県気仙沼市

高知県高知市

福岡県甘木市

特筆すべき点

評価は、男女共同参画推進プランに
記載されている施策について、その
実施率と達成度（達成率）の両面か
ら行っている。等

一般公募委員を含む男女共同参画推
進協議会、市役所職員から構成され
る庁内検討委員会、分科会の３者が
中心となって作業を実施した。等

条例づくりに、市民や事業者による
条例検討委員会の設置、市民公聴会
の開催等をとおして市民意見を反映
させている。等

２）
条例制定

テーマ

基本的人権の尊重を柱にした分かりやすい条例のもと 男女共同参画について事業所の積極的な取り組みを求
める
で男女共同参画社会の推進をめざす

地方公共団体名 宮城県岩出山町
特筆すべき点

福岡県福間町

町の条例として初めて前文をつけ、
基本的人権尊重の趣 まちづくりの観点から、男女共同参画条例を１つの政
旨を貫く平易な文体で身近に親しめる条例を目指し、
町 策として取り組んできた。等
民手づくりの分かりやすい条例策定に取り組んだ。等

３）
女性グループ、
団体、
大学等と連携した取り組み

テーマ

行政（県と市町村）と住民の協働による男女共同参画への取り組み

地方公共団体名 山梨県内の市町村
特筆すべき点

男女共同参画推進員の選定段階で､市町村長が県知事に対して推せんするという過程を経ることが､市町村が推進
員による働きかけを受入れやすい状況を導いた。また、山梨県立女子短期大学が企画、実施にあたった「男女共
同参画アドバイザー講座」は、受講後の活動に影響を与える機会となっている。等

４）
教育・人材育成

テーマ

子育て環境・多様な選択を可能にする教育を重視し、 「パワーアップ女性塾」の活動
町民と町とがベストパートナーとして活力あるまちづ
くりを支える男女共同参画社会づくりに取り組む

地方公共団体名 宮城県柴田町
特筆すべき点

高知県安芸市、奈半利町、田野町、安田町、馬路村、北川村、芸西村

男女共同参画社会の実現が、町の重要施策として位置 塾は２年間で卒業という制度をとっており、その後そ
づけられ、キャリアを蓄積し働きたい女性の活用、
安心 れぞれの地域で修了生が活躍することを目標としてい
して子供を生み育てる環境をつくることで、
少子化に歯 る。等
止めをかけ、活力のある町づくりを目指している。等

５）
市町村の男女共同参画計画策定支援

テーマ

大阪府内における男女協働参画への取り組み

地方公共団体名 大阪府
特筆すべき点

男女共同参画に関する条例が制定されているのは、堺市、池田市、吹田市、豊中市の４市であるが、条例をつく
る、つくらないは、市町村の姿勢を示すものであり一概に条例があるから進んでいるとは言えなく、男女共同参
画計画だけでも進んでいるところはある。
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３．総括―男女共同参画社会の実現に向けて―

推進するためには、①首長および職員の意識改革を図

今回の調査、分析を経て、基本計画の策定は、住民

るとともに、②住民の関心（意識）を高め、③都道府

参加による地域の特性を活かした計画づくりが、より

県や住民との連携を図りながら、まずは実現可能なこ

実効性あるものとなり、また、地域活性化にも繋がる

とから始めることが必要である。

ものと考え、男女共同参画社会の実現の方向性を以下

男女共同参画社会の形成の推進に向けては、国や都

に示した。
（図７）実的な対策を用意する必要がある。

道府県の指導を踏まえ、市町村においては首長や職員

わが国における男女共同参画社会の形成を総合的に

自らの意識改革が必要であり、全庁的な課題であるこ

課題
計
画
策
定
時
の
課
題
・
問
題

現状

解決策

アンケート調査より導出
特に市町村において男女
共同参画計画の策定が進
んでいない

・専門部局設置困難
・人材、マンパワー不足

ポイント：
都道府県ごとの策定率に
大きな格差がある

・情報、ノウハウ不足
（住民の）関心（意識）が低い

関係者に対する普及、
啓発活動を行っている

都道府県の役割が重要
・市町村への支援スキーム
・意識啓発、研修等フィールド

地道な啓発活動、長期スタンス
が重要

・担当者レベルの研修会を継続的に
実施
・府→市町村への支援スキームの確
立

山梨県立女子
短大の事例

・女性グループ、大学等の活動に
より、市内部の人材不足を補完

男女共同参画計画を実効性あるものとするために…
期
待
さ
れ
る
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画

数値目標の設定

→身の丈に合った無理の
ない計画づくり（地域
活性化の視点）

地域の牽引役・先導役
をサポート

住民との意見交換・
情報交換の重要性

Good Practice
事例
・推進プラン進行評価表の導入（高知市 等）
・教育、人材育成（宮城県柴田町 等）
・女性グループ、団体等活動との連携（堺市、山梨県 等）
・条例制定〜庁内（外）推進体制の充実（福岡県福間町 等）
・パートナーシップによる住民参加型の計画づくり（宮城県気仙沼市

等）

行政内部での意思決定プロセスが重要
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
に
は

総合的に計画策定を推進するには…
・首長の意識改革
・担当職員の意識改革と資質向上
・都道府県による長期的視野に立った支援策と連携強化
・住民の意識向上
・住民とのパートナーシップの構築
・ポジティブアクションの推進
・インセンティブ施策の導入
・計画推進をチェック・評価する仕組みづくり

図７
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づくり

女性グループ、団体、大学などの取り組み

都道府県による支援

大阪府の事例

市町村における組織体制、人材
育成が重要

男女共同参画社会実現の方向性

とを認識し、横断的な取り組みが求められる。
近年、各種政策立案において住民とのパートナーシ
ップ・協働が求められる中で、特にその内容が住民と
密接な関わりがあり、かつ多分野にわたる男女共同参
画計画の策定においては、今後は、住民参加のもと地
域特性を十分に理解し活かすという視点で計画策定を
行うことが重要なポイントとなる。
さらに、行政評価の観点から計画の進捗をチェッ
ク・評価するシステムの確立も今後の重要な要素と考
えられることから、身の丈に合った等身大の計画づく
りがより実効性のある計画として必要になろう。

業務経歴
渡邉 智子（調査事業部 研究員）
・八尾市女性政策作成基礎調査業務（1997）
・メディアシティＯＳＡＫＡ'98
・忠岡町老人保健福祉計画および介護保険事業計画策定
調査業務（1998〜1999）
・日高町障害者計画策定に伴う障害者実態調査集計分析
及び障害者計画策定支援データ作成業務（1999）
・構造改革による地域経済への影響および地域経済の将
来に関する調査（2002）
・地域における生活産業が雇用創出に与える影響に関す
る調査（2003）
・男女共同参画社会形成促進調査（追加調査）
（2003）
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KIISまちづくりフォーラム
「大阪市臨海部における土地流動化方策」

平塚

伸治（地域振興事業部

主席研究員）

西田

佳弘（地域振興事業部

主任研究員）

経済情勢が低迷する中で、大阪市臨海部では、開発プロジェクトや民間企業の進出が思
うように進んでいない。そのため、大阪市の臨海部では、魅力ある都市機能を導入したま
ちづくりを検討し、産業・地域の活性化を推進していくことが緊急の課題となっている。
とりわけ、開発の阻害要因の一つとして考えられる「土地流動化」についての検討が不可
欠となっている。そこで、KIISでは、まちづくりフォーラム（小林潔司京都大学大学院教
授を座長に民間企業等が参加＊１）を組織して、今後の臨海部の開発に重要な要素である
「土地流動化方策」の検討を行った。その概要について報告する。

１．はじめに
大阪市臨海部は、テクノポート大阪計画に基づき、

まっている。
そこで、本研究会では、今後の臨海部において、ま

国際交易・情報通信・先端技術開発の拠点や文化・レ

ちづくりを進めるために、魅力ある都市機能の導入の

クリエーション・居住機能を備えた地域としての役割

検討に先立って、土地の流動化方策の検討を行った。

を期待されている。しかし、経済情勢が低迷する中で、

ここでは、土地分譲価格と土地購入者が事業採算性か

大阪市臨海部における開発は思うように進んでいな

ら取得可能な土地価格との乖離を少なくするために、

い。

臨海部の地域特性を考慮して考えられる各種インセン

この原因の一つに、大阪市が考えている土地の分譲

ティブを抽出し、そのインセンティブの導入効果を定

価格と土地購入者である民間企業が考えている収益還

性的に検討した結果を報告するものである。土地流動

元型プロジェクトからみた土地購入価格との間に乖離

化方策の基本的な考え方を図１に示す。

が生じていることが挙げられる。
大阪市では、臨海部の咲洲コスモスクエア地区を都

＜土地が流動化するための提案＞

＜調査検討フロー＞

大阪港を取り巻く
環境

市再生緊急整備地域に指定し、多様で高度な機能を有

土地売却のため
の仕組み

臨海部のアセット・
マネジメント

いる。昨年度には、咲洲コスモスクエア地区立地促進

環境の変化を的確に把握しながら、国際交易機能を強

＊１
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②収益還元地価の採用

＜ＣＤＯファイナンス＞
③都市開発ファイナンシング開発
④プロジェクト保険商品
⑤信用リスク市場の拡大

＜コミュニティファイナンス＞

規制緩和

進出企業からの事業所
税相当分を地域に還元
する仕組みの検討

まちづくりの
アイディア

⑥Ｔ
Ｉ
Ｆ制度の活用
⑦ＣＢ資金の活用
⑧ＳＲ
Ｉの活用

＜新しい仕組み／制度等の提案＞

土地が流動化するた
めの新しい仕組み／
制度等の提案

臨海部における
街づくりの提案

化していくための整備を行うとともに、20〜30年後を
見据え、大阪港長期整備構想の策定に向けた検討も始

進出企業における土
地代／不動産取得税
等負担軽減策の検討

土地の証券化
（ＣＤＯ）の検討

まちづくりを推進
するための議題

一部を助成するなど、土地分譲に向けたインセンティ
ブの導入が行われている。夢洲では、今後の社会経済

①定期借地権制度の活用

宅地の細分化

する都市拠点の形成を目的として、企業誘致を進めて

助成制度を創設して、一定の条件を満たせば用地費の

定期借地権方式

図１

①定期借地権制度の活用
②収益還元地価の採用
③都市開発ファイナンシング開発
④プロジェクト保険商品
⑤信用リスク市場の拡大
⑥Ｔ
Ｉ
Ｆ制度の活用
⑦ＣＢ資金の活用
⑧ＳＲ
Ｉの活用

土地流動化方策の基本方針

研究会メンバー：大阪ガス㈱、㈱大林組、関西電力㈱、住友金属工業㈱、阪神電気鉄道㈱、松下電器産業㈱、三菱商事㈱
オブザーバー：大阪市計画調整局、大阪市港湾局、日本政策投資銀行

２．解決すべき課題

がある。土地を売却することにより固定資産税等

現在、臨海部の開発が進まない理由として土地の流

の税収が得られる。また、開発が進むことにより

動化問題が挙げられるが、これには、都市機能の構築

資産価値が増大することにおいても税収の増加が

やインフラの整備状況及び財政の健全化が複雑に関係

見込める。さらに、開発プロジェクトの実現化に

している。その要因を以下に述べる。

よる地域の活性化や新たな雇用の創出も見込め、

(1) 財政の健全化

法人税や所得税などの増収が見込める。このよう

国・地方自治体は財政難で、従来型の公共主導

に、財政を立て直す上でも土地を流動化し、都市

による都市開発が難しい現状では、民間の都市開

開発を進め、地域・産業の活性化を促すことが不

発プロジェクトを促進しなければならない。その

可欠であるが、企業会計における土地取得にかか

ためには、民間資金の導入が必須となる。現在、

る制度変更や土地造成費の償還という財政上の制

土地の多くは大阪市が所有しているため、民間が

約のある地区では、土地流動化が進んでいない。

都市開発を進めるためには、大阪市の土地を民間

このような状況を打開するためには、自治体や

デベロッパーに売却や定期借地するなどして、流

民間事業者、市民など都市再生に携わる主体が開

動化させる必要がある。しかし、問題は、大阪市

発に参加するためのインセンティブを考慮した総

の会計が土地流動化問題とリンクしていることに

合的な政策が必要である。規制緩和や減税措置、

ある。臨海部は、土地を売却することにより償還

土地の売却手法や価格の柔軟化など、様々なイン

する起債によって造成されたものである。償還の

センティブを盛り込むことによって、土地の流動化

義務がなく借換えができるならば、金利分のみ払

を進め、都市再生を軌道に乗せることが重要である。

っていけばよいので、定期借地による土地流動化
も検討できるが、造成費を償還しなければならな
いため、償還期までに土地を売却しなければならず、
償還会計が土地の流動化の制約条件となっている。
(2) 都市機能の充実

３．土地流動化を促進するためのインセンティ
ブの基本的な考え方
２．の課題より、現状では民間デベロッパーのプロジ
ェクトリスクが大きいことから、リスクを最小限にする

もう一つの要因としては、都市機能の整備状況

ために、各種インセンティブを導入し、リスクマネジメ

が挙げられる。咲洲には運河が通っているが、こ

ントを行う必要がある。ここでは、臨海部における土地

のアメニティ要素が活かされていない。また、ス

流動化の効果的なインセンティブの導入を検討する。

ーパー等の生活支援機能などの都市機能が十分に

(1) 土地流動化における保有リスク／購入リスクと

整備されていない状況にあり、民間デベロッパーに

インセンティブの関係

とって臨海部でプロジェクトを行うことは大きなリ

土地流動化における行政と土地購入者のリスク

スクとして懸念される。今後の開発においても、テ

とインセンティブの関係を示したものが図２である。

ナントや居住者の集積状況が大きなマーケットリス

行政にとって土地を保有することは、調達元金利

クとなる。このように、現状での都市機能が十分で

を償還する上でリスクとなる。逆に土地購入者にと

ないだけでなく、今後の動向も不透明であることも

っては、開発建物の完売リスクとなる。両者にはリ

土地の流動化を妨げている。逆に、土地が流動化し、

スク回避志向が働くため、土地流動化を促進するた

開発が進みはじめれば、土地の付加価値も増加し、

めには、リスクを最小化した上で、両者でリスクを

デベロッパーにとってのリスクも減少するため、一

配分するか、第三者へリスクを移転する必要がある。

気に土地の売却が進む可能性も十分にあるだろう。

(2) 従来提案によるインセンティブと今回提案する

(3) 土地の流動化
最後に、都市開発の進展は財政とも深い関わり

インセンティブ
今まで、臨海部の活性化を行う上で、事業イン
31

表２

プロジェクト開発パートナーシップ

行政

土地購入者

売却リスク＝保有リスク

購入リスク

保有コストの増大

開発建物の完売リスク

（調達元利金）

（プロジェクトのデフォルトリスク）

今回提案によるインセンティブ付与のための方策
分類

事業主体／手法
土地代
インフラ整備資金
上物開発資金

リスク回避志向

インセンティブの導入
①土地保有コストの削減
②行政財政の悪化停止
③固定資産税／都市計画税／
事業所税等の増加による市
の財政健全化

図２

①完売リスクの軽減／ヘッジ
②適正な利潤の確保
③地域社会への貢献
（CSR）

インセンティブ
・ＳＰＣ
・公民連携パートナーシップ
・ＤＣＦによる収益還元価格
・地価の不顕在化
・定期借地権／暫定利用
・ＣＢ
・ＴＩＦ
・民間資金
・コミュニティファイナンス
・政策資金

また、公民によるコンソーシアムを形成してプロ
ジェクトを遂行し、公民のリスク分担を行う。
2) 土地代
既存の土地購入者と今後の土地購入予定者との

土地流動化における保有リスク／
購入リスクとインセンティブの関係

間で摩擦が生じないようにするためには、購入時
における土地価格を直接表に出さない土地の不顕

センティブの検討項目として、大阪市都市再生本部

在化手法が有効である。つまり、土地と建物を一

では「大阪市都市再生プログラム」を提示している。

体として評価し、土地単独の価格を顕在化させな

それを検討項目別に示したのが、表１である。

いようにすることが望ましい。さらに、企業会計
制度の変化もあり、短期間で土地を売却するのは

表１

従来提案によるインセンティブ付与のための方策
分類

インセンティブ

産学連携を可能と
する研究開発拠点
の形成

①土地の提供手法や土地代金設定の弾力化
②土地代金支払手法の弾力化
③補助・融資制度等の検討
④OTS線等鉄道利用料金の見直しの検討

魅力ある市街地
の形成
臨海部の特性を活
かした親水・賑わい
空間の創出

①住居機能等，
生活利便機能の導入
②土地代金設定の柔軟化
③補助，
融資制度の検討
①コスモスクウェアまちづくり要綱の規制緩和
②事業用定期借地を利用した早期賑わいの形成
③ふれあい港館への民間活力の導入
④運河沿いの賑わい空間の形成

(3) 今回提案するインセンティブの活用
今回は、従来提案されているインセンティブだ

格も上昇するため、一度に安い価格で売却するよ
り、開発案件によっては定期借地権や暫定利用を
組み合わせ、土地の値上がりを待って土地売却を
進めることが有効である。民間デベロッパーが短
期プロジェクトを行う場合、土地を保有することが
望ましくない事業もあるため、定期借地権による事
業化が有効である。借地や暫定利用の期間は、特別
会計の償還等を考えた上で決定することが望ましい。
3) インフラ整備資金

けでなく、今後の開発手法や資金調達方法などか

インフラ整備資金として、CB（Community Bond）

ら、より一層土地流動化が促進されると考えられ

は、地域事業に資金を提供するための地方債で、

る新たに導入すべきインセンティブについて、事

市民投資家の購入意欲を高めるために、CBに関わ

業主体／手法、土地代、インフラ整備資金、上物

る税金を減免する等の税制上のインセンティブを

開発資金の分類ごとに示したものが表２である。

盛り込むことも有効である。さらに、TIF（Tax

1) 事業主体／手法

Increment Financing）を利用することにより、開

事業主体としてSPC（Special Purpose Company：

発の進展によって資産価値が高まった分に対する

特別目的会社）を設立する。従来は、公共主導型

税収を特定税源として地区のインフラ整備や民間

の第３セクターが事業主体となっていたが、でき

事業者への補助金として使うことができる。

るだけ、民間主導のSPCを設立することが望まし

4) 上物開発資金

いと考えられる。SPCではプロジェクトから得ら
れるキャッシュフローを担保に資金調達を行う。
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困難である。また、都市開発の進展に従い土地価

最近では、開発型の証券化商品が出始めており、
資金調達のツールとして期待されている。証券化の

ポイントは、不動産市場と金融市場をつなぎ、金融

ト・ファイナンスを活用すると、開発に伴う自己

市場から資金を引き込むことにある。近年登場した

資本比率を圧縮することもできる。

CDO(Collateralized Debt Obligation：資産担保証券)

(2) 諸経費

を活用することで、より分散度が高く、低利の資金

優良建築物等整備事業による補助は、要件を満

調達が可能な証券化商品を組成することが可能である。

たせば、調査設計管理費・土地整備費・共同施設

また、近年、CSR（Corporate Social Responsibility：

整備費の３分の２以内が補助対象となる。さらに、

企業の社会的責任）という考え方が定着し、社会

政策資金、CBを導入できれば、低金利で資金調達

的責任に配慮する企業へ投資を優先するSRI

ができるため、事業収支が向上する。

（Social Responsibility Investment）が登場した。エコ
ファンドを中心に1,000億円以上の規模があり、都市

(3) 建設関連
大阪市の都市再生重点産業立地促進助成制度に

再生事業が社会的責任であるという認識が広まれば、

よると、要件を満たせば建設費等にかかる経費の

都市再生事業の資金として引き込むことができる。

一部（５％）を上限３億円まで助成される。優良

さらに、日本政策投資銀行による都市再生ファ

建築物等整備事業の補助制度との併用ができれば、

ンドや都市開発関連融資等の資金を調達すること

事業収支がかなり改善される。

も有効と考えられる。

(4) 用地関係
土地代金支払手法の弾力化・事業用定期借地は、

４．インセンティブ導入可能性とその影響分析

大阪市の債務償還との兼ね合いもあるが、事業収支改

次に３．で挙げたインセンティブが、事業収支上ど

善には効果がある。また、地価の不顕在化手法は、土

のような項目に影響を与えるかを分析する。表３は、

地取得価格の弾力化を実現する上では重要な手法とな

費用項目に対してインセンティブの導入がどの項目に

る。土地に関わる補助・融資制度として、大阪市の咲

影響を与えるかを示したものである。表３の列は、実

洲コスモスクエア地区立地促進助成制度によると、要

行可能性の高いものを「1st」とし、検討が必要なも

件を満たせば、用地の一部（30％）を上限10億円まで

のは下位とした。

助成される。これも、優良建築物等整備事業や都市再
生重点産業立地促進助成制度との併用が可能である。

表３

土地流動化に向けてのインセンティブと事業モデル

項目

項目

１
ｓ
ｔ

２
ｎ
ｄ

３
ｒ
ｄ

備考

(5) その他
OTS（Osaka Port Transport System）線の料金引

利益率 目標利益率
信用リスク
率

公民パートナーシップ
•政策資金
•証券化／CDO

•新SPC法によるTMK
•CB

•政策資金
•証券化／CDO

•新SPC法によるTMK
•CB

•優良建築補助制度 •政策資金
•証券化／CDO

•新SPC法によるTMK
•CB

諸経費 金利
諸経費

き下げは、当該地域での交通の利便性を高め、地
域・産業を活性化させ、プロジェクト価値を高め
るため、間接的に事業収支を改善することができる。

•優良建築補助制度
•補助・融資制度

建設関係 金利

建設費

用地関係 金利

用地取得費

・その他

•ギャップファンド
•土地代金支払手法 •政策資金
の弾力化
•証券化／CDO

•新SPC法によるTMK
•民間資金
（ＣＤＯ）
•CB

•事業用定期借地 •地価の不顕在化

•定期借地権を利用
した開発型証券化
•暫定利用

•早期賑わい
•ＳＰＣ
•公民パートナー
シップ

•ＯＴＳ料金引き下げ •ただし、財源
•Ｔ
Ｉ
Ｆ
確保の対策提
案含む

TIF制度の導入も、OTS線料金引き下げの財源確
保に用いることで、間接的に事業収支に寄与する。

５．臨海部全体の土地流動化に向けてのシナリ
オプラン検討の方向性
臨海部全体に対して、一気に土地流動化を進めるこ

(1) 利益率

とは困難である。そこで、持続可能な土地流動化を進

公民パートナーシップにより、リスクを両者で

めていくために、流動化時期や流動化手法を組み合わ

分担でき、開発リスクを資本市場に分散できる点

せたゾーンに区分していくとともに、インセンティブ

でも利益率を引き下げる効果がある。プロジェク

の導入による効果と調達資金コストとの関係を踏まえ
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たシナリオプランについて検討を行った。

ィブを大きく３つに分けたシナリオプランを作成した。

(1) 収益還元価格から見た臨海部におけるゾーニングの分類
持続可能な土地流動化を進めるためには、時間
軸に沿って、流動化の手法と組み合わせた土地流
動化方策を検討する必要がある。表４は、各流動
化時期における土地流動化方式のシナリオプラン
を概念化したものである。臨海部の土地流動化の

１）大阪市都市再生プログラムで提示されているイ
ンセンティブ
２）１）のインセンティブに今回提案するインセン
ティブを加えたもの
３）２）のインセンティブにOTS線等鉄道料金見直
しを加えたもの

シナリオを作成する上で、どのタイミングでどの

図３より、インセンティブを可能な限り導入す

区画をどのような方式で流動化していくのかをゾ

ることにより、土地流動化が進み、負債の償還に

ーニングする必要がある。

寄与することとなる。このことから、最も負債の

(2) 持続可能な土地流動化シナリオプランについて

償還を実現する可能性の高いシナリオプランを選

策定したシナリオプランが、大阪市財政にとって

択する必要がある。

持続可能であるかをチェックする必要がある。図３
は、流動化土地面積と調達資金コストとの関係を導

６．今後の課題
今後は、土地流動化の詳細なシナリオプランを策定

表４

臨海部のゾーニングのイメージ

するとともに、各インセンティブ項目の影響を定量化

流動化時期
流動化手法

Ⅰ期

Ⅱ期

し、検証していく必要がある。さらに、臨海部の魅力

記事

Ⅲ期

（２００６年〜２０１０年）（２０１１年〜２０１５年）（２０１６年〜２０２５年）

Ｉ

・新ＳＰＣ法に基づくＴＭＫ
（特定目的会社）
・借地型の開発型証券化
・その他インセンティブ

Ｆ

Ｊ

・一般入札

Ｇ

Ｋ

・
ｔ＝３０年
（仮定）

Ｌ

・
ｔ＝１
５年
（仮定）

特定売却
（仮称）

Ａ

公開入札

Ｂ

定期借地

Ｃ

暫定利用

Ｄ

Ｈ

Ｅ

を高めるために、物流系（動脈物流・静脈物流）や環
境リサイクル系の都市機能等の導入を検討して、環境
共生・資源循環型のまちづくりを提案し、その事業採
算性等の検討に加え、行政と民間デベロッパーとの乖
離を最小限にするための各種インセンティブの導入によ

入するインセンティブによる効果に伴う債務償還を

る効果についての定量的な検討を行い、臨海部における

イメージ化したものである。下半分は債務残高を表

土地流動化方策の検討を進めていきたいと考えている。

しており、上半分は、流動化する土地面積を表して
いる。持続可能な流動化を進めることは、全ての期

７．謝辞

において、土地流動化による収入が負債償還の制約

本検討を進めるに当たり、小林潔司京都大学大学院教授

を満たすことである。そこで、導入するインセンテ

を始め、坂東弘様、小林研究室の大西正光様、岡本陽介様
に多大な協力を頂きました。ここに深く感謝いたします。

（Ⅰ期）

（Ⅱ期）

（Ⅲ期）

流
動
化
土
地
面
積
︵
ｈ
ａ
︶

従来インセンティブ
（ＯＴＳ線等鉄道料見直し
を除く）
＋今回提案／深度化よるインセンティブ
＋ＯＴＳ線等
鉄道料金見直し
従来インセンティブ
（ＯＴＳ線等鉄道料見直し
を除く）
＋今回提案／深度化よるインセンティブ活用
従来インセンティブ活用（ＯＴＳ線等鉄道料
見直しを除く）

２００６年

２０１０年

２０２０年

従来の
元金部分

調
達
資
金
コ
ス
ト
︵
元
金
＋
金
利
︶

２０２５年

平塚 伸治（地域振興事業部 主席研究員）−後掲−
西田 佳弘（地域振興事業部 主任研究員）
・広域防災ネットワークシステムに関する調査研究
（1997〜1998）
・高次都市機能形成に求められる情報化に関する調査研

金利部分

究（1999〜2000）
・次世代ICカード活用型社会システムの調査研究（2001）
・木之本町情報基盤整備策定調査（2002）

図３
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２０１５年

業務経歴

流動化シナリオプランのイメージ

・関西地域におけるツーリズム振興のための情報ネット
ワークシステム構築に関する調査研究（2002）

資 源 循 環 型 社 会 シ ス テ ム の 研 究

広瀬

浩二（地域振興事業部

主席研究員）

温暖化ガスの排出量を削減し、環境低負荷で循環を基調とした地域社会の実現は緊急の
課題となってきた。本研究は、和泉市地域をケーススタディの対象にして、資源循環型産
業団地の形成の可能性について検討したものである。

１．背景と目的

型地域社会の形成について検討することを目的として
啓 大阪府立大学名誉教授のもと

いる。和泉市周辺地域をケーススタディの対象にした

に、民間企業７社の参画と和泉市、大阪府等の協力を

のは、テクノステージ和泉に和泉エコプラザが整備さ

得て資源循環型社会システム研究会を設置し、当財団

れるなど、当団地の資源循環型産業団地としての可能

が事務局として実施した調査である。

性が高まったこと、和泉市サイドでISO1400の取得等、

本調査は、宮南

COP３における温暖化ガス排出量の削減、環境低
負荷型社会、資源循環型社会の実現は、わが国はもと

環境共生型のまちづくりが行なわれていることによ
る。

より世界にとって不可避の課題になってきた。しかも
こうした課題の解決は、具体的には特定の地域または、
個人によって進めざるを得ないことも次第に明確にな
りつつある。

２．エコタウンの整備構想
テクノステージ和泉ではハイテク産業、ものづくり
産業、情報産業の導入が促進されつつあるが、こうし

本和泉市周辺地域においても、温暖化ガスの排出量

た産業からも日々、産業廃棄物が排出されており、本

を削減し、環境低負荷で、循環を基調とした地域社会

産業団地が資源循環型産業団地、あるいはゼロエミッ

の実現は緊急の課題となってきた。解決のためには、

ション団地として、地域社会との共生を図るためには、

地域社会全体で環境汚染物質の削減及びリサイクルの

これらの産業から排出される産業廃棄物のリサイクル

目標値の設定、省資源・省エネルギー型の行動やライ

が不可欠である。ここで、マテリアル・リサイクルセ

フスタイルへの転換など、市民と企業、行政等が一体

ンター、サーマル・リサイクルセンターが大きな役割

となった取り組みが必要である。

を果たすと考える。この２つのセンターは今後、産業

従来は、地球環境の有限性や自分達が排出した廃棄

団地内だけでなく、周辺地域の産業廃棄物をリサイク

物の行く末について、ほとんど意識しなくても良かっ

ルしていくことから、和泉市地域における循環型地域

たが、今後は、有限の地球、あるいは排出ごみへの自

社会づくりの中核施設として位置づけていくのが望ま

己責任などの課題について、意識しておく必要がある。

しい。

特に近年、たとえば東京のごみを東京圏の外の地方で

本施設の利用によって、和泉市は産業廃棄物につい

引き受ける等の大規模なごみ処理場の建設は困難にな

ては自己完結型の循環型地域社会の形成が可能にな

ってきており、どちらかと言えば、地域で排出された

る。加えて、この施設の近くに、電力供給施設、余熱

ゴミは当該地域で処理するという考え方が主流となり

利用施設、環境学習施設、環境ビジネスの立地を誘導

つつある。

し、当該地域をエコエリアとして整備していくのが望

本調査では和泉市周辺地域を１つのケーススタディ

ましい。

として取り上げ、地域社会における先進的な資源循環
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(1) マテリアル・リサイクルセンター
平成15年３月に竣工した和泉エコプラザは、和
泉市を中心に産業部門から排出される産業廃棄物

ル・金属水酸化物・硫黄等の回収物はすべて再資
源化原料としての利用が可能となる。資源循環を
考える意味でも理想的な施設である。

を収集し、プラスチック、木材、紙類、金属、建

国内では、千葉県の臨海部や青森県の自治体で

設資材等に分別処理し、必要なリサイクル処理を

導入され、環境先進国ドイツのカールスルーエで

した上で、再び産業系や生活系に、再生資源とし

の実績もあることから、サーマル・リサイクル処

て戻す処理を行っている。

理の施設としては、本方式の導入が考えられる。

和泉エコプラザの利用により資源の回収率の向
上が見込まれるが、そのためには、

(3) 電力供給施設
サーモセレクト方式の場合、熱分解後の生成ガ

①現場で分別するなど、分別収集システムの整備

スを用いて、タービン発電機による電力供給がで

②光学選別機、振動風力設備など、分別工程の機

きる。そのため、プラントの所内利用をはじめ、

械化
③熟練工による手選別体制の強化
など分別収集システムの整備が必要である。
また、このようにして、分別収集された再生資

産業団地内での活用を促進する必要がある。
(4) 余熱利用施設
電気とともに、熱水や蒸気の形態で熱が供給さ
れるので、産業団地内の冷暖房や熱供給、ビニー

源はさらに高度な選別技術と加工技術により、新

ルハウスでの薬草、観葉植物の栽培、水耕栽培、

素材・新原料、新製品へと加工され、再び産業界

下水処理施設のメタン発酵の熱源としての活用な

や消費市場に循環していくが、そのためには、売

どについて検討する必要がある。

れるような再生品の開発を進めるとともに、ハイ

(5) 環境学習施設

テク環境産業の誘致を進め、和泉市地域の資源循
環の環の拡大も必要である。

マテリアル・リサイクルセンター及びサーマ
ル・リサイクルセンターのプラント内に、見学路

なお、再生資源としてマテリアル・リサイクル

や案内施設を設置するほか、これらの施設の模型

ができないものについてはエネルギー資源として

施設、あるいは太陽光発電や風力発電、省エネハ

活用するため、隣接してできるサーマル・リサイ

ウスの実験施設を設け、総合的な環境学習の場と

クルセンターへの転送が必要になる。

する必要がある。

(2) サーマル・リサイクルセンター

(6) 環境ビジネスの誘致

マテリアル・リサイクルセンターで資源回収で

テクノステージ和泉が資源循環型産業団地とし

きない産業廃棄物については、エネルギー資源と

て整備していくためには、産業団地内の廃棄物の

しての活用が期待される。サーマル・リサイクル

リサイクルやコンポスト化、下水の浄化と再利用、

センターでは、ダイオキシン規制など、環境規制

団地内の緑化・環境創造ビジネス、再生エネルギ

基準をクリアーする必要があり、したがって、廃

ーの創造、環境・新エネルギー関係の研究・研修

棄物の処理方式は従来の焼却方式より、熱分解ガ

施設の誘致が必要である。

ス化溶融方式がベターと考える。また、この方式
にはガス化燃焼方式とガス改質方式があるが、後
者のガス化改質方式のうちサーモセレクト方式に

テクノステージ和泉の一角にエコタウンの整備を提

ついては、ダイオキシンの発生量が厚生省新基準

案したが、これを実現するためには、テクノステージ

の１／100以下で発生量が少なく、また燃焼プロセ

和泉を資源循環型産業団地として整備する必要があ

スがないため燃え殻や飛灰の発生もない。

る。そのためには下記のような資源循環型産業団地と

そのうえ、本施設で回収されるスラグ・メタ
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３．今後の課題

しての条件の整備が急がれる。

(1) 環境意識の向上

酸化物（４kg／ｔ・ごみ）、メタル（１〜６kg／

エコプラザやサーマル・リサイクル施設は、資

ｔ・ごみ）
、スラグ（約60kg／ｔ・ごみ）がガス化

源循環型産業団地形成の中核施設と考えられるが、

改質の副産物として排出される。これらの副産物

これらの施設には団地内だけでなく、周辺地域か

を廃棄物として埋め立て処分するのでなく、再び

らの産業廃棄物の搬入が必要であり、産業廃棄物

資源としてマテリアル・リサイクルするためには、

の中間処理だけでなく、円滑で安全な産業廃棄物

これらの副産物を活用するマーケットを育成・整

の収集システムの構築も含め、資源循環施設の円

備しなくてはならない。もし、ただちにこれらを

滑で安全な操業が望まれる。

利用するマーケットがないのであれば、さらに技

ゴミは混ざっておれば、ゴミだが、分別すれば
再生原料になる。最近では、容器包装リサイクル

術開発を進め、完全リサイクルが可能なマテリア
ル・リサイクル製品の開発が必要になる。

法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品

また、マテリアル・リサイクルの拡充だけでな

リサイクル法などによる、廃棄物発生場所での分

く、サーマル・リサイクルの拡充についても更な

別収集体制が強化されてきており、中間処理施設

る検討が必要である。たとえば、テクノステージ

に集まるゴミは、まさに再生原料と考えることが

和泉内にボイラーを設置して、熱利用している工

できる。和泉エコプラザに集まったゴミは、その

場がある。サーマル・リサイクルの段階で、電気

８割がマテリアルにリサイクルされ、残りの２割

とともに、熱が生産されるが、これを所内利用に

がサーマル・リサイクルされる計画になっている。

とどまらず、他の企業や周辺の地域で活用できる

このように、今日ではゴミの中間処理施設はゴミ

ように、循環の環を広げていく必要がある。さら

の集積場というよりも、再生原料の集積場に変わ

に、自己完結型の循環型地域社会の形成を推進し

ってきており、しかもゴミの資源への転換工場と

ていくためには、テクノステージ和泉内だけでな

して、ゴミゼロ型都市構築に不可欠のインフラと

く、広域の関係機関と連携して、リサイクル、省

なってきている。地域社会で発生したゴミは自分

エネルギー、新エネルギーの開発、環境への負荷

達の責任において処理するのが原則になりつつあ

等の環境情報を広く市民に提供し、市民を活動の

る今日、ゴミを資源として再認識するとともに、

主体にした情報ネットワークの整備が不可欠であ

ゴミの資源への転換において、市民、事業者、行

る。

政の明確な役割分担と強力なパートナーシップが

(3) 規制緩和の検討

求められる。
和泉市の環境基本計画にもあるように、本テク

現在、テクノステージ和泉への電気供給業の立
地は制限されているが、コージェネレーション、

ノステージ和泉においても、望ましい環境像：

燃料電池、太陽光、風力、廃棄物発電などの新エ

『みんなの環でひろげる「すくすく環境、わくわく

ネルギーによる発電は従来の火力、原子力発電と

いずみ」』を目指して、資源循環型社会システム、

は異なった立地条件を有しており、敷地規模もそ

ひいては環境共生都市の構築を推進する必要があ

れほど大きくない。今後，こうした新エネルギー

る。

による電気供給業の立地については規制の緩和を

(2) 資源循環型社会システムの拡充

検討する必要がある。

マテリアル・リサイクルについては、サーマ

(4) 利用水の供給体制の整備

ル・リサイクルより前の段階で、リサイクルの可

テクノステージ和泉が今後、資源循環型の産業

能性をさらに追求する必要がある。また、サーマ

団地として、産業の誘致を進めていくためには産

ル・リサイクル後の段階では、k.kサーモセレクト

業だけでなく、リサイクルや新エネルギー産業な

方式の場合、混合塩（約10kg／ｔ・ごみ）
、金属水

どの環境産業を受け入れていく必要がある。こう
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した環境産業にとどまらず、食品、ファインケミ
カルなどの産業ではかなりの利用水が必要と考え
られるので、雨水利用などを含む利用水の供給体
制の整備が望まれる。
(5) ITによる資源循環型産業団地の形成
テクノステージ和泉における資源循環型産業団
地形成のためには、団地内企業が協同廃棄物の減
量、リユース、リサイクルに積極的に取り組む必
要がある。この場合、ITの活用による情報の共有
が不可欠である。したがって、ITを活用して、省
資源・省エネルギーなどの減量、リユース、リサ
イクル、コンポスト（推肥）化を推進する必要が
ある。また、各企業においては環境会計、ISO等に
関する情報・技術の交換や共有を図る必要がある。
さらに、広く各地の企業に呼びかけて、環境財の
マーケットを協同で開設するなど、ITによる資源
循環型社会の形成を促進する必要がある。

業務経歴
広瀬 浩二（地域振興事業部 主席研究員）
・地域整備研究会（1992〜2003）
・「鉱石の道」産業遺産活用調査（2003）
・家島町石材採掘業振興指導事業（2002）
・資源循環型社会システム研究会（2000〜2003）
・企業誘致促進研究業務（2000〜2002）
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「価値観コミュニティ」−都市再生の原動力を探る−
−『ＩＴ革命時代におけるコミュニティソリューション研究会2003報告書』より−

平塚

伸治（地域振興事業部

主席研究員）

岡野

隆行（地域振興事業部

研究員）

21世紀の成熟社会では20世紀の工業社会のように価値観は画一的に与えられるものでは
ない。この社会はむしろ、個人が求めるライフスタイルに合った自己実現が可能な価値観
を選び取っていく社会となろう。
こうした価値観重視社会では、多種多様な価値観からある特定の価値観を共有して構成
される社会＝「価値観コミュニティ」がキーワードになるとの仮説を立て、それと都市と
の関係を解明することにより、「価値観コミュニティ」が都市再生に果たす役割を「ＩＴ
（注１）
革命時代におけるコミュニティソリューション研究会」
で検討した。

１．いまなぜ、
「価値観コミュニティ」か？

具体例をあげれば、コンピュータメーカーのデルが

企業経営戦略の中で重要視されている分野の１つ

お客様の好みに応じてパソコンを販売している。フラ

は、マーケティングである。それは企業と顧客との関

ンスの自動車メーカーであるボルボやイタリアのバイ

係変化を捉えて、どのようにしていちはやくそれを企

クメーカー・ドゥカティなどがお客様の求める仕様を

業の商品開発に反映させるかが優勝劣敗を決めるから

受注し、生産している。旅行会社である近畿日本ツー

である。そこで注目され開発されてきた手法として、

リストも旅行者の意見を企画に反映した旅行プラン

One to one marketing、 Customer satisfaction、

「クラブツーリズム」を展開している。

Customer relationship management などがある。企

こうしたパラダイムシフトは、生活者の視点に立っ

業の商品開発をはじめとする経営戦略手法は、たとえ

てみると、より充実した自己実現をはたすことによっ

ば近畿日本ツーリストの『「クラブ1000構想」につい

て生活の質を追及するライフスタイル志向の現れである。

て』によれば、「商品競争からサービス競争へ、業界

生活者の志向の変化は企業の商品開発手法の革新か

本位からお客様本位へ、サービス提供の単方向性から

らもわかるように、20世紀の画一的な大量生産・大量

双方向性へ、市場シェアから顧客（個客）シェアへ」

消費の工業化社会から21世紀の「生活の質」や「価値

（注２）

と大きく変化してきていることを指摘している。

観」を重視する成熟社会への移行（転換期）の中で、

これらにはいずれも、お客様（顧客、個客）の意見を

新しい社会にふさわしい質を表す指標を構築すること

いかに商品開発に反映していくかがその背景にある。

が求められているのである。なにか不足しているもの

なぜなら、お客様（顧客、個客）のニーズを的確に反

があるときに、それを充足させるための量的な指標を

映していない製品やサービスは売れないからである。

つくることは、すでに20世紀社会でやってきたように、

（注１）研究会の参加メンバー構成はつぎのとおり。
座
長 村橋 正武 立命館大学教授
研究協力者 弘本 由香里 大阪ガス ＣＥＬ客員研究員
参 加 企 業 大阪ガス、大阪ターミナルビル、関西電力、サントリー、ジェイアール西日本コンサルタンツ、積水ハウス、
阪神電気鉄道
（注２）『「クラブ１０００構想」について』３０頁、近畿日本ツーリスト（株）クラブツーリズム､２００３年５月
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そうむずかしいことではない。ところが、なにもかも

社会にふさわしい新たな質的な指標である「価値観コ

充足している潤沢な社会では､質を表す指標をつくる

ミュニティ」に着目して、13の価値財（都市生活文化

ことはそう簡単にはいかない。すなわち、成熟社会に

の解明のための諸研究テーマ、長屋などの再生・保存

おいて追求されるであろう「生活の質」や「価値観」

（２件）
、日本（和）文化の体験、ＮＰＯによるまちな

は個々人で異なり、しかもきわめて多種多彩で多様な

か放送局、老舗料亭、ホテル、本屋（書店）、旅（２

ものになることが予想され、一様ではないからである。

件）、美術館めぐり、古典芸能を現代の視点でプロデ

しかし、提供するサービスが「一様でない」と言って

ュースするプロデューサー、ＣＧによる和の伝統文化

も、大量の画一的なサービスが歓迎されないだけであ

や精神を新事業で継承・伝承）で構成される「価値観

って、小さなマーケットや組織などのニーズ（価値観）

コミュニティ」の事例研究（注３）を行った。

を反映した商品やサービスなど、いわばクラブ財的な

その結果今後、「価値観コミュニティ」によっても

ものに対する需要には、時代を超えて変わらぬ根強さ

たらされる魅力的な都市構築の推進力となると目され

がある。成熟社会においてはむしろ、こうした生活者

るキーワードは、「横並びでモノを所有する価値観文

（顧客、個客）のニーズを反映した固有のサービスや

化から利用する価値観文化へ」と「スローライフの創

商品などの財に共通の関心・興味・嗜好を示す人々す

造（生命地域主義（注４））」と生活の場から価値を創造

なわち、ある価値観を共有して構成される社会「価値

する「プロシューマー」の３つがあげられる。これら

観コミュニティ」に着目することが必要になってくる

３つのキーワードを手がかりに、「価値観コミュニテ

にちがいない。なぜなら、成熟社会においては、個人

ィ」と都市との関係性を検討してみよう。

が求める一様でない生活の質や価値観を満足させるサ

(1) 横並びでモノを所有する価値観文化から利用す

ービス（価値財）が21世紀を切り拓く新しい質的な指

る価値観文化へ

標のひとつとなりうると考えられるからである。

私たちの生活舞台である都市では生活の質を向
上させながらも、資源消費をできるだけ減少させ

２．「価値観コミュニティ」と都市との関係性の
検討
21世紀の「生活の質」や「価値観」を重視する成熟

ながら、持続的に都市を発展させていかなければ
ならない。その場合、制約条件として環境負荷を
軽減し、資源を有効利用する必要が出てくる。こ

（注３）面談対象者／テーマ／調査項目
【面談対象者とテーマ】
■橋爪 紳也氏「橋爪紳也の世界（船場研究体、飛田百番を愛する会など）」
■六波羅雅一氏「空堀商店街界隈長屋再生プロジェクト（からほり倶楽部）」
■頼政恵美子氏「装和きもの学院 ｓａｌｏｎ ｄｅ ありす」
■町田 寿二氏「ＮＰＯ京都コミュニティ放送（京都三条ラジオカフェ）」
■徳光 正子氏「花外楼」
■ザ・リッツ・カールトン・ホテル（井上理江ほか著『リッツカールトン物語』２００２年９月 第２版、日経ＢＰ社による）
■森
忠延氏「ブックス三ツ輪 パルプラザ店（本屋：神戸市須磨区板宿）」
■田中
貴氏「近畿日本ツーリスト クラブツーリズムクラブ１０００構想推進事務局」
■大塚 郁子氏「美術館めぐりの達人」
■伴野久美子氏「現代美術作家」
■高崎 邦子氏「旅行の新潮流＜テーマ観光＞を考える――これからの旅行像とは」
■中谷ノボル氏「ストック×リノベーションによる均質化されていない住宅の供給とまちづくり」
■川邊祐之亮氏「ＩＴでよみがえる和のデザイン――伝統産業の新ビジネス考」
【調査項目】
①自己実現のテーマ／分野／素材
②価値観や考え方
③価値観コミュニティの成立する場所性や空間性
④価値観コミュニティの規模や構成人数
⑤個と価値観コミュニティとの関係性
⑥価値観コミュニティの実現方法
⑦社会的意味／貢献
⑧事業性（今後の展開）
（注４）辻 信一『スローライフ１００のキーワード』８４頁、弘文堂、２００３年７月
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の制約条件を満足させるためには、都市を形成し

間が配分されており、彼らの24時間は勤務時間を

ているさまざまな都市ストックに新しい息吹を吹

中心に動いていく。一週間でみるとウイークデイ

き込んでいくことが求められよう。同時に、生活

の５日が中心にあり、それを元気に過ごすために

者の不易流行する多様な価値観を都市で実現して

土・日曜日があるのである。このように現代社会

いくことも必要となってくる。

では、時間は自己管理するものではなく、逆に社

こうした都市を舞台とする生活者の欲求に応え
ていくためには、柔軟な都市空間や遊休施設（ス

会的な時間で縛られていることが多い。
私たちが提案している「価値観コミュニティ」

トック）の活用を考えていかなければならない。

の形成を通して自己実現していくためには、社会

都市におけるさまざまな資産の所有者にとっても、

的な「時間」の通念で縛られた生活ではなく、自

これまでの画一的、固定的な利用を前提としたス

分で時間を自己管理した生活をしていくことにな

クラップアンドビルドではなく、社会的、時代的

ることが必要不可欠である。

なニーズにあった遊休施設（ストック）のリノベ

この兆候は、すでに「スローライフ（自分の時

ーションやコンバージョンを行うことが重要にな

計をもって、それに従って暮らすライフスタイル）
」

ってくるだろう。

の提唱にあらわれている。「スローライフ」とは時

こうした社会文脈の中で、住宅を例に考えてみ

間にとどまらず、日々の暮らし自体も身の丈にあ

れば、資源を有効利用する必要からも住宅自身の

ったシンプルでコンパクトなものにし、地場でと

寿命をまず延ばすことを考えなければならない。

れたものを手づくりで料理し食べる、いわば地産

家族数の増減や年齢などのライフステージにより

地消をモットーにしたもので、辻

住宅の使い方も自ずと変わってこよう。その時々

ば、
「自分の住む地域との間に有機的で暖かみのあ

のニーズにあった住宅を求める方が自由度も高く、

る関係を取り戻す（いわゆる「生命地域主義（注４）」
）
」

自己実現の達成度も高くなろう。そうなれば、か

など、一人十色（注５）の多様な自己実現型のライフ

つて（第二次世界大戦以前）のように住宅は所有

スタイルの提案をしている。すなわち、
「スローラ

するものではなく、利用するものであるとの認識

イフ」とは、自分の住んでいるコミュニティや地

が一般的になってくることが予想される。

域社会の身近なこと（温故）に注目し、新たな発

このように、モノを所有することより利用する
ことを重視することは、つまり､モノ自体が持つ価
値を時代や社会のニーズに応じて新たに再編集す
ることの必要性を意味している。いま都市を再生

信一氏によれ

見を楽しみながら地域に密着して暮らすこと（創
新）を意味している。
「スローライフ」がもたらす、
「温故創新力」が都市の再生において、きわめて重
要な役割を演じることになろう。

するにあたって必要なことのひとつは、このモノ
自体がもっている「価値再編集力」の活用である。

(3) 生活の場から価値を創造する「プロシューマー」
「クラブツーリズム」をビジネスとする視点とし

(2) スローライフの創造（生命地域主義（注４））

て、一人ひとりのお客様との間に、人対人との親

近代合理主義の特性である効率性は時間の概念

密な関係をつくりあげ、継続的な関係を維持して

に典型的に現れる。たとえば、サラリーマンの24

いくためには、お客様の好みや欲しいものを深く

時間であれば、勤務時間の９時〜５時をベストに

知り、それを旅行という商品に仕立て上げて、提

過ごすために、食事、睡眠、余暇などに残りの時

供しなければならない。つまり、旅行の商品企画

（注５）かつては「十人十色」といったが、現在では一個人がただひとつだけの趣味（自己実現活動）をもつのではなく、複数の
それをもち多様な活動を行うようになってきていることを指して、「一人十色」と言っている。
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者が最初は顧客に近づき、信頼を勝ち取り、その

ることに臨機応変に対応できるようにきわめて

後は顧客が旅行の商品企画者に近づいてくる関係

柔軟なものでなければならない。

を構築することである。これは生活者が生活の場

３．この都市は生活者を自然に引き寄せる居心地が

からサービス生産価値を創造することへ参加する

よく、出入り自由で開放的で魅力的な都市空間

ことを意味している。アルビン・トフラーいうと

であることが重要である。

ころのプロシューマーの出現である。安達

純

４．都市（地域）に小さくて多様な「価値観コミュ

（注６）
氏によれば、
「生産し消費する生活者」
であり、

ニティ（特定のテーマや話題などに共感し、共

伴野久美子氏よれば、
「よりよく暮らすための道先

感者と協働で自分の楽しみを生産し同時に消費

案内人」である。こうした自立したプロシューマ

する場もしくは空間）」が生まれると、それを

ーによる楽しみを創造する事業（コミュニティ・

契機に都市再生のさまざまな自己組織力が創発

ビジネス）を展開することにより、都市は賑わい

的に活動し始めるのである。

や活気をとりもどしていく。自立したプロシュー

５．都市（地域）に存在するすべての資源を所有す

マーによる「事業創成力（注７）」が都市を再生するの

る価値観からではなく利用する価値観で洗い直

である。

し、最大限有効活用していこう。（←価値再編
集力）

３．結語：「＜価値観コミュニティ＞―都市再
生の原動力を探る―」理念とヴィジョン
都市（地域）に生まれた小さな「価値観コミュニテ

６．自分の住んでいる都市（地域）ならではの良さ
を住み暮らすスローライフ（生命地域主義）の
視点から再認識しよう。
（←温故創新力）

ィ」が都市を再生していく推進役、いわば原動力にな

７．自分たちが都市（地域）で楽しく快適に自己実

っていくと考えられる。つまり、都市（地域）に小さ

現を果たすためには、必要な物資やサービスを

くて多種多様な「価値観コミュニティ」が誕生すると、

プロシューマーの視点から、自分たちの手（コ

それが都市（地域）の自己組織的な起爆剤――「価値

ミュニティ・ビジネス）で新しくつくりだして

再編集力」、「温故創新力」、自立したプロシューマ−

いこう。（←自立したプロシューマーによる事

による「事業創成力」）が発揮されることにより、都

業創成力）

市を再生していくことが解明されたので、「＜価値観

８．都市（地域）で小さくて多様な「価値観コミュ

コミュニティ＞――都市再生の原動力を探る――」の

ニティ」がそれぞれ相互につながることで、

理念とヴィジョンをまとめ、結語にしよう。

都市（地域）ファンがうまれ、新しい仲間がで
き、生活者がみんなヨコヨコに水平につながる

１．21世紀の都市が持続的発展をしていくための大

ネットワーク社会が形成されていく。そこで関

前提は、生活の質（ＱＯＬ）を向上させ、経済

係者が自己実現課題についてコラボレーション

活動を活発化しながらも、資源消費をできるだ

すれば、多様な自己実現が果たせる成熟した文

け減少させながら、環境負荷を低減することで

化が花開くことになろう。すなわち、「価値観

あろう。

コミュニティ」はすべての都市活動のインキュ

２．このためにこれからの都市は、都市空間それ自
体もそれを支える制度やしくみさえも、あらゆ

ベーション機能を担っているのである。
９．「価値観コミュニティ」が都市を再生する起爆

（注６）安達 純「生活者再考」大阪ガス季刊誌『ＣＥＬ』５８号、１２８頁〜1３２頁、大阪ガス エネルギー・文化研究所、
２００１年９月
（注７）大原謙一郎（（財）大原美術館理事長、倉敷商工会議所会頭）「地方の創業力で日本再生を」『朝日新聞』「時流自論」、
２００４年３月７日
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剤となるための制度やしくみなどの開発（その
推進役やたばね役などを創出していくこと）が
必要となってくるだろう。
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平 成 1 5 年 度 地 域 整 備 研 究 会
―楽しい高齢社会の仕組みと彩都の導入施設の提案―

広瀬

浩二（地域振興事業部

主席研究員）

日本の社会の高齢化は進み、大阪圏の高齢化率が20％を越えるのも時間の問題になってき
ている。これから高齢者になる今40歳代、50歳代の人たちの老後の生活資金は十分なのだろ
うか。定年で仕事を終えたとき、悠々自適の生活は果たして待っているのだろうか。高齢社会
の進展に伴い、高齢化の不安が生活、仕事、福祉、健康等多くの面に広がりつつある現在、そ
うした不安を解消する意味で、｢楽しい高齢社会の仕組み｣が求められるようになってきている。
本研究では「楽しい高齢社会の仕組み」及び今後開発が進む彩都における「高齢者に魅力的
なまちづくりのあり方」を検討し、必要な導入施設の提案を行った。

１．楽しい高齢社会の仕組みと高齢期のライフ
スタイル
(1) 楽しい高齢社会の仕組み
これからの高齢社会は①老後の生活資金の不足、

まれる。
②「活動の場」と「行動する意欲」
サラリーマンとして、会社勤めをしていた人は

②高齢期の就業の場が少ない、③自分の健康に不

定年になると、仕事をする場を失い、同時に会社

安があり、周囲の介護力が低下している等の問題

を通じて入手していた情報が入って来なくなり、

を抱えている。ここでは、こうした問題点の解消

会社を通じて出来上がった人間関係を失いがちで

を目指した新社会システムとして、
「楽しい高齢社

ある。この傾向は特に男性において著しい。失業

会の仕組み」を提案する。

や定年による「活動の場」の喪失は、時として、

「楽しい高齢社会」を実現するためには、本人の

人を孤独や自殺、犯罪、呆け、病気など、心身の

努力に加え、行政サイドにおける①老後の生活資

異常に追い込む。そうでなくても、「活動の場」が

金、②活動の場、③健康・医療・福祉、④コミュ

なければ、毎日毎日に張り合いがなく、それこそ

ニティ（声をかけ合う町）など、地域政策の充実

陰鬱で楽しみのない老後となりかねない。定年に

が必要である。

よって、失われる高齢者の活動の場や情報ネット

①老後の生活資金の確保

ワーク、人間関係等の喪失によるショックを緩和

定年で仕事を終え、老後の生活資金（預金、年
金等）が少ないと、経済的に不安になる。
今、年金財政の悪化にともない、負担額の引き

し、高齢期の新しいライフスタイルに軟着陸する
ための活動の場や情報ネットワーク、人間関係等、
支援体制の構築が望まれる。「活動の場」はいろい

上げや給付額の削減が論議されているが、今後年

ろ考えられるが、特に「就業の場」が重要である。

金財政は一層厳しい局面を迎えることが予想され

これは具体的には高齢期の再就職、起業の問題で

る。特にこれから高齢期に入る人達の多くは、こ

あり、高齢者参加型企業体制の構築の問題である。

れまでのような年金の給付水準は望めない。この

定年後の悠々自適の生活の選択肢に「高齢期の就

場合、多くの人が生活水準を年金給付の範囲内に

業」という新しい１ページを追加する必要がある

抑えると考えられる。年金生活者にとって、給付

のではないだろうか。

額の減額は死活問題であるので、生活を維持でき
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るよう、年金制度の充実と総合的対策の実施が望

さて、なんらかの「活動の場」や情報ネットワ

ーク、人間関係があったとしても、本人に「行動

ュニティを代表し、そのリーダーとして、地域を

する意欲」がなければ、新しい行動は生まれない

統治してきた。だが今日ではコミュニティ意識が

し、当然生活に楽しみも生まれない。本人の「行

希薄化し、かつての長もその存在感が薄くなって

動する意欲」を大きく育むものは、身近な人間関

いる。地域の既得権の一部の人への固定化や人事、

係における目標の共有であり、高齢期の生活を元

会計面での不明朗なコミュニティの運営、新旧の

気にすごすためのノウハウや能力の取得である。

住民の対立等もあって、コミュニティにまとまり

つまり「活動の場」、「情報ネットワーク」、「人間

がなくなっている。住民組織と行政機関との公正

関係」、「行動する意欲」等が楽しい高齢社会をつ

で適切な機能分担があって、地域の情報が公開さ

くるために不可欠な要素である。

れ、民主的な手続きによって、コミュニティが運

③健康・医療・福祉サービスの充実

営されることが重要である。加えて、まちづくり、

現代人の生活は、自動車、電車、エレベータ等
の交通動手段の活用や、事務所におけるデスクワ
ークの増大等により、体を使わない生活スタイル

地域福祉、ボランティア活動等の地域の社会運動
の活発化が期待される。
こうした点を踏まえ、地域の住民の協議により、

が一般化し、成人病の１つの要因になっている。

あらためてコミュニティを新しい時代にふさわし

それだけに、普段から外に出て体を動かすような

い形で、構成員の協議により再構築する必要が生

仕掛けづくりが重要である。すなわち、
「道路の緑

じている。この場合、地域の高齢者が社会の先輩

化や水路の設置等による歩きたくなる道づくり」、

として若い世代に尊敬されなくてはならない。こ

「歩車道の分離や段差の解消等による安心できるま
ちづくり」「多世代の人が楽しめるスポーツ施設や
運動場」など、人びとの「健康づくりの場」の整
備が重要である。
また、高齢になると、個人差はあるものの、た

うした多世代が共生する世代間の関係があって、
はじめて声をかけ合う町の形成も可能になる。
保育所や学校教育の現場における高齢者の活用、
高齢者企業の輩出、高齢者ＮＰＯの増加等、高齢
者のさまざまなコミュニティ活動の活発化が望ま

とえば１つの例として、①アクティブ・シニアの

れる。こうしたコミュニティ活動を前提にして、

段階、②周囲の手助けが必要な要介護期、③死を

１人１人が、相互に挨拶し、声をかけ合うまちづ

目前にした終末期の３つの段階がある。①の段階

くりが可能になる。

では、本人の自由な選択が基本であるが、「人から
何かをしてもらうこと」ばかり考えるのでなく、
むしろ「人や社会のために何かをする」
、そういう

(2) 高齢期のライフスタイルのモデル
楽しい高齢社会のしくみに、①老後の生活資金、

生き方の選択が、社会の役にも立ち、本人の健康

②活動の場、③健康・医療・福祉、④声をかけ合

や若返りに寄与するところが大きいのではないか。

う町などの条件整備が必要であるが、こうした社

②、③の段階では、人権の尊重やプライバシーの

会政策の推進とともに、個人にあっては、それぞ

確保を基調にして、本人の希望に応じた医療・福

れが高齢期のライフスタイルについて、自分にふ

祉・介護サービスの提供が望まれる。

さわしい生き方を見出し、自分にふさわしい快適

④コミュニティ（声をかけ合う町）

な生活を送ることが大切である。そこで、高齢期

明るく楽しい高齢社会をつくるためには、コミ
ュニティ活動が活発でなくてはならない。
コミュニティは地域社会における先人の気質や
慣習、営みの所産であり、親から子に伝えられた、
人間関係の総体である。かつては地域の長がコミ

のライフスタイルに生活、就業、余暇の各生活断
面でどのようなパターンがあるかを検討する。
①都心・郊外生活モデルとコミュニティの再構築
高齢期の生活モデルには、高齢期の生活の拠点
をどこに置くかで、都心生活モデル、郊外生活モ
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デル、田舎生活モデル、海外生活モデル等が考え

業機会の拡大や起業の支援、ＮＰＯ活動の拡大が

られる。どのモデルがふさわしいか、人により、

望まれる。とりわけ、高齢者の様々な就業実績に

また元気な時、寝たきりの時など、その時の心身

ついて、広く情報を公開、共有し、世代間の新し

の状態によって異なるが、都心生活モデルと郊外

い協力関係や高齢者の能力や知見を活かした職業

生活モデルが一般的なモデルと考えられる。生活

を開発し、高齢者の新しい就業モデルを開発、普

の拠点が都心にある人は交通利便性を重視するタ

及することが肝要である。

イプの人が多く、郊外に生活の拠点がある人は自

③余暇活動モデルと高齢者大学

然環境を重視する人が多い。近年都心部の資産の

高齢期には、すでに子供は自立し、その意味で

遊休化や地価の下落が進んでおり、都心での生活

育児から解放され、親の経済的負担も減少してい

費が相対的に低下してきた。この意味では、都心

る。家庭だけでなく、企業との関係においても、

生活指向者が相対的に増加している。一方、郊外

定年により、会社の縛りや責任がなくなり、個人

では、鉄道駅から遠い郊外住宅地において、世帯

としての自由度は極めて高まっている。そこで、

主の高齢化と子供の独立による世帯分離で、鉄道

こうした自由時間と余裕のお金を活用して、余暇

の便が悪い郊外住宅地の人口が減少している。

活動を謳歌しているのが、今日のアクティブ・シ

今後はこうした、郊外地の人口減少や都心部の

ニアである。資金にゆとりのある元気な高齢者は

資産の遊休化を緩和するために、都心部では積極

海外旅行や国内旅行に精を出しているが、こうし

的な資産の活用を、郊外地域では特に利便性の向

た動きが今後ますます顕著になってくるだけでな

上が望まれ、結果的に、都心では事務所の住宅へ

く、同時に社会への貢献心や青春時代への郷愁か

の転換や商業地の拡大が進み、郊外ではターミナ

ら、地域でのボランティア活動や大学での勉強に

ル等の利便性の高い地域に都市機能の集積と高密

精を出す高齢者も今後増えてくると考えられる。

度化、施設利用の機能分担がより明確になるであ

会社や家庭から自由になった高齢者は、自然や文

ろう。そして、都心でも、郊外でも「職住一体の

化、伝統、歴史への関心が高まる場合が多く、こ

まちづくり」や「歩いて楽しいまちづくり」が進

の意味では、こうした高齢者のニーズを踏まえた

むと考えられる。この意味で、今後都市圏の多

本格的な高齢者大学の設置が期待される。

極・コンパクト化が進み、都心生活モデルと郊外
生活モデルもそれぞれに、多様化していくと考え
られる。そして、高齢者は仕事やボランティア活

楽しい高齢社会の仕組みについて検討し、これから

動の場や介護サービスの拠点を生活圏内に見出し、

の高齢社会では、①老後の生活資金、②活動の場、③

地域が高齢者の生きがいの場となり、高齢者によ

健康・医療・福祉、④コミュニティ（声をかけ合う町）

るまちづくりやコミュニティの再構築が進展する

の必要性を指摘した。さらに高齢期のライフスタイル

のではないだろうか。
②就業モデルの開発と普及

（生活モデル、就業モデル、余暇活動モデル）につい
て展望した。これからつくる彩都でも、こうした条件

高齢期の就業は、今日自営業、農業、特殊資格

や都市機能について、積極的に導入し、さらに「楽し

の保有を背景にした自由業の人に限られており、

い高齢社会のライフスタイル」の展開を促進する必要

高齢者による再就職や起業は極めて困難な状況に

がある。

ある。高齢期において、楽しい生活を享受しよう

今後、高齢化は日本の各地で進行し、高齢化率が２

としたら、定年後も仕事を持つということが、生

割を越える地域が大阪圏でも、あちこちに出現すると

活にめりはりをつける意味でも、是非必要なこと

考えられる。

であり、この意味でも定年制の延長や高齢者の就
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２．彩都のコンセプトと導入施設

彩都では、高齢者や単身者を含む多世代や多様な価

値観を持った人に魅力的な様々な種類の住宅を提供

⑧デマンド型宅配サービス

し、多様な立場の人が住みたくなる、そして仕事もし

⑨介護タクシー

たくなる、職住一体の複合的でコンパクトなまちづく

⑩スポーツ施設

りを進めていく必要がある。

⑪ディマンド型コミュニティバス

こうした観点から、昨年、彩都のまちづくりのコン

⑫歩車分離の交通システム

セプトとして、
①心にやさしい福祉のまちづくり（福祉）

３．彩都における導入機能・施設の配置

②森の中の環境と保養のまちづくり（環境）
③仕事とコミュニティがある、安心できるまちづ
くり（仕事・コミュニティ）を提案した。
以下では、この３つのコンセプトに基づいた「彩都
の導入施設」を提案する。

(1) 心にやさしい福祉のまちづくり（福祉）
①介護療養型住宅、ケアつき住宅、ディサービス
センター

【北部丘陵地のバスでアクセスする地域】
（福祉）介護療養型住宅、園芸・
（セラピーガーデン
（仕事・コミュニティ）菜園住宅・クラインガルテン
【徒歩１５分圏内】
（福祉）多世代の近居・共生住宅
（環境）遊歩道・ジョギング・コース
（仕事･コミュニティ）社会人大学校(株）､宅配サービス
介護タクシー、
コミュニティバス、
バイオのインュベーションセンター

②医療・看護施設
③駅前託児所・保育所

【徒歩５分圏内】
（仕事・コミュニティ）
スポーツ施設
（福祉）
ケアつき住宅

④多世代の近居・共生住宅
⑤園芸・セラピーガーデン

【彩都西センター駅前】
（福祉）ディサービスセンター、医療・看
護施設、駅前託児所、保育所

(2) 森の中の環境と保養のまちづくり（環境）
①ショッピング・喫茶・飲食施設
② 映画館

（環境）都心広場、水と緑のネットワーク、
ショッピング・喫茶・飲食施設、映画館

③ 都心広場
④ 水と緑のネットワーク
⑤ 遊歩道・ジョギングコース

（仕事・コミュニティ）
シニア情報センター
シルバー人材センター、地域同好会、
歩車分離の交通システム

(3) 仕事とコミュニティがある、安心できるまちづ
くり（仕事・コミュニティ）
（仕事）
①社会人大学校（株）
②シニア情報センター
③バイオのインキュベーションセンター
④菜園住宅
⑤クラインガルテン
⑥シルバー人材センター
（コミュニティ）

業務経歴
広瀬 浩二（地域振興事業部 主席研究員）−前掲−

⑦地域同好会の事務所
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Ⅲ．地域振興計画策定調査事業（電源地域振興指導事業）
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美 浜 ・ 三 方 町 広 域 振 興 計 画 策 定 調 査
（平成15年度

高鳥

電源地域振興指導事業）

克己（地域振興事業部

研究員）

福井県美浜・三方両町は、京阪神及び中京の都市圏から遠隔地に位置し、誘客や人の交
流、情報の発信などにハンディを背負ってきた。本調査は、遠隔地からの情報発信を根本
から変革する可能性を有している近年のブロードバンドサービスなどＩＴ技術の革新と普
及を背景に、両町に存在する観光資源を新たに見つめなおし、それらの各種情報をデジタ
ル化、動画等のコンテンツとして再構築し発信すること等によって、都市圏からの誘客増
につなげ、観光産業をはじめとする関連産業の振興等、地域の活性化を図るための方策を
検討し、提示した。

１．調査の枠組み

２．調査フロー

本調査では、地域の観光関連産業振興にむけた具体

（次頁に示した。
）

的事業展開を実現するため、地域における観光資源・
観光魅力の抽出と、事業展開可能なシステムづくりを
並行して進めることとし、地域の調査委員会と、シス

３．調査結果の概要
（次々頁に示した。
）

テム関連の研究会（ワーキング・グループ）とが役割
分担をして、相互連携を図りながら検討を進めてきた。

美浜町・三方町（調査委員会）
○地域の観光魅力の抽出→コンテンツづくり
・既存資源の魅力向上
・新たな資源の発掘

地域のコンテンツ・研究会のシステムを活用しての事業化検討

システム研究会（ワークショップ）
○「ＩＴトータルガイドシステム」の事業化研究
→システムづくり

業務経歴
高鳥 克己（地域振興事業部 研究員）−前掲−

49

２．調査フロー
本調査は、以下のフローに従って実施した。
１．基礎調査
（２）上位計画
○美浜町
○三方町
○嶺南地域広域・市町村圏
○福井県
など

（１）地域の現況
○人口
○産業
○情報インフラ
○観光資源
○観光動向 など

（３）社会動向
○観光の動向
○情報通信技術の動向
など

２．観光魅力の抽出
（２）魅力発見モニター

（１）現況把握調査
調査対象

調査事項

○観光協会
○観光施設
○物販店
○体験観光団体

○観光資源
○情報発信の手段
○提供情報の内容
○消費者ニーズ
○今後発信したい情報
など

など

外部の「来訪者の目」に
よる地域の新たな観光資
源を発掘する「宝さがし」
をイベント的に実施

ワークショップ等を通じた地域の観光魅力の抽出

３．事例調査

４．課題の整理・検討

ＩＴを活用した観光地域活性化に取
り組んでいる事例について、情報収集・
調査を実施

○観光資源・魅力
○受け入れ体制
○プロモーション

５．ＩＴ等を活用した地域観光振興方策の展開方向性
①基本方策

②魅力的な地域づ
くり

③地域づくりとエ
コミュージアム

④ミュージアムと
しての地域づくり

６．「美浜・三方フィールドミュージアム」の展開
地域においてIT等を活用した観光振興を図っていくための具体的な方策を検討し提示
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３． 調査結果の概要
１．基礎調査
(1)地域の現況

５．観光振興方策の展開方向
(2)上位計画

・人口は長期減少傾向、高
齢化が進展
・産業を事務所数でみると、
観光関連を含むサービス
業が雇用において大きな
ウェイト
・観光客数は特に海水浴目
的の宿泊数が減少傾向
・情報インフラとしては、
平成１３年からＣＡＴＶ
のサービスを開始

＜基本方策の展開方向＞

(3)社会動向

①第３次美浜町総合振興計画
・都市交流を基盤とした産
業の振興
②第３次三方町総合計画
・みかたの風土を産業に生
かすまち
・長居したくなる観光地づ
くり
③ふくい２１世紀ビジョン
・創造性と活力ある産業の
育成
・観光の振興とリゾート整
備

①観光の動向
・国内宿泊旅行は下げ止まりの兆し
・観光旅行に対する潜在需要は他の活動に比
べ高い
・市場シェアは「子育て後の夫婦旅行」
「小学
生連れの家族旅行」
「既婚女性のグループ旅
行」などが高い
・
「観光立国」など観光の重要性に対する認識
が高まる
②情報化社会の進展動向
・ＡＤＳＬ、光ファイバーなどのブロードバ
ンドが飛躍的に拡大
・第３世代携帯電話の普及とサービスの拡大

「美浜・三方フィールドミュージアム」
（仮称）
受け入れ体制づくり
・案内の充実
・ホスピタリティ強化

○資源の収集・分類・整理
○展示方法の工夫
○地域プロモーション

資源間の連携による魅了向上
・テーマ性・物語性
・参加しやすいプログラム

話題づくりによる認知度向上
・新鮮な驚きの提供
・継続的なイベント展開
資源の見せ方の工夫

魅力的な地域づくりの推進

２．観光魅力の抽出

ＩＴの積極活用

(1)事業者等の意識（ヒアリング等による）
○重要取組事項

○観光資源の特性

○情報発信等に際しての課題

・名物料理の開発

・一次産品や食品

・体験メニューづくり

・現地での観光情報の不足

・自然の維持・再生の重要性

・イベントの開催

・こまめな更新によるタイムリーな
情報提供ができない

・HP などによる情報発信

1.外部の目による資源の評価
2.携帯による情報発信実験

＜実施フロー＞

○

・地元事業者等により、モニター対象抽出、コース設定

モニター実施
・武庫川女子大学生 12 名が 5 チームにわかれて、テーマ
毎にコースをモニター
・カメラ付携帯電話で印象的な風景等を撮影し、専用 Web
にアップ

1.地域魅力の評価

３．「里山の暮らし」
ゾーン

＜ストーリー展開例①＞「三方五湖 恋の伝説ゾーン」

・素敵な場所だが PR 不足

○ターゲット：近畿圏・中部圏都市部のカップル。

・自然を活かした展開の必要

○コンセプト：徹底的にロマンチックで幻想的な湖畔地域
としてイメージを構築した、エンタテイン
メントゾーン
○伝説づくり：「三方五湖にドライブでやってきて、二人で湖畔

・一貫したテーマ性や物語性
の必要

2.携帯電話を使ったモニター
評価
・参加体験型プログラムを構成
・地域の魅力をじっくり見る契
機
・感動や情報を他人と共有

統括ミーティング

２．
「海の暮らし」ゾーン

を巡り、湖を遊覧し、レインボーラインから二
人乗りリフトで展望台に向かう。そこで二人で
誓いの鍵をかけ帰ってくると、やがて二人は必
ず結ばれる。」様々なカップルがここにやってき
て鍵をかけ、実際に結婚し多くの人々が幸せに
暮らしているという口コミ伝説を、インターネ
ット上や雑誌などで展開し、静かなブームとし
て広がる仕組みとする。ロマンチックな舞台装
置も設定。また、ケイタイを使った、二人の思
い出づくりのためのサービスや、恋が成就した
ときは、またここに戻ってくるというイベント
の用意もしておく。

美浜・三方フィールドミュージアム専用ＰＣ向けホームページ

旅
行
前

旅
行
中

○ターゲット：全国の歴史愛好家、ナチュラリスト、等

○広島県尾道市で 2003 年より導入
○携帯電話の専用サイトから、観光
情報を発信
○町中に設置した「石のフクロウ」
を目印に、当該スポットの紹介ペ
ージにアクセスする仕組み
○運営はＮＰＯが実施

４．課題の整理検討

・資源自体の魅力
・一貫したテーマ
性・物語性の付加
・参加性の高いプロ
グラム等の整備

(2)受入体制
・地域内のアクセス
手段
・地域内情報の充実
・
「人」による案内も
てなし
・宿泊施設の充実

(3)プロモーション
・知名度・認知度の
向上
・きめ細かな情報発
信

○コンセプト：１０年をかけて、訪れた人々が自分たちで
作り上げ、徐々に完成されていく縄文時代
の生活体験ゾーン
○物語作り ：いま、縄文時代を現代に再現する「三方縄文村」
が三方町で育ちつつある。この村は、現代人が
縄文人に成り代わって、縄文人のペースで作り
上げていく「異空間」。ここに来れば、縄文時代
の人間の暮らしや技術を、縄文人になりきって
実際に体験することができる。初めから用意さ
れた縄文時代の復元史跡公園ではなく、何もな
いところから試行錯誤して縄文の生活空間とそ
のドラマを作っていくプロジェクトにあなたも
参加してみないか。

○５つのゾーンの紹介トップページ
○各ゾーンごとの詳細紹介ホームページ
○美浜・三方についての基本情報（交通・宿泊等）
○フィールドミュージアムのイベント参加予約・入場予約サービス
○フィールドミュージアムオリジナル商品のネットショップ

フィールドミュージアム内での利用を前提としたケイタイガ
イドシステム

＜ストーリー展開例②＞「縄文の生活体験ゾーン」

(1)観光資源・魅力

５．
「美浜・三方歴史街道」
ゾーン

○「ＩＴガイドシステム」による展開

・学生と地元による意見交換

「尾道携帯観光ナビシステム
（どこでも博物館）
」

４．「縄文の生活体験」
ゾーン

まとめと評価

・人との触れあいに感動

地域資源の洗い出しワークショップ

６．
「美浜・三方フィールドミュージアム」の展開
１．「三方五湖恋の伝説」
ゾーン

(2)「美浜・三方魅力発見モニター」の実施
○学生モニターによる地域の資源調査
＜目的＞

○地域資源を活かした新たなストーリーづくり
○地元の人々の参加による展開
○ＩＴをインフラとして積極活用した空間づくり

・全体的な PR 不足

・三方五湖をはじめとする自然環境

３．先進事例調査

地域の人々の参画

旅
行
後

○事前に駅・観光センター等で配布されているＱＲコードパンフレット
○フィールドミュージアム全域で掲示されるＱＲコード付き案内板
○個別のケイタイホームページにアクセスできるＱＲコードカード
○フィールドミュージアムの基本紹介トップページ
○ゾーンごとの基本紹介ページ
○ＱＲコードから直接アクセスできる個別情報ホームページ
○ゾーンごとの日々の出来事や場所についての地元からの発信ページ
○ゾーンごとの音声ガイドサービス
○ゾーンごとのサービスセンターの電話ガイドサポート

ケイタイによる情報発信サポートシステム
○第三世代ケイタイから、メール経由で写真付きホームページを自作でき
る環境
○ケイタイから送られたメール情報を、ケイタイホームページ、ＰＣ向け
ホームページに自動展開するシステム

「 鉱 石 の 道 」 産 業 遺 産 活 用 調 査
（平成15年度

電源地域振興指導事業）

広瀬

浩二（地域振興事業部

主席研究員）

岡野

隆行（地域振興事業部

研究員）

兵庫県の生野町、朝来町、大屋町では生野鉱山、明延鉱山の閉山により、地域の活力が
低下したが、明治以来の日本の近代化を主導した多くの産業遺構が残されている。この産
業遺産の実態を調査し、これを「鉱石の道」という観点から、歴史、文化、観光資源とし
て再構築する方策について検討し、
「鉱石の道」基本構想として提案した。

１．はじめに

てきた産業遺産を新時代の社会創造の礎石として、再

この調査は平成15年度電源地域振興指導事業とし

評価し、その技術や文化も含めて継承し、さらに地域

て、近畿経済産業局の委託を受け、
『
「鉱石の道」産業

の産業、生活、文化の活性化に生かそうという動きが

遺産活用調査』について、財団法人関西情報・産業活

強まってきた。

性化センターが実施したものである。具体的には座長

本調査は、こうした三鉱山の栄枯盛衰の経緯、昨今

の足立裕司 神戸大学工学部教授のもとに、鉱石の道

の時代変化の潮流を踏まえ、三町にまたがる「鉱石の

産業遺産活用調査委員会及びワーキンググループを結

道」という産業遺産の新しい可能性、すなわち「日本

成し、神戸大学、近畿経済産業局、兵庫県、生野町、

の近代史を学べる新しい観光名所」の可能性について

朝来町、大屋町、三菱マテリアル㈱、細倉鉱業㈱、㈱

調査し、その結果を『「鉱石の道」基本構想』として

コープラン、㈱アークデザイン研究所の関係各位に参

提案した。本報告書が今後、生野町、朝来町、大屋町

加していただき、調査を実施した。

の地域振興を進めるに当たっての参考になれば幸いで

「鉱石の道」とは今回の調査で命名した言葉で、生

ある。

野町、朝来町、大屋町の三町の鉱山を相互に結ぶ、か
って鉱石が運ばれた道のことで、同時にこれから当地
を訪れる多くの人と産業遺産の交流空間としてつくら
れていくであろう未来の道のことである。

２．調査の目的と背景
(1) 目的
生野(生野町)、明延(大屋町)及び神子畑 (朝来町)

三町の鉱山町としての歴史は古く、貨幣経済が浸透

の３鉱山は、一体的に事業運営されてきた鉱山で、

した中世、近世には銅、銀の産地として栄え、近代以

生野町、朝来町、大屋町はこの鉱山産業によって、

降は官営鉱山としての再開発がはじまり、官営、皇室

まちが形成されてきた地域である。しかし、これ

管理を経て、明治29年以降は三菱の経営となり、昭和

らの鉱山は昭和48年には生野が、昭和62年には明

62年の明延鉱山の閉山まで、わが国の錫、銅の主力産

延、神子畑がそれぞれ閉山し、威光を誇ってきた

地として栄えてきた。しかし、最後まで産出を続けて

数々の産業遺構が残されている。

きた明延鉱山の閉山により、多くの産業施設を残しつ
つも、鉱山町としての地域の活力は低下してきた。

現在、一部は観光坑道等として利用されている
ものもあるが、生野には明治初年に建築されたレ

明延鉱山の閉山から今年で17年を経過し、工業化社

ンガ積みの事務所、神子畑には選鉱所、明延には

会から知識・情報社会への移行、あるいは価値観の多

鉱石を運んだ1円電車の軌道などをはじめとする多

様化が進む中で、近代国家の建設に大きな役割を担っ

数の遺構が残っており、これらは歴史的価値と地
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域イメージを創造する資源としても、地域活性化
のための貴重な産業遺産である。
この3町に点在する産業遺産の掘り起こし調査を

「鉱石の道」産業遺産活用調査報告書はこれらの調
査結果をまとめたものである。第Ⅰ章で全体を概観し、
第Ⅱ章は産業遺産、各町の取り組み、動向について、

行って、点から線へとつなぐ「鉱石の道」として

「鉱石の道」の現状と課題について整理した。生野町

の保全活用計画を本事業によって策定し、交流に

には太盛地区、金香瀬地区の産業遺構、円山疎水坑電

よる観光事業や体験型ツーリズムの実施、遺産施

気機関車専用軌道跡、厚生施設、社宅等が、朝来町に

設を地域学習の素材への活用などを行い、地域の

は選鉱場建屋、沈殿施設の屋外シックナー、事務所、

活性化を図っていくこととする。

ムーセ旧居、神子畑購買会、小学校体育館、神子畑鋳

(2) 背景

鉄橋・羽渕鋳鉄橋、神子畑生野旧専用輸送路が、大屋

＜３町＞

町には大仙選鉱場、共同浴場、購買会、旧総合病院、

・大屋町明延地区、朝来町神子畑地区、生野町をつ

旧社宅等の鉱山産業遺構が残っている。こうした明治

なぐ国道429号は、但馬観光連盟が「鉱山街道」

以来の日本の鉱山産業、ひいては近代化の歴史を彷彿

と名付けて、但馬の観光振興を進めている。

とさせる産業遺構の保存と活用が大きな課題となって

・生野町は、「歴史街道」としても認定され、産業

いる。また、より広域的視点から、兵庫県における歴

遺産の活用が求められている。
・朝来町では鋳鉄橋の整備や明治初年に建築された

史文化遺産活用構想や南但馬歴史・文化ミュージアム
構想を示した。

洋館の修復が行われているが、神子畑選鉱所は

11月に開催した「ふるさとの遺産「鉱石の道」を考

老朽化しており、今後の活用方策が急務の課題

える」シンポジウムでは、地元から約200人の参加者

となっている。

があり、活発な議論ができた。こうしたシンポジウム

・大屋町の明延地区においても鉱山閉山後の過疎化
が大きな課題となっている。
・生野町、朝来町は朝来郡で、大屋町は養父郡での

や桐生市、川越市の先進事例調査等、新たに必要にな
った追加調査も実施した。
こうした追加調査を含めて、そこからわかった知見

合併協議が現在、進められているところであり、

や提案を「第Ⅲ章 鉱石の道基本構想」としてまとめ

合併後の地域振興政策として鉱山産業遺産を活

た。

かした活性化方策を示した計画策定が求められ

「Ⅲ―１『鉱石の道』構想と課題」では、負の遺産

ている。

を有効な資産へと転換するための、産業遺産の保全・

＜兵庫県＞

活用の理念を示した。さらに「鉱石の道」を３地域を

・兵庫県教育委員会で県内の近代化産業遺産調査が

結ぶ地域の資産の連携として見直し、再構築するため

平成14年、15年と行われている。
・但馬県民局においても南但馬歴史・文化ミュージ

「鉱石の道」の観光化に至る次のような４段階のステ
ップを示した。

アム構想の策定が平成15年に計画されている。
第１段階：３町に残されている産業遺産施設の調査

３．調査の全体構成と調査結果

この産業遺産の個別調査の段階で、住民のボランテ

調査の全体構成と調査結果は以下のとおりである。

ィア活動や企画への参加に道を開くことが重要であ

平成15年５月から３回の委員会と５回のワーキン

る。

グ・グループ、さらに平成15年11月８日にシンポジウ

第２段階：「鉱石の道」の検証と利用しうる施設を結

ムを開催し、12月４〜５日には、川越市の蔵のまちづ

びつけた歴史的なルートの提供

くりや桐生市の近代化遺産等の先進事例調査を実施し
た。
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この段階では施設の開放が前提となることから、次
の段階を踏まえた公共化へと移行していくような方策

が求められる。
第３段階：観光化を目指した施設整備の構想と実現
この段階では、案内板の設置、施設の保全・公有化、

との有効な連携の必要性を指摘した。
また、地域の生活・産業・文化の活性化の方向につ
いて提案し、展開する産業遺産の保全・活用策が当該

宿泊施設の確保、空家や民宿の活用、移動手段の確保

地域の観光の振興にとどまらず、広く生活、産業、文

が必要になるが、文化的・歴史的遺産という概念を明

化の振興に寄与し、また大屋町、朝来町、生野町の三

確にしつつ、観光化を目指すことが肝要である。

町の行政間の連携はもとより、住民参加を通じて、行

第４段階：最終段階としての道路整備

政、企業、地域住民等地域社会全体の連携を促し、

理想的には神子畑―明延間にトロッコ道を復元でき

「鉱石の道」の大きな推進力になることを示した。具

ると大きく魅力を増加させることができるが、次善の

体的には生活関連施設（購買、福祉、教育など）の整

策としては林道計画の一部延伸による、神子畑―明延

備における産業遺産の活用、産業リノベーションプロ

間の移動時間の短縮が考えられる。

グラムの推進、観光産業、環境ビジネス、福祉ビジネ
スの創出、鉱石の道ミユージアム構想の推進、「鉱石

「Ⅲ−２『鉱石の道』の保存・活用の提言」では、

の道」ランドスケーププログラム等「都市・農村景観

生野鉱山施設、神子畑選鉱場、明延鉱山の保存・活用

の形成」を提案した。さらにワークショップによる地

の方向を提案した。生野鉱山施設については、明治初

域要望のまとめや「『鉱石の道』整備構想案の住民説

頭のフランス人技術者コアニエによって建設された総

明会」、「住民・行政・企業による準備会」の開催等、

合事務所と電気炉周辺の建物等について、文化財指定

住民参加による整備基本プログラムを提案した。

の必要性と鉱山博物館としての利用可能性を提案し

「Ⅲ−４資源の観光的活用と観光産業の振興」では、

た。明治初年以来の社宅については、「住宅発展のフ

生野、神子畑、明延の各ゾーンの観光的活用に向けた

ィールド・ミュージアム」や「老人集会所」等の利用

下記の整備の視点を示した。

法を提案した。神子畑選鉱場は、旧生野鉱山技師社宅
「二番館」とペアでの動態保存、空間の面白さを発揮
した活用、芸術的活動と地場の特徴（木工、森林資源）
を活かした活用、ワークショップの場としての活用等
を提案した。また明延鉱山では施設が老朽化している
大仙坑の修復の必要性、平場にある旧事務所や第一浴
場の記念館や展示室としての活用を提案した。

・近代化産業遺産の意義と歴史的背景を伝える。
・鉱石の道の近代化産業遺産に関する建物や生活文
化等を伝える。
・保存や再生活用等に向けた３町全体の地域活動を
伝える。
さらに生野・神子畑・明延の各ゾーンの観光的整備
の方向、地域体験交流の促進、鉱石輸送軌道跡、案内

「Ⅲ−３『鉱石の道』地域構想と住民参加プログラ

表示板、ボンネットバス等による鉱石の道の観光ルー

ム」では、鉱石の道の３町における位置づけや各地区

ト化、銀谷まつり、生野銀山へいくろう祭り、「鉱石

の空間構成のイメージについて検討した。また「鉱石

の道」エコウォーク、絵画・写真・俳句・短歌等のコ

の道」連携軸として＜明延−神子畑連携軸＞では、鉱

ンテスト、企画切符の発行等のイベントプランの実施、

石の旧山越えの道の利用に加え、基幹林道須留ヶ峰線

坑道貯蔵地酒（仙櫻）等の「鉱石の道」に関連した商

の活用や、既存道路の拡幅整備、延伸等による新しい

品の販売促進活動プランの実施、「鉱石の道」コーナ

現代の「鉱石の道」の整備を提案した。＜神子畑―生

ーの設置、ホームページの作成、パンフレットの作成

野連携軸＞では、馬車道や、馬車鉄道ルートの明確化

と配布、ファンクラブの組織化、パブリシティの活用

を提案した。兵庫県を南北に貫く＜但馬―姫路間広域

等の情報ネットワークプランを示した。さらにアクシ

連携軸＞では、ＪＲ播但線の電化促進とＳＬ（蒸気機

ョンプランとして、
「近代日本の100年が見える『鉱石

関車の活用）を提案した。さらに、鉱石の道産業遺産

の道』タイムトンネル」、「『鉱石の道』を巡る大人の

の周辺に存在する自然系・歴史系の資源や行政施設等

修学旅行」などの体験観光ツアプランや滞在型の「創
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作活動の場」としてのレンタル活用プラン、さらに

い時代に突入しつつある今日の状況を踏まえ、次の時

「鉱石の道」の管理運営組織として、NPOスタイルの

代の産業力・技術力・文化力の形成を促す観点から、

中核的運営組織等を提案した。

近畿圏内の工業化時代の産業遺産を総点検し、保存活

「Ⅲ―５ 近畿の産業遺産100選に向けて」では、鉱

用が必要な建築物、機械設備、産業技術、文化など、

山や繊維に始まるわが国の工業化の歴史が一巡し、脱

工業化時代の遺産100を選び、
「近畿の産業遺産100選」

工業化社会、あるいは知識・情報社会と言われる新し

として次世代に継承することを提案した。

図

「鉱石の道」空間構成イメージ

業務経歴
広瀬 浩二（地域振興事業部 主席研究員）−前掲−
岡野 隆行（地域振興事業部 研究員）−前掲−
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『ちょっとかしいこらよ！印南』
〜印南流まちおこし戦略〜
（平成15年度

電源地域振興指導事業）

平塚

伸治（地域振興事業部

主席研究員）

玉井

明子（地域振興事業部

客員研究員）

「ちょっとかしいこらよ！印南」これは、
「印南町における高速道路を活用した集客産業振
興調査」として実施された本報告書のタイトルであり、より一層魅力的なまちづくりに向けた
実践的行動に移すための塾生一人ひとりの意欲が結集された「印南流まちおこし戦略」を象徴
する言葉である。本調査は、地域振興の手段として住民参加の機会をつくり、さらに住民と行
政とがよきパートナーとして互いに協力し、補完しあえる関係をつくる協働のまちづくりの推
進に主眼をおき、その第一ステップとして「いきいきまちおこし塾」をワークショップ形式で
開催し、
「まち全体を印南ブランド」に仕立て上げることを目標に住民と行政とが一体となっ
て地域振興策の立案に取り組んだものである。

１．印南流地域振興策を住民と行政が協働で立案

塾（以下塾）
」を開催し、
「町全体を印南ブランド」に

昨今の景気の低迷による第一次産業を含めた地域産

仕立てあげることを目標に掲げ、住民と行政とが一体

業の停滞、都心への若者流出や少子高齢化に伴う地域

となって印南流地域振興策の立案に取り組んだ。ここ

産業の担い手不足など地域活力の低下が懸念されてい

ではその調査の概要を述べる。

る。こうした環境変化は、印南町を取り巻く生活環境
にも大きな影響を与えつつある。
とりわけ印南町最大の課題は、交流人口※１の拡大と

２．
「いきいきまちおこし塾」の実施
(1) 受身型から参加型へ、まちおこしの気運づくり

定住人口の確保に向けた魅力ある地域産業の創出であ

地域住民が我が町を見つめ、まちおこしの気運

り、町の自立を目指した持続可能な地域振興を図って

を高めるには、これまでの行政主導（トップダウ

いくことである。ここで大切なことは、地域住民が自

ン型）の会議形式ではなく、住民、行政、企業、

らまちづくりに関心をもち、主体的に地域振興に取り

専門家など様々な立場の人たちが対等な関係でま

組める土壌をつくっていくことが重要なポイントとなる。

ちづくりに関われるボトムアップ型の協議の場づ

本調査は、電源地域振興指導事業の導入を契機に、

くりが不可欠である。

印南町が推進する「みんなですすめるまちづくり」を

そこで「塾」をボトムアップ型の実質的参加の

さらに住民主体の取り組みへと発展させるべく、住民

場とするため、全く白紙の状態から参加者が自ら

参加の機会を創出し、住民と行政とがよきパートナー

考え知恵を出し合い、創意工夫しながら、より有

として互いに協力し、補完しあえる協働のまちづくり

効的な方策を皆で打ち出していくワークショップ

の推進に主眼をおく。

形式※２で実施した。塾開催の詳細は表1の通りであ

その糸口として、本調査では「いきいきまちおこし

る。

※１．「交流人口」とは、通勤、通学、文化、スポーツ、買い物、観光などを目的として、町外からやってくる人をいう。
※２．「ワークショップ」とは、参加体験型グループ学習法である。まちづくりの様々な場面で活用されてきており、参加者が自
由に意見を交換しあい、アイデアを出し合いながら合意を形成していく、住民参加・参画の有効な手段として注目されている。
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いきいきまちおこし塾

表1 塾開催の概要
参加者：公募で集まった住民（14名）、町役場職員（15
名）、計29名。職種は、農業従事者、商業関係
者、産品加工業者など様々であった。
期 間：塾は全5回、平成15年7月〜12月にかけて実施した。
体 制：塾と並行して策定調査委員会（全3回）を設置
し、印南町まちこしの方向、塾の進め方につい
て検討を重ねた（図１）。
公 開：両協議内容を公開するため情報宅急便(全4号)を
作成し、全戸配布している。
その他：塾の開催にあたって 参加の自由・参加者の主
体性・対等な関係・情報の共有 に配慮した。

(2) ３つのステップで「町全体を印南ブランド」に
仕立てあげる

地
元

参加

住

STEP１

STEP２

みつめる
気づく
さがす
あつめる
発見する

まなぶ
考える
まとめる
うみだす

STEP３
つかう
つなげる
いかす
継続させる
ひろげる

主催
町
役

参加

場

民

参加
第１回

図２

第２回
第３回

第４回
第５回

法 人
学識経験者

「塾」のコンセプト

ログラムを構成している。
具体的には、参加者は小グループ（6〜8名／1グ
ループ）に分かれ、各グループで役割（進行役・

「町全体を印南ブランド」に仕立てあげるには、

記録者・発表者）を分担し、対話（ブレーン・ス

モノづくりにだけ焦点を当てるのではなく、人づ

トーミング）によって地域イメージを共有したり、

くりやコトづくりなど有形無形の地域資源を掘り

町歩きや先進事例調査で実際に体験（フィール

起こし、既存の分野や領域の垣根を取り払いなが

ド・ワーク）するなど、それぞれ協働作業を通じ

ら、固定観念にとらわれない新たな活用法を考え

て参加者が抱いている我が町の将来像について検

ていく必要があり、ことに「新たな価値の創造」

討しあった。写真は「塾」の様子である。

といった観点が重要である。
「塾」では、参加者が発想を膨らませ、創造性を
発揮していけるように、体験学習法 の理論を援用
※3

第1回塾 地域イメージを捉えてみる
○話題から宝物リストをつくってみる
○まちを見て歩き、宝物マップをつくってみる
（7／18,19）

宝物を
探そう！

しながら図２のコンセプトで図３に記す流れでプ

第2回、３回塾 先進事例から学ぶ
地域密着型活性化の
アイデア提案

策定調査
委員会
（委員:9名）

具体的・実践的な
活性化施策の立案

○鳥取県智頭町、熊本県小国町を調べてみる
（第2回塾：8／11）
○宝物の商品化を考える
○長野県小布施町の視察に行ってみる
（第3回塾：9／9,10）
○印南でできることを考える

宝物をどう
活用するか

いきいき
まちおこし塾
（塾生:29名）

第４回塾 プランニングしてみる
○宝物の商品化（資源化）の実現に必要な方策を考
える（10／25）

宝物はこう
してつくる

第5回塾 事業計画を考えてみる
持続可能なまちづくりの
視点から検討
図１

委員会と塾の役割

さあ始めよう、
印南流 で！

○宝物を絞りこむ
○事業化の具体策を考える
○目指すべきまちの姿・方向性を考える（12／5）

図３

「塾」のプロセスと話題

※３．「体験学習法」について中野民夫（『ワークショップ〜新しい学びと創造の場〜』ｐ138〜ｐ139，岩波書店, 2000年12月））
は西田※４の定義を次のように引用している。「体験学習法とは何らかの体験をすれば、そのことだけで、学習したとするものでは
ない。今、ここでの体験によっての気づきにこだわり、さらには、ともに体験して、気づいたこと、感じたことをわかちあい、そ
の解釈から学びを深めて次の行動へと生かしていく循環過程として構造化される教育方法のことを指す。」としている。本調査で
は、まち全体をブランド化することを目的とし、図２のコンセプトで図３の流れでプログラムの構成をおこなった。
※４．聖マーガレット生涯教育研究所(ＳＭＩＬＥ)の西田真哉は、野外教育指導研究会編集『野外教育指導者読本』ｐ68
で「体験学習法」について述べている。
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1999年

（表２）
。それぞれのアイデアからは5つのまちおこ
しの柱が見えてくる。これにより、まちおこし推
進体制の構築、環境美化活動や旬の食の運動、若
者を吸収するイベントの企画、印南文化を創造す
る研究活動など、まちの内発的発展を目指そうと
していることがわかる。

(2) 印南町ドリーム・ネットワーク―連携と情報共
有の必要性
「塾」の風景

さらに各事業アイデアを図解化すると、事業ア
イデアと活動拠点、事業アイデアと人（グルー

３．印南流まちおこし戦略とは
次に、本調査で得られた結果「印南流まちおこし戦

プ・組織）の相互関係が明らかになってくる（図
４、図５）。これにより、 町固有の情報

を媒体

略」について述べる。ここでは、塾のなかで提案され

とした地域各拠点のネットワーク化や既存分野・

た印南町の宝物のなかから絞り込まれた(1)印南町に

領域を超えた人的交流など、人と人、人やモノと

ふさわしい、私にもできそうな興味ある事業アイデア

の新たな関係づくりと地域内循環の形成が望まれ

と(2)その事業全体の関連図（印南町ドリーム・ネッ

ていることがわかる。

トワーク）を掲げ、(3)最も参加者の関心の高かった
すぐにでも事業化が求められる事業アイデアと(4)そ
の課題を述べる。
(1) 印南町にふさわしい、私にもできそうな興味の
ある11の事業アイデア
第1回〜4回の塾で集められた印南町の宝物全42
項目のなかから11の事業アイデアが選出された

(3) 最も関心が高かったすぐにでも事業化が求めら
れる4つの事業アイデア
①印南まちおこし事業主体の結成・設立
「NPOを設立し個々の活動をまとめて計画的かつ
継続的に活動できるようなサポ−ト体制をつくる」
「公益的活動（イベント活動）はNPOが担い、収益
的活動（産品販売）は株式会社にして両輪で事業

表２

11の事業アイデアからみえてきた5つの柱

■印南まちおこしの推進体制をつくろう
・印南まちおこし事業主体の結成・設立
（ＮＰＯ／株式会社）
■環境美化運動でまちの誇れる交流スポットづくり
・黒潮と熊野古道のクリーン作戦で日本一のスポットをつくろう
・町民一人一本植樹運動で花いっぱいのまちにしよう
・まちのなかに芝生公園をつくろう
■旬を活かした安全な印南の食運動でまちを健康にする
・ふるさと産品所を連携させて旬の印南産品メニューをつくろう
・露地モノ有機で子供たちに安全な印南の食の運動をしよう
・農業の企業化で印南ブランド開発をしよう
２
■若者パワーでいき 元気いっぱいのまちづくり
・若者が集まる印南交流サロンを企画しよう
・豆マラソンのバージョンアップでまちの知名度アップをはかろう
■自然観察と農業体験で印南文化を創造する
・真妻わさび研究と地引網復活で山海文化を育もう
・マリーン・グリーン・ツーリズムで体験交流をしよう

をおこなう」など、これまでの一時的なイベント
活動主体としてではなく、個々の活動を支え、繋
ぎ、適時に戦略を打ち出していけるような柔軟性
のある事業主体の設立（まちおこしの推進体制に
向けたネットワークを支えるHUB※５機能）を考え
る取り組みである。
②豆マラソンのバージョンアップでまちの知名度ア
ップをはかろう
印南町では年に一度、役場やJA主催で
ソン

豆マラ

が開催されている。しかし「町民の健康維

持」を目的としたマラソンは、10キロ以内の短距

※５．複数の端末を集線するネットワーク機器（集線装置）をＨＵＢというが、ここでのＨＵＢは人的物的な横型ネットワークの結節点
を意味し、その様態が（集線装置）に類似していることからこの語句が用いられた。ワークショップの意見で出てきた言葉である。
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離マラソンでしかなく、参加者は町内が主で年々

どうするのか、など

印南まちこしの推進体制の

減少してきている。そこで新たに町の有志が活動

構築

主体となり、町内外の人的交流の促進を目的とし、

みに不可欠なこととして

既存の豆マラソンをハーフマラソンにバージョン

サポート体制

アップさせる取り組みをおこなう。まちの知名度

ながら、宝物の地域内外への

アップに向けたイベント企画・運営を自分達で考

ーワードに

えることで、住民のまちの歴史・伝統・文化など

向けた取り組みが必要である。

が最重要課題となっている。今後の取り組
人づくり・事業戦略・

など事業実施に伴う課題を勘案し

仕組みづくり

循環・連携

をキ

の観点から具体化に

を修得することやおもてなしをする人づくりにつ
なげていこうとする取り組みである。
③露地モノ有機で子供たちに安全な印南の食の運動
をしよう

４．今後の進め方
以上、「いきいきまちおこし塾」の成果や課題につ
いて述べてきたが、今後の進め方として以下の2点が

食の印南ブランド

をつくることを目的に安全

な食づくり運動をおこなう。休耕田を活かした農
業体験の実施を通して、露地モノ有機農法を広め、

考えられる。
(1) やる気・参加意欲を絶やさないための「塾」＝
まちおこしを考える場の継続化

子供や町民、外来者に安全・安心な健康食品や料

「塾」の参加者は減少をみせたものの平均20名の

理を広めていく活動であり、本物のいいモノづく

参加があった。まだまだ各分野・領域の垣根を取

りを通して住民の

り払うまでには至っていない。しかし、ここで注

誇り

を育もうとする取り組

みである。

目すべきことは、協働の取り組みのなかから参加

④黒潮と熊野古道のクリーン作戦で日本一のスポッ

者の意識（やる気）が確実に育まれ、実践的行動

トをつくろう

も芽生えつつあるということである。これは、こ

印南町には美しい海の資源、王子や熊野古道な

こでは触れなかったが、
「今後も話し合いのもてる

ど歴史的資源がある一方、海岸線のゴミのポイ捨

場をつくってほしい。
」、「意見もありますが、出来

ても目立つ。そこでまちのゴミをなくし、まちを

ることから実行すること。私もやらせていただき

美しくする環境美化運動（クリーン作戦）をおこ

ます。」など、塾の開催直後におこなった参加者へ

ない、日本一きれいな海・海岸線づくりをおこな

のアンケート調査結果（全4回）の記述内容から読

う活動である。

み取れる他、参加者が積極的にロゴを提案したり、

具体的には、海好きな人、釣り人、写真家、俳

ＮＰＯ設立に向けたイベント企画案を自主的に作成

人などスポーツや文化的な趣味的活動をしている

する姿勢や行動がみられたことからも明らかである。

人たちを巻き込み、まちの良いとこスポット情報

このような

やる気

を絶やさず、「本気」にし

を集めたり、間伐材で案内板を整備し見所マップ

ていくためにも、引き続き協働で取り組む機会・

をつくるなど自然や歴史的文化の良さを有効に活

オープンな場を積極的につくっていくことが望ま

用しながらまちのPR方法を考える取り組みである。

れる。
今後はさらに取り組みの各段階に応じた参加・

(4) 事業実施の課題―まちおこしの体制づくり
ここでは、塾の対話のなかで最も関心が高かっ
た４つの事業アイデアを取り挙げた。全アイデア

参画のあり方について検討が不可欠になってくる。
そのためにも塾を継続的におこない、参加の場を
町に定着させていくことが先決であろう。

に共通することとして、如何にして活動を継続さ
せていくのか、誰が事業主体になるのか、担い手
をどのようにサポートしていくのか、活動資金は
60

(2) まずは事業を一つでも小さな規模から興してみる
また、今回抽出された事業アイデアをさらに実

践可能なプロジェクトへと展開させていくために

ンプラン）の作成にとりかかることにある。その

は、先導的に活動を仕掛けていく実践部隊を立ち

ためにも先述のように、より一層魅力的なまちづ

上げ、できる人たちができることから取り組める

くりを実現させるための仕組みづくりを同時並行

ように、次のステップである行動計画（アクショ

的に進めていくことが肝要である。

図４

事業内容と活動拠点の関係

図５

事業内容と組織・人の関係
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業務経歴
平塚 伸治（地域振興事業部 主席研究員）−前掲−
玉井 明子（地域振興事業部 客員研究員）
＜査読論文＞
・玉井 明子、久 隆浩「伝統的産業を軸としたイベン
ト活動と観光まちづくりの円滑化に関する一考察 〜
兵庫県篠山市今田町を事例として〜」都市計画論文集
No.36，p259−264，2001年
・玉井 明子、久 隆浩「伝統的窯業産地における地域
資源を保全活用した住民参加型観光ルート整備の課題
-愛知県瀬戸市洞地区を事例として〜」都市計画論文
集 No.35，p685-ｐ690， 2000年
・玉井 明子、久 隆浩「地場産業都市における観光活
動設計とまちづくりに関する研究 〜愛知県常滑市栄
町を事例として〜」都市計画論文集 No.34，p355-p360，
1999年
・玉井 明子、久 隆浩「地域性を反映した街路環境デ
ザインにおける記述構造に関する研究〜専門家を対象
とした質的調査より〜」環境情報科学論文集No.13，
p85-p90，1999年

他、口頭発表論文、紀要など

＜著書＞
・玉井 明子「スローな暮らしを創造する自律・持続性
のある市民活動」きしわだ都市政策研究vol.10『スロ
ータウンのまちづくり〜市民的豊かさの実現と可能
性』p63〜68、2004年
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いずれも共著

日 吉 町 観 光 基 本 計 画 策 定 調 査
（平成15年度

橋本

電源地域振興指導事業）

恵子（地域振興事業部

主席研究員）

京都府日吉町は、平成10年の日吉ダム開設以後、飛躍的に観光入込客が増加し、まちづ
くりの中で観光の占めるウエイトは非常に高まった。このためより実効性のある戦略的な
観光施策が必要となっており、委員会(委員長：京都府立大学宗田好史助教授)を組織し、
観光基本計画の策定を行なった。

１．日吉町観光の概要

人口｣の拡大を図っていくことは、これからの人口減

京都府日吉町は、平成10年の「日吉ダム(非発電ダ

少社会において極めて重要な課題である(平成14年度

ムで｢地域に開かれたダム｣の第１号指定)」とそれに

国土交通白書)。日吉町の観光振興は帰する所、｢来て

続く関連施設「スプリングスひよし(温泉型保養施

よかった、また来たくなるまち｣｢住んでよかったと実

設)」、「府民の森ひよし」の開設以後、飛躍的に観光

感できるまち｣づくりを通じて交流人口を拡大し、町

入込客が増加し(平成9年32,762人→平成12年487,993

の振興を図ろうとするものである。

人)、平成12年度策定の第３次日吉町総合計画・後期
計画でも観光振興が重点プロジェクトの１つに位置づ
けられており、まちづくりの中で観光の占めるウエイ
トは非常に大きくなっている。しかし１人当たり消費

２．アンケート調査
町民および現在は町外に住む元町民に対しアンケー
ト調査を行った。結果の概要は次の通りであった。

額は減少傾向にあり、近隣地域と比べても低い水準に

・将来の日吉町の望ましい姿として、｢8．保養、研

留まっているため、実効性のある効果的、戦略的な観

修、グリーンツーリズムのまち｣は町民の大方の

光施策を進めることが必要になっている。

賛同を得ていると考えられる。
０%

人、千円
６０００００

円／人
３２６５

観光入込客数

３０３８

４０００００

３０００

２．大学や研究機関が立地する研究学園
のまち

５３３００２

観光消費額
１人当消費額

５０００００

３５００

１．快適な環境と地域の交流がある良質
な住宅地のまち

４６１４４１

４８７９９３
４７０７５７
４６６４５２４５６９０７
４３６９７０

２５００

３８４５５３

２２８７

２０００

１９１６

３０００００
１３３８
１９５８２４１９０３５６

２０００００

９５６

９５６

図１

７年

８年

９年

１０００

５．地域に多くの就業機会と活力をもた
らす無公害型工業のまち

１７．
５
２１．
４

０
１０年

３９．
４
２１．
４

１１年

１２年

１３年

１４年

日吉町の観光入込客数と消費額

更に、今後我が国人口の長期的な減少が見込まれる

６．インターネットを駆使して大都市圏や海
外と結ぶ情報通信産業の盛んなまち
７．町外からもショッピングを楽しむ人が
くる商業施設のあるにぎわいのまち

n=３１５

町外

n=１４

９．その他

中、都市と農山漁村の交流を通じた交流人口の増大が
期待される。｢定住人口｣の減少によって生じる経済社

４．
４
０．
０
１９．
０
７．
１
４９．
５

８．自然や史跡､ダムを生かした､保養、研修、グリー
ンツーリズム(農山村での滞在・体験型旅行)のまち

町内

図２

無回答

８０%

５．
７
７．
１

４．自然が保全され、農林水産業の盛ん
なまち

５００

５８６６０
５７３６２
５４１９７
４３８４２
４２６４５
３２７６２
２８２９０
２５６５０
１８８８０
１３０６０

０
平成５年 ６年

６０%

４．
８
０．
０

８１７

１０００００

４０%

３３．
７
２８．
６

１５００
１１５５

９７２

３．美術館やホールなどがあり、文化活
動の盛んな芸術文化のまち

２０%

３．
２
０．
０

７８．
６

７．
９
７．
１

将来の日吉町の望ましい姿

会の活力の減少を補い、需要の拡大等を通じて経済や
地域・社会を活性化させる第二の人口としての｢交流
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・町内で好きなところや案内したいところ、薦めた
いところとしては、｢1．日吉ダム、ダム湖周辺｣、

｢11．多世代が楽しむ観光｣、｢9．家族向け観光｣

｢2．府民の森ひよし｣、｢4．スプリングスひよ

をあげるものが多い。

し｣が３大回答であるが、町外では｢7．かやぶき

・日吉町が訪れるのにより魅力あるまちとするため

音楽堂｣が相対的に高い評価を得ている。茅葺き

力を入れるべき事柄としては、町内では、｢1．

コンサートは年間2000人の集客力を持つもので、

特産品名産品の開発PR｣、｢10．交通便の向上｣、

その効果を町内に波及させるような工夫が求め

｢7．宿泊施設の充実｣が３大回答で、町外では、

られる。

｢3．身近に自然と親しめる環境整備｣と｢10．交

・町内の特産品、名産品として人に紹介したり、あ
げたいものとして、黒豆が確立された位置を占

通便の向上｣が２大回答である。また町内に比べ
て｢9．下水道の整備｣が相対的に高い。

めており、その中には従来の黒豆製品のイメー

・具体的な方策としては、町内、町外に共通してい

ジを超えた日吉丸グラッセのような特色ある製

るのは｢1．自然景観を整える｣、｢8．のんびり滞

品も評価を受けている。昨今の黒豆ブームを利

在できる宿泊施設や別荘地開発｣である。宿泊施

用して今一歩のブランド化が望まれる。

設の要望は他の幾つかの設問でもみられた。

・観光を町の主幹産業と位置づけることへの意向に

｢9．平地分水界の観光資源化｣に特に高い回答は

ついては、町内では５割を超える人が、また町

寄せられなかったが、同様の地形にある兵庫県

外では６割を超える人が｢1．観光を主幹産業に

下の自治体、例えば柏原町では町内の福知山線

訪れる人を増やす｣を１位に挙げている。町内の

石生(いそう)駅に｢分水界、水分かれまち｣の幕を

回答を属性別にみると旧住民に比べて新住民は

ホームに掲げている。胡麻駅でもお金をかけず

観光以外の主幹産業育成という意見が相対的に

にできるしかけではないだろうか。

強いことが窺える。その理由としては集客力が

・まちづくりへの協力の意向については、町内では

低い、リピーターが見込めない、観光依存への

｢1．積極的に参加｣が１割、｢2．内容によっては

疑問というような理由から農林業振興、若い人

参加｣が４割で、半数を超える人が何らかの参加

の就業の場となるような企業誘致等を挙げる意

意向を持っている。町外の回答でも大きな傾向

見が多い一方、現状の観光に町の特性を活かし

の違いはない。内容は自分にできること、ボラ

てより地域経済への波及効果を高める工夫を求

ンティア、町内美化活動、イベントへの参加と

める意見も少なくない。

いった自然体で参加したいという意向が最も多

・町外にアピールすべき日吉町の魅力として、町内
外で｢3．日吉ダム｣、｢1．豊かな自然・花｣、｢4．
スプリングスひよし｣、｢9．スポーツ・レジャ
ー｣を挙げるものが多いが、町外や、居住年数が

いが、中には自らまちづくりの企画・開発・実
行に参画したいという積極的な意見もみられた。
・日吉町のまちづくり、産業振興、観光振興への自
由意見

短かいあるいは町外出身の回答では｢3．日吉ダ

町外から、意外にも遠く日吉町を離れた地で日

ム｣の回答率が相対的に低い。地域に開かれたダ

吉丸グラッセや茅葺きコンサートを口にしたり

ム第１号という意義の認識度の違いによるとも

耳にしたりしたことに驚くと共に誇りに感じた

考えられ、その意義をどのように集客資源とし

経験をもとに、これらをもとに観光振興を図っ

ての魅力に具体化していくかが課題であると思

ていくためのアイデアなど傾聴すべき意見が寄

われる。

せられている。

・日吉町で振興すべき観光のタイプとして、町内外
とも｢4．自然に親しむ滞在型観光｣、｢5．農林業
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の体験型観光｣、｢1．スポーツレジャー観光｣、

３．日吉町観光基本計画の方向

先進事例で見られるように、人口の過疎化、高齢化

―日吉町の目指す観光地像―

により地場産業が低迷する農山村でも、官民を挙げた

我が国は、いま、核家族化が終わり2020年には4人

努力により地域経済が内発的に発展する多くの事例を

に一人が「一人暮らし」と推定され、とりわけ都市部

見ることができる。因みに、京都府美山町は「田舎」

では「一人暮らし」が増加の傾向にある。こうした傾

をブランドとして位置づけ、平成元年以降、様々な都

向を踏まえ、家計支出における消費構造の変化をみる

市農村交流事業(宿泊、食堂・直売、加工・販売、不

と、衣・食・住(家具など)の伸びは見込まれず、反面、

動産など)を展開し、近年その生産額は急速に伸びて

交通(観光)・通信が最も伸びるものと見られることか

きている。

ら、今後、観光需要の増大が期待される。しかし、少

(1) 日吉町の観光ブランド

子化の進展から子供連れレジャー客の減少が予想され

・ダムのまち・ひよし

る。

「地域に開かれたダム」として国土交通省が指

今後、観光客は中高年が主体となり、その内容は

定しているダムが、現在では全国で44カ所ある

「癒し」を求める観光が予想される。更には、田舎に

中で、他の地域とは異なった差別化･ブランド化

帰りたい、都会から移り住みたいといったニーズの増
大も見込まれるため、これらの観光客に照準を合わせ、
観光客のニーズに的確に応える観光資源を用意し、そ

を企図する。
・新たな日吉町ブランドとしての観光資源「都市部
に近接した自然豊かな山里」を一つの柱に

れを「日吉町ブランド」として位置づけ、整備し、ブ

(2) 観光振興とまちづくり

ランドとしての価値を高めていくことが必要である。

・全員が参加するまちの魅力づくり

観光客は金太郎飴的な画一化された観光地には魅力

まちづくりと観光振興は一体。まちづくりの効

を感じない。リピートによる継続した観光客を確保す

果を観光資源として観光客に「見せていく」こ

るためには、
「地域ブランド」の存在が不可欠である。

とそのものが観光振興。

地域ブランドの存在と中長期的な戦略とが相まって観

・交通インフラの整備

光産業としての基盤の構築が可能となろう。地域ブラ

・豊かな自然に留意したまちづくり

ンドを創出するためには、既存の観光資源や未発掘の

(3) 観光産業と地場産業

観光資源など、日吉町の固有資源を再評価・峻別し、

食べられる農業(売れる商品の生産)、食べられ

ブランド価値が低いものについては、再整備などによ

る林業(林産物の加工販売)の確立を、観光産業

る付加価値を付与し、ブランド性を高めることが必要

を視座において図る。

である。
こうした作業を通じ、ブランド価値が高い資源を中

・ヒット商品｢日吉丸ぐらっせ｣に次ぐ観光産品の開発
・環境の保全機能が積極的に見直されている森林の活用

心に地域資源群を再編し、ブランドのコンセプトを構

・「丹波松茸」
、日吉ブランドの山菜生産等

築することによって、地域固有の観光資源として光を

(4) 観光産業振興を推進する組織

放つものとなろう。

・町内の観光資源を一元的に把握し総合的な判断に

日吉町においては、今後の観光需要ニーズに応える
新たな価値の高い地域ブランドを創出し、「スプリン

立ち、高い志と熱意をもって、観光振興にあた
る推進組織の確立

グスひよし」等の既存観光資源を補完していくことが

(5) 外部に対する観光情報の発信

不可欠である。中長期戦略のもと、官民を挙げてこう

・ホームページや新聞、テレビ等のメディアの活用

した骨太の地域づくりを目指し、観光産業としての実

・旅行代理店等との連携

現性と厚みを構築し日吉町経済の内発的発展につない
でいかなければならない。
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・かやぶきコンサートとの連携
(3) まちづくりとの連携を図る

「日吉」を
発信する
既存観光資源の見直し・再整備
・ スプリングスひよし
・ 府民の森ひよし
・ 日吉ダム
・ 各種イベント

農
林
商

業
業
業

・製造業への波及

まちづくり

・商業・サービス業への波及
(5) 外部からの事業展開の導入

観光事業の振興を通じ
た日吉町の活性化

地場産業の参加
（地場産業の振興）

・豊かな自然の観光資源化
・名所旧蹟の観光資源化
・貸し農園
・「食」の観光資源化

(4) 地場産業への波及を図る
・農・林・漁業への波及

豊かな自然を活かした
都市農村交流のまち
新たな観光資源の創出

・交通整備 ・まちの景観整備 ・住民との協働

・資本と人材の導入
(6) 推進機関の整備、担い手づくり

日吉ブランドによる観光事業の推進
（観光事業推進の組織）

・観光協会の活動推進
・出でよ観光カリスマ

観光事業の振興を通じ日吉町の活性化を図る

・住民のポテンシャルを顕在化させる仕掛けづくり
・日吉ファンをつくる
行政（まちづくり）
・住民と観光客のニーズ
を充足する自然環境の
整備
・まちづくりの推進

日吉町住民
・観光事業への参画・
参加
・まちづくりへの参加

地域団体
・観光事業への参画・
参加
・まちづくりへの参加

・観光振興アクションプランの策定
(7)

日吉 を発信する

・日吉町のC.I.としてのまちのイメージづくり
・ITを活用した日吉観光ポータルサイトの構築

図３

日吉町観光基本計画の方向

・JR日吉駅交流ギャラリーの活用
・｢地域に開かれたダム｣サミットの開催

４．日吉町観光振興施策
(1) 日吉ダム湖周辺への観光入込客を定着させる

域発信性の活用

・日吉ダムへのリピーターの呼び込み

(8) 広域連携

・四季の変化がある景観づくり

(9) みんながちょっとずつできることをつなぎあわせる

・ダムを活用したイベントの開催
・ダムを活かして 日本一 をつくる
・府民の森ひよしの活用

丹波 ブランドを売る

以上施策を多方面から述べてきたが、実際の実
現には直ぐに取りかかれないものも多い。
日吉町の観光のコアは日吉ダム、府民の森ひよ

・スプリングスひよしの振興

し、スプリングスひよしである。これには環境、

(2) 日吉ダムへの観光入込客を町内他地域へ誘導する

水、森林、農業、交流などの要素が含まれている。

・宿泊施設の整備

町内にはこれらの要素に関わりが深く既に活動実

・農業や林業体験を観光資源として、日吉の個性を

績のある、農業団体や森林組合、商工会などの事

盛り込んでプログラム化し、グリーンツーリズ

業主体がある。その協力を得て日吉町観光のコア

ム、エコツーリズムの商品化開発。

に少しオプションを付け加えてみる。朝市をスプ

・文化史跡のわかりやすい案内板の設置

リングスひよしで行うようになったことなどはそ

・里山自然のハイキングコースの整備

の一例である。森林カルテづくりや若い人のＩタ

・全国的にもめずらしい平地分水界のシンボル化

ーン受入れなどユニークな活動実績がある森林組

・インタープリテーションプログラム（自然ガイド

合の協力を得れば、府民の森ひよしにも新たな集

ツアー）
・郷土料理の商品化
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・「日吉丸グラッセ」
、
「かやぶきコンサート」の広

客資源が生まれそうである。商工会では地域の女
性グループの協力を得てスプリングスひよしの里

の市で販売する特産品開発を手がけてみる。更に
はコアの自然に歴史文化的な要素が加われば、日
吉町観光に深みが加わる。日吉の歴史や文化に知
識のある郷土史家や地元の人達によるガイド、郷
土資料館での語り部など、ボランティアの機会が
あればできそうである。
つまり、よいこらしょと力を入れて特別な観光
振興策を採る前に、みんながちょっとずつできる
ことを持ち寄り、それらをつなぎ合わせていくこ
とで、ひとつのまちづくり、観光振興のうねりに
つなげていくことができるのではないか。まちづ
くりと観光振興は一体であるというのはまさにこ
のことである。
観光カリスマが直ぐには出なくても、観光事業
者が見あたらなくても、住民が自然体でできるこ
とを少しずつ出し合い、最も取り組みやすいこと
から始める。それが日吉町観光振興施策のまずは
一歩であろう。

日吉のまちづくり
環境
水
森林

森林組合

日吉ダム
府民の森ひよし
スプリングスひよし 交流
イベント
農業

図４

商工会

歴
史
文
化

みんなの
ふるさと
日吉づくり

農業団体

みんながちょっとずつできることをつなぎあわせる

業務経歴
橋本 恵子（地域振興事業部 主席研究員）
・関西におけるものづくりとデザインの協働に関する調
査（2003）
・関西中堅・中小企業の対中国ビジネス展開の現状に関
する調査（2001）
・アジアからの対関西直接投資の促進策に関する調査
（1996）
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ＫＩＩＳ成果一覧表
報

告

書

名

内

容

メ

ン

バ

ー

仕

様

公開の
可 否

行政・地域の情報化に関する調査研究
電子自治体の構築に向けた課

電子自治体時代における「自治体版ＣＲＭ」

題についての調査研究報告書

の基礎調査、概念設計及びプロトタイプシス

−自治体版ＣＲＭの実現に向けて−

テムの開発等を通じ、自治体共同取り組みに

東京大学大学院

教授

須藤

修氏

石橋

裕基

Ａ４
89頁

可

（日本自転車振興会補助事業） よる「地域ＣＲＭ」導入について提言した。
行政の情報化に関するアンケ

関西圏２府５県の自治体に対するアンケー

調査事業部

ト調査により、情報インフラの整備状況、セ

ート調査報告書

Ａ４
83頁

キュリティ対策の状況、新しい電子自治体サ

可

（自主事業） ービスの利用意向等について調査を行った。
大阪におけるデジタルコンテ

コンテンツ産業振興による経済・地域活性

ンツ振興レポート〜大阪のコ

化を目的とした、大阪地域におけるデジタル

ンテンツ振興戦略〜

コンテンツ振興施策立案のための基礎調査を

調査事業部

石橋

裕基

不可
Ａ４

（在庫

72頁 なし・照
会には

（大阪府） 行った。

応じる）

滋賀県データセンタ機能構築
基礎調査報告書

滋賀県におけるデータセンタ導入の重要性

調査事業部

深野

等を整理し、効率的なシステム移行計画や効

ｉＤＣ事業部

岡村

眞治

Ａ４

果的な情報システム運営に必要なドキュメン

調査事業部

石橋

裕基

139頁

調査事業部

深野

二郎

二郎
不可

（滋賀県） ト類を整理した。
自治体における電子申請シス
テムに関する調査研究報告書

電子自治体構築に際し最も身近なアプリケ
ーションである「電子申請」に着目し、各種

調査事業部

石橋

裕基

の動向調査を踏まえ、自治体が共同で電子申

不可
Ａ４
93頁

請に取り組む際に必要となる機能等を整理し

「阪神広域情報ネットワーク」の評価や今

なし・照
会には
応じる）

（大阪電子自治体推進協議会） た。
電子自治体時代の広域行政サ

（在庫

阪神広域７市１町

ービスに関する調査研究報告

後の展開を検討するとともに、広域自治体に

阪神広域行政圏協議会

書

おいて整備すべき情報システムのあり方につ

大手前大学

（（財）地方自治情報センター共同研究） いて基本的な考え方を整理した。

教授
藤田

不可

兵庫県
Ａ４
60頁
昌弘氏

（在庫
なし・照
会には
応じる）

地域の活性化に関する調査研究
地域における生活産業が雇用

今後のわが国経済活性化において重要な「生

創出に与える影響に関する調

活産業」に焦点を当て、今後の雇用への影響

査報告書

等について分析するとともに、各地域の生活
産業企業50事例を実地調査した。
（内閣府） （http://www.think-t.gr.jp/50sen/）

地方における男女共同参画施

男女共同参画計画を策定している自治体へ

策の方向に関する基礎調査報

のアンケート調査及び複数自治体へのヒアリ

告書

ング調査を実施し、地域の特性を踏まえた施
策立案に向けた方向性を示した。
（内閣府） （http://www.gender.go.jp/）

放送大学

教授

Ａ４

林
大阪大学大学院

敏彦氏
教授

松繁

寿和氏

地方シンクタンクメンバー 他

大阪大学大学院

教授

山内
大阪女子大学

直人氏

助教授

木村

涼子氏

地方シンクタンクメンバー 他

192頁
（冊子は作
成せず、
地
方シンクタ
ンク協議会
ホームペー
ジにＰＤＦ
掲載

可

Ａ４
98頁
（冊子は作
成せず、
内
閣府男女
共同参画
局ホームペ
ージにＰＤ
Ｆ掲載

可

報

告

書

名

ちょっとかしいこらよ！印南
−印南流まちおこし戦略

内

容

本事業では、和歌山県印南町民１４人と行

（電源地域振興指導事業） いる。

報告書

ン

京都府日吉町は、平成10年の日吉ダム開設

バ

ー

仕

様

公開の
可 否

京都大学防災研究所 教授

政職員１５人が協働混成チームを編成し、町
の地域振興策を検討し、提案を取りまとめて

日吉町観光基本計画策定調査

メ

岡田
同

教授

憲夫氏

多々納裕一氏

Ａ４
247頁

可

印南町関係者２９名他
京都府立大学 人間環境学

以後、飛躍的に観光入込客が増加しまちづく

部 助教授

りの中で観光の占めるウエイトは非常に高ま

日吉町関係者14名他

宗田

好史氏
Ａ４

った。このためより実効性のある戦略的な観

115頁

可

光施策が必要となっており、その実現のため
（電源地域振興指導事業） 観光基本計画の策定を行なった。
「鉱石の道」産業遺産活用調
査

古来より鉱山町として発展してきた生野、

座長：神戸大学

教授

足立

朝来、大屋の３町において、特に明治の近代

裕司氏

国家日本の建設に大きな役割を担った生野・

３町の町長他、兵庫県、

Ａ４

神子畑・明延の３鉱山の保存と生活・産業・

三菱マテリアル㈱、細倉

160頁

観光資源としての活用方策を検討し、鉱石の

鉱業㈱等

可

（電源地域振興指導事業） 道基本構想を提案した。
美浜・三方広域振興計画策定
調査報告書

福井県美浜、三方両町は都市圏から遠隔地

武庫川女子大学

に位置し、誘客や人的交流においてハンディ
を背負ってきた。本調査は、ブロードバンド

同

教授

高田

公理氏

藤本

憲一氏

助教授

等最新の情報通信技術を活用し、両町に存す
る観光資源をデジタルコンテンツとして発信

美浜町、三方町、嶺南振

することによる観光産業や関連産業の振興策

興局

Ａ４
120頁

可

他

（電源地域振興指導事業） について提案した。
資源循環活用基本計画策定委
員会報告書

昨年度電源地域振興指導事業で実施した「朝

朝来町関係者15名他

来町資源循環活用計画策定調査」を受けて、

Ａ４

今年度家畜排せつ物処理施設の具体的な計画

217頁

不可

（電源地域産業育成支援事業） づくりを行なった。
ブロードバンド等ＩＴを活用

ｅ−ｊａｐａｎ戦略による国民的なブロー

した地域振興方策に関する調

ドバンド環境の整備が進むなど、高速回線網

査研究

の急速な普及の流れを踏まえ、本調査は高速・

報告書

広帯域・常時接続の特性を持つブロードバン
ド等ＩＴと本格化しつつある第３世代携帯の

武庫川女子大学
同

教授

高田

公理氏

藤本

憲一氏

助教授

Ａ４
90頁

可

他企業メンバー１２名

機能を活用した観光振興による地域の活性化
（日本自転車振興会補助事業） 方策について提案した。
将来の大阪シティスタイル研
究会（第Ⅰ期）

大阪都心部の都市再生緊急整備地域の中心
である中之島〜御堂筋〜大阪駅を中心とする
梅田周辺（含み北ヤード）を対象エリアとし
て、そこでの暮らし・生活スタイル・ワーク

座長：立命館大学
村橋
武庫川女子大学
角野

教授
正武氏
教授
幸博氏

スタイル等の将来像について提言すると共に、

他行政関係機関８機関、

事業化プロモーションにつながる成果を目指

民間企業１９社

（マルチクライアント事業） す。

Ａ４
120頁

不可

報

告

書

名

内

容

ＩＴ革命時代におけるコミュ

都市に多様な「価値観コミュニティ（「特

ニティ・ソリューション研究

定のテーマや話題に対する共通の価値観を持

会２００３研究報告書

つ集団」が生まれると、それを契機に都市の

メ

ン

バ

市臨海部のまちづくりの研究

村橋

し始める、すなわち都市再生には、どのよう

大阪ガスＣＥＬ 客員研究員

まちづくり」

公開の
可 否

不可
Ａ４

（照会

50頁 には応
じる）

弘本由香里
座長：京都大学

踏まえ、土地流動化方策を検討するとともに、

（マルチクライアント事業）
地域整備研究会「高齢社会の

正武氏

研究協力者：

臨海部に導入すべき機能について検討した。

様

立命館大学理工学部 教授

さまざまな自己組織力が創発的に活動（再生）

大阪市臨海部の土地売却が進まない状況を

仕

座長：

（マルチクライアント事業） な都市構築力が必要かを解明している。
都市の再構築化における大阪

ー

教授

小林

潔司氏

他大阪市関係部局、民間

Ａ４
120頁

不可

企業７社
世界のトップランナーとして高齢化への道

座長：杉浦

潔彦氏、関

をひた走る日本の実情やドイツの先進的なま

電産業㈱、アサヒ㈱、大

ちづくりの現状を踏まえ、茨木・箕面両市の

林組等

Ａ４
88頁

丘陵部の彩都において、ライブタウン（生き

可

（マルチクライアント事業） がいと安心）のまちづくりを提案した。
資源循環型社会システムの研
究

資源循環型社会の形成や大阪府のエコエリ
ア構想等を踏まえ、和泉市のテクノステージ

座長：
大阪府立大学

和泉において、資源循環型産業団地の整備構
想を提案した。

名誉教授
宮南

啓氏

太成学院大学、大阪市立
大学、桃山学院大学、大

Ａ４
124頁

可

阪府、和泉市、大栄環境
（マルチクライアント事業）

㈱等

関西におけるものづくりとデ

今ものづくりにおいてデザインが注目され

ザインの協働に関する調査報

ているのは、①ブランド確立対策、産業競争

告書

力強化対策、②中小企業の新たな活路という

Ａ４

側面がある。本調査は、関西におけるものづ

164頁

地域振興事業部
主席研究員

橋本

恵子
不可

くりとデザインの協働の現状や課題、今後の
（民間企業） 方策等をヒアリングの中から探った。
大阪地盤データ管理業務

大阪市では、これまでに約6,200本のボー

大阪市立大学

リングデータを収集し、データベース化して
いる。今年度もさらに190本のボーリングデ

大阪市立大学

ータを追加し、地盤データの充実を図るとと
（大阪市） もに、地盤データの利用促進を図った。
ＧＩＳの普及・定着に関する調査
平成１５年度 中間報告書

大阪府が保有している縮尺1/2500の地形

教授

中川

康一氏

助教授

三田村

宗樹氏

大阪市関係部局（８局）

ＧＩＳデータ利活用研究

の効率化等のためのGISの利用だけでなく、

分科会

環境の実現のための課題、対応策等を検討し
（自主事業） た。

集Ｎ値
柱状図

不可

（１９０本）

ＧＩＳ/電子地図の会

図データの利活用をテーマに、道路関連業務
広く一般住民、民間企業がGISを利用できる

地点図

Ａ４
9頁

不可
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