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4 ．公開講座

［平成26年度］
4 － 1 ．第202回公開講座（国際シンポジウム）

（a）．ポスター

会 場 大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所 都市魅力研究室

【 グランフロント大阪 北館7階ナレッジキャピタル タワーC713 】

第 202 回 公開講座

市民主体の地域発展指標の開発と活用
～日米における地方自治体レベルの幸せなまちづくりの取り組み～

◆ 講 演 Ⅰ
－カリフォルニア州ソノマ郡などの事例を中心に紹介－

講 師： Mr. Patrick Guyer
（米国社会科学院 Measure of Americaプログラム主席統計官）

◆ 講 演 Ⅱ
－愛知県長久手市などの事例を中心に紹介－

講 師： 草郷孝好 （関西大学 社会学部・教授, AR研究班主幹）

◆ 司 会

豊田尚吾 （大阪ガス㈱エネルギー・文化研究所（CEL） 研究員）

◆ 挨 拶

高瀬武典 （関西大学 経済・政治研究所長）

日 時 2014年12月16日（火）
15：00～17：00

【お申込先】

関西大学社会的信頼システム創生センター事務室
〒564－8680 大阪府吹田市山手町3-3-35

Email：step@ml.kandai.jp TEL：06-6368-1845

関西大学 経済・政治研究所

参加希望の方は、氏名・所属・連絡先を明記の上
下記まで、Eメールでお申し込み下さい。
（定員：先着25名）

聴講無料・参加申込要

※ 講演 I ：英語 （逐次通訳有）

Mr. Patrick Guyer

主催： 関西大学 経済・政治研究所

共催： 関西大学 社会的信頼システム創生センター（STEP）

共催： 大阪ガス株式会社 エネルギー・文化研究所（CEL）

後援： 関西大学 経済・政治研究所 市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（AR研究班）

Chief Statistician, 
Measure of America, 
SSRC, USA

グローバル化の進展は私たちの生活に大きな変化をもたらし、生活基盤を支える地域社会のあり方
が問い直されつつあります。そして、一人でも多くの市民が人間らしい生活をおくり、幸せな生き方を目
指すことのできる地域社会実現への関心が徐々に高まってきています。実は、このような関心は、日本
のみならず、多くの先進国で広がりつつあるものです。そこで、今回、市民の主体性を重視する地方自
治体レベルの事例に焦点をあて、アメリカの人間開発指標を活用した地域社会改善の取り組みと日本
の住民と行政の協働による地域発展指標構築の取り組みを紹介することで、これからの市民自治や地
域社会のあり方について考えていくための講座を開催します。

米国社会科学院 アメリカの社会
発展測定プログラム（Measure of 
America）主席統計官同プログラムに

おける統計指標の構築、データ分析を
担当し、国レベル、州レベル、郡レベ
ルの諸レポート作成に携わる。また、
アメリカ・ブルックリン大学講師、国連
事務局経済社会局や国連ユニセフの
コンサルタントでもある。

グランフロント大阪
北館7階 ナレッジキャピタル

タワーC713
大阪ガス（株）エネルｷﾞｰ文化研究所
都市魅力研究室
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（b）．報告資料

The Measure of America Approach 
to Gauging Well-Being and 

Opportunity in the United States: 

Concept , Application and Impacts at the 
Community-Level

Patrick Nolan Guyer

Osaka, Japan – December 16th, 2014

AGENDA

1. About Measure of America

2. The human development and capabilities approach

3. Human development snapshot of the US

4. Case Study: A Portrait of Sonoma County and Local 

Health Goals

5. Discussion of Cases and Conclusions

6. Questions and Comments

2MEASURE OF AMERICA

About 
Measure of America

3MEASURE OF AMERICA

MISSION

• Measure of America provides easy-to-use yet 
methodologically sound tools for understanding well-being 
and opportunity in America. 

• Through evidence-based reports and online tools, 
Measure of America breathes life into numbers, using data 
to identify areas of need, pinpoint levers for change, and 
track progress over time. 

5MEASURE OF AMERICA

• Non-profit, non-partisan research group; project of the Social 
Science Research Council

• Established in 2006
• Work addresses the distribution of well-being and opportunity 

in the United States
• Inspired by the United Nations Development Programme’s

Human Development Reports and the human development 
and capabilities approach to development

4MEASURE OF AMERICA

About 
Human Development

6MEASURE OF AMERICA
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• The process of improving people’s well-being and enlarging 
their freedoms and opportunities. 

• Puts people at the center of analysis.

• Is expanded by the things we do ourselves and by the 
conditions and institutions around us.

WHAT IS HUMAN DEVELOPMENT?

7MEASURE OF AMERICA

• Rooted in Nobel Laureate Amartya Sen’s capabilities 
framework.

• Pioneered at the United Nations; human development 
reports produced in over 135 countries.

• Seen as the global gold standard for measuring well-
being.  

WHERE DID IT COME FROM?

8MEASURE OF AMERICA

HOW IS IT MEASURED?

W W W . M E A S U R E O F A M E R I C A . O R G   9MEASURE OF AMERICA

Human Development 
Snapshot

of the United States

11MEASURE OF AMERICA

Human Development and the HD Index: 
• Provides an alternative to GDP

• Includes everyone 

• Merges silos; well-being is multidimensional 

BENEFITS OF A NEW APPROACH

10MEASURE OF AMERICA

HISTORICAL TRENDS IN HUMAN DEVELOPMENT 
United States

12MEASURE OF AMERICA

A gain of 
more than 
9 years

Dramatic 
gains in 

educational 
attainment

Stagnant 
earnings in 

recent 
decades
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HUMAN DEVELOPMENT PROGRESS HAS NOT 
KEPT PLACE WITH GDP GROWTH

13MEASURE OF AMERICA

Slowing 
growth in 
earnings 

explains much 
of this 

decoupling

AMERICAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX
The U.S. Human Development Index is 

5.03

TOP:

CT

BOTTOM:

MS
US in ‘90

14MEASURE OF AMERICA

15MEASURE OF AMERICA

Life Expectancy by Race and Ethnicity

Outlive 
whites by 
4 years

12‐year 
gap 

between 
top and 
bottom.

78.9
years

74.6
years

78.9
years

82.8
years

86.6
years

17MEASURE OF AMERICA

Life Expectancy by State

16

Hawaii
81.3
years

Mississippi
75

years 

MEASURE OF AMERICA

18MEASURE OF AMERICA
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Postsecondary Attainment by State

19

WV
17.5%

DC
50.1%

MEASURE OF AMERICA

Postsecondary Attainment by County

20MEASURE OF AMERICA

Clinton, 
KY

3.7%

Falls 
Church, 

VA
71.0%

Demographics and Educational Attainment of 
Asian-American Ancestry Groups in California

MEASURE OF AMERICA 21

California is home to 
more Asian-Americans 
than any other state, 

making up 13% of the 
California population 

Median Personal Earnings by Metro Area

23MEASURE OF AMERICA

DC
$42,000
(¥5 m)

Idaho
$23,000 
(¥2.8 m)

22MEASURE OF AMERICA

THE MEASURE OF AMERICA  |  FOCUS ON CHILDREN

Women’s Earnings Have Grown Steadily But Still Lag 
Behind Men’s Earnings

24MEASURE OF AMERICA
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Who Uses Measure of America Data?

25

academic
53%

public sector
7%

non-profit
15%

private sector
9%

personal or 
other use

16%

Downloads by Type of User Top User Types:

Academic: 
• Research
• Coursework

Personal: 
• General interest
• “to decide where to move”

Non-profits: 
• Grant proposals
• Needs assessments
• Strategic planning

Private Sector: 
• Market research 
• Media 

Public Sector: 
• Government at all levels
• International organizations

Downloads between July 8th, 2012  - October 29th, 2014. N = 1,804

MEASURE OF AMERICA

Average > 2 downloads per day

Main Points So Far

26

• Human development is a new way to think about well-being and 

societal progress

• The Human Development Index is a proxy measure for key 

capabilities of health, education and a decent standard of living

• Since 1960, America’s HD Index value has tripled, while GDP has 

increased nearly five-fold

• MoA research documents major disparities in well-being between 

regions, race and ethnic groups, and women and men

• MoA data is used for a variety of purposes by the private and 

public sectors as well as academia

MEASURE OF AMERICA

Case Study: 
A Portrait of Sonoma County and 

Local Health Goals

27MEASURE OF AMERICA

29MEASURE OF AMERICA

28MEASURE OF AMERICA

A Portrait of Sonoma County – Key Findings

• Top-ranking East Bennett Valley, with an index value of 8.47, 
is only five miles (8 km) away from bottom-ranking Roseland 
Creek, with an index value of 2.79.

• An entire decade separates the life expectancies in the top 
and bottom census tracts.

• The range in the percentage of adult residents with less than a 
high school diploma is huge, going from a low of 0.4 percent in 
North Oakmont/Hood Mountain to a high of 46.1 percent in 
Roseland Creek.

• Whites in Sonoma earn the most ($36,500 or ¥4.4 m) and 
Latinos the least ($21,500 or ¥2.6 m). Men in Sonoma County 
earn about $8,500 (¥ 1m) more than women at their 
respective medians.

30MEASURE OF AMERICA
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A Portrait of Sonoma County – Participatory 
Process

• Commissioned by Sonoma County Department of Health 
Services (DHS)

• 47-member Leadership Group
• “Pledge of Support” started with endorsement of 49 

organizations and 19 individuals
• “Agenda for Action”

31MEASURE OF AMERICA

A Portrait of Sonoma County – Outreach and 
Preliminary Impacts

• Outreach effort ongoing; 90 public presentations so far 
• Report is widely available, including in Spanish translation 

• Next steps are to encourage local ownership of the data and 
then take action to reduce disparities in health and well-being

• Data downloads: grant applications and strategic planning
• County Board of Supervisors decisions

• Restricting use of electronic cigarettes 
• Planning universal, high-quality preschool system

• Other uses:
• Living wage campaign
• “Urban Hike” and school exchanges planned

32MEASURE OF AMERICA

Discussion
&

Conclusions

33MEASURE OF AMERICA

• Local-area indicators can be used to measure well-being at 

the community-level 
• Can help galvanize cross-community support for new initiatives

• Provide new tools for advocacy, policymaking, strategic planning and 

grantmaking

• Providing accessible research and actionable data

• Our role is to supply this to change makers doing the real 

hard work at the ground level

Conclusions

35MEASURE OF AMERICA

• Local indicators help create local accountability

• Community/elected leaders champion data

• Public sector as initiator and momentum-builder

• Broad coalitions of actors convened to take collective action

• Right issues at the right time?

Discussion of the Case

34MEASURE OF AMERICA

Thank you!
www.measureofamerica.org

@MOA_org

patrick@measureofamerica.org
36MEASURE OF AMERICA



346

市民主体の地域発展指標の開発と活用
～ながくて幸せのモノサシづくりの取り組み～

草郷 孝好

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班主幹

関西大学 経済・政治研究所 第202回公開講座

201４年12月16日 2015/12/21

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班

•現代日本が直面する課題は、少子高齢化、多文化共生、情報
化社会、災害対策、地域活性化など多岐にわたるが、いずれ
も日常生活や地域社会と密接に関係している。これらの課題
解決には、市民が主体的に問題に向き合い、解決に向けての
糸口を見出し、何らかの取り組みを始める力（市民自治力）
の向上が求められている。

•研究班メンバー

草郷孝好 （社会学部・教授）

松井修視 （社会学部・教授）

岡絵理子 （環境都市工学部・准教授）

室田信一 （委嘱研究員・首都大学東京・都市教養学部・准教授）

宮本 匠 （委嘱研究員・京都大学防災研究所・特定研究員）

1

2015/12/21

地域社会レベルの取り組みがなぜ重要なのか

•高い経済成長を果たしてきたが、社会はより住
みやすく、活き活きと暮らせるようになったの
だろうか？
– 「豊かな社会」とは何かを問いかける動き

– モノの豊かさからこころの豊かさへのニーズ高い

– 国際レベル、国レベルの議論も深まりつつある

2

経済成長の量的拡大一辺倒から

社会発展の質を重視する時代へ

2015/12/21

社会の質を重視する国際的な動き
(ケイパビリティ・アプローチ)

•国連開発計画「人間開発指数」（Human Development 
Index）の開発と普及（1990年以降）

•国連ミレニアム開発目標（MDG）の活用（2001年以降）

•OECDプロジェクト「社会進歩指標に関するグローバルプ
ロジェクト」（2004年開始）

•2009年のスティグリッツ・セン・フィトウシ監修の報告
（フランス政府主導）2008年リーマン・ショック契機

•内閣府「幸福度に関する研究会」（2010年-2013年）
– 経済社会状態、心身の健康、関係性を幸福度測定の核
– 幸福の統合指標は作成しないが、主観指標重視の方針

4

2015/12/21

量から質へ「社会発展モデル」の見直し

•高度産業化を機軸にした経済成長モデルの行き詰まり

– 1960～70年代の警告（カーソン「沈黙の春」、メドウズ
他「成長の限界」、シュマッハー「スモール・イズ・ビュ
ーティフル」など）

– 公害・気候変動などの深刻化（生態系の視点）

– 1992年「国連環境開発会議」（地球サミット）

– 2012年「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」

持続する社会経済システムへの転換が急務

（国連は2015年に持続的発展目標（SDGs）策定目指す）

3

2015/12/21

地域社会レベルの実践に着目

•国際レベルや国レベルの動きだけでは、実際に
社会の質を変えていくために有効な方策を見い
だすことはなかなか難しい

•新たな地方自治の動きと市民（当事者）主体性

– 行政のあり方（新しい公）を追求

– 内発性（主体性）の重要性

•内発的発展（鶴見和子1996）「内発的発展論の展開」
筑摩書房）：社会の構成メンバー自身が主体的に社会発
展を担う社会発展プロセス

– 生活の質や幸福の決め手（要素）を重視する

 市民の創意工夫により地域社会発展を目指す
5
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2015/12/21

社会の質を重視する地域社会づくりの取り組み

今日のセミナー：

•海外における地域レベルの取り組み

– アメリカの事例発表（Guyer氏のプレゼン）

•国内における地域レベルの取り組み

– 愛知県長久手市のながくて幸せのモノサシづくり

6 2015/12/21

愛知県長久手市

•愛知県長久手市
– 人口 ： 52,417人（2014年12月1日現在）

増加する人口、 15歳未満 18％強 65歳以上15％強

– 世帯数： 21,820  （2014年12月1日現在）

– 面積 ： 21.54 km2

– 住みよさランキング2014（東洋経済）

•全国で第4位

– 雇用確保、利便性、文化施設充実など

7

2015/12/21

長久手市の取り組み

•日本一の福祉のまち＝幸福度の高いまち

•市民と行政の協働活動によって、地方自治体行政
の新しいカタチを目指す

•モノサシで、市民生活や地域社会の豊かさを確か
め、地域や暮らしの中の課題に取り組むことで社
会の質を高める

8

2015/12/21 10

【市民生活のキーワード】

健康 余暇・趣味 食事 睡眠

家計 仕事 利便性 子育て

近所付き合い 防犯 防災 など

目指す方向 ： 一人ひとりの幸福度が高い「日本一の福祉のまち」目指す方向 ： 一人ひとりの幸福度が高い「日本一の福祉のまち」

【まちづくりのキーワード】

居場所 役割 助け合い

生きがい 充実 安心 安全
自然 地域のつながり 家族の

絆 など

①まちづくりの目指す方向を確かめることはできないか。

②市民生活の変化を把握していくことが大切ではないか。
→これらをみんなで確認する尺度「道具＝モノサシ」づくりが必要では？
→尺度は、現状把握、課題発見、過去の振り返り、打開策検討に活用

「ながくて幸せのモノサシづくり」・・・市民生活目線で！
～みんなでつくる、みんなの幸せを測る道具～

「ながくて幸せのモノサシづくり」の位置付け

2015/12/21

★だれにでも役割や居場所があるまち
★お互いに助け合うことができるまち
★だれもが生きがいを持って充実した日々を過ごすことができるまち

３つのフラッグ（基本理念）

つながり 「一人ひとりに居場所と役割があるまち」

あんしん 「助けがなかったら生きていけない人は全力で守る」

み ど り 「ふるさと（生命ある空間）の風景を子どもたちに」

新しいまちのかたちづくり

顔の見える範囲の関係づくり＝小学校区単位の小さな行政

市民の幸福度が高い「日本一の福祉のまち」

9

2015/12/21 11

協働：「市民と職員」がともに考えながら進める

第1ステップ
Ｈ２５～２６前半
「今のながくての

生活と幸せを
測ろう！」

第1ステップ
Ｈ２５～２６前半
「今のながくての

生活と幸せを
測ろう！」

★幸せ実感調査隊
●ながくて市民の生活の

現状と課題を調べる
●調査票の作成
●アンケートの実施

→5,000人対象
●市民の声集め

→市民インタビュー
●地域へのフィードバック

★幸せ実感調査隊
●ながくて市民の生活の

現状と課題を調べる
●調査票の作成
●アンケートの実施

→5,000人対象
●市民の声集め

→市民インタビュー
●地域へのフィードバック

★幸せのモノサシづくり
●モデル学区活動プラン

→将来ビジョンの実現
●幸せのモノサシづくり

→ビジョンの進行管理
●推進体制づくり

→地域主導型住民自治
●共通のルールづくり

★幸せのモノサシづくり
●モデル学区活動プラン

→将来ビジョンの実現
●幸せのモノサシづくり

→ビジョンの進行管理
●推進体制づくり

→地域主導型住民自治
●共通のルールづくり

第3ステップ
Ｈ２７～

「幸せのモノサシ
をつくりあげ

よう！」

第3ステップ
Ｈ２７～

「幸せのモノサシ
をつくりあげ

よう！」

第2ステップ
Ｈ２６後半～

「地域の将来の姿
を描こう！」

第2ステップ
Ｈ２６後半～

「地域の将来の姿
を描こう！」

★小学校区単位
●モデル学区の選定
●キックオフシンポジウム
●地域の現状・課題把握
→実感アンケート結果、

聞き書き、まち歩きなど
●将来の姿・ビジョン

→構想づくり

★小学校区単位
●モデル学区の選定
●キックオフシンポジウム
●地域の現状・課題把握
→実感アンケート結果、

聞き書き、まち歩きなど
●将来の姿・ビジョン

→構想づくり

「ながくて幸せのモノサシづくり」の進め方
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2015/12/21 12

☆ながくて幸せ実感調査隊

★市民生活と地域の状況を確認する「ながくて幸せ実感ア
ンケート」の調査票づくり目的に結成

・・分析、調査活用提案、報告書作成に参画！
★メンバー：有志の市民11人と若手職員10人の21人
★事務局チーム：市経営管理課、（社）地域問題研究所、

関西大学社会学部草郷孝好（アドバイザー）
★事務局主導でロジを設計したが、調査隊の意見と合意

によりアンケート票を完成、分析、まとめ、市民報告へ

調査隊の活動自体が「新しいまちの形づくり」の一環になっている！調査隊の活動自体が「新しいまちの形づくり」の一環になっている！

第1ステップ「今のながくての生活と幸せを測ろう！

2015/12/21

アクション・リサーチ市民自治の構築を目標

•市民が主体的にまちづくりに取り組む地方自治
の新しいカタチを創る

•市役所と市民の協働が不可欠

[アクション・リサーチの方針]

・長久手市の潜在力を活かす～市民の力と行政の力、両者融合

・モノサシの位置づけ～結果よりもプロセス重視

・地域社会を動かしていく自立持続するエンジンを組み立てる

13
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活動初期における研究者の働きかけ

地域の暮らしの幸
せを高める工夫

～将来地域絵図、市民の
活動グループ立ち上げ～

地域の暮らしに根
ざす指標を持つ

～モノサシの開発と

使い方を工夫～

地域の暮らしを把
握すること

～地域特質を多面的

に把握～

地域のことをよく
知ること

～声かけ、生計、環境、
医療、教育～

2015/12/21 616

手探りの活動～生みの楽しさを実感～

2015/12/21 15

回 年月日 内容

第1回 H25.10.28 ワークショップ「将来の望ましい長久手の姿を考えよう！」

市民まつり H25.11.10 市民インタビュー「ながくて市民の幸せ集め」

第2回 H25.11.25 ワークショップ「幸せ実感アンケートづくりに入ろう！」

第3回 H25.12.  9 ワークショップ「今日もアンケートをつくろう！」

第4回 H25.12.20 討議「質問項目を選ぼう！」

第5回 H26.  1.29 討議「みんなでアンケート票を直そう！」

第6回 H26.  2.  6 討議「今日もみんなでアンケート票を直そう！」

第7回 H26.  2.12 発表「完成したアンケート票を発表して市長に渡そう！」

第8回 H26.  5.  9 ワークショップ「集計結果から見えてくること、分析したいことを考えよう！」

第9回 H26.  7.  4 討議「幸せ実感調査隊の活動を振り返ろう！」

第10回 H26.  8.22 ワークショップ「アンケートの活用方法を考えよう！」

ながくて幸せ実感調査隊の活動

2015/12/21

● 幸福研究の知見を参考にして、8つの領域を選定

● 調査隊メンバーにより、領域ごとに、長久手の市民
生活を具体化

● アンケート用の設問づくり

「ながくて幸せ実感調査」に見る協働のステップ

第1ステップ

市民のよき生活に欠か
せない要素を確定

環境

つながり

防災・

防犯

福祉

健康

子育て・

教育

文化

生活

インフラ

8つの重要領域

17
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2015/12/21

● アンケート設問票作成～依頼文・体裁

● アンケート実施（市役所）

● アンケート回収・入力（市役所・地問研）

「ながくて幸せ実感調査」に見る協働のステップ

第2ステップ

ながくて幸せ実感調査
の実施

（１）体を動かしたり運動したりと健康的な暮らしができていると思いますか。【○は１つ】 

1. そう思う 
2. まあそう思

う 

3. どちらとも 

いえない 

4. あまりそう

思わない 

5. そう思わな

い 

 

（４）お住まいの地域には、子育てや子どもの教育などについて相談できる人がいる、あるいは、相談でき

る場所がありますか。【○は１つ】 
 

1. そう思う 2. まあそう思う
3. どちらとも

いえない 

4. あまりそう

思わない 
5. そう思わない 6. 該当しない

（４）お住まいの地域であなたは「たつせ」がありますか。【○は１つ】   

※「たつせがある」とは、「立つ瀬がない」の対義語で、「だれもが地域で役割を担い、活躍し、必要とさ

れ、生きがいを持って楽しく過ごすことができる」ことを表した長久手市の造語です。 

1. ある 2. まあある 
3. どちらとも 

いえない 
4. あまりない 5. ない 

 

18 2015/12/21

● アンケートデータの分析～気づきと探求

● アンケート結果のまとめ

● データの活用と発信～報告書、広報など

「ながくて幸せ実感調査」に見る協働のステップ

第3ステップ

アンケート調査の
分析と発信

19
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• 18歳以上の市民5,000人を対象に、平成26年2月
28日～3月24日に実施

• 有効回答数 1,871（有効回答率37.4％）

• 集計から見える主な傾向（最終報告書作成）

主な傾向

１ 長久手市民の幸福度は高い（市：7.41 国：6.41）

２ 長久手市民の幸福度は健康、年収、家族の存在などが大きく影響。特に30歳代の
幸福度は高く、子どもの存在が大きいと思われる

３ 地域とのつながりへの意識は高くなく、困ったときの相談相手は市外に多いが、
地域活動に積極的な人は幸福度が高い

４ 一般単身世帯の幸福度は低い（高齢単身世帯はそれほど低くない）

５ 居住年数が長いほど幸福度は低くなる

ながくて幸せ実感アンケート

2015/12/21

調査隊メンバーの意識変容

•「未来に向けた新しいまちづくりとは、何から

始めればよいのか」

「新しいまちづくりのために、もっと『大切なこと』を
準備してきた！」ということに気づきました。従来こう
した取組では、事務局や専門家、学識経験者が中心にな
るのですが、事務局はあえて細かな段取りを示さず、当
初から市民と職員が議論し、アンケートの内容からアン
ケート調査の分析結果のまとめまで、いつも同じ目線で
話し合って来ました。

22
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• 長久手市広報 2014年12月号より（配布資料）

ながくて幸せ実感アンケートの結果

* 愛知県長久手市「ながくて幸せのモノサシづくり」

http://www.city.nagakute.lg.jp/keiei/shiawasetyousatai.html

2015/12/21

調査隊メンバーの意識変容

同じテーマに向かい、組織や立場を超えて、市民と「胸
襟を開いて」話し合うことの大切さを知る機会となりま
した。また、市民と行政が知恵を出し合うための場づく
りであり、市民と行政がまちづくりのためのパートナー
として、信頼関係を築いていくための一つの試みであっ
たのではないかと思います。

今後は、私たち市民が当事者感覚を持って、地域でどの
ように主体性を発揮した活動ができるかが問われており
、さらに、従来の関係性を変えていく試みが求められて
いるということでもあると思います。

23
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まとめ

•社会の質を重視する時代

– 将来の地域社会のあり方を思慮し、そのあり方にふさわしい政策
手法（指標などを含む）を行政と市民協働で創造し、活用する

•長久手の取り組みの斬新さと課題

– 地域社会に欠かせない住民の主体性を引き出す取り組み

– 政治的な意思を継承できるかどうか

行政文化の変革（「行政参加」と「参画意欲ある市民」）

•アクション・リサーチの活用
斬新な取り組みをプロセスの中で支援、また、社会に幅広く

知見を共有する
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