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 豊中市政研究所のこれからは、 
自治体シンクタンクのこれから 

牧瀬 稔 
 

■漂流する地方自治体 
今日、地方分権の大波が多くの地方自治体

（以下「自治体」とする）をのみ込もうとし

ている。一部の自治体は大波を乗り切りつつ

あるが、多くの自治体は漂流し、さまよって

いる。そんな中、大波を乗り切る一手段とし

て、相次いで自治体シンクタンクが誕生して

いる。豊中市政研究所（以下｢TIMR｣とする）

も、その自治体シンクタンクの一つである。 
本稿では、TIMR の今後の方向性を、時代

の流れの中で私見を交えて描いてみたい。 
■自治体シンクタンクの原点に戻る必要性 

TIMR は今、地方分権の波にのみ込まれよ

うとしている（まだのみ込まれていない点が

ポイント）。荒波にもまれて、その存在意義が

「ぶれて」きてはいないか。 
一般に企業経営では、進む方向が分からな

くなった場合、「企業理念に戻るべし」とされ

る。 TIMR も原点の理念に戻れば、取るべき

針路も必然と明らかになる。そして、その原

点は設立趣意書の中に見られる。そこには、

「豊中市政の長期展望や各種の政策目標を提

示していく市民に開かれた調査研究機関」と

ある。これが TIMR の DNA なのである。 
地方分権の大波（この大波を筆者は自治体

間の M&A を内包した弱肉強食の都市間競争

と捉えている）の中、TIMR が「キラリ」と

光る存在であり続けるには、この設立趣意書

という原点に戻れるか否かにかかっている。 
■任意団体であることの強み 

次にTIMRの強みと特長について考えたい。

それは、多くの自治体シンクタンクが自治体

内部に（一つの「課」として）設置されたり、

財団法人の形態をとったりしているのに対し、

TIMR が「任意団体」という点にある。 
一般的に任意団体は法人格がないため、団

体名で契約したり財産を所有したりすること

はできず、さらに信頼性に欠ける点がデメリ

ットとして指摘されている。しかし、TIMR
は豊中市役所が設立した機関で、この「信頼

性」は担保されている。 
ところで、現在の TIMR がこの任意団体と       

原点に返り、厳しい局面に新風を 
－これからの市政研究所を考える－ 

市民と市政の架け橋をめざしてスタートした豊中市政研究所は来年度、

10 年目を迎えます。財政の危機的状況、地方分権の進展という、かつて

ない環境の中で、研究所に求められる役割とは何でしょうか。 
法政大学地域研究センターで自治体シンクタンクのあり方を研究され

ている牧瀬稔さんと、市派遣研究員の第 1 期生で、市の市民活動課課長補

佐・本荘泰司さんのお 2 人に寄稿いただきました。「時代の波にのみ込ま

れることなく、設立の原点に返って、所期の使命を果たそう」という力強

いメッセージをみなさんにもご紹介します。 
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-----------------------------------------------------------

いう特長を、最大限に発揮しているかとなる

と疑問が残る。市の組織ではなく任意団体で

あるからこそ、できることが多々ある。職員

のフレックスタイム（島根県平田市などで実

施）や在宅勤務、外部からの研究費獲得など

がその例といえよう。また、市政を第三者的

視点から客観的に判断することも可能となる。

そうした利点を最も効率的に生かしてこそ、

設立趣意書を体現することになるのである。 

｢外郭団体等のあり方の検討｣を 
検討する       

本荘 泰司  
 

■あり方検討の背景と行政責任 
市は昨年 11 月、当面の準用財政再建団体

転落の危機を回避するため、行財政再建指

針・計画※１を発表した。計画期間中に取り組

むべき課題は 152 項目にのぼり、市出資団体

（外郭団体）の経営改善も幾つか含まれ、概

ね 3 年間で新たな方向付けを行う必要がある。 
これまで市出資団体は、自主事業に加え、

行政からの補助金や委託料で「上のせ・横だ

し」事業を実施し、行政の補完的機能を果た

してきた。しかし、市の財政状況の悪化で、

緊急避難的に補助金等のシーリング・カット

が繰り返し行われた結果、団体は疲弊化し、

事業の継続はもとより、運営そのものが困難

な状況になっている。今回の検討でも、出資

者の行政責任のもと、団体運営や経営にゼロ

ベースからの検討・評価※2が求められている。 
■｢市政研究所のあり方の検討｣の視点  

－評価にあたって何をうり
．．

にするのか？－ 
それでは、「市政研究所のあり方の検討」は、

具体的にどのような視点で進められるべきか。

詳細は、市と理事会で協議される事項だが、

基礎自治体が有する調査研究機関の意義や目

的、事業効果等に関する評価軸を用意しなが

ら進めていく必要があると思われる。 

■おわりに 
TIMR の未来を明るくするのも、暗くする 

のも、「今」にかかっている。設立趣意書とい 
う原点に戻り、自らが持つ強みを最大限に発 
揮してほしい。TIMR は自治体シンクタンク 
の老舗になりつつある。多くの自治体シンク 
タンクの「よいモデル」として、第二の発展 
期を迎えられることを願っている。〈なお、ご 
意見等は直接、mmakise@nifty.com まで〉。 

ここで、改めて「豊中市政研究所規約」を

みると、①豊中→地域性の追求（規約第 3 条）、

②調査研究(同)、③政策提言(同第 4 条)とある。

したがって、研究所の役割は、「市民生活に密

着した極めて現場性を重視した調査(地域調

査力)と、そこでの問題点を丹念に整理しなが

ら、行政職員や市民、研究者とのネットワー

クで、課題解決のための代替案づくり（政策

提言力）」だといえよう。この過程から産出さ

れるのが、市の公共政策の種(代替案)であり、

これら一連の活動が団体のうり
．．

となる。 
このうり

．．
を研かず、表層的なコンサルタン

ト的業務に終始するのであれば、民間コンサ

ルタントと何ら変わりはなく、研究所の存在

意義そのものが問われかねない。設立 10 年

を目の前にした研究所の「あり方の検討」を

めぐっては、まず、団体設立時の目的（使命）

に立ち返った上で評価軸を設定し、今日的な

検討が求められるべきではないだろうか。 
危機に直面し、閉塞感漂う市行政の「政策

の窓」を、こじ開ける
．．．．．

ような調査研究を期待

している。 

※１ もっとも計画では、市政研究所が「１－(2)政策目標

に基づく施策の選択と集中」に位置付けられているのに対

し、他の団体は「３－（5）公営企業、外郭団体の経営健

全化」の項目となっており、両者の検討の視点はかなり異

なってくると思われる。 
※２ 先行事例としては、既に都道府県や政令指定都市が

「第三セクターに関する指針」（平成 11 年自治省）をもと

に、団体の経営効率に比重をおいた作業に着手している。

団体の評価がマイナスのベクトルを進むと、最終的に組織

の統廃合に至るのが一般的である。 

…………………………………………………………………………………………………… 
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時代の変化を映し、社会問題化している今日の子育て－。その現状や課題、望ましい 
方策を考えようと 2 月 21 日、研究所内で座談会｢地域と子育て｣を開きました。 子育て 
中の母親・西泉丘の亀野朋子さん、市の子育て支援センター「ほっぺ」の長谷川真知子 
所長、高川保育所の大和敬吉保育士が参加し、白岩正三研究員の司会で活発に意見を交 
わしました。今年度の特集のまとめとして、その概要をお伝えします。 

親と子に望ましい支援とは…座談会で意見交換 
 

何が変わったのか 
白 岩 一昔前と比べて“子育て”が変わっ

た、難しくなった、とよく言われます。自己

紹介を兼ねて、何が変わったと思われるか、

お伺いしたいと思います。 
亀 野 夫の仕事を手伝いながら、中学 2 年        

生から保育所に通う 5 歳児

までの 4 人と奮闘中です。

子育てを取り巻く環境の変

化もあるでしょうが、一番

変わったのは「私自身」か

な、と。1人目の時は不安や

あせりばかりでしたが、4

人目になると育児が楽しく余裕が持てました。

幸いにも恵まれた 4 人の子どもたちにより、

子育ての楽しさを知り、未熟ながらも「親」

として成長させられているように思います。 

大 和 保育歴 13 年で､育児休暇も取得しま

した。以前と比べ、個人の

人権感覚が鋭くなり、はっ

きり要望を言われる保護者

が増えた一方、子育てのス

トレスを苦情として、保育

所に持ち込まれる方もおら

れます。それと本来、親や

友達を見て育つ幼児が、テレビキャラクター

のパンチやキックを見て育っていないか、長

時間視聴で乳児の脳に悪影響がないかなど、

メディア過多時代の問題を感じます。 
長谷川 保育所勤務のあと、｢ほっぺ｣で 2 年       

が経過します。相談内容

は第 1 子ですと「寝返り

を打たないが…」｢言葉が

遅いのでは…｣といった

育ちの段階での戸惑いや

不安感を訴えるものが多

く、第 2 子以降では兄弟

姉妹関係が主流になります。件数も年毎に増

えて、情報過多の影響か「A の人はああ言い、

Ｂの人はこう言い、C の人は別のことを言っ

ている。どれが本当か」といった質問がよく

寄せられるのも最近の特徴です。 
大 和 産まれる前は夢を膨らませていたの

に、いざ産んでみると、“こんなはずではなか

った”と、落差の大きさに戸惑い、自信をな

くす親が増えているように感じますね。 
亀 野 以前は子育て経験の豊富なおばあち

ゃんがアドバイスしてくれていたように思い

ます。しかし今は、そんな頼れる人が減って

しまい、｢ほっぺ」への相談が増えているので

はないでしょうか。 
 
居場所を求める親子 
長谷川 相談を受けていて痛切に感じるのは、 
今の親子が有り余る情報の中で閉塞された状

況に置かれているということです。家の中で
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子どもと向き合っているのが息苦しくなり、

近くの公園にでもと思っても、そこには以前

のように子どもたちの遊ぶ姿は見られません。 
そんな母子の幾組かが｢ほっぺ｣を訪れていま

す。一度訪れると、ほとんどの方が雨降りで

も、遠くからでも来所されます。「家にいるよ

りも、この方が楽だから」と。やっと行き場

が、居場所が見つかったという感じです。そ

して子育てに自信を得た母親が 2 人目、3 人

目を産むというケースもみられます。 
亀 野 社会活動していた女性が妊娠・出産 
で家庭に入り突然、育児とだけ向き合うよう

になった時の閉塞感はよく分かります。それ

だけに、母親同士が出会え、気分転換できる

場所は必要ですね。現実には無理でしょうが、

そのような施設が家から 10 分ぐらいの所に、

たくさんあればいいと思います。 
大 和 公的施設ではないですが、地域の自

主的な子育てサークルに入る人も多いですね。

親同士の人間関係が生まれ、その出会いが親

の育ちを促し、子どもにもいい影響を与えて

います。こうしたサークルに入っていない人

の中には、保育所の行事予定を調べ、幾つか

の保育所を「はしご」される方もおられます。 
 
地域とのつながりは 
白 岩 子育てサークルには活発に活動して

いるものが多く、母と子の 
両方に好影響を与えている

ようですね。その反面、｢ほ

っぺ｣にもサークルにも保

育所にも出て行けない親                    

子が増えている実態も無 

視できません。そのため、 
地域ぐるみの子育て支援システムの確立が、

行政施策として望まれています。この点はい

かがでしょう。 
長谷川 支援システムには、施設と親子をつ

なぐキーパーソンが不可欠です。それと、育

児ノウハウを有し、家庭と家庭の接点や出会

いの場となれる保育所が今後、地域の子育て

の核になっていくのが自然かもしれません。 
亀 野 地域とのつながりを一番欲している

のは、実は母親です。父親はどうしても仕事

優先になりがちですから。母親にはわが子の

育ちが正確には判断できないところがあり、

第 3 者から言われて初めて気づくことが多く、

その意味でも、地域に即した子育て支援シス

テムは不可欠だと思います。昔は自治会、子

ども会がそのへんをフォローしていたのでし

ょうが、今は加入しない人も増えています。

地域での人間関係の希薄化は、避けがたい現

実ですね。 
長谷川 どこにも出て来られない人の中には、

子どもに障害があるというケースもあります。

母親同士がつながり、分かり合えば、その子

のことも自然と理解できてくるのですが、今

の母親を見ていると、自分から進んで人間関

係を結ぶことに、戸惑いを感じている様子が

伺えます。 
亀 野 第 1 子が幼稚園や学校に行く前の母

親たちはコミュニケーションをとれる場が少

なく、ますます孤立してしまうことが多いの

ではないでしょうか。子どもが幼稚園や学校

に行くようになれば、親同士のつながりが生

まれ、地域との触れ合いも増えます。それな

ら、少しでも早くと思うのですが、なかなか

そうはいかないようです。 
大 和 保育所で言えば、以前は世話役を買

って出てくれる人がいて、保護者間をうまく

まとめてくれましたが、今はそういう人も少

なくなりました。保育所を離れた場では、妊

婦教室やスイミングスクール、出産のため同

じ病院に入院して知り合った人たちの母親の

会があるようですね。しかし、個々の輪、サ

ークルを束ねる存在がありません。出て来ら

れない親子の問題でも、地域全体に目配りで

きる人がおられたらと思いますし、それが無

理なら、せめて保育所には来てもらえるよう、

呼びかけなければと痛感しています。 
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和やかに「子育て」を語り合う出席者 和やかに「子育て」を語り合う出席者 

望まれる行政施策とは 
白 岩 現代の子育てには、家庭･地域が担え

なくなった機能を、行政が補っている側面が

あります。中学校区を単位とした「地域教育

協議会（すこやかネット）」や、小学校区を単

位とした「地域子ども教室」などの取り組み

にもその反映がみられます。そうした点を踏

まえ、望まれる行政支援とは何でしょうか。 
長谷川 土曜日に地域の料理教室が開かれて

いますが、子どもに行ってきなさいと言って

も、一緒に連れだって来られる親は多くあり

ません。「すこやかネット」「地域子ども教室」

とも、子どもの参加はあっても、親の参加が

少ないというのが共通した悩みだそうです。

子どもは親を見て育つのですから、親も一緒

に参加できるような工夫や、そのための支援

が欠かせないと思います。 
大 和 沖縄の祭りや岸和田の祭りを見てい

ると、親が非常に盛り上がっています。あの

ように親が盛り上がらなければ、子も盛り上

がりようがありません。大人が楽しそうにし

ていてこそ、自然に子どもも寄ってきて、そ

こで育っていくのに、と残念に思います。 
亀 野 確かに、親にそうした動きがないと、 
子どもは寂しいですよね。 
大 和 いきなり沖縄や岸和田までいかなく

とも、親子で楽しめる仕組みづくりを心がけ

ること、これは行政の務めでしょう。それに

忘れてならないのは、そこから落ちこぼれる

親子がいないように、細かい網の目のような

ネットワークを構築することだと思います。 
長谷川 具体的にどんな施策を、と聞かれる

と難しいのですが、子育てに携わっている者

として、地域で生まれた子は地域で育ってほ

しいという思いがあります。そうした点から、

市社会福祉協議会の校区福祉委員会が運営し

ている「子育てサロン」に注目しています。

このサロンは、地域の乳幼児と親が気軽に集

える居場所づくりをめざしたものです。現在

27 の小学校区に開設されていますが、これが

充実すれば、今まで話し合ってきた課題の多

くも解決するのでは、と期待しています。 
大 和 豊中駅前の「すてっぷ」が進めてい

る父と子が『一緒に遊ぶ』『絵本を読む』試み

なんかも、面白いですね。男性の育児参加と

いう面でも、今後充実させてほしい施策です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
それぞれの役割と連携 
白 岩 これまでのお話の中で、家庭・地域・

行政それぞれの役割が、かなり見えてきたと

思います。例えば、長時間テレビを見させな

いといった基本的生活習慣、父親の育児参加、

多くの親と触れ合い、自分自身を成長させる

ことなどは、家庭の課題といえるでしょう。

今日の座談会の中心テーマ、地域の役割では、

親とサークル、サークルと施設のつなぎ役、

コーディネーターとも呼べ、キーパーソンと

もいえる人の確保、一人も漏らさないきめ細

かなネットワークの構築、子どもの成長とと

もに身近になる地域コミュニティの大切さな

どが指摘されました。また、大人と子どもが

一緒に楽しめる仕組みづくり、「子育てサロ

ン」「地域子ども教室」のような居場所づくり、

地域拠点としての保育所の活用、地域の特性

に応じた支援システムの確立などは、行政の

課題といえるでしょう。しかし、それらの課

題に対処していくには、いずれも単独では限

界があり、家庭・地域・行政の連携が欠かせ

ないことを、最後に確認しておきたいと思い

ます。ありがとうございました。 
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【と き】2005 年 2 月 22 日(火) 15 時～17 時 

【ところ】豊中市役所第二庁舎 3 階 会議室 

【内 容】研究報告「都市交通から見た政策課題の考察」（土井博司・豊中市政研究所研究員） 

関連報告「フランスの自治制度と総合交通政策」 (板谷和也・東京大学大学院生)  
はじめに土井研究員から、最近自動車利用の増加によって

まちの危険性が高まっている状況が報告されました。そして、

自治体として自動車から市民の安全を守る地域交通のあり方

を定める必要性と、そのあり方を定めることを目的とした

「(仮称)交通基本条例」の試案が提示されました。 
続いて板谷さんからは、フランスの交通政策における地方

自治体の役割と、オルレアン地方の事例についての報告があ

りました。フランス国内では 1982 年に国内交通基本法が制

定され、地域交通政策の主体は地方自治体となり、交通税を徴収して、交通基盤整備や公共

交通機関の運営にあてている、との主旨でした。引き続き、日本における自治体の現状とフ

ランスの自治体が行う交通施策との違いが、参加者との意見交換で活発に議論されました。 
 

 

 

「都市再生－居心地の良い生活空間－」 
講 師：岡部明子 (建築家・千葉大学助教授) 

【と き】2005 年 3 月 8 日(火) 14 時～16 時 

【ところ】豊中市立中央公民館 3 階 視聴覚室 

【内 容】これまで研究所の理事が講師となり、市民主体のまちづくり 
を市民とともに考え、交流を深めてきた｢まちづくり講・交・考｣。 

4 回目となる今回は、ヨーロッパの都市再生に造詣の深い岡部さんをお迎えして、ＥＵ地域 
での事例を中心に「くらしから都市の再生を考える」視点についてお話しいただきました。 
その中で岡部さんは、多様な人々がつながりながら暮らす「まちなか」形成の重要性を分か

りやすく説明。日本のまちづくりの顕著な特徴として、公共空間の造成などハード面と、ま

ちづくり制度の確立などソフト面がつながっていない点を指摘されました。そして地域活性

化の源は、公共空間と人々のパワーの相互作用にこそあると説かれ、話を結ばれました。 

〈参加者の声から〉 
・まちをどう再生していくか考える際に、参考になるヒントをたくさんいただいた。 
・市民参加に対するもやもやした思いが、先生のお話で少しクリアになった気がしている。 
・バルセロナの具体的な都市再生手法を伺い、市民主体の考え方が｢なるほど｣と感じられた。 
・時間が短くて、質疑が十分行えなかったのは残念。 

 
まちづくり講・交・考 2004「地域を変える市民の力」第 4 回 開催報告 

 
市政研究所セミナー 「交通政策からのまちづくり」 開催報告 

 報告する土井研究員(右)と板谷さん 
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編集後記 
 ▶旅立ちの春には桜がよく似合います。ここからほど近い豊島公園も開花間近

です。27 号をお届けします ▶年度特集の最終回は座談会「地域と子育て」。育児力の低下が懸念

される昨今、家庭・地域・行政の役割分担と連携の道筋を話し合っていただきました ▶トピック

は「これからの市政研究所」。寄稿いただいたお 2 人から期せずして“原点に戻れ”とのご指摘。

理事会を中心に、論議を深めたく思います ▶4 月には事務局も半数が入れ替わり、新体制に移行

します。引き続きご支援くださいますよう。1 年間ありがとうございました。深謝。(奥田八重子)

 
 

  

 

市政研究所

蔵書紹介 
『サステイナブルシティ EU の地域・環境政策』 

             〔著者：岡部明子 発行所：学芸出版社 価格：2200 円〕 
 

本書のタイトルにある「サステイナブル」（持続可能の意）－1992 年リオの地球サミット

で一躍注目を浴びることとなったこの言葉には、経済の発展と環境保全を両立させうるので

はと思わせる不思議な力がある。この「サステイナブル」の理念に基づいた、EU 地域の都市

再生政策が本書のテーマである。 
 冒頭部分で著者は、サステイナブルな都市再生の成功例としてスペインのビルバオと北九

州（八幡）を挙げている。いずれもかつては製鉄のまちとして栄え、鉄鋼業の衰退とともに

疲弊の一途をたどるという共通の背景を持っていた。だが、都市再生に向け両者が取ったア

プローチは、全く違う。北九州では、鉄鋼業で培ったストックをリサイクル工業へシフトさ

せていく「エコタウン構想」がその核にあり、ビルバオでは美術館誘致など、社会・文化政

策がその中心に据えられていた。この例に顕著なように、日本では、「サステイナブル＝自然

環境の持続」というイメージが強い。他方、EU の都市政策における「サステイナブル」には、

環境・経済・社会の各側面が包摂されており、その根底には、「人が集い、住み続けられるま

ちを取り戻したい」という切実な思いが貫かれている。 
さらに本書は、都市とその周辺にある農村地域を一体のものとみなし、いくつもの都市を

つなげて地域の活性化を図る「シティ・リージョン」の事例を紹介。国家の枠にとらわれず、

既存の政策を横断する形で、都市のネットワークとしてヨーロッパを再編成していく取り組

みについて検証している。また、東京を中心とした地域への、この取り組みの応用可能性に

ついても言及していて興味深い。 
「あとがき」で著者が明言しているように、本書は、都市の「サステイナブル度」を向上

させるための特効薬でも、マニュアルでもない。しかし、都市という空間を、新たな視点で

捉えていくためのヒントが随所に見られる。私たちが暮らすまちの、私たちの「サステイナ

ブル」をどう築いていくか。この問いに答えるための道標として、常に心に留めておきたい

一冊である。(中村恵子) 


