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１．はじめに  1 

 「持続可能社会」については長い議論がされてきたが，まだその姿は明確に2 

は描けていない。その理由は多々あるが，何よりも，「持続可能社会の定義」そ3 

のものが混乱していることにあるだろう。理念的には，例えばハーマン・デリ4 

ーの 3 原則 1)，即ち再生可能な資源の持続可能な利用の速度はその供給源の再5 

生速度を超えてはならない，再生不可能な資源の利用の速度は持続可能なペー6 

スで利用する再生可能な資源へ転換する速度を越えてはならない，汚染物質の7 

持続可能な排出速度は環境がそうした汚染物質を循環・吸収し，無害化できる8 

速度を越えてはならない，などとして簡潔に表現されてきたが，それは理論上9 

の理想の目標であって，現実に実現可能なものとは考えにくい。そこで現実的10 

な定義を導こうとすると解釈は多様なものになっている。それは，「科学的な真11 

理」と「社会的な正義」とさらに「個人としての選好」の 3 つの基準がないま12 

ぜになって，俗に言う“何でもあり”の状態にあると言わざるをえない。  13 

 本報では，筆者らが様々な背景を踏まえて導いた定義と，それに基づいて実14 

施してきた具体的な事例を紹介し，少しでも持続可能社会の姿（将来社会像）15 

とそこに至る道筋（ロードマップ）を明らかにしたい。特に，その中で“持続16 

可能社会の将来像を定量的に示す指標を，多量の社会・経済・環境に関するデ17 

ータ解析から導いた”ことが本研究の特徴である。  18 

 19 

1) 持続可能な社会をどのように定義するのか  20 

持続可能な社会の定義について論じた文献は，数多く存在する。森田 2 ,3）ら21 

は 1970 年代後半から 1990 年代前半の間に出された文献を検討し，持続可能な22 

発展の概念には大きく「自然条件を重視して規定されたもの」，「世代間の経済23 

的な公平性を強調したもの」，「社会的正義や生活質など，より高次の観点から24 

展開するもの」の 3 つに分類されるとしている。このように，様々な解釈がな25 

される「持続可能」という言葉であるが，大半の定義に共通している要素とし26 

て，“気候変動や資源枯渇などの社会経済活動による環境への悪影響が一定の限27 

度（環境容量）を超えないよう抑えながら，現世代の豊かさと将来世代の生存28 

が維持されること”と要約することができるだろう。  29 

その際，“環境の容量”をどう定量化するのかが次の問題であるが，現在その30 

指標として も重要で具体的に捉えやすいのが，地球温暖化である。原因が主31 

に化石燃料消費からの二酸化炭素であるため，排出量がかなり正確に計算でき，32 
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原因の特定も比較的容易だからである。このような観点から二酸化炭素排出の1 

大幅な削減（ 2050 年に， 1990 年に比べ 50％から 80％削減）を目指した持続可2 

能な社会の新しいモデルを模索する動きが各地で見られている。筆者らが作成3 

に関わった滋賀県の「持続可能な滋賀社会ビジョン」 4)もその一例である。そ4 

こでは，2030 年に県内の二酸化炭素排出量を半減 (1990 年比 )することを目標と5 

している。  6 

 7 

2)  持続可能社会の姿はどの様なもので，それに向けて何をすればいいのか  8 

日本も含む世界各地で模索されている持続可能社会の姿は，導入される対策9 

や技術の側面から比較してみると，大きく 2 つのタイプに分けて整理すること10 

ができるだろう。第一のタイプは，国が先導するような大規模な先端技術に依11 

存する「先端技術型」である。欧米や日本などの工業先進国が歩んできた道の12 

延長上にあり，現在の社会の仕組みを大きく変えることなく，物的・経済的な13 

豊かさを追求できる社会である。第二のタイプは，地域レベルで開発されるよ14 

うな小規模な適正技術を取り入れると共に，いまの社会構造も大きく変える「自15 

然共生型」である。その特徴は，自然生態系との調和の中で，自然の生産力を16 

維持・活用しながら社会のあり方そのものを変えていこうとする社会である。  17 

これら 2 つのタイプにはそれぞれに課題がある。自然共生型の社会では，市18 

民の生活スタイルも大きく異なることになるために，その選択は，社会の構成19 

員の価値観や倫理観にまで大きく関わってくる。一方，先端技術には多額の資20 

金，高度な技術基盤などが必要であり，大規模な資本を持つ国・大都市にしか21 

その可能性はなく，その反作用で地域社会がますます取り残されてしまう。こ22 

れがいま日本の大きな課題で，“地方創生”を政府が大きな声で叫ばなければな23 

らない事態にまで至った背景でもある。このことを考えると，上記 2 つのタイ24 

プのうち，我々地方で研究をする立場としては，地域に基盤を置く「自然共生25 

型」の社会を目指すことは自然であろうと思われるが，その必然性と可能性を26 

さらに掘り下げて以下に検討する。  27 

 28 

3) なぜ地域を対象にするのか  29 

地域再生または創生の重要性が訴えられるようになった背景には，グローバ30 

ルな規模での経済成長と引き替えに，人・モノ・金の流れが地域から大都市へ31 

と偏在化した結果，その恩恵を受けられない地域も数多く存在すること，それ32 
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を引き金として若年層の流出や極端な高齢化が進行し，地域社会の存在自体が1 

危ぶまれるような自体に至っている現状が挙げられる。植田 5)は，経済のグロ2 

ーバル化は地域の経済基盤を不安定なものにしてしまう可能性を指摘した上で，3 

グローバル化がもたらす地域経済への外生的な衝撃を緩和する，さらには地域4 

経済の内発的な活力を培養して，より自律的で発展性のある地域経済をつくっ5 

ていくことが持続可能な地域社会構築のために重要であると指摘している。こ6 

のように，持続可能社会への転換が強く訴えられるようになった社会・経済的7 

な背景には，もともと大量生産・大量消費・大量廃棄で成り立っている近代社8 

会の副作用として生じた，「地域の問題」が大きな位置を占めていると言えよう。 9 

また，東日本大震災は，エネルギーからみた「地域」の重要性について 2 つ10 

の大きな課題を投げかけた。“災害発生直後におけるエネルギー確保の必要性”11 

と，これまでの主流であった“大規模な生産・供給体制でのエネルギー政策が12 

壁にぶつかっている”ということである。このことを考えると，これからは各13 

地に広く分散している再生可能エネルギーを，地域レベルで，地域の人の営み14 

によって活用する仕組みを考えていくことが不可欠である。それを使うのはも15 

ちろん，作り出すことも地域の人の力によって支えられるようになれば，万一16 

の災害への備えはもちろん，地域の経済的な活性化にも大きな役割を果たし，17 

本当の意味での地域の「豊かさ」にも繋がるだろう。これこそが持続可能社会18 

への一つの正道であるといえよう。そして，地域単位でかつ地域が主体で再生19 

可能エネルギーを利用するということは，その地域の生産システムをどう作る20 

かということと不可分である。言い換えれば，地域住民の日常的な暮らしやそ21 

れを支えるインフラまで含めて，将来の地域社会の将来像そのものを考えるこ22 

とに繋がる。  23 

 24 

4) 地域に根ざした脱温暖化・持続可能社会の実現のためには  25 

省エネ技術の開発や普及といった技術的な対応だけではなく，これからは上26 

記のようにエネルギー供給・消費構造の転換が求められ，これは地域社会のあ27 

り方自体を問い直すことになる。したがって，その実現に当たってはまず，住28 

民，事業者，行政など地域の様々な主体が，目指す社会の将来像を明確に共有29 

することが不可欠である。そのうえで，数十年の時間スケールの中で，将来社30 

会像の実現のためにこれから何をしなければならないかという道筋（ロードマ31 

ップ）を共に考えることが必要である。  32 
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しかしここで問題は，地域社会にとって脱温暖化に踏み出すことの必然性と，1 

それによって得られる恩恵を認識（特に定量的に）することが難しいことであ2 

る。この課題を解決するための検討こそが本研究の主題になっているわけであ3 

るが，そのために先ずは，“地域で暮らす人々が豊かさを感じるためには”とい4 

う視点から，地域が望む社会の姿とそこに向けた行動を，地域主体の参加によ5 

って設定し，次いで，“その行動の結果，どれだけの二酸化炭素排出削減ができ，6 

同時に地域経済がどのように変化するか”という定量的な推計が必要となる。  7 

 8 

以上のことを踏まえ本研究では，脱温暖化のための条件として“ 2030 年に，9 

二酸化炭素の排出量を半減 (1990 年比 )”という環境制約のなかで，地域にとっ10 

ての豊かさを可能な限り達成するものとして持続可能な社会の実現を目指し，  11 

①  滋賀県東近江市を対象とし，地域の主体が，望ましい地域の将来の姿につ12 

いて議論する場を設け，地域の豊かさを向上させるために必要な要素を明13 

らかにする  14 

②  それを基に，脱温暖化を図り，地域の豊かさを高めるような取り組みから15 

なる「将来社会像」を定量的に描き出し，その実現のための「道筋（ロー16 

ドマップ）」を作成する  17 

そうすることで，市民意識に基づく持続可能社会の将来像とその実現ロード18 

マップの作成手法を提示することを目的とした。  19 

  20 

２．研究の方法  21 

図 1 に，地域の主体による持続可能な社会の将来社会像とその実現ロードマ22 

ップの作成の流れを示す。その作成においてはまず，地域がいま改めて求めて23 

いる本当の「豊かさ」とは何かを具体的に把握することが必要である。本研究24 

では，地域の人たち自身が，自分たちの生活が将来どのように変わることを欲25 

しているのかを話し合う「議論の場」づくりから始めた。  26 

議論の過程では，現状の地域社会の情勢を理解・把握するための社会経済統27 

計データベース，適用技術の同定のための環境技術の動向や対策・施策・取組28 

事例データベース，将来社会像を定量的に推計するためのツールとしての数理29 

モデル，ロードマップを作成するための数理モデルからなる「地域情報システ30 

ム」を構築し活用した。そうすることで，定性的な議論に加えて，地域の社会31 

経済構造の将来変化と脱温暖化に必要な技術対策，それと地域の豊かさを向上32 
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させるために必要な要素との複雑な関係を定量的に推計した。  1 

  2 

2.1節 議論の場 2.2節 地域情報システム2.3節 将来社会像

ひがしおうみ環境円卓会議
（市民代表26名）

「ひがしおうみ環境円卓会議」
運営のための事務局

－ファシリテーター3名
（議論の進行役）

－行政3名
（委員間の連絡調整役）

－研究者3名
（定性的な議論の論理的整理

および定量的な裏付け）

2.2.1 項
社会経済統計データベース

2.2.2 項
環境技術動向・対策・施策・
取り組み事例のデータベース

2.2.3 項
将来社会像の定量推計ツール
（ExSS（数理モデル）)

2.2.4 項
ロードマップ作成ツール
（BCM（数理モデル））

2.3.1 項
住みたいまち・豊かさを感じられるまちなどの
望ましい将来に関する意見をまとめた文章である

ストーリーラインの作成

2.3.2 項
地域の主体による地域の視点から考えた

「豊かさ」にかかわる要素の考察

現状の地域社会
の情勢を把握・

情報提供

2.3.3 項
ストーリーラインに基づき、ExSSを使った

将来社会像の定量的な推計

2.4節 実現ロードマップ

将来社会像の実現のための

道筋（ロードマップ）の作成

推計
結果

 3 

図 1 地域の主体の参画と地域情報システムの活用による持続可能な将来社4 

会像とその実現ロードマップ作成の流れ  5 

 6 

2.1 議論の場づくり（ひがしおうみ環境円卓会議の立ち上げ）  7 

東近江市を拠点として様々な活動を行っている市民や事業者，行政，学識経8 

験者が一同に会する「ひがしおうみ環境円卓会議」を平成 22 年に立ち上げ，東9 

近江市地域が目指す望ましい社会の姿とその実現方法について議論を重ねた。  10 

円卓会議の委員は，環境関連の活動団体のリーダー（ 7 人）に限らず，福祉11 

や教育（ 5 人），産業（ 6 人），まちづくり活動（ 8 人）などの分野で，各自の専12 

門を中心としながらも社会のあり方について幅広く考えられる人材で構成した。 13 

また，円卓会議の円滑な運営のため，会議進行役，行政，研究者からなる事14 

務局を設置した。そのうち，会議の進行役は中立公正に議論を進行する，かつ15 

議論の経過を俯瞰的に判断できる人材（ファシリテーター）を市外から 3 名招16 

いた。普段から地域の人たちと地に足をつけて関わっている東近江市の行政職17 

員 3 名は，事務局側を含めた参加者全員に対して日程の調整や議論内容の共有18 

を図ることはもちろん，議論の場以外でもこまめに委員らと連絡を取り合い，19 

委員らのモチベーションが下がらないようにした。さらに，地域社会のあり方20 
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全体を，多分野にまたがって議論を展開するという形式をとったため，参加者1 

は時にはあまり精しくない分野についても議論することになる。それを補うた2 

め筆者らの研究者側は，地域の社会経済の現状に関する統計データや，取り組3 

み事例等を収集し適宜提供した。特に，議論の中で出てくる定性的な意見やキ4 

ーワードなど，参加者らが漠然と思い描いているイメージを論理的に整理した5 

うえで，作り上げた将来社会像や実現ロードマップが社会経済指標のバランス6 

のとれた形で実現可能なものであるか，数理モデルを使って定量的に検証する7 

役割を担った。  8 

 9 

2.2 地域情報システムの構築  10 

2.2.1 社会経済統計データベース  11 

将来社会像の定量推計のための第一段階として，現在の地域社会の姿を定量12 

的に把握することが必要となる。これは，人々がこれから自分たちの暮らす地13 

域の将来を考えていくときの材料としても大変重要なものである。  14 

本研究では，2000 年を現状として，2030 年の社会像の定量的な描写を目標と15 

したため，表 1 に示すような統計資料を収集整理し，現況を把握するとともに，16 

円卓会議に議論の材料として適宜提供かつ数理モデルによる将来推計に用いた。17 

県単位でしか把握できないものや異なる時期に，異なる調査方法をもって実施18 

されているものの場合は，市に按分するなど，適宜補正して使用した。  19 

 20 

表 1 用いた主な統計データ  21 

区分  用いた主なデータ  

暮らし  国勢調査，住民基本台帳に基づく人口及び世帯数，

社会生活基本調査など  

産業，生産  産業連関基本取引表，工業統計調査，商業統計調

査，経済センサス，農林業センサスなど  

消費  家計調査，消費実態調査，産業連関表など  

移動（旅客，貨物）  パーソントリップ調査，道路交通センサス OD 調

査，全国貨物純流動調査（物流センサス）など  

エネルギー消費  総合エネルギー統計エネルギー需給実績，エネル

ギー・経済統計要覧など  

再生可能エネルギー  

（実績量，賦存量）  

滋賀県新エネルギー賦存量調査，NEDO データベー

ス，再エネ賦存量調査，滋賀県 GIS など  

 22 
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2.2.2 環境技術の動向・対策・施策・取り組み事例のデータベース  1 

省エネなどの「技術」や環境負荷削減のための「対策」「施策」「取り組み事2 

例」を収集・整理した。「技術」と「対策」は将来社会像の定量推計ツールで利3 

用し，「施策」は効果や問題点を整理し，主にロードマップ作成に活用した。  4 

また，東近江市内では円卓会議の中で提案されたような取組を既に先行的に5 

実施している事例が多く存在し，これら既存の取組をロードマップの起点とし6 

て位置づけることが，地域に根ざした実効性の高いものを作成する上で不可欠7 

である。そこで，ホームページや聞き取り等を通じて，市内で行われている取8 

り組み（ 33 件）の活動内容，実施主体，現在の進行状況などを調査・整理した。  9 

 10 

2.2.3 将来社会像の定量推計ツール (ExSS) 11 

ひがしおうみ環境円卓会議のなかでは，地域の将来社会像を定量的に描くた12 

めのツールとして，数理モデル Extended SnapShot Tool（ExSS）を活用した。  13 

ExSS はもともと，滋賀県全域を対象とした低炭素社会の実現をテーマとする14 

研究 6～ 9）のなかで，京都大学工学研究科都市環境工学専攻松岡研究室によって15 

開発されたものである。ExSS では，対象とする地域における社会経済の動向と16 

その下での民生・産業・運輸部門の諸活動，そしてそれらの活動に伴うエネル17 

ギー消費や二酸化炭素の排出に至るまでの関係を一つの数理モデルにより表現18 

することで，社会システムのあり方から環境負荷発生量までを一括して推計す19 

ることが可能となっている。  20 

ExSS では将来推計の基本として，はじめに地域内の産業がどのようにして成21 

り立っているか（域外向けの主力産業は何か，域外からの供給に強く依存して22 

いる業種は何か，各業種の生産性は，など）と，地域内にはどのような人々が23 

どのような生活を送っているか（年齢構成は，就業率は，就業者はどこで働い24 

ているのか，家計消費は，標準的な世帯構成は，など）を入力パラメータとし25 

て規定する。そしてこの規定をもとに，産業を成り立たせるために必要な労働26 

力から規定される地域住民の人口と，住民の消費を支えるために必要な産業の27 

規模が，一定の均衡をもって成り立つ状態を連立方程式の解として導きだす。  28 

次に，導き出された産業構造と人口規模から，民生部門（家庭・業務），産業29 

部門，運輸部門（旅客・貨物）ごとにエネルギー消費をともなう活動（たとえ30 

ば運輸部門であれば人やモノの移動，民生部門であれば冷暖房・給湯など）を31 

「サービス」として推計し，それをまかなうために必要な機器のシェアや効率32 
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をもとに部門ごとのエネルギー消費量を算出，それに二酸化炭素排出係数を乗1 

じることによって，地域における将来の二酸化炭素の排出量を推計する。  2 

表  2 に，ExSS において設定条件として入力するパラメータと，それらに基3 

づいて算出される内生変数の関係を示す。  4 

 5 

表 2  Extended Snapshot Tool（ExSS）の主な入出力項目  6 

 設定条件として入力する 
パラメータ 

算出される内生変数 

民
生
部
門 

家
庭 

年齢構成，平均世帯員数，就業率，
平均労働時間，用途別機器シェア，
機器別効率改善状況，消費性向，
家計消費支出の部門別割合，域内
在住者の域内就業割合など 

人口，世帯数，用途別・エネル
ギー源別民生家庭部門エネル
ギー消費量，民生家庭部門 CO2

排出量など 

業
務 

用途別機器シェア，機器別効率改
善状況など 

業務床面積，用途別・エネルギ
ー源別民生業務部門エネルギ
ー消費量，民生業務部門 CO2

排出量など 

産
業
部
門

基本取引表投入産出係数，1,2 次産
業部門別燃料シェア，燃料別効率
改善状況，労働生産性，移輸入率，
移輸出額，域内就業者の域内在住
割合など（民生業務部門に該当す
る部門も含まれる） 

産業連関基本取引表，部門別生
産額，GDP 労働時間需要，部門
別・エネルギー源別産業部門エ
ネルギー消費量，産業部門 CO2

排出量など 

運
輸
部
門 

旅
客 

人口あたり移動区分別旅客機会，
旅客移動機関分担率，機関別効率
改善状況など 

移動区分別・機関別旅客移動人
キロ，機関別・エネルギー源別
旅客運輸部門エネルギー消費
量，旅客運輸部門 CO2 排出量
など 

貨
物 

生産額あたり部門別・行先別輸送
トンキロ，貨物輸送機関分担率，
機関別効率改善状況など 

荷種別・機関別貨物輸送トンキ
ロ，機関別・エネルギー源別貨
物運輸部門エネルギー消費量，
貨物運輸部門 CO2 排出量など 

そ
の 他 

エネルギー別 CO2 排出原単位，再
生可能エネルギー導入量など 

  

 7 

2.2.4 ロードマップ作成ツール (BCM) 8 

作成した将来社会像の実現のための取り組みの，現在から目標年までのロー9 

ドマップを作成するツールとしては，数理モデルである Backcasting Model10 

（BCM）を活用した。BCM は， 2030 年に低炭素社会の構築を目指して策定し11 

た滋賀県の「持続可能な滋賀社会ビジョン」4）を実現するためのロードマップ12 

構築手法の開発研究 10）の一環として開発されたものである。  13 

BCM では，個々の取り組みに対して，その取り組みを実施する地域の主体（市14 
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民・行政・企業など），実施期間， 早開始年，実施労力量（各主体が費やす労1 

力やコストなど），継続労力量（取り組みの完了後，維持管理のために必要な一2 

年間あたりの労力量），直接削減量（二酸化炭素排出量の削減効果），社会的効3 

果量（地域社会にとって何らかの好影響をもたらす場合に，それを数値であら4 

わしたもの）を基本情報として与える。また，個々の取り組みの間には，先行5 

－後続の関係，同義・同調の関係，といった関係性があると考え，すべての取6 

組についてこれらの関係の有無を確認しておく必要がある。さらに，取り組み7 

に参加するすべての地域主体に対して，提供可能な労力・コスト量を定義する。  8 

以上のデータをもとに，すべての取り組みからもたらされる社会的効果量の9 

総和（Σ（個々の取組の社会的効果量）×（取り組みの継続年数））を 大化す10 

ることを目的関数，各取組に対して各主体が費やす労力の合計は提供可能労力11 

量を超えない，目標年にはすべての取組が完了あるいは継続の状態にある，を12 

制約条件とした 適化問題を解くことによって，すべての取組の進行状況を，13 

単年ごとにスケジュール化したものとして出力する。  14 

 15 

2.3 将来社会像の作成  16 

2.3.1 ストーリラインの作成  17 

将来社会像作成の第一ステップとして，参加者らの地域に対する将来の希望18 

を聞きだし，整理したうえで内容を十分に調整し，望む地域の将来のイメージ19 

を参加者らで共有することが必要である。そのため本研究では，平成 22 年度に20 

計 6 回の「ひがしおうみ環境円卓会議」を，ワークショップのような形式で運21 

営し，参加者らに豊かさを感じ住みたい地域社会はどのような社会なのか，そ22 

の実現のために必要な取り組みはどんなものがあるのか，といった将来の地域23 

に対する希望を自由に述べて（付箋紙と模造紙を使用）もらった。それを参加24 

者ら自ら整理しながら，全体として一つのストーリ（叙述文章でまとめたもの）25 

へと調整し，共有を図る方法をとった。  26 

具体的には，地域の現状や現在直面している問題にとらわれ過ぎることなく，27 

まずはできる限り自由な発想で将来の姿を思い描くようにした。次に，出され28 

た意見を集約して，地域の将来社会を理解しやすい形で表現した文章（本研究29 

では，ストーリラインと呼ぶ）を，会議メンバーとの協働作業により作成した。30 

ストーリライン文章の作成作業については，まず事務局において，円卓会議で31 

出された付箋紙を基に素案となる文章を作成したのち，円卓会議の場で 3 回，32 
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事務局ならびに委員有志による小会議を 3 回，計 6 回の議論の場をもうけるこ1 

とで，内容の確認と文章の精査を行った。このように，委員自身が文章の校正2 

作業に着手するというプロセスを経ることで，文章の中に，参加者自身の将来3 

社会への思いがより的確に反映されるようにするとともに，“この将来社会の姿4 

は自分たちが考えたものである”という意識をもってもらうことを意図した。  5 

 6 

2.3.2 「豊かさ」にかかわる要素の考察  7 

地域の人による地域に根差した持続可能な社会の実現のためには，地域がい8 

ま改めて求めている本当の「豊かさ」とは何かを具体的に把握する必要がある9 

というのは前述したとおりである。本研究では，ストーリラインを作り上げる10 

なかで，参加者ら自らが出した“豊かさを感じ住んでみたい将来の地域に対す11 

る希望や取組”を整理・体系化することを試みた。その分析から，参加者らの12 

根底にある豊かさ観や目指す社会の方向性を見出すとともに，「地域の豊かさを13 

向上させるために必要な要素」の抽出と ExSS による定量化を行った。  14 

抽出作業にあたっては，ストーリラインの文章の中で用いられた語と語の関15 

係性を分析できる「共起ネットワーク分析」 11 ,12）手法を用いた。本研究では，16 

ノードを 小出現数 7 以上の単語，リンクを Jaccard 係数（類似性の指標であ17 

り，単語間の共起関係を表すもの） 0.1 以上の共起関係とし，分析を行った。  18 

そのようにして見出された，地域の豊かさを向上させるために必要な要素は，19 

後述の ExSS を用いた将来社会像の数値的な根拠をもった裏づけのなかで，何20 

らかの形で変化の度合いを定量的に表現することができる。  21 

 22 

2.3.3 将来社会像の定量的な推計  23 

参加者より出された将来の望ましい地域社会に関する希望や必要な取組（ス24 

トーリライン）に基づいて，表 2 に示すような，ExSS の設定条件として入力す25 

るパラメータを適宜設定した。そうすることで，地域主体の思い描く将来社会26 

像を定量的に，かつ社会経済指標の整合性のとれた形で推計し，さらにその社27 

会構造の中では二酸化炭素排出の半減のためにいかなる対策が求められるかも28 

併せて導き出した。この推計結果は，適宜次回の円卓会議の議論にフィードバ29 

ックさせ，議論の定量的な裏付けだけではなく，推計結果を見ながらより幅広30 

い議論を誘発，ストーリラインの内容の精査や見直しを繰り返すことで将来社31 

会像を完成した。完成した将来社会像は地域の望ましい将来社会に関する文章32 
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（ストーリライン）と，それを定量的に裏付けた推計値を合わせたものになっ1 

ている。  2 

 3 

2.4 将来社会像の実現のためのロードマップの作成  4 

前節の「将来社会像」づくりはあくまで，○○年後の自分たちが住むまちは5 

将来こうなっている，という目標年の社会像を具体的にしていく作業であった6 

のに対し，ロードマップづくりは現在から目標年までの間の○○年間に，いつ7 

ごろ，だれが，どこで，どのようなことに取り組んでいくのか，将来社会像の8 

実現に至るまでの行程を作成する作業である。本研究では，円卓会議と同メン9 

バーで引き続き，平成 23 年度に計 7 回の会議を開き，ロードアップづくりを行10 

った。その作業の流れを図 2 にまとめる。  11 

 12 

ロードマップ
の完成

取組のスケジュール化
限られた期間、労力の範囲内で、いかに全ての取組をこなしつつ、

地域の豊かさをより高められるか？そのときの二酸化炭素の削減は？

個別の取組の

体系化

個別の取組間の
関係性を把握

個別取組と

二酸化炭素削減

量の関連付け

個別の取組の

主体を定義

各主体が

拠出可能な

労力の定義

（各年ごとに）

個別の取組に

要する労力を

定義（初期＆継

続時）

個別の取組の

着手可能年と

実施期間を定義

個別の取組と

「豊かさ」の

向上の関連付け

『豊かさ』
にかかわる要

素の推計

将来社会像実現時の
社会経済指標

の推計

将来社会像実現のための
個別の取組の追加・網羅

（円卓会議）

将来社会像実現に
よる温室効果ガス
削減効果の推計

将来社会像の作成

（円卓会議）

目的関数
の定義

（豊かさ）×（年数）

 13 

 図 2 ロードマップ作成の流れ  14 

 15 

作業の流れは大きく，  「将来社会像の実現のために必要な取り組みの追加」16 

「一連の取り組みの整理と体系化」「現在から目標年までのロードマップ（行程17 

表）の作成」の 3 つのプロセスに分けられる。まず，将来社会像のなかで記さ18 

れている対策や取り組みに対して，実践する主体と実践のために必要な場所が19 

存在するか，既存の法制度などの条件をクリアできるか，の観点から実践が可20 

か否かを判断し，課題が存在する取り組みについては，その課題をクリアする21 
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ためにはどうすればよいかを検討する。また，既に実施している取り組みも把1 

握する。そうすることで，現在から目標年までの間に，将来社会像を実現させ2 

るために必要な取り組みを網羅する。次いで，各々の取り組みの前後関係や因3 

果関係を整理して，個々の取り組みの間のつながりを明らかにし，体系化を行4 

う。 後に，BCM を使ってスケジュール化する。その際，BCM に必要な定量5 

データに関しては，ExSS にて推計した二酸化炭素削減効果や労働需要などの社6 

会経済指標を用いる。個々の取組に対してさらに，実施する主体，実施期間，7 

早開始年，実施労力量，継続労力量，社会的効果量（指数化した「豊かさ」8 

を取組ごとに振り分けたもの）などをデータとして与え，開始年（ 2010 年）か9 

ら目標年（ 2030 年）までの 20 年間について，各主体が提供可能な労力の範囲10 

内ですべての取り組みを，地域の「豊かさ」をより高めつつも理にかなった順11 

序で実施するためのスケジュール化を実施する。  12 

 13 

３．結果と考察  14 

3.1 2030 年持続可能な東近江市の社会の姿（ストーリライン）  15 

 計 6 回の円卓会議の議論の中では，豊かさを感じ住んでみたい将来の地域社16 

会を実現するための具体的な行動・活動に関する提案を中心に延べ約 450 個の17 

意見があった。それらを参加者ら自身がブレインストーミング形式にて整理し，18 

終的に「コミュニティ」「医療・福祉」「教育・子ども」「雇用・就業と産業」19 

「食・消費・ごみ」「自然とのかかわり」「交通」「エネルギー」の 8 章からなる20 

詳細な地域像・生活像を文章形式（ストーリライン）でまとめ上げた。完成し21 

た文章は「 2030 年東近江市の将来像」13)としてパンフレット形式で一般向けに22 

公開，東近江市における取り組みを紹介する際の資料として広く配布した。  23 

 24 

3.2 地域の豊かさを向上させるために必要な要素の抽出  25 

図 3 に，「共起ネットワーク分析」手法 11 ,12 )を用いて，参加者自らが作った26 

ストーリラインの文章の中で用いられた語と語の関係性を分析した結果を示す。 27 
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 1 

図 3 共起ネットワーク分析の結果（円の大きさは単語の出現数，リンクの2 

太さは共起関係の強さ，円の色の濃さはネットワークにおける中心を表す）  3 

 4 

図 3 の上部側にある「地元」「人」「仕事」という単語がネットワークの一つ5 

の中心となっていて，「市内」「近く」「働く」「増える」「山」「田畑」など多く6 

の単語とつながっている。特に，「仕事」という単語と「家庭」「子育て」とい7 

う単語がお互い繋がっているのも特徴である。さらに，その「家庭」「子育て」8 

という単語は「家族」「多く」「交流」「持つ」とも繋がっている。これは，円卓9 

会議参加者らが考える 2030 年の理想とする東近江市の姿は，地域の人々が地域10 

のために働くこと，たとえば農林水産業（山，田畑）を基軸とする第 6 次産業11 

の創出や，コミュニティ内部での人と人との助け合いによる子育て・教育・福12 

祉から生まれる仕事の創出などによって，地元に新たな仕事の場が生まれると13 

ともに，地域の人と人が繋がり地域に根付いた新しい働き方をすることで，地14 

域内での経済循環も生まれる。また，近所づきあいの活発化，三世代同居や家15 

族団らんの生活を取り戻すことによって，子育てやエネルギー使用の削減も図16 

る社会であるといえる。  17 
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また，「エネルギー」「暮らし」「支える」という単語が図 3 の下部側のネット1 

ワークの中心となっていて，「野菜」「自分」「作る」「木材」「森林」「資源」「利2 

用」「自然」などの単語とつながっている。さらに，「自然」「豊か」という単語3 

は「体験」「農業」「子ども」「学ぶ」「子育て」「食」などの単語とも繋がってい4 

ることがわかる。これは，エネルギーも含めた暮らしに必要なもののうち，地5 

域内の自然でまかなうことが可能なものは極力その恵みをうけることで生活を6 

送る。そのことがまた地域の自然にかかわる仕事を増やし，地域の農林水産業7 

が拡大する。また，市内に存在する豊かな自然はただ保護するのではなく，子8 

どもの遊び場や教育・体験の場（エコツアー）などの形で人と関わり続ける社9 

会を参加者らは望んでいるといえる。  10 

このように，円卓会議で出された意見の多くが自分たちの毎日の暮らしと地11 

元地域との“つながり”を志向するものであったことから，本研究では，地域12 

内での活動を基本とした「人と人とのつながり」「人と自然とのつながり」を深13 

めることが，東近江市地域の豊かさを向上させる上で極めて重要な要素である14 

とした。  15 

 16 

3.3 持続可能社会の将来像を定量的に示す指標  17 

将来社会像の定量的な推計のために設定した ExSS のパラメータならびにそ18 

の結果の概要，そしてその根拠となった円卓会議参加者らの将来の希望や意見19 

（ストーリライン）の記述の該当部分については，筆者らの研究報告書 14)を参20 

照されたい。ストーリラインに基づく ExSS による将来社会像の定量的な推計21 

結果としては， 2030 年における東近江市の人口，世帯数，年齢構成，就業率，22 

1 日あたり生活時間，民間消費支出，投入係数，市外地域との経済関係（移輸23 

入，移輸出），財政指数，施策ごとの二酸化炭素排出削減効果など，多岐にわた24 

る。本研究では，このストーリラインと，それに基づく ExSS による定量的な25 

裏付け結果を合わせた形で「 2030 年東近江市の将来像」 13）として発行し，円26 

卓会議参加者以外の一般市民向けにも発信した。本報では，それらの将来推計27 

結果を用いて，持続可能社会の将来像を定量的に示す 3 つの指標として，「豊か28 

さ指標」「地域経済活性化指標」「脱温暖化指標」を作成し，それらの関係を検29 

討したので紹介する。  30 

作成した「豊かさ指標」は東近江市地域の豊かさを向上させる上で極めて重31 

要な要素であるとした二種類の“つながり”で構成されており，それぞれの評32 
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価項目と将来社会像における推計結果を，表 3 にそれぞれ示す。ExSS による将1 

来推計のなかでは，社会経済の側面に対して，産業連関分析を基本としたマク2 

ロ経済の将来動向と，それを支える地域住民の生活スタイルを，バランスのと3 

れた形で同時に求めることが可能である。そのため，ExSS に与えたパラメータ4 

や内生変数などから，“つながり”に関連する評価項目の変化をある程度把握す5 

ることができる。表 3 からは，人々のライフスタイルの変革や地域産業の創生，6 

地産地消の拡大，自然エネルギーの活用拡大など，基本的には社会の変革や構7 

造自体の転換が必要であり，地域資源を活用しながら地域住民による地域内で8 

の活動を基本とした取組が，地域内での人と人，人と自然との“つながり”を9 

強める（それぞれの評価項目の値が増加＝豊かさの増加）方向へ働いているこ10 

とが分かる。このように，“豊かさ”そのものを定量的な尺度で表現することは11 

まだ難しいが，地域の人々の感じる豊かさの向上につながるであろう要素（本12 

研究では二種類のつながり）が如何に変化したかを追うことで，作成した地域13 

の将来社会像が，どれだけ参加者ら自身の根底にある意識や価値観を反映した14 

ものであるかを確認することができる。  15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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表 3 「豊かさ」指標の評価項目と将来社会像における推計結果  1 

指 
標 

サブ
指標 

評価項目 
将来推計の結果（ 2000 年→ 2030 年）

【主な要因】 

豊
か
さ 

人
と
人
と
の 

つ
な
が
り 

家族や地域の人と一緒に
いる時間の増分（生活時間
換算） 

44%増加（ 61,727 千 hr→ 133,823 千 hr）
【近所づきあいの活発化や三世代同
居，家族団らんの生活を取り戻すなど
のライフスタイルの変化など】 

市内で創出される仕事の
うち，市内在住の就業者に
よってまかなわれる時間
の増分（労働時間換算） 

38%増加（ 31,885 千 hr→ 43,895 千 hr）
【農林水産業を基軸とする第 6 次産業
の創出，コミュニティ内部での相互扶
助による教育や福祉から生まれる仕
事の創出，地域産業の創生など】 
 

人
と
自
然
と
の 

つ
な
が
り 

自然に関わる仕事として
の，農林水産業ならびに観
光業に関する仕事時間の
増分（労働時間換算） 
 

77%増加（ 7,091 千 hr→ 12,572 千 hr） 
【直接的に地域の自然に関わる仕事
として，農林水産業に係る総労働時間
（自給目的の農作物の生産や第 6 次産
業に係る時間も含む）と，対個人サー
ビス産業の域外移輸出額（これを域外
からの観光客向けの産業活動と見な
す）に相当する労働時間が増加】 
 

農林水産部門の 終需要
のうち地域内での自給分
と，その他の地域内需要か
ら誘発される農林水産部
門の生産分の増分（生産額
換算） 

114 倍増加（ 61 百万円→ 7,032 百万円）
【暮らしの中で，地域の自然から採れ
る農林水産物の地産地消が増加（自給
目的での生産分も金額に置き換えて
換算）など】 

家庭業務産業部門での自
然エネルギー消費量の増
分（エネルギー換算） 

13 倍に増加（ 1.65ktoe→ 21.04ktoe） 
【地域の自然資源の利用の観点から，
太陽光・熱，風力，バイオマスの使用
量拡大など】 
 

 2 

また，「地域経済活性化指標」としては，“市内の全産業の中間投入額のうち3 

他地域からの移輸入および他地域への移輸出額を除いた額（いわゆる地域内自4 

給額）”を用いた。表 3 に示した豊かさの評価項目の推計結果の増分，言い換え5 

れば，“つながりの強まり”すなわち“豊かさの増加”による指標の変化を計算6 

すると，2000 年の実績値が 354,893 百万円だったのに対し，2030 年には約 20%7 

増加（ 427,355 百万円）し，地域内での経済循環も拡大されると推計された。  8 

さらに，表 4 には，「脱温暖化指標」として用いた二酸化炭素排出量の推計結9 

果を，図 4 にはその削減要因分析の結果をそれぞれ示す。2000 年比で合計 55%10 

の排出量削減のうち，円卓会議のなかで描かれた地域社会の構造変化，すなわ11 

ち地域社会で生まれる二種類の“つながり”に由来する削減分は 22%に相当し，12 

地域に根差した持続可能な地域社会にむけての社会の構造転換が，脱温暖化の13 
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観点から見ても大きな意義を持つことが示唆された。  1 

 2 

表 4 東近江市における二酸化炭素排出量の推計  3 

部門  

二酸化炭素排出量（ kt-CO2）  

1990 年 2000 年 2030 年

将来像  

1999 年比  

（ 2000 年比） 

家庭  129 29  

業務  78 49  

産業  794 418  

旅客  143 15  

貨物  111 48  

合計  1,145 1,255 559
－ 51% 

(－ 55.4%) 

排出量

つながり
以外の
削減

つながりに
由来する
削減

0

200
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目標年 基準年

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

・
削

減
量

 (k
t-

C
O

2 /
年

)

基準年 目標年2000年 2030年

排出量

排出量

55％
削減 22％

33％

社
会
変
革
に
よ
る
削
減

（
地
域
の
つ
な
が
り
を
強
め
る
も
の
）

技
術
対
応
に
よ
る
削
減

（
地
域
外
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
）

高効率機器の導入

断熱水準の改善

CO2排出の少ない燃料への転換

車の燃費改善

電気自動車普及

電力原単位の改善 など

三世代同居の増加による世帯数の減少
ライフスタイルの変化（一人時間の減少など）
コミュニティの力による教育福祉の仕事創出
コンパクトシティー化・地域な輸送の効率化
による地域内移動距離の減少
農林水産物の地産地消の増加
農産物の自給自足の増加
第6次産業の増加
地域産業の創生
自転車や公共交通機関利用の増加
環境に配慮した運転
自然エネルギーの活用 など

二
酸

化
炭

素
排

出
・

削
減

量
(k

t-
C

O
2/
年

）

 4 

図 4 東近江市における二酸化炭素排出量の削減要因  5 

 6 

そこで，地域の人による地域内での活動を基本とした「つながりを強める（深7 

める）」ことに資する対策は，「地域経済の活性化」と「脱温暖化」とも両立し8 

うることから，東近江市としては優先して推進すべき施策と考えられた。その9 

際，本研究で示したように，“地域社会の豊かさをより高めるためには”という10 

地域住民に理解しやすい要素を考慮し，さらに，地域経済の活性化と脱温暖化11 

の効果の定量的な推計値をも示しながら，住民との合意形成を図ることで，よ12 

り効果的な施策推進につながると考えられる。  13 

 14 

3.4 将来社会像の実現のためのロードマップ  15 

将来社会像実現のために， 2010 年から 2030 年の間に必要な取組を体系化 14)16 
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し，BCM を使ってスケジュール化したものを図 5 に示す。その際，すでに市内1 

で実施している取り組み（ 33 件）についてはロードマップの起点として位置付2 

けた。本研究では円卓会議の参加者を地元の生活者および東近江市内での様々3 

な活動の実践者で構成することによって，その経験を活かし，“だれが”中心に4 

なり“どこで”行うのか，という具体性をおびたロードマップを作成すること5 

ができた。さらに，参加者ら自身が，地域内での行動力と発信力をもったキー6 

パーソンであることから，会議終了後も市内での様々な取り組みの場を通じて，7 

今回の成果がより広く共有されることが期待できる。  8 

その代表例として，東近江市内の愛東地区で円卓会議の市民メンバーらが中9 

心となって，障がい者の働く「ならではの働き実践施設」，介護を必要とする方々10 

とその家族の暮らしを応援する「地域で安心して暮らしていくための応援拠点11 

施設」，安心安全な地元の素材にこだわり地域のお母さんが心をこめて作る「福12 

祉支援型農家レストラン」を一ヶ所に集めた「あいとうふくしモール」がある。13 

地域の人によって地域で生産された農産物の使用，市民共同発電所の仕組みを14 

取り入れた太陽光発電，障がいのある方の“働きたい”を叶える場で生産され15 

た薪の利用，地域の人による高齢者ケーア，といった“食糧・エネルギー・ケ16 

ーア”の地域内自給をベースに，生まれてから死ぬまでこの地域で安心して暮17 

らすための拠点と仕組みづくりを目指して，2013 年 4 月にオープンした融合施18 

設である。地域資源を活用し，地域に相応の役割を作りながら，地域の力でお19 

互い支えあえる場を通じて，地域内でお金の回る仕組みを実践している「あい20 

とうふくしモール」の取り組みは，今回作成した「 2030 年東近江市の将来像と21 

ロードマップ」の実現に向けた代表的な取り組みの一つといえる。  22 

また，東近江市内の市辺地区と蒲生地区まちづくり協議会では，「 2030 年東23 

近江市の将来像とロードマップ」を学習・共有して，地区レベルで実現可能な24 

取り組みを洗い出し，実践に向けた検討をはじめている。  25 

行政側においても，円卓会議での議論を市政に活かすために，すでに「東近26 

江市総合計画（後期）」（ 2012 年 3 月）の策定に一部反映しており，2015 年改定27 

予定の「東近江市環境基本計画」にも反映する予定となっているなど，現実の28 

政策として一歩を踏み出している。  29 

30 
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 1 

2010 2015 2020 2025 2030

地域活動に必要なコーディネーター育成
地域での共同作業・地域行事の復活

食の互助
地域活動のための拠点づくり

地域の情報交換・交流の場づくり
地域活動の支援

地域の仕事を担う意識の向上
地域社会活動の一部を子どもが担う

地域が主体の子育て
民際交流

保健師・健康推進員の増員
中核病院の整備

かかりつけ医の浸透
行き届いた健康診断

死生観・メンタルヘルスの啓蒙
ソーシャルファーム

収入と資産の合計による社会負担額の決定
リバースモーゲージの仕組みの構築

自分たちの地域について知見を深める
安心安全な出産・育児の環境づくり

子育てのあり方教育
出産時の社会保障の充実
大規模集約農家の増加

米の用途を増やす
近郊都市向け農産物の出荷
新規就農者向けのサポート

こだわり農産物の高付加価値化
農家民泊の実施

農村ツアーの開発
建材としての地域材の積極利用

木材供給体制の整備
CO2吸収源としての収入確保

淡水魚の販売ルート構築
淡水魚養殖

河川・湖沼の生態系保全
空き家の再利用

起業を志す若年層の支援
休耕田の活用

市民農園・小規模畑地等の増設
職人の地位向上と担い手の育成

伝統工芸品の需要を増やす
従業員の生活環境充実

地域内での高等教育の受講
地元企業による雇用を通じた地域貢献

地域の人材の流動化支援
地域内での経済循環の仕組みづくり

地域商店によるサービス
食の生産に関わる

地産地消の意識啓発
地元食材の需要を増やす

生ごみ再利用の実践モデル
生ごみ再利用システム

食品系産業廃棄物の堆肥化利用
物を捨てない考え方の啓発・機会設置

長く使える・修理できるものを扱う店
暮らしと自然との関わり方に関する教育

自然体験のための拠点づくり
水資源利用の戦略的検討

農業用水利用の効率化・分散化
治水・利水施設の適正な維持管理

超長期視点による森林整備・保全計画
森林保全・生態系保全に向けた取り組み

地域内での助け合いによる交通・物流
都市計画における交通政策の見直し

自転車利用の推進策
コミュニティバスの本数・路線の強化

コミュニティバスの利用支援策
電気自動車の利用環境の整備

バイオマス利用のための制度設計
薪・ペレットなどの木質バイオマスの熱利用

BDF・農業廃棄物の農業利用
BDF・木質燃料の供給体制

農村集落での生ごみバイオガス
畜産農家の家畜糞尿バイオガス利用

鈴鹿山脈への風車の設置
住宅・事業所への太陽光発電の普及

太陽熱温水器の普及
市民発電所

都市部での緑化
事業所での省エネ実施のためのサポート

エネルギー消費削減のための政策的誘導
家庭での省エネ実施のためのサポート

開始 20% 40% 60% 80% 完了 継続  2 
 3 

図 5 ロードマップにおける取組のスケジュール化  4 

5 
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４．まとめ  1 

脱温暖化・持続可能な地域社会の実現のために地域に根ざした取組が必要で2 

ある一方で，地域にとってはそれによって得られる恩恵が分かりにくい。取り3 

組みによってその地域がどのような「豊かな」社会に変化するかが，市民にと4 

っては関心の対象である。従って，脱温暖化，すなわち“環境”というものを5 

単独の問題と捉えるのではなく，医療・福祉や地場産業の育成，あるいは子育6 

て・教育など，社会を構成するさまざまな要素と不可分の要素としてとらえ，7 

地域社会の今後のあり方（将来社会像）を包括的に示したうえで，実現のため8 

のロードマップを示すことが必要である。  9 

その際，作り出される将来社会像とロードマップが，地域にとって真に実現10 

性のあるものにするためには，その地域のキーパーソンが主体的に参加するこ11 

と，地域が求めている豊かさとは何かを具体的に把握して反映すること，理論12 

的な整合性をもち，物理的（人的資源や時間の）制約を加味して作成すること13 

が必要である。そのためには数理モデルなどを駆使した将来推計や，施策の実14 

施スケジュール作成が有効であり，これはまた施策の実現が地域にもたらす社15 

会・経済・環境面での効用などを，具体・計量的に示すことにつながる。  16 

このようなアプローチが結果として，地域の経済的活力と市民の感じる豊か17 

さを高めながらも，脱温暖化の要件も満たす真の「持続可能な社会」の実現に18 

もつながる手法であることを，東近江市地域での実践から導き出した。  19 

 20 
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