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滋賀県協働部活プロジェクトの取組 

～持続可能な社会を実現するための県民行動とは？～ 

  フードマイレージ・ウッドマイレージの低減 

 
 

最終報告書 
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協働部活プロジェクト 
 



１．はじめに 

 （１）持続可能な社会を目指して 

わたしたちは前世紀の後半から、発展を旗印にして、大量生産、大量消費、大量廃棄

を軸とする社会経済システムに基づき、豊かな社会づくりにまい進し、ほぼそれを実現

した。その後、アジアの国々も次々とこのシステムを導入し、今や、それぞれ世界の人

口の約２割、十億人以上を有する中国とインドが参入しつつある。しかし、地球温暖化、

資源の枯渇、生物多様性の喪失、さらにはコミュニティの弱体化などにより、現在のシ

ステムによる社会の持続可能な発展は困難となりつつあると考えられる。人間活動を地

球の環境容量内に収めつつ、すべての人々が質の高い生活を享受できる社会、持続可能

な社会を実現することが課題となっている。 
そこで今回は、持続可能な社会を実現するための消費行動を考えるため、食料や木材

の輸送にかかる二酸化炭素排出量の目安であるフードマイレージ、ウッドマイレージを

取り上げ、その指標の可能性と活用方策を提案する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （２）協働での取り組みと提案 

   協働部活は、ＮＰＯと県行政とがテーマごとにチームを組み、課題解決に取り組む

新しい協働の形で、公募で集まった関係者を交え、NＰＯと県行政部局が、調査・分析、

企画・立案、モデル事業の実施・検証などを協働で行い、プロセスと成果を共有しつつ、

具体的な課題解決を目指すことをねらいとしている。滋賀県が検討している「持続可能

な滋賀社会づくり構想」には、ビジョン実現のための具体的な政策を提案することとし

ており、特に持続可能な消費行動については、この新たな県民参画のしくみである協働

部活プロジェクトで提案する。 
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２．本事業の主旨、目的 

 （１）「身土不二」という考え方の重要性 

   私たちにとって、衣食住は生きるために欠かせないものである。中でも、「食」と「住」

というテーマは、ともに、買い方、暮らし方という消費行動が、農業、林業という一次

産業すなわち生産、流通にも深くかかわる。しかし、近年では生産と消費が分断され、

一連のものとして意識する機会はほとんどない。 
本来、人の命と健康は食べ物で支えられ、食べ物は土が育てるものである。故に、人

の命と健康はその土と共にあるという「身土不二」の言葉の意味をもう一度見直し、消

費者のあり方が問われていることにまず気づくきっかけが必要である。 
 
（２）土と生活をつなぐ「マイレージ指標」 

フードマイレージ、ウッドマイレージという概念は、食料と木材の多くを輸入に頼っ

ているということを「環境への影響」につなげ、滋賀で育った食べ物や木材を使う価値

を、あらためて見直すきっかけをつくる「指標」として検討する。 
フードマイレージ、ウッドマイレージとは、生産場所から生産場所から消費場所まで

の距離と運搬量を掛け合わせて得られる指数である。 
わが国は、アメリカに比べて食料、木材の輸入量は大きくかわらないが、フードマイ

レージ、ウッドマイレージは他国に比べて著しく大きい（資料①）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料①各国のフードマイレージ（中田哲也（農林水産政策研究 2003）より作図）、 
ウッドマイレージ（藤原敬（ウッドマイルズ研究会 2006）より作図）比較 

 
輸送において船舶や車両が排出する二酸化炭素量（環境負荷）を、上記「マイレージ」

に乗じたものが、「マイレージ CO2」である。利用する交通機関が同じであれば、近在

のものを消費するほど、マイレージ CO2 は小さくなる。よって、滋賀県の食と木材の

地産地消を進めるには、マイレージ CO2 の小さいものを選択する消費行動が求められ

る。 
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本検討では、マイレージ指標のもつ可能性と課題を整理したうえで、具体的な活用策

に関し提言する。主な検討項目は以下のとおりである。 
   ・生産と流通、消費の現状分析 
   ・マイレージ CO2と排出削減量の算定 
   ・マイレージ指標の活用に向けた課題 
   ・マイレージ指標の可能性と提案 
   ・協働部活プロジェクトの活用効果 
 
３．生産と流通、消費の現状分析 

 （１）「食」の生産と消費 

   県内で生産される米は、県内で消費されると思われる量を大幅に上回っており、理

論的には自給率 100%が実現可能なものである。しかし、県内の小売店では県外産の米

を多く見かけるのが現状である。反対に、麦類や野菜では、生産量より消費量の方が大

幅に上回っており、半分以上を県外もしくは海外に依存していることが推察される。 
一方、生産の現場を考えると、兼業農家がほとんどである滋賀県では、比較的手間の

かからない米の生産量が多く、近年では大豆の生産も増加している。しかし、手間のか

かる野菜の生産量は減少しており、従事者の高齢化から重い根菜から軽い葉菜への転換

も進んでいる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料②県内の米、麦類、野菜の生産量と需要量推計 
（需要量推計※一人当たりの消費量×県内人口） 

 
（２）マイレージ算出品目の選定 

最近の食料の流通は大変複雑であり、その経路を明らかにすることは困難であるこ

とがわかった。そこで、フードマイレージを試算するには、県内での生産量が多く、

小売店に届くまでに加工されることがない等、流通実態が把握しやすいものを選定す

ることとした。 
木材は、県内で生産されるものを除いて、県内の流通が県でほぼ把握されていたこ

とから、それを活用するとともに、県内の主な市場へ聞き取り調査を行うこととした。 
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（３）米とほうれん草の流通 

   資料③米の生産・流通状況 
    県内の米は、生産量が消費量を上回っているにもかかわらず、県外から持ち込ま

れている。県外から持ち込まれているものについては、ブレンド米など複数の産地が

混同されている場合も多く、その産地を特定することは困難であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   資料④ほうれん草の生産・流通状況 
    ほうれん草は加工されることが少なく、比較的流通を把握しやすい。県内の生産

量は需要量の約 50%を占めており、マイレージ試算の対象品目とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （４）「木材」の生産と消費 

   資料⑤木材の生産・流通・消費構造 
    滋賀県では、多くの人工林がありながら外材、県外からの木材利用が多く、製材

用木材の県産自給率は 23%にとどまっている。また、県内で伐採された木材のうち、



約 30%が県外へ流通している。 
   資料⑥県内の産地別生産量 
    県内で流通する県内産木材の産地別内訳は、県内の主要木材市場の協力を得て調

査することができた。その結果は、下図のとおり甲賀地域で最も多く、次いで東近

江地域、大津・湖南地域となっていた。 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

資料⑦新着着工戸数と木造率 
    滋賀県内の住宅着工（共同住宅、一戸建住宅）は増加する傾向にあり、木造率（木

造軸組、ツーバイフォー、木質プレハブ）も一定で推移している。今後、健康、環境

に配慮した住宅が求められることから、地域で育った木材を有効活用することが必要

である。 
 
４．滋賀県全体のマイレージ ～現状と削減の可能性～ 

 （１）ほうれん草のフードマイレージとフードマイレージ CO2（別添資料） 
   県内で消費されるほうれん草のうち、県内産の割合は 67%と高いにもかかわらず、

それらを輸送する際の環境負荷の目安であるフードマイレージ CO2 は、県内産はたっ

た 4%しか占めていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料⑧フードマイレージ計算結果 
  
（２）木材のウッドマイレージとウッドマイレージ CO2（別添資料） 
   産地の調査結果を参考に、ウッドマイレージ CO2 を試算した結果、県内産の占める
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割合はたった１％だった。 
 
 
 
 
 
 
 

資料⑨ウッドマイレージの計算結果 
 

 （３）二酸化炭素排出量削減の可能性 

県外産ホウレンソウの平均フードマイレージ CO2 は、県内産のそれより約５４倍も

あり、ホウレンソウの県内需要量を全て県内産でまかなう場合、その輸送にかかる CO2

排出量を約 95%削減可能である（現在比）。 
また、木材においては、現在国で検討中の、森林・林業基本計画における新たな提案

では、国産材の供給量を約３５％増加させることを目標としている。現状に比べて、滋

賀県産の木材が３５％増加し、その分外材が減ると仮定した場合、削減可能な CO2 排

出量は 3,800tCO2、つまり、現状と比べて輸送にかかる CO2 排出量を約５０％削減す

ることが可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料⑩ホウレンソウ１ｔあたりの平均フードマイレージ CO2 
 
５．マイレージ指標の活用に向けた課題 

 （１）指標精度の確保と信頼性のバランス 

   指標の精度を求めるにはかなりのコストが想定される。わかりやすい仕組みの中で

精度の確保と信頼性のバランスを見極める必要があり、品目ごとにマイレージ CO2 を

表示するコストを、いかに低減するかが課題となる。 
 （２）マイレージ指標のもつ課題 

   マイレージ CO2 を計算すると、その輸送手段により距離と排出量が比例関係になら

ない場合がある。つまり、距離が長くても特に船舶で運ぶ場合はマイレージ CO2 が小

さくなる。距離だけでなく、輸送手段によって環境負荷が異なることは大切な情報であ
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るが、マイレージ指標を複雑にする可能性がある。 
 （３）信頼性を高める工夫 

   指標の信頼性を高めるには１．公的機関の認証、２．業界による認証、３．第３者

機関による認証の３つのやり方が考えられる。これまで多くは１．もしくは２．で進め

られてきたが、今後、事業本来の目的（持続可能な消費行動の実現）を達成するために

は、３．の第三者機関による認証を実現する必要がある。また、行政は指標表示の義務

化などの制度化をあわせて行うことで効果を高めることができる。 
 
６．マイレージ指標の活用と提案 ～みんなでできること！～ 

 （１）提案その１ ～２０３０年の理想の品質表示～ 

   ・「安全」、「新鮮」、「環境にやさしい」が一目でわかる食品の品質表示 
    ☆環境こだわり農産物のフードマイレージ CO2表示 
     農薬等についての安心の実現、マイレージ表示による鮮度の評価、二酸化炭素

排出量の表示による環境負荷の少ない商品の選択を実現 
 
資料⑪販売実験によるマイレージ表示のアンケート結果（別添資料） 

県内で行ったアンケートによると、今後「マイレージ」が商品に表示されれば、

購入時に参考にすると回答した人が 70%を超えており、消費者の意識の高さがう

かがえ、マイレージ表示に対する将来的な可能性も示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ☆木造住宅や木製品とウッドマイレージ CO2表示 
          森林認証と CoC 認証と二酸化炭素排出量の表示により、地域の森林整備への貢

献度合い評価と環境負荷の少ない商品の選択を実現 
 
    資料⑫京都府のウッドマイレージ CO2と府内産木材認証（別添資料） 
     違法伐採問題への対応として、平成１８年４月から政府が調達する木材（製品）

は合法性の証明が必要になった。林野庁のガイドラインが示す三つの証明方法は

以下のとおり。 
（１）森林認証制度及びＣｏＣ認証制度を活用した証明 
（２）森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明 
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（３）個別企業等の独自の取組による証明 
京都府ですでに導入されている認証制度は（３）にあたるが、今後は地域にあ

る木材資源を循環利用する、すなわち再生可能な地域森林資源を合法的に循環利

用するためのネットワークづくりを進める必要がある。 
シンボルマークは、顔の見える関係で木を手渡していることを表している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２）提案その２ ～認証の仕組み～ 

   ・産官民の協働による認証制度 
    ☆認証主体は官から第３者へ（NPO 法人等）※近隣府県との連携 

          近隣府県との連携により、できるだけ環境負荷の少ない近くのものを活用する

仕組みづくりを進め、第三者機関が認証制度を管理することで、業界による業界

のための制度ではなく、市民に対して透明性が高い制度を目指す。 
      

 （３）提案その３ ～“お得で楽しい”～ 

    ・地域内流通の活性化による地域活性化 
    ☆マイレージを使えば、環境・地域への貢献度が定量的に表せるため、ポイント

制度や地域通貨などによりお得で楽しい仕組みとして立ち上げられる。 
     誰でも参加できる“お得で楽しい”企画として認証を普及する。 
    ☆金融機関の融資制度などの条件にマイレージを提案し、定量的な評価の利点を

活かす。～マイレージ融資～ 
      

資料⑬びわこ銀行、滋賀銀行の取り組みと今後の可能性 
     
 （４）提案その４ ～家庭菜園が支える地域の健康と根菜～ 

    ・家庭菜園でできた野菜を地域に設置されるミニ市場で販売できるシステム 
    ☆ある程度の農作業を健康のために行う人が増えており、休耕田などが有償で解



放され、家庭菜園が普及している。収集・販売する仕組みをもつミニ市場シス

テムが稼働すれば効率的に滋賀県が苦手な野菜の自給率アップにつながる。販

売を通じて、趣味から生きがいにもつながる。 
 
    資料⑭浜大津朝市の実績と提案 
        
 （５）提案その５ ～フードマイレージ・ウッドマイレージで提案する教育～ 

    ・地域の NPO、企業によるチームと学校の連携による総合学習の提供 
    ☆地域ミニ市場の収益を利用し、地域の NPO が中心となって食事と農業、住宅・

暮らしと林業をつなぎ、生産・流通・消費のトータルな視点を持つための総合

学習を提供する。地球環境に責任のもてる食のあり方、住・暮らしのあり方を

学ぶ。 
      

資料⑮「食農共育」（NPO 法人コミュニティスクール・まちデザイン）の事例 
 NPO 法人コミュニティスクール・まちデザインが地域のグループとともに行っ

ている総合学習では、食と農をつなぎ、選択と消費のあり方を考えるためのプロ

グラムが提案されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    資料⑯大津の森の木で家を建てようプロジェクト！教材提供事業 

大津の森の木で家を建てようプロジェクト！では、地元の山で生産された地域

材を活用する仕組づくりをめざし、様々な活動を行っており、その一つに地元中

学校で大津産木材を教材に使用し、市民団体と協働で「木材・木工の授業」と 
「森林環境の授業」を行う教材提供事業がある。当事業は、学校での授業を通じ

て地元で育った木を教材に使うことで、子供たちが木材に親しみを持ち、自分た

ちの生活の中で森林の役割や木の良さを身近に感じてもらい、森林・林業の大切

さについて理解を深めていくことを目的としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．協働部活プロジェクトの活用効果 （堤） 

協働部活の成果をできるかぎり客観的に検討するために、「事業」としての評価と、

さまざまな主体が参画した「協働」としての評価を、切り分けて考える。本章では「協

働」について整理する。 
 

（１）協働部活のねらい 

協働部活のねらいは「ＮＰＯと県行政とがテーマごとにチームを組み、課題解決に

取り組む新しい協働の形で、公募で集まった関係者を交え、NＰＯと県行政部局が、調

査・分析、企画・立案、モデル事業の実施・検証などを協働で行い、プロセスと成果

を共有しつつ、具体的な課題解決を目指す。」ことにある。 
ねらいを時系列で並べ補足すると、以下の４つのプロセスになる。 
①“公募で集まった関係者を交え、ＮＰＯと県行政部局が”→【参加段階】 
②“調査・分析、企画・立案”→【立上げ段階】 
③－１“モデル事業の実施・検証などを協働で行い”→【行動段階（実施）】 
③－２“プロセスと成果を共有しつつ”→【行動段階（共有）】 
④“具体的な課題解決を目指す”→【評価段階】 

本章では、このプロセスに沿って、別途実施した部活メンバーへのアンケートも踏

まえ検証する。アンケートは、以下に示すよう、ⅰ事業に対する印象、ⅱ事業の成果

について、ⅲ協働の成果について、ⅳ協働部活の運営など、ⅴ今後の活動（地産地消

に関する）で構成した。 



【アンケート質問項目】 

＜ 事業への印象 ＞ 

問１：協働部活に対して当初思っていたこと（期待していたこと）と、実際に活動してみて

違いましたか。当てはまるものに ○ を付けてください。 

期待以上    おおよそ思っていたとおり    イメージと違っていた 

問２：「イメージと違っていた」方にお聞きします。どの段階（時期）でイメージと違うと思

いましたか。当てはまるもの一つに ○ を付けてください。 

①当初（Ｈ１７．８・９月ぐらい）（第１・２回活動「テーマ確認（マイレージＣＯ2とは）」

「『協働』部活のルール」「計画確定と分担設定」） 

②Ｈ１７．１０月～Ｈ１８．１月ぐらい（第３～６回活動「統計資料収集（一部聞き取り）、

勉強会」「フード対象選定（ほうれん草、米）」など） 

③Ｈ１８．２月～５月ぐらい（第７～１０回活動「今後の取り組み（京都府の制度につい

て話を聞く、販売実験など）」） 

④Ｈ１８．６～１０月（第１１～１５回「琵琶湖環境ビジネスメッセ」「ウッドマイルズ地

域材セミナーでの活動紹介」など） 

⑤Ｈ１８．１０・１１月（第１５回「小売店でのアンケート調査」） 

⑥その他（            ） 



問３：皆さんにお聞きします。特にどの部分がイメージどおりでしたか。あるいはイメージと

違っていましたか（複数選択可）。 

①事業テーマ・最終目標     ⑥参加部署（行政） 

②役割分担           ⑦参加ＮＰＯ等 

③予算額            ⑧「協働」の考え方 

④協議の進め方         ⑨事務局の運営・役割 

⑤部員の意欲・積極性      ⑩その他（               ） 

●［自由回答欄］補足等があればお書きください。 

〈事業の成果（調査）について〉 

（ここではＮＰＯと行政の協働ということをあまり気にせず回答ください。） 

問４ 活動（調査）の内容・成果に満足していますか。当てはまるものに○を付けてください。 

満足     ある程度満足     普通     やや不満     不満 

問５ なぜ、そう思われますか。当てはまるものに○を付けてください（複数選択可）。 

①木材や農産物について、知らないことを知ることができた 

②環境関係について、理解を深めることができた 

③部活で得た知識や成果が他の業務で役立った 

④部活を通じて関係者等（部員以外）と知り合いになれた 

⑤最終目標が分かりにくかった 

⑥活動内容・成果が他の業務に生かせない 

⑦フードとウッドを一緒に協議したこと  ⑧その他（          ） 

●［自由回答欄］補足等があればお書きください。 

〈協働の成果について〉 

（ここではＮＰＯと行政（あるいはＮＰＯ同士など）の協働としての部活について回答ください。） 

問６ 協働の内容・成果に満足していますか。当てはまるものに ○ を付けてください。 

満足     ある程度満足     普通     やや不満     不満 

問７ なぜ、そう思われますか。当てはまるものに ○ を付けてください（複数選択可）。 

①他の組織の人（部員）と知り合いになれた 

②行政組織について、より知ることができた 

③ＮＰＯ組織について、より知ることができた 

④必要な情報・データが早く手に入った 

⑤（１）異分野の視点など新しい視点に気づかされた 

⑤（２）少ない負担で関心のあるテーマについて活動することができた 

⑥活動を進めるのに時間がかかる 

⑦ＮＰＯ・行政など組織に属する者の参加というより個人的な集まりだと感じる 

⑧協働でしなくても単独でもできたと思う 

⑨その他（                  ） 

●［自由回答欄］補足等があればお書きください。 

 



問８ こうしたらもっといい「協働」ができるというご意見・提案がありましたら（反省も踏ま

えて）、お書きください。 

 

〈協働部活の運営等に関して〉 

当てはまるものに ○ を付けてください。また、理由を（ ）にお書きください（特に「よくない」場合）。 

問９（１）・活動期間（２年） 長い ちょうどよい 短い （          ） 

問９（２）・活動日時（ほぼ平日夕方） よい 悪い （              ） 

問９（３）・活動場所（大津、県の施設） よい 悪い （              ） 

問９（４）・活動回数（だいたい月１回） 多い ちょうどよい 少ない （       ） 

問９（５）・職場の理解 得られた 得にくい （              ） 

問９（６）・活動内容のホームページへの掲載 よい 悪い （            ） 

問９（７）・活動費（旅費・物品購入費等を県が負担） よい 悪い （          ） 

●上記についてや、そのほか部活の運営面や仕組み、事務局が「もっとこうだったら良かった」

などご意見・提案をお願いします。 

 

〈今後の活動（理想）について〉 

問１０ 「地産地消の実現」に向けて、将来（例えば２０３０年とか）はどのようにあるべき（な

ると良い）と思いますか。また、そのためには私たち（ＮＰＯ、行政・・・）はどのような行

動をする必要があると思いますか。 

 
 

（２）アンケートの実施と分析 

 アンケートは協働部活に参加したメンバー全員に配布し、13 名から回答（1月 25 日現

在）を得た。回答内容によって、あらたに「疑問点」「課題」が浮かび上がった項目もあ

るが、本章ではこのデータに基づき、活動評価や今後の課題などについて検討する。 



（３）事業に対する検討 

１）参加・立ち上げ段階 

① 事業内容「概要事業提案形式による参加呼びかけ」 

本事業は、事業提案を公募し、採択した事業計画に基づき広く参画を呼びかけた。

いわゆる「この指とまれ方式」である。事業の主旨、概要、提案者などが記載された

資料を見て、賛同する人達が集まり、プロジェクトチームを形成した。 
 
② アンケート分析 

【概 要】 
○アンケートのうち、問１～問３はプロジェクトへの参加前後のイメージの相違

に関するものである。問１［協働部活への期待と実際］に対しては 13 名中 4 名が

“イメージと違っていた”と答えた。 
○上記の 4 名が、イメージと違っていた”時期”は、統計資料の収集時期が 2 名、

今後の取り組み検討時期が 1 名、ビジネスメッセなどの発表時期が 1 名と、スケ

ジュールの全体に分散し、内容も、①事業テーマ・最終目標、②役割分担、④協

議の進め方、⑦参加 NPO 等、⑧「協働」の考え方と、事業全般にわたっている。

イメージに対して「おおよそ思っていたとおり」「期待以上」は、7 名（53％、2
名は無回答）と半数強だった。 

【分 析】 
○イメージと違うと回答した 4 名のうち 3 名は、NPO と研究者であり、協働部活

への期待・想定が行政メンバーと、それ以外で微妙に異なっていたのではないか。 
 
③ 課題と対応策の整理 

 一般に「この指とまれ方式」では、「集まってから内容を固める」パタンと、「内容

を提示し人を集める」パタンに大別できる。後者は一定の合意を前提に着手するため、

目標の共有、役割分担の明確化、工期の短縮などが期待できる。 
事業実施を通じて、より具体的な協働の課題を探るには、早期の事業着手が望まし

いが、結果的に、NPO や研究者を中心に「イメージの相違」が発生した。 
本事業では、最初期段階でコーディネーターを配置し、最初 2 回分のミーティング

を、テーマや目標・計画の見直しに当て、いったんは合意したにもかかわらず、この

ような結果になった。 
計画策定や合意形成に関する習慣の違いやコーディネーターの力量不足だけでな

く、参加メンバーの協働経験・スキル不足も要因として考えられ、今回の成果を部活

全体で活用するためにも、具体的な対応策を整理する。 
ⅰ） 参加呼びかけ段階の「趣旨」「内容」の伝え方を充実させる。 
ⅱ） 事業計画の自由度を高め、参加者の意見をできる限り組み入れる。 
ⅲ） 計画を固める期間を伸ばし、長期的な合意形成を目指す。 
ⅳ） 適宜、計画内容・目標等に関して議論、確認する機会をもつ。 



２）行動段階 

① 事業内容「プロセス・成果を共有しつつ事業推進」 

 参加・立ち上げ期に合意した「事業計画」に基づき、事業を実施する。事業プロセ

スと成果は、ミーティングやメーリングリスト等を活用し、メンバー間で共有しつつ

進める。異なる組織に属し、仕事の進め方も違う人達の協働は、プロセスと成果を共

有する「手法」の獲得も重要な課題となる。 
 
② アンケート分析 

【概 要】 
○問３［どこがイメージと違っていたか］では、「NPO の参加が少なくなったの

が残念」「部員の意欲・積極性がイメージと違った」「あて職の場合は積極性に欠

けるように思う。」と参加者の意欲、主体性を問う意見が多い。 
○「④協議の進め方」は、想定の範囲内だったとする意見とイメージと異なると

する意見の双方で選択されていた。 
○「⑥行政の参加部署」は、思っていたとおりという声が多く、「⑦参加 NPO 等」

は、「数が少ない」とする一方で、「参加するには相当の時間と労力が必要」との

意見もあった。 
○「⑧協働の考え方」に関しては、思っていたとおりが 2 名、イメージと違うが 1
名であったが、とくに自由記述はなく、検討材料を得ることはできなかった。 

【分 析】 
○多くのメンバーが、「協働」の実施には、ある程度の困難さが伴うという認識と、

もっと良くなるという思いの間で、反応が揺れ動く状況にあるのではないか。 
 
③ 課題と対応策の整理 

参加・立ち上げ段階の「事業計画」の合意が不十分だったことも一因かもしれない

が、事業が進むにつれ、参加メンバーは行政や研究者に偏っていった。 
「事業計画」では、工期前半がマイレージ算定中心であり、工期後半は調査や紹介が

中心だった。すべてのメンバーにとって、２年間を通じて自分の役割が明確であった

か、メンバーのモチベーションを保つ工夫があったか、検討の余地がある。 
 実施中のプロセス・成果の共有に関しては、毎月のミーティング、全員が登録した

ML（メーリングリスト）により、情報を交換する環境は確保できていた。 
行動段階の対応策を以下に整理する。 
ⅰ）求める役割・意識を提示し、参加条件を明確にする。 
ⅱ）メンバーのモチベーションを維持・向上する工夫を生み出す。 
ⅲ）参加実態にあわせ、計画の見直し（内容・役割など）も検討する 
ⅳ）メンバーが、より多くの時間・労力を確保できるよう配慮・支援する。 
ⅴ）チーム力の向上へ、仲間意識の醸成やメンバー補強などを行う。 



 ３）評価段階 

① 事業内容「具体的な課題解決を目指す」 

 本事業の目的は、地産地消の実現に向け「マイレージ指標」の可能性を探ることに

あり、「マイレージ指標は、あまり役立ない」といった結論に至ることも想定できた。 
「調査・研究」事業である以上、これは当然であり、評価段階の仕事である、課題解

決の道筋や具体策の提案なども、協働で行なう想定であった。 
 
② アンケート分析 

【概 要】 
○問４と問５［事業成果］に関して満足した項目は、①木材や農産物について、

知らないことを知ることができた。③部活で得た知識や成果が他の業務に役立っ

た。が多く、不満足な項目は、⑤最終目標が分かりにくかった。が多い。 
○問６と問７［協働成果］に関して満足した項目は、①他の組織の人と知り合い

になれた、④必要な情報・データが早く手に入った。⑤（１）新しい視点に気づ

いた。⑤（２）少ない負担で活動できた。が多く、不満足な項目は⑦個人的な集

まり、⑧協働でなくとも単独でできた。が多い。 
【分 析】 

○［事業成果］に関して、本来の目的からいえば、①は付帯的なものであり、③

こそが成果の活用にあたる。また、不満足項目の⑤は、成果が分かりくい、と同

じ意味であろう。 
○［協働成果］は、「過程で得るもの」と「結果で得るもの」がある。満足につい

ては過程での成果が多い。しかし、不満足は、協働以前の問題として、「本事業が

協働に適していたか」という投げかけさえあった。重要な意見である。 
○ただし、事業終了時においても、目標への不満がでること自体、協働事業の特

殊性を示している。事業の過程で、目標に不安を抱えつつも、何かのメリットを

見出せたメンバーだけが満足を得た、ということだろう。 
③ 課題と対応策の整理 

「マイレージ指標」に一定の効果が期待できることが明らかになり、その活用先と道

筋を示すことがメンバーの役割である。ただ、一部のメンバーには、今回の調査・研

究の先に何があるのか、現場の活動に役立つのか、という思いを抱いた人もいる。や

はり重要な対応策は、初期段階の合意をいかに丁寧に行うかになるが、最終の評価段

階での対応策も整理する。 
ⅰ）事業全体の成果だけでなく、参加メンバー個々のメリットも考慮する。 
ⅱ）将来展開や期待できる効果などを、可能な範囲で具体的に示す。 
ⅲ）今後の展開について議論する場をもち、継続的な活動の芽を探る。 



４）協働全般に対して 

以下にアンケートの自由回答欄から、今回の協働部活や協働に対する意見を抜粋・

整理し、分析の補足とする。※（  ）は参加立場 
 
【意 見】協働メンバー間の関係について 
「もう少し NPO の積極的参加があれば」（NPO） 
「これでは協働といえない」（NPO） 
「NPO との協働が成功したとは言いにくい」（行政） 
「行政が出すぎた」（行政） 
「自分が属する組織を意識するかいなかで変わる」（行政） 

 
【意 見】協働に関する意見・提案 
「NPO は自分の活動と関わることがモチベーションの源になる」（NPO） 
「大学の研究室との協働は意義があると感じた」（NPO） 
「テーマ・方向性の立案以前から協働すべき」（NPO） 
「参加者の幅を広げ、現実的な議論に持ち込めば協働の価値が見えた」（行政） 
「行政にはできない分野を支援することも重要」（行政） 
「途中から参加すること難しさを認識し、配慮・工夫する」（行政） 
「やる気のある人だけでやるシステムでも良いのでは」（行政） 
「ルールや役割分担の共有が、意外と大切なことに気づいた」（行政） 

 

※ 問 10「地産地消」の実現に向けた意見は、別途（前章？）にて整理 

 

（３）協働部活の今後の方向性 

ここでは、本事業の成果を踏まえ、より大きな視点から協働部活の方向性について

提案する。 

１）計画策定とモチベーション形成 

 今回は「この指とまれ方式」を導入したが、NPO の場合は、計画づくりへの関わ

り具合が、その後の参加頻度につながる傾向をもつ。一方で、行政の場合は、途中参

加の場合でも、一定の責任感をもち役割を全うする。 
 本事業が、「NPO と行政の協働」を対象とする以上、やはり NPO 側のモチベーシ

ョンを高める工夫を重視すべきであろう。計画策定の場と期間をキチンと設け、実施

段階では、計画策定メンバーを重視しつつ、新たなメンバーも補充するといった手続

きが考えられる。 
なお、計画策定において、意外とおろそかになり、かつもっとも重要なことは、該

当事業における協働の必然性（協働でしか解決できない課題か）を明確化することに

ある。要望受入れ型や、施策押付け型は、いずれも協働ではない。 
 



２）異なる文化のマネジメント 

 NPO と行政では、モチベーションや責任感の源（みなもと）が異なることが多い。

事業の推進主体として、一体感のある「チーム」を形成するには、絶えず細やかなコ

ーディネートが求められる。 
事業の組立て方、仕事への価値観・責任感といった部分で、NPO と行政の両者に

精通した人材をコーディネーターとして配置することが必要である。 
 

３）協働部活運営のあり方 

 協働部活は、より良い協働を生み出すための試行だが、参加メンバーがどこまで、

そのことの意味を認識できていたか、疑問は残る。本事業では、地産地消やマイレー

ジといった「事業成果」そのものへ意識が向きすぎたのではないか。 
ただ、メンバー個々の思いからいえば、そのような状況に陥ることも無理はなく、

全員の気持ちの強さが立ち上げの原動力にもなった。しかし、今回のように「目標の

曖昧さ」や「計画の不完全さ」を理由に、中途で欠席・欠員しては、協働を改善する

方向性を見出す機会を自ら失う。「地産地消の実現」と「協働という手法」は、底で

つながっているのだ。 
そこで、絶えず第 3 者の立場で見続ける人材を配置し、機会をみて皆の意識を「協

働」に引き戻しバランスをとってはどうか。コーディネーターの兼任、もしくは事務

局が役割を担っても良い。 
 
４）協働部活の枠組み展開 

 アンケートの問 10 は、「地産地消」の実現に向けて何が必要かを問うているが、強

い思いや具体提案が並ぶ。ここまでのメンバーが参加していたのであれば、「調査・

研究」を超え、より現場に近い「事業」を組めたのではという気持ちも残る。 
 しかし、仮にそうなった場合、現行の事務局体制、事業支援内容では、対応できな

かった可能性が高い。すなわち、協働試行の枠組みを超え、いわば「本気モード」に

なった場合は、本事業の趣旨（協働の可能性を探る）が逆に制約になる。 
より多くの本格的な協働を立ち上げるには、展開に応じて、「本気モード」も支援

可能な仕組み・体制を準備すべきであろう。 



８．成果の発表 

   今回の協働部活プロジェクトの活動期間中には、その成果を発表する機会に恵まれ

た。その様子を以下に紹介する。 
  
（１）ウッドマイルズ研究会 ウッドマイルズ地域材セミナー２００６ 

自治体の方々を主対象とした「ウッドマイルズ地域材セミナー」は、昨年、一昨年

と「ウッドマイレージ CO2 を組み込んだ京都府産木材認証制度」を立ち上げた京都府

にて開催されていたが、今年はお隣の滋賀県大津にて開催された。平成 18 年 9 月 5 日

（火）～9 月 6 日（水）の 2 日間に渡って大津合同庁舎にて開催されたセミナーには、

各地から多くの方が集まり（参加者数：41 名）、ウッドマイルズ研究会代表運営委員の

藤原氏の挨拶から始まり、1 日目はウッドマイルズや木材の炭素収支に関する講義を、

2 日目は「各地の地域材による地産地消の活動報告」と題して、4 名の方が活動を報告。 
3 回目となる地域材セミナーでは、ウッドマイルズの実効性が見えてきたと共に、新た

な課題や目標も見えた、意義深いセミナーとなった。（発表資料 別添資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （２）びわ湖環境ビジネスメッセ 

     びわ湖環境ビジネスメッセでは、フードマイレージ、ウッドマイレージの指標

の有効性について部員が訴えた。県内産木材で作った展示物は、好評であり、ブ

ースへの来場者数は３日間で約６３０名に上った。現在の流通に疑問を持つ方も

多く、熱心に説明に聞き入ってくれる方も多かった。（配布資料 別添資料） 
 
 
 
 
 
 
 
 



協働部活プロジェクト部員（50 音順） 
今城 克啓 （高島市森林水産資源開発課） 
大橋 昭則 （滋賀県県民文化生活部県民文化課ＮＰＯ活動促進室）事務局 
笠井  剛  （滋賀県農政水産部農業経営課） 
川崎 由量 （滋賀県琵琶湖環境部林務緑政課） 
坂田 徳一 （１００年の住まいを造る会） 
初宿 文彦 （滋賀県地球温暖化防止活動推進センター） 
進 ひろこ （環境建築研究所（京都精華大学）） 
末富 孝也 （特定非営利活動法人 ＨＣＣグループ） 
高階 智里 （特定非営利活動法人 エコ村ネットワーキング） 
堤   幸一 （環境建築研究所（京都精華大学）） 
豊岡 幸二 （滋賀県農政水産部環境こだわり農業課） 
中尾 友一 （安曇川流域・森と家づくりの会） 
西村 知記 （滋賀県森林センター） 
本郷 智子 （特定非営利活動法人 エコ村ネットワーキング） 
松岡 拓公雄（滋賀県立大学環境科学部） 
山口 美知子（滋賀県琵琶湖環境部水政課琵琶湖環境政策室） 
与語 一哉 （滋賀県立大学大学院環境科学研究科） 
上出 武寿 （滋賀県県民文化生活部県民文化課ＮＰＯ活動促進室）事務局 
 

協働部活プロジェクトに協力いただいた方 
 
  
  



＜資料編＞ 
 
（１）ほうれん草のフードマイレージとフードマイレージ CO2 

 
（２）木材のウッドマイレージとウッドマイレージ CO2 

 
（３）販売実験によるマイレージ表示のアンケート結果 
 
（４）京都府のウッドマイレージ CO2と府内産木材認証 
 
（５）ウッドマイルズ研究会 ウッドマイルズ地域材セミナー２００６ 発表資料 
 
（６）びわ湖環境ビジネスメッセ （パンフレット、写真） 
 
（７）おおつ環境フォーラム フォーラム通信原稿 
 


