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研究成果の概要（和文）： 

 地域社会での環境ガバナンスの形成過程とそれに伴う問題点を実証的に明らかにすることを

目的として、滋賀県守山市、兵庫県豊岡市、京都市を対象とする質的・量的調査を実施した。

各地域において、多主体連携によるローカルガバナンス形成の展開過程を明らかにするととも

に、世代や社会関係資本などに注目して活動参加者の志向性に影響を与える要因の分析をおこ

なった。 

 
研究成果の概要（英文）： 

The purpose of this research was to clarify the development process and problems of 
the environmental local-governance. We carried out investigations in Moriyama-city in 
Shiga, Toyooka-city in Hyogo, and Kyoto-city. In each area, we clarified the 
development process of local governance through multi-stakeholders' collaboration and  
analyzed the activity orientation of the participants from the viewpoint of generation 
and  social capital. 
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１．研究開始当初の背景 

 1990 年代半ばから行政だけを統治の主体
とするのではなく、多元的で多様な主体が対
等な立場で意思決定に参加し、相互に調整す
る柔軟なプロセスによって環境保全などの
問題解決を志向する地域経営が求められて
いる。 

研究代表者を中心とする研究グループは、

滋賀県守山市で琵琶湖の水環境保全に取り
組む環境ＮＰＯ「びわこ豊穣の郷」（1996 年
発足、2004 年ＮＰＯ法人格取得）を対象と
する調査を継続的に実施し、地域社会レベル
でのガバナンス形成過程を「多主体連携活動
の展開」の視点から解明してきた。 

「多主体連携活動」の実例が、「びわこ豊
穣の郷」によって 2004 年に開始され、以後
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毎年開催されている「守山ほたるパーク＆ウ
ォーク」である。ホタル鑑賞に訪れる観光客
の迷惑駐車対策として始まった事業であり、
無料の駐車場を確保し、期間中 3 万人の観光
客を徒歩またはバスで、地域に導き入れるこ
とで、地域の経済的主体である商店街や商工
会を巻き込み、同時に、ホタルを対象とする
ことによって地域にとってのシンボル的な
行事となっている。環境ＮＰＯの事業が、経
済的主体の参加を取り込み、また、地域にと
ってのシンボル性をもった恒例の行事にな
ることによって環境保全と地域経営が一体
化し、環境ＮＰＯの地域での認知度の向上に
つながるとともに、行政からのＮＰＯ支援の
根拠ともなっている。 

多主体連携活動の持続的展開には２つの
条件を指摘できた。第１の条件は、環境に関
心をもつ主体だけではなく、多様な主体、特
に経済活動に関わる主体(経済的主体)の関
与・参加である。環境と経済の両面にかかわ
る多様な主体を含む多主体連携となること
である。第２の条件は、地域にとってのシン
ボル性である。地域住民の地域環境への記憶
の蓄積を喚起し、地域のアイデンティティづ
くり、地域イメージの創造と関わることであ
る。研究グループのこれまでの調査でも、ホ
タルをはじめとする水辺での豊かな生活経
験の記憶が環境保全活動への参加をうなが
す要因であることが明らかになっている。 

以上のような滋賀県守山市で得られた環
境ガバナンス形成過程と多主体連携の持続
的展開の条件（経済的主体の参加、地域シン
ボル性）に関わる諸要因を他地域と比較し、
一般化・普遍化を図ることが研究グループと
しての今後の課題となってきた。 

 

２．研究の目的 

 

本研究の目的は、地域社会での環境ガバナ
ンス形成の過程の実態とそれに伴う問題点
を実証的に明らかにすることである。 

滋賀県守山市と琵琶湖流域、兵庫県豊岡市、
京都府京都市を対象とする質的・量的調査に
よる比較研究を通じて、多主体連携による環
境保全と地域経営の展開過程を検証するこ
とを課題とする。 

 

３．研究の方法 

 
地域特性や地域課題の異なる比較対象と

して２つの地域を選定した。 
第 1に、コウノトリ野生復帰事業によって

「経済と環境の両立」に取り組んでいる兵庫
県豊岡市である。行政、地域住民、農家、関
係団体がコウノトリの生息環境の保全を行
うと同時に、「コウノトリの郷米」など農産
物のブランド化事業を通じて環境保全と地

域経済の活性化の両面につながる活動が展
開されている。 
第２に、地球温暖化防止に取り組む京都市

を対象とする。京都市は、京都議定書の採択
地として二酸化炭素排出削減目標の達成を
課題として、市民参加型の取り組みが進めら
れており、パートナーシップ組織である「京
のアジェンダ 21フォーラム」や「気候ネッ
トワーク」等の市民団体が大きな役割を果た
している。 
滋賀県守山市、兵庫県豊岡市、京都府京都

市を対象として、質的・量的両面からの総合
的な調査を実施し、地域間の比較を通じてロ
ーカルガバナンスの形成過程についての理
論的一般化を図り、実践的提言をめざす。(1)
文献レビュー、(2)ガバナンス形成過程に関
する質的調査、(3)関連団体の会員等への実
証的量的調査、(4)多主体連携事業に関する
インテンシブ調査、(5)理論的一般化と実践
的提言という５つの方向で研究を進める。 
 
４．研究成果 
 
滋賀県守山市、兵庫県豊岡市、京都府京都

市を対象として、質的・量的両面からの総合
的な調査を実施し、多主体連携の形成過程と
参加者の活動の志向性を主要な論点として、
2012 年 3 月に４部構成の報告書を作成した。
報告書の構成にしたがって、研究成果の概要
を示す。 
 
(1)第Ⅰ部「豊岡市『コウノトリ育む農法』
をめぐる多主体連携」では、兵庫県豊岡市に
おけるコウノトリ野生復帰とコウノトリ育
む農法を事例とした。 
第１章では、コウノトリ野生復帰事業の概

要とその経緯を整理した。第２章では、「コ
ウノトリ育む農法」について多主体連携の視
点から経緯を整理した。第３章と第４章では、
「コウノトリ育む農法」の担い手農家を対象
として、2011 年に実施したアンケート調査の
結果を示した。第３章では、調査結果の概要
をまとめ、第４章では、担い手農家の意識が
多様化していることを示した。 
これらの内容については、2011 年 10 月の

地域農林経済学会において「多主体連携型地
域環境保全における農家意識の多様化」をテ
ーマとして報告を行った。 
 
(2)第Ⅱ部「京都市地球温暖化防止をめぐる
多主体連携」では、京都市における市民参加
型の地球温暖化防止の取り組みにおけるＮ
ＰＯ法人「気候ネットワーク」とパートナー
シップ組織「京のアジェンダ」の役割を明ら
かにした。 
第１章では、ＮＰＯ法人「気候ネットワー

ク」の概要をまとめ、第２章～４章では、気



候ネットワークが関わってきた３つの活動
「こどもエコライフチャレンジ」「省エネラ
ベル」「市民共同発電所」を取り上げ、「気候
ネットワーク」が果たしてきた役割を検討し
た。これらの内容については、2009 年 12 月
の環境社会学会において「多主体連携型の環
境政策形成における NPO法人『気候ネットワ
ーク』の役割」をテーマとして報告を行った。 
第５章では、パートナーシップ組織として

の「京のアジェンダ 21 フォーラム」の機能
と展開プロセスを明らかにした。その内容は、
2009 年 12 月の環境社会学会において「環境
パートナーシップ組織としての『京のアジェ
ンダ 21 フォーラム』の課題」をテーマとし
て報告を行うとともに、『環境経済・政策研
究』に投稿し、「環境パートナーシップ組織
の機能と活動展開プロセス」として掲載予定
ある（2012年近刊）。 

 
(3)第Ⅲ部「ＮＰＯ法人『気候ネットワーク』
の会員アンケート」では、「気候ネットワー
ク」の個人会員、団体会員を対象として 2010
年に実施したアンケート調査の結果をまと
めた。 
第１章では、個人会員調査の概要として、

単純集計の結果を示す。第 2 章では、世代間
の比較をおこない、第 3 章、第 4章では、会
員の活動参加に影響を与えている要因とし
て、会員の入会契機と社会関係資本をとりあ
げて分析を行った。 
第５章からは、気候ネットワークの団体会

員調査の結果を示す。第５章では、単純集計
結果を分析し、第６章、第７章では、団体会
員の組織形態・組織規模、また、各団体の活
動テーマについて分析をおこなった。 
調査結果の一部は『福祉社会研究』に「環

境ＮＰＯ会員の環境意識・活動志向の世代間
比較の試み」（2012年 3月）としてまとめた。 

 
(4)第Ⅳ部「ＮＰＯ法人びわこ豊穣の郷の会
員アンケート調査」では、2007年に実施した
ＮＰＯ会員へのアンケート調査について、
「気候ネットワーク」会員調査と対比する方
向で分析を進めた。第１章では、世代間比較
による分析を行い、第２章では、社会関係資
本と活動参加の関係について分析した。 
また、ＮＰＯ「びわこ豊穣の郷」を対象と

した会員アンケート調査については、環境社
会学会(2009 年 6 月)で共同報告をおこない、
『環境社会学研究』15 号(2009年 10 月)に掲
載された。 
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