
草津版アーバンデザインセンター（ＵＤＣ）
構想（案）について

平成２７年１１月２５日

草津市総合政策部草津未来研究所
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3 まちづくりについての市民意識調査

平成26年度

①草津市の住環境評価（加重平均） ②草津市の都市イメージ



4 草津市の人口動態・構成

草津市への流入

人口構成の推移

 昼夜間人口比率が1.09であり、昼間の方が人口が多い。

 流入人口は約45,000人であり、約8割は就業者である。

 流入人口は約7割が県内市他市であり、隣接の大津市、守山市、栗東市のみで約5割
を占める。

 昼間人口の1割が学生であり、学生は県外が多い。

 草津市に住みたくなる魅力ある活動の場を提供すること

 通学者が卒業後も住み続けたいと思う活動の場、または関
西圏に戻ってきたときに再び草津を選択していただける思
い出を作る場の提供

課題



草津市のマクロな課題

 「第5次草津市総合計画基本構想」で
は、草津駅と南草津駅を「双眼の核」
として位置づけている。

 草津駅前は旧市街地であるため、社会
インフラ等の蓄積があるが、南草津駅
前は新市街地のため、社会インフラ等
が不足している。

 草津駅エリアと南草津駅エリアで人の
活動範囲が分かれる傾向にある。

 南草津には大学が立地する。
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まずは南草津エリアから

新草津川



過去の調査研究による南草津のＳＷＯＴ分析6

内部の
環境

強み
（Strength)

弱み

(Weakness)

（１）20歳代、22歳代の来
住や住宅購買力のある働き
盛りの人の多さ
（２）ドラッグストア、コ
ンビニ等、生活の利便性が
ある店・施設の増加
（３）駅を中心とした都市
インフラ整備、公共交通の
発達
（４）立命館大学の人的、
知的、組織的な資源活用の
可能性の高さ
（５）昼間人口が多い
（６）子どもの数が多い
（７）駅の乗降者数が多い
（８）京阪神に近い
（９）工場が多い

（１）生活の場、居場所、
憩いの場として魅力の未成
熟（遊び場等）
（２）居住者層とまちのつ
ながり・コミュニティの不
足（町内会、檀家等）
（３）駅前としての公共の
場の不足、街路樹の少なさ
（４）「交流人口」を呼び
込む魅力の不足
（５）文化的、学問的、知
的な要素の不足（専門書店
等）
（６）飲食店、ヘアーサロ
ン等、商業機能の偏り、連
携の弱さ、一体性の不足
（７）ワンルームマンショ
ンの空室化
（８）人の集まるイベント
が少ない
（９）回遊性がない。

平成24年度「南草津のまちづくりに関する調査研究報告書-南草津地域のまちづくりの方向性について- 」をベースに加工

外部の
環境

機会

(Opportunity)

脅威
（Threat)

（１）新快速停車による通
勤・通学圏の一層の広がり
（２）広域道路アクセス及
び広幅道路整備によるアク
セスの容易性
（３）駅周辺の開発の活発
化と人口増
（４）びわこ文化公園都市
ビジョンの具体化
（５）文化拠点としての可
能性（クレアホール等）
（６）防災・減災を意識し
たまちづくりの源流

（１）本格的な高齢社会へ
の準備の遅れ
（２）グローバル化による
草津市製造業の拠点性の不
確実さ
（３）郊外型の大規模小売
店の立地
（４）サステナブル度（と
くに社会安定度）評価の低
さ
（５）18歳人口減少による
立命館ＢＫＣの将来性の不
明確さ
（６）類似した性格を持つ
湖南地域の都市の発展
（７）市内の新駅設置の可
能性



平成26年度「大学と地域の連携に関する
調査研究報告書」の提案
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8 課題解決のための方向性

市民意識調査からの課題
「まちに誇れるもの（ブランド）」「市民主役
のまちづくり」「地域のまちづくり情報の提
供」

都市のイメージの課題
「特にイメージするものはない」と回答した層
を「協働のまちづくりの進んだまち」「先端企
業があり工業などの盛んなまち」「大学を活か
した若さのあるまち」に思ってもらえるように

人口動態・構成からの課題
通勤者にとって移住したくなる魅力ある活動の
場を提供すること、または定年後に住みたいと
思える魅力を作ること。

通学者が卒業後も住み続けたいと思う活動の場、
または関西圏に戻ってきたときに再び草津を選
択していただける思い出を作る場の提供

【提案】

 市民が主役となり、建築、公共空間、アート、祭り、スポー
ツ、産業技術など都市の印象を形成するような行動を起こす。

 立命館大学びわこ・くさつキャンパスを有する等の（南）草
津の強みを最大限に生かしながら、就業・通学者たちがゆる
やかにまちづくりにかかわれるような仕組みづくり
（平成24年度「南草津のまちづくりに関する調査研究報告書」参照）

 気軽で自由に議論や話ができる空間が演出され、常に新しい
出会いが創造されること
(平成24年度「南草津のまちづくりに関する調査研究報告書」)

 地域をベースに市民と行政、企業、大学等が連携してまちづ
くりを進めていくための「場所」、「環境」である連携拠点
（機能）が必要
(平成26年度「大学と地域の連携に関する調査研究報告書」)

連携拠点の仕組みとして

アーバンデザインセンター（UDC)が有効

市民意識調査からの課題
「まちに誇れるもの（ブランド）」「市民主役
のまちづくり」「地域のまちづくり情報の提
供」

都市のイメージの課題
「特にイメージするものはない」と回答した層
を「協働のまちづくりの進んだまち」「先端企
業があり工業などの盛んなまち」「大学を活か
した若さのあるまち」に思ってもらえるように

人口動態・構成からの課題
通勤者にとって移住したくなる魅力ある活動の
場を提供すること、または定年後に住みたいと
思える魅力を作ること。

通学者が卒業後も住み続けたいと思う活動の場、
または関西圏に戻ってきたときに再び草津を選
択していただける思い出を作る場の提供
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草津市大学地域連携強化プラン懇話会及び未来創造
セミナーによるUDCの有効性の検証

10

日時 テーマ 議事要点

9月6日
草津版
UDCの
必要性

草津版アーバンデザインセンターの設立の必要性につい
てはご賛同いただいた。
UDCは、集まった人たちによって、今までやってきたこ
と違うことが生まれてくるところなので、様々な主体が
自由に発言できる場であることが重要である。
そのためには、目立つ場所にある必要がある。また、人
が集まる仕掛けが必要である。

11月5日
草津版
UDCの
概要

活動拠点があることは重要であるが、人、プログラム等
のソフト面、及び気軽に自由に話せるカフェのような雰
囲気作り、及びワークショップなどを開催するための最
新のデジタル機器等も併せて考えていく必要あり。
特に拠点は人通りの多い一階の目立つところにあること
が重要。

平成28年
1月予定

草津版
UDCの
運営体制

草津市大学地域連携強化プラン懇話会
大学と地域の連携を強化するための方向性や具体的な方策について検討
することを目的とする組織

未来創造セミナー
「気軽で自由に議論や話ができる空間が演出され、常に新しい出会いが創造」される場、
及び「地域をベースに市民と行政、企業、大学等が連携してまちづくりを進めていくため
の連携拠点」も有効性を検証するため、南草津駅前の市民交流プラザにて開催する。

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

テーマ

理想とす
る女性の
働き方

子育て
しやすい
まち

アーバン
デザイン

文化 健康
大学地域
連携

専門家

二宮周平
（立命館）
京樂真帆子
(滋賀県立）

小沢道紀
（立命館）

武田史朗
（立命館）

木下達文
（京都橘）

岡本直輝
（立命館）

肥塚浩
（立命館）

開催
日時

平成27年
7月22日

平成27年
8月25日

平成27年
11月５日

平成27年
12月3日

平成28年
1月26日

平成28年
2月予定



UDC有効性の検証のまとめ11

 ワークショップで共有した課題や市民が提起したテーマについて、いつでも気軽
に相談できる活動拠点

 課題等を解決するために必要な知識や方法等を気軽に相談できる専門家の存在

 萌芽的活動を継続的組織的に支援する様々な仕組み

連携拠点の仕組みとして「公」「民」「学」
連携のプラットフォーム

UDCが有効

気軽で自由に議論や話ができる空間
常に新しい出会いが創造
市民と行政、企業、大学等が連携

気軽に
専門家に相談

市が決めるのではな
く、市民が提起した
テーマについて

組織として
の参画

色々な人が参加
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13 アーバンデザインセンター（UDC)とは？

アーバンデザインとは？

 都市空間（アーバンスペース）は、
多くの建築物、道路、樹木、街灯や
ベンチなどによって構成されていま
す。また、市街地だけでなく、その
周辺の田園や緑地も、都市空間を支
える重要な構成要素です。

 その空間には歴史があり、複合化し
た地域の課題があり、人々の活動が
あり、そして、未来への可能性が広
がっています。

 アーバンデザインでは、地域の歴史
や現状を知り、地域の個々の課題を
構造化し、地域の複合的な課題とし
て捉えたうえで、未来のまちのイ
メージについてみんなで話し合い、
共有します。そうして、未来を創造
するための新たな活動を産みだし、
人々のニーズにあった都市空間をデ
ザインすることです。

 複合化した地域の課題に対
して、公・民・学のそれぞ
れの立場で活動する様々な
個人や組織が、様々な場面
で臨機応変につながり、協
働して解決に取り組むコラ
ボレーションを進めるため
のプラットフォーム

 「大学」や専門家は、新た
な技術や理論を積極的にま
ちに応用すると共に、長期
的・客観的視点から見たコ
ラボレーションの方向づけ
をする上で、重要な役割を
担う。

 公・民・学のマス・コラボ
レーションを地域主体で実
践し、まちを創造する拠点

アーバンデザインセンターとは



14 UDCの目的
 地域を知り、お互いを知ること

 過去の庶民の暮らしの工夫や知恵を再
発見すること

 地域の現在の状況及び課題を可能な限
り把握すること

 個別の課題群を構造化し、複合化した
課題として認識すること

 活動を通じてお互いを知り合うこと

 未来のまちのイメージを共有すること

 中長期的な視点を獲得すること

 バックキャスティングにより将来へのインパ
クトが大きい課題を明確にすること

 ステークホルダー間の利害を調整すること

 新たな活動を創出すること

 新たな活動の可能性を見出すこと

 未来のまちを創造する萌芽的活動を支援す
ること

 指標等を参照しながら、互いの活動の強度
を調整すること

イメージの
共有

地域を知る
互いを知る

新たな活動
の創出

地域を知り、お互いを知り、みんなで話し合って、未来のイメージから現在の課題を見つけ、その課題を解決する活動を産
みだすことを支援する。

（学習・交流）
地域を知るためのワークショップやまちあるき
（調査研究）
・各種統計データ等の収集
・市政等の説明、解説、市民意識調査
・課題の抽出・構造化

（社会実験）
・ワークショップ等の提案を実施
（調査研究）
・市民活動に関する調査研究など

（学習・交流）
・未来のまちを考えるワークショップ

・ワールド・カフェ、シナリオ・ワーク
ショップ、コンセンサス会議 等

（調査研究）
・合意形成プロセスの研究など

UDCの役割
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連携・交流の場の提供
 就業・通学者、単身赴任者、下宿生等と居住者との交流の機会創出

 子育て世代、及び専業主婦等女性の活躍の場の提供

市民主役の萌芽的活動の支援
 市民主役の萌芽的活動を支援（社会実験）し、既存支援活動体に切れ目な
く接続

情報発信
 地域のまちづくりに関連する情報の発信

女性の参画
 政策決定プロセスへの女性の意見、及び参画

市・大学・企業・市民の連携強化

草津版UDCの目的
UDCが有効に機能するための条件です。
これらは草津市の課題でもあります。草津市の課題解決がUDC成功には不可欠であり、
UDCを進めていくことは草津市の課題解決にも繋がります。
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UDC
まちづくり
センター

まちづくり協議会 フューチャーセンター

運営主体
行政・企業・大学・市民

の協働組織
行政 まちづくり協議会 民間企業、または行政

対象者

市民（市内に居住し、通
勤し、または通学する者、
市内を訪れる者、市内で
活動する団体、または市
内で事業を営む者）、草
津市に関心のある人

草津市を活動拠点として、
地域活動やボランティア活
動、まちづくり活動に関わ
る人、これから関わろうと
する人すべて

エリア内の住民
組織運営上の課題を持
ち、その課題解決を図

りたい組織

支援内容

連携・交流
調査研究
社会実験
情報発信

まちづくりに関わる
すべての活動

（活動主体）
場の提供

（場所、最新機器等）

コミュニ
ティの性格

テーマ・コミュニティ 中間コミュニティ
（広義の）

地縁コミュニティ
（営利企業等組織・団体）

活動範囲 生活圏 草津市内 小学校区 世界

UDCと既存組織との違い



草津版ＵＤＣの機能（案）17

ＵＤＣＫ
（柏の葉アーバンデザインセ

ンター）

ＵＤＣＭ
（松山アーバンデザイン

センター）

ＵＤＣＩＣ
（アイランドシティ・アーバンデザイ

ンセンター）

草津版（案）

所管課 柏市企画部
企画調整課

松山市都市整備部
都市デザイン課

福岡市港湾局
アイランドシティ経営計画部事

業管理課

草津市総合政策部
草津未来研究所

学習・交流
学習・研究・

提案

交流・学習・
教育・情報発信

連携・交流の場の創出 連携・交流の場の創出

研究・提案
まちのデザインの
研究・提案

アーバンデザインの
調査研究調査研究

社会実験
実証実験・
事業創出

実証実験・
事業創出

大学や企業による実証実
験・研究

萌芽的活動の支援

情報発信 （言及せず）
（交流・学習・
教育・情報発信）

情報発信
プロモーション

情報発信

デザイン
マネジメント

デザイン
マネジメント

デザイン
マネジメント

（福岡市港湾局） まちのイメージの共有

エリア
マネジメント

エリア
マネジメント

（既存まちづくり団体）
まちづくり活動の
企画・実施

（既存支援活動体に
切れ目なく接続）



実施プログラムの基本的な考え方18

市民主役であることから、

 市民がやりたいこと、疑問に感じていることを取り上げる（ただし、アーバンデザインの目的に合致していること（p14参照））

 UDCは、会場及び機器類の提供、専門家等の紹介や招集、告知・参加者募集などのロジスティクスを支援する（主催は草津版UDC）

 スピード感が大切なことから、現場に権限を与える。

地域を知る
イメージを
共有する

活動を産む

学習・交流

・交流会
・市政等説明会
・地域探検ツアー
・個人史会

・ワークショップ
・未来のジオラマづく
り

・アーバンデザインス
クール
・アーバンデザイン研
究会

調査研究

アーバンデザインに関する調査研究（例）
・人口動態を反映した未来のシミュレーション
・ワンルームマンションの空き部屋活用策の検討
・市民を対象としたアーバンデザインに関するアンケート調査・
グループインタビュー

社会実験

「アーバンデザイン」、「食と農」、「スポーツと健康」、「子育て」、
「産業振興」等のテーマについて、市民、企業（新商品開発等の市場調
査）、大学等の提案に対して、助成、及び支援を行う。

大学による各種セミナー、イベントの実施

市民、企業、大学提案による社会実験

地域を知る
イメージを
共有する

活動を産む

情報発信
・ホームページ、twitter,FaceBook等ＳＮＳ利用、フライヤー、冊子等発行
（・拠点施設自体が街中の目立つところにあり、ガラス張りで内部の活動が
見える。また地域の情報ステーション的な役割を担う）

市と連携、または他組織に切れ目なく接続

デザイン
マネジメント

・景観形成の方向性を共有し、市と連携して地域の特性に応じたまち並み
ルールづくりや、デザインの誘導を行う。

エリア
マネジメント

・「学習・交流」「社会実験」等を通じ、様々なプログラムを通じてまちづ
くりに参画する機会や仕組みを仕掛け、持続的な活動になった時点で、市や
まちづくり協議会、商工会議所等と連携して切れ目なく繋がるプラット
フォーム機能を提供する。

草津版ＵＤＣの実施プログラム（案）


