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 平成25(2013)年度に、草津未来研究所として将来

推計人口を計算しましたので、その結果をお知らせ

します。 

 この推計は、平成22(2010)年に実施されました国

勢調査の結果を基本にしています。また、草津市の

人口構造の特徴であります、学生数を考慮するとと

もに、市内で進められている開発事業による人口増

も考慮しています。 

 推計人口は、将来の人口の変化をどのように見る

かによって大きく異なります。過去の国勢調査結果

を見ると、平成12(2000)年から平成17(2005)年の人

口の変化は落ち着いていますが、平成17(2005)年か

ら平成22(2010)年の人口の伸びは、南草津駅西口周

辺における開発の影響等により、大きな伸びになっ

ています。また、今後南草津駅西口周辺のような大

▮▮コラム コラム －－データでみる草津市データでみる草津市－－  
きな開発は見込まれないことを前提として、平成12

(2000)年から平成17(2005)年の間の人口の推移率を

用いて推計しました。 

 推計結果は、下のグラフのとおり、平成25(2013)

年3月に国立社会保障・人口問題研究所(人問研)が

公表した推計を大きく下回り、草津市第5次総合計

画の推計と類似したものになっています。 

 平成27(2015)年の人口が、第5次総合計画の推計

と比べて少ないのは、立命館大学経営学部の移転に

より学生数が減少することが要因だと思われます。 

 草津市の人々のピークは第5次総合計画と同じ平

成32(2020)年で、135,420人となりました。平成37

(2025)年の人口については今回の推計の減少幅が小

さくなっています。  

 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年 

人 問 研 130,874 137,055 140,867 143,478 145,064 145,603 145,136 

第 5 次 総 計 131,900 135,000 135,400 133,900 ― ― ― 

今 回 の 推 計 130,874 132,961 135,420 135,134 132,754 129,629 125,853 
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シ リ ー ズシ リ ー ズ --草津市の未来を考える草津市の未来を考える --  
 これからの草津市に求められているものは何か、あるべき姿を考えるべく、各分野の有識者の方にイン
タビューを行い、草津市の未来についてお話していただいた内容をシリーズとして掲載しています。 
 前号の立命館大学小沢准教授に続き、今号は立命館大学肥塚教授にインタビューを行いました。 

◆ 草津市のまちの現状を見てどう感じますか 

 草津市は戦後の工業化とともに、急速に発展をし

てきたのですが、近年はベッドタウン的側面がかな

り強まっているように思います。また、若い人々が

たくさん住んでいる地域と高齢化が進んでいる地域

がモザイク状になっており、しかも学区によってそ

の色合いが異なっているので、比較的コンパクトな

都市ですが、かなり多様性があると感じています。 

 

◆ 今後、心配されることは何でしょうか 

 第1は急速な高齢化への準備が間に合うかです。 

現在は人口構成がまだ相対的に若いですが、現在急

速に高齢化が進んでおり、それへの対応準備はまだ

まだです。私は、草津未来研究所の医療と福祉に関

する研究会に昨年度から関わっていますが、高齢者

をはじめとする多様な人々が地域で支え合い、医療

と介護と福祉のサービスを受けていく「地域包括ケ

アシステム」の構築が2025年に向けて各地域で進ん

でいくことがとても大切であると考えています。 

 第2は産業の活力を持続できるかです。グローバ

ル化のもとで、地方の経済社会は厳しさを増してい

ますが、草津市も問われています。草津市は工業都

市でもあるのですが、グローバル化の影響を受けて

おり、阪神地域と中京地域に挟まれた地の利を生か

しながら、技術者人材が地域で育成されることが大

規模事業所と取引のある地元の中小企業にとって重

要だと考えます。また、草津駅と南草津駅の両方が

商業的、サービス業的に今後も発展していけるの

か、特に草津駅の中心性は、草津市のみならず、湖

南地域の核としての中心性も求められていることの

認識が必要だと思います。 

 

◆ 心配を解消するためのカギは何でしょうか 

 草津市に誇りを持ち、まちづくりへ参加・参画し

ていこうとする市民がどれだけいるかが都市の魅力

を大きく左右すると考えます。草津市が魅力ある都

市として住み続けたい、住んでみたいと思われるか

が大切なのですが、それは市民の積極的なまちづく

りへの参加・参画がないと難しいです。 

 参加・参画の仕方は、それぞれの市民が出来る範

囲、したいと考える範囲で行うことですが、草津市

全体の将来の方向性とともに、学区ごとの将来の方

向性の共有も大切です。まちづくり協議会への参画

のありようが一つのカギを握っていると思います。 

 また、草津駅の中心市街地活性化と草津川の跡地

利用に多くの市民の関心と参加・参画が必要です。 

この2つの事業は、草津市の長期的発展に大きく影

響するものです。街道文化という草津市の歴史と深

く関連づいている事業でもあり、草津市の過去と現

在と未来をつなぐ結節点であると考えます。 

 

◆ 草津市の魅力は何だと思われますか 

 人口流入が続き、今も人口増加が継続しているこ

と自体が、草津市の魅力です。そして、草津市から

大阪・京都に通勤している人々とともに、他市から

草津市に通勤してくる人々がたくさんいるというこ

と、草津市に働く場所がたくさんあることは魅力で

す。 

 また、草津駅と南草津駅の両方とも、新快速が停

車しているということは大きいと思います。新快速

が停車する両駅とも商業的、サービス業的発展がみ

られることも魅力です。さらに、私が所属する立命

館大学は、学生と院生、教職員やキャンパス内事業

立命館大学 経営学部  
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者社員を合わせて約2万人い

るわけで、若い活力の大きな

源泉となっています。もちろ

ん、立命館は大きな事業所で

もあり、若い学生固有の行動

に伴う様々な問題と課題もあ

りますが。 

 まちの魅力を語る上で、住み続けたいと思うため

のインフラが相当整備されていると感じます。課題

はたくさんありますが、他の都市と比較すると、か

なりの魅力があり、そのことを誇りに思っている市

民は結構いらっしゃると感じています。 

▮▮平成２５平成２５(2013)(2013)年度の年度の調査研究にかかる報告会調査研究にかかる報告会  

◆ 草津市の未来像を語ってください 

 ずっと住み続けたいと思う市民、草津市に住む

ことを誇りに思う市民、まちづくりに参画する市

民がたくさん住むまちとなってほしいと願ってい

ます。また、草津市で働いたり、学んだり、買い

物をしたり、楽しんだりすることがいいなあと考

える人々が多く集うコンパクトなまちになってほ

しいと考えます。 

 急速な少子高齢社会への移行、グローバル化の

一層の進展など、草津市を取り巻く環境の変化が

今後とも進んでいくのですが、そうした環境の変

化を適切に認識し、適切な対応をとることで、草

津市の未来が見えてくると思います。 

▮▮平成２６平成２６(2014)(2014)年度の年度の調査研究テーマ調査研究テーマ  

 昨年度に実施した3つの調査研究をとりまとめ、去る5月26日に市民、市議会議員、草津市職員に向けて草津

アミカホール研修室にて、報告会を開催し、41名の方に参加いただきました。報告会では、以下の内容で報告

し、学識経験者（立命館大学経営学部 肥塚浩教授）から講評を受けました。  

  

【内 容】 

Ⅰ．開会の挨拶 

Ⅱ．草津未来研究所の事業について 

・平成25(2013)年度事業報告 

・平成26(2014)年度事業計画 

Ⅲ．調査研究報告 

① 広域行政に関する調査研究 

    －草津市の今後の方向性について－ 

② 草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究 

    －質の高い生活を支える医療と介護のあり方を探る－ 

③ ６次産業化に関する調査研究 

     －流通・消費の視点から－ 

Ⅳ．閉会の挨拶  

 

☆草津市ホームページにて報告書のダウンロードが可能です。 
 http://www.city.kusatus.shiga.jp//shisei/kenkyu/chousakenkyu/index.html 

 今年度はこれらの研究テーマに取り組んでいきます。 

◆ 草津市の産業構造と雇用の変化に関する調査研究 

◆ 草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究（2年目）－新たな生活支援サービスの可能性を探る－ 

◆ 大学と地域の連携に関する調査研究 －これまでの取り組みと今後の方向性－ 

  

以下では具体的な内容をご紹介します。 

１．草津市の産業構造と雇用の変化に関する調査研究 

市内製造業者の方々にアンケート調査を行い、統計

社会調査の知見に基づいたアンケート調査・分析を

行うことを予定しています。 

「産業構造と雇用」に関する調査研究において必

要な分析は、アンケート結果の単純集計にとどまら

ず、統計分析手法に基づいたクロス集計や多変量解

析など、高度な分析を必要としています。そのた

め、立命館大学と協働する中で、より精度を高めた

調査研究を行いたいと考えています。 

研究概要については、「産業構造と雇用」につい

ての現状把握と、市内製造業経営者の意識の二面を

 新たに今年度から行う調査研究テーマ

として、製造業に特化した「産業構造と

雇用」に関する調査研究に取り組んでお

ります。その理由は、グローバル化の進

展や人口減少・少子高齢化等の産業を取

り巻く環境の変化に伴って、製造業が多く集積して

いる草津市の産業構造と雇用も変化していると考え

られるためです。本調査研究ではあらかじめその影

響を検証し、できるだけ早い段階から取り組むべき

市としての戦略を考えていきたいと思います。 

 本調査研究では、具体的な調査研究手法として、
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▲ 調査研究報告会風景 

▲ 平成25(2013)年度 

  調査研究報告書 
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草津市を中長期の視点で見た場合、高齢者の数が

全国トップクラスのペースで急激に増加すること等

から、今後、高齢者が質の高い生活を送ることがさ

らに難しくなることが予測されています。そこで、

多様な選択肢の中から自らの希望に沿う選択ができ

るよう、先を見越して草津市の医療と介護の連携の

あり方を考える必要が出てきます。 

前年度、草津未来研究所では、「草津市の医療福

祉のあり方に関する調査研究報告書－質の高い生活

を支える医療と介護との連携のあり方を探る－」を

取りまとめました。この報告書では、草津市の医療

福祉の現状と課題を明らかにし、今後の方向性につ

いて提示しました。 

今後、団塊の世代がすべて75歳以上を迎える平成

37(2025)年が非常に重要な節目となります。今年度

で2年目となる医療福祉の調査研究で

は、平成37(2025)年に向け、高齢者が住

み慣れた地域で切れ目のないサービスが

受けることができ、さらに市民の支え合

いの仕組みが構築できるよう、草津市に

おける生活支援サービスの資源状況とそ

の偏在について明らかにしていく予定です。 

また、平成30(2018)年3月までに介護保険の要支援

者に対する予防給付が段階的に廃止され、代わりに

地域支援事業として自治体の裁量が増していくこと

や、平成28(2016)年1月からマイナンバー法が施行さ

れ、個人番号の独自利用等、自治体の政策の幅が広

がることを視野に入れながら、医療福祉の課題解決

に向けて条例等のさらなる活用のあり方についても

可能性を探っていく予定です。 

「調査・統計の基礎」、第2回

目は「調査票の作成方法」と

うことで、統計・分析の基本

的な内容を座学で勉強し、残

りの2回では演習を行い、実際

にExcelソフトを使って、サン

プルデータの単純集計から重

回帰分析を行いました。必要

最小限にコンパクトにまとまられた講義は、少々難

しい内容ではあったものの社会調査をするために必

要不可欠な知識を教授していただきました。 

市民の声を反映するアンケート調査をより効果的

に政策計画に活かせるよう、これからも市職員の社

会調査スキルを上げていく努力を続けていきます。  

 草津未来研究所では、今年度も市職員の政策形成

能力を高めることを目的とした地域政策研究「未来

塾」を開催しています。 

講師：西出 崇氏 

 （立命館大学地域情報研究センター客員研究員、 

  関西大学非常勤講師） 

テーマ：『政策形成に役立つ調査とその活用手法』  

 この講義は、政策形成の基礎となるアンケート調

査について、調査票の設計から分析までの基本的な

知識を習得することを目的とし、市職員と市議会議

員を対象に連続4回のゼミナール形式で講義を行う

ものです。 

 すでに3回の講義を終了していますが、第1回目は

▮▮平成２６平成２６(2014)(2014)年度年度  地域政策研究『未来塾』開催地域政策研究『未来塾』開催  

融機関、県、市等、各支援団体の今後の取り組むべ

き方策を提案したいと考えています。 

２．草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究（2年目）－新たな生活支援サービスの可能性を探る 

中心に調査し、市内取引ネットワークの実態把握を

するとともに、事業所間の新たな連携や草津市の強

みを生かした新たな雇用の創出等、商工会議所、金

３．大学と地域の連携に関する調査研究－これまでの取り組みと今後の方向性 

大学においても、大学改革実行プランにより、大

学COC（Center of Community)機能の強化が掲げられ

るなど、地域と連携した大学運営が重要な課題の一

つとなっています。 

また、平成27(2015)年には、大阪いばらきキャン

パスへの経営学部等の移転により、BKCの学生等が減

少することになり、草津市のまちづくりにも様々な

影響があることが予測されます。 

今年度、立命館大学開学20周年を迎え、これまで

以上に大学と地域がそれぞれの資源を相互に活用し

た活動を展開することで、人づくりや教育力の向

上、地域の課題解決・活性化などにつなげていくこ

とが求められています。 

こうした考え方のもと、大学と地域さらには企業

を含めた連携を進めていくための構想や拠点づくり

も視野に入れて、今般、新たな時代を展望して、

「大学と地域の連携」について調査・研究を行いま

す。  

 大学を地域における重要な知的資

源と位置づけ、地域の活性化に向け

て積極的に活用していこうという連

携の取り組みは、近年様々な大学と

地域で行われるようになっています。 

草津市においても、平成6(1994)年の立命館大学

の開学以来、様々な形で、大学を活かしたまちづく

りを展開してきました。特に、開学10周年を記念し

て、平成15(2003)年11月には、草津市と立命館大学

が、地元企業を含めた産官学連携や人材育成などあ

らゆる分野での連携協力関係を発展させるための包

括協定の締結をするとともに、平成21(2009)年6月

には、新たな教育研究連携に関わる覚書やサービス

ラーニングに関する協定書も締結し、さらには、滋

賀大学や成安造形大学とも協定を締結して、共催・

後援事業、審議会等委員、イベント協力などを通じ

て、大学を活かしたまちづくりに取り組んでいま

す。 

▲ 未来塾講義風景 


