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おわりに 

地域を活性化していく上で、関わりが薄かったような人も含めて、多様な主体が自らの

興味関心がある範囲で、できるコトに対して取り組んで行く、という事が重要である。そ

の際、「こうありたい」というビジョンがあり、そのビジョンに対して一人ひとりが共感共

鳴し、そのビジョンを実現していくと言う事が必要になる。 

大学も同じことで、そのビジョンに共鳴すれば、ジブンゴトになっていく。当然、大学

という市民には、市民としての生活があり、今後こうしていきたい、というビジョンもあ

る。地域との関わりでも、こんな部分をやってみたい、という思いがあり、それが地域の

ビジョンと一致すれば、大学という市民は参画していくことになる。 

大学と地域の連携においては、まずビジョンの共感共鳴が大切である。そのビジョンの

一致した一例が、スポーツ健康科学部と草津市教育委員会であり、「お互いに運動好きの子

どもを増やしていきたい」というところでビジョンが一致したためうまく連携がされてい

る。ただ、ビジョンは一致しても文化が異なるのでそのすり合わせには手間取ったりもす

る。 

学生も同じことである。市民との交流の場をつくることで市民のまちづくりに対する思

いを学生も共感して、そして、いろいろなまちづくりに関わることで、この草津を「第2

のふるさと」として、親しみや愛着、さらには誇りを持ってもらう仕掛けが課題であろう。 

いみじくも、第5次草津市総合計画では、市民一人一人が草津市に対して愛着や誇りを

抱く「シビックプライド」を醸成することを重要としている。 

今回、具体的に提案している大学地域連携拠点の設置については、学生と市民との交流

の場を構築して、学生とまちとの関係を深めるための手段的役割を持つものでもある。 

改めて立命館大学開設 20周年を迎え、「シビックプライド」を醸成するモデルとして、

こうした新たな拠点を設置し、学生と市民との交流の場を是非とも実現しなければならな

い。 
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参考資料 1  草津市の大学と地域の連携に関する研究会について 

 

(1)目的   

立命館大学 BKC開設 20周年を踏まえ、今まで以上に知的資源である大学との連携によ

る課題解決が期待されており、今後とも大学のある都市としての優位性を後世に活かして

いくために、将来を展望しながら、市としてどのような仕組み等を構築すべきかを探る。 

 

(2)開催実績 

 第1回 7月 4日（金）18時00分から19時30分(草津市役所４階行政委員会室) 

  話題提供者：①立命館大学スポーツ健康科学部准教授 小沢 道紀 氏 

②立命館大学理工学部准教授 武田 史朗 氏         

  テーマ：①大学にとって地域と連携する意義 

②UDC（アーバンデザインセンター）について 

第2回 8月25日（月）15時00分から17時30分（立命館大学エポック21 3階 K308） 

  話題提供者：立命館大学キャンパス計画室 大藪課長補佐 

  テーマ：立命館大学びわこ・くさつキャンパス計画（スポーツコモンズ等） 

  協議内容：草津市と立命館大学との包括協定に関する連携協力事業等 

第3回11月13日（木）18時30分～20時30分(草津市役所101会議室) 

  話題提供者：①立命館大学スポーツ健康科学部准教授 小沢 道紀 氏 

        ②立命館大学共通教育推進機構准教授 桑名 恵 氏 

  テーマ：①金沢学生のまち市民交流館について 

      ②草津のまちづくりにおけるシチズンシップ・スタディーズの可能性 

第4回 1月21日（水）18時30分から20時00分(草津市役所4階行政委員会室) 

  話題提供者：①立命館大学スポーツ健康科学部准教授 小沢 道紀 氏 

        ②立命館大学びわこ・くさつキャンパス事務局長 本村 廣司 氏 

  テーマ：大学から見た草津市の大学を活かしたまちづくりについて 

  協議内容：調査研究報告書（案） 

 

(3)開催方法 

各回、一人につき話題提供30分＋意見交換を基本とする。 
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(4)メンバー 

 

 
分 野 氏   名 所属・役職 

1 大学関係 小沢 道紀 
立命館大学スポーツ健康科学部准教授（草津未来研究

所副所長） 

2 大学関係 肥塚 浩 
立命館大学経営学部教授 

（草津未来研究所顧問） 

3 大学関係 武田 史朗 立命館大学理工学部准教授 

4 大学関係 桑名 恵 立命館大学共通教育推進機構准教授 

5 大学関係 本村 廣司 立命館大学びわこ・くさつキャンパス事務局長 

6 行政 岡野 則男 草津市 総合政策部 総括副部長 

7 行政 岡本 寿幸 草津市 まちづくり協働部 総括副部長 

8 行政 辻 康生 草津市 環境経済部 総括副部長 

9 行政 山本 憲一 草津市 都市計画部 総括副部長 

10 行政 西村 新朗 草津市 建設部 総括副部長 

11 行政 小寺 繁隆 草津市 教育部 総括副部長 

事務局 

1 行政 一浦 辰己 
草津市 総合政策部 草津未来研究所 主任研究員 

（総合政策部 参事） 

2 行政 坂居 雅史 草津市 総合政策部 草津未来研究所 主査 

3 行政 岡安 誠 草津市 総合政策部 草津未来研究所 主査 
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参考資料 2  産官学共同事業の実施状況 

年　度 概　　　　　要

市民交流プラザ情報産業起業支援室の運営等を委託（2002年度～）

草津市産学連携コーディネータの委託事業

琵琶湖南部エリア大学発新産業創出推進協議会（2003年度～）

立命館大学ＢＫＣインキュベータへの賃料補助事業

市民交流プラザ情報産業起業支援室の運営等を委託（継続）

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

琵琶湖南部エリア大学発新産業創出推進協議会（継続）

立命館大学ＢＫＣインキュベータへ賃料補助事業（継続）

市民交流プラザ情報産業起業支援室の運営等を委託（継続）

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

琵琶湖南部エリア大学発新産業創出推進協議会（継続）

立命館大学ＢＫＣインキュベータへ賃料補助事業（継続）

南草津創業オフィス運営に関わる企業相談業務等を委託（2007年度～）

南草津創業オフィス選考委員会（2007年度～）【研究部　加藤喜代重　氏】

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

琵琶湖南部エリア大学発新産業創出推進協議会（継続）

立命館大学ＢＫＣインキュベータへ賃料補助事業（継続）

産学連携スタートアップ事業（2007年度～）

南草津創業オフィス運営に関わる企業相談業務等を委託（継続）

南草津創業オフィス選考委員会（継続）【研究部　加藤喜代重　氏】

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

びわこ南部エリア大学発新産業創出推進協議会（継続）

立命館大学ＢＫＣインキュベータへ賃料補助事業（継続）

産学連携スタートアップ事業（継続）

草津市工業振興計画策定委員会【研究部長　中谷吉彦　氏　】

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

南草津創業オフィス選考委員会開催（継続）【研究部　加藤喜代重　氏】

大津草津地域産業活性化協議会（2009年度～）

立命館大学BKCインキュベータへ賃料補助事業（継続）

産学連携スタートアップ事業（継続）

草津市工業振興計画アドバイザリーボード（2009年度～）

【研究部　中谷吉彦部長】

草津ブランド創設事業検討委員会【研究部長　中谷吉彦　氏】

草津市産学連携コーディネータの業務委託（継続）

南草津創業オフィス選考委員会開催（継続）【研究部　加藤喜代重　氏】

大津草津地域産業活性化協議会（継続）

立命館大学BKCインキュベータへ賃料補助事業（継続）

産学連携スタートアップ事業（継続）

草津市工業振興計画アドバイザリーボード（継続）【研究部長　中谷吉彦氏】

草津市勤労者福祉基本方針検討委員会【教授　横山政敏　氏】

草津市産業連携コーディネータの業務委託（継続）

大津・草津地域産業活性化協議会（継続）
【研究部長グローバル・イノベーション研究機構教授　中谷 吉彦　氏】

立命館大学BKCインキュベータへの賃料補助事業（継続）

産学連携スタートアップ事業補助事業（継続）

草津市工業振興計画アドバイザリーボード（継続）
【研究部長グローバル・イノベーション研究機構教授　中谷吉彦　氏】

第二次草津市就労支援計画策定委員会【理工学部教授　高山茂　氏】

草津市産業連携コーディネータの業務委託（継続）

[活動日数]215日　[市内企業対応件数]425件

大津・草津地域産業活性化協議会（継続）

【立命館大学産学官連携戦略本部　副本部長　中谷　吉彦　氏】

立命館大学ＢＫＣインキュベータへの賃料補助事業（継続）18室

産学連携スタートアップ事業補助事業（継続）1件

草津市工業振興計画アドバイザリーボード（継続）

【立命館大学産学官連携戦略本部　副本部長　中谷　吉彦　氏】

草津市ビジネス交流フェア
[会場]立命館大学　びわこ・くさつキャンパス（セントラルアーク1階）
[参加者]56名（出展企業11社、出展支援機関5機関を含む）

草津市産業連携コーディネータの業務委（継続）

活動日数：231日　市内企業対応件数：603件

大津・草津地域産業活性化協議会（継続）
【立命館大学　 産学官連携戦略本部　副本部長　中谷　吉彦　氏】

立命館大学ＢＫＣインキュベータへの賃料補助事業（継続）　18室

産学連携スタートアップ事業補助事業（継続）　　0件

草津市工業振興計画アドバイザリーボード（継続）
【立命館大学　産学官連携戦略本部　副本部長　中谷　吉彦　氏】

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度
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参考資料 3  草津産・学・官交流サロン 

№ 事業年度 事業名 内　　　　　容

1 発会式 基調講演：滋賀大学歴史学研究室　小笠原利彦氏

2 第2回サロン BKCから見た草津市の現状：立命館常務理事　伊藤昭氏

3 第3回サロン BKC研究施設見学

4 第4回サロン 南草津駅周辺整備について：都市整備室長　伊庭嘉兵衛氏

5 第5回サロン 学生達との懇談会

6 第6回サロン 立命館けいはんなセンター他、視察

7 第1回サロン 1995年度の産学官重点取組みについて

8 第2回サロン PC通信と滋賀県の観光事情について（BKC)

9 第3回サロン 烏丸半島、草津駅地下駐車場、Aスクェア視察

10 第4回サロン 滋賀県産業振興指針概要について：大正電機㈱三浦社長

11 第1回サロン 超電導小型SR施設、木瓜原遺跡見学

12 第2回サロン 情報交換：BKC野村局長、滋賀女子短期大学松村局長、市企画部小寺次長

13 第3回サロン 許認可事業の規制緩和：さくら総研関西調査部長信貫宏氏

14 第4回サロン 共同研究・開発の事例と手続きについて

15 第5回サロン 豊橋ホリディ・スクエア視察

16 第1回サロン 草津市観光元年の取組みと今後の展開：林田副参事

17 第2回サロン 草津市の環境政策条例：市生活環境課長 中村健治氏

18 第3回サロン コンベンション都市フォーラム：金沢ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ事務局長 北島茂雄氏他

19 第4回サロン BKC経営・経済学部移転、新学舎見学

20 第5回サロン 神戸ファッションマート視察

21 第1回サロン BKC太陽光発電装置見学、講演 濱川副学長

22 第2回サロン 第4次草津市総合計画：古川市長

23 第3回サロン シンポジウム：学生と草津市の街づくりを考える　

24 第4回サロン びわこホール見学と講演会：県商工観光政策課長　柴田高丸氏

25 第1回サロン 龍谷大学産業交流と福祉フォーラム：龍谷大学社会学部上林氏

26 第2回サロン 講演会：㈱ファーム　久門渡氏

27 第3回サロン サイバーディーリングルームの役割：BKCﾌｧｲﾅﾝｽ研究センター長井　澤氏

28 第4回サロン 講演会：東大阪商工会議所　湖中専務理事「産学交流と地位経済活性化」

29 第5回サロン 講演会：BKC教学部門 本村部長　「現代学生ｱﾙﾊﾞｲﾄ事情を探る」

30 第1回サロン 講演会：松下通信工業㈱環境推進部 鈴木副参事　「ｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ100％への挑戦」

31 第2回サロン 講演会：びわこ銀行頭取 長尾氏　「企業経営これからの課題」

32 第3回サロン 講演会：BKC理工学部 川越恭二教授　「ITとﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞｼﾞﾈｽ」

33 第4回サロン 講演会：立命館大学文学部地理学科 矢野助教授　「GISの活用とｴﾘｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ」

34 第1回サロン 講演会：BKC理工学部 ﾛﾎﾞﾃｨｯｸｽ学科 川村貞夫教授　「高度産業ロボットと最先端技術」

35 第2回サロン 講演会：湖南地域振興局 藤居総務部長　「市町村合併の動向」

36 第3回サロン 講演会：東成ｴﾚｸﾄﾛﾋﾞｰﾑ㈱ 上野社長　「ものづくりと産学官連携」

37 第4回サロン BKCイベント事業部、放送局代表との情報交換会

38 第1回サロン 講演会：立命館大学副総長 田中道七氏　「地域と大学との交流」

39 第2回サロン 立命館大学アジア太平洋大学視察

40 第3回サロン 講演会：立命館大学副総長 田中道七氏　「地域と大学との交流」

41 第1回サロン 講演会：立命館大学副学長 川村貞夫氏　「地域と大学との交流」

42 第2回サロン 講演会：元国連事務次長 明石 康氏　「国際平和と日本の役割」

43 第3回サロン 講演会：田原総一郎氏（びわ湖ﾎｰﾙ）、立命館大学APUの学生との懇談会

44 第4回サロン 報告会：立命館大学経営学部 黒木助教授

45 第1回サロン 見学会：立命館大学理工学部 生体ロボット研究室、生命情報学科計算機実習室他

46 第2回サロン 講演会：高橋金属㈱ 高橋社長　「地場企業と大学との産学連携事例」

47 第3回サロン 講演会：立命館大学理工学部 深川教授「地震豪雨災害に備える」

48 第4回サロン 講演会：立命館大学陸上部 十倉みゆきｺｰﾁ　「大学女子駅伝4連覇のｺｰﾁﾝｸﾞ」

49 第1回サロン 立命館大学留学生との意見交換会、懇談会

50 第2回サロン 講演会：㈱東亜電化 TRIﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ斎聖一氏　「TRIシステムの開発」

51 第3回サロン 講演会：市産業振興部　多々良部長　「あおばなによる産業振興と観光振興」

52 第4回サロン 講演会：ｴｽ・ｲｰｹﾐｶﾙ㈱　中川社長　「ｷﾁﾝ・ｷﾄｻﾝを活用した新産業への取組み」

53 第1回サロン 講演会：「草津市野路西部土地区画整理事業の概要」　理事長木村豊知氏

54 第2回サロン 講演会：「技術開発にかける」京セラ㈱稲盛会長他、立命館大学朱雀キャンパス見学

55 第1回サロン 視察研修：松下資料館

56 第2回サロン 視察研修：近畿高ｴﾈﾙｷﾞｰ加工技術研究所

57 第3回サロン 視察研修：滋賀県立大学地域産学連携センター、長浜ﾊﾞｲｵ大学

58 第1回サロン 視察研修：大日本ｽｸﾘｰﾝ製造㈱彦根事業所、国立印刷局

59 第2回サロン 視察研修：立命館大学生命科学部、薬学部

60 第3回サロン 視察研修：(有)ｱｸﾞﾘｹｰｼｮﾝ、(有)ｸｻﾂﾊﾟｲｵﾆｱﾌｧｰﾑ

61 第1回サロン 視察研修：㈱ｺｰｶﾞｱｲｿﾄｰﾌﾟ、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱滋賀工場

62 第2回サロン 講演会：㈱日隆　園社長　「農商工連携の取組み」

63 第3回サロン 講演会：立命館大学経済学部　古川教授　「政権交代後の日本経済の行方と地方4経済への影響」

　 2010年度 －

64 2011年度 第1回サロン 立命館大学の産学連携、インキュベータ入居者説明、学内視察、意見交換

65 2012年度 第1回サロン 草津市ビジネス交流フェア　講演会、ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾐﾅｰ、交流会に有志参加

　 2013年度 －

2000年度

2001年度

2002年度

2003年度

1994年度

1995年度

1996年度

1997年度

1998年度

1999年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2004年度

2005年度
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参考資料 4  教育に関する分野の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習 学校教育

公民館委託事業わんぱくプラザへの支援（志津、矢倉）（音響工学研究
会、ロボット技術研究会）（継続）

市教職員夏期研修講座（一般教養講座）の講師派遣「最近の先端技術・
大学における研究の動向について」

生涯学習推進のため、市民に対する開放講座等の開設による学習機会の
提供（継続）

市内小・中学校での教育インターンシップの受け入れ

留学生による小学校英語教育推進事業への学習サポート留学生による英
語教育、国際理解教育への学習ボランティア

各教科の学習ボランティア（家庭科等）

「未来の科学者を育め」事業での連携（県事業で玉川中が実施）

全国学校図書館研究大会の開催

わんぱくプラザ（自然体験・地域交流活動推進事業）（草津、矢倉、玉
川、志津、志津南、南笠東）（ライフサイエンス研究会、ロボット技術

市教職員夏季研修講座（一般教養講座）の講師派遣【経済学部長平田純
一教授】

生涯学習推進のため、市民に対する開放講座等の開設による学習機会の
提供（継続）

市内小中学校での教育インターンシップの受け入れ

地域ふれあいまつり等の連携、協力（各公民館）（継続） 留学生による小学校英語急行く推進事業への学習サポート

生涯学習大学運営委員会の委員【小河課長補佐】 留学生による英語教育、国際理解教育への学習ボランティア（継続）

伝統芸能体験（能楽部）
各教科の学習ボランティア（体育科、家庭科、理科、総合的な学習の時
間等）（継続）

理科教育推進事業にかかる学習サポート、教育支援

わんぱくプラザ（自然体験・地域交流活動推進事業）（草津）（ライフ
サイエンス研究会）

各教科の学習ボランティア（体育科、家庭科、理科、総合的な学習の時
間等）（継続）

生涯学習推進のため、市民に対する開放講座等の開設による学習機会の
提供（継続）

地域ふれあいまつり等の連携、協力（各公民館）（継続）

じんけん教室「アカペラにチャレンジ！」アカペラサークル『 Song-
genics』

生涯学習大学運営委員会の委員【小河課長補佐】

社会教育委員会議の委員【伊坂忠夫教授】

わんぱくプラザ（自然体験・地域交流活動推進事業）（草津）（ライフ
サイエンス研究会）

各教科の学習ボランティア（体育科、家庭科、理科、総合的な学習の時
間等）（継続）

生涯学習推進のため、市民に対する開放講座等の開設による学習機会の
提供（継続）

地域ふれあいまつり等の連携、協力（各公民館）（継続）

じんけん教室

生涯学習大学運営委員会の委員【小河課長補佐】

社会教育委員会議の委員【伊坂忠夫教授】

草津市青少年育成市民会議活性化検討委員会

わんぱくプラザ（ＲＤＣサ－クル）
各教科の学習ボランティア（体育科、家庭科、理科、総合的な学習の時
間等）（継続）

玉川小学校区地域協働合校推進委員会

生涯学習推進のため、市民に対する開放講座等の開設による学習機会の
提供（継続）

地域ふれあいまつり等の連携、協力（各公民館）（継続）

生涯学習大学運営委員会の委員【小河課長補佐・伊藤則男事務局長】

社会教育委員会議の委員【伊坂忠夫教授】

立命館びわこ講座【谷口吉弘教授、高田達之教授、堀利行教授、野間昭
典教授、森崎久雄教授、花﨑知則准教授、伊坂忠夫教授、伊東宏教授】
わんぱくプラザ玉川（ライフサイエンス研究会）玉川小学校区地域協働
合校推進委員会

草津市教育委員会と立命館大学との連携協力に関する協定書の調印（ 7月
3日）

わんぱくプラザ矢倉っ子（ライフサイエンス研究会）
学長のスペシャル授業in草津 （川口清史学長）草津第二小学校 5学年で
実施

立命館びわこ講座全8回 地域共創プロデューサー育成プログラム

草津市における学力向上プログラムに関する研究（大学側指導：村山皓
教授・高村学人准教授）

立命館小学校研修「学力向上」の具体的な取組みに学ぶ

草津市教育委員会と立命館大学との連携協力に関する協定

「学校実践研究（仮称）」の具体的実践の検討

国際理解のための留学生との交流（志津小、老上小、常盤小、志津南
小、渋川小、玉川小）

草津市教育委員会事務外部評価委員会【石井秀則教授】

草津市教育委員会と立命館大学との連携協力に関する協定

国際理解推進事業「わくわく異文化交流」

草津市教育委員会事務外部評価委員会【石井秀則教授】

渋川小学校 3年生環境学習立命館大学お菓子づくりサークル「スイート
ボーイズ」

立命館びわこ講座全5回 草津市教育委員会と立命館大学との連携協力に関する協定

草津市社会教育委員会議【経済学部准教授　四方利明】 国際理解推進事業「わくわく異文化交流」

立命館びわこ講座全5回 草津市教育委員会と立命館大学との連携協力に関する協定

国際理解推進事業「わくわく異文化交流」

体験型漢字講座「草津漢字探検隊」

立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所・草津市教育委員会

くさつビブリオバトル2013～みなくさの陣～」

くさつビブリオバトル2013実行委員会(草津市教育委員会・立命館大学
BKC事務局)

「学校ボランティア」(BKC教職支援センター・草津市教育委員会)

新田会館分館児童館活動【学生サークル Ｆｕｓｉｏｎ of Ｇ ambit に
よるダブルダッチの実演及び指導】

2013年度

2011年度

2012年度

2008年度

2009年度

2010年度

年度
概要

地域ふれあいまつり等の連携、協力（継続）

留学生による英語教育、国際理解教育への学習ボランティア（継続）

2007年度

2004年度

2005年度

草津市社会教育委員会議【経済学部准教授　四方利明】

2006年度

留学生による英語教育、国際理解教育への学習ボランティア（継続）

留学生による英語教育、国際理解教育への学習ボランティア（継続）

生涯学習大学特別講座（ゆうゆうびとのつどい）
講演会「学びのススメ」：立命館大学教学部副部長　谷垣和則氏

立命館びわこ講座全8回

立命館びわこ講座全5回
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参考資料 5  スポーツに関する分野の実施状況 

年度 概要

草津市スポーツ振興審議会（古橋由一郎氏）

草津市駅伝競走大会会場借用等

チャレンジスポーツデー開催実行委員会［立命館大学びわこ・くさつキャンパス代表西　祥玄氏と増田　宏祐氏］

草津市スポーツ振興審議会（古橋由一郎氏）

総合型地域スポーツクラブ設立検討委員会（岡本直輝教授）

草津市少年少女陸上教室への協力

チャレンジスポーツデー開催実行委員会［立命館大学びわこ・くさつキャンパス代表　2名］

草津市スポーツ振興審議会（古橋由一郎氏）

草津市少年少女陸上教室

チャレンジスポーツデー開催実行委員会【立命館大学びわこくさつキャンパス代表2名】

草津市スポーツ振興審議会（古橋由一郎氏）

草津市少年少女陸上教室

チャレンジスポーツデー開催実行委員会【立命館大学びわこくさつキャンパス代表2名】

草津市スポーツ振興審議会（古橋由一郎氏）

草津市少年少女陸上教室

草津市駅伝競走大会（会場利用・立命館大学陸上部の協力）

中学校における部活指導補助

けんだま教室　年12回　【立命館大学けんだまサークル】

草津市駅伝競走大会（会場利用、陸上競技部の協力）

スポーツ振興審議会委員委嘱【佐藤善治教授】

チャレンジスポーツデー（会場利用、スポーツ健康科学部の協力）

草津市駅伝競走大会（会場利用、陸上競技部の協力）

スポーツ振興計画策定（立命館大学との共同研究による）【佐藤善治教授、長積仁教授、大友智教授、岡本直樹教授、小沢道紀准教授】

スポーツ推進審議会委員委嘱【佐藤善治教授】

チャレンジスポーツデー（会場利用、スポーツ健康科学部の協力、実行委員会への参画、　立命館大学の共催）

草津市駅伝競走大会（会場利用、陸上競技部の協力、実行委員会への参画、　立命館大学の共催）

スポーツ推進シンポジウムの開催（会場利用、スポーツ・健康産業研究センター、スポーツ健康科学部の協力、佐藤善治教授（講演）およ
び長積仁教授（コーディネーターとしての協力）

【新】サービスラーニング事業（小学校体育学習への学生の参画）

　内容：草津市および各小学校における体育的行事運営、体育指導の補助

【新】ジュニアスポーツフェスティバルKUSATSUの運営

スポーツ推進審議会委員委嘱【佐藤善治教授】

チャレンジスポーツデー（会場利用、スポーツ健康科学部の協力、立命館大学の共催）

草津市駅伝競走大会（会場利用、陸上競技部の協力、実行委員会への参画、

　立命館大学の共催）

サービスラーニング事業（小学校体育学習への学生の参画）

　内容：草津市および各小学校における体育的行事運営、体育指導の補助

・サービスラーニング事業（ＮＰＯ法人くさつ健・交クラブが実施）

　内容：総合型地域スポーツクラブの運営補助ならびに運動プログラムの作成・実施

ジュニアスポーツフェスティバルKUSATSUの運営

野村スポーツゾーン整備基本構想検討委員委嘱【佐藤善治教授】

スポーツ推進審議会委員委嘱【佐藤善治教授】

チャレンジスポーツデー（会場利用、スポーツ健康科学部の協力、立命館大学の共催）

草津市駅伝競走大会（会場利用、陸上競技部の協力、実行委員会への参画、　立命館大学の共催）

・サービスラーニング事業（学校体育学習への学生の参画）

　内容：草津市および各学校における体育的行事運営、体育指導の補助

サービスラーニング事業（ＮＰＯ法人くさつ健・交クラブが実施）

　内容：総合型地域スポーツクラブの運営補助ならびに運動プログラムの作成・実施

ジュニアスポーツフェスティバルKUSATSUの運営

野村スポーツゾーン整備基本構想検討委員会（佐藤善治教授）

草津市中学校スクールランチ検討委員会（小沢道紀准教授）

2013年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度
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参考資料 6  各種委員会・審議会等への教職員、学生の参画状況 

 

番号 年度 分野 委嘱審議会等 委嘱者等 備考

1 まちづくり・都市計画 草津市都市計画マスタープラン策定委員会 塚口博司教授（理工学部） 2003年度～2004年度

2 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1997年度～

3 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

4 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

5 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（理工学部） 1995年度～

6 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）理事会 三木逸郎副局長

7 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）総務部会 BKC国際課　人見 充課長

8 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）交流事業部会 BKC国際課　橋本名津雄

9 福祉 草津市地域ケア会議 佐藤卓利教授（経済学部） 2003年度～

10 福祉 くさつゴールドプラン21委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 1998年度～副委員長、2000年度～委員長

11 福祉 草津市地域福祉計画策定委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2004年度～

12 教育 草津教育懇話会 川村貞夫副学長 2003年度～

13 行政システム 草津市入札・契約制度検討委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2004年度

14 行政システム 草津市行政評価市民委員会 谷口知弘助教授（経営学部） 2004年度

15 行政システム 草津市地域情報化市民会議 西尾信彦助教授(情報理工学部) 2004年度

16 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

17 まちづくり・都市計画 草津市マスタープラン策定委員会 塚口博司教授（理工学部） 継続

18 まちづくり・都市計画 草津市マスタープラン市民報告会 塚口博司教授（理工学部） 2005年度

19 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

20 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

21 環境・生活 草津市桜憲章選考委員会 川嶋將生教授（文学部） 2005年度

22 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）理事会 BKC総合管理部門　内海 啓吉次長

23 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）総務部会 BKC国際課　人見 充課長

24 環境・生活 草津市国際交流協会役員・委員（大学職員）交流事業部会 BKC国際課　小又 あや

25 環境・生活 草津市廃棄物減量等推進審議会 天野耕二教授（理工学部)

26 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（理工学部）

27 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

28 福祉 草津市地域福祉計画策定委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 継続

29 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 経済学部学生2人

30 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2005年度～

31 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 加藤直樹教授(産業社会学部) 2005年度～

32 行政システム 草津市行政評価市民委員会 谷口知弘助教授（経営学部） 2004年度～

33 行政システム 草津市個人情報保護審議会 中島教授（法学部) 2002年度～

34 行政システム 草津市情報公開審査会 中島教授（法学部) 2002年度～

35 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院) 2004年度～

36 行政システム 滋賀県都市監査委員会職員一般研修会講師 千代田邦夫教授

37 行政システム 草津市入札監視委員会 須藤陽子教授（法学部） 2005年度～

38 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 高山茂教授(理工学部)

39 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

40 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

41 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（理工学部）

42 環境・生活 地球温暖化フェアinびわこ・草津実行委員会 加藤　拓(エコライフデザインスクールＲｅｋｏ．Ｌａｂ)

43 環境・生活 草津市廃棄物減量等推進審議会 天野耕二教授（理工学部) 平成17年3月～

44 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

45 福祉 くさつゴールドプラン21委員会 横山政敏教授(経済学部)

46 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 経済学部学生2人 2005年度～2年任期

47 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～

48 福祉 草津市社会福祉施設整備推進委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～

49 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2005年度～

50 行政システム 草津市行政評価市民委員会 谷口知弘助教授（経営学部） 2004年度～

51 行政システム 草津市入札監視委員会 須藤陽子教授（法学部） 2005年度～

52 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

53 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 高山茂教授(理工学部)

54 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

55 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

56 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（理工学部）

57 環境・生活 草津市廃棄物減量等推進審議会 天野耕二教授（理工学部) 平成17年3月～

58 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（理工学部）

59 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

60 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 学生1人 2007年度～　　2年任期

61 福祉 くさつゴールドプラン21委員会 横山政敏教授(経済学部)

62 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2006年度～

63 福祉 草津市社会福祉施設整備推進委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～

64 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2005年度～

65 行政システム 草津市行政評価市民委員会 谷口知弘助教授（経営学部） 2004年度～

66 行政システム 草津市入札監視委員会 須藤陽子教授（法学部） 2005年度～

67 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

68 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

69 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

70 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 高山茂教授（理工学部） 平成19年1月～3年任期

71 まちづくり・都市計画 草津市総合計画審議会 肥塚浩教授（経営学部） 2008年度～

72 まちづくり・都市計画 草津市総合計画審議会 塚口博司教授（理工学部） 2008年度～

73 まちづくり・都市計画 草津市総合計画策定市民会議 西川由佳莉さん(ボランティアサークル「Ｂｒｉｄｇｅ」立命館大学学生)

74 環境・生活 草津市廃棄物減量等推進審議会 天野耕二教授（理工学部） 2005年度～

75 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳教授（総合理工学研究機構)

76 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授（総合理工学院・理工学部）

77 環境・生活 草津市地球温暖化対策アクションプラン策定委員会 立命館大学エコライフデザインスクールReco.Lab　副代表　加藤拓

78 環境・生活 草津市地球冷やしたい推進協議会 立命館大学エコライフデザインスクールReco.Lab　副代表　東遼太

79 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

80 福祉 草津市公立保育所運営検討委員会 岸道雄教授（政策科学部） 2008年度～

81 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 清水隆則教授（社会学部） 2008年度～

82 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2006年度～

83 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 学生1人 2007年度～　　2年任期

84 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2005年度～

85 行政システム 草津市行政評価市民委員会 谷口知弘助教授（経営学部） 2004年度～

86 行政システム 草津市入札監視委員会 須藤陽子教授（法学部） 2005年度～

87 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

2008年度

2004年度

2005年度

2006年度

2007年度
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88 まちづくり・都市計画 草津市総合計画審議会　基本計画部会 肥塚浩教授（経営学部）

89 まちづくり・都市計画 草津市総合計画審議会　国土利用計画部会 塚口博司教授（理工学部）

90 まちづくり・都市計画 草津市総合計画策定市民会議 小河英明さん（立命館大学BKCキャンパス事務課）

91 まちづくり・都市計画 草津市総合計画策定市民会議 西川由佳莉さん（ボランティアサークル「Bridge」立命館大学学生）

92 まちづくり・都市計画 草津市（仮称）市民文化の森整備に伴う基本計画検討委員会 川村健一郎准教授（映像学部） 2008年度～2009年度

93 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

94 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

95 まちづくり・都市計画 草津市都市計画変更素案検討委員会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度

96 まちづくり・都市計画 草津市都市計画変更素案検討委員会 武田史朗准教授（理工学部） 2009年度

97 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通活性化再生協議会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

98 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通会議 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

99 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 高山茂教授（理工学部）

100 まちづくり・都市計画 草津市緑の基本計画策定委員会 武田史朗准教授(理工学部）

101 環境・生活 草津市廃棄物減量等推進審議会 天野耕二教授（理工学部） 2005年度～

102 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳特別任用教授（理工学部）

103 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授（理工学部）

104 環境・生活 草津市地球冷やしたい推進協議会 立命館大学エコライフデザインスクールReco.Lab

105 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

106 環境・生活 食の安全こだわり宣言確認会 建山和由教授(理工学部) 2009年度～2010年度

107 環境・生活 草津市水道ビジョン策定委員会 山田淳特別任用教授(総合理工学研究機構)

108 環境・生活 草津市水道ビジョン策定委員会 田中力教授(経営学部)

109 福祉 草津市地域密着型サービス運営委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2009年度～

110 福祉 草津あんしんいきいきプラン委員会 横山政敏教授(経済学部) 2009年度～

111 福祉 草津市災害時要援護者避難支援プラン策定委員会 峰島厚教授(産業社会学部) 2009年度

112 福祉 草津市公立保育所運営検討委員会 岸道雄教授（政策科学部） 2008年度～

113 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 紀國洋教授（経済学部） 2008年度～

114 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2009年度～

115 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 桑木赳至学 2009年度～

116 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 杉山未侑季学生 2009年度～

117 教育 草津市教育振興基本計画策定委員会 石井秀則教学部 2009年度～

118 教育 社会教育委員 伊坂忠夫教授

119 教育 生涯学習大学運営委員会 川田進課長補佐

120 行政システム 草津市情報公開審査会委員 倉田原志教授（法学部）

121 行政システム 草津市個人情報保護審議会 倉田原志教授（法学部）

122 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

123 行政システム 明るい選挙推進協議会委員 中嶋譲（情報理工学部）

124 行政システム （仮称）草津未来研究所検討委員会 肥塚浩(学校法人立命館総長特別補佐)

125 行政システム （仮称）草津未来研究所検討委員会 建山和由(学校法人立命館総合企画室長)

126 行政システム （仮称）草津未来研究所検討委員会 伊藤則男(立命館大学ＢＫＣキャンパス事務局長)

127 行政システム （仮称）草津未来研究所検討委員会 本村廣司(立命館大学教学部次長（ＢＫＣ担当）)

128 行政システム 草津市入札監視委員会 須藤陽子教授（法学部） 2005年度～

129 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

130 まちづくり・都市計画 市民まちづくり提案制度審査委員会 山口洋典准教授(共通教育推進機構) 2010年度～

131 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

132 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通活性化再生協議会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

133 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通会議 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

134 まちづくり・都市計画 草津市草津川廃川敷地土地活用検討委員会 塚口博司教授（理工学部）

135 まちづくり・都市計画 草津市草津川廃川敷地土地活用検討委員会 深川良一教授（理工学部）

136 まちづくり・都市計画 草津市緑の基本計画策定委員会 武田史朗准教授(理工学部）

137 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳特別任用教授（理工学部） 2010年度～

138 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授（理工学部） 2010年度～

139 環境・生活 草津市地球冷やしたい推進協議会 立命館大学エコライフデザインサークルReco.Lab

140 環境・生活 草津市水道ビジョン策定委員会 山田淳特別任用教授(総合理工学研究機構)

141 環境・生活 草津市水道ビジョン策定委員会 田中力教授(経営学部)

142 福祉 草津市同和対策施策見直し検討委員会 リムボン教授（産業社会学部) 2010年度

143 福祉 草津市同和対策施策見直し検討委員会専門部会【教育・その他部会】 リムボン教授（産業社会学部) 2010年度

144 福祉 草津市隣保館等運営審議会 リムボン教授（産業社会学部) 2010年度

145 福祉 草津あんしんいきいきプラン委員会 横山政敏教授(経済学部) 2009年度～

146 草津あんしんいきいきプラン委員会

147 アンケート策定部会

148 福祉 草津市地域密着型サービス運営委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2009年度～

149 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 桑木赳至学 2009年度～

150 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 杉山未侑季学生 2009年度～

151 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～2008年度 2010年度～

152 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2008年度～

153 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2009年度～

154 教育 社会教育委員 佐藤卓利教授（経済学部）

155 教育 生涯学習大学運営委員会 川田進課長補佐

156 行政システム 草津未来研究所運営会議 児島孝之教授

157 行政システム 草津未来研究所運営会議 肥塚浩教授(経営学部)

158 行政システム 草津未来研究所運営会議 長積仁教授

159 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

2009年度

2010年度

2010年度～福祉 横山政敏教授(経済学部)
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160 まちづくり・都市計画 草津市住宅マスタープラン等策定委員会 平尾和洋教授(理工学部)

161 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

162 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通活性化再生協議会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

163 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通会議 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

164 まちづくり・都市計画 草津市開発許可基準策定委員会 小川圭一准教授(理工学部)

165 まちづくり・都市計画 草津市草津川跡地利用基本計画検討委員会 高田昇特任教授(政策科学部)

166 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

167 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 武田史朗准教授(理工学部） 2011年度～

168 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授(理工学部) 2010年度～2011年度

169 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳特別任用教授(理工学部)

170 環境・生活 草津市地球冷やしたい推進協議会 立命館大学エコライフデザインサークルReco．Lab

171 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

172 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～2008年度 2010年度～

173 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2008年度～

174 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2009年度～

175 福祉 草津市隣保館等運営審議会 リムボン教授（産業社会学部) 2010年度～

176 福祉 草津あんしんいきいきプラン委員会 横山政敏教授(経済学部) 2009年度～2011年度

177 福祉 草津市地域密着型サービス運営委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2009年度～2011年度

178 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 桑木赳至学生 平成21年11月～

179 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 杉山未侑季学生 平成21年11月～

180 行政システム 草津未来研究所運営会議 児島孝之教授

181 行政システム 草津未来研究所運営会議 肥塚浩教授(経営学部)

182 行政システム 草津未来研究所運営会議 長積仁教授

183 行政システム 草津未来研究所運営会議 山口洋典准教授(共通教育推進機構) 2011年度～

184 行政システム 都市再生懇話会 肥塚浩教授(経営学部) 2011年度～

185 行政システム 都市再生懇話会 塚口博司教授（理工学部） 2011年度～

186 行政システム 都市再生懇話会 高田昇特任教授(政策科学部) 2011年度～

187 行政システム 都市再生懇話会 武田史朗准教授（理工学部） 2011年度～

188 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

189 行政システム 草津市シティセールス検討チームに対する講演 佐藤典司教授(経営学部)

190 行政システム 草津市市民協働推進計画のアドバイス 山口洋典准教授(共通教育推進機構)

191 行政システム 草津市市民まちづくり提案事業審査委員会 山口洋典准教授(共通教育推進機構) 2010年度

192 まちづくり・都市計画 草津市建築審査会 山崎正史教授（理工学部） 1996年度～

193 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

194 まちづくり・都市計画 草津市草津川跡地利用基本計画検討委員会 高田昇特任教授(政策科学部)

195 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通会議 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

196 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通活性化再生協議会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

197 まちづくり・都市計画 草津市総合交通戦略協議会 塚口博司教授(理工学部) 2012年度～

198 まちづくり・都市計画 草津市総合交通戦略協議会 塩見康博講師 2012年度～

199 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 武田史朗准教授(理工学部） 2011年度～

200 環境・生活 草津市自転車安全利用検討委員会 小川圭一準教授（理工学部） 2012年度～

201 環境・生活 草津市上下水道事業運営委員会 山田淳上席研究員(総合科学技術研究機構)

202 環境・生活 草津市上下水道事業運営委員会 西谷順平副学部長(経営学部)

203 環境・生活 草津市食の安全市民委員会 建山和由教授(理工学部) 2004年度～

204 環境・生活 食の安全推進特別講演会 建山和由(理工学部)

205 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳特別任用教授（理工学部）

206 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授（理工学部）

207 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 桑木赳至学生

208 福祉 草津市健康くさつ21計画推進会議 青木政美学生

209 福祉 草津市心身障害者福祉対策審議会 峰島厚教授(産業社会学部) 2009年度～

210 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 佐藤卓利教授（経済学部） 2006年度～2008年度 2010年度～

211 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2008年度～

212 福祉 草津市隣保館等運営審議会 リムボン教授（産業社会学部) 2010年度～

213 行政システム 草津市市民参加条例検討委員会 山口洋典准教授(共通教育推進機構)

214 行政システム 草津市総合計画審議会 肥塚浩教授(経営学部)

215 行政システム 草津市総合計画審議会 塚口博司教授（理工学部）

216 行政システム 草津市住民投票条例検討委員会 上子秋生(政策科学部長)

217 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

218 行政システム 草津市シティセールス戦略プラン検討委員会 佐藤典司教授(経営学部)

219 行政システム 草津市シティセールス戦略プラン検討委員会 石崎祥之教授(経営学部)

220 行政システム 草津未来研究所運営会議 松原豊彦教授(経済学部長)

221 行政システム 草津未来研究所運営会議 肥塚浩教授(経営学部)

222 行政システム 草津未来研究所運営会議 小沢道紀准教授(スポーツ健康科学部)

223 行政システム 草津未来研究所運営会議 山口洋典准教授(共通教育推進機構)

224 行政システム 都市再生懇話会 肥塚浩教授(経営学部)

225 行政システム 都市再生懇話会 高田昇特任教授(政策科学部)

226 まちづくり・都市計画 草津市都市計画審議会 塚口博司教授(理工学部) 1999年度～

227 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通活性化再生協議会 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

228 まちづくり・都市計画 草津市地域公共交通会議 塚口博司教授（理工学部） 2009年度～

229 まちづくり・都市計画 JR草津駅東口前ガーデン空間とこだわりのショップ群名称選考委員会 佐藤典司教授(経営学部)

230 まちづくり・都市計画 草津川跡地市民ワークショップ 髙田昇特任教授

231 まちづくり・都市計画 草津市総合交通戦略協議会 塚口博司教授(理工学部) 2012年度～

232 まちづくり・都市計画 草津市総合交通戦略協議会 塩見康博講師 2012年度～

233 まちづくり・都市計画 草津市自転車安全利用検討委員会 小川圭一準教授（理工学部） 2012年度～

234 まちづくり・都市計画 草津市風致地区保全審査委員会 武田史朗准教授(理工学部） 2011年度～2014年2月28日

235 まちづくり・都市計画 草津市営住宅家賃改定審議会 紀國洋教授（経済学部） (2013年度で終了)

236 まちづくり・都市計画 草津川跡地市民フォーラム 髙田昇特任教授

237 環境・生活 草津市上下水道事業運営委員会 山田淳上席研究員(総合科学技術研究機構)

238 環境・生活 草津市上下水道事業運営委員会 西谷順平副学部長(経営学部)

239 環境・生活 草津市環境審議会 山田淳特別任用教授(理工学部)

240 環境・生活 草津市環境審議会 樋口能士准教授(理工学部)

241 福祉 草津市あんしんいきいきプラン委員会 佐藤卓利教授（経済学部）

242 福祉 草津市地域密着型サービス運営委員会 佐藤卓利教授（経済学部)

243 福祉 草津市社会福祉施設整備審議委員会 佐藤卓利教授（経済学部）

244 福祉 草津市社会福祉法人等審査会 佐藤卓利教授（経済学部） 2013年度～

245 福祉 草津市地域福祉推進市民委員会 佐藤卓利教授（経済学部) 2008年度～

246 福祉 草津市健康づくり推進協議会委員 田畑泉教授（スポーツ健康科学部） 2013年度～

247 福祉 草津市食育推進計画策定委員会 海老久美子教授（スポーツ健康科学部） 2013年度

248 行政システム 草津市市制60周年記念事業検討懇話会 本村廣司(びわこ・くさつキャンパス事務局長)

249 行政システム 草津市住民投票審議会 上子秋生教授(政策科学部)

250 行政システム 草津市住民投票審議会 須藤陽子教授(法学部)

251 行政システム 草津市シティセールス推進懇話会 佐藤典司教授(経営学部)

252 行政システム 草津市行政システム改革推進委員会 経営学部学生（4回生）

253 行政システム 草津市情報公開・個人情報保護審議会 倉田原志教授(法学部)

254 行政システム 草津市指定管理者選定委員会 北村和生教授(法科大学院)

255 行政システム 草津未来研究所運営会議 松原豊彦教授(経済学部長)

256 行政システム 草津未来研究所運営会議 肥塚浩教授(経営学部)

257 行政システム 草津未来研究所運営会議 小沢道紀准教授(スポーツ健康科学部)

258 行政システム 草津未来研究所運営会議 山口洋典准教授(共通教育推進機構)

259 行政システム 都市再生懇話会 松原豊彦教授(経済学部長)

260 行政システム 都市再生懇話会 肥塚浩教授(経営学部)

261 行政システム 都市再生懇話会 小沢道紀准教授(スポーツ健康科学部)

2013年度

2011年度

2012年度
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参考資料 7  草津市附属機関設置条例による草津市の附属機関数等 

番号 審議会等名 委員数①
内大学関係
委員数②

内立命関係
委員数③

③／① ③／②

1 草津市市民まちづくり提案事業審査委員会 5 2 0 0.00% 0.00%

2 公益通報等処理委員会 8 0 0   

3 草津市一般職員懲戒審査委員会 5 0 0   

4 草津市地域福祉推進市民委員会 14 1 1 7.10% 100.00%

5 草津市社会福祉施設整備審議委員会 7 2 1 14.30% 50.00%

6 草津市幼保一体化検討委員会 12 2 0 0.00% 0.00%

7 草津市子ども・子育て会議 20 2 0 0.00% 0.00%

8 草津市要保護児童対策地域協議会 39 0 0   

9 草津市地域包括支援センター運営協議会 14 1 0 0.00% 0.00%

10 草津市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会 8 0 0   

11 草津市地域密着型サービス運営委員会 9 1 1 11.10% 100.00%

12 草津市風致地区保全審査委員会 4 1 0 0.00% 0.00%

13 草津市上下水道事業運営委員会 9 2 2 22.20% 100.00%

14 草津市教育委員会事務外部評価委員会 3 1 0 0.00% 0.00%

15 草津市障害児就学指導委員会 26 0 0   

16 草津市一般職員分限審査委員会 6 0 0   

17 草津市立少年センター運営委員会 13 0 0   

18 草津市青少年問題協議会 17 1 0 0.00% 0.00%

19 草津市社会教育委員会議 15 2 1 6.70% 50.00%

20 草津市隣保館等運営審議会 18 1 1 5.60% 100.00%

21 草津市人権擁護審議会 24 1 1 4.20% 100.00%

22 草津市健康づくり推進協議会 20 2 1 5.00% 50.00%

23 草津市新型インフルエンザ等対策有識者会議 13 2 1 7.70% 50.00%

24 草津市環境審議会 17 7 2 11.80% 28.60%

25 草津市路上喫煙対策委員会 8 0 0   

26 草津市金融審査会 12 0 0   

27 草津市職員懲戒審査委員会 5 0 0   

28 草津市国民保護協議会 34 0 0   

29 情報公開・個人情報保護審議会 5 2 1 20.00% 50.00%

30 指定管理者選定委員会 8 1 1 12.50% 100.00%

31 公正職務執行審査委員会 3 2 2 66.70% 100.00%

32 草津市公有財産審議会 9 0 0   

33 草津市男女共同参画審議会 15 2 1 6.70% 50.00%

34 障害者総合支援法草津市審査会 15 0 0   

35 草津市障害者施策推進審議会 15 2 1 6.70% 50.00%

36 草津市介護認定審査会 30 2 0 0.00% 0.00%

37 草津市国民健康保険運営協議会 15 0 0   

38 草津市通学区域審議会 20 0 0   

39 草津市景観審議会 15 5 0 0.00% 0.00%

40 草津市建築審査会 7 2 1 14.30% 50.00%

41 草津市特定旅館建築規制審議会 8 0 0   

42 草津市勤労者福祉施設運営審議会 9 1 1 11.10% 100.00%

43 草津市スポーツ推進審議会 10 1 1 10.00% 100.00%

44 草津市都市計画審議会 13 2 1 7.70% 50.00%

45 草津市文化財保護審議会 8 5 0 0.00% 0.00%

46 草津市小・中学校結核対策委員会 4 0 0   

47 認知症施策推進会議 15 0 0   

48 草津市自殺対策推進会議 14 0 0   

49 草津市立教育研究所運営委員会 11 0 0   

50 草津市行政システム改革推進委員会 10 1 0 0.00% 0.00%

51 図書館協議会 10 1 1 10.00% 100.00%

52 草津市市政功労者表彰選考委員会 9 0 0   

53 草津あんしんいきいきプラン委員会 19 1 1 5.30% 100.00%

54 草津市入札監視委員会 5 2 2 40.00% 100.00%

55 草津市住民投票審議会 5 3 2 40.00% 66.70%

56 草津市防災会議 19 1 1 5.30% 100.00%

57 草津市いじめ防止基本方針策定懇談会 5 1 0 0.00% 0.00%

716 68 29 4.10% 42.60%計
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参考資料 8  各種計画・事業実施におけるフィールドワーク、共同研究・開発状況 

・「南草津地区くらしのみちゾーン」の調査・研究

南草津地区の現状把握実態調査2004年：事業経費3,000千円

【総合理工学研究機構　機構長　小林絋士】

・「南草津地区くらしのみちゾーン」の調査・研究

調査結果の分析　課題抽出・整理　対策案2005年事業経費3,000千円

対策案による2006年度以降の事業計画書作成

【総合理工学研究機構　機構長　小林絋士】

プロジェクト会議　第1回(11月7日)第2回(12月21日)第3回(3月2日)第4回(2月14日)第5回(3月30日)

近畿地方建設局、県協議調整　随時

・「南草津地区くらしのみちゾーン」

2004年度、2005年度の調査結果分析、課題抽出内容に基づき、社会実験実施

プロジェクト会議 第1回（5月15日）第2回（6月19日）第3回（8月31日）第4回（9月25日）第 5回（10月31
日）第6回（12月4日）第7回（1月23日）

社会実験　調整会議（8月8日）　実験（11月11日～15日）

2007年度

2008年度 ・児童公園等の維持管理についての研究【大学院生、高村学人ゼミ】

・草津市における公共交通の改善に関する調査研究

【立命館大学総合理工学研究機構　機構長　牧川　方昭】

・南草津地区における通勤・通学の歩行者・自転車の安全環境整備のための社会実験【キャンパス事務課
宗重課長】

<共同研究>

・大規模マンション住民の地域活動と意識に関する調査研究【高村学人准教授】

・2011年度草津市地域防災計画の見直しにあたり、立命館大学防災フロンティアセンターと5月に意見交換
会【センター長（深川良一教授）、副センター長4名（高山茂教授、里深好文教授、小川均教授、仲谷善雄
教授、事務局2名、市2名）】を実施。
　その後、見直し後の防災計画を提示し、2月に、女性の目線に立った避難のあり方（林倫子助教、孫京美
准教授）、大学の災害時の物流拠点としての利用拡大や学生マンパワーの災害時のボランティア活動（本
村廣司事務局長、三上宏平部長、高取彰課長）等について協議した。

<共同研究>

・南草津のまちづくりに関する共同調査研究

次年度からの動き出しを見据えて、立命館大学と草津商工会議所との連携のもと基礎調査研究会を重ね
た。1/23,2/17,3/1の計3回実施。

<共同研究>

・南草津のまちづくりに関する共同調査研究

　　南草津のまちづくり研究会：

立命館大学と草津商工会議所との連携のもと、【小沢准教授、肥塚教授、建山総長特別補佐、本村事務局
長、山口教授、古橋社会連携課課長、山田氏、塩見講師、石井総合企画課課長】、研究会を
8/21,10/24,1/16,2/25の計4回実施。

 　南草津まちづくりワーキンググループ：

【岡井准教授、川口学生オフィス、塩見講師、建山総長特別補佐、山口准教授、山田氏、木村大学院生、
水野学部生】を10/15,10/30,12/3,1/28,3/13の計5回実施。

・草津市における公共交通の改善に関する調査研究

　概要：「まめバス運行事業」における住民・利用者ニーズ調査・動態調査を実施し、本市の公共交通に
かかる課題解決に向けた実効的な立案を行うことを目的とする。

2012年度

2013年度

2004年度

2005年度

2006年度

2009年度

2010年度

2011年度



86 

 

参考資料 9  滋賀大学との連携協力状況 

区分 具体的な事業 所属 区分 具体的な事業 所属 区分 具体的な事業 所属

○ 共催

【理数教育振興に関する連携協力事業】
ＣＳＴ（理数系教員養成拠点構築事業）
（松原中・常盤小）

学校教
育課

共催

【理数教育振興に関する連携協力事業】
 ＣＳＴ(理数系教員養成拠点構築事業)
　(松原中、笠縫東小(H２４は琵琶湖博物館勤務))

学校教
育課

共催

【理数教育振興に関する連携協力事業】
　ＣＳＴ(理数系教員養成拠点構築事業)
　認定教員勤務校
　松原中、常盤小、新田会館、県立琵琶湖博物
館、老上小、老上中

学校教
育課

共催
【学校教育モデルプランに係る指導助言】
（各小中学校）

学校教
育課

共催
【共同研究および連携事業の連携強化】
（山田小、矢倉小）

学校教
育課

共催

【滋賀県教育委員会研究指定「しが環境教育リー
ディング事業」】
　氏名：教育学部　石川　俊之准教授
　概要：笠縫東小・渋川小に対する学習活動への
指導助言

講師依
頼

【部活動指導補助】
（各中学校）

学校教
育課

○ 共催

【淡海生涯カレッジ草津校（理論学習講座）】
[概要]
　滋賀県との連携により平成１２年度から実施。
同校実行委員（梅田修、神部純一、市川智史）
[土曜特設]全１０回
１遠藤修一 教授
２堀越昌子 教授
３木島温夫 教授
４山﨑古都子 教授
５梅田修 教授
６石川俊之 准教授
７田中勝也 准教授
８市川智史 准教授
９宮本結佳 講師
１０神部純一 教授・梅田修教授
[平日正規]平成２３年１０月５日～翌年１月２５
日　全１４回
滋賀大学教授　　遠藤修一１～５
滋賀大学准教授　石川俊之６～９
滋賀大学教授　　堀越昌子１０～１４

生涯学
習課

共催

【淡海生涯カレッジ草津校（理論学習講座）】
[概要]
　滋賀県との連携により平成１２年度から実施。同
校実行委員（梅田修教授、神部純一教授、田中勝也
准教授）
[土曜特設]　平成２４年９月２９日～翌年１月２６
日まで　全１０回
１木島温夫 名誉教授
２久保加織 教授
３早川洋行 教授
４三田村緒佐武 教授
５田中宏子 准教授
６市川智史 准教授
７石川俊之 准教授
８神部純一
９宮本結佳 講師
１０神部純一 教授・梅田修教授
[平日正規]平成２４年１０月６日～翌年１月２３日
全１４回
滋賀大学教授　三田村緒佐武６～９
滋滋賀大学准教授　石川俊之１０～１４
※１～５は県立大学教授が担当

生涯学
習課

共催

【淡海生涯カレッジ草津校（理論学習講座）】
[概要]
　滋賀県との連携により平成１２年度から実施。
同校実行委員（神部純一教授、市川智史教授、横
山幸司准教授）
[土曜特設]　平成２５年１０月５日～翌年２月１
日まで　全１０回
１藤栄剛　准教授
２木島温夫 名誉教授
３田中宏子 准教授
４三田村緒佐武　特任教授
５神部純一　教授
６久保香織　教授
７石川俊之 准教授
８柏尾珠紀　客員教授
９市川智史　教授
１０神部純一　教授、市川智史　教授、横山幸司
准教授
[平日正規]平成２５年１０月２日～翌年１月５日
全１４回
滋賀大学特任教授　三田村緒佐武１～５
滋賀大学准教授　石川俊之６～１４

生涯学
習課

【環境学習支援士養成プログラム実習生の受入】
概要:４名の実習生を受け入れ、エコ・キッズく
さつ事業のサポートをしてもらいプログラムの単
位を認定した。
（エコ・キッズ：年間１５回活動）

環境課

文化の振興に
関する事業

産業の振興に
関する事業

○
審議会
委員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　本市と大津市域において産学官が連携し、産業
の集積や高度化を促進するため、本市と大津市が
作成した、「企業立地の促進等による地域におけ
る産業集積の形成及び活性化に関する法律」第７
条第１項に規定する同意基本計画に位置づけられ
た事業を推進するほか、地域の産業振興に必要な
事業を実施することを目的とする。
[開催]　５月１０日
[任期]　１年
[教授等氏名] 滋賀大学 産業共同研究センター
　　　　　　　 センター長　野本 明成

産業労
政課

審議
会委
員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　産学官が連携し、産業の集積や高度化を促進する
ため、本市と大津市が作成した「企業立地の促進等
による地域における産業集積の形成及び活性化に関
する法律」第７条第１項に規定する同意基本計画に
位置づけられた事業を推進するほか、地域の産業振
興に必要な事業を実施することを目的とする。
[開催]５月８日
[任期]１年
[教授等氏名等]　滋賀大学　社会連携研究センター
                          長　野本　明成

産業労
政課

審議
会委
員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　産学官が連携し、産業の集積や高度化を促進す
るため、本市と大津市が作成した、「企業立地の
促進等による地域における産業集積の形成及び活
性化に関する法律」第７条第１項に規定する同意
基本計画に位置づけられた事業を推進するほか、
地域の産業振興に必要な事業を実施することを目
的とする。
[開催]５月２日
[任期]１年
[教授等氏名等]滋賀大学 社会連携研究センター
                       長　野本　明成

産業労
政課

地域の活性化
に関する事業

審議会
委員等
依頼

【草津市次世代育成支援対策協議会】
[概要]
　次世代育成支援対策推進法に基づき策定した
「草津市次世代育成支援対策地域行動計画（後期
計画）」の進捗管理や具体的施策の推進に係る協
議や提言を行う。
[委員]
　社会連携研究センター　神部純一教授
　(H１６年度～)
[開催]
　７月１９日(１回）

子ども
家庭課

【次世代育成支援対策協議会】
[概要]
　次世代育成支援対策推進法で設置が定められてい
る協議会で、社会教育・地域福祉等に精通された学
識者からの識見を聞くため。
 [委員]
　滋賀大学社会連携研究センター　神部純一教授
[開催]
　７月１９日(１回）

子ども
家庭課

【草津市子ども・子育て会議】
[概要]
　子ども・子育て支援法で設置が定められている
協議会で社会教育・地域福祉等に精通された学識
者からの識見を聞くため。
※平成２４年度からの事業「次世代育成支援対策
協議会」を７／１に名称変更。
[委員]
　滋賀大学社会連携研究センター　神部純一教授
　　(平成２５～改めて委嘱)
[開催]
　３回開催（うち１回は次世代育成支援対策協議
会として実施）

子ども
家庭課

人材育成に関
する事業

○
人材育
成

地域活性化プランナー「学び直し塾」
[受講者]
　まちづくり協働部　まちづくり協働課　主任
松岡　秀樹
[研修名]
　「地域ガバナンス（ｺﾐｭﾆﾃｨの活性化に向けて
NPOとの連携を考える）」
[回数]　全16回

職員課
人材
育成

地域活性化プランナー「学び直し塾」
[受講者]総合政策部　危機管理課　主事　辻井　豪
[研修名]
　「地域ガバナンス（災害復興期の公民協力のあり
方を提言する）」
[回数]　全14回

職員課
人材
育成

地域活性化プランナー「学び直し塾」
[受講者]産業振興部　商業観光課　主査　山田晋
作
[研修名]
　「地域ガバナンス（地域資源を活かしたまちづ
くりを提言する）」
[回数]　全14回

職員課

審議会
委員等
依頼

【草津市住宅マスタープラン等策定委員会】
[概要]
　今後１０年間の草津市の住宅政策のあり方につ
いて意見を聴くため
[教授等氏名]
　 経済学部　経済学科　得田雅章准教授
　（任期５／１８～３／３１）
[開催]
　６／６、 ８／４、 ９／１２、 １１／７、 １
２／１２、 ２／１５　 ６回開催

住宅課

審議
会委
員等
依頼

【草津市営住宅家賃改定審議会】
[概要]
　市営住宅家賃の算出基準の改定に当たって、家賃
改定が社会経済に与える影響を学識者から識見を聞
く。
[教授等氏名]
　社会連携センター　石井良一教授(任期：平成２
４年６月１３日～)
[開催]　９／１８ 、１０／２４、 ３／２８　３回
開催

住宅課

審議会
委員等
依頼

【草津市こども環境会議実行委員会】
[概要]
　第１１回草津市こども環境会議（平成２４年２
月４日開催）について企画運営する。
[教授等氏名]
　石川俊之准教授
[開催]
　実行委員会５回開催

環境課

審議会
委員等
依頼

【草津市景観審議会（H２３.６.１～）】
[教授等氏名]
　教育学部　秋山　元秀教授
[開催]　９／１６、２／２４の２回開催

景観課

　 　

審議
会委
員等
依頼

【教育委員会事務の点検および評価　外部評価委
員会】
[概要]
　平成２４年度に行った教育委員会の事務に対す
る意見を学識者に聞くため。(草津市教育委員会
附属機関運営規則」に基づくもの)
[氏名]
　滋賀大学教育学部長（当時）兒玉典子氏に外部
評価委員を依頼。
　任期：平成２５年８月１日～平成２６年３月３
１日
[開催]　平成２５年８月～９月に３回開催

教育総
務課

平成２４年度実績 平成２５年度実績

学校教育及び
生涯学習に関
する事業

その他

平成２３年度実績
項  目

継続
性
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区分 具体的な事業 所属 区分 具体的な事業 所属 区分 具体的な事業 所属

学校教育及び生涯
学習に関する事業

イン
ター
シップ

【インターンシップ（文化インターンシップ）受
入】
[概要]
　芸術文化デザイン３年・１名（８月３０日～９月
３日）
　テーマ展ポスターデザインなど
[担当教員]
　芸術学部　辻喜代治　小嵜善通

草津宿
街道交
流館

講師等
依頼

【本陣バリューアップ検討事業にかかるデザイン画
作成の依頼】
[概要]
　本陣バリューアップ検討事業にかかり、同大学地
域文化連携推進センターへ　パース図の作成を依頼
した。
[担当教員]
　地域文化連携推進センター　加藤賢治　石川　亮

草津宿
街道交
流館

共催・
後援事
業

【のれん看板プロジェクト】
[概要]
　地域まちづくり支援事業として、草津学区の
住民が主体となって、街道筋全体で統一感のあ
る空間を作るため、街道筋に統一性のあるのれ
んや看板を掲げる取組みを行なった。
「のれん実行委員会」を立ち上げ、大学側にの
れんのデザインや制作に関するアドバイスを頂
きながら制作を行い、平成２５年４月の「草津
宿場まつり」の盛り上げに役立つよう、４月上
旬から街道筋に掲げた。
※Ｈ２４の取組みは市との協定によるものでな
く、環びわ湖大学・地域コンソーシアムによる
「大学地域課題解決支援事業」による。

都市計
画課

【草津市市制６０周年記念事業検討懇話会】
[概要]
　本市の市制６０周年記念事業を検討するに当
たり、事業展開の方向性等について意見を交換
する。
[任期]
　平成２５年６月１日～平成２６年３月３１日
[氏名]
　成安造形大学地域連携推進センター　主査
加藤　賢治
[開催]
　第１回（H２５.７.２３開催）
　第２回（H２５.１１.５開催）
　第３回（H２６.２.１７開催）

企画調
整課

産業の振興に関す
る事業

○
審議会
委員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　本市と大津市域において産学官が連携し、産業の
集積や高度化を促進するため、本市と大津市が作成
した、「企業立地の促進等による地域における産業
集積の形成及び活性化に関する法律」第７条第１項
に規定する同意基本計画に位置づけられた事業を推
進するほか、地域の産業振興に必要な事業を実施す
ることを目的とする。
[開催]　５月１０日
[任期]　１年
[教授等氏名] 成安造形大学　学長補佐（企画担
当）岡田 修二
　  （代理出席）　地域連携推進センター 主査
加藤 　賢治

産業労
政課

審議会
委員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　産学官が連携し、産業の集積や高度化を促進
するため、本市と大津市が作成した「企業立地
の促進等による地域における産業集積の形成及
び活性化に関する法律」第７条第１項に規定す
る同意基本計画に位置づけられた事業を推進す
るほか、地域の産業振興に必要な事業を実施す
ることを目的とする。
[開催]５月８日
[任期]１年
[教授等氏名等]成安造形大学　学長補佐　田中
真一郎
　（代理出席）地域連携推進センター　主査
加藤　賢治

産業労
政課

審議会
委員等
依頼

【大津・草津地域産業活性化協議会】
[概要]
　産学官が連携し、産業の集積や高度化を促進
するため、本市と大津市が作成した、「企業立
地の促進等による地域における産業集積の形成
及び活性化に関する法律」第７条第１項に規定
する同意基本計画に位置づけられた事業を推進
するほか、地域の産業振興に必要な事業を実施
することを目的とする。
[開催]５月２日
[任期]　１年
[教授等氏名等]成安造形大学　学長補佐　田中
真一郎
　（代理出席）地域連携推進センター　主査
加藤　賢治

産業労
政課

○
審議会
委員等
依頼

【草津市景観計画策定委員会】
[開催]
　６/３０、８/１０、９/１６、１１/２５、２/３
の５回開催
[教授等氏名等]
　芸術学部　　津田　睦美准教授

景観課
審議会
委員等
依頼

【草津市景観審議会（H２４.５.１５～）】
[開催]
　５/３１、９/６　２開催
[教授等氏名等]
　芸術学部　　津田　睦美准教授

景観課
審議会
委員等
依頼

【草津市景観審議会（H２４.５.１５～）】
[開催]
　４/２６、７/４、９/５、３/１７　４開催
[教授等氏名等]
　芸術学部　　津田　睦美准教授

景観課

　
講師依
頼

【景観形成についての職員研修の実施】
[開催]　９/２５、９/２７
[教授等氏名等]　成安造形大学附属近江学研究
所　石川研究員

景観課

審議会
委員等
依頼

【草津市住宅マスタープラン等策定委員会】
[概要]
　今後１０年間の草津市の住宅政策のあり方につい
て意見を聴くため
[教授等氏名]
　芸術学部　大岩剛一教授（任期５/１８～３/３
１）
[開催]
　６/６ ８/４ ９/１２ １１/７ １２/１２ ２/１
５ ６回開催

住宅課

　
審議会
委員等
依頼

【草津市市制６０周年記念シンボルマーク監
修】
[概要]
　草津市在学の小学生、中学生（中学３年生を
除く）を対象に、シンボルマークのデザイン原
画案を募集し、最優秀賞・優秀賞６作品のデザ
インを監修いただいた。
[教授等氏名等]　成安造形大学教授　藤田　隆

企画調
整課

　
イベン
ト協力

【草津市都市計画制度わかりやすくし隊物語プ
ロジェクト】
　
[概要]
　建築、開発、都市計画および景観などの都市
計画制度をわかりやすく紹介した　物語の製作
と登場キャラクターのデザイン。
[委託契約期間]　平成２６年３月３１日まで
[教授等氏名等]　地域連携推進センター　加藤
主査ほか学生２名

景観課

平成２５年度実績

歴史、文化および
芸術の振興に関す
る事業

地域の活性化に関
する事業

景観の保護および
形成に資する事業

その他

項  目 継続性
平成２３年度実績 平成２４年度実績
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