
 

～分科会に参加される皆様へ～ 

 

 分科会は、会員等が日頃の研究成果を発表し、議論を交わすことによって、自主的・

主体的な政策形成活動を支援し、また、会員相互、学識者等との交流を深めていただく

ために開催するものです。 

 

■■■実りある分科会にするための４つのお願い■■■ 

 

自由な立場で大いに議論し、お互いを高め合う実りのある分科会にするため、

 次の約束を守りましょう。 

 

 １ 積極的に質問や意見交換をしましょう。 

 ２ 立場や職制に関わらず一参加者という対等の立場で発言しましょう。 

 ３ 分科会での発言に対して、発言者の立場や職責は問わないことにしましょう。

 ４ 分科会での発言は、簡潔に行い、できるだけ多くの方が発言できるようにし 

  ましょう。 

 

★ 当日、この要旨集をご持参ください。 

★ 総会、全体会（講演）、交流会にも是非ご参加ください。 

★ デモンストレーションコーナーもご覧ください。

 

 

  と き：平成２０年９月２３日（火・祝） 

      ところ：兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス 

《研究発表大会のプログラム》 

【総 会】   １０：００～１０：３５ （三木記念講堂） 

【全体会】 １０：５０～１２：１５ （三木記念講堂） 

     テーマ：「実測！兵庫の地域力

～人口成熟問題の実相と新たな戦略～」 

講 師：日本政策投資銀行 地域振興部 参事役

特定非営利活動法人（NPO）ComPus地域経営支援ネットワーク理事長

藻　谷　浩　介　氏 

（昼食・休憩〉 １２：１５～１３：１５ 

【分科会】 １３：１５～１７：００（教育棟各教室） 

【交流会】 １７：１５～１８：００ （大学会館食堂） 

【デモンストレーションコーナー】 

９：３０～１３：１５ 試験研究機関等の研究成果の展示・紹介（三木記念講堂）

１２：１５～１７：００ テーマに関連した機関等の取組の展示・紹介（教育棟）
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【第１分科会】

　 「地域振興 ・ 地域の仕組みづくりを目指して」

　コーディネーター：貴多野乃武次

　　　　　　　　　　（元　阪南大学国際コミュニケーション学部教授）

　　　　　　運営者：中塚則男（兵庫県企画県民部政策室長）

　　　　　　　　　　横山佐和子（兵庫県企画県民部県民文化局地域協働課長）

●集落単位の地域づくり「神河町地域サロン事業」　～地域力の向上を目

　指して～

　　澤田俊一（神河町政策調整課）

●地域産業の人と技術を育てる取り組み～但馬の伝統工芸品から～

　　永本正義（県立工業技術センター　機械金属工業技術支援センター）

●【義提書】赤穂の魅力を活かす 47 の提案～その取り組みと活動の記録～

　　播州赤穂義提團〔大隅成泰（赤穂市介護福祉課）、斎藤　健（赤穂市消防本部）、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本千恵（赤穂市保健センター）〕

●花壇苗農家の経営指導における流通・販売面の指導力強化に関する研究

　　花壇苗流通販売研究会〔福田憲志（県・西播磨県民局佐用農業改良普及センター）〕

●参画と協働の時代におけるイベント行政のあり方について～ふれあいの

　祭典事業を中心に～

　　平成 19 年度政策課題研究グループ〔西岡　強（県・企画県民部地域協働課）〕
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１．取組の経過 …「宝さがし」「夢かたり」 

①仕組みを創るきっかけとして 

「地域サロン」は住民同士の支え合いと行政の

支援の仕組みを創ることにより、日常的な課題に

ついてみんなで考え、その解決に向けてみんなで

取り組む。「ひとり一人がここに暮らしていること

を誇りに想い、豊かさを実感できる集落づくり」

を目指すものである。そのきっかけとして、平成

18 年度に自分達が暮らしている集落の大切な地

域資源（宝もの）を再評価した上で、どのような

集落をつくっていくのかを、年齢・男女・団体の

枠を超え、より多くの住民で考えるワークショッ

プを39集落毎に実践することとした。 

「地域サロン」事業のイメージ

集落ワークショップ

地域リーダー
（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの世話役）
区長さんほか住民５名

神河町
支援

・集落担当職員の配置

・行政情報等の提供

・活動補助金 など

集落住民（老若男女）

参加

企画・実施

STEP1
宝さがし

STEP2
夢かたり

STEP3～
具体の取組

オンリーワン
の集落づくり

集落

 
 集落のリーダーを中心に、各集落で3回のワー

クショップを主体的に開催。行政は、集落担当職

員として2～3名の管理職員を配置（各2集落担当）

すると共に、行政が持っている情報を提供。ワー

クショップの成果を活かして、集落をよりよくす

る具体的な取組に必要な資材購入費等に対する活

動補助金の交付などの支援を行うこととした。 

②神河町区長会（平成18年4月28日） 

 39 集落の区長を対象に、地域サロン事業の趣

旨・内容・スケジュール・活動支援策等々につい

て説明を行い、事業推進について賛同を得た。 

③まちづくり講演会（平成18年5月20日） 

集落リーダーや町民を対象に｢まちづくり講演

会｣を開催した。兵庫自治学会コラボレーションプ

ロジェクトを活用し、地元学ネットワーク主宰：

吉本哲郎氏（熊本県水俣市立水俣病資料館長）を

講師として迎え、「町や村の元気をつくる地元学」

と題して、｢ないものねだりはやめて、地域にある

ものを探し調べ、その宝ものを活かし繋ぐこと｣

の重要性について町内フィールドワークを基に、

具体的な示唆を与えていただいた。（241名参加） 

④集落担当職員研修会（平成 18 年 7月 12 日） 
 町管理職員45名（2～3名の班編制でそれぞれ2

集落担当）を対象に、事業の趣旨とワークショッ

プの実施方法について学習する研修会を行った。 

⑤集落リーダー研修会（7月 14 日～26 日） 
39集落の地域リーダー各5名と集落担当職員を

対象とした事前研修会を開催し、各集落のおける

ワークショップの進め方についての実践研修を町

内５会場で実施した。 

（集落リーダー188名・町職員延べ75名参加） 

⑥全39集落でワークショップを開催（8月～2月） 
町内全 39 集落において、それぞれ 3 回のワー

クショップを主体的に開催していただいた。 

第 1回「地域のことを知り宝ものを探そう」 
・参加者が数班に分かれ、集落の地図を拡げて大

切にしたい宝もの（場所・もの・こと）を記入

し、その想いをそれぞれ出し合い共有化する。 
・班別の話し合い結果を全体会で発表し、意見交

換する。 
［感想…日頃、集落の重要事項は男性の役員だけ

で決めていたが、年齢・男女・団体の枠を超え

て話し合えたことが良かった。］ 

第２回「現地を見てみよう＝集落内探訪」 

・大切にしたい宝もの（場所）の現状を確認し、

古老などから説明も聞く。 

・記録写真を撮影する。（第3回で活用） 

・宝ものに関する資料も収集する。 

・感想を話し合い、共有化する。 

［感想…自分が住んでいる身近なところなのに、

テーマ 集落単位の地域づくり｢神河町地域サロ

ン事業｣ ～地域力の向上を目指して～ 

所 属 神河町政策調整課 

氏 名 澤田俊一 

研究概要 

平成17年 11月 7日に旧神崎町と旧大河内町が

合併し、神河町が誕生した。（人口：13,193 世帯

数：4,082 高齢化率：27.7） 新町建設計画重点

プランの一つの柱として位置づけられた、ふれあ

い豊かな支え合いの集落単位のコミュニティづく

りを目指した「地域サロン事業」に取り組んだ。

町内に点在する39集落に、コミュニティ活動の

「場」として同様に整備された集落公民館を拠点

として、自分たちが暮らしている地域を見つめ直

し、自分たちが出来ることから自分たちで取り組

む「仕組み」としての「地域サロン」をどのよう

にして創り定着させていくか…。 

平成18年度に町内全39集落でワークショップ

手法を活用し実践、平成19年度にその成果をまと

め今後の方向性を模索した課程を、実践研究の立

場で報告したい。 
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初めて見たり聞いたりすることが多くあった。

歩くというスピードと目線で、新たな発見が多

くあった。子ども達と一緒に歩きたい。］ 

山田山田WSWS②② 現地を訪ねよう現地を訪ねよう 印象は？印象は？

１１月３日

 
第３回「夢を語り合おう」 
・大切にしたい宝ものを活かした集落づくりや次

の世代に引き継ぐ方法を班別で話し合い、地域

をよりよくするための具体的な計画をつくる。 
・全体会で自分たちができることはどんなことか

考えを発表し、まとめる。 
［感想…掘り起こした宝ものと私たちの夢は、ま

だまだ荒起こしの状態です。今後もこの集まり

を継続して、素晴らしい集落を創ろう。］ 
（39 集落の実参加者 898 名） 

⑦フォローアップ研修会 

＊町区長会（2 ヶ月に一回 進捗状況を共有） 
＊集落担当職員研修会（平成19年１月19日） 
 ・今後の展開と集落活動支援事業について 

＊神崎地区集落リーダー研修会（2月20日） 

＊大河内地区集落リーダー研修会（2月27日） 

「地域サロンを活かしたこれからの村づくり」 
 兵庫県立大学環境人間学部准教授/三宅康成氏 

（集落リーダー２会場合計 170 名） 
 
２．取組を活かす…「知恵しぼり」「汗ながし」 

①新たな活動の始まり 

旧町時代から、各地で集落を良くしようとする

取組は活発に行われていたが、地域サロンをきっ

かけとして、更にいろいろな活動が生まれてきた。 
・集落の宝もの案内看板の作成設置 

・集落単位の美術展や作品展、今昔写真展開催 

・町並みを活かした七夕まつりの開催 

・虫送りなど伝統行事の復活 

・ふれあい喫茶やミニ図書の開設 

 ・水車の復活やバイカモ水路の整備 

 ・ホタルの観察会や環境整備 

・ライラックの郷づくりや芝桜の街道づくり 

・地域史（地域サロンのまとめ）の編集発行 

・郷土料理の伝承や特産化      …等々 

②活動を誘発するケーブルＴＶの力 

町のケーブルＴＶの自主制作番組で、各集落の

活動を紹介することにより、周辺集落にも住民の

創意工夫による自発的な活動が誘発された。行政

や地域の区長からのトップダウンでない、ケーブ

ルＴＶの力であり、今後も積極的に活用したい。 
③集落と集落を繋ぐ 

平成19年度に入り、もう一度全集落を巡回し、

ワークショップの成果について同一レベルで話し

合い、聞き取り調査の結果をまとめた集落毎の宝

ものシートを作成した。39集落合計で670もの多

様で魅力的な「宝もの」を集約することが出来た。 

地域サロンの一つの成果として、39集落の宝も

のや取組を活かし繋いだ神河町づくりが出来ない

か…。農山村の景観や地域資源を保全しつつ後世

に伝え、豊かに暮らしていく、そんな田園空間づ

くりが出来ないか…。「美しいむらづくり」「地域

の誇りづくり」「地域文化の発信」「地域経済の活

性化」を目指した魅力ある『神河の里 田園空間

博物館』を住民とともに模索している。 

④地域と学校を繋ぐ 

 平成 18 年初夏に神河町立越知谷小学校の教員

から、教員自身のための校区内の地域学習につい

ての相談があり、校区内を「五感で楽しむ」フィ

ールドワークを実施した。この活動を更に子ども

達に拡げたい旨の希望があり、地域サロンに取り

組んでいる越知谷地域の集落に繋いだ。熱意ある

教員が地域と学校が一体となり子ども達を育てた

様子をまとめたＨＰ「越知谷物語」が、第 14 回

マイタウンマップ・コンクールで農林水産大臣賞

を受賞した。山村留学も含め、地域を挙げた小学

校とのコラボレーションが現在も継続されている。 
 
３．これから…「悦び合う」 

①課題解決に取り組む「地域サロン」へ 

 集落に定着しつつある地域サロンの「仕組み」

を活かして、各集落によって異なる課題（小規模

集落・少子高齢・安全安心…等々）の解決に取組

ことができる気運の醸成に力を注いでいきたい。 
②町職員としての今後の役割 

 39 集落の地域サロンの取組や地域づくりの取

組の深まりや速度は一定でない。町や県等の施策

を縦割りでなく総合的に活用し、39通りの支援が

できるコーディネーター的な力量が問われている。 
 
＜参考ＨＰ＞「越知谷物語」 

http://can.town.kamikawa.hyogo.jp/ochidani-es/ 
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１ はじめに 

 柳行李に代表される豊岡の杞柳製品、城崎温泉

の店先で目にする鮮やかな色彩の麦わら細工、こ

れらは芸術性豊かな工芸品として全国的にも有名

です。作品には自然植物のもつ色や光沢、手触り、

通気性など、自然の良さが特徴として表れ、そし

て、ほとんど手作業で仕上げられるがゆえに作品

には“ぬくもり”が感じられ、使う人には愛着心

が芽生えます。この良さが伝統工芸として但馬地

方で長く育まれている大きな要因といえます。 
 一方、現地では原材料の確保、品質の安定、作

業の軽減、後継者問題などがあり、これらの課題

にどう取り組むかが重要なポイントです。 
このため、古くから工業技術センターには技術

支援の要請があり、デザイン、染色、接着、機械

の製作など、多くのテーマにかかわってきました。              
ここでは、自然の植物を相手にしたときの取り

組みの難しさ、また不思議さなどとともに、数々

の失敗や成功といった悲喜こもごもの体験事例か

ら、地域の人や技術を育てる大切さの意義につい

て紹介します。                                              

                       

２ 柳の皮をはぐ機械と木を割る道具 

 図１は、作品づくりを始める前の柳を示します。

畑から刈り取った柳を手で一本一本、皮をはいで

この状態にしていきますが、作業ははかどらず、

きついため、この作業を機械に置き換えることに

挑戦しました。最初は、たかが植物、金属と比べ

柔らかく製作も簡単と考えていたのですが、ここ

に大きな落とし穴がありました。それは自然の植

物がゆえの、絶妙ともいえる性質をもちあわせて

いたからです。 
 

柳の皮はぎの適期

は、５月から６月

にかけて木々の成

長が盛んな頃、木

と皮の間にたくさ

ん樹液がでる少し

の期間だけです。        

図１ 皮をはいだ柳 
 

冬は木も休眠状態で全く皮をはぐことはできませ

ん。即ち、実験機会が年１回だけという制限を受

けるのです。また、皮は剥げても木に傷がつく、

一本の木でも根元は太く先は細い、さらに皮は強

くて機械に絡みつくなど、何年もの間トライを繰

り返し、最後にはベルギーの機械も購入して挑戦

していますが、機械という手段ではまだ満足とい

える結果が得られていないのが現状です。 
 杞柳製品は太い木細い木、全てを有効利用しま

す。太い部分は三ツ割、四ツ割りにしたのち同じ

厚みや幅にします。三ツ割や四ツ割の小道具は 
図２に示すように、実にシンプルな形をしていま

す。材料は鋼で、今度は簡単に手で細工する訳に

はいきません 
 

これまでは器用な人

が手で大変な手間暇

をかけて作っていた

のですが、それもで

きなくなり相談があ

りました。検討して 
みると、普通の機械 

図２ 新たな五つ割り刃物 
 
では加工が容易でないことが分かり、大きな壁に

つきあたりました。あれこれ考えているうちに、

地元の刃物屋さんが用いる刻印の加工に似ている

ことを思いつき、早速地元の刻印屋さんに相談し

テーマ 地域産業の人と技術を育てる取り組み 

    ～但馬の伝統工芸品から～ 

 

所 属 兵庫県立工業技術センター機械金属工業

技術支援センター 

 

氏 名 永本 正義 

研究概要 

 但馬地域には国・県指定伝統工芸品の豊岡杞柳

製品や城崎麦わら細工といった手作業中心の工芸

品や民芸品づくりが盛んです。いずれも、製作に

おいては、良い素材を作る過程、良い作品に仕上

げる過程で様々な道具が活躍します。 

古くて扱いにくい道具を新しくする。作業の軽

減のため機械作業も取り入れる。これは地域にと

って人と技術を育てる面でも重要な課題となって

います。工業技術センターは古くから、様々な支

援要請を受けています。そのなかで、作業の効率

化や軽減を図るための機械や道具の支援を担当

し、数々の失敗や成功を積み重ねながら人や技術

を育てる地域の要望に応えています。 
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てサンプル加工をしてもらいました。手作りをは

るかに凌ぐすばらしいできばえに驚きつつ早速、

組合は数多くの加工注文を出しました。数年経ち

この７月にも再び加工を依頼されたことから道具

の性能の良さが認められたのです。 
簡単と考えていたのができない、できないと思

っていたものが何かのきっかけで可能になる。 

これが妙というのかも知れません。 
 

３ 城崎麦わら細工に使う道具 

 麦わら細工は城崎温泉で古来から作られている

伝統工芸品です。図３で示すように、麦わらがも

つ鮮やかな色彩と光沢、緻密な図柄が芸術性を高

め、工芸品の価値を生み出しています。工技セン

ターは染色、デザイン、接着、作るための道具な

どに関わってきました。担当した道具類の改良と

は昭和５３年にさかのぼります。城崎商工会を通

じて、細工に使う通称“キカイ”の相談を受けた

のが始まりです。                                   
                       

最初の相談は、幅

１０ミリ程度に平た

く延ばされた麦わら

を、一定の幅に加工

するキカイを作るこ

とです。 
図３ 麦わら細工（桐箱） 

 
これまでから使い続けているものは木の台に

時計のゼンマイを等間隔に打ち込んだ仕掛けの小

さなキカイでした。この形では、一度刃を打ち込

むと調整がきかない、麦わらの幅が不均一、切れ

味もすぐ悪くなり直すのに手間がかかる、などの

問題を抱えていました。そこで、この古いキカイ

を新しくするための相談を受けました。 
あれこれ思案しているうちに思いついたのが、

オルファーカッターの刃を利用することでした。 
刃の切れ味は抜群で、チップとして使えるからで

す。カッターの厚み０．４ミリを使い、刃と刃の

間に一定の厚みの板をいれ、束ねれば幅も自在に

変えれると考えたのです。 
そして、一つの道具に作り上げて提案したとこ

ろ、この方式が作業者の好評を得、商工会を通じ

て数十台の加工依頼があり大成功を収めました。

最初は台全体を鋼で作っていましたが、最近では

軽量化を図るためアクリル樹脂製に改良して多く

の人に使われています。このキカイを手始めに、

定規、丸穴ポンチ、卦引き、平たくするローラー、

二枚の刃をもったカッターなど、これまでに麦わ

ら細工に使っている使うほとんどの道具類を新し

く作り直すことに成功しました。（図４） 
 

図４ 新しく作り直した道具の数  々
 
 図５は、道具の使い方の講習会を開催したと

きの風景ですが、道具を新しくしたことにより、

多くの人たちが麦わら細工に取り組むことが

でき、その熱心さも加わり、新たな展開が図ら

れようとしています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５ 講習会風景 
 
４ おわりに 

 但馬地方を代表する二つの伝統工芸に共通

する課題は人を育てること、新しい感覚の商品

開発を進め、需要を開拓する点です。特に人を

育てることは技術を育てることに相通じます。 
 近年、伝統工芸士を志す人たちも増え、技術

の継承と発展にも力が注がれており、好ましい

状況にあります。業界もインターネットの普及

やファッションの多様化により今はチャンス

到来と前向きに考えたいものです。但馬には工

業関連の企業が少なく、様々な課題に対して県

立機関への支援を求めています。工業技術セン

ターとしても技術の面から支援し、期待に応え

ていきたいと考えます。 
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１ 『義提書』ができるまで 

 平成１８年５月、師走の風物詩として全国から

注目を浴び、そして市民の誇りでもある義士祭に

ついて考えようと職員１０名が集まった。その時

のグループ名は、行政課題研究グループ「赤穂義

士関連イベント検討委員会」であった。 
 赤穂の観光は、義士祭を抜きに考えられない。

しかし、パレードや会場行事などがマンネリ化し

ているという批判があるのも事実である。義士祭

の入込数の推移をみても、日曜日開催の平成１５

年以降は伸び悩んでいる。（参考：赤穂市観光客入

込数調査）義士祭をこれまで以上に活気づけるた

めにどうしたらいいのか、まずその年の義士祭に

間に合うような提案をしたいという思いから、８

月までに義士祭に関する提案を表門隊の義士２３

名にちなみ、２３案を考えた。 
 
 
 
 

写真―１ 

 
 
 
 
 
 

写真-１ 義提書  

そして、その中の提案の一つである竹あかり・

高張提灯とニラ雑炊のふるまいを多くの人の協力

により、前夜祭で実施することができた。 
義士祭が終わると、裏門隊の義士２４名にちな

み、義士祭以外の赤穂の観光施策やまちづくりに

関する２４の提案を行い、最終的に赤穂の魅力を

活かす４７の提案を『義提書』と名付けた報告書

にまとめた。『義提書』は京都議定書からとった造

語であるが、グローバルな視野を持って活動した

いという気持ちが込められている。（写真-１） 
２ 播州赤穂義提團とは 

平成１９年６月には、瀬戸内少年野球団のよう

に少年のような輝きを持って活動しようと『播州

赤穂義提團』が発足した。『義提書』にある４７の

提案を少しでも実現させたいという思いから、團

員は１７名に増え、行政課題研究グループから職

員自主研修グループとして活動を続けることにな

った。 
この名前には、「播州赤穂」の言葉の響きとそ

の重みを大切にするとともに、「團」という漢字が、

昔の応援團のバンカラを意識し、外見だけを飾る

ことなく、より心を込めて赤穂のまちづくりを応

援したいという意味もある。 
團の活動方針は、至ってシンプルで、「批判な

どせず、まずやってみよう」ということ、さらに、

これからの赤穂のまちづくりに必要なものは何か

を考えながら、赤穂の魅力を活かすまちづくりの

提案をすることである。 
３ 義士祭前夜祭での取り組み 

平成１８年の前夜祭には、赤穂義士祭奉賛会の

灯ろうによる大石神社や花岳寺でのライトアップ

をはじめ、赤穂青年会議所による天守閣イルミネ

ーション、地元自治会によるペットボトルの明か

りが灯された。 

『播州赤穂義提團』は、花岳寺門前広場におい

て、四十七士に思いを馳せた“竹あかり”や、吉

良邸討入りの際土屋家が掲げたとされる“高張提

灯”で、市民や観光客を歓迎するとともに、大石

内蔵助が１日に１度は食したといわれている“ニ

ラ雑炊”をふるまうことができた。 

このような取り組みが実現できたのは、赤穂義

士祭奉賛会の企画委員会が提案した義士追慕の意

味が込められた前夜祭が復活したことと、近江八

幡市への視察で市民がつくる竹あかりイベントを

知ったことがきっかけである。前夜祭での竹あか

り・高張提灯とニラ雑炊のふるまいは、『播州赤穂

義提團』の活動の中でも、大きな存在になってい

る。（写真-２,４） 

テーマ 【義提書】赤穂の魅力を活かす４７の

提案～その取り組みと活動の記録～

所 属  播州赤穂義提團 

氏 名  大隅成泰（赤穂市介護福祉課）、斎藤

健（赤穂市消防本部）、坂本千恵（赤

穂市保健センター） 

研究概要 

地域活性化に資する観光振興の究極の役割は、

「市民にとって魅力的なまち」をつくることであ

る。そのためには、おもてなしの心を醸成すると

ともに、市民自らが「参加している」という意識

を持つことが大切である。そのモデルとなるよう、

まず「赤穂義士祭前夜祭」でのニラ雑炊や竹あか

り・高張提灯などの市民を巻き込んだ「おもてな

し」の創造に取り組んできた。その結果、人々と

の交流が活力を生み出し、相互理解につながるこ

とを実感した。現在は、その成果を発表し、市民

と協働しての活動に取り組もうとしている。 
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写真―２ 

 

 

 

写真-２ 前夜祭での“竹あかり”“高張提灯” 

４ 『義提書』の実現 

  義士祭に関連する『義提書』表門隊２３案の

うち、前夜祭での取り組みは先に述べたような形

で実現できた。 

また、赤穂の観光施策やまちづくりについて取

り上げた裏門隊２４案のうち、「あこう企画本舗」

と銘打ったものは、年間を通じて赤穂をＰＲでき

る企画商品を開発し、売り込むことに成功した。      

それは、團員がデザインし試験的に作った「忠

臣蔵ネックストラップ」で、企業・団体等に提案

した結果、赤穂観光協会が商品化に結びつけてく

れた。（写真-３） 

さらに、市外在住で幅広く活動している方に

「赤穂観光大使」になってもらう案や、赤穂への

リピーターを増やすことを目的に、「義士通好手

形」と名付けた市内の観光公共施設の共通入場券

を販売する案も実現するに至っている。 

  

 

 

 

 

 

写真―３ 

 

 

 

 

写真-３ 忠臣蔵ネックストラップ 

５ 今年度の取り組み 

 平成２０年度の活動スタイルは、行政課題研究

グループでもなく、職員自主研修グループでもな

い『播州赤穂義提團』であり、市民とのコラボレ

ーションの中で、活動を行いたいと考えている。 
今年の義士祭は日曜日で、竹あかり・高張提灯

とニラ雑炊のふるまいを市民と一緒にすることを

目標に現在話を進めている。 

そして将来的には、他の自治会や老人クラブや

子ども会など各種団体にも広まれば、昔のように

自分たちのまつりであるという意識が生まれてく

るのではないだろうか。 
 
 
 
 

写真―４ 

 
 
 
 

写真-４ ニラ雑炊 

６ 活動の輪を広げて 

 『義提書』に始まる私たちの活動は、「義士を活

かした観光に関連する提案を通じて、自分たちの

市のために何かをしたい」という気持ちがあらわ

れたものである。提案するだけで終わるのではな

く、自らが楽しく取り組むことにより、４７の提

案を少しでも実現できた。職員自らが行動を起こ

すことによって、市民と協働しての新たな取組み

が実現できている。 
私たちは、この２年半の活動を通して、今後の

赤穂市の観光施策とまちづくりを考える上で、「行

動と連携と発想」を学ぶことができた。１人の考

えでできないことも、２人、３人集まれば、大き

な輪となり、行動に移すことができる。物事を成

す喜びを味わうことが次の発想に結びつき、さら

に大きな成果が生まれるのだと思う。 
現在、赤穂市では「みんなのまちづくり推進事

業」などにより、多くの市民による楽しく活発な

まちづくり活動が行われている。近い将来こうし

た一つ一つの活動の連携が、まちづくりの大きな

うねりとなってくるのではないかと考えている。 
私たち義提團もさらに活動の輪が広がるよう、

市民とともに考え、自分たちのできることから前

向きに活動を続けていくことが必要である。 
 
＜その他の研究メンバー＞ 
 永石一彦（介護福祉課）、奥道一二美（文化会館）、

一二三修司（社会福祉課）、長坂幸則（税務課）、

山田裕之（都市整備課）岸本年正（農林水産課）、

宮下裕章（社会福祉課）、宍戸崇起（市民対話室）、

谷山範雄（市民課）、松本崇（市民課）、亀井陽介

（社会福祉課）、前家未佳（塩屋幼稚園）、松本智

子（塩屋保育所）、宮本寛子（観光商工課） 
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１ 背景および目的 

 全国的な花壇苗市況の低迷により、兵庫県の花

壇苗農家も経営環境が厳しくなっている。早期経

営回復を図るためには、市場セリ依存型の生産・

出荷体制から脱却し、売り場のニーズに対応した

生産・出荷への変革が求められている。 
 しかし、現場での普及指導活動において、普及

指導員が流通・販売に関する定期的な情報収集・

効果的発信、そしてそれを利用した経営改善指導

ができているとはいえない状況にある。 
 そこで、花壇苗における流通・販売の実態を把

握し、普及指導員・研究員が農家へ総合指導力を

発揮するため、売り場調査を実施し農家の経営指

導や試験研究課題設定のあり方について検討した。 

 
写真１ 店舗での聞き取り調査風景 

２ 調査内容および調査方法 

 売れ筋商品の特徴、売り場と農家の意識のズレ、

農家に求める商品づくりの視点、普及指導員等に

対する農家指導面からの要望等について調査した。 
 依頼文書と質問表を同封して調査先へ送付し、

調査当日に担当者から質問表の設問に沿って回答

を求めた。調査店舗数は次のとおりである。園芸

専門店 14、量販店２、ＪＡ小売店１、生花市場１、

生産者１。調査期間は平成 19 年 6 月から 2 月ま

での8ヶ月間で、おおむね月1回調査を実施した。 
 なお、本調査においては、売り場担当者等への

謝金は支払わず、手みやげのみ持参した。 
３ 調査結果 

（１）定番品目（パンジー等）の考え方 

矮化（わいか）剤、落花防止剤等の生育調整剤

の使用は、「否定しないが不自然な草姿にならない

こと」が必須条件である。開花が確実に見込める

ものは、蕾の段階での出荷も可能である。 

 
写真２ 24 入りトレイを用いた出荷 

規格については、関西で主流の９cm ポットだ

けでなく関東で主流の 10.5cm ポットの要望が高

まっている。ケース入り数についても従来の９cm
ポット 40 入りから 28、24、15 入りへと多様な出

荷形態への対応が期待されている。 
品質については、用土の改善要望が高かった。

関西で主流のピートモス培養土ではなく、関東で

主流の赤土培養土の商品を求めている。これは、

赤土培養土の商品は重くなるが店頭での品質保持

や購入後の生育等を評価しているからである。 
ラベルやＰＯＰについては、「そもそも商品に

ラベルがないこと自体が不自然」との声が多い。 
（２）農家との直接取引について 

 店舗への直接納品、段ボール箱出荷（宅配）、生

花市場経由など、売り場側は柔軟に対応したいと

いう意見が多い。 
（３）農家の商品展開 

 調査店舗の大半は「新品種」を追いかける従来

の仕入から脱却し、「品質・コンセプト」を求めて

いる。また、店頭ロス率にこだわる店舗もある。 
４ 考察 

（１）農家指導の視点 

 従来の普及指導現場では、「いいものを作れば売

れる」という考え方のもと、品質向上と生産コス

ト削減に集中した対策が行われてきた。しかし、

供給過剰の中では、作った商品を「確実にかつ適

テーマ 花壇苗農家の経営指導における流通・販

売面の指導力強化に関する研究 

所 属 花壇苗流通販売研究会 

氏 名 福田 憲志（県･西播磨県民局地域振興部

佐用農業改良普及センター） 

研究概要 

花壇苗※1における流通・販売の実態を把握し、

普及指導員・研究員等が農家へ総合経営指導力を

発揮するため、売り場調査にもとづく農家経営指

導、および試験研究課題のあり方を検討した。 

調査店舗へアンケートを送付し、訪問調査で詳

細を聞き出した。調査結果から共通項目を抽出

し、定番品目※2の商品づくりのあり方や調査結果

の指導現場での活用、継続調査の必要性や効率的

な調査手法等について考察した。 
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正な価格で販売する技術」が求められる。 
 店舗との直接取引については、農家側の都合（段

ボール出荷の手間がない、運搬の時間がない等）

で取引が実現できていないことが多い。 
 出荷については、シーズン前・中・後期でポッ

トサイズ（小→大）やケース入り数（多→少）等

の調整が重要となる。特に後期の 12cm ポット以

上のサイズの商品は、兵庫が手薄の部分であり、

この部分の強化は急がなければならない。 
 園芸専門店の「高品質高単価商品」とホームセ

ンター等量販店の「中品質低価格商品」に売り場

ニーズが大別され、農家はこれら出荷先に応じた

荷造りが求められる。また、早急に品質改善でき

ない農家は、少なくとも出荷時の選別作業に手間

をかけなければ売り場の評価は得られない。 
 専門店、量販店ともに仕入計画は前年度実績を

もとに立てている。農家は少なくとも播種前に売

り場へ足を運び、生産計画等を提示しておく。 
（２）売り場情報の効率的な収集と注意点 

 一方で、普及指導員の新任期からの研修体系を

振り返ると、売り場情報の収集やそれにもとづく

戦略構築等について研修の機会がない。そのため、

当面はこの予算が確保されない中で、志の高い普

及指導員が自費で売り場の情報収集を行い、県下

でその情報を共有していかざるを得ない。売り場

情報は、調査時点における情報であっていつまで

も使えるものではなく、継続的な調査が必要であ

る。そのため、普及指導員が自費で継続的に情報

収集を行うためには、前述のとおり調査先への謝

金を支払わないという形でなければ続かない。 
 今後は普及指導活動において最も重要である情

報収集活動に対する予算化を提案するとともに、

やむを得ず自費調査をするにしても、できるだけ

仲間を募り支出負担を低減するよう努める。 
（３）関係機関との情報共有 

 今回の調査研究は、普及指導員・専門技術員・

研究員でメンバー構成した。普及指導員間の情報

共有化には専門技術員の理解と協力が必須である

こと、試験研究課題にも売り場情報にもとづく商

品づくりの視点を盛り込む必要があること等がそ

の理由である。 
 近年の花壇苗農家の活動は県域に広がっており、

普及指導員には地縁集団（いわゆる産地）だけで

はなく目的集団（取引先別グループ等）への対応

が求められる。しかし、現在の普及指導活動範囲

は在勤地エリアに限定される。専門技術員が中心

のプロジェクトとして課題解決に必要なメンバー

を参集する活動スタイルが望ましい。 

（４）調査活動のシステム化 

 調査をしたいと思い立ってから文書作成等を一

から作成することは、それだけで億劫になる。事

前に調査依頼文書やＦＡＸ、お礼について、文面

案および発送スケジュール一覧を作成しておき、

タイミング良く作成・発送する工夫が必要である。

電話で調査依頼のアポが取れた段階からスムーズ

に事務手続きができるようシステム化し、これら

全体の「流れ」を関係者で共有化する。 

 
写真３ 研究成果を支部研修会で報告 

５ 調査研究成果の活用 

 専門技術員は本調査結果の報告の場を設け、あ

わせて関係者へ冊子を配布した。 
県下の若手花壇苗農家グループや県花卉協会

の支部では研修会講師として情報提供を行った。

個別農家の指導においては、商品づくりや流通販

売改善を課題に挙げるようになった。 
 本調査結果を踏まえ、園芸部では培養土の比較

試験がスタートした。生産現場での平行試験を行

っており、これらは今後、店頭での品質保持試験

を実施する方向で協力店舗と調整を進めている。 
６ さいごに 

 農家の経営指導を行う普及指導の現場では、情

報の鮮度と数が命である。指導者として、今後も

積極的かつタイムリーに情報を収集し、現場指導

で農家へ発信したい。 
 また、関係機関が常に新しい情報を共有するた

めのデータベース構築とあわせて、定期的な情報

交換の場も作りたい。 
＜その他の研究メンバー＞ 
 古地哲弘（農林水産技術総合センター普及部）

石川順也（農林水産技術総合センター園芸部） 
 

※１：花壇用苗物の略。ポットや鉢で流通・販売されている花苗をいう。 

※２：取扱量が多く、通常58～98 円程度で販売されている品目をいう。 
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１ イベント概念の整理と研究の視点 

（１）イベントの定義 

   「イベント」と一口に言っても、博覧会の

ような大きなイベントから学校の運動会まで、

大小色々あり、その捉え方は人によって様々

である。そこで本研究では、行政が関わるイ

ベントとは「何らかの行政目的を達成するた

めの手段として行う行・催事」と定義して研

究を進める。                    
（２）イベントの機能と効力                       

   イベントは、新聞・テレビ等のマスメディ

アにはない①双方向メディア機能、②直接コ

ミュニケーション機能を有するが、この機能

から派生する、情報発信力や地域振興力、人

と人との交流力などの効力に期待してイベン

トを開催している。                    
（３）イベントを取り巻く環境と課題、研究視点                       

   人口減少・超高齢化社会の到来等の社会環

境、深刻な財政危機に瀕している行政環境、

さらにはイベントの日常化や魅力の希薄化な

どイベントを取り巻く環境に変化が見られ、

これらに対応してイベント行政もそのあり方

を変えていく必要があり、参画と協働のあり

方を今一度見直し、新たな提言を試みること

などを視点に研究に取り組んだ。 
２ ふれあいフェスティバルの分析・評価 

（１）アンケートの概要                      

  ①実施アンケート                     

   来場者アンケート（参加者）、関係者アンケ

ート（出演者、ボランティア、出展者）、        

   一般アンケート（１８歳以上の一般県民） 
  ②対象イベント 
   Ｈ17 年度（三木総合防災公園）、Ｈ18 年度

（丹波の森公苑）、Ｈ19 年度磨（播磨科学

公園都市） 
（２）主なアンケート結果 

  ①参加地域から分析するﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの性質 
   開催地域からの参加が多く、県内全域から

来場者が集う全県イベントというより地域イ

ベント的な色合いが強くなっている。 
  ②開催場所と交通手段 
   交通手段としては自動車の利用が圧倒的に

多く、所要時間は２時間以内がベターという

ことで、開催地は交通の便がよく、会場まで

の所要時間があまりかからないところが強く

望まれている。 
  ③来場のきっかけとなった広報手段 
   来場のきっかけで一番大きな割合を占めた

のはチラシや新聞記事などの紙媒体による広

報手段であった。また、現ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙについて

も認知度が低く、もっと効率的・効果的な広

報手段が求められる。 
  ④人気の高いイベント形態 
   特産品や地場産品を販売するコーナーに人

気があり、食べて楽しみ、観て楽しむことが

多くの来場者の支持を得ている。 
  ⑤参画と協働に関する状況 
   主催は県などの行政が行い、内容について

は「もっと県民の意見を反映して欲しい」と

する要望が多く、具体的な意見や提案ができ

る場作りが必要である。 
  ⑥ふれあいフェスティバルの評価 
   全般的にふれあいフェスティバルの必要性

や成果については、肯定的な意見が多数を占

めたが、逆に「もっと規模を縮小すべき」な

どの厳しい意見もあり、事業の見直しは必要

であると考えられる。 
３ 他事例の分析・評価 

（１）イベント実施主体への調査 

  ①行政イベントの目的等 
   実施主体は、実行委員会形式のものが多く、

行政施策のＰＲ、交流・地域活性化などを目

的に開催されており、また、行政との関わり

については、広域性、公共性を理由に行政（県）

が関わるべきであるが、将来的には住民へ役

割を移していくことを検討しているというも

テーマ 参画と協働の時代におけるイベント行政

のあり方について ～ふれあいの祭典事

業を中心に～ 

 

所 属 平成１９年度政策課題研究グループ 

 

氏 名 西岡 強（県・企画県民部地域協働課）

研究概要 
 ふれあいの祭典が、平成２０年度の淡路地域で

県内持ち回り開催が一巡すること、また、行革に

より地域主体の全県ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾍ見直すことなどを

契機として、ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙのアンケート調査

結果や国内外の類似イベント等の分析・評価を実

施し、イベント評価システムの構築やイベントマ

ネージメント部署の創設の検討を行うとともに、

多様な地域の個性を活かした元気な兵庫の実現に

向けた、参画と協働の時代における新たなイベン

ト手法についての検討を行った。 
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のもあった。 
  ②イベントの進め方 
   実施エリアが広く、参加者が大規模になる

ほど参画と協働が進みにくいという実態があ

り、今後参画と協働を進めていく上でも、「住

民と接する機会・方法の確保」や合意形成、

役割分担に係る課題等が提起されている。 
  ③イベント評価 
   ほとんどのイベントがアンケートによる実

施後の評価を行っている。単純に数値化でき

ない指標や評価の実施主体、結果の公表など

の課題がある。 
（２）イベント評価事例調査 

  ①青森県 
   プロジェクトチームを設置し、「青森県行政

イベント基本方針」をまとめた。その中で評

価マニュアルを作成し、参加者数などの定量

的評価、アンケートによる目標の達成度など

の定性的評価を行った。 
  ②NPO 法人ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｼﾝｸﾀﾝｸ「評価みえ」 
   プロセスの評価に視点をあてたイベント評

価システムを作成し活用している。評価時期

も実施前、計画中、実施後の３段階での評価

を想定しており、実施上の留意事項のチェッ

クリストとしての活用も図っている。 
（３）参画と協働等事例調査 

  ①横浜トリエンナーレ 
   自主的にイベントを側面的に支えるサポー

ター制度を導入し、活動拠点の提供等市の支

援により、事前の広報等の応援、本番での案

内業務等に千人を超すサポーターが登録する

など好評を博している。 
  ②三重県 
   NPO 等多様な主体が関わり、６年という

歳月をかけた一大イベント「美し国おこし・

三重」を展開しようとしているが、合意形成

の難しさや運営体制の問題などが浮き彫りと

なっている。 
（４）海外事例調査 

  ①メドウェイ市（イギリス） 
   同市では、文化や歴史の共通認識を持ち、

人々の絆を深めるため、市役所にイベント専

門担当官を設置し、実施方法については市民

との意見交換会を重ねながら、参画と協働に

よるイベントを進めている。 
  ②デュルビュイ市（ベルギー） 
   観光産業が市民生活に直結している同市は

イベントを活用して積極的な集客を図ってい

る。その中で、みんなで「ルールを決める」

「協力して取り組む」ことをテーマに市民・

行政で構成するラウンドテーブル形式の仕組

みを作り、イベントを推進している。 
４ 政策提言 

（１）イベント評価システムの構築   
   行政イベントの実施の適正化を図り、事業

を円滑に運営していくため、実施前、準備・

実施中、実施後にチェックを行う評価システ

ムを構築する。当システムは内部評価指標で

あるが、複数視点によるチェック、各段階ご

とのチェック、チェック内容の情報の共有、

さらにはアンケート結果を加味するなど客観

性を高めるとともに、今後のイベントに有効

に活用できるものとしている。 
（２）イベントマネージメント部署の創設 

   適切なイベント評価を行い、参画と協働を

基本とした県民に理解の得られる県民主体の

イベントを実施するためイベント担当の部署

の設置を提案する。イベントに関する庁内各

部局間の総合調整、適切な分析・評価、レベ

ルアップのための民間イベントへの支援等の

機能を有するとともに、将来的には民（県民

サイド）への移行を視野に入れた組織とする。 
（３）参画と協働による新たなｲﾍﾞﾝﾄｽﾀｲﾙの確立 

   行政目的のより効果的な達成を図るため、

参画と協働の手法でイベント展開することが

重要であるが、そのためより多くの人々が強

い目的意識を持って、事業の早い時期から参

画する仕組みを作る必要がある。企画立案に

積極的に関わるという参画、協力協調して共

に汗を流す協働という考え方を基本に、県民

主体の重点テーマの設定、公募プロデューサ

ー主導による企画段階からの県民参画、また、

プロデューサーと企画運営チームとの連携推

進体制、さらにはイベントを通じた人材の育

成と登録など、新しい手法のイベント展開を

提案する。 
＜その他の研究メンバー＞ 

貴多野乃武次（前阪南大学国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部教

授：アドバイザー） 
坂本直子（労政福祉課：前リーダー）、藤木亜紀（地

域協働課）、沼田功規（地域協働課）、北村真依子

（地域協働課）、大橋雅史（男女青少年課）、敦見

真典（芸術文化課）、山本真梨子（能力開発課）、

久保敏夫（企業庁臨海整備課）、藤原良昭（北播磨

県民局企画調整部）、小川一昭（豊岡市総務部）、

田中優（旧地域振興課） 

- 11 -



- 12 -



【第２分科会】

　 「環境優先社会の実現に向けて」

　コーディネーター：中野加都子（神戸山手大学現代社会学部教授）

　　　　　　運営者：京　　雅幸（兵庫県農政環境部環境創造局長）

　　　　　　　　　　大久保博章（兵庫県産業労働部産業政策局工業振興課長）

●マダコの産卵と発生に関する研究およびその稚仔を題材とした環境体験

　事業への取り組み

　　桝谷英樹（県立いえしま自然体験センター）

●環境と子供に優しいランドセル用革の開発

　　杉本　太（県立工業技術センター　皮革工業技術支援センター）

●低炭素社会の実現と財政再建（兵庫フェニックス・はばたんエコメイト

　事業の提案について）

　　田中清美（県立神戸特別支援学校）

●播州織の新たな用途展開を目指した研究開発

　　藤田浩行（県立工業技術センター　繊維工業技術支援センター）

●環境学習・教育における行政と教育の連携について～幼児期から学齢期

　における環境学習・教育の一考察～

　　明山　修（県・農政環境部環境政策課）

第　

二
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１ マダコの産卵と発生 

 昨年６月にオープンした当センターの環境学習

センターには、全国的にも珍しいマダコのタッチ

プール（写真 a）が設置されている。よく知られ

た生物であるにもかかわらず、マダコの飼育は困

難で、当初はなかなかうまく飼育することができ

なかった。しかし、水温を15～18℃に保ち、餌と

して生きたアカテガニを与えることで、飼育を軌

道に乗せることができた。 
 当センター付近の磯で、昨年８月中旬に捕獲し

たマダコ（雄３匹、雌５匹）をタッチプールでそ

のような条件の下飼育したところ、９月末から 10
月初めにかけて、すべての雌ダコが蛸壺の中で房

状の卵塊を産んだ。最初は白い米粒状の卵（写真

b）であったがすぐに細胞分裂が始まり（写真 c）、
産卵 10 日目には白い眼が生じた。12 日目には眼

は赤くなり（写真 d）、胴も生じて受精膜内での回

転も観察された。24日目には胴に生じた色素胞の

収縮が観察され、８本の短い腕も生じた（写真 e）。
この時期には受精膜内での回転は停止していた。

そして 35 日目に孵化が始まった（写真 f）。 
 産卵から稚仔の孵化の間、母ダコは餌をいっさ

い食べることなく、新鮮な海水を吹きかけ、卵塊

を守り続けた（写真 g）。また、蛸壺内に石を持ち

込み、蛸壺が転がるのを防ぐ行動も観察された。 

 タッチプール内での孵化の後、稚仔が排水口に

流出するのを防ぐため、蛸壺を市販の洗濯用ネッ

トで覆った。しかし、翌日にはネットに張り付い

て死ぬ稚仔がいたため、60cm 水槽に移し水温 22
～24℃で飼育した。京都大学白浜水族館（和歌山）

のロビン・リグビー准教授との協力の下、ブライ

ンシュリンプを餌として与えた。 
 孵化したばかりの稚仔（写真 h）には、それぞ

れの腕に３つずつの吸盤が存在し、クラゲの笠の

ように胴を開閉しながら水槽中を上下に泳いだ。

また、吸盤を用いて底面上での直立（写真 i）や、

直立後に体をくねらせての方向転換など、成熟し

たタコには見られない特異な行動も観察された。 
 稚仔の生育期間は、40年以上研究を継続してい

る屋島栽培漁業センター（香川）に匹敵するもの

で、一年間でこれだけの成果を挙げたのは画期的

なことである。 
 

写真 a 
 

写真 b 

 

写真 c 

テーマ マダコの産卵と発生に関する研究および

その稚仔を題材とした環境体験事業への

取り組み 

 

所 属 兵庫県立いえしま自然体験センター 

 

氏 名 桝谷 英樹（主任専門指導員） 

研究概要 
瀬戸内海の代表的な海洋動物であるマダコは人

工飼育が困難な生物であることが知られている。

当センターに新設された環境学習センターでは、

環境教育に役立てることを目指し、全国的にも珍

しいマダコのタッチプールを立ち上げ、人工孵化

および稚仔の飼育に成功した。これを題材として、

環境体験事業推進校に指定されている地元の姫路

市立坊勢小学校３年生への環境教育を実践し、児

童の環境に対する意識形成に成果をあげることが

できた。 
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写真 d 
 

写真 e 
 

写真 f 
 

写真 g 
 

写真h 

写真 i 
（写真 b～f, h，iは実体顕微鏡に接続したデジタ

ルカメラを用いて撮影した。写真 b～f において、

ひとつの卵および胚の長さは２～３mm。写真 g
において、奥に上部から吊り下がっている白いも

のが卵塊。写真 h および i において、稚仔の体長

は３mm。） 
 
２ 環境体験事業等への取り組み 
研究と並行して、マダコの稚仔を題材とした環

境教育を実践した。記録を丹念に取り、写真や映

像で子どもたちに理解しやすい環境学習プログラ

ムを作成し、小学校の環境体験事業や当センター

の主催事業で環境教育を実施した。 
 環境体験事業で来所した姫路市立坊勢小学校３

年生の児童は、母ダコが何も食べずに卵塊を守り

続ける姿や稚仔の泳ぐ様子を見て、感動や興味を

示した。また、孵化後３週間を経た稚仔を水槽で

飼育し続けるべきか、あるいは海に返すべきかに

ついても熱心に議論を行うなど、マダコは子ども

たちが自然の神秘や命の大切さを学習する良い題

材になった（写真 j）。なお、この取り組みは各メ

デイアからも注目され報道された。 
 

写真 j 
  （議論の後、稚仔を海に返す） 
  
３ 今後に向けて 

 この７月に新たな産卵が始まり、現在も研究を

継続中である。今後も本研究と環境教育の実践研

究を継続し、精度を高めていきたい。 
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１ 背 景 

 兵庫県では、現在、成牛革の製造において国

内の約８０％を生産しています。また、㈱セイ

バンは、ランドセルの製造において、国内の約

６０％を生産しています。 
天然皮革を用いたランドセルには、現在、ク

ロム革が一般的に使用されています。このクロ

ム革は、廃棄焼却時に有害物質を発生します。  
そこで、環境負荷が最も小さいタンニン革の活

用が再び注目されており、クロムを使用しない

製品づくりに繋がります。 
○従来のタンニン革の欠点 

① 製造期間が長い(約 10日)（槽漬法に

よる鞣し） 
② 重い（クロム革と同様） 
③ 茶褐色 
④ 伸びや柔軟性が劣る（クロム革との

比較） 
○ クロム革を用いた天然皮革のランドセル

は、人工皮革を用いたものに比べて重い

（小学生からの意見） 

２ 新しいランドセル用革（タンニン革）の 

  開発のポイント 

従来の天然皮革の欠点を解決するために、新

しいタンニン革製造に回転式反応ドラムを用い

て製造期間を短縮する技術を開発するとともに、

新しいタンニン剤と合成樹脂系鞣し剤との複合

鞣し技術の開発を行いました。 

 
2-1 製造期間を短縮する技術の開発（回転式反

応ドラムを用いたタンニン革製造技術） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-2 タンニン剤と合成樹脂系鞣し剤との複合鞣

し技術の開発 
 

これらの技術開発を基に革を試作しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
テーマ 環境と子供に優しいランドセル用革の開

発 

 

所 属 県立工業技術センター皮革工業技術支援

センター 

 

氏 名 杉本 太 

研究概要 

県立工業技術センター皮革工業技術支援センタ

ー、㈱セイバン及び（財）新産業創造研究機構は、

平成１９年度兵庫県産学官連携イノベーションシ

ステム事業を活用して、環境と子供に優しいラン

ドセルの開発を目的として、新しいランドセル用

素材の開発を行いました。 
開発されたランドセル用革は、廃棄時の焼却に

おいて環境負荷が最も小さいタンニン革素材で

す。この革は、従来のクロム革に比べて、引張強

さ、引裂強さ、伸びさらに柔軟性にも優れ、ラン

ドセル用に必要な強度を保持しながら革単体で約

１０％の軽量化に成功しました。 
今後、ランドセル用以外の革製品の軽量化が

要求される他用途への使用の広がりが期待さ

れ、地場産業の活性化・振興に繋がります。 

 

（提案法）回転式反応ドラム 

（従来法）槽漬ピット 

左（白）：下地革 右（赤）：仕上げ革
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３ 開発成果 

○新しいタンニン革の特徴 
① 製造期間の短縮(約 3 日)（クロム革

と同等） 
② 比重において約１０％の軽量化に成

功（クロム革と同等の強度） 
③ ベージュ色 
④ 伸びならびに柔軟性が優れている

（クロム革との比較） 
○新しいタンニン革に塗装処理試験 

 
○ランドセルの試作 

① 製造コストはクロム革に比べ、2%程

度高くはなりますが、約１５０ｇ（約

１０％）の軽量化に成功 
（試作したランドセル 約1,200g、 
従来の天然皮革ランドセル 約 
1,350g） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 波及効果について 

タンニン革は、環境負荷の低減に対応した素

材として近年注目されています。本研究成果に

より付加価値の高いランドセル製品が製造され、

消費者へアピールし、軽量化したタンニン革の

普及に大きく貢献するとともに、県下の地場産

業の振興が図れるものと考えています。 
 
＜参考文献＞ 
 日本皮革技術協会編：新版皮革科学 , 

p.68,152(1992). 
＜その他の研究メンバー＞ 
 岸本 正、中川和治、安藤博美 
（工業技術センター 皮革工業技術支援セン 
ター） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

記者発表により、朝日新聞に掲載された記事

試作した環境と子供に優しいランドセル 
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１はじめに 

 兵庫県の財政状況は、非常に厳しく、三位一

体改革・地方分権の下、独自の財源を確保する

必要性も生じている。ところが一方、地球温暖

化防止対策は、全世界的に、半永久的に、取り

組むべき課題であり、洞爺湖サミットにおいて

も、メインテーマであった。地球温暖化防止は、

厳しい財政状況の本県においても、積極的な政

策がなされなければならない。 
 そこで、本稿では、低炭素社会の実現により、

本県の財政状況を改善し、県民のＱＯＬの向上

を図る施策提言をする。 
２ドルから二酸化炭素へ新しい経済 

ＢＲＩＣｓの台頭による世界経済の好調の

波を受けて、史上まれにみる好景気に沸いた日

本経済も、最近、米国のサブプライムローン問

題や、北京オリンピック後の中国経済の不透明

感等、さまざまな要因の影響を受けて、再び、

悪化している。更に、地方自治体の財政破綻の

危機も、秒読み段階に来ていると指摘されてい

る。 
ところが、一方、炭素の単価は、急騰してお

り、投機目的の資金も市場に流入し始めている。 
炭素社会の最大のビジネスが、二酸化炭素排

出量取引で、200７年には、6 兆円を超える市

場規模になっている。 

これは、京都議定書で作られた仕組みで、定

められた削減目標を達成できない企業や国家

が目標達成以上に削減した企業や国家から購

入する仕組みである。 
本事業は、低炭素社会の実現と財政再建を主

な目的として、二酸化炭素排出量取引の仕組み

を兵庫県で事業化する、たただき台として提案

した。 
３施策提言における留意事項 

  （1）県民の参画と協働による啓発活動の推進 

・ ワークショップ・エコイベントの開催 
・ 地域SNSの活用・環境教育の推進 

（２）カ―ボン・クレジットの問題点 

・信頼性・妥当性・継続性・流通性の検証  

     ・原資の確保における持続可能性 
     ・不正の防止 

（３）経済に与える影響 

・投機マネーによる経済の混乱防止 
・物価の高騰、資源争奪戦、食料危機 

（４）地球温暖化防止効果の検証 
・ 二酸化炭素排出量のモニターリング 
・ 二酸化炭原因説に対する検証 

   （５）排出規制条例制定に向けての諸課題  
・ 企業の流出等、経済活動の低迷 
・ コンセンサスを得にくい 
（６）行政固有の機能 

  ・県民の意見の集約 
  ・原資銀行の管理・資金運用 

・社会資源をつなぐプラットホーム 
 ・雇用の創出 

・人材育成・産業育成・研究開推進 
   （7）ひょうごの独自性とグローバルスタン

ダーﾄとの整合性ﾞ 
課  ・はばたんエコブランドの創設 

・県内の自然資源や社会資源の活用 
・地産・地消・地場産業の育成 
・海外技術移転・国際交流 

 ４施策提案 

上記の留意事項を踏まえて、施策提言として、

テーマ 低炭素社会の実現と財政再建 

（兵庫フェニックス・はばたんエコ 

メイト事業の提案について） 

所 属 兵庫県立神戸特別支援学校 

氏 名 田中清美 

研究概要 

地球温暖化防止対策事業として、兵庫フェニ

ックス・はばたんエコメイト事業を提案した。

この事業は、低炭素社会の実現だけでなく、

地域経済の活性化、コミュニュティや限界集落

の再生を図り、財政再建の道筋を拓き、県民の

ＱＯＬが向上する事を目的とする。 

 キーワード： 低炭素社会、ＱＯＬ、  
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「ひょうご・フェニックス・はばたんエコメイ

ト」事業（以下エコメイト）のシステムを提案

する。 
なお、実現に向けては、モデル的な社会実験

を行い、その効果を検証して、施策としての実

現可能性を探る必要がある。 
（１）エコメイト事業の主な事業内容 

①はばタンエコ基金の創設 
②二酸化炭素削減事業による産業の振興 
③はばタンエコポイント事業 
④二酸化炭素排出規制条例制定 
⑤二酸化炭素排出量取引 
⑥カーボンオフセット 
（２）事業組織 
県が直接運営するプラットホーム事務局と

県が認証したネットワーク事務局からなる半

官半民の公共事業。 
①プラット・ホーム事務局の機能 

・はばたんエコメイトバンクの運営 

・事業運営委員会の運営 

・温暖化防止対策に関する法制度の検討 

・ ネットワーク事務局の認証 

・ エコメイト（個人や法人）の登録者の管理 

・ 省エネ教室の開催 

・ ・省エネ診断士の派遣 

・ はばたんエコブランドの認証 

・ エココンサート等のエコイベントの企画・

運営  

・ はばたんエコショップの運営 

②ネットワーク事務局の機能  

本部事務局の指導の下に、各地域で、活動す

るブランチ事務局   
（３）はばたんエコポイントの機能と性質 

はばタンエコ・ポイントとは、兵庫県が発行す

る有効期限の付された地域通貨である。環境に

プラスのライフスタイル（省エネ型の商品やサ

ービスの購入、環境保全活動等）の実現を目指

して、これらのアクションに対して、経済的イ

ンセンティブを付与する為に流通させる。ｶ―

ボンオフセットやクリーンエネルギー証書、二

酸化炭素排出量取引のツールとしての機能を

果たす。円との直接の兌換性は有しないが、金

権ショップやネット・オークションでの売買は

可能で、還元メニューの様々な商品や、サー

ビス、その他のポイントや電子マネーと

の交換媒体である．企業の会計のバランスシ

-ﾄにおいては、マイナスに計上する。 

譲渡性は有するが、相続税や利子は生まず課

税対象ではない。 

発行様式は、ＰＣ、携帯電話、スタッンプ式

手帳やシール式の手帳、プリペードカード式 

（４）はばたん・エコバンクの機能 
・はばタンエコ基金の管理運用（原資は、環境

事業に特化するが、預金利子や収益は、医療・

福祉・教育等の一般財源として、運用する。） 
・ はばたんエコポイントの発行・総括管理 
・ カーボンオフセット事業資金の提供 
・ クリーンエネルギーの売買仲介・取引 
・ 産・官・学連携のエコ事業のコーディネ-ﾄ 
・ 省エネ事業の運営 
・ ソーラーの家庭導入資金の貸し付け業務 
・ 二酸化炭素排出量取引事業 
５期待出来る効果 

（１）産業の育成・雇用対策 
（２）環境関連技術の研究開発促進 

 （３）コミュニュティの再生、 
（４）地球温暖化防止、（5）ボランティア活動の

推進 
（6）.環境教育推進（７）地域経済の活性化 
＜参考文献＞加藤恵正（２００４）「都市生活

とコミュニュティﾋﾞｼﾞﾈｽ」 
・ 岡田真美子編（２００６）「地域をはぐくむ

ネトワーク」 
・ 田中清美「 新エネで財政再建」 
・新しいライフスタイル委員会「グリーン購入

意識調査」 
・三菱総合研究所 「排出量取引入門 」 
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１ はじめに 

 播州織産地は、日本最大の綿の先染織物産地と

して知られていますが、生産数量は年々減少して

おり、ピーク時の約1/5以下まで低下しています。

用途は、ストライプやチェック柄に代表されるワ

イシャツやブランドシャツなど衣料用織物の生産

がほとんどですが、それらの衣料用製品の多くは

海外から大量輸入されており、播州織産地は大き

な影響を受けています。織物は衣料用以外へも

様々な分野で使用されており、建築・土木、農林・

水産、医療など多種多様な各分野で要求性能を満

たすための素材および構造を持つ織物が開発され

ています。また、カーテンや椅子生地など織物の

デザイン性や触感を生かしたインテリア分野への

用途もあります。 
 一方、自然環境の保護や資源の有効活用の観点

から、廃棄物のリサイクルシステムの確立は非常

に重要となっています。播州織産地においても織

物製造工程の副産物である耳糸の有効利用は産地

の大きな課題の１つです。しかし、継続性あるリ

サイクルを可能とするには、製造コストと開発材

料の高付加価値化が鍵となります。 
 そこで本研究は、つぎの２つの研究開発を県内

中小企業と共同開発しましたので紹介します。１

つは、播州織の優れたデザイン性を活かすことの

できる新たな材料と製造方法の開発です。この材

料は、電子レンジで利用されているマイクロ波を

照射することにより、樹脂を発泡させ同時に織物

を表面へ接着した非常に軽い立体形状の材料です。

従来の方法の数十分の一以下の時間で可能な省エ

ネルギーで環境に優しい製造方法を開発しました。

２つ目は、排出された耳糸とコルクおよび樹脂か

ら開発した新たな材料と製造方法の開発です。耳

糸を複合化することにより、従来の材料と比較し

て静電気の除去性能を約 50 倍向上することがで

きました。また、従来の製造では新たな装置を必

要としましたが、製造工程の改良により既存設備

で可能とし、安価で製造することができました。  
これらの材料の開発経緯と開発内容および現

在製品化に向けた用途開発と商品化などについて

お話しします。 
 
２ 織物と一体化した軽量な立体形状材料の開発 

2.1 従来技術と課題 
 開発材料は発泡したフェノール樹脂の材料表面

に織物が張り付いた材料です。フェノール樹脂は、

耐熱性に優れることから、新幹線などの車両用部

材へ使用されています。また、樹脂を発泡した材

料は断熱性にも優れることから、建材などにも多

く利用されています。しかし、これらの製造は、

樹脂の硬化と成形および発泡のため加熱炉で数時

間加熱する必要があります。また、フェノール樹

脂は特有のピンク色をしているので用途に応じた

塗装を必要としますが、樹脂特有の無機質で冷た

い触感とデザイン性に乏しい材料のため、用途が

限定されます。織物や皮革などを表面に貼り付け

ることによりデザイン性と触感の改善による新た

な用途展開も期待できますが、それらの接着は大

きな手間と技術が必要となります。 
2.2 開発内容 
開発材料は、マイクロ波を照射することにより、

フェノール樹脂の発泡・硬化・成形を行うと同時

に、織物や皮革などの薄い材料が立体形状の成形

品表面へ強固に接着された材料です。図１に開発

テーマ 播州織の新たな用途展開を目指した

研究開発 

 

所 属 県立工業技術センター繊維工業技術支援

センター 

 

氏 名 藤田浩行 

研究概要 
播州織産地は、カジュアルシャツなど大半は衣

料用織物の生産を行っていますが、大量の輸入品

により生産数量は大きく低下しています。一方、

織物は産業資材用やインテリア製品など幅広く使

用されており、様々な用途と利用の可能性があり

ます。本研究は、播州織の新たな用途展開を目指

して取り組みました、播州織のデザイン性を活か

した壁材・内装材料の開発や播州織産地から発生

する繊維廃棄物を利用した環境に優しい床材開発

の２つの成功事例について主に紹介します。 

 
図１ 播州織と一体成形された開発材料 
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した材料の一例を示します。ピンク色のところは

発泡したフェノール樹脂で、その形状に沿って織

物が表面に張り付いています。作製方法の概要を

説明します。丈夫な成形型内に柔軟性のあるシリ

コーンゴム型を置きます。その中へ液体状のフェ

ノール樹脂を流し込み、その外側へホットメルト

樹脂と織物をセットします。成形型を密閉後、マ

イクロ波を約10分間照射します。フェノール樹脂

の急激な温度上昇と発泡により高い内部圧力が発

生します。織物は溶融したホットメルト樹脂と高

い圧力により、樹脂へ強固に接着されます。開発

技術は、従来の外部からの加熱ではなく、材料内

部から加熱できるため、厚みがある材料も容易に

作製でき、省エネルギーでクリーンな製造方法で

す。また、図３のように複雑な形状にも織物を表

面接着した一体成形材料が作製できます。なお、

作製方法は兵庫県と企業の共同で特許を出願して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3 用途開発 
 開発材料は、新幹線車両の窓枠部材や自動車の

肘掛けなどデザイン性に優れた製品として利用可

能な材料です。現在、企業と共同で基礎的特性に

関する実験と試作品の開発を実施しています。 
 
３ 繊維廃棄物を再利用した高機能床材の開発 

3.1 背景と課題 
  織物を製造すると副産物として耳糸という繊維

廃棄物が発生します。現在、処理費用の発生や資

源の有効利用の観点から継続性あるリサイクルが

強く求められていますが、低コストな製造方法と

高機能材料の開発が必要です。 
3.2 開発内容 
 開発した材料は、播州織産地の耳糸とコルクお

よび熱可塑性エラストマーという樹脂から構成さ

れる材料です。図４(a)に開発材料の外観を示しま

す。明るい部分がコルク、暗い部分が樹脂です。

樹脂はコルクの接着剤の役目をします。右図のよ

うに樹脂内は耳糸である細い綿繊維が存在します。

なお、材料はゴム製造業で使用される装置のみで

作製でき、作製方法は兵庫県と企業の共同で特許

を出願しています。従来は予め耳糸の切断・粉砕

が必要でしたが、開発した方法により耳糸を前処

理なしで作製可能なことから低コストで製造でき

ます。また、耳糸を混ぜることにより、静電気を

除去する性能を飛躍的に向上することができまし

た。静電気を逃がす速度(半減期)は、60秒から1.2

秒と大幅に短くなり、帯電防止性能を持つ高機能

材料の開発に成功しました。 
 
 
 
 
                 
                       
                       
 
 
 
 
 
 
3.3 商品展開 
 現在、開発した材料は帯電防止性能の優れた床

材や靴の中敷きなどとして、共同開発企業にて商

品として販売されています。 
 
 
 
 
 
 

図２ 織物と一体成形した材料の作製方法 

 
図３ 織物と一体成形された複雑な形状の材料

 

(a) 開発材料の外観     (b) 材料内部の拡大図 
図４ 耳糸とコルクおよび樹脂からなる開発材料

図５ 商品化されている床材 
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はじめに 

 国は、国民一人一人の環境についての理解を深

め、取組を進めることができるよう環境教育を推

進し、環境保全活動を推進する「環境の保全のた

めの意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律

（環境教育法）」を平成 15 年に制定施行した。こ

の法律に定められた事項を進めるための政府の基

本方針は、環境教育の進め方について、次のよう

に考え方を示している。                                 
【環境教育を進める手法の考え方】                         

 ○環境教育の活動を「関心の喚起→理解の進化

→参加する態度や問題解決能力の育成」を通じて

「具体的な行動」を促し、問題解決に向けた成果

を目指すという一連の流れの中に位置づける。 
 ○知識や理解を行動に結びつけるため、自然や

暮らしの中での体験活動や実践体験を環境教育の

中心に位置付けることや子どもにとっては遊びを

通じて学ぶという観点が大切になること。その際、

指導に当たっては、体験や遊びを行うこと自体が

目的化されないよう留意すること。 
 ○環境教育が行われるあらゆる場において、体

系的かつ総合的な環境教育を進めるための効果的

な仕組みを構築する。 
【環境教育を進めるための施策の考え方】 

 環境教育を推進する施策の効果的な実施のため、

様々な「場」「主体」「施策」をつないでいくとの

考え方に基づいて進める。 
 「場」をつなぐとは、それぞれの教育効果を、

他の場所での教育や活動につなげること。 
 「主体」をつなぐとは、環境教育に関わる国民、

民間団体、事業者、学校、行政等の様々な主体の

特徴をいかし、連携、協働しながら教育を展開す

ること。 
 「施策」をつなぐとは、地域づくり、民間活動、

事業者の社会貢献活動、国際協力等に関する施策

と環境教育をつなぐことである。 
 兵庫県では、国の基本方針を受けて「兵庫県環

境学習環境教育基本方針」を平成 18 年 3 月に策

定、同 4月に兵庫県環境学習環境教育推進本部を

設置し、環境学習環境教育の総合的推進を行って

いる。本稿では、平成 18 年度から「ひょうごの

環境学習環境教育の総合的推進」（兵庫県では、一

人一人の学習を重視する立場から「環境教育」を

環境学習環境教育）と表現している。以下「環境

学習・教育」という。）に携わる立場から、幼児期

から学齢期に視点を置いて、環境学習・教育にお

ける行政と教育の連携について考察する。 
 
１ 子どもたちの生活の場を理解する 

 専門的に教育や保育に携わっていない者が、子

どもたちを対象とした環境学習・教育を実践ある

いは支援する場合、子どもたちの「生活の場」を

理解することが重要である。なぜなら、子どもた

ちの生活の場に応じた適切な環境学習・教育プロ

グラムの提供や手法がなされずに学習、教育が実

施された場合、時として子どもたちに環境学習・

教育への拒絶や回避をもたらすことがあるからで

ある。 
 生活の場は大別して二つに分けられる。一つは

子どもたちが教育や保育を受ける幼稚園・保育所、

小中高等学校での生活の場（「学校教育（保育）の

場」）である。他の一つは子どもたちが普段過ごす

家庭や地域での生活の場（「生涯学習の場」）であ

る。二つの生活の場における違いを理解した上で、

環境学習・教育を実践、支援することが「環境」

に対する子どもたちの興味関心を喚起し、気づき

や知識を実践につなげることとなると考える。 
(1) 学校教育（保育）の場での生活 

 ① 幼稚園（保育所） 

   未就学児（主に４、５歳児）は、幼稚園で

は約４時間、保育所では「保育に欠けたる時間」

を保育者とともに生活し、各園では「幼稚園教育

要領」、「保育所保育指針」に示された領域「環境」

 
テーマ 環境学習・教育における行政と教育の連

携について～幼児期から学齢期における

環境学習・教育の一考察～ 

 

所 属 兵庫県 農政環境部 環境創造局 

    環境政策課 環境学習参事 

 

氏 名 明 山  修 

研究概要 

 「ひょうごの環境学習・教育の総合的推進」に

携わる立場から、幼児期から学齢期に視点を置い

て、子どもたちの幼稚園や学校、家庭や地域の「生

活の場」の理解、環境学習・教育において学校・

行政・事業者・NPO等の「主体」をつなぐ方法、

さらに県行政と教育の連携について、横断的連携

体制の構築と機能性の充実、共通理念の構築と体

系化、所管を超えた支援方策、県民の参画と協働

の観点から考察し、子どもたちの環境学習・教育

の充実に資する。 
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に基づき、主に「遊び」を通じた教育、保育が行

われている。 
 ② 小中高等学校 
   発達段階（学年）に応じて「学習指導要領」

に基づいた教育活動の中で「環境教育」が展開さ

れている。環境教育は小学校では学級担任、中高

等学校では教科担当の教員の資質や教育力に負う

ところが大きい。また、教科以外でも総合的な学

習の時間や特別活動で体験型環境学習・教育が行

われている。専門的に教育や保育に携わっていな

い者が教育課程に位置づけられた環境学習・教育

を理解することが望まれる。 
(2) 生涯学習の場での生活 

  家庭は子どもたちの心と生活の拠り所である。

幼稚園・保育所、学校から帰宅した放課後や土日

祝祭日、夏休み等長期休業中に家族や友人たちと

過ごす普段の生活の場である。また、かつて地域

での子どもたちの生活は家庭の延長線上にあった。

しかし、近年地域での子ども会活動やスポーツ活

動、祭り等は、大人によって意図的に組織された

ものとして機能している場合が多い。 
 行政や NPO、地域団体等が提供、実施してい

る子どもたちや親子を対象とした環境学習・教育

プログラムは、このような場を対象としたもので

あるとの認識が望まれる。 
 
２ 「主体」をつなぐ 

 子どもたちの環境学習・教育を実効性のあるも

のとするためには、彼らの生活の場に応じた実践

や支援が必要である。ここでは、幼稚園・保育所・

学校、行政、事業者（企業等）、NPO,地域団体等

の各主体をつなぐ方法について考察する。 
(1) 学校教育（保育）における環境学習・教育へ

の行政の支援の在り方 

 ① 日常的継続的な環境学習・教育を進める「き

っかけ」づくり 

   幼稚園や学校では多少の違いはあっても

「『環境』に関する取組は既に実施している」と思

っている保育者や教員が多い。しかし、実際に年

間の保育計画や教育計画に環境学習・教育を位置

づけ、総合的に推進しているところは必ずしも多

くはない。そのため、保育者や教員が積極的に自

ら体験型環境学習・教育に積極的に取り組もうと

する動機付けや実践のきっかけとなるもの（「施

策」）が必要であると考える。 
 例えば、兵庫県では平成 19 年度から、小学校

３年生を対象とした「環境体験事業」を、幼稚園・

保育所を対象とした「ひょうごっこグリーンガー

デン事業」を実施している。特に、環境体験事業

は、兵庫県の小学校３年生の全てが、田畑や里山

等をフィールドに、教育の一環として環境体験活

動を行うものである。 
 ② 授業や特別活動等への支援体制づくり 

   学校での環境学習・教育を円滑に進めるた

めには、教科指導等に活用できる環境学習・教育

プログラムや支援者を、学校や教員の希望に応じ

て紹介できるネットワーク機能の存在が有効であ

り、その中核として機能する拠点施設や人材の配

置が必要であると考える。 
 例えば、兵庫県では地域ネットワークの人的中

核として県民局に「地域環境学習コーディネータ

ー」を配置、神戸市内に「ひょうごエコプラザ」

そこに「環境学習コーディネーター」を配置し全

県ネットワークの施設及び人的中核としている。 
 ③ 事業者や民間団体等と学校つなぐ支援 

   事業者や民間団体、ＮＰＯ等が学校と連携、

協働して環境学習・教育を継続的に行うためには、

行政が学校と各主体の間に立ち、学校教育とのマ

ッチングを図るなどのコーディネート機能を果た

すことが必要であると考える。 
 例えば、兵庫県では企業等が開発する環境学習

教材や「出前講座」などを、教育課程に対応する

よう助言したり、学校への広報を行っている。 
(2) 生涯学習の場における環境学習・教育の支援

の在り方 

  土日祝祭日、夏休みなどにおける環境学習・

教育は「生涯学習」の一つとして考えられ、「いつ

でも(Anytime)、どこでも（Anywhere）、誰でも

（Anyone）」という環境学習・教育の機会の多様

化が必要であると考える。 
 そのため、子どもたちの発達段階や興味関心、

余暇の長短などに合わせて、自らが選択し、参加

できる体験型の環境学習・教育プログラムが幅広

く用意されていることが大切であると考える。し

かし、既存の提供されているプログラムの内容を

見ると、参加対象を「小学校４年生以上」「保護者

同伴」などと限定するものがほとんどであり、実

施期間も連休や夏休みの土日曜に集中している。

これでは子どもたちにとって気軽に参加し易いも

のとは言いがたい現状があると考える。 
 ① 発達段階を考慮した支援の在り方 

  「小学校４年生以上」を対象とした体験型プ

ログラムには幼児や小学校低学年生は参加できな

い。安全を考慮すればやむを得ないのかもしれな

い。しかし、幼児期からの体験型環境学習・教育

の大切さは言うまでもないことである。そこで例
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えば、街のイベントや夏祭りの場で「親子で楽し

む環境学習」や地域の公園を活用し幼児を対象と

した環境プログラムなど、身近な場所で、手軽に

参加できる企画を、各主体が実施することも支援

の一つとなる。子どもたちの目線に立ったプログ

ラムの企画、子どもたちの心の成長に応じた手法

を充実させることが必要である。 
 ② 生活の場を考慮した支援の在り方 

   生涯学習の場での環境学習講座や体験型プ

ログラムに、多くの子どもたちの参加を促すため

には、自らの生活サイクルの一コマとして子ども

たちが受け入れてくれるかどうかであると考える。

というのは、子どもたちにとって「楽しい」のも

のでなければ継続・反復は困難である。押し付け

の教育ではなく、遊びの延長として一人でも参加

できる、例えば、地域での２時間程度の放課後環

境学習プログラムなどが考えられる。また、兵庫

県では農政環境部が兵庫県子ども会連合会やコー

プこうべ等に委託して、１、２泊の短期宿泊型で、

参加期日や体験場所が選べる「農林水産体験ファ

ーム」も実施している。 
 
３ 県行政と教育の連携 

兵庫県では平成 18 年度までは、学校教育での

環境教育は県教育委員会が独自に推進し、知事部

局の農林水産部、県土整備部、環境担当部等が「『環

境教育』に関連する事業」をそれぞれが学校の協

力を得ながら推進していた。「『環境教育』に関連

する事業」の目的は、農林水産部事業は農林水産

業への理解を、県土整備部事業は社会基盤整備事

業への理解を、環境担当部事業は地球温暖化防止

や水質汚染防止など環境保全への啓発を主な目的

として実施されてきた。また、事業の対象は「小

学校４年生以上」として企画、実施されてきた。 
 兵庫県環境学習環境教育推進本部の設置以降、

これらの事業の在り方を見直す中で、①参加対象

が小学校高学年の児童に集中している。②事業の

学校への照会は新年度がすでに始まった５、６月

頃である。③部局ごとに小学校に照会している。

④学習指導要領を踏まえて企画された事業がほと

んどない。⑤各部局の地方事務所やセンターと学

校との人的なつながりによって実施されることが

多い等の課題が出てきた。 
 これらの課題を踏まえ、兵庫県に在住する全て

の子どもたちが、環境や生命を大切に思う“ここ

ろ”を育み、学習から実践へとつなげていくこと

を目指すとともに、幼児期からシニア世代を包括

した新たな環境学習・教育を展開するため、兵庫

県では以下に記述する県独自の「ひょうごの環境

学習・教育」を総合的に推進している。 
 
(1) 横断的連携体制の構築と機能性の充実 

 ① 環境学習・教育の推進体制 

   小学校で総合的な学習の時間や教科学習、

特別活動を通じて行われている「環境教育」と、

農作業体験や河川学習等部局の「『環境教育』に関

する事業」を融合し、県民の参画と協働により「子

どもたちにとって楽しい環境学習・教育」が学校、

家庭、地域で展開できる推進体制が必要であると

考える。 
 例えば、兵庫県では、教育と行政の横断的連携

を推進するため本庁に環境学習環境教育推進本部

を、県民局に地域推進本部を設置している。 
 ② 行政組織内のコーディネーター 

   組織の横断的連携体制が整っても、組織を

構成する職員間の連携や共通理解が不十分な場合、

事業成果が上がらないこともありがちである。 
 子どもたちを対象とした環境学習・教育を推進

するに当たっては、学校とその支援主体（例えば

行政、事業者、ボランティア等）との間、同じ行

政でも理念や基本的目標を異にする主体間、例え

ば首長部局と教育委員会と間の連携に当たっては、

主体と主体をコーディネートする行政組織内の

「職（個人）」の存在が有効であると考える。 
 例えば、兵庫県では本庁に「環境学習参事」（平

成 18 年度から）を、県民局に「地域環境学習コ

ーディネーター（平成 19 年度から）を設置し、

各主体間の円滑な連携を推進している。 
(2) 共通理念の構築と体系化 

 ① 教育理念の体系化 

   ひょうごの環境学習・教育の全県展開を図

るため、幼児教育及び学校教育における環境教育

の基本理念を行政（県）が示すとともに、教職員

にその理念の共通理解を図ることが必要であると

考える。 
 例えば、兵庫県教育委員会では、幼稚園から高

等学校における環境教育での「めざす幼児・児童・

生徒の姿」「ねらい」を体系的に示し、発達段階に

応じた環境学習・教育の具体的手法等を示す「副

読本」、「教師用指導の手引き」を小学校低学年用、

同高学年用、中学校用、高等学校用と作成し、教

職員の指針とするとともに、副読本等を活用した

優れた授業実践の発表会や教員研修などを通じて

その周知と充実を図っている。 
 ② 様々な施策を基本理念で「つなぐ」 

   「ひょうごの環境学習・教育」という基本

- 24 -



理念によって幼稚園・保育所、小学校で行われる

環境学習・教育にかかる事業をつなぎ、体系的に

実施することにより、発達段階に応じた子どもた

ち自らの環境や生命への気づきや理解を深め、時

系列的に環境保全への意識の醸成を図っている。 
 ○ひょうごっこグリーンガーデン実践事業（幼

稚園・保育所での環境学習） 
 ○環境体験事業（小学校３年生：年 3日以上田

畑、里山等での環境体験活動） 
 ○自然学校（小学校５年生：5 泊 6 日、自然の

中での長期宿泊体験活動）等を体系的に展開。 
(3) 所管を超えた支援方策 

  ４・５歳児の未就学児の多くは、幼稚園か保

育所に通っている。幼稚園は、学校教育法第 1条

に規定された教育機関で教諭が教育を行う教育の

場、保育所は、保育に欠けた幼児を預かる施設で

保育士が保育を行う福祉の場である。 
 ① 幼児期の環境学習 

   幼児期の環境学習を全県展開する場合、幼

稚園と保育所の教育と福祉の「壁」を越えた理念

と方策が必要である。この「壁」を取り払う一つ

の方策として「『ひょうごの環境学習・教育の基本

理念』に基づく継続的・体験的な環境学習の実践」

という視点（切り口）で、公私幼保を問わずに「網」

かぶせた施策の展開が必要であると考える。 
兵庫県では、幼稚園、認可保育所を対象とした

「ひょうごっこグリーンガーデン実践事業」を平

成 19 年度から実施し、ひょうごの環境学習の啓

発や継続実施の「きっかけ」づくりを行っている。 
 ② 環境学習リーダーの養成 

   幼稚園、保育所の保育者（教諭、保育士）

は、幼児の指導者であるとともに、地域の子育て

リーダーとしても活躍している場合が多い。優れ

た実践理論や手法を身に付けた保育者が増加する

ことにより、幼稚園、保育所での環境学習の充実

が図れるとともに、家庭や地域における環境学習

の展開も期待できると考える。 
 例えば、兵庫県では、公私幼保の全ての保育者

を対象に、県主催で体験型の「環境学習リーダー

研修」を全国に先駆けて実施している。 
(4) 県民の参画と協働 
  兵庫県教育委員会では、地域全体で学校教育

を支援するため、「いきいき学校応援団」などのネ

ットワークを活用した学校・地域の連携体制を構

築するとともに、社会教育の場で学んできた地域

住民や様々な資格を有する者など、幅広い分野の

多様な知識・経験を持った人材の参画により、学

習支援や部活動支援など様々な学校応援活動を行

う「学校支援地域本部事業」を展開している。ひ

ょうごの環境学習・教育の全県展開に当たっても

このような様々な人からの支援が不可欠であると

考える。 
 ① 児童生徒の環境学習・教育のサポーター 

   環境学習・教育には、自然、山、森、川、

海等での体験活動や観察、水循環や大気汚染、ゴ

ミ問題等様々な対象がある。それらの専門的知識

や技術を持った人材が支援者（サポーター）とし

て、体験活動や実験などに参画協働し、教員の指

導や子どもたちの学習を支援することで環境学

習・教育への理解の深まりや学習意欲の増進が期

待できる。 
 ② 「環境体験事業」への支援 

   平成19年から開始し平成21年度には県下

全ての小学校３年生が参加する予定である。本事

業での重点は、学校を離れて校外で環境体験活動

を行い、そのフィールドとしてできるだけ田畑や

里山などを活用することである。しかし、小学校

813 校に３年生は約５万４千人（平成 20 年 5 月

現在）在籍しており、彼らの多くが田畑をフィー

ルドとして体験学習を行おうとすると、田畑の確

保はもちろん、田畑での栽培作物の日常的管理や

世話が大きな課題となる。 
 そのため、兵庫県では本庁内に農政環境部と教

育委員会を核に調整会議を設け、全県規模での田

畑の提供者及び稲作や野菜栽培などの維持管理を

行う支援者の確保を行うとともに、学校の希望と

のマッチングを図っている。また、環境体験事業

を支援する独自の「グリーンサポーター」も広く

県民から募集している。 
 
おわりに 

 子どもたちに自然との触れ合いや身近な生活の

中での気づきや発見をきっかけとして、自然に対

する豊かな感受性や生命を尊ぶ心を育むとともに、

環境について幅広く関心を持ち、理解を深め、実

践力を育成する「ひょうごの環境学習・教育」の

目標を達成するためには、教育を直接担う学校、

指導助言する教育委員会、フィールドや支援者を

確保・調整する行政など各主体間の連携体制整備、

個々時々の連携・調整機能が発揮されて初めて実

効あるものとなると考える。 
 また、ひょうごの環境学習・教育の充実を図る

ためには、行政が、学校と NPO や民間団体、企

業、個人等主体との間でコーディネート機能を果

たすことも必要であると考える。 
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【第３分科会】

　 「少子高齢化を見据えた社会基盤整備」

　コーディネーター：角野幸博（関西学院大学総合政策学部教授）

　　　　　　運営者：本井敏雄（兵庫県県土整備部まちづくり局長）

　　　　　　　　　　鬼本英太郎（兵庫県企画県民部県民文化局県民生活課長）

●世代間バランスのとれた持続可能なまちづくり転換方策について

　　平成19年政策課題研究グループ

　　 藪本和法（県・県土整備部都市政策課）、澤田純一（県・県土整備部都市政策課）

　　　西田武則（県・県土整備部総務課）、中尾元（県・県土整備部都市政策課）

●中心市街地における駐車場施策に関する提案

　　藤澤伸和（県・県土整備部都市計画課）

●都市公園の今日的利用のあり方について～海外事例から学ぶ｢続･都市公

　園ゲートウェイ構想｣～

　　幾田正一郎（県・県土整備部都市計画課）

●少子化による学校統廃合と地域

　　投石文子（県・淡路教育事務所）

●介護の必要な高齢者の在宅生活を支えるための「宅老所」を核とした地

　域ネットワークのあり方について

　　高齢者等の生活の豊かさ研究グループ

　　　　　　　　　　〔松田竜一（県・企画県民部ビジョン担当課）〕

●介護保険における施設介護の選択要因について～三田市における要

　介護者調査をもとに～

　　村上寿来（（財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構）

第　

三
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１ はじめに 

今後の人口減少、少子・高齢化の進展は、

もともと高齢化率が高い但馬地域よりも神

戸、阪神北など都市部で高齢化率の上昇が著

しい一方、但馬地域では人口減少率が高く、

2050年に1985年人口の約1/2となる。（図-1） 

 
それらの予測に対し、高齢者世帯や子育て世

帯等が偏り過ぎず世帯構成が継続的に保たれる

世代間バランスのとれた地域社会を支える都市

計画、地域交通、住まいづくり（図-2）の個々

のリデザイン、それらの三位一体の仕組、仕組

を支える人・地域づくりについて提言する。 

２ ケーススタディ（川西市、加古川市、新温泉町） 

県下市町の人口集中地区の拡大と人口密度

の推移を比較分類し、中密度拡散型都市から川

西市を、低密度拡散型都市から加古川市を、県

政課題の小規模集落元気作戦に合わせて新温

泉町をとりあげた。３市町の人口・世帯数の推

移・予測、15歳未満の構成員含む子育て世帯と

65 歳以上の構成員を含む高齢者世帯の住み替

え動向調査、まちの類型化・課題の抽出を行っ

た上で、３市町ごとに施策提案している。 

(1) 川西市の課題・提案 

ニュータウンには子育て世帯の転入が多

く高齢者世帯については転出が転入を若干上

回る。優良なニュータウンと幹線公共交通で

構成する川西市特有のフィンガープラン型コ

ンパクトシティの維持、幹線公共交通間を結

ぶ地域路線を提案の骨子としている。 

(2) 加古川市の課題・提案 

子育て世帯は転出超過で、特に加古川駅周

辺や住工混在地からの転出が多く、また高齢

者世帯は転入超過である。まちづくりの将来

像と利用者減少傾向が続くバス交通、微増傾

向にあるコミュニティ交通との調整も課題で

ある。低密度に拡散した市街地の将来的な選

択的集約化、JR加古川線の新駅設置等交通至

便地域の開発、病院・商業施設等を結ぶ日常

生活に不可欠な地域交通強化を提案している。 

(3) 新温泉町の課題・提案 

町全体は 1950 年をピークに人口減少が継

続し、近年は全地域から生活利便性の高い中

心地への転居が緩やかに進んでいることから、

集落ごとに現状維持、移住等の選択とともに、

交通軸の強化などを提案している。 

３ 持続可能な都市構造の方向性 

ケーススタディから、今後維持すべき市街地

の選択・適正配置、生活利便性を重視した地域

交通の充実や適切な住み替え、交通軸を活かし

た既成市街地の質的向上などを今後の持続可能

な都市構造の方向性として見いだした。（図-3） 

具体的には、都市核となる拠点市街地から伸

びる鉄道・バス交通等の軸線とその軸線上に一

定の拡がりを持つ質の高い既成市街地で構成さ

れる都市構造の再構築を基本的な考えとして、

人口増加型、現状維持型、段階的縮小型及び移

住型などの方向性を、都市全体で地域住民等の

意見も反映しながら見定めて、持続可能なまち

づくり推進計画（図-4）を策定する必要がある。 

図-1 高齢化・人口増減予測 図-2 持続可能なまちづくり

を支える分野 
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研究概要 

今後継続する人口減少や少子・高齢化へのまち

づくりの対応として、持続可能性な都市の３要素

＝環境、社会、経済の地域社会に軸足を置くと、

世代間バランスがとれ人々の生活や地域を持続可

能にするハード・ソフトの転換が必要である。 

財政状況の逼迫等を背景に、既存ストックを活

かした都市構造の再構築（集約化、整序）など、

まちづくりの仕組と意識のリデザイン＝再設計を

基本に、都市計画、地域交通、住まいづくりの個々

の改善と連携、地域力の向上等について提案する。
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図-3 現状・予測、課題とまちづくりの方向性 
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４ 施策提言 

都市計画、地域交通、住まいづくりの既存施

策の改善とその連携による新しい仕組（図-5）

により、持続可能なまちづくりの実現を図る。 

 
 

Ｃ市町都市計画マスタープランの改善 

・都市構造の再構築や集約化の方針、集

約化ゾーニング図の作成 

Ｂ都市計画区域マスタープランの改善 

・整備、開発、保全の方針に持続可能な

集約型都市の方針の位置づけ 

Ｄ地域交通検討協

議会の拡大、地域

総合交通計画策定 
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既存の枠組み 

 
(1) 持続可能なまちづくり推進条例の制定 

行政、事業者、住民等の責務、推進計画の

作成やその手続き、地域交通や住み替え施策

の実施やその評価等を規定した推進条例を県、

市が定めることにより、具体的取組に繋げて

持続可能なまちづくりの実現を図る。 

(2) 都市計画のリデザイン 

持続可能なまちづくり推進計画図（図-4）

を都市計画法に基づく県、市町のマスタープ

ランに盛り込み、推進条例とともに県・市町

間の役割分担と連携（図-6）を図る。特に、

従来にない、計画作成前のまちづくりの住民

参加の全プロセス設計（図-7）が欠かせない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 地域交通のリデザイン 

公共交通以外の交通も含めた地域交通と地

域づくりを一体的に検討する会議を設置し、

交通手段の選択やその交通網を盛込んだ地域

総合交通計画を検討・策定する。また、併せ

て交通シェアリング施策を検討する。 

(4) 住まいづくりのリデザイン 

今回新規に取り入れた世代別の住み替えの

動向手法や人口動態統計を活用し、良い住み

替えを誘導する県及び市町が定住・移住方針

の策定や住み替えの支援を施策化する。 

(5) 人・コミュニティづくりのリデザイン 

(1)～(4)の効果を高めるため、地域力の向

上や居住地選択のＰＲ、モビリティマネジメ

ントなどまちづくり意識の向上が必要である。 

５ おわりに 

本提案は近い将来本格的な議論になると確

信しつつ、メンバーの緩やかな繋がりを保って

より発展的にまちづくりに貢献していきたい。 
○参考文献：海道清信著、「コンパクトシティの計画とデ
ザイン」、2007.12、大江守之他著、「大都市郊外の変容と
『協働』」、2008.4 
○その他の研究メンバー：久保園洋一（県土整備部市街地
整備課）、小林智成（県土整備部住宅政策課）、小松正之（阪
神北県民局道路整備課）、森崎鋭光（但馬県民局建築第２
課）、上田敏寛（尼崎市都市施設計画担当課）、松浦修一（県
土整備部都市計画課（西宮市））、藤澤早苗（豊中市伊丹市
クリーンランド総務課（伊丹市））、徳永義寿（宝塚市都市
計画デザイン課）、中津留幸紀（川西市都市計画課） 

図-4 持続可能なまちづくり推進計画のイメージ 
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図-6 持続可能なまちづくり推進条例と推進計画の関係 
 

県条例 

 
 
 
 
 
市町条例

県計画 

 
 
 
 
 
市町計画 

県 

市町

県民 

市民

【持続可能なまちづくり推進条例】 【持続可能なまちづくり推進計画】 

【広域】

【市町域】

【地域】

①情報公開・学習機会の付与、②意見・提案、③行政施策の提案・実施、④評価／ＣＳの向上

①

②

④

③

ビ
ジ
ョ
ン
を
共
有
し
た
ま
ち
づ
く
り 

①

②

④

③

図-7 持続可能なまちづくり推進計画策定プロセスイメージ 

 

推進条例の

位置づけ 

 

組織の検討 

 

ｽｹｼﾞｭｰﾙの 

検討 

 

住民参加の

方法の検討 

 

試案の提示 

方法 

プラン作成 プラン公定化 プラン改訂プロセス作成

静的分析

地域資源

調査等 

ﾆｰｽﾞの把握 

ﾌﾟﾛｾｽ設計 

計画活用 

都市活動

の予測 

 

計画目標

の設定 

都市環境 

管理 

環境 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

住民の計画過程への参加 

（協議とアウトリーチ等）        住民ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

都市基本

計画 

 

空間形成 

ｲﾒｰｼﾞ 

検証会議 

 

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

 
都市空間 

構成 

情報提供 意見募集 対話 住民を組織する 

基礎調査 都市経営
基本ﾌﾚｰﾑ

都市空間 
構成計画 

基本計画 
決定 

計画運用 計画管理 
見直し

動的分析

都市活動

住み替え

調査 

生活ﾆｰｽﾞ

調査 

- 29 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

商業地域等の中心市街地におけるこれまでの

駐車場対策は、一定要件を満たす建築物を新増築

する際に駐車場を整備させる駐車場附置義務制度

と、公共による都市計画駐車場等の整備を両輪と

した量の確保が中心であった。 

 このうち附置義務制度は、標準駐車場条例(国の

技術的助言、以下「標準条例」)に示されている基

準が画一的に採用されている場合がほとんどで、

鉄道駅周辺地区の交通特性や建物用途の特性が十

分反映されていない状況にある。 

 そこで、附置義務制度を地区の交通特性等を反

映したものに見直すとともに、「歩きやすく人が集

まる空間づくり」を推進するため、平成19年度に

中心市街地駐車場対策検討委員会を設置し、市町

が総合的な駐車場対策を実施する際の手引書とし

て「駐車場整備計画ガイドプラン」（以下「ガイド

プラン」）を策定した。 

 本論文では、実態調査の結果及びガイドプラン

で示された方向性と施策の概要ついて報告すると

ともに、その実践に向けての具体案を提案する。 

 

２ 駐車及び駐輪の実態と課題 

 ガイドプランの策定に先立ち、「駐車および駐輪

の実態」、「来街者・住民の中心市街地での交通行

動や意向」、「駐車場利用者の意向」等を把握する

ため、 次の３つの地区において実態調査を行った。  

①阪急西宮北口駅周辺地区 

②JR加古川駅周辺地区 

③阪急川西能勢口駅周辺地区 

 調査の結果、以下に示す課題が抽出された。 

①地区全体では既に駐車容量に余裕が生じて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１ 駐車需給の状況 (西宮北口) 

②駐車場の利用状況にアンバランスが生じて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 駐車場種類別利用台数(西宮北口) 

③路上駐車が常時発生している。 

④路上駐輪が常時発生している。 

⑤自動二輪車駐車需要への対応が必要である。 

 

 

 

 

 

 写真１ 路上駐車の状況(加古川、川西能勢口) 

 

３ 中心市街地駐車場対策の方向性 

建物ごとに駐車場を整備させてきた駐車場対

策をはじめ、これまでの都市計画制度は、標準ル

ールを定め、そのルールの範囲内で個別に最適解

を求めるというものであったが、実態調査の結果

は、個別（施設ごと）では最適であっても全体（地

区）では必ずしも最適にはならないということを

示している。 

実態調査から把握された課題を解決するため

には、地域特性に応じたまちづくりの観点から、

既存駐車場の有効活用など駐車に関する総合的な

施策を計画・立案し、実施することが求められる。 

 ガイドプランでは、「地域で考える総合的な駐車

場対策を目指す」という方向性を示すとともに、

テーマ 中心市街地における駐車場施策に関する

提案 

 

所 属 兵庫県県土整備部まちづくり局 

都市計画課 

 

氏 名 藤澤伸和 

研究概要 
ハード対策にソフト対策を絡めた総合的な駐車

場対策を推進するため、平成19年度に市町の手引

書となる「駐車場整備計画ガイドプラン」を策定

した。 

この検討過程で得られた実態調査結果を紹介

し、今後の駐車場附置義務制度のあり方等につい

て提案するとともに、“歩きやすく人が集まる空間

づくり”を推進し、中心市街地を活性化するため

の方策を提案する。 

 阪急西宮北口駅周辺地区における駐車需給の状況（休日）
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地域の実態に即した施策が実施できるよう、駐車

場附置義務（条例）の見直しに関して、以下の提

案をしている。  

 

（１）特定用途※）の細分化 

 国が示す標準条例では、特定用途を「百貨店そ

の他の店舗又は事務所」と「それ以外の特定用途」

に分類されているのみである。しかしながら、特

定用途に供する建築物の種類は多様であり、その

種別によって自動車の駐車需要を生じさせる程度

が異なる。 

 そこで、交通特性の影響を反映しやすいよう、

特定用途を店舗系・業務系・興行系に細分化し、

より実態に即した基準の設定を可能とする。  

※）自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で、劇場、映

画館、演芸場、観覧場、ホテル、料理店、飲食店、百貨店その

他の店舗、事務所、病院等、政令で定められている。 

 

（２）地域ルールによる基準の弾力化 

 さらに、「駐車場整備地区のうち駐車場整備計画

が定められている区域において、市長が地区特性

に応じた基準に基づき、必要な駐車施設の附置の

確保が図られると認められる場合」には、特例基

準によることを定める。 

 これにより、地区全体での駐車需要に応じた附

置義務基準の弾力的運用や駐車施設の共同利用、

さらには荷さばき駐車場や自動二輪車用駐車施設

への転用による既存駐車施設の有効活用が可能と

なる。 

 この場合、駐車場整備計画に地域ルールの適用

地区及び附置義務の方針を明記するとともに、地

元市町、駐車場設置者、住民団体、交通管理者、

道路管理者等で構成する地域ルール策定協議会を

設置して地域ルールを検討することとする。 

 

（３）自動二輪車に関する附置義務 

 駐車場附置義務条例に自動二輪車用駐車施設の

附置義務を定める。 

 駐車容量に余裕のある地域では、地域ルールを

活用した駐車場や駐輪場の再編・再配置により、

自動二輪車や自転車等も含めた包括的な駐車施策

を行うことが効果的である。 

 

４ 地域の実情に即した駐車場施策の提案 

（１）駐車施設の有効利用を図る駐車場施策 

 （阪急西宮北口駅周辺地区） 

 出店予定の大型商業施設の駐車場を地域の資源

としてとらえ、既存施設の附置義務台数を緩和す

ることにより、今後新たに立地する施設の附置義

務基準を緩和する。このことにより、既存駐車場

の稼働率を向上し、収益性を高めるとともに、新

規施設が低コストで進出したり、既存施設の用途

変更が容易にできる環境を整える。 

 

（２）二輪車の路上駐車対策に資する駐車場施策 

（阪急川西能勢口駅周辺地区） 

地区全体の駐車容量に余裕があることから、駅

に近い平面駐車場を自転車駐輪場や自動二輪車駐

車場に転用し、路上駐輪や自動二輪車の駐車需要

に対応する。 

 

（３）中心市街地の活性化に資する駐車場施策 

（JR加古川駅周辺地区） 

 大型ショッピングセンターやデパート、駐車施

設を持たない昔ながらの商店街が混在する地域で

あることから、これらをまとめてマネジメントす

ることにより、あらゆる客層にとって魅力ある商

業空間を出現させ、中心市街地の活性化につなげ

る。 

 

５ おわりに 

 ガイドプランで提案する「地域ルール」の策定

を通して駐車場対策を見直すことにより、既存の

駐車・駐輪施設の効率化を進め、コストを縮減す

ることが可能となる。 

さらには、回遊空間の創出、土地利用の効率化、

景観形成等により中心市街地の活性化や交通結節

点である駐車・駐輪施設の再編・再配置を通して、

自動車や自転車などの私的交通と公共交通のバラ

ンスのとれた総合交通体系、引いては、環境と調

和するまちづくりの実現に寄与できると考えてい

る。 

 今後は、ガイドプランの提案内容の実現化のた

め、県下の市町にガイドプランの周知を図るなど

の一般的な対応に加えて、シンポジウム開催やパ

ンフレット配布を通じ、県民に対し直接的に施策

PR を行うとともに、商工会議所や商業者等の駐

車・駐輪対策に関する課題認識につながるよう働

きかけていく予定である。 

 

＜参考文献＞ 

1)兵庫県：駐車場整備計画ガイドプラン、2008 

2)横森豊雄：英国の中心市街地活性化－タウンセ  

ンターマネジメントの活用、同文館、1997 

＜その他の研究メンバー＞ 

奥村孝幸，稲村和也，一宮大祐（都市計画課） 
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研究概要 
高度成長期の都市拡大とともに市街地内に

画一的に配置されてきた小規模な都市公園（近
所の公園）が「衰退」しつつある現状に着目し、
そこに、近年、高齢化・成熟社会の到来ととも
に増大しつつある余暇としての花緑活動(土い
じり）に対する県民ニーズ、活動意欲を公園再
生の原動力として引き出すべく、『都市公園ゲ
ートウェイ構想』(※)を提唱し、今日的公園利用
のあり方と持続性の高い公的支援スキームを
検討する。（昨年度研究発表要旨参照） 

今回は、昨年度に引き続き、今年３月に実施
した海外派遣研修の事例報告及び考察等を行
うものである。 
 

(※)『都市公園ゲートウェイ構想』(昨年度提案) 

既存公園内にフリースペースを設け、市民花壇や菜園等の

花緑活動を媒体として、地域の主体性や創意工夫が反映され

る地域に開かれた公園づくりを促進しようという考え。従来

の自治体主導の制約型、一元管理型の公園像から脱却すると

いう姿勢を行政内外に示す「声明」でもあり、都市公園の既

成概念、制度に捉われない今日的公園利用の基礎となる考え。 

 
１．海外派遣研修報告 
～カールスルーエ市のクラインガルテン～ 
１）都市の概要 
 カールスルーエ市はドイツ南西部に位置す
る人口 28 万人の地方都市。(図-1)シュバルツ
バルト(黒い森)を背景とする豊かな緑に恵ま
れ、国内で最も温暖な地域である。市街地では
カールスルーエ城(現:州立博物館)を中心とし
た放射状の街区が形成されているほか、(図-2)
トラム(路面電車)と近郊鉄道が相互に乗入れ
を行う「カールスルーエモデル」と呼ばれる鉄
道交通システムを導入していることでも知ら
れている。    
今回、カールスルーエで学んだ様々な事例の

中から本研究に関係の深い「都市の緑」と「地
域コミュニティ」に関連する話題として、「ク
ラインガルテン」に関する調査内容を報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２）調査内容 
ドイツ語で「小さな庭」を意味するクライン

ガルテン Kleingarten は一言でいうなら「市民
菜園」。19 世紀のドイツにおいて、鉄道労働者
の健康増進を目的に線路脇の一角に設けられ
たのがその始まりとされ、現在では高齢者を中
心とする市民のライフワークとしてヨーロッ
パ全土に普及している。 
一団の土地を1区画2～300m2程度に区切り、

各々市民(個人利用が大半)が有償で区画を借
上げ、野菜や果樹等の園芸活動を楽しむ。一定
のルールを守れば、芝生や池、遊具を設けるこ
ともでき、区画毎の利用方法はバラエティーに
富んでいる。(図-5) 
カールスルーエ市内には 98 箇所、9,100 区

画、面積にして計 322ha ものクラインガルテン
が配置されている。(図-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
土地は公有地である場合が殆ど(図-4)で、特

筆すべきはクラインガルテンの大半が各利用
者の住居から数㌔圏内の都市内部に設けられ
ていること、そして、単なる高齢者の趣味の場
にとどまらず、コミュニティ形成の場として、
また重要な緑地空間として都市計画の中に位
置づけられているという点である。 
 また、運営にあたり、利用者（市民）と所有
者（行政）との仲介役として協会が存在し、十
分に機能していることも拡大を続けている一
因であろう。 
今回、現地にてクラインガルテンの一利用者
からお話を伺うことができた。（区画内に設置
された小屋「ラウベ」では昼食までご馳走にな
った。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★Karlsruhe 

図-2 放射状の街区で形成され

たカールスルーエ市の中心部 

緑地の多さから「緑の扇」とも

呼ばれる。 

図-1 カールスルーエ市 
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図-5 一区画 

の利用例 

畑、果樹、芝

生の他にラウ
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テーマ 都市公園の今日的利用のあり方について 
～海外事例から学ぶ 

「続・都市公園ゲートウェイ構想」～ 

所 属 兵庫県県土整備部都市計画課 

氏 名 幾田 正一郎 

市 州 鉄道 個人

図-4  カ市、クラインガルテン 

の土地所有者区分(面積ベース) 

全体面積 322ha のうち約 9割が公

有地であるため、都市部にあって

も一定の恒久性が確保されている。66.0% 

20.4% 
12.8% 0.8% 
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３）考察 
現地調査、さらには利用者とのヒアリングと

いう貴重な経験を通じ、肌身で感じたことは、
大きく以下２点である。 
◇先ず何よりも、利用者の活動に対するこだわ 
りや満足感が伝わってきた。 
クラインガルテンはほかでもない市民、特に
余暇を楽しむ高齢者にとっての生きがいの
場の一つに位置付けられている。 

◇区画毎に仕切られたクラインガルテンは 
個々人の活動が寄り集まった空間ではある
が、日常の活動の中で必然的にヒト、モノ、
情報のコミュニケーションが培われている。 

  
これらを踏まえ、多少飛躍的ではあるが、本

研究のテーマである都市公園等の公共空地を
利用した地域コミュニティマネジメントの観
点から要約すると次のように考察されよう。 
◆まちなかのパブリックスペースを活用した

「土いじり」空間の提供は都市緑化という直
接的効用にもまして、高齢者福祉という間接
的効用に高いポテンシャルを有している。 

◆グループを前提とした活動支援よりもテー
マを絞った上で、個人単位の活動インセンテ
ィブを高める施策の方が、持続性があり、長
期的には地域コミュニティの活性化により
高い効果が得られる。 

 
２．兵庫県にみる「花緑」に関する地域ニーズ 
海外での見聞も踏まえ、今後、高齢社会・人

口減少社会の中で「持続可能な緑」を構築する
ためには県民の手で生みだされる緑の総量を
もっと拡大させる必要があることを改めて認
識した。 
そこで、今後、県内での施策展開をにらみ、

県民の花緑活動に関するニーズの一端を探る
べく、まちなかで花緑行為が見られる箇所を探
索し、実態調査を行った。 
調査はいずれも堤防法面や護岸、道路脇とい

った公有の未利用地における草の根的な事象
にあえて目を向けた。これは、地域住民側から

の自発的な行為こそが、ニーズの本質部分を最
も反映していると考えたからである。なかには、
施設管理者の許可を得ずに空間を“占用”して
いるケースも少なくなかった。しかし、見方を
変えれば都市内部において花緑活動に対する
需要が既存の空間（供給）を上回っている証し
ともいえよう。今後、さらなる意識調査が必要
ではあるものの、県内での本調査ではドイツに
似た「熱意」に触れることができたように思う。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
３．まとめ 
近年、日本でもクラインガルテンを模した市

民農園の注目度が上がっている。しかし、それ
らの大半は住宅地から離れた郊外に開設され
ており、自動車での来園を前提としている。ク
ラインガルテンをライフワークとして位置付
けているドイツとは異なり、グリーンツーリズ
ム的要素が強くなっているのが日本の傾向と
いえるのではないだろうか。しかし、まちづく
り行政に課せられた課題、とりわけ環境問題や
高齢福祉を背景としたコンパクトシティへの
パラダイムに沿うならば、ドイツと同様『園

．
住

近接』を目指していかなければならないと考え
る。 
 そのフィールドとして今回着目したのが、既
存の都市公園や統廃合後の校園庭等といった
市街地内に散在する公共空間ストックであり、
そこに地域の活動(利用)インセンティブを付
与するようなソフト施策を積極的に取り入れ
るべきである。 
 市街地に住む県民にとって「庭いじり」「土
いじり」への活動意欲は飽和状態に達しつつあ
るといっても過言ではないだろう。今後、行政
としてはこれらをまちづくり・公園づくりのエ
ネルギーとして昇華させる仕組みづくりが喫
緊の課題といえる。                

以上 
《参考文献》 
1)Der Kleingarten:Freund fur ein Leben 

/Stadt Karlsruhe 
2)環境先進国ドイツの今/松田雅央 
3)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ時代の緑のまちづくり/進士五十八 

写真-1 クライン

ガルテンの様子 

 

写真-2  

まちなか公

共空地での

「土いじ 

り」の様子

 

表-1  

現地での聞

き取り調査

結果(概要)

花植えは掃除の延長上でボランティア感覚で
やっている。土いじりが好きだから。

土地の使用は市の許可を得ているが、野菜は作
れない決まりになっている。

趣味として、車で六甲山を越えて農家の手伝い
に車で行っているが毎日は行けない。

公園で自由に花壇、菜園なんて認められないだ
ろう。

調査の中で聴かれた活動者の「声」
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１ はじめに 

 淡路島は、明石海峡大橋が完成し交通の便が良

くなり生活環境も変化したが、この 10 年の間に

全体の約25％約4000人の子どもたちが減少した。 
複式学級数は９小学校、組替えができない 11 学

級以下の小規模校が小中学校72校中に49校もあ

る。すなわち約 90％の学校がいわゆる小規模校な

のである。今後 5 年間の減少は約 1000 人と見込

まれており、社会減少が進めば更に減少する傾向

にある。 
 平成 17 年に旧西淡町の津井小学校、丸山小学

校、阿那賀小学校、伊加利小学校の４校が統合し、

辰美小学校が誕生した。この統合に関しては、幼

稚園や中学校に関する統合なども絡みながら紆余

曲折し、南あわじ市が誕生した同年に開校となっ

た。 
２ 統合前の４小学校の周辺概要 

 津井地区は粘土瓦製造の産地でいぶし瓦が主で

ある。丸山地区は漁業を主な生業としており、阿

那賀地区も良港があり漁業が主である。伊加利地

区は、生業は農・林業であるが、昔は煙草の産地

であった。 
 統合前の旧西淡町における 10 年間の幼稚園・

小学校・中学校の概要をみると、幼児数は約 20％
減、小・中学校ともに約 30％減となっていた。小

学校における１学級あたりの平均児童数は、平成

7年と16年を比べると20.2人から14.5人に減っ

ていた。また、中学校にける 1学級あたりの平均

生徒数は、33.5 人から 25.4 人となっていた。 
 統合した４小学校の児童数の推移をみると、津

井小学校では半数以下に激減し、丸山小学校は約

30％減、阿那賀小学校は約 40％減、伊加利小学校

は横ばいであるが減少傾向であった。阿那賀小学

校と伊加利小学校は、統合前の 10 年間連続で複

式学級であった。 
 ４小学校では地域と連携し、留学生を招いた田

舎の運動会、赤米栽培、傘踊りや扇踊りなどそれ

ぞれ地域の特色のある交流行事等が行われていた。 
 統合の経緯については、平成 12 年７月に幼・

小・中学校統合推進検討委員会が設置され、校区

単位で地区懇談会が開催され、さらに保護者会説

明会が行われた。意見要望として、「統合すること

のメリット・デメリットを明確にして欲しい。」「統

合が進めば、過疎化に繋がるのではないか。」「小

学校区でなくなったら、運動会などの地域行事が

できなくなる。」「スクールバスで対応したとして

も、子どもたちへの心のケアをして欲しい。」など

があった。 
３ 地域における小学校の存在 

 地域住民にとって小学校とは、どのような存在

なのか、統合についてどのように思っていたのか、

また統合後はどのような関わりがあり、今後どの

ように思っているのかを調査するために４地区の

住民に書類記入によるアンケート調査を実施した。 
 アンケートは 95 部配布でき、回収率は 89.5％
であった。回答者の男女の割合は、男性33％女性

67％で女性が多く、年齢層は 50 代が多く、20 代

は少ないが、概ね各年齢層から各地区まんべんな

く回答を得ることができた。 
(1)統合前について 
 統合に「賛成だった」（53％）と「どちらでも

よかった」（32％）をたすと、85％の地域住民が

統合に反対ではなかったと言える。これは、地域

住民が、子どもにとっては統合して児童数の多い

環境での学びがよいと判断したからだと考えられ

る。統合に賛成の理由として、「子どもたちが集団

の中でもまれ、競争心や自己表現力が身に付くか

ら」が 61％で、「子どもの減少に伴って、そうせ

ざるを得ないと思ったから」もあげられた。 
 統合に反対の理由としては、「地域がさびれるか

ら」が 65％で、「通学にバスを使うので、地域に

子どもの姿が見えなくなるから」「閉校により住民

の精神的過疎が進む」という声もあった。 
(2)統合後について 
 統合して良かったと感じることについては、「人

数が増え、集団の遊びができるようになった」「人

数が増え運動会や発表会などの行事が賑やかにな

った」「お決まりの順位付けが薄れ、子どもの競争

心が芽生えた」「児童の友だちが増えた」などがあ

げられた。 
 統合してよくなかったと住民が感じていること

は、「地域から子どもの姿がみられなくなり寂しい。

過疎化が進む傾向にある」「学校が身近に感じられ

テーマ 「少子化による学校統廃合と地域」 

所 属  県・淡路教育事務所 

氏 名  投石 文子 

研究概要 
淡路島では少子化が進み、小規模校の統合が課

題となっている。小学校の統廃合が地域へ及ぼす
影響は多大である。平成 17 年 4 月に、百年以上
の歴史をもつような小学校４校が廃校となり、統
合小学校が開校した。本研究では、この小学校区
において、統廃合の前後について、地域住民へヒ
アリング調査およびアンケート調査した内容につ
いて分析した。さらに、児童のこころの変化をみ
る意味で保健室来室者調査も行った。 
今後、本県では、学校の統廃合は避けて通れな

い。児童へのデメリットを 小限にし、地域住民
にとって新しい小学校区での住民主体の地域づく
りについて考えてみたい。 
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なくなった」「地域の特徴がなくなった」「地域の

行事ができなくなった」という声があった。 
 また、統合後、地域住民がどの程度、小学校に

出向いているのか調査したが、その結果は以下で

ある。 
・アンケート回答者の 44％が開校後一回も学校に

行ったことがないと答えており、地域住民にとっ

て学校が遠い存在になっている。 
・行ったことがないと答えている年代は 50 歳代

が一番多い。 
・津井地区の住民は辰美小学校は津井地区にある

ので身近な存在であるが、他の地区は距離的なも

のもあり、学校が遠い存在になっている。 
(3)廃校になった小学校跡地利用について 
 利用したことがあるという回答は、阿那賀地区

の 90.9％が一番多かったが、丸山地区は 73.7％、

伊加利地区は 75.0％となっていた。利用する内容

は、盆踊りや伝統芸能など地域の行事が多かった。  
 跡地利用に関しては、アンケート結果によれば、

公民館など地域の核になる生涯学習機関等を設置

することが望ましいことがわかった。地域の人々

の交流の場となるしかけづくりが大切だ。 
４．児童のこころにみる統廃合  

辰美小学校の教職員へのヒアリング調査にお

いて、児童がかなりのストレスを感じていたこと

がわかった。どこも怪我をしていないのに甘えて

きたり、何気ない言葉でケンカが始まったり、不

登校になったり、さまざまな状況があった。また、

養護教諭については心労が激しかったと学校内外

からの声があった。そこで、保健室への来室者が

子どもの心の状況を表しているということから、

保健室来室者調査を実施することにした。 
平成17年度の辰美小学校では、４月に開校し、

来室者が多すぎて記録に至らない状況があった。

平成 17 年度月別来室者数のグラフをみると、記

録のあるものだけみても、神代小学校と阿万小学

校と比べても、２学期末ぐらいまでかなり多くの

児童が来室していた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
また、月別の来室者の一番多い日の児童数をみ

ると、７月には、辰美小学校では、一日に 21 人

もの児童が保健室にきている。これは記録に残っ

ている数字だけであるので、何となく入室する児

童の数は入っておらず、かなりの児童が一日にき

ていたことがわかる。また、辰美小学校では、11・
12 月も記録できないほどの児童が来室している。

運動会に向けてクラスが一丸となって行動してい

たものがなくなり、人間関係や学習面で不安定に

なってきたと考えられる。３学期に入ると、一番

来室の多い日の児童数が神代小学校小や阿万小学

校と同じ程度になり、やっと児童が安定してきた

のがわかる。 
 逆に月別の保健室への一番来室の少ない日の児

童数をみると、阿万小学校がゼロであるのに対し、

辰美小学校では 2学期までゼロの日はない。毎日

何人かが、保健室に来ていたのである。 
 さらに、学校保健日誌の傷病の記録によると、

辰美小学校の場合は、神代小学校や阿万小学校に

比べ、「頭痛」「腹痛」「倦怠感」が多いのも特徴で

あった。中学年から高学年にかけてその傾向がみ

られた。 
５ まとめと提言 

(1) 小学校は地域の中心的存在であり、統廃合の

影響が大きく、今後の跡地利用が大きな課題であ

る。伝統ある小学校が統廃合するということは、

大きなエネルギーが必要だ。100 年以上前の小学

校の沿革史を読み解きながら、小学校の持つ地域

における意義を感じた。 

(2) 学校の統廃合後、地域の伝統文化等が消えな

いように、また子どもたちが地域の中で育てられ

る仕組みづくりが重要である。特に淡路島の場合

は、その地域の風習や伝統芸能を小学校において

住民とともに守ってきている。このことは統合す

るときに忘れてはならない。 

(3)保健室来室者調査において、小規模校に通って

いた子どもたちにとって、統廃合後、心的ストレ

スが大きかったことがわかった。養護教諭等の配

置数について検討を要する。 

 今回の調査研究は、すべての学校にあてはまる

とは言えないが、概ね同様のことは考えられる。

子どもたちの視点で考え、リスクを回避し、社会

地域構造を如何に強化していくか、行政として共

に考えていかねばならない。小豆島の「岬の分教

場」のような施策が必要である。おりしも、「淡路

島まるごとミュージアム構想」が推進中である。

この構想のサテライトとして廃校を位置づけ、地

域の宝を住民が情報発信する場として活用するこ

とを提言したい。 

＜参考文献＞ 若林敬子著「学校統廃合の社会学

的研究」お茶の水書房・ 兵庫県教育史編集委員

会「兵庫県教育史」（昭和27 年～64 年）ほか 

平成１７年度月別来室者数

0

50

100

150

200

250

４
月

５
月

６
月

７
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

３
月

来
室
者
数

（
人

）

辰美小学校

神代小学校

阿万小学校

※　辰美小学校の４月１１月１２月は記録なしです

- 35 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 調査の目的と方法 

  県の将来人口推計によると、2035 年の高齢化

率は 34.8％、うち 75 歳以上の高齢者の比率は

20.6％で、2005 年から 2035 年における高齢者の

増減数を見ると、総人口が約 68 万人減少するの

に対して、65 歳以上で約 60 万人増、うち 75 歳

以上で 52 万人増となっている。                      
 こうした超高齢社会においては、健康寿命を伸

ばすことと併せて、たとえ心身の故障により介護

が必要な状態となっても、住み慣れた地域での暮

らしが続けられるように支えてやることが求めら

れる。 
このため、「宅老所」という民間の自発的な取

組から始まった小規模な在宅介護施設に注目し、

ヒアリング調査を実施し、介護の必要な高齢者の

在宅生活を支えるネットワークのあり方を考察し

た。 
 
２ 宅老所とは 

  宅老所とは、主に認知症の高齢者を対象とし

て、自宅のように、くつろいだり、食事したり、

泊まったりすることのできる施設である。利用者

の在宅生活を支えることが目的であるから、多く

は住宅地の中にあり、民家を改造した建物を利用

し、利用者数は10人程度の小規模なものである。 

 宅老所は、介護保険法の施行以前、福岡県にお

いて地域のボランティアによる取組として自発的

に始まったものであり、法律上の定義のない民間

独自のサービスである。 
 なお、介護保険上の主な介護サービスは下表の

とおりであり、宅老所で行われているサービスは

小規模多機能型居宅介護（通所を中心に、訪問や

泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サ

ービスが受けられるもの）に該当するが、指定を

受けずに運営しているところが多い。 

介護サービスの種類 

施設サービス ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

・介護老人保健施設             など 

居宅サービス ・訪問介護（ホームヘルプ） 

・通所介護（デイサービス） 

・短期入所生活介護（ショートステイ）   など

地域密着サービス ・小規模多機能型居宅介護 

・夜間対応型訪問介護 

・認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者

グループホーム）            など

  
３ 県内施設のヒアリング調査 

  県内にある宅老所のうち、都市地域と郡部に

ついて、それぞれヒアリングを行った。 
(1) 宅老所 Ａ（宝塚市） 

当施設は、阪急電車沿線の住宅地の中に位置

し、NPO法人が運営。一般の民家を借り上げ、

H10年から事業を開始し、平均して１日７名程

度の方が利用している。 
利用者の介護度は要支援から要介護度５まで

と幅広く、近隣の人が多い。独居の人もいるが、

家族が働いており昼間だけ一人という人が多

い。 
地域との関係については、自治会が行ってい

る高齢者サロンに出かけたりする以外に、他の

施設等との特段のつながりはない。 
(2) 宅老所 Ｂ（豊岡市） 

当施設は、市中心部から少し離れた 40 年前ぐ

らいに開発された住宅地の中に位置し、NPO
法人が運営。Ａと同様、古い民家を借りて、H13
年から事業を開始し、平均して１日 10 人程度

の方が利用している。 
利用者の介護度は要支援から要介護度５の方

までと幅広いが、介護度の高い方が比較的多い。 
地域や他の施設（当該地域にはそもそも施設

が少ない）とのつながりはあまりない。 
(3) 両宅老所のヒアリングから 
 両者を比べると、特にＢのほうが、地域との

テーマ 介護の必要な高齢者の在宅生活を支える

ための「宅老所」を核とした地域ネット

ワークのあり方について 

 

所 属 高齢者等の生活の豊かさ研究グループ 

 

氏 名 松 田 竜 一（兵庫県企画県民部政策

室ビジョン担当課長付） 

研究概要 
 介護が必要な状態となっても、地域の中で多く

の人に支えられながら今までどおりの暮らしを続

けていくことが、超高齢化社会における高齢者の

豊かな生活を確保することにほかならない。 
「宅老所」と言われる民間から始まった在宅介

護施設へのヒアリング調査を通じ、家族や地域住

民、施設等の各々の当事者を主体的に高齢者ケア

に関わらせ、地域における様々な資源を効率的に

再分配することのできる地域ネットワークのある

べき姿を明らかにする。 
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関わりが薄いように思われた。認知症等の高齢者

の在宅生活を支える拠点としての機能を担うとい

う宅老所という施設か地域に十分理解されていな

いように見受けられた。 
また、但馬地域では、比較的大規模な入居型施

設（特別養護老人ホームなど）が多く、地域の意

識としても在宅介護より施設入所のほうを選ぶと

いうケースが多いとのことであった。 
 

４ 宅老所第２よりあいのヒアリング調査 

  次に、宅老所の草分け的存在であり、前の２

施設のモデルともなった福岡県の宅老所第２より

あいへのヒアリング結果を紹介する。 
第２よりあいは、もともと福岡市南区内の住宅

地内に位置し、民家を借り上げて、社会福祉法人

が運営していたが、福岡西方沖地震で建物が被害

を受けたため、昨年９月に元の場所から 700m 南

の現在の場所に移転・新築された。建物は純和風

の造りで、限られた敷地の中で外に開かれた施設

とするため、縁側をもうけたり、玄関の土間で靴

を脱がなくても話ができるスペースを設けたりと

いった工夫が凝らされている。 
 宅老所としての機能は、前の２つと同様である

が、この施設では、できるだけ周辺の介護施設や

地域住民との関係を持つように配慮しており、そ

の中心となる「ふれあい会」という、地域住民に

よる NPO や地域の様々な介護サービス施設の職

員等で形成されるネットワークの存在が特徴的で

ある。 
 もともと、この会の誕生したきっかけは、ケア

ハウスに入居していた 96 歳の女性が転倒・骨折

して、施設を出て行かざるを得ない状況になった

とき、この女性を住み慣れた地域で最後まで暮ら

せるようにしてあげたいと願った地域住民による

NPO が、第２よりあいをはじめとする関係者に

呼びかけて話し合う場がもったことがきっかけで

あった。結局のこのおばあちゃんは、周りの支援

を受けながら元のケアハウスでの生活を続け、み

んなに看取られて天寿を全うすることができた。 
 この一人の要介護者を中心として形成された地

域の福祉資源のネットワークを一人のために終わ

らせることなく、他の困っている高齢者の支援を

していこうと、定期的に会合を持つようになった

のがふれあい会である。 
 今は、地域住民や介護施設の職員等が月に一度

集まり、お互いの抱えているさまざまな問題を話

し合い、自分たちに何かできないかを話し合い、

地域の高齢者の生活を支えている。 

 第２よりあいの村瀬所長に会の特徴をお聞きし

たところ、「最初から作り込んでしまうようなネッ

トワークは実際には機能しない。必要なのは、一

人のお年寄りに問題が発生したとき、みんなが結

集して、その解決に向けて具体的に動くことので

きるネットワークだ」とのことで、問題を抱えた

一人ひとりのお年寄りが中心だということと、ネ

ットワークの参加者が実際に何らかの行動をする

ことの重要性を強調されていた。 
 実際、ふれあい会では、終末期を迎えた高齢者

が第２よりあいに泊りながら、家族や医師、他施

設のスタッフ、地域の人々などが協力しあいなが

ら、看取りまでの生活を支えてきた例がある。 
また、家族だけで看取りを行おうとすれば、家

族としては楽に逝かせてあげたいと思う反面、自

分が死なせてしまったのではないかという葛藤に

苛まれることがある。医師も無理に判断すると後

で責任を問われかねないので、積極的には判断し

ない。そういう中で、家族や医師以外に、その人

をずっと世話してきたヘルパーや介護施設のスタ

ッフなどを交えて話をすることによって、家族の

精神的な負担も小さくなるし、何よりそうして得

られた結論は、自分の意志が示せなくなった本人

の意志を反映したものとなっているように思われ

る。こうしたところにもこの会のネットワークの

長所を見ることができる。 
 
５ あるべき地域ネットワークの姿 

  個々の高齢者を中心においた取組の成果は、

その人だけにとどまると思われがちだが、地域住

民も含めたみんながその人を支えてやることがで

きたという安心感や力強さは必ず地域に広がり、

次につながっていく。 
 超高齢化社会を控えて、一人暮らしや認知症高

齢者を住み慣れた街で可能な限り支えていくため

には、家族や施設が個別に対応するのではなく、

地域内のさまざまな資源を適切に分配することが

必要であるが、そのためには、上記のような一見

結びつきが弱いようなネットワークこそが有効で

はないだろうか。 
そのためには、地域住民に身近な「宅老所」等

の施設を核として、地域の様々な施設や地域住民

を巻き込んだゆるやかなネットワーク、それも組

織を構成員とするのではなく一人ひとりの個人を

構成員とするネットワークを形成することが必要

である。本県においても、そうしたモデルを１つ

でも作って、実例を見せていくことが重要であろ

う。 
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１ はじめに 

公的介護保険財政は当初の予想以上に拡大し

てきている。その点を踏まえた制度改正も成され

たが、それが一定の効果を発揮したにせよさらに

少子高齢化が進む中で財政的にきわめて困難な状

況が訪れるだろうことは想像に難くない。将来の

介護需要の急速な増大に対応するために、介護財

政の安定化に向けた制度設計は、今後とも重要な

課題であるが、財源強化策として被保険者の範囲

や税負担を拡大したり、支出抑制策として介護サ

ービス供給の量的規制を行ったりするだけではき

わめて一面的と言わざるをえない。 
公的介護保険を最も早く導入したオランダで

は、いわゆる「ホーム吸引効果」（Heimsog-Effekt）
によって在宅から施設へと要介護者が流れた結果、

深刻な介護財政危機に陥ったことがよく知られて

いる。また我が国が制度導入の際に参考にしたド

イツでは、このオランダの経験を重視し、ホーム

吸引効果が発生しないよう制度的配慮がなされて

いる。しかしながら、我が国においては施設供給

量の制限を行っている以外、そうした配慮はほと

んどなされていない。すでに我が国では施設入所

待機者が大量に存在することが指摘されているが、

今後いっそう施設への需要が拡大し、いわゆる介

護難民の存在が社会問題化するとともに、新規施

設建設への政治的要求が急速に高まる可能性があ

る。そして、社会保険制度ゆえの被保険者の権利

性の主張からそれに抗することはできず、結果と

して施設供給の増加へと舵が切られてホーム吸引

効果が顕在化し、財政危機へとつながるという事

態も充分に考えられる。とすれば、この問題にた

いしては、施設供給量を制限するだけでは根本的

な解決にはならず、むしろ、介護サービスの質的

な水準の維持・向上に十分配慮しつつ、介護需要

そのものを適正水準にコントロールするという方

向性が求められるだろう。 
以上のような問題意識を背景にして、ここでは、

兵庫県三田市で実施された要介護者に対するアン

ケート調査に基づいて、施設介護サービスの選択

要因に関する実証分析を行う。そして、そこで明

らかとなった選択要因をもとに、施設介護需要を

適正にコントロールするための施策の方向性につ

いて若干の考察を加える。 
 
２ 先行研究 

介護場所の選択要因に関する実証分析の代表

的な研究としては、中馬・山田・安川（1993）や、

大日（1999）があるが、いずれも介護保険導入前

のデータであり導入後の状況は反映されていない。

我が国同様介護保険制度を導入しているドイツで

は、施設介護問題に関する研究関心は高く、施設

介護の選択要因に関する代表的な論文に、

Börsch-Supan und Spieß (1995)や Klein (1998)
などがある。本報告は、制度導入後のアンケート

調査に基づいたクロスセクションのミクロデータ

を用いて分析する。 
 
３ データとモデル 

使用するデータは、神戸大学経済学研究科・経

済経営研究所21世紀COEプログラムが2006年

１月に兵庫県三田市において実施した、要介護認

定者を対象としたアンケート調査である。対象者

数は 2403（在宅 1894、施設 509）、有効回収数

1569（在宅 1270、施設 299）、有効回収率 65.3％
（在宅 67.1％、施設 58.7％）であった。調査は郵

送調査で行われた。郵送先は登録住所とし、質問

項目としては、世帯に関する情報や公的介護保険

の利用状況などを聞いたが、施設と在宅とで異な

る質問票を用意し、施設入所者には世帯情報など

に関して施設入所以前の情報を調査することで、

在宅と比較可能にした。なお、分析に当たっては、

入院中のケース、有料老人ホームやグループホー

ムなどの制度上居宅サービスに含まれるケース、

テーマ 介護保険における施設介護の選択要因に

ついて～三田市における要介護者調査を

もとに～ 

 

所 属 (財)ひょうご震災記念21世紀研究機構

 

 

氏 名 村上寿来 

研究概要 
 介護保険制度が導入されて以後、介護保険財政

は当初の予想以上に拡大してきており、高齢化に

より介護需要がますます増大すると、介護保険制

度の持続可能性が大きな問題となる。そのために

は、介護需要を適正な水準にコントロールすると

いう視点が不可欠である。ここでは、施設介護に

焦点を当て、その選択要因について三田市のデー

タによる実証分析を行い、持続可能な介護保険制

度の構築へ向けた施策の方向性について考察す

る。 
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施設入所できない要支援のケースはサンプルから

除外した。 
推計にあたっては、Börsch-Supan und Spieß 

(1995)を基礎に、モデルに若干の修正を加えつつ

分析を進める。ここでは、施設サービスを利用す

るか否かという2者選択の決定要因について2項

ロジット分析を行う。回帰式は次のようになる。 
log[p/(1－p)] = a + b1X1+b2X2+…bnXn 

（p：施設介護サービスを利用する確率、X1,

…,Xn：様々な施設入所要因） 
施設入所要因としては、「要介護度」「要介護者

年齢」「要介護者性別」「世帯形態」「子どもの数」

「介護者の就業状況」「介護者との距離」「世帯月

収（対数）」「住宅所有」「住まいの介護のゆとり」

「近所づきあい」を採用した。「介護者との距離

（10 分単位）」、「世帯月収（対数）」が連続変数、

それ以外はカテゴリ変数である。 
 
４ 推計結果 

推計結果は表に示すとおりである。その結果、

「要介護度」「要介護者年齢」「住まいの介護のゆ

とり（のなさ）」「介護者の就業状況」「介護者との

距離（10 分単位）」「世帯所得（対数）」が有意に

プラス、「子供の数」「近所づきあい」が有意にマ

イナスであった。 
 
表１ 推計結果 

回帰係数 z値 限界効果 有意性

要介護1※

要介護2 1.000 3.090 0.212 ***
要介護3 1.615 5.260 0.355 ***
要介護4 2.295 6.980 0.512 ***
要介護5 3.065 9.070 0.645 ***

0.080 5.950 0.015 ***
男性※
女性 -0.250 -1.090 -0.048
夫婦のみ※
同居 0.548 1.620 0.096
独居 0.051 0.080 0.010
子どもなし※
子ども1人 -0.950 -1.530 -0.151
子ども2人 -0.733 -1.250 -0.133
子ども3人 -1.253 -2.040 -0.193 **
子ども4人以上 -1.345 -2.170 -0.205 ***
無職※
自営業など 0.526 2.270 0.105 **
正規被用者 1.268 4.180 0.283 ***

0.464 3.590 0.088 ***
世帯月収 対数 0.195 2.710 0.055 ***

持ち家※
借家 -0.125 -0.340 -0.023
ゆとりあり※
普通 0.370 2.310 0.114 **
ゆとりなし 0.875 4.960 0.298 ***
近所と親しい※
普通 -0.366 -1.370 -0.067
親しくない -0.498 -2.010 -0.093 **

-10.096 -7.660 ***

住まいの介護のゆとり

近所づきあい

定数

介護者の就業状況

介護者との距離（10分単位）

住宅所有

本人年齢

要介護者性別

世帯形態

子どもの数

説明変数

要介護度

 
注1) サンプルサイズ：743 
注2）対数尤度：-332.769 擬似R2：0.286  的中率：79.7%   
注3）※は参照カテゴリ  
注4）***は1％水準、**は5％水準、*は10％水準で有意。 

 
５ むすびにかえて－施策の方向性について 

推計結果から、第 1に、最も強い影響を与えて

いたのは要介護度であり、要介護度の悪化が施設

入所を促進すること、第 2に、家族などが実質的

な介護の担い手になりうるかどうかがより重要で

あるということ、第 3 に、「介護のための住まい

のゆとり」を高めることが施設介護増加の抑制に

一定の有効性を持つ可能性があること、第 4 に、

所得が施設入所確率に正の影響を与えることが確

認されたがその限界効果はそれほど大きくなかっ

たこと、などが明らかになった。 
介護財政の増大を抑えるために自己負担強化

や施設数の制限などのみによって施設利用を抑制

することは介護保険の理念からしても決して望ま

しいことではないし、また、すでに指摘したよう

に、ホーム吸引効果への対処としても、根本的な

解決にはならない。必要以上に施設介護需要が増

大することを食い止め、介護財政の長期的な安定

化を図るには、分析結果から明らかになるように、

要介護度の悪化を防止する施策や、介護の担い手

を確保しやすくしたり、介護のための住まいのゆ

とりを高めるなど、要介護者世帯に在宅介護のイ

ンセンティブを与える施策を講ずる方が適切であ

ろう。具体的には、例えば、中・重度の要介護度

改善に対してインセンティブを与えるような包括

的な評価システムの導入や、地域における介護参

加の促進、住宅改修の利用促進や追加的な援助な

どが考えられよう。 
 
＜参考文献＞ 
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Universität Mannheim. 

Klein, T. (1998), “Der Heimeintritt alter Menschen und 
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Repräsentativerhebung in den Einrichtungen der 
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Gerontologie und Geriatrie, Bd.31, Heft 6, 
S.407-416. 

大日康史（1999）「介護場所の選択と介護者の就
業選択」『医療と社会』、vol.9 No.1, pp.101-121. 

中馬宏之、山田武、安川文朗（1993）「要介護老
人の介護場所選択に関する経済分析」『労働市
場における配分効率と組織効率』統計研究会、
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とその選択要因に関する一考察－兵庫県三田
市におけるアンケート調査をもとに－」『国民
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【第４分科会】

　 「健康 ・ 安全 ・ 安心な暮らしに向けて」

　コーディネーター：浅野　仁（関西福祉科学大学社会福祉学部教授）

　　　　　　運営者：高岡道雄（兵庫県健康福祉部健康局長）

　　　　　　　　　　上り口豊（兵庫県企画県民部防災企画局防災企画課長）

●兵庫県産品を活かした機能性食品素材開発の支援

　　吉田和利（県立工業技術センター）

●色素性乾皮症（XP）の上肢機能変化

　　小児作業療法研究会〔山脇茂美（県立光風病院）〕

●安全・安心なひょうごの農作物の安定生産を目指して〜若手職員海

　外派遣研修で得られた成果と兵庫県における高品質な病害抵抗性黒

　大豆品種の早期育成にむけての展開～

　　杉本琢真（県立農林水産技術総合センター）

●水害時の高齢者への避難支援対策のあり方について

　　福澤静司（県立福祉のまちづくり工学研究所）

●自衛隊の災害救援活動～阪神・淡路大震災以降の変化～

　　村上友章（大阪市立大学文学部）

●助産所での出産が家族に与える影響～社会的な側面に着目して～

　　越智祐子（（財）ひょうご震災記念 21 世紀研究機構）

第　

四

- 41 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 工業技術センターにおける健康食品産業に

対する技術支援の取り組み 

 兵庫県立工業技術センター（神戸市）は、兵庫

県内の中小製造企業に対して技術支援サービス

（技術相談、共同・受託研究、人材育成など）を

提供する試験研究機関である。兵庫県は工業分野

における事業所数、製造品出荷額等は共に全国上

位を示し、瀬戸内海に面した地域を中心として多

種多様な製造企業が存在する。工業技術センター

はそれら業界ニーズに対応すべく、機械、金属、

化学、バイオ、デザイン、窯業など広範な技術分

野の研究開発、技術支援を行っている。なかでも

食品・バイオ産業に関しては、阪神地区を中心と

した清酒、西播磨地区を中心とした醤油、神戸地

区を中心とした医療・バイオなど古来の発酵技術

から最新のバイオ技術まで幅広い対応が求められ

ている。                     
 一方、生活スタイルの劇的な変化に伴う生活習

慣病予備群の増加および高齢化社会の進展に伴う

消費者の「健康志向」が高まる中、健康食品産業

の成長は著しい。健康食品市場における市場規模

はすでに約１兆円に達し、今後さらに増加するこ

とが予想されている。最近はこれまでの食品企業

に限らず医薬品・バイオ専門企業もこぞってこの

ような新分野への進出を図っており、企業からも

健康食品の開発に関する支援ニーズが高まってい

た。そこで工業技術センターではそのようなニー

ズに対応すべく、健康食品の研究開発に欠かすこ

とのできない機能性評価技術（生体調整機能を簡

易に確認する試験）に必要な施設および技術を新

たに構築し、技術指導や共同研究を開始した。な

お、本研究発表では健康食品と機能性食品を同じ

意味で使用する。 
 
２ 兵庫県産品を活かした機能性食品の研究事

例 

 機能性食品にまず着目したのは、従来より発酵

などの豊富な技術の蓄積をもつ酒造会社であった。

昨今の消費嗜好の変化による清酒消費量の急激な

減少に伴い、酒造会社は清酒やその副産物である

酒粕を活かした新たな製品づくりを求められた。

そこで過去の経験や伝承から清酒の機能性（健康

増進効果）に着目した研究開発を共同で実施した。 
 例えば、辰馬本家酒造（西宮市）との共同研究

では、新たに清酒中に発見された化合物（αGG）

の生体調整作用を細胞レベルで探索した結果、「抗

アレルギー効果（花粉症などのアレルギー症状を

緩和する効果）」を持つことを見いだし共同で特許

出願を行った。さらに、大関（西宮市）との共同

研究では、酒粕を再発酵させることで血圧の上昇

を抑制する効果を持つ食品素材を開発し共同で特

許出願を行った。平成１９年度からは菊正宗酒造

(神戸市)や神戸大学などと共同で清酒の伝統的な

製造技術を活用した「機能性飲料(健康ドリンク)」
の開発に取り組んでおり、経済産業省の「地域資

源活用型研究開発事業」にも採択され、現在製品

化に向けて着々と研究を進めている。 
 一方、兵庫県産の農作物に関しても同様で、全

国第３位の生産量を誇る「イチジク」について、

武庫川女子大学薬学部と共同で生活習慣病改善効

果の検証に関する研究を実施した。その結果、生

活習慣病モデルラットにおいて糖尿病の症状の改

善効果が見られた。今年度はそこで得られた実験

データを基に、科学技術振興機構の「シーズ発掘

試験」に同テーマを提案し採択されたことから、

「兵庫県産イチジクの糖尿病改善効果」を検討し、

兵庫県産イチジクの高付加価値化と共にそれらを

使った機能性食品素材の開発に繋げる研究を現在

継続している。いずれも兵庫県産品（あるいは兵

庫県内で製造された製品）を活かした新規の機能

性食品素材の開発を指向しており、既存の製品と

の差別化を図ることに重点をおいている。 
 
３ ひょうご機能食品産業クラスターの形成 

 平成１７年より兵庫県は「ひょうご経済・雇用

再生加速プログラム」の主要プロジェクトとして、

テーマ 兵庫県産品を活かした機能性食品素材開

発の支援 

 

所 属 県立工業技術センター 

 

氏 名 吉田和利 

研究概要 

兵庫県内の中小食品企業からの技術支援要請に

基づき要望の高い兵庫県産品を活かした機能性食

品素材の開発支援を重点的に行ってきた。本発表

では、それらの成果を紹介すると共に、昨年度ま

での事業であった「ひょうご機能食品産業クラス

ター」の形成とその取り組み状況について紹介す

る。さらには昨今の健康志向ブームに伴いその成

長が著しい「機能性食品(健康食品)産業」へ新た

に参入を狙う兵庫県内の中小食品企業の抱える課

題を明らかにする。 
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２１世紀の兵庫を担う成長産業クラスターを育成

する『ひょうごクラスタープロジェクト』を推進

する過程で、産業・知的ポテンシャルを有し、成

長が著しく市場性が期待できる健康分野、特に「機

能性食品」の分野に特化した成長産学集積群の育

成を「兵庫ものづくり支援センター（工業技術セ

ンター内に設置）」と共に推進した。 

 これまで工業技術センターでは、食品製造業（清

酒・醤油を中心とした）企業を中心に組織された

「兵庫県バイオ技術研究会」の事務局活動を通し

て食品・バイオ技術に関する技術調査や会員相互

の交流を行ってきた。この「兵庫県バイオ技術研

究会」の会員企業の協力の下、機能性食品分野に

興味のある製造業、大学などの研究者に参画を呼

びかけ「ひょうご機能食品産業クラスター協議会」

を新たに結成し、技術セミナーや情報交換会の開

催、さらに広報誌を活用して「機能性食品」に関

するコラムを掲載し広く県民など一般消費者に対

する情報提供活動も行った。特に目玉である技術

セミナーでは、大手食品メーカーの第一戦で活躍

する研究者やヒト臨床試験受託機関など機能性食

品づくりのプロの講師を招き、そのノウハウを提

供していただいた。また、同時に異業種交流の場

を提供する役割も果たすことができた。 
 参加者に対するアンケート調査の結果でもクラ

スター形成の有効性を確認できたが、同時に課題

も見いだすことができた。その一つは、地域の大

学との連携が難しいことであった。これはクラス

ター構築の際にも予想されたことであったが、地

域の大学の協力を得るには研究要素（論文として

成果が発表できる）が必要であり、企業が目指す

目的と必ずしも一致しない。さらに企業にとって

は、研究開発資金が高額になる点も解決が難しい。

後述するが、機能性評価には多額の研究資金が必

要となるため中小企業では可能性試験でさえも困

難である。     
 なお、この「ひょうご機能食品産業クラスター

協議会」は「ひょうごクラスタープロジェクト」

の終了をもって平成１９年度に解散したが、その

後もこのとき構築したネットワークを活用した異

業種交流に関する相談や工業技術センターへの技

術相談の問い合わせが現在も続いていることから、

クラスター組織に代わる新たな組織の設立に向け

て準備を進めている。   
                    
４ 中小企業の健康食品産業参入の課題 

 健康食品産業の著しい成長に伴い、兵庫県内の

中小食品企業がこぞって「機能性食品（健康食品）」

に注目している。しかし、その参入は決して容易

ではない。なぜなら「機能性食品」に対する法的

規制や昨今の消費者不信の拡大、さらには研究開

発にかかる費用が莫大であるといった一企業では

解決できない課題が挙げられる。 
 まず、大きな課題として法的な規制が挙げられ

る。薬事法、健康増進法、食品衛生法など消費者

保護のための法律の規制が数多くあるため、仮に

科学的な実証に基づき健康増進効果を持つ機能性

食品を開発することができても、それを厚生労働

省の許可なしに「効果効能表示」をして販売する

ことはできない。さらに、昨今の健康食品による

健康被害により、消費者の不信が高まりつつある

反面、平成２０年から特定検診（メタボ検診）が

スタートするなど消費者の健康志向が益々高まり、

健康食品に対する機能性の保証と同時に、食品で

ある以上は絶対の安全性が要求されるなどますま

すその対応が難しくなっている。そして、もう一

つの課題は、その研究開発経費が高額になること

である。食品素材の生体調整作用（血圧降下作用

やメタボリック改善作用）などの機能性評価は、

細胞レベルや実験動物レベル、さらにはヒトによ

る臨床試験の実施など科学的根拠(エビデンス)に
基づくことが必要である。そのためには特定保健

用食品（トクホ）の認可を受けるのに数千万円、

簡易な動物試験だけでも数百万円程度は必要とな

り中小企業では決して容易ではない。 
 工業技術センターとしては、技術的な支援を可

能な限り実施しているが、上記のような点からし

て中小企業が参入することが難しい現状も同時に

企業には指摘している。一方で、企業の中には大

学と連携して製品開発を進めるなど工夫して販売

している企業もあり、一概に参入が不可能とも言

えない。また、兵庫県産品など地域産物を活用す

ることで、他製品の差別化を図ることも中小企業

の製品開発には不可欠であるという意識は企業に

は充分に浸透している。地域の産業振興のために

も、地域産物を活用した機能性食品開発に関して

補助金制度の充実や地域の大学の連携促進の強化

（研究資金の補助や参画への協力依頼）、さらには

兵庫県産の農産物を活用した機能性食品への「認

証制度」の創設といった支援を行うことで、産業

振興と同時に県民の健康意識の向上に寄与するこ

とが行政には求められているのではないだろうか。 
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研究概要 

色素性乾皮症（以下XP）児の運動能力、特に

歩行能力の加齢変化に関する調査・研究は存在

するが、上肢の機能について言及したものは殆

どない。今回、XP児の上肢機能と知的発達につ

いて調査を行い、特徴と傾向をまとめた。 

・上肢運動機能は、4～5歳を境に発達高位群と低

位群に分かれた。 

・上肢運動発達が高位の群は、知的レベルが正常

または境界域であることが多かった。 

・10歳を過ぎると、上肢運動発達および知的発達

ともに、低下傾向にあった。 

 

１．はじめに 

色素性乾皮症は、常染色体劣性遺伝の光線過

敏性皮膚疾患である。日本での発生頻度は出産

15,000人に対し1人といわれ、昨年3月には特

定疾患に認定された。病因は紫外線による DNA

損傷の修復機能の障害であり、A～Gの7つの相

補性群とvariantに分類される。日本人に多い

A 群は、皮膚疾患に加え、進行性の神経障害が

出現する。 

のじぎく療育センター作業療法室でも、XP児

に上肢・手指機能、ADL 動作、視知覚機能、バ

ランス能力などの促進・維持・再学習を目的に

訓練を行ってきた。現在、XP児は紫外線を完全

に遮断することで、皮膚癌の発生なく長期の生

存も可能になっており、残る神経障害の表面化

を遅らせる方法として、リハビリテーションの

果たす役割は少なからず大きいといわれている

１）。 

しかしXP児の運動能力、特に歩行能力の加齢変

化に関する調査・研究は存在する一方で２）、上肢

の機能とその変化に着目し、言及したものは殆ど

ないのが現状である。 

そこで今回、XP児の上肢機能と知的発達につい

て調査を行い、それぞれの特徴と傾向、また両者

の相関についてまとめ、いくつかの知見を得たの

で報告する。 

２．対象 

1991年～2007年6月に、センターで作業療法（以

下 OT）を実施した XPA 群の子ども 19 名。性別は

男児 11 名、女児 8 名。OT 初診／評価年齢 2 歳 1

ヶ月～19歳、平均年齢8歳0ヶ月。 

３．方法 

センターで行ってきた上肢運動発達年齢検査と、

遠城寺式乳幼児分析的発達検査の結果を調査し、

経時的にまとめた。また、双方の相関について検

討した。 

４．結果 

・ 上肢運動機能は、4～5歳までは、遅れがあり

ながらも上昇し、発達高位群と低位群に分散

したのち、10歳前後から低下傾向にあった。 

・10歳を過ぎると、上肢運動発達および知的発達

ともに、低下傾向にあった。 

 

 

テーマ 色素性乾皮症（ＸＰ)の上肢機能変化

所 属 《小児作業療法研究会》 

氏 名 作業療法士 山
や ま

脇
わ き

茂
し げ

美
み

 

（兵庫県立光風病院） 

※知能発達 ３ 軽度遅滞 IQ75～50 

５ 正常 IQ85以上 ２ 中度遅滞 IQ35～50 

４ 境界域 IQ85～75 １ 重度遅滞 IQ35未満 
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・ 上肢運動発達指数が高位の群は、知的レベ

ルが比較的高い傾向にあった。 

５．考察 

上肢運動機能は、4 歳～5 歳までは、皆同じ

ように上昇し、以降は発達高位群と低位群に分

かれた後、１０歳を過ぎた頃から低下傾向にあ

った。発達高位群の１例は遺伝子配列がＡ群で

あるが特殊であった。２群の特徴についての先

行研究は無く、我々も調査できていない。佐藤

は「①、幼少期に運動量の多い子供は運動機能

をよく保存している ②、学習量の多い子供は

知的発達が良好である」と述べ、１０歳ごろま

では神経機能のよりよい発達を、１０歳以降は

神経機能退行の遅延をリハビリテーションの

目標として挙げている。これは、我々に乳幼時

期における潜在能力の引き上げの重要性と結

果の共通性を認識させた。上肢機能や知的発達

の遅延・低下において、XPという疾患の先天的

な要因は大きい。しかし、“生活障害”という

視点に立ったとき、幼少期の行動制限や経験不

足といった後天的要因をいかに減じ、また補う

かを考え、行動することが大変重要である。 

 

図1：【XP児の障害構造 模式図】 

このため神経機能にたいし“１０歳ごろまでの

よりよい発達、１０歳以降の退行の遅延”を目

標とした、専門家による「直接的なアプローチ」

と、日常生活の中で、神経機能の発達・維持を

促進する「環境的・間接的なアプローチ」がXP

児には必要である。私たちの生きる環境（＝子

供たちが育つ環境）は脳に対して様々な刺激を

提供し、体験が積み重なることで、脳は発達す

る。しかしながら、XP児たちはその疾患の特殊

性から、屋外での運動が大きく制限され、経験

も不足している。屋外に出ても、遮光服やサン

グラスが、子どもの成長・発達に必要な触覚・

視覚の入力を妨げる。さらに年齢が大きくなる

につれて進行していく神経症状が、視覚・触覚・

聴覚などの入力をより困難にする。 

「子どもの全体発達を促す」ためには、①感

覚・知覚・認知機能 ②運動機能 ③心理機能 

④社会機能 の要素が必要であり、XP児の発達

に、これらをもたらす環境の確保は不可欠であ

る。 

６おわりに 

子供が持つ「外へ向かう力」を引き出す環境づ

くり、「養育者サポート」も含めた具体的な人的

物理的環境整備は、リハビリテーションの果た

す重要な役割だと、我々ＯＴは強く感じている。 
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１ はじめに〜「丹波黒」の特徴 

「丹波黒」は兵庫県を代表する地域特産物で全国

的な名声を得ており近年の利用は煮豆用に加え、

エダマメや菓子類への利用など新たな用途が多数

開発されている。また、大豆の栄養評価の高まり、

消費者の高級食品志向、黒大豆特有の機能性成分

への期待、いわゆる高血圧、糖尿病での臨床効果

と薬理効果の報告(1)など社会的背景が追い風とな

って「丹波黒」はさらに注目を浴びている。 
 
２ 「丹波黒」の安定生産に関わる問題点 

 近年になってダイズ茎疫病による被害は深刻で、

県内圃場の 86%以上で発生がみられる。本病に感

染した株は必ず枯死に至るため、農家収入の激減、

栽培意欲の低下がみられ、「丹波黒の安定生産」に

とって大きな障害となっている。また、茎疫病に

対する薬剤防除費用は 3.9 億円と言われているが

その効果は低く、被害額は 6.8 億円と試算されて

いる。以上のことから、茎疫病に対して安定して

高い防除効果が期待できる‘抵抗性品種の育成’

と‘地球環境に配慮した抵抗性増強施術’が求め

られ、これらは‘ひょうご農林水産ビジョン 2015’
に記載がある「安全安心な農作物の生産」、「農薬

の低減」が可能であり、「環境創造型農業」の実現

につながると考える。 

３ 現在の研究の取組み 

 これまで、県内の茎疫病菌の全菌型に対して抵

抗性をもつ育種素材「ゲデンシラズ１号」を発見

し(2)、「丹波黒」と交配を行い、交雑個体の中から

抵抗性個体を高精度で選抜できる遺伝子診断法を

開発した(3)。本技術は生物検定と比較すると、省

力かつ早期判定が出来るため、抵抗性品種の効率

的な育成につながる。現在は「丹波黒」の特性を

高めるため、戻し交雑と遺伝子診断による個体選

抜を継続して実施している。補完技術に関しては、

茎疫病に対するカルシウム処理による抵抗性増強

効果を実験室環境で初めて報告した(4, 5)が、現場で

の実用化試験は実施していない。 
 
４ 海外研修の必要性と目的 

 現状の抵抗性個体の選抜精度(93%)を向上させ

るには新しい観点からの情報集積が必須である。

また、環境に配慮した茎疫病に対する抵抗性の長

期安定化の取り組みは国内では本県以外にほとん

ど例がなく現地実証を行うための情報収集と実地

研修が必要である。一方、茎疫病は世界の大豆生

産量第１位を誇るアメリカやカナダにおいて最重

要病害(被害額280 億円）として認識されている(6)。

そこで、茎疫病に関する研究実績が豊富な６研究

所において情報収集・実習を行うことで、兵庫県

の病害抵抗性黒大豆の早期育成と長期安定化、ま

た今後の大豆研究の発展に貢献できると考えた。 
 
５ 研修成果と考察 

  研修はアメリカ・オハイオ州立大学(OH)、ウ

エストバージニア大学(WV)、アメリカ農務省

(USDA)、アイオワ州立大学(IA)、イリノイ大学

(IL)、カナダ・ウエストオンタリオ大学(WO)で実

施し、兵庫県の研究内容の紹介を行うとともにア

ドバイスを頂き、下記の成果を得た。 
 
(1) 病害抵抗性個体を高精度で選抜できる生物検

定法および遺伝子解析手法の習得 
 Dr. Terry(OH), Dr. Bhattacharyya(IA), Dr. 
Mark (WO)らが実施している生物検定法は病原

菌に感染させた大豆を暗下で２−３日間管理後に

評価を行うものだ。光が検定条件の精度を低下さ

せるためだ。日本では光存在下で検定をしている

が、判定が困難な場合があった。遺伝子解析手法

に関しては、USDA の大豆情報データーベース(7)

を利用して効率的に実施していた。その結果、Dr. 
Bhattacharyya らは抵抗性個体を 99%の確率で

選抜できる手法を開発した。この重要な手法を現

在は抵抗性系統の選抜・育成に利用している。 

テーマ 安全・安心なひょうごの農作物の安定生
産を目指して ～若手職員海外派遣研修
で得られた成果と兵庫県における高品質
な病害抵抗性黒大豆品種の早期育成にむ
けての展開～ 

 
所 属 兵庫県立農林水産技術総合センター  
    生物工学部 
 
氏 名 杉本琢真 

研究概要 

 本研究は兵庫県の施策「農林水産ビジョン2015」
に記載された「安全・安心で健康な食づくり」と

「地域の特性を生かした力強い農林水産業の展

開」を実現するため、H19 年度若手職員海外派遣

研修制度に参画して実施した内容である。具体的

には丹波黒」の安定生産に関わる問題点を解決す

るため、「高品質な病害抵抗性黒大豆品種の育成」

と「環境に優しい抵抗性の長期安定化」に必要な

情報収集と現地実習および海外の大豆研究の実態

調査をアメリカ・カナダにおいて行った。研修で

得られた成果をもとに「病害抵抗性黒大豆品種の

早期育成」と「抵抗性増強技術の確立」に向けて

の新たな研究の展開を考察する。 
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(2) 環境に優しい抵抗性安定化（増強）技術 
 アメリカでは減農薬を推進する動きが研究分野

にみられた。そこでカルシウム(Ca)処理による病

害抑制技術に関してDr. Alan (WV), Dr. Conway 
(USDA)から果樹研究における実用段階の技術を

学んだ。夏場の生育時期では随時 Ca の土壌チュ

ーブ灌水を実施し、年に 2-3 回は大型噴霧器によ

る Ca 葉面散布を行った上で種々の病害を防除す

るだけでなく、果実品質、収量も向上させていた。

さらに、収穫後の果物を Ca 溶液に浸漬させ、病

害予防と共に果実の日持ち性も向上させていた(7)。

ただ、Ca によって発病を抑制できる割合は 50%
程度であるため、兵庫県の現場では上述の抵抗性

品種と組み合わせることが得策であろう。 
 
(3)アメリカの大豆研究の位置付けと方向性 
 最終行程でDr. Nelson, Dr. David(IL)を訪問し、

アメリカが国家戦略として大豆研究、特に遺伝子

解析を進めていることを知った。この大豆研究を

支える主な機関としては、エネルギー省（DOE）、
農務省（USDA）、アメリカ科学基金(NSF)、ゲノ

ム解析センター(DOE-JGI)がある。近年の最も衝

撃的なニュースは、研究開始からわずか２年間で

JGI が大豆の全遺伝子配列を発表したことだ

（2008 年１月）(7)。この情報は国立バイオテクノ

ロジー情報センター（NCBI）を通じて全世界に

無料で公開され、共有財産に対する認識の偉大さ

を感じた。また、大学の中には必ずといって良い

ほど、USDA の研究者が配属し、大学と政府関連

機関の連携の強さ、研究成果の迅速な現場利用法

を理解することが出来た。このことが、アメリカ

の大豆研究をさらに躍進させている一つの要因で

ある。兵庫県政にもこうした教育機関と試験研究

機関の相互連携を推進してはどうであろうか。 
 
４ 研修全体を通して 

 海外研修は、筆者にとって初めての経験であっ

たが、訪問先の先生の溢れるような優しさ、ホス

ピタリティーに抱擁され、無事に兵庫県の試験研

究成果を発表し、多くの議論を交わし、重要な情

報を収集することが出来た。また、同時に海外に

おける研究方針・理念の違いを知る事も出来た。

その中で、兵庫県（日本）が先行している研究や

施策、出遅れている面なども理解でき、海外から

兵庫県を客観的にみる事も出来た。そして県立農

林水産技術総合センター自体、農林水産に関する

様々な分野を包括しつつあり、ますます発展して

いる事を感じ、筆者自身の研究精神も「Revolution 
of Plant Science」の姿勢でありたいと確信した。 

５ 今後の研究の展開と県政の発展に向けて 

 今回の研修実績と兵庫の研究成果および丹波黒

の利点が「Phytopathology News」(9)という著名

な雑誌に掲載された。今後も国内だけでなく世界

各地に「兵庫の黒大豆研究」を発信していきたい。

この身近な舞台としては 2009 年中国北京で開催

される国際大豆会議で、是非とも参加・発表した

い。また、研修でお世話になった研究者との貴重

な出会いを大切にし、情報交換を継続して行い、

重要な知見を兵庫県政に活かしていきたい。 
 現在、研修で得られた成果を兵庫県の研究に迅

速に還元し、高品質な病害抵抗性黒大豆品種の早

期選抜と抵抗性増強試験をおこなっている。今後

は現場に根ざした大豆研究をより充実させ、研

究・普及・行政・現場が一体となって様々な議論

をおこなうことで、消費者が求める安全・安心な

黒大豆の早期育成が可能となる。 
「コウノトリを育む農法」が注目されているよう

に、農家や地域住民にとって生態系の再生や農薬

に頼らない「環境創造型農業」の取り組みが本県

を中心に拡大している。我々の育成している黒大

豆はこうした環境負荷の少ない栽培が実現できる。

将来はこのミネラルバランスの優れた安全・安心

な黒大豆が長期にわたって栽培でき、兵庫県の特

産物として世界中で愛され、注目されると信じて

いる。 
 
<参考文献> 
(1) 高橋ら「Antioxidant activities of black and yellow 
soybeans against low density lipoprotein oxidation. .」J. 
Agric. Food Chem. 53:4578-4583. 
(2) 杉本琢真ら (2006)「Race distribution of Phytophthora 
sojae on soybean in Hyogo, Japan. J.  Gen. Plant Pathol. 
72:92-97. 
(3) 杉本琢真ら (2008)「Identification of SSR markers 
linked to the Phytophthora resistance gene Rps1-d in 
soybean. 」Plant Breed. 127:154-159. 
(4) 杉本琢真ら (2007) 「The effects of inorganic 
elements on the reduction of Phytophthora stem rot 
disease of soybean, the growth rate and zoospore release 
of Phytophthora sojae. 」J. Phytopathlogy 155:97-107. 
(5) 杉本琢真ら (2005) 「Reduction of Phytophthora 
stem rot disease on soybeans by the application of CaCl2 
and Ca(NO3)2.. 」J. Phytopathlogy 153:536-543. 
(6) Wrather ら (2006) 「Estimates of disease effects on 
soybean yields in the United States 2003 to 2005. 」J. 
Nematol. 38: 173-180. 
(7)  http://jgi.doe.gov/News/news11708.html 
(8)  http://caf.wvu.edu/Kearneysville/biggs/html 
(9) APS press,「Phytopathology News」June 2008, 
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1. 研究の背景 

平成 19 年度の防災白書によれば、近年の自然

災害における人的な被害はその多くが風水害によ

り生じている。（図１）特に水害による高齢者の被

害の増加は顕著である。平成 16 年にはわが国に

10個の台風が上陸し、犠牲者は全国で259名に及

んだ。そのうち半数は65歳以上の高齢者である。

本県でも平成16年10月の台風23号は豊岡市をは

じめ県内の各地に甚大な被害をもたらした。台風

23 号による県内の死者は 26 名に及び、そのうち

65歳以上の高齢者は13名であった。 

阪神・淡路大震災以降、自然災害への対策は地

震を中心とすることが多かった。しかし、水害は

予測が可能であり早期に避難することで被害を軽

減することができる。その意味では水害は地域の

防災努力が実る災害と言われており、水害対策に

取り組む意義は大きい。 

2.  支援対策と高齢者被害の現状 

2.1. 災害時要援護者の避難支援ガイドライン 

国からの対策として平成 17 年には内閣府より

「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」（以下

ガイドラインと略す）が示された。その基本的な

考え方は地域社会での共助を基本として地域の防

災能力を向上させることにある。具体的には福祉

部局と防災部局の連携に基づいて災害時要援護者

名簿を作成し、要援護者一人ひとりに個別の支援

計画を策定することが求められている。 

  

2.2.市町の支援対策の現状 

市町の支援対策の現状を把握するためアンケ

ート調査を行った。調査によれば要援護者名簿を

作成中の市町は56％、福祉部局内に災害時の要援

護者支援担当を決定済みの市町は 66％に留まり、

支援対策は途上である。聞き取り調査からは個人

情報保護の問題から情報の取り扱いに慎重になら

ざるを得ないこと、要援護者の状況は常に変化し

ており名簿のメンテナンスに苦慮していること、

住民が支援者として登録することへの負担感への

懸念、などの点について意見が得られた。 

 

2.3. 高齢者被害の現状 

台風 23 号被害の後に旧豊岡市で行われた高齢

者を対象としたアンケート調査によれば避難勧告

を知っていたにもかかわらず、62.3％の人は「避

難しなかった」と回答しており、避難情報が避難

行動に結びつかない実態が明らかになっている。 

身体的能力の衰えた高齢者とって避難行動の

遅れは被害に直結する。また、台風の接近時に田

畑の様子を見に行って被害を受ける事例などにみ

られるように、高齢者の被害は浸水被害に加えて

事故型とでも言うべき不用意な行動に起因する事

例が多いことが水害の人的被害状況を分析した報

告により指摘されており、高齢者の避難行動の特

徴として危険性への認識の甘さや判断の遅れなど

の課題が指摘されている。 

 

3. 高齢者への支援対策の課題 

3.1. 支援を要する高齢者の増加 

「ガイドライン」では要援護者の例として要介

護３以上の高齢者をあげている。従来、高齢者へ

の避難支援対策は、寝たきりなど自力避難が困難

な高齢者への対策を中心に検討されてきた。 

しかし、地域には日常生活は支障なく過ごして

いても、危険性への認識の甘さや判断の遅れによ

り被害を受ける多くの高齢者が存在している。そ

テーマ  水害時の高齢者への避難支援対策の 

あり方について 

所 属  兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所

研究第一課 

氏 名  福澤静司 

研究概要 

近年頻発する自然災害において、高齢者等の要

援護者が被害を受ける事例が多い。その対策とし

て地域では要援護者一人ひとりに個別の避難支援

計画を策定することとされている。 
しかし、支援を要する数多くの高齢者に個別の

支援計画を策定することは容易ではない。 
本稿では自然災害の中でも水害時の高齢者への

避難支援対策について考察し、地域社会で効果的

な共助を行うための高齢者の自助能力が発揮でき

る環境づくりの必要性について述べる。 

（出典:平成19年度防災白書） 

図１ 自然災害別死者･行方不明者数の推移 
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平成７年の死者のうち阪神･淡路大震災の死者については,いわゆる関連死912名を含む。
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れらの高齢者は地域では支援の対象とは認識され

ておらず、支援対策は十分とは言えない。 

 

3.2. 地域での支援者の不足 

現在、共助の基礎となるコミュニティは多くの

課題を抱えている。都市部では疎遠な近隣関係か

らコミュニティの希薄化、郡部においては限界集

落の危機が指摘されるなどコミュニティ機能の衰

退が言われている。また、高齢化の進展にともな

い共助の中心となるべき就業労働人口の減少が予

測され、支援者の確保が課題となると考えられる。 

一方、最近の災害事例では安否確認や避難支援

に福祉関係者が重要な役割を果たしたことが報告

されている。旧豊岡市では、高齢者の安否確認は

民生児童委員やケアマネジャーにより行われた。

このことは近隣関係だけでは支援者が不足し、福

祉関係者がそれを補っているのではないかと推測

される。そのような状況を踏まえ、地域で支援者

の負担を軽減しながら、効果的に共助を行う仕組

みを検討する必要がある。 

 

3.3. 個別の支援計画の限界 

平成19年度の統計によれば、「ガイドライン」

で例として示された要介護３以上の高齢者は本県

において全人口の１％強である。それらの高齢者

に対しては個別の支援計画を策定して対応すべき

であろう。しかし、何らかの支援が必要と考えら

れる 65 歳以上の高齢者は要介護３以上の高齢者

数の 17 倍以上に達し、75 歳以上の後期高齢者に

限っても7倍以上に及ぶ。もちろん全ての高齢者

に支援が必要であるとは言えない。しかし、この

ように多数の高齢者のすべてを個別の計画で支援

することは数の問題から現実的ではない。したが

って、個別の避難支援計画に加えて、数多くの一

般の高齢者への対策が必要であると考えられる。 

 

4. 支援対策のあり方 

4.1. 支援対策の方向性 

個別の支援が困難な数多くの高齢者への対策

として、近隣関係だけでなく地域社会を構成する

様々な主体の連携によって、日常的なつながりの

中から高齢者を見守ることにより、高齢者自身の

自助能力が最大限に発揮できる環境を整備するこ

とが求められる。 

具体的には、災害時の高齢者に対して危険性へ

の助言や避難行動を決断するための適切な後押し

などを行うことが必要であろう。そのこととあわ

せて、避難所などにおいても高齢者が自律できる

ように高齢者にとって負担の少ない施設整備を進

めて行く必要がある。 

 

4.2. 具体的施策への展開 

その中心的な役割を担う組織として地域包括

支援センターが考えられる。地域包括支援センタ

ーを中心とする高齢者の見守りネットワークに防

災的な観点を導入し、防災面からも高齢者を見守

る体制の構築を図る。福祉関係者が日常的なつな

がりの中から高齢者に対し、安否確認や避難の助

言、後押しを行うことにより、高齢者の自助能力

を生かした支援を行うことができると考えられる。 

あわせて、避難所となる学校施設等で高齢者に

配慮したバリアフリー整備を進める必要がある。

余裕教室を活用し、高齢者の収容を考慮した多目

的なスペースを整備することも有効であろう。 

また、福祉関係者を中心とする高齢者支援のネ

ットワークの拠点的機能を避難所に置き、連携を

図ることで、高齢者支援の観点で地域の防災能力

の向上が期待できるのではないか。 

 

5. おわりに 

本稿では水害時の高齢者への避難支援対策と

して、地域で要援護者として認識されていない高

齢者への対策の必要性と支援方策について述べた。 

要援護者名簿を作成し、個別支援計画を策定す

る取り組みの重要性については言うまでもない。

しかし、地域で共助を支える支援者を確保し、要

援護者が避難できる避難場所を確保しなければ個

別の援計画は有効には機能しない。 

現在、地方自治体は、財政的、人員的に厳しい

環境下にある。限られた資源の中で地域の特徴や

予想される災害の特性を考慮し、効果的に対策を

進めていくことが求められる。 
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１．研究の目的 

昨今、多発する自然災害に対する自衛隊の活

動が顕著となっている。それは阪神・淡路大震

災を契機に災害救援活動の法制度や組織が大

幅に改善されてきた結果である。本報告では、

1995 年以降の自衛隊の災害救援活動の変化を

分析し、それが災害救援に第一次的責任を有す

る地方自治体（特に兵庫県）に対して持つ意義

と課題を考察する。 
 そこで、本報告では、第一に、阪神・淡路大

震災が自衛隊の災害救援活動に有した意義を

考察する。第二に、阪神・淡路大震災以降の自

衛隊の制度や組織の変化と具体的な災害救援

活動を分析する。ここでは、国内の災害救援活

動だけではなく、海外への救援活動も含まれる。

第三に、上記の考察をふまえて、国内外の災害

救援活動をめぐる自衛隊と地方自治体の関係

を分析し、最後に、兵庫県を事例に、政策提言

を試みたい。 
 
２．阪神・淡路大震災における自衛隊の役割 

 自衛隊にとって阪神・淡路大震災は災害救

援活動の戦後最大の転機となった。自衛隊は

未曾有の大災害に際して、過去に例を見ない

規模の災害派遣を実施したのであった。復旧

期の物資輸送や給水活動では組織力をいか

んなく発揮しえた自衛隊であったが、こと、

初動期における行動において、大別して二つ

の課題に直面した。第一に、自衛隊内の組

織・装備の問題である。第二に、自治体等、

他の関係機関との連繋の問題であった。第一

の点に関しては、緊急時に即応する体制がと

られていなかったことや救助活動に必要で

あった装備が不足していた。第二の点に関し

ては、自治体（兵庫県）が壊滅的打撃を受け、

その派遣要請が遅延した事実がある。 
 
３．国内における災害救援活動 

 自衛隊に課された上記の課題は、阪神・淡

路大震災以降、著しく改善が見られた。自衛

隊内部では、ヘリコプターによる高性能カメ

ラを用いた偵察行動や救命装備の充実等の

ハード面での改善が見られる。また、全国全

ての各連隊では、30 人規模の小隊を常時待

機させる態勢をとり、それらが地震発生後す

ぐに出動可能となっている。その結果、防衛

大臣は、統合幕僚長を通じて、これら小隊を

先遣隊として派遣し、その報告に基づき、投

入するべき部隊の規模を判断できるに至っ

ている。また、自衛隊と他の関係機関との連

繋については、都道府県知事等の要請の条件

が簡略化され、自主派遣の基準が明確となり、

より迅速な対応が可能となった。 
 以上のような、自衛隊の災害救援活動の強

化を受けて、阪神・淡路大震災以降も多発す

る災害（新潟県中越地震[2004 年]、能登半

島地震[2007 年]等）に対し、自衛隊は効果

的に災害派遣を実施した。 
 
４．海外における災害救援活動 

 阪神・淡路大震災以降の自衛隊の災害救援

活動は国内のみならず海外でも顕著であっ

た。1992 年の PKO 法成立とあわせて国際

緊急援助隊法が改正され、自衛隊の海外での

災害派遣が可能となってはいたものの実績

はなかった。それが、ホンジュラス（ハリケ

ーン災害）への派遣を皮切りに、2005 年に

はインドネシア・ジャワ島（津波災害）に、 
陸海空からなる大規模な災害派遣を実施す

るに至った。自衛隊にとって、陸海空の共同

作業は統合運用方式（2005 年から開始）へ

の準備作業的意味合いを持ち、また、各国部

隊や NGO との共同作業は得難い国際経験

テーマ 自衛隊の災害救援活動 

～阪神・淡路大震災以降の変化～

所 属 大阪市立大学文学部 

氏 名 村上友章 
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となった。これらは、国内における大規模災

害時の自衛隊の災害派遣にとっても、重大な

意味を有するものであった。 
 
５．自治体と自衛隊の災害救援活動 

以上のように、自衛隊は阪神・淡路大震災

以降、災害救援活動を充実してきた。だが、

自然災害に対して第一次的責任を有するの

はあくまでも地方自治体である。実際、自治

体は災害に際し、災害対策本部を立ち上げ、

警察・消防・自衛隊等の救助・救援機関の活

動調整に責任を持つ。政府による現地対策本

部が設置された場合も、現場を熟知した自治

体がイニシアティブをとることが望ましい。

自衛隊の災害救援活動が充実するが故に、そ

れを使いこなすだけの力量（広義のシビリア

ン・コントロール）が地方自治体にも課され

ているといえよう。それは危機管理センター

のようなハード面での充実を意味するので

はなく、それをも使いこなしうるリーダーの

資質を意味する。 
こうした自治体の災害対応の強化は、世界

的に見ても、ある程度普遍的に必要とされる。

したがって、日本の地方自治体における災害

時における自治体の能力強化の経験は、国際

的に価値のあるものである。先に見た自衛隊

の海外での災害救援活動の拡大に、こうした

「現場主義」の文化を組み合わせれば、一層

の国際貢献の充実が可能であると考えられ

る。 
 

６．まとめ 

 （財）阪神・淡路大震災記念 21 世紀研究

機構が 10 年にわたって実施してきた「大震

災オーラル・ヒストリー」の中に、室崎益輝

教授が中心となって実施してきた「震災犠牲

者聞き語り調査」がある。阪神・淡路大震災

では、地震直後の 1 時間に 8 割の人命が失

われたと言われ、その要因の大半が家屋の圧

死によるというのが通説である。しかし、こ

の「聞き語り調査」では、地震発生後即死と

いう記録を、地震発生後から 1 時間、2 時間

は犠牲者は生存していたという記録がはる

かに上回る。このことは、救助機関がもっと

早く被災地に到着していれば助け出された

人々が実はかなりの規模で存在していたこ

とを意味する。阪神・淡路大震災以降の自衛

隊の災害救援活動の充実が、上述の通説の上

に築かれてきたとしたならば、いま一度、初

動期のあり方は、見直されてしかるべきであ

ろう。そのイニシアティブは、阪神・淡路大

震災の被災地がとるべきであると思われる。 
 
【参考文献等】 
・特別研究編『平成 19 年度 オーラル・ヒ

ストリーの記録に基づく災害時対応の教

訓の活用化報告書』（（財）ひょうご震災記

念 21 世紀研究機構、2008 年） 
・大規模災害応急対策研究会編『わが国の新

しい大規模災害応急対応』（ぎょうせい、

1996 年）。 
・防衛省編、各種災害派遣史（情報公開開示

資料） 
・NHK『NHK スペシャル 情報テクノロジ

ーは命を救えるか。阪神・淡路大震災の教

訓は、いま』（2007 年 1 月 17 日放送） 
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１ 問題の所在 

 近年、わが国の妊娠および出産をめぐる状況は

大きく変化してきている。その１つとして、妊娠

および出産と、産科医療との関係の変化が指摘で

きる。 
2005 年時点で、出産のおよそ 99％は、病院か

診療所でおこなわれている。同時に、妊娠や出産

という現象は、それ自体が、即医療の対象となる

ような「疾患」ではない。とはいえ、わたしたち

は「お産は病気ではない」と考えつつ、実際には

1960 年代以降の出産のほとんどを、産科「医療」

という枠組みの中でおこなってきた。これは出産

場所を自宅から医療施設へ変更させる政策の結果

であり、乳幼児死亡率は大きく引き下げられた。

医療の枠組み内での出産が前提となっている現在

では、出産の当事者の関心は、評判やサービス内

容に付加価値のある病院・診療所を選択すること

にあるようだ。 
病院・診療所での出産により安心感を得ること

の代償は、医師－患者関係という固定的な役割、

あるいは、医療者の都合優先の画一的・人工的な

分娩スタイルの割り当てとして語られる。このた

め、残り 1％の出産は、「医療」の枠組みから少し

外れることが志向される。具体的には、助産所に

代表される助産師主導による出産である。 
一方で、不妊治療や医療技術の進歩、晩婚化等

の影響による多胎や高齢の妊娠・出産等、ハイリ

スク妊娠・出産は増加している。産婦人科医師は

減少傾向にあり、医師不足や医療資源の地域偏在

が深刻化してきている。このような状況から、医

学的な妊娠リスクのスコアを開発する研究が開始

され、不足しがちな産科領域の医療資源の適切な

分配することが模索されている。つまり、妊娠出

産と産科医療とのかかわりは、画一的なものから、

医学的なリスクや個人の志向による選択的なもの

に変化しようとしていると考えられる。 
とくに、なるべく医学的・人工的介入を少なく

しようとする「自然なお産」は、出産の満足追求

の視点からだけでなく、産科医の不足という現状

からも、注目されている。 
そこで今回、出産する当事者本人および家族に

とっての助産所での出産の意味について、とくに、

これまであまり検討されてこなかった社会的な側

面に着目して、考察をおこなった。今回は一事例

に基づく考察であり安易に一般化はできないが、

探索的な分析をおこなうことで，今後の研究の方

向性に示唆を与えることが期待できる｡ 
 
２ 研究の背景 

 助産所での出産については、主として保健医療

分野で研究がおこなわれてきた。その知見は次の

ように要約できる。すなわち助産所での出産を選

択する妊婦の特徴は、①出産に対してある種の「こ

だわり」を持っており主体的にかかわる意欲を持

っていること、②その主体性は、「自然な出産」「自

由な出産スタイル」の選択志向として表現される

こと、である（江守・前原 1988、長谷川・村上 2005、
佐々木・田邊 2000）。この延長線上には、当然「自

然育児」があり、母乳育児の推奨や、産み育てる

女性の主体的選択の強調、「自然な出産・育児対医

学管理」という構図の対比が特徴となる（自然育

児友の会＆ほんの木 2007）。 
助産所での出産の前提は「正常分娩」であるた

め、研究上ならびに実践上の関心は、医学的なも

のではなく、「全人的な」、産む当事者にとっての

出産の質の向上である。しかし、出産に至るまで

の過程の分析や、家族集団にとってのイベントと

しての意味づけといった視点は必ずしも十分とは

いえない。 
そこで今回は、出産する当事者個人にとってだ

けでなく、「家族」という社会集団にとっての助産

所での出産について、その意味を探ることとした。 
 
３  方法 

本人だけでなく家族にとっての「助産所で出産

テーマ 助産所での出産が家族に与える影響 

～社会的な側面に着目して～ 

 

所 属 (財)ひょうご震災記念21世紀研究機構

 

氏 名 越智祐子 

研究概要 
出産のほとんどは、産科医療のなかでおこなわ

れる。そこでは緊急時の安心感が得られる一方、

医師－患者という固定的な役割が割り当てられが

ちである。これに対して近年、出産の満足追求の

視点から、また産科医の不足という現状からも、

助産所での出産が注目されている。 
  今回は、一事例について、出産する当事者本人

および家族にとっての助産所での出産の意味を考

察した。結果、妊娠期間を「準備期間」として丁

寧に扱うことで、出産にリアリティを与えるとい

う意味を持つことが示唆された。 
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すること」が持つ意味を探索的に検討するため、

産科医療における出産と、助産所での出産の両方

を経験した A さん（30 代）に対するインタビュ

ーおよび、助産所での妊婦健診ならびに出産場面

の参与観察をおこない、本人の確認を得た記録を

用いて考察した。 
A さん（30 代）は、兵庫県A 市に夫と子ども 3

人で住む女性であり、年長順に、女児・男児・男

児の 3人の母である。インタビュー実施時点、第

4 子を妊娠中であった。第 2 子までは病院の産婦

人科で出産し、第3子は助産所で出産した。なお、

後述のとおり、第 4子も助産所での出産を選択し

ている。 
 
４  結果と考察 

A さんの事例からは、助産所が果たしうる機能

について次の 2点が示される。 
まず第 1に、助産所は、産む性としての女性を

家族から切り離すのではなく、むしろ出産とその

準備期間を「家族にとってのライフイベント」と

して位置づけていた。病院では関係者として扱わ

れにくい「きょうだいたち」は、助産所では重要

な家族員として扱われた。A さんによると、A さ

ん自身はこどもたちが走り回ることから、できれ

ば連れて来たくない、少しはゆっくりと健診を受

けたいと思うこともある、という。しかし、助産

所のスタッフからは「今日はおにいちゃんたちど

うしたの？連れてきたらいいのに」と声をかけて

もらう。これは受診記録に、同行者を記入する欄

があって、きょうだいや夫が何回来たかがわかる

ようになっているためであるという。例えば、長

男は毎回来てはいること、しかし、なんとなく不

安そうに見えること、などが書いてあって、健診

当日の声かけにつながっているとのことだった。 
実際の健診場面でも、助産師がたくみにきょう

だいたちを巻きこんでいく様子が確認できた。自

分たちのあずかり知らぬところで物事が進んでい

るのではなく、母親の変化を様々なかたちで確認

することが可能となっていた。 
第 2に、妊婦は、妊娠期間を必然的に当事者と

して過ごすが、それ以外の家族に対して、もうす

ぐ赤ちゃんが自分の家族に加わるのだという「出

産のリアリティ」を与えていた。健診に同行した

家族は、赤ちゃんの心音を聞くことで、確かにそ

こに新しい生命が存在していることを知る。さら

に、自分の心音と比較することで、新しい生命が

自分と共通点を持ったいのちであることを知る。

助産師が示す人形や、「触ってごらん」という促し

によって、お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんが

どのような姿勢でいるのかを知る。 
このようにして、自分が出産するわけではない

家族、とくに年長のきょうだいたちも、「ある日突

然家族の一員として現れる侵略者」としてではな

く、体験に裏打ちされたイメージと期待をもって、

新しい生命を家族の一員として迎えることが可能

となった。 
  もちろん助産所で扱うことのできる出産は単胎

の正常分娩のみであり、全員が助産所を選択でき

るわけではない。県内でも、助産師外来や、院内

助産所に取り組む病院が出てきており、産科医療

との密接な連携が求められている。 
産科医療のありようが変化するなか、妊娠や出

産に関して、とくに、年長のきょうだいといった

子どもたち・将来親となるであろう若い世代への

影響について研究を重ね、積極的な活用について

検討することが必要だと考える。 
 
＜付記＞ 
本報告は、(財)ひょうご震災記念 21 世紀研究機構

の調査研究「ライフスタイルの多様性を支える少

子化対策の展開」の一部である。 
 
＜参考文献＞ 
江守陽子・前原澄子，1988，「東京都内における

妊婦の分娩施設決定に関する一考察：とくに

助産所での分娩を希望する妊婦の特徴につい

て」『千葉大学看護学部紀要』10，1-11． 
長谷川文・村上明美，2005，「出産する女性が満

足できるお産：助産院の出産体験ノートから

の分析」『母性衛生』45（4），489-495． 
佐々木綾子・田邊美智子，2000，「初産婦におけ

る助産所分娩選択の意思決定要因と分娩体験

の認識に影響する要因の検討」『福井医科大学

研究雑誌』1（1），147-164． 
自然育児友の会＆ほんの木編，2007，『妊娠から

始める自然流育児』ほんの木． 
 
＜その他の研究メンバー＞ 
参与観察の一部は、二階堂裕子（(財)ひょうご震

災記念 21 世紀研究機構 研究調査本部 特別研究

員）が担当した。 
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【第５分科会】

　 「行政諸課題への対応」

　コーディネーター：三崎秀央（兵庫県立大学経営学部准教授）

　　　　　　運営者：荒木一聡（兵庫県企画県民部企画財政局長）

　　　　　　　　　　田中良斉（兵庫県企画県民部企画財政局市町振興課長）

●自治体の貸借対照表における正味資産に関する一考察

　　前田英樹（県・病院局管理課）

●水道事業の施策展開～行政コスト削減下における公営企業の寄与～

　　武市久仁彦（県・企業庁姫路利水事務所）

●情報セキュリティにおける電子投票の課題と提案について

　　久光弘記（県・企画県民部情報政策課）

●地方分権時代における地方自治体の人材マネジメント～職員の意識

　改革からのアプローチ～

　　東尾憲秀（県・企業庁立地推進課）

●接遇の向上を目指して

　　丹波市市島支所改善グループ〔畑　幸宏（丹波市市島支所）〕

●職員の心の合併～全庁的業務改革・改善運動を通して～

　　バリ３ダービー実行委員会〔平岡英人（丹波市財政課）〕

第　

五
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１ 自治体の財務報告における貸借対照表の活

用について 

  近年、地方自治体においても「貸借対照表」

や「行政コスト計算書」等の企業会計的手法の

導入が進められている。中でも「貸借対照表」

については、都道府県において普通会計バラン

スシート及び連結バランスシートを全団体が

導入（2007 年３月 31 日現在）するなど、主に

都道府県や大規模な都市を中心として広く導

入されてきている。 
また、各種のアンケート調査によると、「貸借

対照表」の導入目的としては、「債務負担の可

否の判断」、「負債の圧縮」、「遊休資産の処分」

といった管理会計目的よりもむしろ、住民等を

主な対象として、「アカウンタビリティ」の向

上を目的とした外部報告目的が主となってい

る。 
 

２ 「正味資産」に着目する意義 

貸借対照表の公表においては、アカウンタビ

リティ向上を主な目的としていることから、単

なる「資産と負債の一覧表示」にとどまってい

る例が散見される。近年、自治体の財務報告に

おいても、アカウンタビリティだけでなく「意

志決定有用性」の重要性が指摘されているが、

この観点からは、「資産と負債の一覧表示」よ

りも、むしろ資産、負債、正味資産のバランス

及び正味資産の変動に着目し、負担の先送り、

換言すると世代間負担の公平性に関する情報

を表示することが重要であると考えられる。 
これは、貸借対照表について、借方を「所有

している資産」、貸方を「その資産の取得のた

めに利用した将来負担及び支払い済み金額」で

あると解することで、長期保有資産に対する世

代間負担を示すことが出来るとする考え方に

基づいている。世代間負担の相対的割合もしく

は程度を明らかにすることは、将来的な負担の

増減に関する情報を提供することでもあると

言えるが、こうした情報は、主な財務報告利用

者である住民を例とすると、「投票行動」「足に

よる投票」等の意志決定を下す際に有用である

と考えられる。 
 
図表１：貸借対照表の３要素の関係 

 
 
 
 
 
しかしながら、世代間負担の公平性について

は、何をもって公平・妥当と考えるか、その定

義については標準的といえるものは存在せず、

望ましい水準は各自治体の財政状況や資産・負

債内容等によっても異なる。そのため、正味資

産の単年度の数値ではなく、その時系列的変化

を確認することに意味があると言える。 
長期的な持続可能性の観点からは、不確実性

の多い将来に備えて、負担を前倒しする、つま

り、正味資産は増加する方が望ましいとの意見

がある一方で、負担先送りは、多数決を基本と

する民主主義政府の意思決定が陥りやすい問

題点であり、現在の少子・高齢化という社会的

背景がそれに拍車をかける可能性が高いとの

相反する指摘もある。 

 

３ 正味資産の現況に関する分析 

 上記考察に基づき、近年の正味資産の時系列

的変化を確認するため、平成 13～17 年度の全

国の道府県の貸借対照表を分析した。なお、分

析にあたっては、旧自治省方式により作成され

た全国 42 道府県（除外都県：秋田県、山形県、

東京都、神奈川県、岐阜県）の普通会計貸借対

照表を用い、住民基本台帳人口により住民一人

あたり値に標準化し、財政力に応じてⅠ（財政

力指数 0.500 以上）からⅣ（同 0.300 未満）の

４つのカテゴリに分類した。 

研究概要 
 本研究では、自治体の貸借対照表が包含する情

報のうち、情報利用者の意志決定に有用であると

思われる「正味資産」について、全国 42 道府県の

貸借対照表を分析し、近年の推移とその変動要因

について考察を行った。 
その結果、「全体的に正味資産の減少が進んでお

り、財政力が高い団体ほど負担を先送りする傾向

があること」、「近年の正味資産の減少傾向につい

ては固定負債の増加と流動資産の減少の寄与度が

大きいこと」「世代間負担に関する団体間の格差が

拡大傾向にあること」等が確認された。 資　産　　　　　　　　　　

負　債

正味資産 負担済み

将来負担

テーマ 自治体の貸借対照表における正味資産に

関する一考察 

所 属 兵庫県病院局管理課 

氏 名 前田 英樹 
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図表２：財政力別資産・負債・正味資産額（単位：千円） 

資産総額 負債総額 正味資産総額 世代間負担比率

Ⅰ 883 571 312 0.403

Ⅱ 1,250 692 558 0.493

Ⅲ 1,839 945 895 0.525

Ⅳ 2,372 989 1,383 0.630

平均 1,376 735 641 0.542

変動係数 0.389 0.285 0.519 0.199

Ⅰ 890 520 370 0.476

Ⅱ 1,251 646 605 0.542

Ⅲ 1,812 833 980 0.587

Ⅳ 2,328 907 1,421 0.671

平均 1,372 669 702 0.597

変動係数 0.379 0.274 0.485 0.163
Ⅰ -0.7% 8.9% -18.4% -15.4%
Ⅱ -0.1% 6.7% -8.4% -9.0%
Ⅲ 1.5% 11.8% -9.5% -10.6%

Ⅳ 1.8% 8.3% -2.8% -6.2%
平均 0.3% 9.9% -8.7% -9.3%

変動係数 2.8% 4.3% 7.1% 22.2%

増減率
(17年度

　　/13年度)

17年度

13年度

 
 

図表３：財政力別資産・負債・正味資産額（単位：千円） 
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カテゴリによって正味資産の数値は大きく

異なっており、平成 17 年度値では、最も額が

大きいカテゴリⅣは最小額のカテゴリⅠの約

4.4 倍の規模となっている。一人あたり正味資

産と財政力指数との相関係数は－0.82で、財政

力が低いほど、正味資産額が大きい傾向がある。

図表３を見ると、負債と正味資産の対数回帰曲

線が財政力 0.40 付近で交差しているが、財政力

0.40 を下回るカテゴリⅣでは、負債よりも正味

資産の方が大きくなっている。 
一方、平成 13 年度～17 年度の間、正味資産

は一貫して減少を続けていたが、この間の変化

率においても財政力と負の相関関係（－0.60）
があり、財政力が高い団体ほど、減少率も大き

い傾向がある。その結果、財政力の最も高いカ

テゴリⅠと最も低いカテゴリⅣとの正味資産

額の差は、平成 13 年度の約 3.8 倍から約 4.4 倍

へと広がっている。 
また、変動係数は、平成 13 年度の 0.485 か

ら平成17年度には0.519となっており、近年、

団体間の格差も拡大傾向であることがわかる。 
 

４ 正味資産の増減理由に関する分析 

次に、正味資産の変化について、資産・負債

項目の変動寄与度を分析する。 
全体的には、平成 13 年度に 702 千円であっ

た一人あたりの正味資産額は、17 年度には 641
千円に減少しており、下落率は 8.74％となって

いる。一方、同時期の資産総額は一人あたり

1372 千円から 1376千円に 0.34％増加、負債総

額は 669 千円から 735 千円に 9.86％増加して

いる。項目別では流動資産が－22.39％と大き

く減少していることと、固定負債が 10.16％増

加していることが目立つ。流動資産減少の主な

要因は、流動資産の約半分を占める「財政調整

基金」及び「減債基金」の大幅下落である。 
寄与度を見ると、資産合計は 0.66％のプラス

となっているが、有形固定資産が 2.44％のプラ

スとなっている一方で、投資等が 0.77％、流動

資産が 1.01％それぞれマイナスとなっている

ため、全体としてはプラス幅が縮小している。

基金の取り崩しによる流動資産の減少が、有形

固定資産の増加を打ち消し、結果として、資産

の減少につながっていると考えられる。また、

負債合計は、9.40％のマイナスとなっているが、

固定負債の 9.10％マイナスが大きく寄与して

いる。これらのことから、正味資産の減少には、

流動資産の減少と固定負債の増加が大きく寄

与していることがわかる。 
 
図表４：一人あたり正味資産の変化に対する資産・負債の

寄与度（金額欄の単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 最後に 

昨年度に総務省が公表した新地方公会計制

度においては、資産情報等の正確性が増すうえ、

「純資産変動計算書」が採用され、正味資産の

変動要因に関するより精緻な分析が可能とな

る。そのため、その有用性に関する注目度も増

すことが予想される。また、今回は普通会計の

みの分析となったが、自治体の状況を包括的に

把握するためには、公営事業会計や関係団体も

含めた連結決算の分析が必要であると思われ

る。これについては今後の課題としたい。 

13年度 17年度 変化率 寄与度

資産合計 1,372 1,376 0.34% 0.66%

　有形固定資産 1,233 1,250 1.39% 2.44%

　投資等 107 102 -5.08% -0.77%

　流動資産 32 25 -22.39% -1.01%

負債合計 669 735 9.86% -9.40%

　固定負債 629 693 10.16% -9.10%

　流動負債 40 42 5.26% -0.30%

正味資産 702 641 -8.74% -  
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１ はじめに 
水道は清浄にして豊富低廉な水の供給によっ

て公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与する

ことを目的に設置され、今日では飲料水、洗濯、

散水などの生活用水の他、消防、医療、産業など、

健康で豊かなくらしをする上で欠くことのできな

いものとなっている。そしてその多くは地方自治

体による公営企業である。一方、行政部局では多

くの地方自治体で行政コストの削減が求められて

いる。そこで少しでも行政部局に対し公営企業と

して寄与することを目的に、行政のない水道事業

における各種活動の中から施策的に展開できるも

のを抽出し、その効果と課題について検討を行っ

たので報告する。 
 
２ 兵庫県水道用水供給事業の概要 
 兵庫県営水道は昭和 46 年に事業を開始した。

市町の行政区域を越えて広域的に確保した水資源

を大規模な県営浄水場で浄水し、平成 20 年度は

兵庫県内 16 市 5 町 1 企業団に対して 1 日最大

378,430m3の水道用水を供給している。 
 
３ 施策展開 
 兵庫県営水道において既に実施中の活動、更に

充実を図ることで行政的な側面として効果が得ら

れるとして今回抽出したものを以下に記す。 
3-1 環境対策 

(1) 小水力発電 水源ダムと浄水場間の落差を

活用した温暖化ガス CO2 削減に効果のある水力

発電設備を船津浄水場に設置。発電した電気は浄

水場内の電気エネルギーとして使用している。今

後は浄水場の広大な敷地を利用した太陽光発電設

備の設置の余地も有しているが、小水力発電設備

と同様に発電電力で設備費を回収できないため、

環境貢献の総合的判断材料としてイニシャルコス

トの動向にも注目しておく必要がある。 

 
図１ 船津浄水場に設置した小水力発電設備 

(2) 環境周知活動 浄水場の施設見学において

河川水が飲み水として浄化する仕組みの説明を実

施。河川水を守る重要性を説明に取り入れること

で環境への関心を高めている。特に見学後に寄せ

られる小学生の見学感想文には環境に関する意識

が向上した内容も見られ、効果が得られているこ

とが伺える。 

    図２ 小学４年生の浄水場見学 
(3) 水質連絡協議会 自治体の枠を超え同じ河

川水を利用する水道部局の水質担当部門で主とし

て水質関連情報を交換する協議会を構成している。

定期的に水質分析を自治体別に手分けして行い、

河川水質の経年的な変化や上下流での変化を把握

し日常の浄水処理に役立てている。相当な歴史を

有する協議会では人的な繋がりも強く、緊急性の

高い河川の油流出事故発生時などには、時として

行政部局の連絡網より早く情報が得られた事例も

ある。河川汚染が懸念されても発生源を指導する

行政権限を有していないが、水道局名入りの公用

車で行う水質調査で排水発生源に遵法意識の再確

認を促す効果もある。 
3-2 災害対策 

(1) 保存飲料水 阪神淡路大震災を経験した兵

テーマ 「水道事業の施策展開」 

～行政コスト削減下における公営企

業の寄与～ 

 

所 属 兵庫県企業庁姫路利水事務所 

 

氏 名 武市久仁彦 

研究概要 水道事業の多くは地方自治体による

公営企業である。近年地方自治体の行政部局で

はコストの削減が求められている。そこで企業

部局として少しでも行政部局に寄与することを

目的に、水道事業で施策的に展開できるものを

挙げ、その内容をとりまとめた。そして更に効

果と課題について検討を行ったので報告する。
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庫県では、水道施設が被災し生活用水を利用する

ことができない場合に備え、県営浄水場で浄水し

た水道水をペットボトルに詰めた保存飲料水を製

造し４つの県営浄水場に分散して備蓄している。

これまでに県内で発生した豪雨による断水やフェ

ノールの河川流出事故の際に現地へ配送し配布し

た。他にも、江田島市の導水路落盤事故による長

期断水へ応援配送するなどの成果を上げている。

また、浄水場の見学来

場者へ配布し、県営水

道のＰＲにも一役買っ

ている。災害応援の即

応性を勘案すれば、今

後は三木総合防災公園

との連携を図るなど更

なる充実が求められる。 図３ 保存飲料水 
(2) 災害応援 受水市町の水道施設が被災した

場合に契約水量を超えた給水を行う運用的な災害

応援と水道技術を有する専門職員を被災した水道

施設に派遣する人的な災害応援を実施してきた。

しかし、近年県営浄水場では民間による業務委託

が進み水道技術を有する県職員が減少している。

このため複数職員や長期間に渡る派遣が困難な状

況にある。 
(3) 水道施設の耐震化 阪神淡路大震災では水

道施設に甚大な被害をもたらせた。このため県で

は水道施設の耐震化を進めている。水道施設の耐

震化は震災後の病院活動や消火用水の確保など重

要な意味を持つが、この他に避難所から自宅への

帰宅率の向上にも寄与している。図４は避難所か

ら自宅への帰宅率の平均推移を示したものである。 

図４ ライフライン復旧と避難所からの帰宅率 
これによるとライフラインの復旧が被災者が避難

所から自宅に帰宅する一つの要件になっているこ

とがわかる。これは水道施設の耐震化が避難所の

早期解消など行政部局の施策に寄与しうることを

示唆している。       

(4) 水道水源の水融通 河川水は上水道の他に

も農業用水、工業用水など多様な事業が多くの場

合独立して取水利用している。近年異常気象によ

る干ばつや局所的な豪雨が観測されており、地域

的な水不足が発生している。県営水道では上水道

用としてダムを主とした一日最大 750,700m3 の

水源を確保している。県営水道に影響のない範囲

において水道事業以外の他事業へ緊急水融通など

今後懸念される異常気象に県としてトータルコス

トミニマムとなる弾力的運用が考えられる。 
3-3 その他 

(1) ダムの湖面利用 水源ダムの景観を利用し

た県民向けの公園化が考えられる。水源としての

安全確保と維持管理費が課題である。 
(2) 雇用の確保 水道施設維持管理の民間委託

化が多くの事業体で導入または検討されている。

新たな雇用需要としてとらえることもできる。 
 
４ 水道事業体が実施する意義と課題 
 水道事業は独立採算を基本とし、地方公営事業

法の規定に従い会計処理がなされている。また、

我が国では水道の普及率は97.3％(H19.3.31)を超

え維持管理中心の時代を迎えており、多くの水道

事業体では施設更新を中心に多額の費用を必要と

するような厳しい経営状態にあり、コスト削減は

水道事業においても行政部局同様、大きな課題と

なっている。事実ここに挙げた施策への展開が可

能なものの中にも廃止が検討されている項目もあ

る。しかし、中には専門技術者集団で構成されて

いる水道事業体も数多く存在し、専門家である故

にきめ細かく行き届き迅速に実施できる効果も期

待できる。そこで費用負担のあり方についても今

後議論を深める余地があると考えられる。 
 
５ おわりに 
 これまで企業部局と行政部局が共同で事業展開

してきたとは言い難い。今後は行政部局と個々に

取り組むのではなくお互いに持ち得る特徴を最大

限に生かし兵庫県として総合的に低コストで大き

な成果が得られるように情報交換を行いながら事

業展開に取り組んで行きたい。 
＜参考文献＞ 
(1) 平山修久 避難所生活からみたライフライン

の復旧過程に関する一考察 全国水道研究発

表会講演集 p660-661 2005 年 5 月 
(2) 兵庫県水道用水供給事業 県企業庁 2005 
(3) 水道の基本統計厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/database/kihon/fukyu.html 

20.5 21.0 21.9

26.7

12.9 13.0 13.5
15.2

5.9 5.9 5.9 5.9

0.0

10.0

20.0

30.0

復旧日 １日後 ３日後 １週間

帰
宅
率
(％

)

水道＋ガス復旧

水道復旧

ガス復旧

- 59 -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１  本研究の目的    

地方選挙に導入された電子投票について,情報セ

キュリティの観点から，システムおよびその運用

を信頼性や安全性から調査・分析し，電子投票の

実用上の問題点を明らかにする, そして，今後の

電子投票に関する研究や導入に関する議論の前提

とする．                    
２  電子投票システムの概要  

電子投票は，投票カード発券機，電子投票機，集

計機（集計装置）の 3種類の機器により構成され

ている．投票所には投票カード発券機，電子投票

機が設置され，開票所には集計機が配置される．  
３  電子投票システムの安全性分析 

３．１ 分析方法 
過去に電子投票を実施した自治体へのヒアリング

や入札に参加した電子投票機器メーカーに出向き，

テストを実施した．テスト項目は，情報セキュリ

ティの観点から電子投票機で要求される機密性

（Confidentiality），完全性（Integrity），可用性

（Availability）に分類して実施した． 
「テスト項目」 
(1)機密性（Confidentiality）： 
・プログラムへのアクセス制御の確認 
・投票記録へのプログラムへの改ざん対策の確認 
・投票記録の匿名性の確認 
(2)完全性（Integrity）  ：  
・投票カードを偽装した場合の電子投票機の処理

方法の確認 
・プログラムの改ざんの可能性の確認 
(3)可用性（Availability） ： 
・誤操作によるシステムの稼働状況確認 
・複数回投票による投票プログラムの稼働状況の

確認 

３．２ 分析結果 
テストの結果，稼働中の電子投票機については，

投票者による各種攻撃への対応がとられているこ

とを確認した．しかし，悪意のある内部関係者（選

挙関係者，ベンダーのプログラマなど）からの攻

撃による対応はとられていないことが判明した．

特に，プログラムの改ざんや不具合への対策につ

いて確認することができなかった．また，プログ

ラムが適切に動作することの安全性を証明する監

査，認証のプロセスがなく，電子投票機，集計機

にも改ざんなどを防止・検出する機能がなかった．        

４  電子投票システム運用の安全性分析 

４．１ 分析方法 
システム管理側の運用による対応についてセキュ

リティ分析，評価を行った．調査は，電子投票で

選挙を運営した市町村の選挙管理員会にアンケー

ト形式で聞き取り調査を実施した               

４．２ 分析結果  
・自治体に納品された後の電子投票システムは，

セキュリティ対策として関係者以外は機器に接触

できない場所に保管されていた． 
・電子投票機器は，レンタルであった． 
・集計機は，集計用のプログラムと市販のソフト

ウェアがデータを共有して集計するタイプの場合，

集計機を操作する担当者であれば，簡単に悪意の

あるプログラムをインストール，またはマクロプ

ログラムを変更することが可能である． 
・どの自治体も，多くの時間を電子投票のトレー

ニング時間に充てていたが，現実に発生した問題

の多くは，運営側の単純ミスによるものであった

ため，電子投票システムによる技術的な対策で補

う必要がある．                      
５   リスク分析 

５．１ 資産の特定 

電子投票システムのリスク分析を行い，脆弱性を

評価した．分析は，始めに電子投票システムの構

成要素を整理して資産（asset）を特定した．次に

資産を，機密性，完全性，可用性の観点から分類

し，脅威・攻撃モデルを設定した．そして対策と

して，今回の電子投票システムの性能などの調査

結果と，自治体が実施する電子投票の運用調査の

結果から，脅威に対応する対策を特定した．その

結果を脆弱性の程度で，low,mid,highのいずれか

で表示した．   

５．２ 脅威モデル設定 

計６８（ソフトウェア関連：２８，ハードウェア

関連：２６，運用関連：１４）の脅威モデルを文

献，事故事例から抽出した．（表１） 

テーマ 情報セキュリティにおける電子投票の 

課題と提案について 

所 属 兵庫県企画県民部教育・情報局情報政策課

氏 名 久光 弘記 

研究概要 
地方選挙での電子投票システムとその運用方法に

ついて，情報セキュリティの観点から調査・分析

を行った。その結果，セキュリティの確保が人的

運用に依存しており情報セキュリティの信頼性を

技術的な対策で確保しているとは言えないことを

確認した。このため悪意のある選挙管理関係者や

開発者による不正が行われる可能性があり,その

中でも集計プログラムについては内容の確認が難

しいことが明らかになった。 
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表１ 脅威モデルのサンプル 

電子投票機に関連する項目 運用に関連する項目 

USB ポートへのアクセスが可能 

１枚の投票カードで複数回の投

票が可能 

電力供給停止 

OS の停止 

プログラムのバグ 

関係者による悪意のあるプログ

ラムのインストールが可能 

バックドア作成 

パスワード漏洩 

管理者(運用)カードによる投票デ

ータの改ざん 

５．３ 脆弱性の評価 

これまでの分析により，下記の脆弱性を発見した．

（表２） 

表２ 発見した脆弱性のサンプル 

機器の脆弱性 運用の脆弱性 

A：USB ポートにアクセス可能 

B：バックアップ電源なし 

C：ハードウェアのアクセス制御  

  なし 

D：OS へのアクセス制御なし 

E：その他 

A：投票所での機器監視なし 

B：マニュアル不備 

C： 選挙関係者の訓練なし 

D：バックアップなし 

E：その他 

 

５．４ リスクレベルの評価 

リスクレベルは，下記の要素から分析した． 

 リスク  ＝  資 産 × 脅 威 × 脆弱性 

評価基準は以下である． 

high:機器，運用ともに脆弱である． 

mid :機器又は運用のどちらかが脆弱である． 

low :機器，運用ともに脆弱でない． 

この評価基準をもとに，リスク分析を下記の通り

行った．（表３） 

表３ 電子投票機のリスク分析結果 

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし集計プログラム集計機

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし
投票カード発
行プログラム

投票カード発
行機

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし投票プログラム電子投票機

プログラムの
ロジックエラー

mid
データ消去
確認手順

対策なし投票データ電子投票機前回使用データの残存

high対策なし対策なし投票データ集計機
データの改ざん・
すり替え

high対策なし対策なし集計プログラム集計機

high対策なし対策なし
投票カード発
行プログラム

投票カード発
行機プログラムの改ざん・

すり替え

リスク評価対策（運用）対策（機器）情報資産対象機器脅 威

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし集計プログラム集計機

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし
投票カード発
行プログラム

投票カード発
行機

mid
プログラム
の確認及
びテスト

対策なし投票プログラム電子投票機

プログラムの
ロジックエラー

mid
データ消去
確認手順

対策なし投票データ電子投票機前回使用データの残存

high対策なし対策なし投票データ集計機
データの改ざん・
すり替え

high対策なし対策なし集計プログラム集計機

high対策なし対策なし
投票カード発
行プログラム

投票カード発
行機プログラムの改ざん・

すり替え

リスク評価対策（運用）対策（機器）情報資産対象機器脅 威

 

６   結論 

電子投票システムは，電子投票機器及びその運用

によってセキュリティを保っている．そのため，

今回の研究では，始めに電子投票機器のセキュリ

ティ分析，運用（オペレーション）のセキュリテ

ィ分析を行い，その結果から想定されるリスクを

分析し日本における電子投票の適用上の問題点を

確認した．以下は，主な問題点である． 

１．プログラム（投票用，集計用）の動作に対す

る監査が行われていないため，不正なプログラム

の混入や不具合による不正確な処理が行われる可

能性がある． 

２．電子投票の安全を選挙運営関係者の運用に多

くを委ねている．このため，以下の攻撃が考

えられ，検出・確認が困難． 

・選挙管理の関係者が攻撃者となった場合は，

悪意のあるプログラム・データを混入するこ

とが可能． 

・集計プログラムの改ざんが可能 

３．その他 

・投票データや集計結果の正当性を確認するこ

とができない． 

これまで，電子投票を実施した結果では，上記の

問題は発生していないが，今後，電子投票が広く

普及するにつれ攻撃の可能性が増加すると考えら

れリスクが高まる．従って，上記の様に，運用面

に依存しているセキュリティ対策について，電子

投票機器自体による技術的な手段を用いた対策に

移行すべきである． 

「改善提案」 

１．電子投票機，集計機などの電子投票システム

の設計，実装，納品の各段階において第三者機関

による安全性および処理の正確性についての評価

確認を受ける． 

２．機器の投票カード挿入口以外の全ての入出力

ポート（USB，LANなど）を封印し，アクセスでき

ないようにする． 

３．プログラム・データの改ざんを検出するため，

電子署名を適用する． 

４．機器ごとの集計プログラムに代えて,統一され

たデータベース言語（SQL）を利用して公開する. 
例） 
SQL>Create table candidate_list(candidate_id decimal(10) 

primary key,  candidate_name char(20) ); 
SQL>Insert into candidate_list values(1,'Toshizo'); 
SQL> create table voting_data 
SQL> create table IC_card 
SQL> insert into voting_data values ('kobe-1','1', 'Governer',1, 1,   

'07/12/11_12:00'); 
SQL> drop table IC_card; 
SQL>create or replace view  winner_list (Candidate_Name, 

 total_vote) 
SQL> drop table voting_data  
 

＜参考文献＞ 
岩崎正洋: 電子投票 日本経済社(2004 Dec) 

Tadayoshi Konho, Adam Stubblefield, Aviel D.  Rubin, Dan S.  

Wallach : Analysis of an Electronic Voting System, IEEE 

Symposium on Security and Privacy 2004.  (May 2004) 

Ariel J . Feldman, J . Alex Halderman, and Edward W. Felten: 

Security Analysis of the Diebold AccuVote-TS Voting machine. 

http://itpolicy.princeton.edu/voting/ 
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１ 現状分析及び問題点の把握 

（１）地方自治体における人事制度の導入状況

地方分権の進展に対応し、地方自治体において

も、職員が持てる能力を最大発揮し、地域の諸課

題に取り組んでいくことが必要であり、個々の職

員の能力・実績をしっかりと把握する人材マネジ

メントの再構築が必要となっている。民間企業で

は既に導入されて久しい目標管理制度による業績

評価や自己申告制度といった能力・実績に基づく

人事評価制度の導入は、一部先進的な自治体に止

まっているのが現状である。（表1） 

 

（２）職員の意識・組織風土の問題点 

 自治体の人材マネジメントが、職員の能力の最

大発揮、組織パフォーマンスの極大化を目的とす

るならば、まず、その対象である職員の意識と組

織風土に内在する問題点を把握する必要がある。 

 今般、自治大学校研修生へのアンケート調査

(H19.6 実施。有効回答 149、回収率 79％)から、次

のとおり考察した。表2～5は、問題点を抽出する

ため、各設問項目に対して、否定的回答をした割

合が高かった設問上位5項目を示したものである。 

①職員の意識・職員満足度に関する問題点

「チャレンジ精神」、「改善志向」、「効率・成果

志向」など仕事人としての不可欠なプロ意識を頑

張って守りつつ、「透明性・納得性」という組織の

活性化を願う意欲的な職員が多いことがうかがえ

る。（表 2・3）意欲ある貴重な職員の満足度を高

める人材マネジメントが求められる。

 

 

 

 

②組織マネジメントに関する問題点 

組織マネジメントについては、「目標共有化」、 

「人材育成志向」の不足がうかがえる。（表 4）目

標共有化は、職員が自律的である組織にとって最

も不可欠なマネジメント項目である。また、組織

全体として、次世代のリーダーを育成しようとす

る意識や風土が希薄となれば、総じて個々の職員

が自己研鑽意欲を失いかねない。 

③職場の組織風土の問題点 

職場の組織風土については、「チャレンジ精神」、 

「コミュニケーション」、「効率・成果志向」の不

足が導き出された。（表5）部局間、職員間の問題

認識の温度差といった垣根の高い組織風土が残っ

ており、効率的な運営や成果直結の行政サービス

を難しくしていることが推測できる。 

（３）人事諸制度と職員の意識変化 

 今回のアンケート調査では、同時に、人事諸制

度の導入によって、必ずしも職員の意識が意欲的

な方向へ変革するものではないことがうかがえる。

（グラフ 1）制度導入にあわせて、職員の意識改

革の仕掛けづくりを行うことが、制度本来の目的

を達成するための要諦である。

テーマ　地方分権時代における地方自治体の人材マネジ

メント ～職員の意識改革からのアプローチ～ 

所　属　兵庫県企業庁立地推進課

氏　名　東尾　憲秀

研究概要  
地方分権時代における地方自治体では、組織パ

フォーマンスを極大化し、住民本位の質の高いサ
ービスを効率的に提供することが求められてお
り、貴重な資源である人材のマネジメントについ
ては、職員の能力の最大発揮が重要な課題である。
本稿では、自治体の人材マネジメントの基底を

なすものとして、学習する組織の実現に向けた職
員参加型の意識改革の必要性について論じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 目標管理制度 自己申告制度  【表１】 

人事制度の 

導入状況 

都道 

府県 

指定 

都市 

市区 

町村 

都道 

府県 

指定 

都市 

市区 

町村 

導入している   29.3% 54.5% 13.2% 75.6% 72.7% 47.8%

導入していない  70.7% 45.5% 82.5% 24.4% 27.3% 49.1%

その他（未回答含） 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 3.1%

    （母数は、勤務評定を実施している団体：都道府県 41、指定都市 11、市区町村 1,021） 

 ＜資料：地方行政運営研究会第 18 次公務能率研究部会報告書（H16.3）地方公務員の人事評価 

システムのあり方に関するアンケート調査結果（H14.9.1 調べ）から抜粋＞ 

【表2】職員の意識 

設問：あなたは日頃どのような姿勢で仕事に取り組んでいますか。 

否定的回答

の割合 

質問項目の 

カテゴリー 

担当している仕事で困難なことがあっても、失敗をおそれずに挑戦している。 21.5% ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神 

部下や後輩に積極的に指導をするように努めている。 20.1% 人材育成志向 

自分の仕事でどのような成果が求められているのかを説明できる。 17.5% 効率・成果志向 

他の人や部門と意見や情報を交換し、仕事の改善に結びつける努力をしている。 16.2% 改善志向 

日頃から自分の仕事を見直したり、創意工夫するよう努めている。 16.1% 改善志向 

【表3】職員満足度 

設問：あなたの仕事に対する満足度について 

否定的回答

の割合 

質問項目の 

カテゴリー 

日常の仕事で「なぜ、そう決まったのか。」と疑問に思うことは少ない。 67.1% 透明性・納得性 

日頃の仕事の中で新しい試みに取り組むことができる。 34.2% ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神 

仕事に自分の能力が十分に発揮できている。 28.9% 透明性・納得性 

仕事にやりがいや働きがいなどの充実感や満足感を感じている。 28.8% 透明性・納得性 

職場では職員同士で共通の価値観をもって働いている。 28.2% 目標共有化 

【表 4】 管理監督職の意識に対する評価 

設問：あなたの職場での上司について 

否定的回答

の割合 

質問項目の 

カテゴリー 

部長級職員が、ﾋﾞｼﾞｮﾝや部の運営方針を自らの言葉で語っている。 39.0% 目標共有化 

係長級職員が、業務の目的・位置づけを適切に説明している。 36.3% 目標共有化 

部長級職員が、改革に取り組む職員を支援している。 33.6% 人材育成志向 

課長級職員が、部下に職場の目標を明確に示している。 32.2% 目標共有化 

課長級職員が業務遂行の中で部下職員を指導しその能力向上を図っている。 32.2% 人材育成志向 

【表 5】 職場の組織風土に対する評価 

設問：あなたの所属する職場の組織風土について 

否定的回答

の割合 

質問項目の 

カテゴリー 

前例や慣習にはとらわれない雰囲気である。 53.1% ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神 

自分の業務以外の業務は他人事である、という雰囲気はない。 45.6% ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

新しいことを積極的に取り入れやすい雰囲気である。 43.6% ﾁｬﾚﾝｼﾞ精神 

事業・業務のコスト（人件費や費用対効果）を意識している。 39.0% 効率・成果志向 

事業を行う目的や方向性を示す目標が職員に浸透している。 35.6% 目標共有化 

変化していない,

13.5%
どちらかと言えば

変化していない,

27.9%

どちらかと言えば

変化している,

 18.2% 変化している,

22.1%

わからない,

 21.2%

変化していない,

16.9%

どちらかと言えば

変化していない,

35.1%

どちらかと言えば

変化している,

15.4%
変化している,

 14.3%
わからない,

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自己申告制度

目標管理制度

【図４】制度の導入後職員の意識変化【ｸﾞﾗﾌ 1】     人事諸制度導入前後の職員の意識変化
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２ 学習する組織づくりによる人材マネジメント 

（１）学習する組織の実現と成功の循環モデル 

マサチューセッツ工科大学のピーター・センゲ

教授によれば、「学習する組織」とは、環境変化や

危機に直面したときに、人と人との相互作用によ

って、新しいものを生み出す力をもった組織であ

る。人材マネジメントの構築にあたっては、「学習

する組織」を念頭に、自律的な相互学習をベース

に組織風土を変革し、また、変化に対応し、変化

を起こせる人材育成を目指すべきである。

学習する組織の実現にあたっては、同大学ダニ

エル・キム教授の成功の循環モデルがある。成功

の循環モデルは、組織の目的である成果、業績と

いった「結果の質」の向上のためには、オープン

にものが言える「関係の質」の改善から着手し、

「思考の質」、「行動の質」、「結果の質」の改善へ

と導く手法である。（図 1）では、「関係の質」を

高める方法はどうすればよいか。これは、お互い

に相手の思考や価値観を聞くところから始まる。

そのためには、関係をフラットにし、相互に持て

るものを交換し合う、多様な価値観を持った人々

が相互作用を起こすような場の設定が必要である。

（２）未来型組織の常識 

 「関係の質」を支配し、思考と行動に大きく影

響するものが、通例「常識」と認識されているも

のである。センゲは、すべての組織はシステムで

あり、システムの中に「暗黙のうちに定められた

ターゲット」が存在し、それが変化を阻害すると

言う。図に示したように、組織は、組織構造、規

程や人事制度などの明示された制度と、それに影

響する暗黙のターゲットとからなる二層構造をし

ている。通例、組織を考えるとき、組織構造、規

程や人事制度など目に見える部分だけを組織と認

識しがちであるが、実際には、組織に潜在してい

る「価値観」、「目標共有化」、「問題意識」などの

組織風土、体質といったものが全体に大きく影響

している。明示された制度部分をいかに改革しよ

うとも、この目に見えない部分である暗黙のター

ゲットにメスをいれなければ、抜本的な改善は望

みがたい。地方分権時代の自治体にとって、「言わ

れたこと、与えられた課題を義務的にこなす。」と

いう「過去型組織の常識」から脱却し、「自らの仕

事に意義と課題を見つけ出し、周囲と協力しなが

ら自分の責任でそれを全うする。」という「未来型

組織の常識」を共有する組織へと変革することが

必要である。（図2）

（３）職員の意識改革からのアプローチ 

地方分権時代における自治体の目指すべき組

織として、未来型組織の常識を共有化した職員が、

相互の自律的な学習により、住民ニーズや社会環

境の変化に柔軟かつ機動的に対応する組織を掲げ

た。その実現のためには、何よりも制度が根ざす

土壌の改良、すなわち職員の意識改革の仕掛けづ

くりが必要である。以下に具体策を提案する。

①組織ビジョンの共有化の提案 

「ビジョン＆ミッションカード」の導入 

組織ビジョン（目標）を共有化する一手法とし

て、価値判断の基準を明示したカードを作成する。

全体のビジョンや所属の目標を具体的に明示した

このカードを職員が常に携帯し、折に触れて確認

しあうことで、判断、行動基準が明確になるとと

ともに、職員の自律意識の高まりと、内的動機付

けに裏付けられた人材の育成が期待できる。 

②学習の機会の導入（学習の場の設定）の提案 

「コミュニケーションミーティング」の導入 

 成功の循環モデルにおける「関係の質」を向上

させるために、階層別、階層混合等で10名程度が、

あらかじめ定めたテーマで、肩書きにとらわれな

い「気軽にまじめな話」をする場を設定する。立

場をはなれた自由な議論を通じて、それぞれの価

値観の相互理解、絆の構築、あるいは未来型組織

の常識の共有化を図る。 

【参考文献】1高間邦男『学習する組織 現場に変

化のタネをまく』（2005.4 光文社新書）、2山中俊

之『公務員人事の研究』(2006.6東洋経済新報社) 
 3 柴田昌治『なぜ社員はやる気をなくしているの

か』（2007.5日本経済新聞出版社）、4多田 稔『公

務員意識改革のブレークスルー』（2007.4 自治体

チャンネル） 

【研究メンバー】

河尻茂明（富山県職員）、山下昭一（浜松市職員）、

池田雅光（鹿児島市職員）、仲松則夫（沖縄県職員）

【図1】 

＜ダニエル・キム：成功の循環モデル＞

行動の質

思考の質

関係の質 

結果の質

 
明示された制度 

組織構造、規程、人事制度（人事評価・人材育成・研修制度等） 等 

 

暗黙のターゲット 

【過去型組織の常識】  【未来型組織の常識】 

大過なく（休まず、遅れず、働かず） 価値観 チャレンジ精神 

お題目だけ、中身が具体的でない 目標共有化 各階層でブレークダウンした目標を共有 

キャリアデザインの認識なし 人材育成 キャリアデザインの意識あり 

本当のことを言わない（リスクが潜在化） ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 本音で話し合う（リスクが顕在化） 

問題意識は不平・不満（反乱者） 

問題がないことが重要 

問題意識 

(改善志向) 

問題意識は称賛の対象（改革者） 

問題は当然にある、それを発見、改善する 

どうせ言っても無駄。言い出しっぺが損をする 変化への対応 言うべきことは言いながら協力し合う 

深く影響
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１ 改善していく事項は 

（１）楽しく働きやすい職場づくり 
・職員同士がお互いを良く知り、理解しあい、

楽しく働ける職場づくり 
・職員の予定を全職員が把握する 
・提案機会の設定する 
・なるべくメールを使わない意思疎通を図る 

（２）職員の資質の向上 
 ・接遇や相談技術の向上を図る。説明の方法、

技術を学び相手の話をよく聴き取る姿勢を学

ぶ 
（３）職場の環境整備 
  ・お客様が入りやすく、応対がしやすい事務机、

カウンターや備品も含めた配置の検討を行う 
２ 話し合いの結果、具体的に行ったことは 

(１)朝礼の実施 

  ・ラジオ体操、予定等連絡事項の確認、情報の

共有、司会者のスピーチ、提案など 

（２）相談業務等の面接技術研修会の実施 

（３）備品等配置の提案、検討とその実施 

 ・事務机のカウンター対面配置と机上名札の設

置 

・高齢者等に配慮した低床カウンターの設置 

・カウンターに仕切り板の設置 

・一時貸し出し傘の設置活動実施の成果 

３ 活動実施の成果は 

市民から見て大きく変わったと思われるこ

とは、机の配置と思われる。反応は様々ですが、

「おやっ変わったな」と思われることが多く、

時には口に出して言われる。否定的な反応は聞

かない。職員としては、最初は落ち着かなかっ

たが、お客様の動きが把握しやすい。お客様の

来庁に気づきやすい、などの利点がある。名札

の件も、より責任感や緊張感がでて良いと思う。 

  朝礼と一分間スピーチは職員の相互理解や意

思疎通の面で効果があると思う。それが支所の

雰囲気づくりに役立ち、ひいては、市民へのサ

ービス向上に資すればと思っている。 

４ 最後に 

このように特に変わったことはできていると

は思いませんが、できることから改善していく

姿勢で活動を実施しました。今後も、良くなる

ことはさらに継続検討していきたいと思うし、

自主研修グループ活動自体も継続していきた

いと考えている。 
 
＜その他の研究メンバー＞ 
（平成１９年度のメンバー） 
丹波市総務部市島支所 
庶務係 
吉見和幸・荻野恭弘・井上里司 

健康福祉係 
石井嘉津江・小暮恵子・余田正樹 
荻野あゆみ・塩谷真由美 

生活環境係 
荒木久子・石田善和・細見文子 
細見成一・石堂まゆみ  

 
（平成２０年度のメンバー） 
丹波市総務部市島支所 
庶務係 
荻野恭弘・石田善和・高見英孝 
吉見武士 

市民福祉係 
石井嘉津江・余田正樹・細見文子 
辻本愛・荻野真理・塩谷真由美 

健康部健康課 
小暮恵子  

 
 
 

テーマ 接遇の向上を目指して 

所 属 市島支所改善グループ 

氏 名 畑 幸 宏（丹波市総務部市島支所） 

研究概要 
公務員の資質及び勤務状況については、市民の

関心が高くその評価の厳しさを実感している。市

島支所は現在支所長以下１２名であるが、支所は

市民生活の相談窓口として地域におけるその役

割は重要であると考える。 
丹波市に合併して４年目を迎えるが、市の職員

としてサービスを向上させ、どうすれば市民に満

足していただける行政窓口になれるのかを考え、

事務等の改善について研究を行った。 
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１ 旧６町による合併の影響 

平成１６年１１月１日、旧氷上郡の６町（柏原

町・氷上町・青垣町・山南町・春日町・市島町）

が合併し、８２２人の職員が一つの自治体職員と

なった。これに伴い、業務内容の変化もさること

ながら、同じ目的に向かって進む、職場の仲間と

しての一体感を感じにくい状況であった。 
当市は、合併して「６つが1 つになった」ので

はなく「６つで 1つになった」と掲げ、心の合併

室という部署を設置し、住民の心の合併を促して

きた。一方で、職員においても住民同様、旧町意

識がある事は否めなかった。事務のやり方も違え

ば、考え方も異なる。人間なら考え方が違うのは

当然だが、それを旧町意識という言葉で括ってし

まう。さらに、合併したことで膨らんだ職員を減

少させていかなければならず、職員相互にとって

「互いに認め合う」という大切なことが欠けてい

る様に感じた。 
 
２ 「業務改善」という手段を使って 

私たちは、もともと職場の業務改善をするため

に活動を始めたのではない。「職員同士の心の合

併」を促すための１つの方法が業務改善であった。 
きっかけとなったのは、尼崎市での先進的な取

り組みの視察であった。その報告に感動や職員と

してのあるべき姿など、刺激を受けた有志１３人

が丹波市版改善発表大会の開催に向けて活動を始

めた。 
 
３ 「バリ３」にこめた思い 

 私たちは、丹波市業務改善改革運動発表大会を

バリ３ダービーと称した。バリ３とは、「携帯電話

のアンテナがバリバリ３本立っている状態」のこ

とをいう、少し若者風の言葉である。この言葉と、

「日常業務のふとした改善のヒントや課題に気づ

くため、多方面への意識をはりめぐらせ、その感

度を上げている状態」とをなぞらえたのである。 
 
４ 浮き彫りになった課題 

大きな課題は業務改善を共有することの理解

である。「日々業務改善していくのは当たり前。や

った事を誇らしげに他に発表する必要性は感じら

れない」と考える職員が、思っていた以上に多か

った。特に、当市は他先進自治体と異なり、自主

研修グループとして、有志職員発意で始めた事も

あり、強制力がなく、こういった職員に対してど

のように運動を広めるのかという課題が出てきた。

一方で強制力のある取り組みとして、これまでに

は職員提案制度により、良い提案があれば担当部

署へ進言するといった事を実施していた。しかし、

他人から提言されたことをそのままやるというこ

とに抵抗を感じ、言わば「面白くない」のである。

ならば、やらされ感で行うのでなく自分が提案し

たことを実施し、成果が上がればそのことを広く

周知する。そして自らが実施したことにより説得

力が増し、さらに楽しさを加えることで改善を広

げられると考え普及、広報活動にも力を入れた。 
 
５ 有志でできることの限界 

準備が進むにつれ、この取り組みが職務命令で

行われていないことから、職員の抵抗感を感じた。

個人としてはやる気があっても、周囲の理解の乏

しさにより取り組み難い状況があった。また、先

にも挙げたが、強制力に欠けることは、影響力に

欠けることである。この課題を解決すべく、様々

な部署への取材を実施し、何かに頑張っている職

員を応援する記事を掲載した「バリメール」とい

う広報誌の作成し、庁内LAN で配信した。ほか、

部長会での支援を受けながら、実行委員だけでは

力が及ばない部分を補った。 
 

６ バリ３ダービー開催【平成２０年２月１９日】 

バリ３ダービープレ大会２００８では、５チー

ムと２名の発表者が出場した。事前にサポーター

カードと称した応援メッセージを記したものを持

 

テーマ 職員の心の合併 

    ～全庁的業務改革・改善運動を通して～

 

所 属 バリ３ダービー実行委員会 

 

氏 名 平岡 英人（丹波市 財務部 財政課）

研究概要 
職場全体で、課題や気づきを共有、共感、共鳴

してカイゼンの輪を広げていくことを通じて職員

の心の合併を促したいと考え「バリ３ダービー実

行委員会」を職員有志で組織し、日常業務におけ

る小さな気づきや業務改善、意識改革の活動事例、

また、これまでの経験から感じたことや魅力ある

丹波市づくりの提案などを発表する「丹波市業務

カイゼン大会『バリ３ダービープレ大会２００

８』」を開催した。 
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参してもらったり、客席審査をしてもらうなど、

発表者との一体感を感じて貰う工夫をした。結果、

職員の約半数にあたる３００名の職員、市民、他

市自治体職員の参加があった。 
 当日職員を対象にアンケートを実施し、回収し

た１３３枚のアンケート結果の一部から考察して

みる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表１ 当初から楽しんで取り組んで欲しいと計

画をしていた中で、９８％が楽しかったと回答が

あったことは、発表者や実行委員会の達成感につ

ながった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表２ 次回開催時には自分も出場したいと思っ

たかを問うたが、１５％が出場してみたいと回答

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図表３ 大会をきっかけに、自分の職場でも改善

に取り組んでみようと考えたかどうかを問うた。

８５％が何か始めてみようと思ったという事は、

今回の取り組みの成果指標として十分に評価でき

る数値であったと考える。 

 
７ 今後の課題 

 課題は大きく分けて２点ある。 
１点目は改善事例発表を終えてからの他部署

への広がりである。改善提案はされるが、そのこ

とを他部署でどれだけ具体的に取り組める仕組み

を作れるかである。有志だけで運動を広げていく

ことには限界があり、改善にかかる予算措置や、

組織ぐるみの対応など行政（職務）として取り組

むべき課題が多く、双方協力して検討していかな

ければならないと考える。 
２点目は何年か経過することで、大会への新鮮

さが失われマンネリ化することが予想されること

である。さらには改善に対する意識も希薄になる

恐れもある。他市の先進的な取り組みの中でも同

様の症状が出ており苦慮されている現状もある。

当市独自の持続可能で有効な方法を考える必要が

ある。 
 
８ 私たちの得たもの 

人の心を動かそうとすれば、自ら動かなければ

ならないこと。理解をして貰うためには、理解し

て貰えるように動かなければならないこと。 
アンケートに記されたコメント。“一致団結し

て１つのテーマに取り組むことによって心の合併

につながるステキなチャレンジだと思う” 
私たちが目標としていたことを理解して貰え

る人がいた喜びや、諦めずに根気よく継続して得

た達成感は大きな心の糧となった。 
 
＜協力自治体＞ 
尼崎市・名古屋市・福井市・柏原市・山形市 

 
＜参考文献＞ 
島崎耕一著 
「カイゼン運動からはじめる自治体経営革新」 
よい自治体経営を考える委員会報告 
「環境変化のもとで進化する自治体づくり」 
日経グローカルNo.71 

 
＜その他の研究メンバー＞ 
藤原 勇（柏原支所）、磯﨑広之（心の合併室）、

柳田なつよ（財政課）、木村成志（財政課）、 
岸本ちづる（企画課）、山下博子（企画課）、 
荻野雅文（生活支援課）、荒木智恵（企画課） 
中村由美（山南支所）、東浦美果（生活支援課）、

野村尚司（地域振興課）垣内大介（総務課） 

職場で何か始めようと思った 

出場したいと思いましたか？ 

楽しかったですか？ 

【図表３】 

【図表１】 

【図表２】 
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