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●所長あいさつ

かすかべ未来研究所について

かすかべ未来研究所は、2011年４月に自治体シンクタンクとして春日部市総合政策部政
策課内に設置され、あっという間に５年が経過し、６年目を迎えることができました。こ
れも、本研究所の政策形成アドバイザーであります一般財団法人地域開発研究所研究部上
席主任研究員の牧瀬稔様をはじめ多くの皆様の温かいご支援・ご協力のお蔭と、心より御
礼申し上げます。
本研究所はこれまで、課題解決に向けた各種データや情報の収集・分析、他にはない先

進的な施策実現に向けた調査研究などを行い、各担当部署の業務遂行を側面支援すること
で、『政策の最適化』を目指して取り組んできました。
中でも、2011年度～2012年度に行った「自治体の広報戦略についての調査研究」では、

研究結果を生かし、総合政策部内にシティセールス広報課を設置することにつながりまし
た。また、2015年度に行った「「地方版総合戦略」策定に伴う具体的な事業提案と効果測
定の研究」では、研究成果が、2015年度に策定した「春日部市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」の個別事業として反映されました。
このように、本研究所の研究内容が評価され、本市のまちづくりに着実につながってき

ているものと感じております。
また、本研究所の認知度の向上と研修の講義内容を紹介するため、実践型政策形成能力

向上研修ニュース」として、30回にわたりニュースレターを発行するとともに、行政機関
や民間の出版社が発行している情報誌に研究論文や本研究所の取り組みを寄稿するなど、
さまざまな機会を通じて、積極的に情報発信を行ってきました。
さらに、総務部人事課と連携して各種研修会や毎年度の調査研究テーマに関係する分野

の専門家を招いて開催する外部有識者講演会を行い、職員の政策形成能力および本市の政
策形成力の向上に努めてきました。
こうした自治体シンクタンクとしての取り組みは、全国的にも先進的な取り組みである

ということから、全国各地から多くの問い合わせや視察にお越しいただきました。重ねて
御礼申し上げます。
今後においても、市政に生かすことができる自治体シンクタンクになるよう、更なる発

展を目指し、より一層のチャレンジをしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

かすかべ未来研究所

所長 白子 高史
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●設置の背景

かすかべ未来研究所について

市を取り巻く環境

政策推進の
迅速性

政策推進の
経済性

政策形成能力の向上
（組織・職員）

自治体シンクタンクの設置

政策の最適化
（着実に的確な政策を実践する）

市民福祉の向上

市民ニーズの
多様化・高度化

厳しい
財政状況 地方分権の進展

地方自治体を取り巻く環境が大きくかつ急激に変化していく中、地方自治体は、自己

決定・自己責任のもと、市民ニーズを的確に捉え地域の課題を明確にしたうえで、課題
解決に取り組んでいくことが求められています。
さらに、本市が先進的な自治体として発展していくためには、市の自主性・自立性を

高め、地域の特徴を生かした魅力あるまちづくりを進めていかなければなりません。
こうした中、春日部市は厳しい財政状況を踏まえつつ、多様化・高度化する市民ニー

ズにバランスよく、かつ的確に対応するため、自治体シンクタンクとして政策課内に
「かすかべ未来研究所」を設置しました。
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●設置の体制

かすかべ未来研究所について

■所長
総合政策部長とします。研究所の事務を掌理します。

■副所長
総合政策部政策課長とします。研究所の事務を調整します。

■研究員
総合政策部政策課政策推進担当職員とします。所長及び副所長の指定する研究所の
事務を行います。

■チーム研究員
研究内容に関連した関係課職員や公募職員とします。

■政策形成アドバイザー
研究所運営の総括的な指導・助言を行います。

■専門アドバイザー
研究内容や担当課への支援のため、特定の分野における専門的な事項に関する指
導・助言を行います。

市長・副市長

所長（総合政策部長）
（兼務）

専門研究員
（段階的導入）

市民研究員
（段階的導入）

政策形成アドバイザー
（学識経験者）

専門アドバイザー
（学識経験者）

指導・助言

指導・助言

指示 報告

市職員

研究員
（政策推進担当）

チーム研究員
（複数他課職員）

副所長（政策課長）
（兼務）
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●設置規則

かすかべ未来研究所について

○かすかべ未来研究所設置規則（平成23年３月31日規則第15号）

（設置）
第１条 本市の未来を創造するための政策を創出し、これらの実現を図ることにより、市民福祉の

向上に寄与するため、かすかべ未来研究所（以下「研究所」という。）を総合政策部政策課
に置く。

（研究所の事務）
第２条 研究所は、次に掲げる事務を処理する。
(１) 政策課題に対応するための調査研究に関すること。
(２) 政策立案に対する助言に関すること。
(３) 実践的な政策形成能力の向上に関すること。
(４) その他研究所が必要と認めた事項

（組織）
第３条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。
(１) 所長
(２) 副所長
(３) 研究員
(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
２ 所長は、総合政策部長をもって充てる。
３ 副所長は、総合政策部政策課長をもって充てる。
４ 研究員は、総合政策部政策課政策推進担当職員をもって充てる。
５ 市長は、調査研究等のため必要と認めたときは、関係する部課の職員を研究員とすることが
できる。

（職務）
第４条 所長は、研究所の事務を掌理する。
２ 副所長は、研究所の事務を調整する。
３ 研究員は、所長及び副所長の指定する研究所の事務を行う。

（関係部課の協力）
第５条 研究所の事務に関係する部課は、研究所の事務遂行に積極的に協力し、その事務の援
助をするものとする。

（その他）
第６条 この規則に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この規則は、平成23年４月１日から施行する。
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●研究所の機能

かすかべ未来研究所について

１．調査研究機能
さまざまな行政課題を解決するために、各種データ等の収集・分析や行政課題の解決

に向けた調査研究等を行うことを指します。

２．支援機能
各担当部署が行う計画策定や政策立案に対する助言・相談、研究成果の情報発信等を

行うことを指します。

３．人材開発機能
職員等の政策形成能力を高めるための人材育成を行うことを指します。

情報管理
事業

調査研究
事業

アンケート調査

モニター調査

データ収集・分析・
蓄積

事業・施策提案

特定課題研究

助言・相談
事業

情報発信
事業

政策開発相談

情報発信

人材育成
事業

政策形成研修

自己啓発支援

調査・研究
機能

支援機能

人材開発
機能

政策立案等に必要な
アンケート・モニター調査を実施

各種データ等の集中管理

事業化・施策化を前提にした
調査研究

特命事項の調査研究

各部署の政策立案に対する
助言・相談の実施

研究成果の情報発信

政策形成能力を高めるための
研修

自己啓発活動に対する支援
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●かすかべ未来研究所年表

５年間の歩み

年月 内 容

2011年
4月

春日部市総合政策部政策課内に「かすかべ未来研究所」を設置

6月 実践型政策形成能力向上研修がスタート

7月 かすかべ未来研究所「実践型政策形成能力向上研修ニュース」を創刊

2012年
2月

彩の国さいたま人づくり広域連合主催の「平成23年度 政策研究発表会」で
「大災害が発生した場合の職員の対応」についての研究成果を報告

5月 2011年度 調査研究事業成果発表会の開催

10月
公益財団法人日本都市センター主催の「第13回都市政策研究交流会」で「大
災害が発生した場合の職員の対応」についての研究成果を報告

2013年
2月

公益財団法人日本都市センター主催の「第３回都市調査研究グランプリ」で
「定住人口の増加策について」の研究が自治体実施調査研究部門の優秀賞を
受賞 ※研究所の前身である政策課政策推進担当が実施した研究

5月 2012年度 調査研究事業成果発表会の開催

2014年
4月

「かすかべ未来研究所モニター」を設置

5月 2013年度 調査研究事業成果発表会の開催

10月 大学生政策提案コンテスト2014の開催

2015年
5月

2014年度 調査研究事業成果発表会の開催

7月 広報かすかべ2015年７月号の特集記事として「かすかべ未来研究所」を掲載

8月
より実践的なインターンシップの受入開始
（受入大学：敬愛大学（千葉県））

10月 大学生政策提案コンテスト2015の開催

11月 第３回自治体シンクタンク研究交流会議に参加（開催地：埼玉県戸田市）

11月
彩の国さいたま人づくり広域連合主催の「政策研究交流会2015」で「かすか
べ未来研究所の果たすべき役割について」を報告
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●調査研究テーマ

５年間の実績〈調査研究事業〉

研究年度 調査研究テーマ

2011年度

大災害が発生した場合の職員の対応
～春日部市直下型地震が発生したら？～

春日部市の教育力のアピールの必要性とその方策
～こんなまちに会いたかった Ｙｅｓ！～

2011年度
～

2012年度

行政経営の柱である行政評価制度の検証と行政の最適化に関する研究
～行政の最適化を目指して～

人口増加策の必要性と具体策についての調査研究
～人口動態からみた春日部市の取り組むべき施策の提案について～

自治体の広報戦略についての調査研究
～春日部市のシティ・コミュニケーション力向上策～

春日部市の現状と課題
～strong points & weak pointsを探る～

2013年度

公共施設の適正配置についての調査研究
～最適な公共施設配置の考察について～

春日部市にふさわしい食育の研究
～みんなで楽しく取り組むかすかべの食育～

2014年度

春日部市の地域別人口動態およびその特性
～持続可能なかすかべの未来に向けて～

人と組織を育てる市役所を目指して
～職員力・組織力向上プログラム～

2015年度

「地方版総合戦略」策定に伴う具体的な事業提案と効果測定の研究
～春日部創生、未来に向けて今取り組むべきことは何か～

市民と行政による協働のまちづくり手法の研究

調査研究事業では、事業化・施策化を前提とした調査研究、特定課題研究として、特
命事項の調査研究を実施しました。
また、この事業は、職員が政策形成を進めるうえで必要な技能を習得する「人材育成

事業」としても位置付けていることから、総務部人事課と協力して実施しました。
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５年間の実績〈調査研究事業〉

大災害が発生した場合の職員の対応

～春日部市直下型地震が発生したら？～

所属名 職名 氏 名

危機管理防災室 主幹 大熊 陽寿

危機管理防災室 主査 佐藤 淳一
管財課 主査 金子 恵訓

道路街路課 主任 谷脇 哲

河川課 主幹 伊田 孝史
下水道課 技師 三上 芳晴

総務課（消防） 主査 大髙 正和
施設管理課 主任 宮下 帯子

※2011年度当時

■提案内容
●ポケットマニュアル

迅速で的確な行動が求められる初動期において、参集体制の整備、情報伝達の手
段の確保、人員整備の集約をする。

（１）紙媒体のポケットマニュアル
・財布にも収まるよう、名刺サイズに折りたためる形式とし、参集基準や参集
までの流れ、各職員の配備体制などを掲載する。

（２）電子媒体のポケットマニュアル
・携帯電話やスマートフォンで動作するアプリケーション
※紙媒体のマニュアル内容に加え、参集システムを設ける。

●ハザード研修
全職員が各種災害に対して迅速かつ的確に行動できるよう、実践的な知識などを

修得する環境を整備する。
（１）全職員参集訓練

・開庁時および閉庁時における職員参集訓練
（２）階層別講習会

・災害対応マニュアルに基づく動員配備訓練や応急訓練だけではなく、図上訓
練や外部研修を積極的に採用することで、防災士としての育成も視野にいれ
る。

■研究の背景・目的
2011年３月11日に東日本大震災が発生した。本市においても震度５強の揺れと被害

が発生し、職員も災害対応に従事してきた。そこで、震災時に職員一人ひとりが「的
確な判断」や「スムーズな行動」が行えたのか検証するとともに、今後発生する可能
性がある首都直下型地震に備えての課題と必要な施策を明らかにする。
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

学校総務課 主幹 伊藤 雅幸

学校総務課 主任 長友 輝明
指導課 主査 舘野 俊之

指導課 主査 田村 嘉則
社会教育課 主査 熊田 知己

社会教育課 主査 高橋 裕之
体育振興課 主事 小坂 英晃
中央公民館 主事 佐々木雪萌

※2011年度当時

研究の背景・目的
「本市の教育は充実している」、「本市の教育力は高い」という声が聞かれる。そ

こで、本市の教育の現状について考察・分析することにより、本当に教育力が高いの
かを導き出すとともに、これまで不足がちであった情報発信や広くアピールする方策
について調査研究する。

提案内容

●春日部の教育ＰＲ事業
教育施策の優れている点、他市にない特徴・特色などを重点的に、市内・外に向

けてさまざまなメディアを通じて情報発信していく。

（１）ホームページ及びチラシによるＰＲ
（２）電車中吊り広告によるＰＲ
（３）不動産事業者等と連携した広告チラシによるＰＲ

●小学校英語活動支援事業
市内小学校の英語教育の普及・充実を図るとともに、本市の英語教育をアピール

していく。

（１）市内小学校に学区の中学校の英語教員を配置
（２）小学校教員に対して指導法や教材作成の事前指導に当たる。
（３）小学校教員やＡＬＴとティーム・ティーチングを組み、小学校の英語指導に当

たる。

春日部市の教育力のアピールの必要性とその方策

～こんなまちに会いたかった Ｙｅｓ！～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

行政経営課 主任 山口 歩

財政課 主幹 波多野康治

収納管理課 主幹 野口 美明

人事課 主幹 井崎 圭介

政策課 主幹 松本 英彦

※2012年度当時

■研究の背景・目的

これまで本市が行ってきた経営手法の柱となる行政評価制度を改めて検証するとと
もに、その評価結果が経営資源の見直しにうまく活用できるよう、行政の最適化を図
るための仕組みを考察する。

■提案内容
●行政評価の目的を明確化
（１）行政評価制度は仕事の振返りを行い、よりよい事務事業へと結び付ける制度

と位置付け、行政評価の目的を「貴重な財源を効果的に効率的に使った事務
事業の実施」とし、明確化を図る。

●行政評価シートの見える化
（１）行政評価シートを「予算・決算・人員」「活動」「成果」の３つの指標を用

いてグラフ化し、視覚的にわかりやすくする。

●行政評価結果の活用を体系化
（１）評価結果を事務事業等の見直しに活用できるよう分析の体系化を図る。
（２）予算編成、定員管理への活用手法を示すとともに、行政活動の市民への説明

として活用できるものとする。

●スケジュールの見直し
（１）職員の負担や、やらされ感を払拭するため、新体制による繁忙時期の4～5月

に行っていた作業を7～8月の作業とするなど見直しを図る。

行政経営の柱である行政評価制度の検証と行政の最
適化に関する研究 ～行政の最適化を目指して～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名
こども家庭課 主幹 小林 和彦

商工観光課 主査 松島 浩

環境センター 主任 根本 護

政策課 主幹 野口 勉

※2012年度当時

■研究の背景・目的

人口増加自治体との違いを分析し、住みたいと思わせるには何が必要なのか、本市
に不足している部分は何なのかを明らかにしたうえで、その弱点を改善するような施
策を提案する。

■提案内容

●定住応援サイトの開設
（１）本市ホームページでは、「春日部で暮らそう」という暮らしにスポットを当て

て、魅力を紹介している。これまでの情報に加え、住んでみたいと思わせる情
報として、市民のインタビューや不動産物件、空き家情報を加え「定住応援サ
イト」としていくことで、市の魅力を発信していくとともに、広く転居を考え
ている方々に定住の呼びかけを行っていく。

●若者定住支援
（１）出会い応援事業

・独身男女の出会いの場を創出する。
・市内事業所や団体などに「結婚応援団体」として登録してもらい、社内や団
体内の独身者にイベントの周知や企画などの協力を得ながら実施する。

（２）新婚世帯家賃助成
・市外から転入し、賃貸住宅に居住する新婚世帯に家賃の補助を行う。

人口増加策の必要性と具体策についての調査研究

～人口動態からみた春日部市の取り組むべき施策の提案について～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名
広報広聴室 主任 岩井 良介

行政経営課 主事 三ヶ島ちひろ

資産税課 主事 中村 有佑

政策課 主任 松井紗智子

※2012年度当時

■研究の背景・目的

春日部市全体のイメージや魅力を高め、他自治体と比較して行ってみたい、住んで
みたいと思われる「選ばれる市」になるために、官民を問わず、最新の広報・ＰＲ業
界動向を組み込んだ、本市ならではのシティセールスのあり方に係る提案をする。

■提案内容

（１）推進体制の整備
・専管組織の設置、シティセールス戦略指針の策定、全庁横断的な組織の設置

（２）地域資源の整理と活用
・市内の主な地域資源のデータベース化

（３）企業広報におけるPR手法の導入
・報道対応の活発化、広報媒体の積極的活用、官民連携の強化

（４）庁内広報の推進
・職員の広報意識および広報スキルの向上

（５）広報効果測定の実施
・広報活動の効果や市の対外的な評価についての統計収集・データベース化

※活動スケジュールの設定、（１）～（５）を３年をめどにスケジュール化

自治体の広報戦略についての調査研究

～春日部市のシティ・コミュニケーション力向上策～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名
ＩＴ推進課 主任 中﨑 昌徳

情報統計課 主任 髙橋 理恵

中央公民館 主事 菊地 一貴

政策課 主事 村田 雅樹

※2012年度当時

■研究の背景・目的

本市が保有している統計データを整理、分析し、本市の現状と課題を明らかにする。
また、国・県の統計データを用いて、近隣市町との比較を行うことにより、本市の

強み・弱みを明らかにする。

■提案内容

●春日部市について
（１）市の概況や歴史、人口等、市全体の概要について説明

●春日部市の強みと弱み
（１）総合振興計画に掲げた７つの施策目標ごとに現状分析を行い、強みと弱みを明

らかにするとともに、その対策を検証
・やすらぎ【保健・医療・福祉】
・あんしん【生活・環境】
・にぎわい【都市基盤】
・はぐくみ【教育・文化】
・ゆたかさ【産業・経済】
・ふれあい【コミュニティ】
・しんらい【行財政改革】

●先進的な取組
（１）分析したデータの活用方法について、他自治体の先進的な取り組みやポイント

をまとめ報告

春日部市の現状と課題

～strong points & weak pointsを探る～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

行政改革推進課 主任 林 亮平

財政課 主幹 飯塚 昌樹

管財課 主任 二瓶 健一

都市計画課 主任 石橋 武史

施設課 主査 原 正義

政策課 主幹 野口 勉

政策課 主事 大河原 弘樹

※2013年度当時

■研究の背景・目的
本市の管理する公共施設や、人口・財政状況などの現状分析を行い、それらのデー

タを元に30年後の本市の将来像を推計することで、30年後の本市の公共施設の量と配
置について考察する。また、適正配置を目指すために必要な手法について先進事例を
挙げながら、本市に必要と考えられる方法を提案する。

■提案内容

●今後30年間の人口を推計し、その人口推計に基づいた財政推計から、30年後の本市
においてサービスを維持・向上させていくために適正な施設量を導いた。
その結果、現在の施設から15％削減が必要であるという結論に至った。
そして、現在比15％削減を達成させるための手法を提案する。

（１）施設の複合化（機能の集約化）
・単に施設面積を減らしていくことを目的としていくものではない。
・市民サービスを低下せず、機能を移転することによって、財政負担を軽減で
きる。

（２）施設データの一元管理と施設を包括的に管理する組織の設置
・施設の状況となるデータを一元的に管理していくことが必要である。
・管理したデータを活用する体制として、包括的な組織の整備が必要不可欠で
ある。

公共施設の適正配置についての調査研究

～最適な公共施設配置の考察について～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

総務課 主事 杉山 紫穂

健康課 主任 石原 真澄

農政課 主任 厚川 高一

学務課 主査 亀田美智子

政策課 主査 森田貴実香

政策課 主査 舟田 由彦

※2013年度当時

■研究の背景・目的

春日部市初の「食育推進計画」をより実行性のある計画としていくために、市民がみんなで
楽しく取り組める食育の具体的な施策および事業を提案する。

■提案内容

●人づくり
（１）食育の推進役（将来の食育の推進役）を育成していく。

・かすかべ食育大学の開催
・味覚教室の開催
・高校生・大学生とつくる食育の教材

●場づくり
（１）食育推進の基盤を整備していく。

・かすかべの食のテキスト（素材辞典）の作成
・食育ホームページの作成
・かすかべ食育協力店の実施

●組織づくり
（１）食育推進の体制を整えていく。

・庁内推進体制 ①食育推進庁内担当者会議、②勤務栄養士ネットワーク
・庁外推進体制 ①食育ネットワーク

※ネットワークの連携による取り組み（一例として地産地消月間イベントの開催）

春日部市にふさわしい食育の研究

～みんなで楽しく取り組むかすかべの食育～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

情報システム課 主事 髙橋七地歩

市民税課 主事 早川 響

資産税課 主事 野地 祐介

建築課 主事 栗原 裕也

管財課 主幹 金澤 正人

政策課 主幹 舟田 由彦

政策課 主事 三浦 正史

※2014年度当時

■研究の背景・目的
本市では、人口減少対策としてさまざまな事業に取り組んではいるものの、人口

の減少傾向は続いていることから、改めて本市の人口減少要因を字・丁目ごとに分析
し、地域性に即した持続可能なまちづくりを行うために取り組むべき中長期的な提案
をする。

■提案内容

●ソフト面（戻るきっかけ）
（１）３０歳の成人式

・地元春日部への愛着を深め、定住のきっかけの創出を図ることを目的とす
る。

・事業の狙いは、①地元愛の想起（Ｕ．Ｉターンの促進、出会いのきっか
け）、②リーダーの発掘（市民参加の推進）、③同窓会の開催（市内飲食
店の活性化）

●ハード面（住宅供給）
（１）住み替え相談窓口事業

・一戸建ての購入を希望する子育て世帯と一戸建てに住んでいる高齢者が、
持ち家を売りたい、または売ろうか悩んでいる時に相談できる窓口を設置
し、子育て世帯と高齢者世帯のニーズをマッチングさせるための事業

・事業の狙いは、①既存住宅の有効利用（まちの循環）、②新たなインフラ
整備による負担軽減

春日部市の地域別人口動態およびその特性

～持続可能なかすかべの未来に向けて～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

人事課 主任 越沼 歩美

高齢者支援課 主任 関根 弘子

国民健康保険課 主事 中三川 瞳

総務課（支所） 主任 松田あかね

政策課 主査 森田貴実香

政策課 主事 遠藤祐太郎

※2014年度当時

■研究の背景・目的
市民満足度を向上させる質の高いサービスを提供していくためには、職員一人ひと

りが主体的に行動する組織風土を形成することが必要であるという考えのもと、平成
25年度に職員満足度調査を実施した。
その結果、多くの課題が浮かび上がってきた。これを、単に各所属の問題とするの

ではなく、職員の置かれている環境を客観的に分析した上で、市役所全体で取り組む
べき方策について検討する。

■提案内容

●職員力・組織力向上プログラム
（１）春日部市職員道（かすかべウェイ）

・みんなの思いを共有するため、合言葉を名刺サイズで全員が携帯する。

●２割の職員力・組織力向上を目指し、春日部市職員道の３つの取組
（１）時間配分の改善 ２割の時間的余裕

・会議改革（会議の運営を見直し、簡易化を目指す）
・職員スキルマーケット（職員の持つスキルを情報共有で効率化）

（２）意識の改革 ２割の精神的余裕
・職員参加型職員だより（コミュニケーションの活発化を目指す）
・ランチ会（昼休みに知り合うきっかけづくりをする）

（３）人財育成の革新 ２割の信頼アップ
・政策形成チーム（短期間にトップダウンの研究を進める）
・自主研究グループの支援（知りたい、学びたいを支援する）
・中間管理職応援セミナー（対話力向上を目指す研修を実施）

人と組織を育てる市役所を目指して

～職員力・組織力向上プログラム～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

障がい者支援課 主幹 野田 律介

子育て支援課 主幹 名倉 初江

健康課 主幹 立川 枝美

商工観光課 主査 木村 正恵

都市計画課 主幹 関口 義雄

まちづくり推進課 主幹 金子 重男

建築課 主幹 村田 彰

学校総務課 主幹 石塚 晴美

政策課 主幹 舟田 由彦

政策課 主任 浅井 恵介

※2015年度当時

■研究の背景・目的
・春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に伴い、効果的な具体的事業提案
に向け、本市の現状を分析し、課題を抽出する。

・春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標Ⅰ～Ⅳに則した具体的な事
業を示す。また、具体的事業に対し、期待される効果や推進体制を示す。

提案内容

●基本目標Ⅰ 子育て世代に選ばれる地域創生戦略
（１）放課後子ども教室・放課後児童クラブの充実関連事業（かすかべっ子ひろば）

（２）小中学生を対象とした命の教育の充実
（３）本市にゆかりのある人物等を生かした本市ならではの学校教材作成事業

●基本目標Ⅱ 特長を生かしたしごとを創出する地域創生戦略
（１）異業種交流会支援事業
（２）金融機関との連携事業

●基本目標Ⅲ 地域力を高める地域創生戦略
（１）市公式ホームページスマートフォン対応事業
（２）企業等の車両を活用した市PR事業
（３）地域観光モデルツアー開発事業

●基本目標Ⅳ 安心安全で魅力ある地域創生戦略
（１）LED街路灯等導入促進事業
（２）空き家実態調査事業
（３）小・中学校体育館トイレ改修事業

「地方版総合戦略」策定に伴う具体的な事業提案と
効果測定の研究 ～春日部創生、未来に向けて今取り組むべきことは何か～
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５年間の実績〈調査研究事業〉

所属名 職名 氏 名

人事課 主査 新谷 弘樹

国民健康保険課 主幹 中山 祥一

下水道課 主任 杉浦 弘紀

施設課 主査 栄羽 武史

政策課 主査 砂田 清志

政策課 主事 遠藤祐太郎

※2015年度当時

■研究の背景・目的
市民の意識として市政やまちづくりへの参加を遠いものと感じている人が増えてい

る。また、少子高齢化が深刻化していく状況において、地域コミュニティをめぐる状
況は今後も変化していくことが予想される。こうしたことから、これからの時代に即
した地域コミュニティの在り方や市民が市政により参加しやすい仕組みについて検討
する。

■提案内容

●「みらい会議」という地域のプラットフォームに各団体が集まることで、課題や情
報の共有をすることが出来るようにする。

（１）地域のプラットホーム「○○小学校区みらい会議」
・小学校区単位の地域コミュニティの再形成
・既存団体の横のつながり

●「みらい会議」の取り組みをより強力に推進するため、市は導入期、発展期、円熟
期の各段階において地域の実情に即した支援をしていくこととする。

（１）導入期
・各小学校区での「みらい会議」の開催（市民の意識醸成、土台づくり）

（２）発展期
・「みらい会議」での話合いを行動に移す（地域課題の解決、イベント企画、
財源確保）

（３）円熟期
・「みらい会議」の安定運営（人財・財源の安定化）

市民と行政による協働のまちづくり手法の研究
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調査研究事業の成果

調査研究の翌年度の５月に成果発表会を開催し、庁内での情報共有を図っています。

１事業化へ

２各種計画の基礎資料として活用

３研究員が取得した知識・技能を生かす
「自治体の広報戦略についての調査研究」では、調査研究に携わった研究員が、

2013年度に新設されたシティセールス広報課に、研究成果を持って異動し、業務を
活性化させるという流れができつつあります。

また、関係課職員がチーム研究として調査研究に参加することで、調査研究にお
いて取得した知識や技能、研究成果を担当業務において生かしています。

４全職員に向けて成果発表を行い情報共有

職員参集メールシステムの構築

「大災害が発生した場合の職員の対
応」の研究報告などが一つのきっか
けとなり「職員参集メールシステ
ム」が構築されました。

シティセールス広報課の設置

「自治体の広報戦略についての調査
研究」の報告を受けて、2013年度の
機構改革に伴い、総合政策部内にシ
ティセールス広報課を設置すること
につながりました。

行政評価シートの見直しを実施

「行政経営の柱である行政評価制度
の検証と行政の最適化に関する研
究」の報告を受けて、2013年度に、
従来の行政評価シートを全面的に見
直し、研究成果を最大限活用した
シートへの移行を実施しました。

総合戦略の個別事業として反映

「地方版総合戦略」策定に伴う具体
的な事業提案と効果測定の研究」の
報告を受けて、2016年度に策定した
「春日部市まち・ひと・しごと創生総合戦
略」の個別事業として反映されました。

2013年度に策定した「春日部市健康づくり計画（第２次）・食育推進計画」や
2015年度～2016年度の２カ年を掛けて策定している公共施設マネジメント基本計画
などを効果的に推進していくための基礎資料となるよう、「春日部市にふさわしい
食育の研究」と「公共施設の適正配置についての調査研究」に取り組みました。
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調査研究事業の成果

アンケート結果

Ｑチーム研究員を経験してみて、どのように感じましたか？（１つ選択）

１ とても良かった ２ 良かった ３ あまり良くなかった ４ 悪かった

2013年度～2015年度の３カ年において調査研究に携
わった職員33人（本研究所の研究員を一部除く）の内29
人から回答がありました。

５調査研究に携わった職員の声

Ｑ研究活動の中で、印象に残ったことはなんですか？（複数選択可）

１ 先進地視察 ２ 政策形成基礎講座 ３ 有識者講演会
４ 発表会でのプレゼンテーション ５ 他部署の職員と協力して研究ができたこと

「他部署の職員と協力して研
究が出来たこと」を選択した職
員が最も多く23人、次に、「先
進地視察」、「発表会でのプレ
ゼンテーション」が19人であっ
た。
また、政策形成能力向上のた

めの「政策形成基礎講座」は12
人、調査研究テーマに精通した
専門家を講師として開催する
「有識者講演会」は、7人で
あった。

回答した職員全員が「とても
良かった」または「良かった」
を選択している。

先進地視察
政策形成基

礎講座

有識者講演

会

発表会での

プレゼン

テーション

他部署の職

員と協力し

て研究がで

きたこと

のべ回答者数 19 12 7 19 23

0

5

10

15

20

25

人

とても良

かった

１５人
良かった

１４人
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公募による市民と学識経験者として、本市と
包括的連携協定を締結している４大学（共栄大
学、日本工業大学、埼玉県立大学、聖学院大
学）の先生や調査研究テーマに精通した専門ア
ドバイザーにお願いしました。

調査研究事業の成果

■かすかべ未来研究所モニター概要

１．職務内容
かすかべ未来研究所が依頼した内容（調査研究のテーマに関する内容）
に対し、インターネット（電子メール）を利用して意見等を回答する。

２．定数
１テーマ当たり５人以内（公募市民２人～３人・学識経験者２～３人）

３．任期
選任した日から、その日の属する年度の末日まで

公募市民・学識経験者

（2014年度・2015年度）

６かすかべ未来研究所モニターを設置

かすかべ未来研究所の調査研究に対する市民や有識者の意見等を聴取することに
より、調査研究を効果的に進めていくことを目的に、2014年度に「かすかべ未来研
究所モニター」を設置しました。

モニター実績

17人

延べ

モニター募集ポスター

市内公共施設にポスターを掲示
し、募集を行いました。
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５年間の実績・成果〈情報発信事業〉

情報発信事業では、かすかべ未来研究所の研究成果や活動状況を積極的に情報発信し
ました。

情報誌等への主な寄稿実績

１ かすかべ未来研究所 政策の「最適化」を目指して
政策情報誌Think-ing第14号 発行元：彩の国さいたま人づくり広域連合

２ かすかべ未来研究所「調査研究事業」成果発表会
政策情報誌Think-ing第15号 発行元：彩の国さいたま人づくり広域連合

３ 大学生＋団地住民＝地域の元気～春日部市官学連携団地活性化推進事業～
政策情報誌Think-ing第16号 発行元：彩の国さいたま人づくり広域連合

４ えっ！？これってわたしが春日部創れるの！？～大学生政策提案コンテスト事業～

政策情報誌Think-ing第17号 発行元：彩の国さいたま人づくり広域連合

５ 大災害が発生した場合の職員の対応～春日部市直下型地震が発生したら？～

「都市とガバナンス」第19号 発行元：公益財団法人日本都市センター

６ 多世代との絆を実感できる学生生活～春日部市官学連携団地活性化推進事業～
大学時報 三五七号 発行元：一般社団法人日本私立大学連盟

研修ニュース
発行実績

広報かすかべ
2015年7月号に掲載

本研究所の持つ役割や成果を市民にお知らせす
ることを目的に、「研究所はなぜ必要なのか？」、
「研究所は市民にとってどんな関係があるの
か？」など市民に分かりやすく、また関心が高ま
るよう工夫を凝らし情報発信しました。

視察の受入実績

全国から
も注目！

30回

38団体

●庁内・庁外へ広くＰＲ
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５年間の実績・成果〈人材育成事業〉

※役職等は、講座開催当時のものです。

１回あたりの
平均受講者

開催実績

30人
講師名 役職等

牧瀬 稔 氏
（まきせ みのる）

一般財団法人地域開発研究所研究部上席主任研究員
（かすかべ未来研究所政策形成アドバイザー）

白土 良之 氏
（しらと よしゆき）

ユニークビジョン株式会社 代表取締役

大谷 基道 氏
（おおたに もとみち）

名古屋商科大学経済学部 准教授

三浦 祐司 氏
（みうら ゆうじ）

株式会社 ユカ システム課 課長

秋田 昌子 氏 ほか
（あきた まさこ）

墨田区 保健計画課 主査

松成 和夫 氏
（まつなり かずお）

プロコード・コンサルティング 代表

丸山 洋平 氏
（まるやま ようへい）

慶應義塾大学 政策・メディア研究科特任助教

小堀 喜康 氏
（こぼり よしやす）

自学工房

板本 洋子 氏
（いたもと ようこ）

NPO法人 全国地域結婚支援センター 代表

名和田 是彦 氏
（なわた よしひこ）

法政大学 法学部 政治学科 教授

谷山 修一 氏
（たにやま しゅういち）

埼玉県 総務部 統計課 経済分析担当

●実践型政策形成能力向上研修

各専門分野に精通したトップランナーによる講義を受講しました。

27回
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５年間の実績・成果〈人材育成事業〉

●大学での講義

年度 大学 派遣人数 講師の選任方法

2011年度 東京農業大学 ４名 研究所の研究員

2012年度 法政大学 ２名 庁内公募

2013年度 高崎経済大学 ２名 庁内公募

2014年度
共栄大学

日本工業大学
８名 庁内公募

2015年度
共栄大学

日本工業大学
６名 庁内公募

●研究員の自己啓発

職員の政策形成能力を向上させる取り組みの
一環として、大学の授業の貴重な１コマをいた
だき、職員を外部講師として大学に派遣し、学
生に向けて講義を行いました。

研究員は、各種研修会や共同研究等に参加し、知識や能力の向上に努めました。

研修会等の名称 主催

平成26年度政策課題共同研究 彩の国さいたま人づくり広域連合

平成27年度政策課題共同研究 彩の国さいたま人づくり広域連合

第８期プラチナ構想スクール プラチナ構想ネットワーク

平成27年度地域コミュニティーの政策イノベー
ション能力（つなぐ力）開発研修

政策研究大学院大学

派遣実績

22人

延べ

※主な参加実績
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５自治体シンクタンク研究交流会議

４かすかべ未来研究所モニター

３データの活用

２調査研究期間のスケジュールや研究成果の実現化

１公募のチーム研究員を増やすこと

課題と展望

2014年度に設置した「かすかべ未来研究所モニター」からは、さまざまな角度から多
種多様な意見や感想をいただきました。今後においても、市民、大学、行政の３者が共
同して政策研究を行うような春日部市独自の自治体シンクタンクを目指していきたいと
考えています。

これまでに蓄積してきた多種多様なデータを各部署の政策立案や事業実施において
有効的に活用していけるよう、管理・活用方法について検討し、支援の充実を図って
いきたいと考えています。

調査研究期間のスケジュールや研究成果の実現に向けた担当課との調整方法等につい
て見直しを図っていきたいと考えています。
そうすることで、担当課としても実現に向けた検討作業をスピード感を持って取り組

んで行けるものと考えています。

公募のチーム研究員がなかなか集まらない状況であるため、調査研究テーマを設定す
る際に庁内公募を行い、提案した職員が意欲を持って研究に参加してくれるようなシス
テムが構築できないか考えています。
こうした取り組みを続けていくことで、公募のチーム研究員も増えてくれるのではな

いかと期待しています。

自治体シンクタンク研究交流会議は、自治体シンクタンクの組織運営能力やネット
ワークを構築することを目的に、2013年度から毎年度開催されています。
第1回目は新潟県上越市、その後、滋賀県草津市、埼玉県戸田市、長崎県佐世保市で

開催され、2017年度は「春日部市」で開催される予定です。こうした全国の自治体シン
クタンクが集まる機会を通じて「かすかべ未来研究所」の存在を広くＰＲするとともに、
より充実した交流会議になるよう努めていきたいと考えています。
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かすかべ未来研究所の評価・期待

一般財団法人地域開発研究所研究部上席主任研究員 牧瀬 稔 氏
（かすかべ未来研究所政策形成アドバイザー）

かすかべ未来研究所の評価と今後に期待すること

■はじめに

かすかべ未来研究所からの執筆依頼には
「外からの評価と実務にあたって見ての評
価」と書かれています。私は市職員ではな
いので、確かに表面的には「外からの評
価」になります。ただし実質的には同研究
所の研究員（市職員）と一緒に政策研究に
取り組んできたと思っています。その意味
では「内部評価」になってしまうかもしれ
ません。ただし、外部と内部の双方の視点
を持ちつつ、同研究所を評価してみたいと
思います。
また過去に取り組んできた経緯を振り返

りながら、私の考える今後のかすかべ未来
研究所に期待することも記します。
さて具体的に記す前に、評価の意味を確

認しておきます。一般的な辞書には、評価
は「品物の価値を定めること」や「物の値
打ちを認めてほめること」と定義してあり
ます。いま改めて理解したのですが、「評
価」という言葉は基本的に「ほめる」と含
意しており、「けなす」というニュアンス
は含まれていないようです。
評価と言う２文字には、「ほめる」とい

う意味が含まれています。
そこで、かすかべ未来研究所から「『評

価』をお願いしたい」と「評価」を強調し
て私に依頼してきたと、今気が付きました。
要は「ほめてもらいたい」ということなん
ですね。しかし、ほめるだけでは必ずしも
未来志向ではありません。そこで私が考え
る改善すべきことも明記します。

■かすかべ未来研究所の評価

私のかすかべ未来研究所の評価は「優
（－）」と考えます。いきなり「優
（－）」と言っても、多くの読者は理解で
きないと思います。そこで評価基準を説明
すると「秀・優・良・可・不可」の５段階
があります。そして、それぞれにプラス
（+）とマイナス（－）があります。ただ
し「不可」は50点以下であり落第です。
（ちなみに「未評価」もあります。未評価
は大学での成績評価の場合は、出席が規定
回数に達していないなどが該当します。す
なわち評価できる材料がないということで
す）。
これらの評価基準の中で、同研究所の私

の評価は「優（－）」です。「優（－）」
が100点満点で何点になるかは読者の想像
にお任せします。決して難点ではないとい
うことだけは付言しておきます。
今回の私と同じような感想は、議会（議

員）も抱いているようです。2013年３月定
例会において、岩谷一弘議員が「かすかべ
未来研究所は、自治体シンクタンクとして
先進的な事業と感じていますし、また若い
世代の職員のやる気を喚起することや政策
立案能力を高めるためにもよい取り組みだ
と思います」と発言しています。同研究所
に「優（－）」をつけた私のコメントは、
岩谷議員の発言に近いものです（岩谷議員
は、同研究所の評価を端的に表現されてい
ます）。
かすかべ未来研究所は、今回の「優

（－）」に満足することなく（満足はして
いないと思います）、次は「優（+）」や
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かすかべ未来研究所の評価・期待

「秀」を目指してほしいと思います。

■原点に立ち返る～「優（－）」の理由

私が「優（－）」をつけた理由を記しま
す。
かすかべ未来研究所設置規則には「本市

の未来を創造するための政策を創出し、こ
れらの実現を図ることにより、市民福祉の
向上に寄与する」ことが設置理由として明
記されています（第１条）。同条文の「本
市の未来を創造するための政策を創出」と
「これらの実現を図ること」がアウトプッ
トになります（後者の「これら」は「政策
を創出」を指していると解します）。この
２点は過去の調査研究事業や情報発信事
業、そして人材育成事業等から達成できて
いると考えます。しかしアウトカムである
「市民福祉の向上に寄与」は、現時点では
明確に把握することができません。
市民福祉の向上を明確には把握できませ

んが、気になる数字があります。市民福祉
が継続的に向上していくのならば、市民の
定住意向は高まるはずです（市民福祉が向
上しているのに「住みたくない」と思う市
民は逓減すると考えられます。あくまでも
仮説です）。
2009年市民意識調査の結果は「住み続け

たい」と「事情が許せば住み続けたい」を
合わせると80.7％ありました。そして2014
年市民意識調査の結果は78.5％と減少して
います（2011年市民意識調査の結果は
79.1％です）。すなわち「住み続けたい」
と「事情が許せば住み続けたい」という意
向が継続的に低下しているのです。この点
は改善する必要があるでしょう。
もちろん、かすかべ未来研究所だけでは

なんともできないと思います。しかし、同
研究所の存在や活動などを「どうすれば市
民福祉の向上に寄与できるのか」を改めて
考えて様々な事業を実施する必要があるで
しょう（これは研究所への指摘に加え、一

緒に取り組んできた私の反省でもありま
す）。
また、同規則には具体的な取り組みとし

て、「政策課題に対応するための調査研究
に関すること」「政策立案に対する助言に
関すること」「実践的な政策形成能力の向
上に関すること」が主な内容と明記されて
います（第２条）。私の感覚では「政策課
題に対応するための調査研究に関するこ
と」と「実践的な政策形成能力の向上に関
すること」は達成できていると考えます。
実際に調査研究を実施していますし（前者
の「政策課題に対応するための調査研究に
関すること」）、市職員を対象に実践的な
研修も行っています（後者の「実践的な政
策形成能力の向上に関すること」）。それ
以外にも様々な取り組みから、これらの２
点は概ね達成できていると言えるでしょ
う。
一方で「政策立案に対する助言に関する

こと」は、まだ完全に達成できているとは
言えない気がします。規則にある「政策立
案に対する助言に関すること」は何を意図
しているか不明確ですが、少なくとも具体
的な取り組みがすぐに私の脳裏には浮かび
ません。このことは今後の同研究所が改善
すべきことかもしれません。
現在、プロジェクトチームを形成し調査

研究に取り組んでいます。これは様々な担
当課職員と研究所研究員の調査研究のため
のチームです。「政策立案に対する助言に
関すること」を達成していくために、一つ
の担当課と研究所が共同して調査研究を実
施してもいいかもしれません（イメージは
同研究所と担当課が協定を結び、一緒に調
査研究をしていく感じです。この過程が
「政策立案に対する助言に関すること」の
達成につながると考えます）。
かすかべ未来研究所の対外的な評価は

「高い」と考えています。その一つが視察
の受け入れです。同研究所が設置された以
降、視察の受け入れは40団体を超えていま
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かすかべ未来研究所の評価・期待

す。同研究所が取り組んだ調査研究に加
え、研究所そのものへの視察など、いろい
ろな見地から視察があります。対外的に
まったく評価がなければ視察はないはずで
す。この「40団体以上」という視察の件数
からも、同研究所は評価されていると理解
できます。
そのほか過去の様々な取り組みから評価

すると、私は「優（－）」になります。た
だし、原点に立ち返ると、必ずしも達成で
きていない部分もあります。達成できな
かったことは「いけない」や「まずかっ
た」と後ろ向きに捉えるのではなく、「な
ぜできなかったのか」と顧みることが大切
です。そして次の飛躍の糧にしていく必要
があります。
なお、同研究所の原点に関していうと、

2010年度に「春日部市の自治体シンクタン
ク設置に向けた調査研究報告書」をまとめ
ています。同報告書がかすかべ未来研究所
の土台の一つを形成しているとも言えるか
もしれません。再度、同報告書を確認して
いくことも大事と思います（ちょっとやや
こしいですが、設置規則で書かれている内
容は必ず達成しなくてはいけません。なぜ
ならば規則は法的根拠を持ち、約束とも捉
えられるからです。一方で同報告書は、あ
くまでも報告書であり法的根拠はありませ
ん。その意味で約束という位置づけでもあ
りません。だからと言って同報告書の存在
は無視してはいけないと思います。そのた
め参考と言う意味で、同報告書を確認して
いくことも大事と思います）。

■今後に期待すること

かすかべ未来研究所の英語表記は
「Kasukabe Future Life Laboratory」と
なっています。そして、この英語表記に同
研究所の真の基本理念があると勝手に思っ
ています。直訳は「春日部の未来生活の研
究所」になります。意訳すると「春日部の

未来の生活を創っていく研究所」と考えら
れます。もちろん、直接的には同研究所が
未来の生活を創っていくことはできません
し、してはいけないと考えます。なぜなら
ば、かすかべ未来研究所は政策実施機関で
はなく政策研究機関だからです。あくまで
も「春日部の未来の生活を創っていく」た
ける政策提言をする機関になります。
そして、この「春日部」というのは、地

域としての春日部市を指しており、一人ひ
とりの市民を意味していると考えられま
す。決して法人としての春日部市を意図し
ているのではないでしょう。すなわち、同
研究所は春日部市民一人ひとりの望ましい
未来生活を提言するための研究所になりま
す。
そのためには同研究所は未来志向でなくて
はいけません（研究所名に「未来」という
２文字も入っていますし）。さらに研究所
は「Research institute」ともしていませ
ん。注目すべきは「Laboratory」を使って
います。Laboratory演習室や研究室という
意味があります。特に大学の課程での演習
（ゼミナール）に使われます。私になりに
Laboratoryの意味を考えますと、無機質な
研究所ではなく（無機質と言うのは、研究
員がパソコンに向かってパチパチと黙々と
作業することを私はイメージしていま
す）、みんなでワイワイガヤガヤと意見交
換をして、政策提言の内容を検討していく
というイメージを持っています（現在のか
すかべ未来研究所の日常が前者の無機質的
であったら、改善する必要があると思いま
す…）。
さらに、この「みんな」の中には、研究

員（市職員）だけではありません。春日部
の関係者とともにワイワイガヤガヤと意見
交換をしていくのです。関係者とは、地元
住民や大学、金融機関、事業者、NPO団体な
どが考えられます。国や県も巻き込んでも
いいでしょう。春日部を取り巻く関係者と
一緒になって、春日部の望ましい未来生活
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を描いていく研究所だと思います。そこに
「Laboratory」を選択した意図があるのか
もしれません。
話ははややそれますが、対策と政策の違

いを記しておきます。対策は「現実対応」
になります。それは「いま目の前にある問
題を何とかしたい」という一心で取り組む
ことを意味します。その結果、どうしても
狭視眼的な見地からの行動になってしまい
ます。対策が続き、それが当たり前になる
と「何となく政策研究」の状態を招いてし
まいます。これは、とても悪い傾向です。
一方で政策は未来志向です。未来志向の

ためには、根拠をもって問題解決に当たら
なくてはいけません。その根拠を明確にす
るのが同研究所の一つの役割です。未来志
向には希望が湧いてきます。様々な観点か
ら可能性を探ることになります。その結
果、心にも余裕がうまれ、成功の軌道に乗
りやすくなります。同研究所は未来志向で
あるべきですし（くどいですが研究所に
「未来」という２文字がありますし…）、
その未来志向から春日部市民一人ひとりの
望ましい未来生活が創出されるのだと思い
ます（それが設置規則の「市民福祉の向上
に寄与する」につながっていきます）。
これからのかすかべ未来研究所に期待す

ることは、設置規則に明記したことをしっ
かりと実現しつつ、「Kasukabe Future 
Life Laboratory」を体現していくことに
集約できます。

■おわりに

埼玉県内では、戸田市や春日部市、三芳
町において、自治体シンクタンクが設置さ
れています。私の独断と偏見で、それぞれ
の特徴を端的に言及すると、戸田市政策研
究所は「組織牽引型政策研究機関」と表現
できます。三芳町政策研究所は「住民参加
型政策提言機関」となるかもしれません。
そして、かすかべ未来研究所は「人材育成

型政策検討機関」と捉えられると思ってい
ます（牧瀬稔（2013）「自治体シンクタン
クの役割、可能性」彩の国さいたま人づく
り広域連合『政策情報誌Think-ing第14
号』、82-84頁）。
それぞれの自治体シンクタンクには、

「組織牽引」や「住民参加」、「人材育
成」という言葉をつけています。そして特
に注目してもらいたいのは、後者の「政策
○○機関」です。自治体シンクタンクは、
政策をつくる機関ということです（「政策
○○機関」ということです）。決して、政
策実施機関ではありません。このことは注
意してほしいと思います。最近の自治体シ
ンクタンクは、実態は政策実施機関という
形態が増えてきています。
もちろん地方自治体の中には、政策実施

機関としての自治体シンクタンクの価値を
見出す場合もあると思います。しかし私は
違うと思っています。「未来志向であるた
めには、政策研究機関であることが求めら
れる」というのが私の考えです。かすかべ
未来研究所は、現時点では政策研究機関で
あると思っています。ただし、発足時と比
較して、相対的に調整業務や実施業務が増
えてきている気がしているので、この点は
注意してほしいと思います。
最後になりますが、かすかべ未来研究所

は、次のステージに入ったと思っていま
す。改めて原点を確認し、場合によっては
新しい原点を構築し、同研究所ならではの
自治体シンクタンクの形を創ってほしいと
思います。
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議 会 事 務 局 長 種村 隆久
（かすかべ未来研究所初代所長）

未来研究所の５年間
～しなやかに、したたかに、未来を導く～

■未来研究所始動！

何事かが新たに始まるときの高揚感や緊
張感は、どんなときでも格別のものであ
る。
平成２３年６月２９日、かすかべ未来研

究所第１回実践型政策形成能力向上研修に
集まってくれた２つのチーム研究員１６名
を含む大勢の若手職員の真剣な顔を見たと
き、素直に胸が躍った。「かすかべ未来研
究所」として、初めて公式の舞台に立った
のである。

■設置に向けて

本市では、平成２０年６月市議会一般質
問において、「組織的な政策形成能力の向
上のため、自治体シンクタンク設置の必要
性がある」との議員提案があり、市長公約
にも取り入れられ、それらを受けて、平成
２２年４月に、研究所設置に向けた調査研
究を本格化させた。１年で開設する目標を
立て、政策課の担当職員が先進自治体の勉
強会にも参加したが、そこで、本研究所が
当初から政策形成アドバイザーをお願いし
ている牧瀬先生とお会いできたことが大き
な後押しとなった。牧瀬先生から適切な助
言をいただきながら、本市にふさわしい研
究所の形を一気に整え、平成２３年４月
「かすかべ未来研究所」が開設した。

■初年度研究チームの健闘

さて、平成２３年６月、各部課から集
まったチーム研究員は、政策研究も初めて
で初対面の職員ばかりだったが、牧瀬先生

の研修や助言を受け、調査研究をスタート
させた。その取り組みは、「暗中模索」
「試行錯誤」「一進一退」の１０ヶ月間
だったと想像する。研究成果の落し所を見
極めるため、担当の政策課職員に厳しく詰
め寄ったこともあったと聞いた。
そのような真摯な調査研究の結果、「大

災害が発生した場合の職員の対応」の研究
チームは、彩の国さいたま人づくり広域連
合や日本都市センターに招かれて発表の機
会を得ることとなった。発表の場を経験す
ることで、大きな自信を得ただろうし、こ
の研究をきっかけとして、本市の災害時の
職員参集メールシステムが導入されたこと
も大きな成果といえるだろう。

■実践で生かされなければ意味がない

当初から、「研究のための研究は意味が
ない。実践で生かされてこそ研究の意味が
ある。」と言い続けてきたが、前述の研究
のように実践に生かされた事例は他にもあ
る。
平成２４年度の「自治体の広報戦略につ

いての調査研究」では、その研究結果を受
けて、次年度、市の戦略的な情報発信を担
う「シティセールス広報課」が新設される
ことになった。併せて、研究を担当した研
究員が研究成果を携えてシティセールス広
報課に人事異動し、具体的な事業の実践に
当たっている。
同じく「行政評価制度の検証と行政の最

適化に関する研究」では、その調査結果に
基づき、次年度から行政評価シートの全面
的見直しなどが行われた。
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■視察対応もフル稼働！

もう一つ、ずっと言い続けてきたことが
ある。「視察依頼は絶対に断らない。」
遠方からわざわざ「未来研究所の取組み

について知りたい」と連絡をいただいたの
である。断るのは失礼だし、他の自治体の
職員や議員の皆さんと情報交換することは、
調査研究の面でも有意義なことである。ま
た、たくさんの視察があることは、研究所
の価値を高める上でも重要なことと思って
いる。忙しい中、対応してくれた研究員に
は感謝している。

■職員採用面接でも研究所希望者が殺
到！

研究所が始まって３年を経過した頃から
だっただろうか。職員採用面接の際、志望
動機に「春日部市職員になったら、ぜひ未
来研究所で政策研究をしたい。」と発言す
る応募者が増えてきた。うれしいことであ
る。
また、時を同じくして、最初はあまり職

員に知られていなかった研究所が、広く認
知されるようになってきた。開催する研修
会等への出席者も随分増えてきた。

■輝く笑顔が頼もしい

所長は、研究チームの活動に毎回関わる
ことはないが、研究期間中の節目節目で開
かれる交流会には率先して出席した。食事
をいただきながら、研究内容や日頃の仕事
の話などに花が咲き、楽しい時間を過ごさ
せていただいた。何より良いのは、チーム
研究員の輝くような笑顔である。研究を通
して得た自信やチーム研究員同士の信頼感、
困難な研究に取り組んでいるというプライ
ド、それらが自然と普段の仕事ぶりに現れ
るのだろう。

■しなやかに、したたかに、未来を導いて
ほしい

これまでにチーム研究員として参加して
くれた職員は、７０人に上る。全員にあり
がとうと言いたい。研究を通じて信頼で繋
がれた彼らのネットワークが、部課を超え
て市役所内に広がっていると言っても過言
ではない。きっと、今後も確実に広がって
いくだろう。
研究所は、設置から５年が経過した。今

までの活動を振り返って、見直すべきは見
直し、伸ばすべきは伸ばしていってほしい。
第３回の優秀賞に続いて日本都市セン

ターの都市調査研究グランプリを目指すも
よし、官学連携団地活性化事業を契機とし
た大学とのコラボレーションも拡充したら
どうか。学生の政策提案をもっと積極的に
市の事業に活用すべきである。やることは
山ほどある。
その上で、関係職員や関係機関とのネッ

トワークを生かして、しなやかに、したた
かに、まちの未来を導いてくれることを期
待したい。

『かすかべ未来研究所』

うん、いい名前だ！
みんな、頑張っていきましょう!!
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かすかべ未来研究所 副所長 日向 誠
2014年度～所属

かすかべ未来研究所 副所長の声

■驚き、実感！

私が副所長になったとき、かすかべ未来研究所は３年目が経過していた。年度当初
から視察の対応が多かった。全国各地の自治体や議会が本市を訪れてくれたため、シ
ンクタンクの設置や人口増加策など、本市の取組を説明する絶好の機会となった。視
察が多いことは、本市のシティセールスにも大いに貢献している。これも３年間築き
上げてきた所長をはじめ、前任者や研究員の成果の賜物だと実感させられた。

■反響の凄さ！

とあるＮ市議会の視察対応で、定住人口増加策の取組について説明したところ、翌
日に電話があり、市民公開講座で発表して欲しいとの話しをいただいた。Ｎ市に出向
くと、市長をはじめ、地元選出の県議会議員、市議会議員、開催場所の学校関係者、
大勢の市民の方々に迎えられ、反響の凄さを感じた。パネルディスカッションでは思
いっきり春日部をアピールすることができた。市民公開講座終了後には地元マスコミ
の取材攻めに合い、翌日の新聞記事に大きく取り上げられた。

■努力の結果！

かすかべ未来研究所では、研究員が先進自治体や企業への視察、有識者研修会など
を通じて研究テーマに関する知識を得ようと日々努力している。この努力により自ら
に与えられた「知」を人に分け与えるようにし、将来にわたって持続可能な組織とな
るよう「知」の種を蒔いていただきたい。そして、情報収集したデータや資料が全職
員の目に留まるようにされたい。

■研究所に求められるもの

研究員も過去に自らが蒔いた種が芽を出し、今の自分の姿があるのだと思う。そん
なことに感謝しながら、これからも良い種を蒔き続け、素晴らしい組織を作り上げて
欲しい。かすかべ未来研究所だけでなく、春日部市という組織を！

■成功するための３つの目

鳥の目・・・大所高所から広い視野をもって全体像を把握する
虫の目・・・ターゲットを絞って「狭く深く」を心がけ徹底する
魚の目・・・時代の変化に対応し方向性の流れを読み取る
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かすかべ未来研究所 研究員 松本 英彦
2011年度～2012年度所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

かすかべ未来研究所とつながり

～１つ目のつながり～
私は普段、チラシ類の回覧をほとんど見ない。でも、そのときはなぜだか、そのチラ
シを見た。そのチラシはというと、戸田市政策研究所講演会のチラシである。
そこで、牧瀬先生と出会った。
今でも、休憩中に名刺を交換したときのことを鮮明に覚えている（緊張した！）。
かすかべ未来研究所の設立は、牧瀬先生とつながったことからはじまった。
牧瀬先生、改めてありがとうございます。

～２つ目のつながり～
今、私は資源循環推進課に所属している。
全くと言っていいほど研究所とのつながりはない。
でも、研究所を卒業した仲間、現役の研究所の仲間は、私の仕事に役に立つ情報を教
えてくれる。
今でもこうやってつながっている。本当にありがたい。
研究所もそんな研究所であってほしい。

一．研究には調査が必要不可欠。ありとあらゆる角度から調べて調べて調べ尽くす。

一．研究に近道はない。どんなに遠回りしても納得のいく道筋を見つける。

一．研究は一人ではできない。人脈を広げ、親しくなり、巻き込んでしまう。

一．研究は机上ではできない。現地に出向き、実情を見て聴く。

一．研究は、自分が楽しむ。そして夢を持って挑む。

３年間のかすかべ未来研究所生活で強く感じたことであり、その後の仕事への取り
組み姿勢としていかすことができていることである。

かすかべ未来研究所 研究員 野口 勉
2011年度～2013年度所属
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かすかべ未来研究所 研究員 三浦 正史
2011年度・2014年度所属

かすかべ未来研究所 研究員 重枝 紗智子
2011年度～2012年度所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

「かすかべ未来研究所」の研究員として数年間業務に携わったことで、新たな施策を
始める際の調査や企画の進め方について一から学ぶことができた。

まず、現地視察や電話、ウェブ上での調査を通じて、他自治体の先進事例や有識者の
論文等を参考に「春日部らしい」内容となるよう考えながら、実施までの下準備を効率
的に進めることができるようになった。

また、民間企業主催の研修や勉強会、セミナー等に参加する機会を多くいただいたこ
とで、広報業界の最新動向や新たなＰＲ手法等について知ることができ、客観的な視
点・広い視野を自然と持てるようになった。

そして最後に、政策形成アドバイザーの牧瀬先生を始めとする、たくさんの有識者の
方々、そして、調査研究を共にした庁内関係課の皆さんと出会えたのは何にも代えがた
い財産となった。

交流を通じて、皆さんの専門的なお話や現場感覚の鋭い意見から様々な知識を得られ
たことはもちろんのこと、自らの仕事のやり方を見直す大変良い機会となった。

調査研究事業の大きな柱として、毎年度複数テーマについてグループでの研究を

行っています。

研究でのゴールは、「事業提案」ですが、その過程には提案までたどり着かなかっ

た事業案、更には分析はしたが報告書や発表などには使われず、研究メンバー内でし

か共有されなかったデータがありました。これらも１つのお宝だと思います。他の研

究においても、多かれ少なかれ同じ状況だったのではないでしょうか。

しかし、このような埋もれたお宝の生かし方や、お宝を埋もれさせないための仕組

みづくりを、自分の在籍期間で整備することができませんでした。

今後、お宝が生かされる仕組みが整備されると、研究所機能の更なる充実・強化に

つながるのではないかと思います。
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「出会いに感謝」

研究所において、普段の仕事ではなかなか味わえない、数々の貴重な体験をさせ
ていただいたことに感謝している。

本市にとって何が有意義なことかを考える過程は、実は、私自身にとって不足し
ていた資質、例えば大局的な物事の捉え方、調整力、資源活用力などの必要性に改
めて気付かされる工程でもあった。そして、それぞれの研究を通して出会った方々
からいただいた多くの知見とパワーは、研究所を離れた今でも、私の公務員として
の生き方の原動力となっている。

現在は、幸いにも初年度に研究した内容と関連の深い部署に配属され、経験を糧
に日々奮闘中である。

さらに平成28年度は、「職員力」の研究を生かし、「男女が共に輝き“いきい
き”と働ける職場をめざすワーキンググループ」への参画の機会を捉えることがで
きた。

一人の力は小さいかもしれないが、周囲を巻き込みながら、今後も春日部市とい
う組織に貢献していきたいと考えている。

かすかべ未来研究所 研究員 森田 貴実香
2013年度～2014年度所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

平成２３年１０月から１年半の間、前任の研究員の後を引き継ぎ、「春日部市の現状

と課題」というテーマに取り組みました。

入庁直後ということもあって、私自身が春日部市の現状を理解していない中、市全体

のあらゆるデータを分析するという非常に難しいテーマではありましたが、牧瀬先生の

指導のもと、何とか最終目標を達成することができました。

文献やデータの分析など内向きになりがちだったのですが、研究を通して研究員や他

自治体職員など多くの人と交流できたことが良い経験となりました。

かすかべ未来研究所 研究員 村田 雅樹
2011年度～2012年度所属
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かすかべ未来研究所 研究員 大河原 弘樹
2013年度所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

かすかべ未来研究所 研究員 舟田 由彦
2013年度～所属

市役所に入庁して20年以上、仕事に対する問題意識もあまりなく公務員人生を過ごし

てきた。

しかし、研究所に異動してきて、他の自治体職員や第一線で活躍する多くの先生方、

そして何より牧瀬先生と出会い「春日部市の現状に足りないものは何か？」を考え、理

想の姿（あるべき姿）を追い求めていくことの大切さに気付かされた。

私自身は、研究所在籍４年目を迎えた。

今後は、現状と理想のギャップを追い求め、さらに行動していかなければいけないと

考えている。そのためには、日々勉強である。

かすかべ未来研究所の１年を振り返って

私が未来研究所の研究員として携われたのは１年だけでしたが、私にとってはとても
多くの事を学び、経験させていただいた１年でした。研究テーマは「公共施設の適正配
置について」でしたが、公共施設の情報だけでなく、人口動態（人口推計）の内容や財
政推計の内容を含んでおり、一つずつの内容だけでも１つの研究になりそうなくらい濃
い内容だったと思います。

それを一つの報告書にまとめられたのは、一緒の研究メンバーの皆様のご助力やご助
言があったからであり、研究内容だけでなくチームワークや色々な考えを一つにまとめ
る能力も鍛えさせていただきました。

職員提案制度などもありますが、一つの政策提案についてこれほど本気で時間をかけ
て検討・立案していく機会はなかなか無いと思います。貴重な時間と経験をいただきあ
りがとうございました。また、その１年を支えて下さった政策課の皆様と各年の研究メ
ンバーを含む未来研究所の皆様に、心より感謝しております。
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かすかべ未来研究所 研究員 砂田 清志
2015年度～所属

かすかべ未来研究所 研究員 遠藤 祐太郎
2014年度～2015年度所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

私は研究員として今年で２年目を迎えました。研究１年目はとにかく様々な不安を抱
きながら研究を進めていたことを思い出します。研究と言っても何をどうすれば良いの
か分からない不安、公募で研究に参加いただいている職員を引っ張っていかなければな
らない不安、研究の方向性が間違っていないか、研究の進度が遅れていないかといった
不安です。

約１年間という長いようで短い期間の中では、山あり谷ありで悩むことも多くありま
した。しかし、研究が進んでいく中で研究チームに一体感が生まれていくのを感じるこ
とができ、最終報告を終えた時には、これまでの業務では経験したことのない達成感を
感じることができました。

人口減少が進み自治体間競争が激化する中、研究所が取り組むべきテーマは数多くあ
ります。かすかべ未来研究所が先進的な自治体シンクタンクとして発展できるよう、常
に新しいことにチャレンジし、試行錯誤しながら前進していきたいです。

かすかべ未来研究所には「調査研究機能」「支援機能」「人材開発機能」の３つの機

能があり、私は在籍中に「人材開発機能」が有効に働いたと感じました。

調査研究を始める前に、チーム研究員の公募期間があります。その時には様々な人に

声を掛け、研究が始まると研究テーマに即した研修を企画していました。参加者は熱意

に満ち溢れており、自分の力不足を感じたこともありました。

そんなチームの中にいられたからこそ、自分自身の能力向上に対して真摯に向き合う

ことができました。
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かすかべ未来研究所 研究員 浅井 恵介
2015年度～所属

かすかべ未来研究所 研究員の声

「かすかべ未来研究所って何をしている所？」

人事異動で政策課に配属が決まり、担当を聞いた時の率直な感想である。（偉大な諸
先輩方、大変申し訳ございません。）

研究所の主な業務を知ると、今度は、自分にはできない（向いてない）、そんなネガ
ティブな思考に陥った。

しかし、所長、副所長をはじめ、先輩研究員の研究所への熱い想いや姿勢を知るにつ
れ、「できない」ではなく「できなくて当たり前、やってみて学ぼう」と考え方が変
わった。

実際に研究員として、調査研究や様々な研修を受講することで、データを使った現状
の分析や、目先の事のみにとらわれず、大局的見地に立って考察していく重要性など、
研究員とならなければ気付くことすらできなかったかもしれないことを多く学ばせても
らっている。

また、各課職員の皆様とチームを組んで研究することで、多くの「つながり」を持つ
ことができた。

多くの財産を得ている事に感謝しつつ、これからも精進していきたい。

これまでの常勤職員

ＮＯ 氏 名 職名 所属年度
１ 種村 隆久 所長 2011年度～2015年度

２ 落合 和弘 副所長 2011年度

３ 宇内 啓介 副所長 2012年度～2013年度

４ 日向 誠 副所長 2014年度～

５ 松本 英彦 研究員 2011年度～2012年度

６ 野口 勉 研究員 2011年度～2013年度

７ 松井紗智子 研究員 2011年度～2012年度

８ 三浦 正史 研究員 2011年度・2014年度

９ 村田 雅樹 研究員 2011年度～2012年度

10 森田貴実香 研究員 2013年度～2014年度

11 舟田 由彦 研究員 2013年度～

12 大河原弘樹 研究員 2013年度

13 遠藤祐太郎 研究員 2014年度～2015年度

14 砂田 清志 研究員 2015年度～

15 浅井 恵介 研究員 2015年度～

2011年度から2015年度まで
に15人の職員が、「かすかべ
未来研究所」の運営に関わり
ました。

※所属当時
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参考資料

●実践型政策形成能力向上研修の記録

年月日 研修名 内容
研修

ニュース
2011年
6月29日

基調講演
「人口減少時代を春日部市はどうするのか」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.１

7月14日 公開講義
「情報収集の技法」「都市間競争の背景」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２

10月12日 公開講義
「地域ブランドの意味を考える」、「プレゼンのプチ視点・グラ
フの見せ方」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.３

11月14日 公開講義
「文書の書き方、報告書の書き方」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.４

12月27日 公開講義
「政策法務という考え方」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.５

2012年
6月19日

政策形成基礎講座
「政策づくりの視点」、「データ収集・活用の技法」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.６

6月29日 外部有識者講演会
「ソーシャルメディアの現状と自治体での活用」
ユニークビジョン株式会社 代表取締役 白土 良之 氏

Vol.７

7月4日 政策形成基礎講座
「会議を円滑に進める視点」、「政策づくりのフレームワーク」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.８

7月18日 外部有識者講演会
「行政評価制度の概要について」
公益財団法人日本都市センター研究室 主任研究員 大谷 基道 氏

Vol.９

9月24日 外部有識者講演会
「民間企業の営業戦略～これからの行政に求められる営業」
株式会社 ユカ システム課 課長 三浦 祐司 氏

Vol.１０

2013年
5月14日

成果発表会 2012年度 調査研究事業成果発表会について Vol.１１

6月18日 政策形成基礎講座
「問題発見の視点」「情報収集・分析の視点」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.１２

6月26日 政策形成基礎講座
「定住人口獲得の事例」「交流人口獲得の事例」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.１３

7月1日 政策形成基礎講座
「政策づくりフレームワークの紹介」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.１４

8月8日 外部有識者講演会
「食育で『人』『しくみ』『まち』づくり ～手間かけて みんな
がつながる すみだの食育（東京都墨田区）」
墨田区 保健計画課 主査 秋田 昌子 氏 他

Vol.１５

8月20日 外部有識者講演会
「公共ファシリティマネジメント ～そのキーポイントと手法」
プロコード・コンサルティング 代表 松成 和夫 氏

Vol.１６

11月11日 外部有識者講演会
「人事評価制度の意義と必要性・職員モチベーションの向上」
名古屋商科大学経済学部 准教授 大谷 基道 氏

Vol.１７

2014年
5月23日

成果発表会 2013年度 調査研究事業成果発表会について Vol.１８
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参考資料

●実践型政策形成能力向上研修の記録

年月日 研修名 内容
研修

ニュース

2014年
6月16日

政策形成基礎講座
「問題発見の視点」「政策情報の収集と活用」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.１９

7月14日 政策形成基礎講座
「政策法務とは何か？」「法化社会の現状と対応」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２０

7月31日 外部有識者講演会
「春日部市はなくなってしまうのか～推計人口の意味を正しく理
解するために～」
慶應義塾大学 政策・メディア研究科特任助教 丸山 洋平 氏

Vol.２１

8月20日 外部有識者講演会
「職員の成長と組織の元気を考える」
自学工房 小堀 喜康 氏

Vol.２２

9月19日 政策形成基礎講座
「かすかべ未来・カフェの実施」
財団法人 地域開発研究所 研究部 主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２３

2015年
5月14日

成果発表会 2014年度 調査研究事業成果発表会について Vol.２４

2015年
6月17日

政策形成基礎講座
「問題発見の視点」「政策情報の収集と活用」
財団法人 地域開発研究所 上席主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２５

7月9日 政策形成基礎講座
「政策フレームワークの紹介」
財団法人 地域開発研究所 上席主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２６

8月19日 外部有識者講演会
「いまどきの結婚事情～地方自治体の結婚支援をめぐって～」
NPO法人 全国地域結婚支援センター 代表 板本 洋子 氏

Vol.２７

9月17日 政策形成基礎講座
「かすかべ未来・カフェの開催」
財団法人 地域開発研究所 上席主任研究員 牧瀬 稔 氏

Vol.２８

10月14日 外部有識者講演会
「地方創生時代におけるコミュニティの可能性」
法政大学 法学部 政治学科 教授 名和田 是彦 氏

Vol.２９

11月2日 外部有識者講演会
「政策立案に役立つ統計の加工・分析方法」
埼玉県 総務部 統計課 経済分析担当 谷山 修一 氏

Vol.３０
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