
東近江市総合計画シンポジウム 会議録 

東近江百物語 第二章 

 

日 時 平成２４年２月８日(水) 午後 7時 00 分～午後 9時 

場 所 てんびんの里文化学習センター 

主 催 東近江市総合計画審議会 
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開会 

[司会] 

それではただ今より東近江市総合計画シンポジウム『東近江百物語 第二章』を開会いた

します。 
 

１．会長あいさつ 

[稲川審議会長] 

寒い中おこしいただきありがとうございます。 

東近江市では、一昨年夏より市の総合計画の改定作業をおこ

なっています。今、パブリックコメントで市民の皆様の意見を

聞いています。同時に計画がどのように作られているのか、行

政と市民が一体となっておこなっていくうえで、市民の皆様が

活動している感性にふれて頂くことに意義があると思いシン

ポジウムを開催しました。本日は 2時間おつきあいを頂き、皆

様にあたたかな気持になって帰っていただければシンポジウ

ムは成功だと思っています。 

それではただ今から 3部構成で進行していきます。 後まで

お付き合いをよろしくお願い致します。 

 

２．第 1 幕 総合計画の目指す方向と見えてきた課題 ～パネルディスカッション～ 

[稲川審議会長] 

まず、私の方から総合計画の目指す方向と見えてきた課題について説明をさせて頂きます。

その後パネルディスカッションに移りたいと思います。 

東近江市の人口は今後、生産年齢人口と年少人口が減少していきます。一方、65 歳以上の

高齢者人口は増加していきます。65 歳以上の人に活躍していく場を設けていくことが大きな

課題です。現在は昭和 20 年代前半生まれの団塊の世代である 60～64 歳と、団塊世代のジュ

ニア世代の子どもである 35～39 歳の人口が多くなっています。10 年後には 75 歳前後の人口

が多くなります。人がつながることで地域が豊かになることを目指していくべきです。この

ような現状を踏まえて、どのようにまちをつくっていくのかということが重要であり、皆様

に考えていただければと思います。 

総合計画は平成 19 年から 28 年ま

での 10 年間の計画期間であり、今回

の改定で後半 5 年間について前半 5

年間の状況を見ながら修正をおこな

い計画をつくる作業をしました。今

回は基本構想の後半の 5 年間の計画

であり、現計画の方向性を尊重しつ

つ、この 5 年間の東近江の取り巻く

状況を踏まえ、地域発の新しい視点

を盛り込み作成しました。 
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これまでの審議会での委員の共通認識について説明します。 

策定趣旨のキーワードは、「右肩上がりの成長意識からの脱却」、「市民と行政が、夢を共有

しながら、地域の様々な力を結集して、市民満足度を 大限に高める」、「「選択と集中」の観

点で重点的に取り組む工程を示した「戦略的な経営指針」」です。まずは、社会状況や人口の

減少により税収が下がるなど、厳しい現実を受け止めていくことです。そして衰退ではなく

成熟の段階に来ています。成熟の中で市民と行政が夢を共有しながら、地域の様々な物を活

かし、市民満足度を 大限に高めるという視点を検討しました。また、市の計画はともすれ

ば何でもするということになりがちです。やるべきことを選択し集中することを取り組み、

行政として今後 5年間の計画を具体的に明記します。 

まちづくりの基本方針は「１．市民が主役となるまちづくり」、「２．人と環境にやさしい

まちづくり」、「３．誰もが笑顔で暮らせるまちづくり」、「４．次代を担う人材を育むまちづ

くり」、「５．地域の活力を生み出すまちづくり」、「６．市民生活、地域経済を支えるまちづ

くり」の 6項目です。それぞれの項目の内容については議論がありました。 

「１．市民が主役となるまち

づくり」は、「市民一人ひとり

が輝き、つながり合う」、「行政

とともに地域づくりを担える

人材を発掘、育成」、「活動維

持・発展のための活動基盤の創

造」、「人生経験豊かな定年退職

者や元気高齢者」です。人と人

がつながることにこだわりが

ありました。人は一人では何も

できません。同じ世界の人だけ

でなく違う世界の人とつながることで新しいことが起きていきます。地域にはいろいろな人

がいて、その人達に活躍の場を与えることで地域づくりを担える人材を地域全体で育てます。

活動を継続していくことは難しいことです。活動の継続のための活動基盤を造ります。定年

退職者や元気老人の人達にやりたいことができるような場の提供することは地域の活性化に

繋がります。 

「２．人と環境にやさしいまちづくり」は、「身近な自然環境の活用、保全」と「自然の恵

みを享受しながら、環境への負荷をできる限り少なくする暮らしを実践」です。 

「３．誰もが笑顔で暮らせるまちづくり」は、「住み慣れた地域における、その人ならでは

の働き方、生き方」、「自助・互助・共助・公助の連携のもと、安心と分かち合いのネットワ

ーク」、「発達障害をはじめとする障がい者や若年性認知症者などへの切れ目のない継続した

包括的な支援が行えるよう、相談・支援体制の確立」です。「ならでは」にこだわりがありま

す。一人ひとり人間は違います。その人なりの活躍の場や居場所があることは自分自身が社

会貢献や達成感から豊かな気持ちになり、地域でできれば良いと思います。自助・互助・共

助・公助で連携してつながることにより地域を支えます。障がい者や若年性認知症者の方が

支援からもれてしまっています。その人達が抜け落ちないような支援体制や、人生のステー

ジ（就学から就職まで）の相談や支援につながる体制の確立をします。人材育成と相談・支
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援については議論に時間をついやしました。 
「４．次代を担う人材を育むまちづくり」は、「地域との連携を図りながら、多様性と心豊

かでたくましく生きる力を育む就学前教育・学校教育」、「安全で安心していきいきと学ぶこ

とができる教育環境の整備」、「国籍児童に対する学習支援」、「食育」です。地域には色々な

人達がいていろいろな地域があり多様性があります。多様性があることは地域が豊かになり

ます。多様性がぶつかりあうことで新しいものが生れます。多様性を考えると就学前から就

学後までの教育支援が必要となります。校舎などの耐震補強等のハード面を高めていくこと

が安全・安心な教育環境となります。外国籍の方が東近江市には沢山おられます。地域で共

生していくためには地域で学習支援をしていかなければなりません。食にもこだわります。 
「５．地域の活力を生み出すまちづくり」について、農業は「地産地消を積極的に展開し、

多様な農業の振興と６次産業化を促進し、東近江ブランドを開発」、林業は「エネルギー源の

供給や、二酸化炭素の吸収源としての多面的な機能の保全」、商業は「「地域の店をみんなで

守る」という視点、コミュニティビジネスなどの新規事業者の育成、それに伴う税収増加」、

観光は「各産業や地域が有する様々な資源を連携、体験交流型の観光事業」です。農業は地

産地消で、地域のものは地域で消費することにより地域の中で循環していく仕組みをつくり

ます。同時に新しいブランドをつくり全国的に展開していきます。林業は東近江には山が多

くあるので、エネルギー源の供給や二酸化炭素の吸収源など多面機能を保全します。商業は

地域の店で物を買うことで地域に中にお金がとどまります。それが循環していくことにより

地域が潤いビジネス化していき、税収が増えていきます。観光については他の都市から来た

人達に地域の生活を味わう交流事業が、東近江にあるものをいかした取り組みとなります。 
「６．市民生活、地域経済を支えるまちづくり」は、「市の一体感の保持」と「地域内をは

じめ周辺地域との交流を深め、 連携強化に向けた基盤の整備」です。 
基本構想の推進は、「行政の「縦割り」発想からの脱却」、「成果を重視する行政評価システ

ムを導入、行政経営の視点から効率的で質の高い行財政運営の推進」、「行政職員が積極的に

地域との関わりを持ち、市民とともに「汗をかく」」です。縦割りの発想だけではうまくいき

ません。横に繋がることで支援等がうまくいきます。市が現時点で借金を沢山すると後に今

の若者に負担をかけることになります。行財政の運営を考えていかなければなりません。そ

して、お金が出せないならば、市の職員が今以上に「汗をかく」ことで市民と関わりが強く

なります。 

個別の計画があります。数値目標を掲げ、それに向けて市が一丸となり努力していきます。

具体的な事業を掲載することにより 5 年間の収入の範囲内で 終的な財政推計に反映し、財

政的な裏付けを付与していきます。 

今後 5 年間の財政推計の収入では、一時期は合併特例等で増加しますが、その後減少して

いくことを想定しなければなりません。一方、支出は扶助費が増加していきます。それ以外

については収入に見合った支出を考えなければなりません。 

計画の中に市民活動を計画の中に掲載します。掲載が増えていくことを願っています。 

本日はパネリストとして審議会委員の 3 名の方に参加して頂いています。それぞれ立場は

違うと思いますが、この計画をどう評価し、どのような思いを持って参加されたのかをお聞

かせ下さい。 

 

 4



[森田委員] 

このまちが好きで、市民がいき

いきと幸せに暮らせるまちであっ

てほしいと思います。 
東近江市の策定にあたって、今

日までの自分の体験や活動を通し

て感じたことや、地域の実情等か

ら、 
1．計画はこれからのまちづくりの

指針であり、市民にわかりやすく

身近に感じることができる工夫を

する。 

2．行政と市民の協働によるまちづくりが必要で、地域の担い手として人生経験豊かな定年退

職者や元気な高齢者の発掘や地域デビューを探す。 

3．東近江市が子ども達にとって夢や希望のあるまちで、長寿社会においては住み慣れた地域

で健やかに生きがいを持って暮らせるまちになる。 

4．大学等に進学した若者が就職時に地元に就職先がないことから離れて行ってしまい、地域

の若者が減少し出生者数も激減し、10 年後・20 年後自治会の運営や地域の支え合いができ

なくなってしまう事に危惧している。 

以上の思いを持って計画づくりに参画しました。 
アンケートの結果から住みやすさについての意識が地域によって大きく違い、市の各範囲

にわたる行政サービスに安堵し、様々な分野で精力的に活動されている多くの皆様に出会え

たこと等、これからの地域活動に生かしていきたいと思います。 
行政においては、まちづくりの基本方針ごとに 7 つの専門部会を立ち上げ、関係各課がそ

れぞれの事務事業について時間をかけ熱心に調整をされました。計画に縦割り行政の脱却を

図ることを織り込んでいます。専門部会開催は手段として良い方法であると思います。 
計画は行政と市民が知恵を出し合い工夫を重ねながらつくりあげてきたものです。市民も

当事者意識を持ち行政と共に計画の具現化に努めあげなければならないと思います。 
[稲川審議会長] 

この計画は行政がおこなう事務的な検討の場（専門部会）に、審議会委員の方も入り、一

緒に作り上げていきました。手作り感のあることをわかっていただければと思います。 
[太田委員] 

高齢者介護の現場で働いています。高齢者の人達が 後まで笑顔で地域の中で暮らしてい

くためにはどうすればできるのかという思いがあります。また、「地域から医療福祉を考える

東近江懇話会」や「東近江地域医療連携ネットワーク推進会議（三方よし研究会）」に参加し、

色々な人達とつながりながら、地域をどのようにしていくかが話し合われています。この意

見を審議会の中に反映していかなければならないという思いがあり参加し、意見を述べまし

た。 
「誰もが笑顔で暮らせるまちづくり」を考えてきました。認知症の方が地域の中に受け入

れてもらえず、つまはじきにされてしまうことが沢山あり、生まれ育ち、生活した地域で暮
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らすためにはどうすればいいのか

を考えています。介護の場にいても

1 つの事業所や 1 つの物だけではで

きません。色々な事業所や顔の見え

る関係の中で地域を一緒に作り、仲

間づくりをおこなうことにより地

域が豊かになっていくと思い、審議

会の中で反映できればと思い参加

しています。 
 
 

[稲川審議会長] 

仲間やつながることで色々なことが発展していくことを肌で感じられてきたのだと思いま

す。 
[井上委員] 

市内の商工業者です。家事・子育て・祖父母の介護・自治会組織や学校組織への参加等、

地域社会の概ねの公共サービスを享受させて頂きました。商工業者はバブルの崩壊や阪神大

震災等で事業規模の縮小や社会状況の変化による消費の低迷等、経営の改善や方針の見直し

を迫られています。 
これからは次世代につなげられる健全な社会の構築や老後の安住について、地方の時代と

いわれ、個人がソーシャルメディアを利用し自己主張ができる昨今、行政機関の介入のない

ところでの活動も活発化しています。個々の市民の意識や基本的なモラルが問われてきます。 
「三方よし」という近江商人

の言葉にふれ、この理念である

「売り手よし、買い手よし、社

会よし」という中の「社会よし」

に向け、世界中そして日本も向

っていくべきではないかと思

います。近江は素晴らしいとこ

ろです。市民が共に考え関わり

合い、お互いに尊重し助け合っ

ていける地域社会になること

を期待し、市民として関われる

ことを光栄と思っています。今日は意識を高めることと学ぶことを皆様とおこなっていきた

いです。 
[稲川審議会長] 

「売り手よし、買い手よし、世間すなわち社会よし」という「三方よし」という言葉があ

ります。自分達だけ良ければよいという考えでは地域は豊かにはなっていきません。井上さ

んと同じくこの地域は皆さんがあったかいという印象を感じます。これは地域にとっての財

産であると思います。良い社会を次の世代につなげていくことは大切なことです。 
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この計画で「右肩上がりの成長意識からの脱却」という言葉を打ち出しています。人によ

っては東近江は成長ではなく衰退していくのではないか、元気がなくなるのではないかとい

う受け止められる方もいると思われますが、その事について審議会でも考えました。先程の

森田さんの発言の中にも出てきましたがどのように考えておられますか。 
[森田委員] 

成熟社会とは「量的拡大のみを追求する社会ではなく、精神的な豊かさや生活の質の向上

を重視する平和で自由な社会」と定義されています。人間らしく暮らすことであると思いま

した。 
アンケートの結果より、住みやすさと課題は地域により意識が大きく違い、これからは市

民が主体的に地域の課題解決や特性を活かしたまちづくりを進める必要があると考えていま

す。 
稲川先生より今回の計画の特徴として、基本計画ごとに市民の主体的な活動を明記した旨

の説明がありました。市民活動の情報は、市民・団体・企業等、約 100 団体が記載されてい

ます。環境・林業・食などあらゆる分野にわたっています。その中で「魅知普請」というグ

ループが情報の交換の会議の開催やメーリングリストによる情報の共有や交換の仕組みをつ

くり、関連する団体の人達と連携を支援しながら、人・物・お金を地域内で巡回させ、地域

の自立を目指す取り組みを始めておられます。 
太田委員は、医療・保健・福祉・介護サービスの提供体制を構築するために関係機関の機

能分担や連携のありかたを検討し「患者よし、機関よし、地域よし」の「三方よし」を目指

して「三方よし研究会」という組織を立ち上げ、関係者が一度に集まり顔の見える関係づく

りやメーリングリストによる情報の共有や交換を活発にされています。 
私達のまちでは、あるものを生かす緑の分権改革や命・健康・暮らしを守る地域包括ケア

の推進等、行政と市民の協働による新しい形のまちづくりの取り組みが実践されています。

このようにまちづくりを広めていくことにより、成熟した社会が構築され地域に元気が生れ

るのではないかと思いました。 
[稲川審議会長] 

東近江には「あるものを生かす」ものが沢山あります。別のものとつながることにより、

色々なものに活用できると思います。あるものをつなげて活かした地域づくり、人のつなが

り・輪を広げていけば元気のある住みよいまちづくりになります。地域にとっての人材が一

番の「あるもの」です。介護は人材がないと聞きますが、太田さんにお尋ねします。人材の

育成や相談支援の取り組みをどのようにされているか教えて頂けますか。 
[太田委員] 

介護者の思いをくみ取り、その感性を受け止めどうケアをしていくのかという質の高い職

員を求めるのに、一事業所ではできません。愛東地区では複数の事業所が集まり、人材を育

成するための職業研修を一緒に行います。また、自分達の強みを生かしながら勉強し、事業

所間を超えてサービスで困難な問題について考えています。一事業所ではできないことも、

知恵を出し合うことにより出来ることもあります。事業所間で職員の研修をおこないそれぞ

れの事業所を知ることにより事業所間で職員の応援に行くことができるという仲間づくりを

進めています。地域を見ながら介護者を中心に考えておこなっています。 

今回新しく「三方よし研究会」の専門職の方々が、顔の見える関係の中で職員を育て、ま
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た介護者を地域から追い出すのではなく一緒に地域の中で暮らしていけることを考えられる

人を育てています。 
[稲川審議会長] 

競争ばかりするのではなく共生し助け合っていくことで環境をつくり、地域を良くしてい

くのではないでしょうか。競争だけでは地域は良くなりません。地域にお医者さんが足りな

いと言いますが、お医者さんに対して地域がどう向き合い大切に思い大事にすることで、そ

の地域に来たいと思うようになり、また介護でも何かあればお医者さんがバックアップして

くれるということがわかれば住みやすい地域になります。 
市民からのニーズがあり行政が答えなければならない場合がありますが、市民のニーズが

あるから市民に活動してもらうのではなく、市民が心を動かし活動するために、行政のニー

ズと活動する側の思いについて井上さんから何かありますか。 
[井上委員] 

行政の立場からのニーズと市民が必要でしたいと思う部分が常に合致してきたかというこ

とは過去のことから現在に至るまで考察が必要と思います。 
needs と want、必要と思われることと人々の欲求の両方で考えていけるような何かを施策

に結び付けていけるものがないかと思います。needs は「何が必要」や「これが必要」と大

きく声をだした意見が 優先されているように思います。知らなかったり、後から知ったり、

知る方法が分らなかったりしてあきらめてしまうことが needs の中に潜んでいるように思い

ます。want とは「こうしたい」や「こうありたい」という希望 hope に繋がり、楽しいこと

や喜びを分かち合うことが欲求であると思います。欲求ばかりを追い求めることは問題があ

りますが、「needs の中に共通の want」お互いに分かち合い同じ共通感をもっていけるものを

見出しながら計画があってもいいと思います。 

[稲川審議会長] 

市民の思いに寄り添って、行政をおこなうことも重要な視点であると思います。市民と共

に一緒におこなうということになると思います。そして活動する側の want を市民の needs と

結び付けていくかということがあります。次の二幕と三幕の後で議論をします。 
この計画の 10 個のキーワードは 

・成長から成熟へ・・・成熟であり衰退ではない 

・あるものを活かす・・・人材を活かすことは新しいことが生れる 

・つなぐ  

・循環・・・地域でつくったものを地域の中で循環することは豊かになる 

・共生、多様性 

・小さくても、キラリと光る・・・小さくても頑張っている人を大切にする 

・横串・・・横に繋がることでいろいろなことに対応する 

・分かち合い・・・助け合いでなくみんなで分かち合う 

・地域に飛び出す・・・市民も行政も地域に飛び出す 

そして、市の一体感です。 

第一幕はこれで終わります。 
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３．第 2 幕 東近江の GOOD NEW！ ～市民で活躍する市民活動グループの紹介（5 団体）～ 

 

[小森俊彦さん・蔭山啓介さん（びわこ JAZZ フェスティバル） びわこ JAZZ フェスティバル] 

びわこ JAZZ フェスティバルは

2009年に第1回を開催し今年の4

月で 4回目を開催します。 

市役所や駅のホール・コンビニや

病院の駐車場などのスペースが

ステージとなり演奏をしていま

す。コンセプトは「地域と共に、

地域の良さをいかして私達のふ

るさと東近江を、素敵な音楽でい

っぱい楽しく住みよいまちにし

ていきたい」です。まちの活性化

に音楽の力が担うのではないかと思います。 

4 月 14 日、15 日に東近江市役所から八日市駅までの周辺 35 ヶ所で 150 組以上の演奏がお

こなわれます。今年は 3 万人の来場者を見込んでいます。手作りのイベントで地元のお店や

企業を始めとする多くの方々のご協賛、出演者の方々のご協力により運営しています。それ

ぞれの時間を持ち寄ってつくられています。実行委員は 35 名で、去年は老若男女 200 名以上

のボランティアスタッフに運営を支えていただきました。市民のみなさまの力が必要です。 

 

実行委員長から挨拶をいたします。 

実行委員長の蔭山です。昨年と一昨年御協力ありがとうございました。昨年は 3 月に震災

がありイベントを通じて寄付金を集め、その寄付金を楽器に換えて、七夕の日に宮城県東松

島市の津波の被害を受けた幼稚園に楽器を届けました。今年も継続して活動を続けていきた

いと思います。今年のテーマは「地域と共に、仲間と共に、結」です。2 日間の開催で 3 万

人のお客様がこのまちに宿泊し、飲食をすることで八日市が良いまちだと思ってもらえるよ

うに誇りを持って頑張っていきたいと思います。そして地域になくてはならないイベントと

して根付いていきたいと思っています。みんなでつながっていきたいと思っています。 

[丸橋裕一さん（遊林会）活動を続けることの大切さ] 

遊林会は河辺いきものの森で活

動をしています。活動は 14 年になり

ます。 

遊林会の 1 本目の柱は里山保全

活動です。1 年間に 50 回、900 人の

参加者がいます。会員制でなく雨天

でも連絡が出来ないので活動はして

います。里山を守らなければいけな

いという使命感や義務感で活動して

いるのではなく、楽しいから 14 年間
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続いています。活動に来ていただければ楽しさも分かると思います。 

2 本目の柱は、環境学習です。河辺いきものの森で子ども達が過ごすことで環境学習をおこなっ

ています。今年度は子どもだけで 700 人、200 回ぐらい活動しています。滋賀県内で活動はトップで

す。全国でもトップククラスの活動をおこなっています。1 日中子どもが森の中で過ごしています。 

例えば観光バスがトイレ休憩にたちより 50 人入場されたら入場者数は 50 人と数えます。1 日 4 人

の子ども達が弁当を持参して生き物を探しに来た時の入場者数は 4 人と数えます。数字上は 50 人

の方が良く見えますが、森の利用価値や活動の意味は人数が少なくても森の中で活動できることが

大切です。森に来る子ども達のために心にしみわたるような体験をさせてあげていと思います。やる

べきことをすることにより、評価が受けられることが大切に思い活動しています。 

[花戸貴司さん（永源寺診療所）医療をとおした地域（まち）づくり] 

どこで人生の 期を迎えたいです

か。滋賀県の調査では自宅を希望さ

れる方は 50％です。現実は在宅 15％、

病院 78％です。永源寺地域で在宅医

療をおこなっています。当院が担当

している在宅患者さんは約 78 人で

す。年齢は 1 歳から 98 歳までです。

スタンスはなんでも診ますまた看取

ります。在宅看取りは、年間 25 人で

す。永源寺地域では在宅でなくなら

れる方は 30～40％です。在宅医療は、

医師一人ではできません。寝たきりや認知症、また老夫婦、一人暮らしであっても在宅で生活す

ることは可能です。しかし、そのためには医師、看護師、ホームヘルパー、デイサービス、リハ

ビリスタッフ、ケアマネージャー、家族、ご近所の方々など、多職種の連携が必要で、患者さん

を支えています。当院では月に 1 度、患者さんごとの担当者会議をおこなっています。病気がみ

つかった時に、病気を治したい、元気になりたいと思うのは誰しも当然のことです。しかし、認

知症や癌末期や老衰という治らない病気であった時に、あきらめるのではなく私は「病気と反対

側の元気を大きくすれば病気は相対的に小さくなるのではないでしょうか。」と患者さんに言いま

す。何のために病院に行くのですか？それは病気を治すためです。何のために家に帰ってくるの

ですか？それは元気になるためです。 

まちは大きなホスピタルです。在宅医療は地域全体が病院、家がベット、携帯電話がナー

スコールで、24 時間つながる安心感を提供していると考えています。往診時は白衣を脱ぎま

す。患者さんの身近な存在でいたいからです。 

今の子ども達は、身近な「人の死」ばかりか「老・病・死」を経験することが少く、在宅

医療は高齢者が「生きる」ことを若い人たちに伝える絶好の機会です。親子の思いやり、家

族のつながりの大切さを次の世代に伝えていきたいと思います。地域医療とは、地域で「医

療を行う」ということだけでなく、医療をとおしての「地域づくり」と考えています。 

私の専門を聞かれると、永源寺に住んでいる人達のことを知っているので「永源寺です。」

と答えます。 
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[上阪よう子さん（レンガのえんとつとまれ）地域のくつろぎ処] 

旧八日市市中野地区の御代参街

道沿いに残る醤油醸造蔵を市民の

まちづくりために活用することを

目的に NPO 法人を立ち上げ活動し

ています。スタッフは 10 名、昨年

10 周年を迎えました。 

活動の柱の１つ目は「元気はつ

らつ文化の創造事業」です。太極

拳やコーラス等の文化活動や歴史

等の講座を開催し、地域の交流を

おこなっています。またギャラリ

ーを設け地域の方の芸術作品を展示しています。2 つ目は「わいわい元気食文化」です。飲

食と地場野菜を中心にした総菜や弁当の販売やランチの提供をしています。障害者施設にも

カロリーやレパートリーを考え 1日 3品提供しています。また、喫茶も 30 席あり空間や味を

気に入っていただき沢山の方に来ていただいています。 

御代参街道の中野地区は先人方々の足跡が今も残り、私達が集う役割を持っていると思い

ます。井戸端会議など地域の方がほっこりできる場所であり、高齢者の方にも気軽に来てご

飯を食べてもらえるような場所であり続けたいとです。 

[福井次男さん（万葉の郷ぬかづか）地域ぐるみで地産地消～6 次産業化一歩進んだ集落営農の

実践] 

糠塚町は世帯数 51 戸、人口は

約200人、うち60歳以上が47%、

高齢化率の高い東近江市の西部、

近江鉄道市辺駅近くの農業集落

です。蛇砂川や中野大川の排水

問題が解決し、平成 9 年から土

地改良事業が始まり、1 ヘクタ

ールの水田を基本としてもっと

も大きい田圃は 3 ヘクタールで、

いまでも滋賀県で一番おおきな

田圃です。土地改良後は、集落

１農場方式によるコメ作りをする計画で、兼業農家の女性や高齢者の農作業が軽減されます。

しかし個々に野菜や苗を作ってきた農家もあり、土地改良後、糠塚はどうなるのかと皆が期

待と不安をいだいていました。平成 8 年の郷づくり委員会では、男性だけでなく、女性や若

者、お年寄りも参画して、これからも糠塚の農業を盛り上げていくために「道の駅」が糠塚

にもできないだろうか、と夢のある話し合いが行われました。国道と県道に挟まれた地の利

を活かして、土地改良でバイパスをつくり、平成 12 年にとれたての野菜やお米を売る直売所

と、近畿で一番早くはじめた米粉パンをつくる加工所ができました。平成 17 年に 32 人の組

合員で法人化し、現在創業から 12 年目を迎えています。もともと糠塚は 28 戸の農家があり、
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うち 5戸は酪農、1戸は洋ランの専業農家です。農地の面積は約 31 ヘクタールです。お米が

20 ヘクタール、転作の飼料作物が 9ヘクタール、野菜が 1ヘクタールです。法人化いたしま

した。 

万葉の郷ぬかづかには営農部・資料作物部・加工部・直売部の 4 つの部があり、それぞれ

独立採算で運営し、理事会で意思疎通を図っています。営農部では、苗づくりから乾燥調製、

精米まで一貫して作業を行います。すべてのお米が「滋賀の環境こだわり米」です。飼料作

物部は集落の転作を担い、酪農の自給飼料として活用しています。乳牛の糞は、おいしいお

米作りにかかせない貴重な資源です。牛の餌もお米の肥料も糠塚産です。加工部では、集落

の女性 8 名がシフトを組んで週 4 日営業です。八日市やさい村やマックスバリューでもコメ

のパンを販売しています。また市内保育園のおやつとしても使ってもらっています。直売部

では、集落の野菜づくりの達人のお年寄りが、とれたて野菜を販売しております。こちらも

週 4日営業です。 高齢は 92 歳のおばあさんが 2人おられます。まとまったロットの野菜は

できませんが、それぞれが丹精こめてつくった野菜で農薬も 小限です。交替で店番される

おばあさんは、若いお母さんたちに、料理のレシピを教えるのがとてもうれしいようです。

直売所や加工所ができ、直売することによって、お客様の声がストレートに伝わります。「と

ってもおいしかった」といううれしい評価もあれば、その逆もあります。それが励みになっ

てますます頑張る意欲がわきます。平成 17 年から、消費者との交流や、集落の子どもたちに

農業体験をさせることを目的に、「環境こだわり米体験隊」というオーナー制の農業体験をし

ています。田植えや稲刈り、いもほりをして、お昼には釜で炊いたご飯やトン汁を振る舞っ

ています。1グループ 1万円の参加費で、秋にはコシヒカリ 30キロをプレゼントしています。

6 月には創業祭、11 月には収穫祭を行います。お米の特売やお米の重さあてなどのイベント

で、お客様に感謝の気持ちをお返しします。このような集落まるごと地産地消の活動を評価

いただき、平成 22 年の 2 月に地産地消優良活動団体として農林水産大臣賞を頂戴しました。 

 

４．第 3 幕 持続可能な地域社会を構築するために ～パネルディスカッション～ 

[稲川審議会長] 

10 分延長することになります。

御了承下さい。 

第 3 幕は 30 代・40 代の若い世

代の方に集まっていただきました。

思いや感性を皆様と分かち合えれ

ばと思います。 

活動内容と活動に対する思いを

お話し下さい。 

 

[市田恭子さん（Team coccori）] 

coccori とはびわ湖の湖畔の個性豊かな織物です。障害者の作業所で coccori はつくられ

ています。グラフィックデザイナー・皮職人・縫製職人・フェルト作家・ライター等が集ま

り昨年 6月に Team coccori を結成し、織物をプロデュースし製品を作っています。私達は「お

こしやす」三方よし仕事おこし支援事業のコンサルティングをしています。国や県から補助 
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金を頂き活動しています。デザイナ

ーと作業所がプラスに融合し、売れ

る商品を作り障害者の工賃が上がる

ことを目標としています。色々な苦

労もありましたが、チャンスが訪れ

売れ、現在では梅田ロフトで商品を

販売しています。 

障害者の工賃が上がることにより

障害者が豊かな生活を送れることを

目標としています。皆様の理解と応

援をお願いしたいと思います。 

[楠神渉さん（NPO 法人加楽）] 

愛東地区で小規模デイサービスと高齢者相談事業をしています。また、地域活動で夏祭り

の応援や地域のいきいきサロンの手伝い等もおこなっています。地域の交流イベントで愛荘

町のブラジル人学校のサンタナ学園の校長先生と出会うことがありました。校長先生が「学

習する機会が少なく、地域との交流が少ない子ども達は社会に出た時に悪い大人に引っ掛か

り犯罪に巻き込まれてしまうことが多い。国籍が違っても教育の機会と地域の交流の機会が

子ども達に与えられないだろうか。」と言っておられました。また、日本の小学生との交流も

ありません。東近江市は滋賀県内でブラジル人の人口が 2 番目に多く、多国籍の方が住んで

いますが、交流がありません。 

交流イベントに参加している

人達と「おうみサンバ・パーカッ

ション・ワークショップ」という

グループを結成し、年 6回地域と

の交流活動をおこなっています。

言葉がつながらなくても音楽す

なわちサンバを通じて心と心が

通じれば自然と交流が深まると

思っています。音楽だけでなく、

ブラジルのシュハスコというバ

ーベキューも提供し、地域の方達との交流を図っています。また、法人として月 1 回、古紙

回収をおこない、換金しブラジル人学校に寄付をおこない、学校の運営に少しでも役に立て

ればと思い活動しています。また、色々なところから声がかかるようになりました。京都パ

ープルサンガの試合に招待されハーフタイムでサンバを披露する機会がありました。八日市

の特別老人ホーム「カルナハウス」の夏祭りに招待され入所者の方とブラジルの方との交流

が出来ました。こういったことが地域のつながりになると思います。 

国籍にとらわれることなく、挨拶の出来る地域になればと思い活動しています。 

[安川昌樹さん（鍛鉄工房 室）] 

鍛鉄は、ヨーロッパでロートアイアンと呼ばれる技法を使い、門扉やフェンスや郵便ポス

ト等をつくっています。 
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NPO 法人愛のまちエコ倶楽

部の活動の 1 つ「里守隊」で

里山保全のボランティアとし

て参加しています。枯れ木を

利用した薪ストーブをつくれ

ないかと思い、構想から 3 年

の年月を経て薪ストーブが出

来ました。現在は薪ストーブ

の販売をしながら里山保全に

ついて説明し薪の需要者を増

やし、里山の整備が進むよう

にと思い活動しています。 

[塚本晃弘さん（サヤ－ムギャラリー館長）] 

タイ人の女性と国際結婚をしたことをきっかけに、自宅の倉庫を改装し日本人とタイ人と

の交流の場として、サヤ－ムギャラリーを開設しています。サヤ－ムとはタイ王国がタイと

いう国名になる前の名前です。東近江市にも国際結婚や仕事で来られているタイ人の方が多

くおられます。日本に住むタイ人に

は話ができて心のよりどころにな

る場所として、また日本人にはタイ

の文化を知ることの出来る場所に

なれば良いと思っています。 

現在は在日のタイ人の方が集ま

り、料理をしたり食べたり、またタ

イを好きな日本人の方が集まりタ

イの文化等にふれ、日本人とタイ人

の交流の場となっています。 

 

[稲川審議会長] 

4 人の方の取り組みや思いを聞いてそれぞれに活動するために突き動かされるものがある

と思いました。 

市田さんに自分を突き動かしているものは何なのかをお伺いしたいと思います。 

[市田恭子さん] 

ときめきです。布を見た時に可愛く、楽しく、自分の中で色々なドラマが作れときめきま

した。そして人との出会いが、人間と人間とのつながりであり、世代を超えてのときめきで

あると思います。 

[稲川審議会長] 

安川さんは八日市高校の美術部の出身であると聞きました。色々な活動をされてつながり

があると聞きました。そこで、安川さんの心突き動かすものは何ですか。 

[安川昌樹さん] 

鍛鉄の仕事で里守隊の石窯の扉を製作の依頼がありました。石窯に扉を取り付けた時に石
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窯で焼いたピザをいただきました。また食べたいと思い、里山隊に参加することになりまし

た。そして、依頼をしてこられた方が八日市高校美術部の先輩でした。美術部は表現展とい

う展示会があり、高校生と OB が一緒に準備を進めていきます。その時に知り合った先輩から

の依頼です。表現展で OB が参加することで人が循環し繋がっています。 

[稲川審議会長] 

第 2幕、3幕の話を聞いて、皆さん

が楽しく活動をされていると思いま

した。Team coccori の市田さんのと

きめきも楽しいことです。遊林会の丸

橋さんが言っておられたように、使命

感だけでは続かず、楽しいから続いて

いることはその通りだと思いました。 

これから市民と行政が協働してま

ちづくりをしていく中で、楽しさをつ

なげそこに市民のニーズにつなげる

ことで、活動している方も楽しく市民のニーズにも答えられることが大切なことです。行政

が市民活動を下請けの意識でいると市民もまちづくりに参画しません。我々一人ひとりが楽

しみとときめきをもってニーズを広げその役割を担っていけば、それぞれの地域が豊かにな

ります。これから 5 年間、色々な制約はありますが、一方では地域には色々な資源が沢山あ

り、それをつなげることにより豊かになっていくことがこの計画の目指す姿だと思います。 

今日の話を聞かれて元気をもらえた方も沢山おられると思います。明日からは皆が 1 歩で

も踏み出せればと思います。 

後は時間がなくなり申し訳ございませんでした。 

 

５．市長あいさつ 

[司会] 

ここで、東近江市の西澤市長よりごあいさつを申しあげます。 

 

[西澤市長] 

遅くまでありがとうございました。 

それぞれの言葉や活動を東近江市の行政としてどう引き出すか

ということが、私達のこれからの仕事だと思います。 

キーワードは楽しい・生きがい・認められる・人材や資源を引

き出す何かをそれぞれがお持ちです。同時に市民の皆様から行政

の力を引き出し、また行政から市民の皆様の力を引き出すお手伝

いができるのではないかという様々ことを思いながら 5 年間の計

画を立てていただきました。計画は冊子になり文章になりますが、

これからのまちづくりはそこに住んでいる人や東近江を訪れる人

が、輝いて生きて、輝いて暮らし、活動ができる東近江になれば

全国に誇れるまちになれると思います。行政も十分批判していた
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だきたまにはおだてて、市民の皆様で職員の力をどう引き出していくかということに知恵を

いただければ幸いです。また、行政の職員の方も来ていただき、市民のパワーも見ていただ

いてと思います。そのパワーをもっと引き出そうと思っていただきたいです。 

元気になれる、希望の持てるまち東近江になれるよう頑張っていきたいと思います。これ

からもよろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

[閉会] 

これで、東近江市総合計画シンポジウム『東近江百物語 第二章』を閉会いたします。皆様

ありがとうございました。 

 

 


