
〈プロジェクト会議について〉 

草津商工会議所中心市街地活性化プロジェクト会議の報告 

１．第 1 回プロジェクト会議 

■日 時 2012 年 7 月 10 日（水）14 時～1６時 10 分 

■場 所 草津商工会議所 

■出席者 委員 15 名（20 名中）、草津市 6 名、アドバイザー1 名、コンサルタント 4 名、商工会

議所事務局 2 名。 

（1）内容 

①プロジェクト会議の設立趣旨、スケジュールについての説明 

②中心市街地活性化基本計画について説明 

③民間事業のアイディアについて「ワークショップ」 

（２）3 グループに分かれてワークショップ 

各グループに委員 5～6 名、市、コンサルタント、事務局が配置。 

（３）各グループより報告 

①Ａチームの報告、②Ｂチームの報告、③Ｃチームの報告 

（４）アドバイザ による次回に向けての課題提示 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

２．第２回プロジェクト会議 

■日 時 2012 年 8 月 1 日（水）14 時～1６時 

■場 所 草津商工会議所 

■出席者 委員 10 名（20 名中）、草津市５名、アドバイザー1 名、コンサルタント３名、商工会

議所事務局 2 名。 

（１）内容 

①まちづくり会社設立準備会の報告 

②第１回プロジェクト会議「ワークショップ」のまとめ 

③民間事業の精査について「ワークショップ」 

④各グループの報告 

⑤まとめ 

（２）3 グループに分かれてワークショップ 

各グループに委員 5～6 名、市、コンサルタント、事務局が配置。 

（３）各グループより報告 

①Ａチームの報告、②Ｂチームの報告、③Ｃチームの報告 

（４）アドバイザ による次回に向けての課題提示 

（５）「民間事業」の事業提案シートの記入 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

２．第３回プロジェクト会議 

■日 時 2012 年９月６日（木）1０時～1２時 

■場 所 草津商工会議所 

■出席者 委員 1４名（20 名中）、草津市４名、アドバイザー1 名、コンサルタント２名、商工会

議所事務局 2 名。 

（１）内容 

①経過報告（基本計画策定のスケジュール、基本計画策定検討会の報告について、まちづくり会社

設立準備について） 

②第 1、２回基本計画検討ワークショップのまとめ 

③民間事業の主なプロジェクトについての意見交換（全体での討論） 

④まとめ、今後の進め方 
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草津商工会議所中心市街地活性化プロジェクト会議による民間事業計画提案一覧 

事業エリア 施設計画 社会サービス・ソフト計画 

アニマート跡地 

・商業施設（飲食、物販） 

・コミュニティ広場、コミュニティガーデン整備 

・情報発信拠点「まちなかの駅」 

西友跡地 

・商工会議所の集約とクリエイティブオフィス・

エコオ フィスの拠点 

・公共施設と民間カルチュア施設 

（大学サテライト、ギャラリー、ライブラリーカ

フェなど） 

・大学のサテライトオフィス 

・ガーデニング・緑化に関する企業の拠点 

・商業活性化事業（集客力ある店舗づくり等） 

・複合アミューズメントスポーツ施設 

・娯楽施設（遊園地、映画館等） 

・情報発信拠点「まちなかの駅」 

・高齢者や交通弱者向け移送・宅配サービス拠点 

・買い物宅配システムの導入 

・ミニ草津温泉のようなスポット 

・商業活性化事業 

（イベント開催、ネット販売・代行販売など既存

店舗支援） 

草津駅前 

（エルティ含） 

・大学のサテライトオフィス 

・再々開発（全面リニューアル） 

 

商店街 

・商店街活性化事業 

（集客力ある店舗づくり、多世代向け店舗や空間

整備等） 

・空家活用による魅力ある店舗づくり 

・高齢者住宅、グループホーム等施設 

・商店街活性化事業 

（イベント開催、ネット販売・代行販売など既存

店舗支援） 

 

本町･本陣周辺 

・空店舗対策、古民家再生によるテナントミック

ス 

・空店舗活用による店舗づくり 

・本陣での草津の名産を活用した体験型店舗 

・草津名産品を集めた拠点 

・地場の新鮮農産物の販売の拠点 

野村運動公園 

周辺 

・総合スポーツ施設 

（集客力ある公式戦のできるスタジアム、アリー

ナ等） 

・エコ住宅及びライフスタイルセンター（公営住

宅跡地） 

 

草津川跡地 

・貸し農園の実施、農業レストランの運営等 

・コミュニティ広場、コミュニティガーデン整備 

・ミニ動物園 

・温室（水生植物園の一部機能を導入） 

・トレインビューデッキ及びレストラン 

・プレイスポット（グランドゴルフ、フットサル

等） 

・足湯などのミニ草津温泉のようなスポット 

エリア共通事業 

・コミュニティ広場の整備 ・オープンカフェの実施（車両規制） 

・高齢者向け、親子向けなどのカフェの整備 

・ボランティアカフェの運営 

・草津名産品を集めた拠点 

・地場の新鮮農産物の販売の拠点 

・情報発信拠点「まちなかの駅」の整備 

・情報サービス機能の整備（まちなか情報集約と

発信） 

・サイクリングシェア、カーシェアリング 

・まちあかりの実施 
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草津商工会議所中心市街地活性化プロジェクトワーキング委員一覧 

 

(敬称略・順不同） 

NO 所属 役職 事業所名 役職名 氏名 

1 副会頭 副会頭 ㈲伊勢元商店 代表取締役 伊勢村恭司 

2 商業部会 商業部会長 ㈲アドバンスオオタ 代表取締役 太田賢司 

3 商業部会 商業副部会長 ㈱高岡屋 
代表取締役社

長 
宇野彰一 

4 商業部会 商業副部会長 ㈲大西仏檀店 代表取締役 大西順一郎 

5 商業部会 商業副部会長 綾羽㈱エイスクエア管理室 室長 宇田泰明 

6 商業部会 商業副部会長 ㈲カツラダ 代表取締役 桂田 博 

7 商業部会 商業副部会長 ㈱平和堂くさつ 店長 畑健一 

8 商業部会 商業副部会長 ㈱近鉄百貨店草津店 草津店長 中川勝博 

9 商業部会 商業副部会長 ㈱駅前米屋 代表取締役 南井孝一 

10 商業部会 商業副部会長 ユアサリンク㈱ 代表取締役 湯浅健弘 

11 商業部会 商業副部会長 ㈱崎村商店 
代表取締役会

長 
崎村宰滋 

12 観光部会 観光部会長 ㈱南洋軒 
代表取締役社

長 
南 総一郎 

13 観光部会 観光副部会長 ㈱クサツエストピアホテル 総支配人 田中孝和 

14 観光部会 観光副部会長 南興業㈱ 代表取締役 南英三 

15 サ・情部会 サービス情報部会長 大五産業㈱ 代表取締役 権田五雄 

16 サ・情部会 
サービス情報副部会

長 
㈲立岡写真館 代表取締役 立岡功成 

17 サ・情部会 
サービス情報副部会

長 
㈱光ビルサービス  代表取締役  後藤 保  

18 理財部会 理財部会長 ㈱滋賀銀行草津支店 支店長 西藤崇浩 

19 理財部会 理財副部会長 
㈱関西アーバン銀行草津

支店 
支店長 村岡孝浩 

20 専務理事 専務理事 草津商工会議所 専務理事 金澤郁夫 
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商店街連盟・まちづくり協議会プロジェクト会議について 

 

■草津市商店街連盟プロジェクト会議 

(1)説明会（中心市街地活性化の取組の説明、事業の掘り起こしなど） 

・草津駅西側エリア 10 月 16 日（火） 

・本町エリア    10 月 19 日（金） 

・草津駅東側エリア 10 月 22 日（火） 

(2)プロジェクト会議 11～１２月（連盟としての事業のまとめなど） 

・商店街連盟理事によるワークショップ（３回程度） 

………………………………………………………………………………………… 

 

■まちづくり協議会等のプロジェクト 

(1)説明会（中心市街地活性化の取組の説明、事業の掘り起こしなど） 

・草津エリア  ７月２７日（調整中） 

・大路エリア １０月１５日 

・渋川エリア （調整中） 

・笠縫エリア （調整中） 

(2)プロジェクト会議 １０～１２月（まちづくり協議会としての事業のまとめなど） 

・実施方法は、エリアによって事情が違うため、エリアごとに調整 
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草津市商店街連盟プロジェクト会議委員名簿 

 

(敬称略・順不同） 

№ 役職 氏名 商店街名 

1 会長 駒井 喜行 北中町 

2 副会長 福井 清 草津駅西口 

3 副会長 遠藤 陽子 本四 

4 副会長 深尾 一広 エルティ・ガーデン 

5 理事 吉岡 健二 渋川 

6 理事 太田 正明 一番街 

7 理事 伊勢村 隆人 エルティ・ガーデン 

8 理事 南井 孝一 北中町 

9 理事 有馬 弘 栄町 

10 理事 藤井 利雄 夢大路 

11 理事 北岸 正裕 Ｔｏｗｅｒ１１１ 

12 理事 井上 一郎 本陣 

13 理事 園内 信善 本四 

14 理事 立岡 功成 草津駅西口 
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