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シ リ ー ズシ リ ー ズ 草津市 の 未来 を 考 え る ⑥草津市 の 未来 を 考 え る ⑥  
 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。 

 前号の立命館大学理工学部 武田准教授に続き、今号は立命館大学共通教育推進機構 桑名准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 

 2年前に立命館大学びわこ草津キャンパスに着任

して草津市とのご縁ができました。それまでは、大

阪、東京などの大都市か、東南アジア、中東、アフ

リカ地域に住んできました。東ティモール、アフガ

ニスタン、南スーダンなど紛争や独立後、復興へ立

ち向かうエネルギーが集結する国づくりに関わって

きましたが、草津市もそれらに共通する前向きな力

を感じます。大きな工場が多数立地し、利便性高

く、新しいマンションが立ち並び、ひととおりの商

店、公共施設がコンパクトに効率よく整備されて、

順調なまちづくりがされてきたことがわかります。 

 ただ、都市化、高齢化、一部の地域では過疎化な

どの問題に直面し、先を見据えた、切迫感のあるま

ちづくりへの舵取りも必要になっている時期でもあ

るのだと思います。こうした転換期にある草津市

で、少し気がかりなのは、住民の存在が全般的に薄

いことです。それらは、草津市人口の10％近くを占

める立命館学生の存在も影響しているのかもしれま

せん。  
 

◆ 市内の学生が地域と関わりを持つためにはどう

すればよいと思われますか 

 立命館大学の学生は、大学で大半の時間を過ご

し、家あるいは下宿先を往復するという生活スタイ

ルで、地域との関わりが薄い傾向にあります。また

学生が地域と関わる術がわからなかったり、地域が

自分事として認識できず、学生が地域に何かできる

とは考えにくいという学生も多いです。私が所属す

るサービスラーニングセンターでは、ボランティア

活動、フィールドワークなどの実践活動を通じて、

地域に参加し、地域の諸課題に接近することから得

られる学びを、共通教育として全学部、全回生対象

に推進しています。草津未来研究所の方にも、受講

生400名の大講義「地域参加学習入門」のゲストス

ピーカーとして講義いただき、草津を第二のふるさ

とにするための学生のグループディスカッションを

促していただきました。大学としては、地域の方々

に協力いただきながら、地域に目を向け、地域を知

ること、そして学生一人一人が地域を担い、働きか

けていける市民だという自覚を促す教育が重要だと

考えています。その際、地域に愛着がもてるような

とっかかりと、人との交流が重ねられる機会が鍵な

のだろうと思います。例えば、授業を通じて「草津

まちあかり」の企画に関わった学生が、地域の人と

の交流の中で草津が好きになり、もっと知りたい、

何かやってみたいという思いを強くして、宿場まつ

りのサポートメンバーとなったり、さらには初詣を

通じて地元と大学生の交流を深める自らの企画を実

行する例がありました。草津の人が好きになってど

んどん様々な人とつながり、居心地のいい関係を作

り、そのプロセスがまちの活性につながっていると

いう実感と自分の成長への手応えを感じていたよう

でした。一方で、大学の授業や課外活動、まちのイ

ベントなどの一過性の学生の関わりをどう持続的な

地域活性と重ね合わせるのかが大きな課題です。学

生が自分の興味や得意技を活かしながら、大学の
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外、地域に触れる強力な仕掛けが必要です。例え

ば、大学の中ではなく、まち中に、常時多様な住

民、学生、行政、企業関係者がそれぞれのニーズで

触れ合い、思いを共有し、お互いが働きかけ合える

拠点、プラットフォームがあれば、人の交流を通じ

て、重層的にまちが豊かになる循環を創造できるの

ではないかと思います。  

 

◆ 草津市の魅力は何だと思われますか 

 歴史の漂う街、近代的な都市、豊かな田園風景、

琵琶湖を擁する自然など多様なまちの顔があること

に加え、企業、行政、大学関係者、外国人など多種

の関係者が融合し、経済的循環を伴って、バランス

を取りながらまちが成り立っていることだと思いま

す。それゆえ、地域活性化の多種の問題に直面しま

すが、逆に地域をよくする多くのチャンスに恵ま

れ、それがまちの発展の原動力になっているよう

に思います。  

 

◆ 草津市の未来像を語ってください 

 現在草津市は住みよさランキング、西日本で１

位を獲得していますが、環境や条件が整っている

ということではなく、人の豊かなつながりがある

「住みやすいまち」ナンバー１になってほしいと

思います。今後は高齢化が全国に先駆けて進んで

いくことが予想されます。行政、企業、大学、市

民など、多様で活発なセクターをもつ利点を活か

しながら、若者と高齢者の豊かなつながりを土台

とした、個性的で希望ある高齢化社会のモデルと

なる素敵なまちづくりが進んでほしいと願ってい

ます。  

▮▮2014(2014(平成平成26)26)年度 年度 各調査研究の最終報告各調査研究の最終報告  

 現在、下記の3つの調査研究の最終的なまとめに取りかかっています。5月頃には、報告書や報告会で公

表する予定です。 

１．草津市の産業構造と雇用に関する調査研究 -集積された製造業の有機的結合に向けて- 

製造業に特化した「産業構造と雇用」に関する調

査研究では、中長期的な産業振興施策として、草津

市の地域特性を踏まえた各支援団体での協働の枠組

み提示などを目指して、市内事業所の方々にアン
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ケート調査とインタビュー調査による市内企業実

態調査を実施しました。今回は、その調査結果を

踏まえた今後の産業クラスター形成に向けた提案

をまとめました。 

まず、産業クラスターの形成を実現するには、

各企業や産業支援団体などが持つ資源の新たな組

み合わせの模索が必要と考えられます。各産業支

援団体では、施策展開や支援制度の運用の中で、

積極的な事業展開志向や、異分野参入志向を持つ

個別企業を把握しています。これらの個別企業

出所 草津未来研究所作成 

図 草津市における産業クラスター形成に向けた具体的施策イメージ図 
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着性を生かした取組が

求められます。具体的

な取組の一例として

は、住民参加型在宅福

祉サービス、介護支援

ボランティア制度など

が考えられます。第2

に、テーマ型組織・事

業者については、一般

的に活動の自由度の高さ

とスピードの速さが強み

であるため、新規性や革

新性が求められます。具体的な取組の一例として

は、家事支援、農業のようなコミュニティビジネス

や暮らしの保健室などが考えられます。第3に、地縁

型組織・住民については、最も生活者に近い存在で

あるため、平常時の見守りと急変時の通報を役割と

して担うことが期待されます。第4に、行政について

は、セーフティネットの役割を担い、支えあい活動

を誘導する政策によって地域を支援することが、他

の主体の領域とは重ならず、効果的です。具体的な

取組の一例としては、在宅医療の啓発普及活動や医

師会との調整などが考えられます。 

 現在、わが国では、急速な高齢化と少子化が同時

に進んでおり、中長期の視点を持って高齢者を支え

る新しい仕組みづくりが求められています。2014

(平成26)年6月に成立した「医療介護総合確保推進

法」は、2025(平成37)年を一つの通過点として中長

期を見越し、医療と介護に係る給付費を削減してい

く方向性を示す内容でした。今後、病院は本来の急

性期医療の機能に特化され、現在の介護保険の要支

援・要介護に相当する高齢者については、施設では

なく、住み慣れた地域でできるだけ長く過ごせるよ

うに国の政策は向かうこととなります。そこで、地

域において非常に重要な役割を担うのが、生活支援

サービスです。 

 地域での生活ニーズに応える生活支援サービスに

ついて、草津市は、地域の支えあいの仕組みが十分

とは言い切れず、スピード感をもってこの取組を進

める必要があります。今回の調査研究の中で、2025

(平成37)年に向けて草津市で今後考えられる生活支

援サービスの可能性を考察しました。 

 第1に、中間支援組織については、すでに草津市

内に各種団体などとの連携の基盤があり、一定のノ

ウハウが蓄積されているため、その専門性と地域密

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- 

は、新製品の共同研究や開発を軸にした企業間連携

には連携ニーズを持っている可能性が高いと判明し

たため、どのような新製品構想を持っているのか個

別に聞き出すことから始めます。各企業の持つ新製

品構想実現に必要な施策や支援制度説明に併せて、

他の企業や支援団体との橋渡しを行うことで、一企

業の枠を超えた新たな研究開発プロジェクトの立ち

上がりが期待できると考えられます。 

次に、研究開発プロジェクトが形成されれば、産

業クラスターの核づくりを進めていきます。ここで

は、個別企業の具体的連携ニーズを出発点にしたい

くつかの新たな地域資源の組み合わせが決まった段

階を想定しています。それぞれのプロジェクトが、

検討事案の終了とともに解散されるのではなく、こ

れを機会に、たとえば他の参画企業からの別プロ

ジェクトがスタートするなど、永続的な繋がりとな

るよう研究会といった組織化を図り意図的、戦略的

に産業クラスターの萌芽となるよう進める必要があ

ります。 

最後に、産業クラスターの核から産業クラスター

形成を図る段階では、周辺技術の開発や商品化のほ

か、販路開拓などの新しいネットワークの形成を進

める必要があります。核クラスターの探究成果をビ

ジネスの軌道に乗せるには、実に多くの課題があり

ます。素晴らしい技術を開発しても、それを試作、

開発し、更に量産、そして販路開拓までたどり着く

為には、それぞれの段階で最適な連携相手との出会

いが必要です。 

図 地域での生活支援体制の基本イメージ 

▲暮らしの保健室(新宿区) 

出所：草津未来研究所撮影

(2015.2.2) 

地縁型組織・住民 

地縁型組織・住民 テーマ型組織・事業者 

中間支援組織 

行政 

※図中の矢印は支援を表す 出所 草津未来研究所作成 



－4－ 

３．大学と地域の連携に関する調査研究 -大学のある都市としての優位性を活かして- 

 草津市は、「住みよさランキング2014」近畿ブ

ロックで2年連続トップ、また、西日本エリアにお

いても総合第１位となっています。これは、小売業

販売高の増加で「利便度」は全国4位に浮上し、転

入･転出人口比率、住宅着工戸数の水準も高く「快

適度」でも9位と、2部門での高い評価が寄与してい

ます。併せて、大阪からJRで50分、京都から30分圏

内という立地を生かした京阪神圏のベッドタウン、

ハイテク企業が立地する工業都市という一面があり

ます。また、立命館大学BKCキャンパスがあるとい

う学術都市の一面も大きな魅力のひとつになってい

ます。大学誘致当時は、若者が集まるところに、都

市の魅力が付加されるといったことに期待していま

したが、それらの役割が十分果たされていることは

言うまでもありません。 

また、大学のある都市としての優位性である「多

くの学生の存在が都市の賑わいの源泉になっている

こと」や、「地域の課題に対応する人材育成、地域

貢献、社会人教育など大学が地域で果たす多様な役

割への期待」、さらには、「大学が所有する知的資

源・施設を広く一般に開放することで豊かな社会文

化の構築に寄与する」といったことをこれからも草

津のまちづくりの中で活かしていかなければなりま

せん。 

そのため、2018(平成30)年以降、18歳人口に依存

した大学入学者確保が非常に厳しい局面を迎えてい

くことも勘案しながら、知の拠点としての大学が持

つ資源をまちづくりにより一層活かすとともに、地

域課題の解決に市と大学などとの連携した取り組み

や、大学の資源の地域開放などをさらに促進する必

要があります。 

草津市における大学を活かしたまちづくりの総括

をすると「①連携の手段(仕組みやシステム)が構築

できていると連携は進んでいる」ことや「②大学と

課題を共有できると連携が進みやすい」ことになっ

ています。一方で、「学生を地域の貴重な人材と位

置づけること」や「連携協議の必要性」も見えてき

ました。 

図 地域での生活支援体制の基本イメージ 

表 今後考えられる生活支援サービスの可能性の整理表 

主体 メリット デメリット 具体的な取組の一例 

(1)中間支援組織 

・すでに地域に連携の下地があ

るため浸透しやすい。 

・登録団体を通じてさまざまな連

携を引き出しやすい。 

・活動の歴史的な重みにくわえ、

予算と人員体制の面から新規事

業へ乗り出しにくい。 

・住民参加型在宅福祉サービス 

・介護支援ボランティア制度 

・アウトリーチ型生きがい支援 

(2)テーマ型組織・事業者 

・スケールメリットを生かせる可能

性がある(コスト減、質向上)。 

・活動の自由度が高い。 

・活動にスピード感がある。 

・目的が明確で結束しやすい。 

・収益が上がらなければ即撤退

の可能性がある。 

・暮らしの保健室 

・家事支援 

・農業 

・コミュニティカフェ 

(3)地縁型組織・住民 
・顔の見える関係(気軽に相談が

できる関係)がつくりやすい。 

・初期投資など、開始時に障壁が

ある。 

・活動の継続がリーダーに依存し

やすい。 

・支えあい活動 

・見守り活動 

・セルフケアの考え方の浸透 

(4)行政 

・制度の枠組みをつくりやすい。 

・支えあい活動の誘導ができる。 

・セーフティネットの役割が担え

る。 

・実施主体がなければ進まない。 

・実施主体のモチベーションが上

がりにくい。 

・在宅医療の啓発講座 

・医師会との調整 

・生活支援サービスを含めた委

託契約 

・マイナンバーの独自利用 

出所 草津未来研究所作成 

http://toyokeizai.net/articles/-/40139


－5－ 

を除く。)にある者で、本邦にある期間が引き続き3

月以上にわたることとなるもの」が対象になりま

す。 

 つまり、国勢調査が行われる年の10月1日に草津

市に3ヶ月以上住んでおられる方、および3ヶ月以上

住む予定の人が草津市の人々となります。(住民登

録していない人も含みます。) 

 住民基本台帳に基づく人口は、住民基本台帳法に

基づき市長が備える住民基本台帳に記録された住民

に係る人口です。毎月1日付の人口が公表されま

 国勢調査人口と住民基本台帳人口の差 

 「人口」と一口に言っても、調査方法によってさま

ざまなものがあります。広く知られているものとし

て、「国勢調査」に基づく人口と、「住民基本台帳」

に基づく人口があります。 

 国勢調査は、統計法第5条第2項の規定に基づく国勢

調査令及び国勢調査施行規則により、10年毎に(当該

国勢調査を行った年から5年目に当たる年に簡易調査

が行われる)実施されます。そして、「実施する年の

10月1日午前零時現在」、「本邦(総務省令で定める島

住民基本台帳 

▮▮コラム コラム データでみる草津市④データでみる草津市④  

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

総数 32,477 36,513 39,667 46,400 64,825 76,936 86,632 93,595 100,544 111,616 115,431 122,423

男 16,119 17,520 19,600 23,081 32,828 38,761 43,469 46,728 50,652 56,749 58,244 61,457

女 16,358 18,993 20,067 23,319 31,997 38,175 43,163 46,867 49,892 54,867 57,187 60,966

世帯数 6,265 6,900 7,983 11,316 16,676 20,573 24,165 27,524 33,840 41,702 44,769 50,279

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

国調と住基の差(合計) 680 -1,491 -1,339 9 48 76 910 1,172 1,284 3,839 5,728 8,451

国調と住基の差(男) -22 -975 -1,072 161 141 12 576 822 1,302 3,173 4,827 6,362

国調と住基の差(女) 702 -516 -267 -152 -93 64 334 350 -18 666 901 2,089

国調と住基の差(世帯数) -105 62 434 -280 226 1,702 1,308 1,488 973 3,598 5,009 7,039

国勢調査と住民基本台帳の差 

表1 国勢調査と住民基本台帳の人口・世帯の差 

国勢調査 

様々な取り組みなどにより新しい価値を創造してい

くことができます。 

それらを軸に、新たなアイデアを生み、実践し、

継続するという一連の流れを生みだしながら、大学

があってよかった、大学生がいてよかったと感じる

ことができる都市づくりを牽引する役割を担うこと

ができます。  

  

  

 

こうした課題などを解決していくためにも、地域

をベースに、市民と行政、企業、大学などが連携して

まちづくりを進めていくための「場所」や「環境」で

ある連携拠点(機能)が必要だと考えられます。 

そうした連携拠点(機能)では、多様な主体が、そ

れぞれフラットかつ柔軟な連携で、学習プログラム、

研究活動、社会実験・事業創出、デザインマネジメン

ト、コミュニティ・市民活動、学生プログラムなど

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

昭和30年 昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

総数 33,157 35,022 38,328 46,409 64,873 77,012 87,542 94,767 101,828 115,455 121,159 130,874

男 16,097 16,545 18,528 23,242 32,969 38,773 44,045 47,550 51,954 59,922 63,071 67,819

女 17,060 18,477 19,800 23,167 31,904 38,239 43,497 47,217 49,874 55,533 58,088 63,055

世帯数 6,160 6,962 8,417 11,036 16,902 22,275 25,473 29,012 34,813 45,300 49,778 57,318
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 図1は、1955(昭和30)年から2010(平成22)年までの

国勢調査と同年の10月1日現在の住民基本台帳に基づ

く世帯数、総人口、男女別人口の差を棒グラフにし

たものに、総人口の変化を折れ線グラフを重ねたも

のです。 

 このグラフを見ると、2つの人口の差が顕著になっ

てきたのは1985(昭和60)年以降で、2000(平成12)年

以降は特に大きくなっています。特徴として、女性

す。 

 草津市に住民登録しているが、市外に住んでおら

れる方も含まれます。 

 草津市の人口は、近年、国勢調査による人口が住

民基本台帳に基づく人口を上回っており、国勢調査

ごとにその差が大きくなっています。草津市に住ん

でいながら住民登録していない方が多いということ

です。 

図1 国勢調査と住民基本台帳の人口と世帯の差 

開設され、いくつもの学部が新設されてきたことに

よるものと考えられます。 

 そこで、2010(平成22)年10月1日現在の人口につい

て、年齢別に2つの人口の差を見てみます。図2にあ

よりも男性の差が大きくなっています。また、世帯

数の差も大きく、単身世帯が増加していることがう

かがえます。これらの主要な原因としては、1994

(平成6)年に立命館大学の草津びわこキャンパスが

計/年齢 0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100～ 不詳

総数 130,874 6,320 6,247 6,185 7,747 11,742 8,304 9,748 11,268 9,360 7,784 6,583 7,615 9,035 7,297 5,195 3,912 2,710 1,452 659 173 29 1,509

男 67,819 3,207 3,227 3,167 4,411 7,599 4,320 4,886 5,842 4,775 4,102 3,374 3,762 4,358 3,717 2,614 1,816 1,092 428 132 35 5 950

女 63,055 3,113 3,020 3,018 3,336 4,143 3,984 4,862 5,426 4,585 3,682 3,209 3,853 4,677 3,580 2,581 2,096 1,618 1,024 527 138 24 559

表2 年齢別(5歳階級)の人口差 

国勢調査(2010(平成22)年) 

(人・世帯) (人) 

(年) 
(昭和30年) (昭和35年) (昭和40年) (昭和45年) (昭和50年) (昭和55年) (昭和60年) (平成2年) (平成7年) (平成12年) (平成17年) (平成22年) 
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この比率が2.0を超える地域は老上地域のみで他には

ありません。 

 草津市の人口の特徴として、国勢調査による人口

が住民基本台帳の人口より多いことは広く知られて

いることですが、今回、年齢別と地域別にみること

ではっきりと見えてきました。 

 政策は明確な根拠に基づいて策定しなければなり

ません。人口には今回取り上げたものの他に、昼間

人口や夜間人口、産業別就労人口などがあります。

どの統計調査に基づいて策定すべきか慎重に考えな

ければなりません。 

 

る通り、15～19歳(1,859人)と20～24歳(4,190人)の

年代が突出して国勢調査人口が住民基本台帳に基づ

く人口を上回っています。草津市に住んでいなが

ら、住民登録をせず、選挙権を持っていない方がこ

の年代に多いことが分かります。  

 また、町丁別にみると、老上地域(市域を6つに分

けた地域別(中学校区：志津、草津、老上、山田、

笠縫、常盤))には、住民基本台帳の人口の2倍以上

の住民がいる所がいくつかあります。国勢調査によ

る人口と住民基本台帳に基づく人口の比がもっとも

大きいところは、野路東2丁目で4.50(国勢調査人

口：464人、住民基本台帳人口：103人)あります。

図2 年齢別(5歳階級)の人口と差  

計/年齢 0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100～ 不詳

総数 8,451 -116 -79 -50 1,859 4,190 200 -13 36 103 160 154 191 44 70 26 65 46 24 26 3 3 1,509

男 6,362 -60 -33 -41 1,380 3,338 175 -43 56 49 137 129 167 30 49 14 40 13 8 2 1 1 950

女 2,089 -56 -46 -9 479 852 25 30 -20 54 23 25 24 14 21 12 25 33 16 24 2 2 559

住民基本台帳(2010(平成22)年10月1日 現在) 

国勢調査と住民基本台帳の差 

-2,000 

(人) (人) 

計/年齢 0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～94 95～99 100～ 不詳

総数 122,423 6,436 6,326 6,235 5,888 7,552 8,104 9,761 11,232 9,257 7,624 6,429 7,424 8,991 7,227 5,169 3,847 2,664 1,428 633 170 26 0

男 61,457 3,267 3,260 3,208 3,031 4,261 4,145 4,929 5,786 4,726 3,965 3,245 3,595 4,328 3,668 2,600 1,776 1,079 420 130 34 4 0

女 60,966 3,169 3,066 3,027 2,857 3,291 3,959 4,832 5,446 4,531 3,659 3,184 3,829 4,663 3,559 2,569 2,071 1,585 1,008 503 136 22 0
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        E-mail：kusatsumirai@city.kusatsu.lg.jp http://www.city.kusatsu.shiga.jp 

 草津市は京都橘大学(京都市山科区)と子育て支援

を軸とした「包括協力協定」を結ぶため、去る、

2014(平成26)年12月25日に、草津市庁舎にて調印式

を執り行いました。 

 これは、人口増加で子育ての需要が高まっている

中、支援の充実を図りたい本市と、小学校や幼稚園

の教諭、保育士を目指す学生の教育現場を求める大

学とで双方の意見が一致し、実現に至りました。 

 この協定は、京都橘大学と草津市が協力し、草津

市内の子育て世代の人口増加に伴い、多様な子育て

支援ニーズに対応することを目的としています。こ

れを契機として、今後、保育所の障害児統合保育へ

の支援や、幼稚園教諭の指導力向上のための支援な

ど、各種の具体的な連携を進めていくことなどを目

指していきます。 

 調印式では、細川京都橘大学学長と橋川市長がそ

れぞれ協定書にサインをし、橋川市長は、「保育や

子育て支援の人材は不足がちであり、貴大学の知

的、人的資源による協力をお願いします。ともに地

域社会の課題解決に当たりましょう。」と話し、細

川学長は「京都の大学ですが、湖南地域とは深い縁

があります。今は大学が地域社会へどう貢献できる

かが問われる時代。草津市とは、幼児教育や子育て

支援などの分野で協力していきます。」と語り、最

後には固い握手で協力協定を締結しました。 

▮▮TOPICSTOPICS  

☆ 草津市と京都橘大学が協力に関する協定を締結 

 なお、「まち・ひと・しごと創生法」の基本理

念の中で、「結婚、出産又は育児についての希望

を持つことができる社会が形成されるよう環境の

整備を図ること」が謳われており、この協定の締

結により、草津市としても、今まで以上に子育て

の支援の充実や子育て世代が抱えている課題の解

決を行う必要があることから、大学の持つ知見を

活用していきたいと考えています。具体的な計画

については今後の協議などで話し合いを持つ予定

です。  

平成25年度調査研究報告会   (5月26日) 「未来通信」発行 

  (職員向け最新政策情報の提供) (週1回発行)               

地域政策研究「未来塾」 (職員研修：4回) 視察受け入れ               (7件) 

第2回自治体シンクタンク研究交流会議 

         (11月7日、8日の2日間) 

平成26年度3つの調査研究 

「産業構造と雇用」、「医療福祉のあり方」、「大学と

地域の連携」にかかる研究会        (各4回) 

政策形成実践研修    (職員研修：4回) 将来推計人口を含む政策データ作成 

☆ 2014(平成26)年度 草津未来研究所 主な活動報告 

調印式の様子 

(左：橋川市長、 

 右：細川京都橘大学学長) 

左から 後列：川那邊教育長、善利副市長、日比野健康
科学部長、森本児童教育学科主任、齋藤事務局長 

    前列：橋川市長、細川学長 

草津未来研究所で今年度に行った主な活動を表にまとめました。全国の自治体シンクタンク関係者を対象

に、自治体シンクタンク研究交流会議を草津市で開催し、グループセッションなどを行い、活気ある会議と

なりました。中堅の市職員を対象とした政策形成実践研修では、政策形成能力の向上を目指した研修をワー

クショップ形式で年4回行いました。また、情報発信として、一般、市民向け「草津未来研究所ニュースレ

ター」や市職員向け、最新の調査研究情報「未来レポート」に加えて、新たに「未来通信」を発行し、市職

員に最新の政策情報を週1回、提供しています。視察受け入れでは千葉県佐倉市議会をはじめ、全国から多数

の団体を受け入れ、受入数は年々、増加傾向にあります。来年度も草津市の政策審議機能の充実に向け、活

動してまいります。 


