
第２回草津市文化振興審議会 資料

草津市の歴史・現在・未来
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草津市の歴史

全国唯一の東海道と中山道の合流地点であり、「急がば回れ」の由来
となった矢橋の湊など街道と湖上交通の結節する地でもあった。草津市
の地名が「草（陸の）」津（港）」として示すように、かつては宿場町として
人の往来が絶えなかった。
現在の草津市としては、1954年、草津町と志津・老上・山田・笠縫・常
盤の5村が合併し誕生。当時人口32,152人。

伝統芸能（無形文化財）

偉人

●宿場町：街道に設けられている、本陣や旅籠などが集まった町のこと。
東海道五十三次のうち、江戸より数えて52番目の宿場町で、東海道と中山道が分岐・合流している交通の要衝であった。
宿場町の歴史にちなんだ草津宿場まつりは、市内外から約８万人を集める春の一大イベント。

有形文化財

▼山崎宗鑑

草津で生まれた俳人。
俳諧の祖と言われる。

▼木内石亭

全国の珍しい石や化
石等を集めた。考古学
の先駆者。

下笠、矢倉等の地域で保存・伝承されており、毎年、5
月3日に、御輿に随行する等、踊りが披露されている。

※その他：渋川の花踊り、上笠天満宮講踊、老杉神社の頭屋行事等

草津宿のシンボル。全国の本陣の中でも最
大級の規模を誇ると同時に、東海道筋では
唯一完全な形で保存されている本陣。

聖徳太子の開基、秦河勝創建と伝えられる
名刹。重要文化財の阿弥陀仏、書院の他、
多数の文化財が所在する。

※その他：井砂砂神社本殿、新宮神社本殿、鞭崎神社表門等

草津宿本陣（国指定史跡）

芦浦観音寺（国指定史跡）

草津のサンヤレ踊り（国選択無形民俗文化財）

※その他：吉田虎之助（真珠）、南新助（旅行）、小野秀雄（新聞）等

宿場町として

合併当時の市内中心地 当時の草津駅



草津市の現在

草津市は、滋賀県の東南部、琵琶湖に面した滋賀県の中核都市として、発展を続けている。
面積68㎢の市域には、JR東海道本線、JR草津線の他、国道一号線、京滋バイパス、名神高速道路等の幹線道路
が通る。JRの駅別乗降客数の県内1位（南草津駅）と2位（草津駅）の駅はいずれも当市域にある。
2014年には、市制60周年を迎え、2016年には、南草津駅周辺の人口増加に伴い、小学校を新設した。
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順位 自治体名 総合評価 全国順位

1 草津市 55.37 20

2 芦屋市 54.77 30

3 甲賀市 54.42 37

4 守山市 53.84 50

5 箕面市 53.77 53

草津市の人口推移（国勢調査ベース）

▼住みよさランキング2016（東洋経済新報社）

414%UP!!

※全国813都市を対象に調査

▼高齢化率：21.1%
（全国平均：26.9%）

▼年少人口率：15.4%
（全国平均：12.6%）

※住民基本台帳H28.7.1より

※H28は、速報値

産業

公共施設

大学

主要観光施設 文化ホール

▼琵琶湖博物館
琵琶湖をテーマにした博物
館。湖をテーマとした博物
館としては日本最大規模。

▼水生植物公園みずの森
日本有数の蓮の群生を始
め、様々な水生植物を鑑賞
できる植物公園。

▼草津アミカホール
市役所に隣接した文化施
設。ホールは、約300人が収
容可能な小ホール。

▼草津クレアホール
県から移管を受け、平成27
年に開館。ホールは、約700
人が収容可能な中ホール。

※その他：道の駅草津、草津宿街道交流館等

▼立命館大学（BKC）
経済学部、理工学部、情報理工学
部、生命科学部等に13,000人の学生
が在籍。本市と連携協定を交わす。

※その他協定締結大学：滋賀大学、滋賀県立大学、龍谷大学、成
安造形大学、京都橘大学

拠点を置く主な企業
パナソニックアプライアンス社、
ダイキン、オムロン、キャノ
ンマシナリー、タカラバイ
オ、綾羽工業、川重冷熱等

（人）

（年）



草津市の現在②

都市名 関係

ミシガン州ポンティアック市 姉妹都市

香川県観音寺市 姉妹都市

上海市徐匯区 友好交流都市

群馬県草津町 友好交流都市

福島県伊達市 友好交流都市

市のPR活動の一環として、草

津市出身、草津市にゆかりの
ある著名人による『KUSATSU
BOOSTERS』を結成。

▼愛彩菜
ワサビ菜の一種。生で食べ
るとピリッとしたワサビ香
味が味わえる。

▼青花紙
青花の絞り汁を染み込ませ
た和紙。すぐ脱色できるこ
とから、友禅の下絵に使
用。
▼瓢箪
江戸時代より酒や水を入れ
る容器として使用。現在
は、縁起物として利用。

▼イナズマロックフェス
西川貴教氏が主催するロッ
クイベント。毎年、烏丸半
島で開催されている。

▼草津街あかり華あかり夢あかり
草津駅前から旧中山道を中
心としたまちなかのライト
アップイベント。

▼草津宿場まつり
街道筋を中心に開催。公募
市民による時代行列、物産
展等多彩な催しの開催。

特産品 イベント 文化事業

▼くさつ市民アートフェスタ
子どもたちが一日で、美術、音
楽、伝統芸能などの様々なアート
を体験できるイベント。

▼草津市青少年俳句大会
小学5年生から中学3年生までの児
童生徒を対象に実施。昨年度は
5,576句が集まった。

姉妹都市・友好交流都市 著名人 ゆるきゃら

我孫子智美（陸上選手棒高跳び）
桂亜沙美（女優）
世武裕子（音楽家）
高木和道（プロサッカー選手）
七菜香（モデル）
ファミリーレストラン（芸人）
松田宣浩（プロ野球選手） など

▼委嘱式の様子

外国人比率1.41％（1,834人）※県内11位
平成27年12月末時点

▼市広報キャラクター
くさみぃ

▼市公認マスコットキャラクター
たび丸

（過去に実施した事業）
KOK草津音楽甲子園、街角・ほっと事業等

▼その他：
草津市美術展覧会、市民シナリオ塾等



草津市の未来
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推計

資料：草津市子ども・子育て支援事業計画

▼草津川跡地整備事業
廃川となった天井川をまちづくりの資源として活用
するため、跡地の整備を進める。整備後には、多く
の人が訪れ利用することによって、にぎわいとうる
おいが創出される空間づくりを創出。一部の区間は
平成29年春にオープン予定。

▼中心市街地活性化事業
人口減少社会、超高齢社会の到来を見据えて、JR草津

駅を中心としたコンパクトで賑わい溢れるまちづくりを進
める。今後は、約3,000人が収容可能な体育館を含め

た都市公園を整備する他、老朽化した公共施設等を集
約した（仮称）市民総合交流センターを建設予定。

▼アーバンデザインセンターびわこ・くさつ

公民学連携のプラットフォームとして、平成28年10
月、南草津にオープン。交流の場の提供、社会実験
の場、情報発信の場として、草津市の課題発見と課
題解決に寄与することを目的とする。
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「低位推移」・・・現状の出生率で、転入超過が収束した場合
資料：草津市人口ビジョン

草津市 人口の将来推計

草津市 人口構成の将来推計（住民基本台帳ベース）

現在進行中のプロジェクト

※写真は、アーバンデザインセンターみその（さいたま市）
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（人）


