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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。 

 前号の立命館大学二宮教授に続き、今号は高崎経済大学名誉教授である戸所隆氏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 

 

 私は1970年頃から専門の都市地理学の立場で草津

市を調査研究し、まちづくりにも継続的に係わって

きました。草津市は一貫して右肩上がりで都市発達

してきている全国的に珍しい都市です。また、大都

市近郊の住宅都市ですが、昼間人口の多い拠点都市

化が見られます。すなわち、工業機能を中心に雇用

環境が充実し、都市財政も健全です。大学をはじめ

文化・教育・商業施設が整い、人流･物流を活発に

する交通環境も良く、JR草津駅・南草津駅の乗降客

数は滋賀県トップです。 

 土地利用はJR東海道線や国道1号･8号沿いに中心

市街地、山手に計画的な工業・住宅･文化ゾーン、

琵琶湖側に近江米や特色ある園芸作物の農業地域、

琵琶湖辺や湖を活かした観光や水産業からなり、小

さな市域面積ですが多様性ある都市構造をもってい

ます。また、京都に電車で約20分の距離のため、自

律性あるまちづくりができる都市です。こうした草

津市の良さを市民が活かしたことで、活力ある今日

の草津市になったと思います。 

 

◆ 中心市街地活性化の観点から、草津市にはどの

ような課題があるのでしょうか 

 

 日本では中心都市の多くが城下町起源で、秩序あ

る都市構造や潤いのある町並み形成が歴史的にしや

すい。しかし、宿場町起源の草津市は高次な中心街

を形成しにくい都市構造でした。そこで、工業化に

よる都市化を推進した高度経済成長期から、意図し

て鉄道駅周辺での近代的中心街構築・草津本町は伝

統的町並みづくりの努力をしています。今日、鉄道

駅周辺に百貨店や大型店の集積を見るのはその結果

です。他方で、郊外に利便性の高い近隣型商業施設

立地は進めつつ、大型ショッピングセンターの立地

は抑制していました。 

 以上の結果、草津中心市街地は店舗・サービス機

能・高層マンションの集積する高密度で利便性の高

いまちになりました。しかし、城下町起源都市に比

べ伝統的町並みや公園･広場が少なく、ゆとり・潤

いに欠けます。また、草津市の発展可能性に比べ、

誰もが気軽に集えるまちの機能や知識情報社会を支

える交流機能が十分でありません。来訪者も草津駅

乗換客・通過客も下車して飲んだり話したりしたく

なるまちの魅力が必要です。 

 

◆ 課題を解決するためには何をすればよいので

しょうか 

 

 高密度な草津中心市街地にゆとりと潤いをもたせ

るには、中心市街地の再開発過程において公園用地

を確保すると共に、マンション等を将来建てかえす

る際に代替地となるリザーブ用地を確保し、公園等

のオープンスペースとして活用するなど一定の人口
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密度の維持と新たな中枢管理機能を立地しうる空間

活用システムの導入が必要です。また、コンベン

ション施設・物品販売・飲食娯楽・情報発信・交通

機能支援機能の一体的整備・連携による交流機能の

充実が求められます。その際、百貨店の拡充とまち

なかに確保されている旧草津川河川敷の自然的要素

を持つゆとり空間、域外客の目線によるサイン計画

が重要になります。こうしたメリハリのある土地利

用計画の実現には、湖南全体の中心市街地にすると

いう市民共通の将来像・未来像をもち、それに向け

て官民一体の努力が不可欠です。  

 

◆ 草津市の魅力は何だと思われますか 

 

 古来、東海道と中山道の分岐点として東国から畿

内・京都へのゲートウェーであり、今日でも国土構

造上の高い地理的ポテンシャルを持っています。こ

の交通アクセス性によってもたらされた人文条件と

琵琶湖や湖東平野などからなる自然条件がうまく共

生し、住み良いまちになっています。また、保守的

な城下町起源のまちと異なり、宿場町起源の進取の

▮▮平成２平成２7(2015)7(2015)年度年度  各調査研究の進捗状況報告各調査研究の進捗状況報告  

気性に富み、何にでも食いつく交流性豊かな市民

性がまちづくりにとって魅力です。 

  

◆ 草津市の未来像を語ってください 

 

 草津市の地理的ポテンシャルを活用して多面的

に中枢管理機能を集積し、湖南50万人の中心都市

として拠点化することです。そのためには、進取

の気性を保ちながら歴史を重層化していく市民性

への転換が必要で、重厚感のある都市形成を夢見

ています。 

草津市の産業構造に関する調査研究(2年目) －データ活用に基づく産業政策の方向性模索－ 

当時の草津市の地区ごとによる農業生産」、「滋賀

県や草津市における外国人観光客の動態傾向」等、

各々専門的見地からの分析をもとに話題提供をいた

だき、研究会メンバーによる改めた現状認識から、

今後の予測を踏まえた支援団体のあり方を議論して

います。 

 現在も、地域経済分析システムは開発中であり、

平成27(2015)年12月には医療福祉、教育、地域経済

循環、林業・水産業等の追加機能を搭載される予定

のため、今後の研究会ではこれらの分野において

も、草津市の現状把握から議論を進めていきます。 

今年度の産業構造に関する調査研究で活用してい

る「地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）」には、

平成27(2015)年4月に経済産業省が、内閣官房(ま

ち・ひと・しごと創生本部事務局)とともに、都道

府県別や市区町村別に様々な客観データを可視化す

ることにより、地方自治体の地方版総合戦略策定を

情報支援する性格を有しています。また、経済産業

省は、平成27(2015)年3月に全国47都道府県・233経

済圏の「地域経済分析」を公表しています。この地

域経済分析では、「工業統計調査」で蓄積された約

1,100万件の事業所データ等の再集計を行い、都道

府県、経済圏ごとの産業構造、産業特性を定量的に

見える化しているとともに、「地域経済分析の考え

方とポイント」として資金の流れに着目した地域経

済の構造を理解し、ポイントを押さえた有効な施策

展開手法を示しています。 

そのため、立命館大学・しがぎん経済文化セン

ター・ＪＡ草津市・草津商工会議所・市等の各支援

団体からなる研究会では、この「地域経済分析の考

え方とポイント」に提示されている地域経済構造の

考え方をもとに、地域経済分析システムにより草津

市の地域経済の仕組みをつかみ、従来の雇用確保・

税収増・地域文化・風土創出の観点に加えて、地域

経済が好循環する方向での産業政策を模索していま

す。具体的には、毎回の研究会において近畿経済産

業局 地域経済分析システム普及活用支援調査員に

客観データを通して外部からみる草津市と題して、

「産業分類中分類による製造業特性」、「昭和25年
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 今年度の３つの調査研究について、現在までに調査し、わかっていること報告します。 

▲ 地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）起動画面 

▲ 戸所氏へのインタビューの様子 



市民が求める「住みやすさ」の調査研究 －市民の住みやすさアンケート調査を踏まえて－ 

ケート調査の実施に向けて調査項目等の検討を行い

ました。アンケートは、草

津市に居住している方を対

象に実施するとともに、実

際に転入・転出をされる方

についても併せて同様のア

ンケートを行い、本調査研

究の補完資料とする予定で

す。 

アンケート票の設計においては、研究会での議論

を踏まえて、市民の主観的意識を把握することに留

意するとともに、積極的意見だけでなく消極的意見

も徴取できるよう配慮しました。 

今後は、アンケート調査の実施および結果分析を

行いながら、地域や世代ごとに重要視される「住み

やすさ」の要因を明らかにするとともに、草津市へ

の定住化に繋がるものとして生かせるよう、調査研

究報告書をまとめていきます。 

この調査研究は、避けることができない将来の

人口減少社会において、草津市がずっと住み続け

たいと選ばれる都市であるための「住みやすさ」

の要素・要因を探ることを目的として、職員によ

る研究会での議論を中心に進めています。 

第1回研究会では、都市の「住みやすさ」につい

ての様々な先行研究や調査などをもとに考察を行

いました。その中で、「住みやすさ」の評価は、

客観的な数値による経済的な利便性を中心とした

統計指標により行われているものが多く、生活者

の目線で「住みやすさ」を的確に捉えることがで

きているのかという問題があることが確認されま

した。 

また、既存の調査等では、市を一体的に捉える

ものが多く、地域差や転出入の多い草津市の特徴

を踏まえて「住みやすさ」を調査するためには、

実際に居住する市民の意見を聞くためにアンケー

ト調査が必要であるという認識に達しました。 

このことから、第2回研究会では、市民対象アン

の「すごい災害訓練『DECO』」という取り組みがあ

り、この取り組みでは浦安市内の中学生を集めて一

泊二日で災害時の対応の仕方や避難所での生活方

法、避難経路のフィールドワークが行われました。

フィールドワークでは、市の避難所データや震災

アーカイブ等の防災情報に関するオープンデータを

活用して、タブレット端末で取り込んだ地図上に生

徒たちが避難経路等のマッピングを行っていまし

た。 

 今回の調査研究では、市のデータを使用した地図

を具体的な活用事例として作成しました。左図は国

勢調査の統計データや草津市のデータを使用し、高

齢化率を表示した地図上にまめバスの経路データを

載せたものです。この地図により、高齢者が多い場

所にまめバスが走っているかどうかの確認が可能に

なります。 

 また、草津景観百選のデータを使用し、その場所

を地図上に表示したり、それぞれの地点の写真や詳

細な情報をさらに表示させることができる地図を作

成しました。 

 今後は、他市の事例等を参考に草津市のデータを

どのようにオープンデータ化していくのか検討を

行っていきます。 
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▲ 研究会の様子 

本研究は草津市が今後、オープンデータの取り

組みを進める際の基本的な考え方や基本的なルー

ルについて調査検討を行うものです。 

 近年、保持しているデータを2次利用可能なオー

プンデータとして公開している自治体が増加して

います。また、それを用いて民間で加工し、地域

の課題や地域の活性化に貢献している活動も徐々

に増加しています。 

 草津市では、平成27年3月に草津市のコミュニ

ティバス「まめバス」のデータをオープンデータ

として公開していますがその後、民間においてほ

とんど活用されていないことがわかりました。ま

た、関係職員で構成する研究会でもデータを公開

してもどのように民間で活用されるのか、見当が

つかないという声が聞かれました。このことか

ら、全国でオープンデータを活用している事例の

調査も行いました。その一つとして千葉県浦安市

▲ 2010年国勢調査より高齢化率とまめバス 

  路線の地図  ▲ Cesiumを利用し、草津景観百選のWebシステム化  

草津市におけるオープンデータのあり方に関する調査研究 －データバンク機能の可能性を探る－ 

草津市高齢化率 

（まめバス） 



 終わりに、草津市男女共同参画審議会委員でもある京

樂教授から「女性の働き方をきちんと評価し、意思決定の

場に女性がいることが大事である」等のアドバイスをいた

だきました。 

 セミナーでは市民や職員から多くの意見が出まし

たが、大事なことは様々な立場の市民の方との話し

合った内容を今後の業務にどう生かすかということ

です。男女共同参画室では、このセミナーの成果も参

考にしながら、今後の第3次草津市男女共同参画推進

計画の見直しを検討する予定です。 

 第2回の未来創造セミナーは、テーマを「子育て」と

し、草津市内で活動する子育てサークルの方々を中心

に参加していただきました。当日はこども同伴で参加

される方も多く、とても賑やかでアットホームな雰囲

気となりました。 

 草津未来研究所副所長でもある小沢先生から子育

てしやすいまちを考えるヒントについてお話をいた

だいた後、ワークショップに進んでいきました。 

 ワークショップでは草津市の子育ての課題につい

てグループで意見を出し合いました。そこでは、医療

費の助成制度やこどもの遊び場、母親同士のコミュニケー

ションといった子育てに関する多様なサポートについての

課題が挙げられました。 

 このセミナーの成果は子ども子育て推進室等の関係各

課が政策を立案する際に参考としていきます。 

  

 

❐未来創造セミナー 開催 
 

未来創造セミナーは、過去の調査研究※の提言を

踏まえ、「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「場

所」、「環境」である連携拠点（機能）」を検討

することを目的に、毎回テーマを変えて今年度は6

回、開催する予定です。現在は第3回まで終了して

います。 
※ 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  -」 

平成 26 年度「大学と地域の連携に関する調査研究報告書 - 

大学のある都市として優位性を活かすために -」 

▮▮平成平成2727（（20152015）年度の）年度の活動報告活動報告    

第1回未来創造セミナー （2015.7.30） 

市民交流プラザ 参加者 24人 
 

「理想とする女性の働き方って？」 
 

話題提供者  

 二宮周平 氏／立命館大学法学部教授 

 京樂真帆子 氏／滋賀県立大学人間文化学部教授 

ファシリテーター 

 三井ハルコ 氏／川西市男女共同参画センター長 

 第1回の未来創造セミナーは、テーマを「理想とする

女性の働き方」とし、草津市男女共同参画審議会会長

でもある二宮教授から男女共同参画の歴史と理念に

ついてお話をいただいた後、ワークショップを行いまし

た。これは平成26(2014)年度に実施した男女共同参画

のアンケート結果による「子育ての時期だけ仕事を一

時やめ、その後はパートタイムで仕事を続ける」、「子育

ての時期だけ仕事を一時やめ、その後はフルタイムで

仕事を続ける」が多い結果がでたこと、この結果は現状

でのベストなのか、理想的な男女共同参画社会ができ

たあとでも、理想なのかという考えをもとに話し合いまし

た。 

 各自が話し合いたいテーマに「仕事の仕方」、「新し

い働き方」、「ライフサイクルと仕事」の3つを選び、各

テーマに分かれて意見を出し合い発表することで意

見の共有を行いました。 

第2回未来創造セミナー （2015.8.25） 

市民交流プラザ 参加者 32人 
 

「みんなで子育てしやすいまちを考えよう！子育

ては社会の結晶（クリスタル）！」 
 

話題提供者  

 小沢道紀 氏／立命館大学スポーツ健康科学部准教授 

ファシリテーター 

 三井ハルコ 氏／川西市男女共同参画センター長 
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▲ 第２回未来創造セミナー 

 風景 

▲ 第１回未来創造セミナー 

 風景 



治体シンクタンクのあり方や共通課題の改善方策に

ついて話し合い、各組織の運営能力や政策形成能力

の向上を図ることを目的としています。 

 交流会議には北は弘前市、南は熊本市から全国の

自治体シンクタンクの担当者が参加しました。 

 1日目は地方創生に向けた自治体シンクタンクの役

割について、2日目は人材育成やその活用等について

ワールドカフェ方式で活発な意見交換が行われまし

た。今後の草津未来研究所の取り組みに生かしてい

きます。 

❐第3回自治体シンクタンク研究交流会 
  

昨年11月に草津市で開催された自治体シンクタ

ンク研究交流会議が今

年度は11月6日、7日の

2日間にかけて埼玉県

戸田市で開催されまし

た。草津市からは草津

未来研究所所長、副所

長等が出席しました。

この会議は本市も発起

人の1団体であり、自

 あった都市空間をデザインするこ

とです。 

 ワークショップでは4つのグルー

プに分かれ、各グループに配置さ

れたタブレット端末を使っておす

すめの場所を紹介し合いました。

その後、おすすめの場所を通るス

トーリー性のある散歩道を考え、

それに順位をつけました。子ども

たちも大人に混じり積極的に話し

合いに参加していました。最後に

それぞれの散歩道について発表が

行われました。 

 今回のセミナーでは、同じまち

でも、それぞれの立場でまちの見

え方が違うことを実感してもらえ

たのではないでしょうか。自分た

ちの住んでいる地域を知り、お互

いを知るというアーバンデザインの考え方について

理解してもらう機会となりました。 

の業務経験から」と題した講義を受けることで今後

の業務の参考となるところが多くあったのではと思

います。 

 最終回となる第4回では「各所属における政策課題

と解決に向けての方向性」と題し、研修者による発

表会を行い、研修アドバイザー等から講評を受けま

した。理事者や所属長の前でのプレゼンテーション

は緊張を伴ったものの、研修の成果をしっかりと発

表していました。 

 今後、この研修で学んだ知識や考え方を参考にし

ながら業務に取り組んでいきます。 

❐政策形成実践研修 
  

 今年度も草津未来研究所と職員課の主催で、勤

続年数が約10年かつ滋賀県市町村職員研修セン

ターが実施する政策形成実践研修を受講済みの中

堅市職員を対象に計4回（7/1、7/29、9/1、10/2）

政策形成実践研修を実施しました。この研修は自

治体が地域に関する行政施策について主体的に担

う役割を果たすべく、職員の政策形成能力を向上

させることを目的としています。 

 受講者は政策形成能力の基礎となる知識や技術

を習得し、さらに現状分析から課題の発見とその

解決策を掲示する訓練を行うものです。 

 具体的には受講者は自ら、所属課の政策課題を

発見しグループ形式によるワークショップを行

い、課題解決に向けての方向性を考えます。 

 各回には研修アドバイザーとして、立命館大学

経営学部の肥塚浩教授に出席いただきアドバイス

をしていただきました。また、ワークショップで

は今年度から当研究所員2名がグループに加わり研

修のサポートを行いました。 

 第1回から第3回までは部長級の職員による「私

▲ ワールドカフェ方式による 

意見交換 

  

 第3回の未来創造セミナーはテーマを「歩きたい

草津の散歩道を考える」とし、学生、企業に勤め

ている人、小学生等、幅広い年代の方に参加して

いただき活気あるセミナーとなりました。 

 まずはじめに、武田先生から都市計画にかかせ

ないアーバンデザインの考え方について説明して

いただきました。アーバンデザインとは地域の歴

史や現状を知り、地域の未来のまちのイメージを

みんなで話し合い、共有することにより、未来を

創造するための活動を産み出し、人々のニーズに

▲ 第４回政策形成実践研修 

（プレゼンと講評による発表会） 
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第3回未来創造セミナー （2015.11.5） 

市民交流プラザ 参加者 32人 
 

「みんなでつくろう歩きたい“草津”～アーバ

ンデザインはイメージの結晶（クリスタル）～！」 
 

話題提供者  

 武田史朗 氏／立命館大学理工学部准教授 

▲ 

第
３
回
未
来
創
造
セ
ミ
ナ
ー 



草津市の空き家状況と大学連携の考え方 
 

今年3月に立命館大学びわこ・くさつキャンパス

から経営学部が移転した影響を受けて学生向け賃貸

の空室が増加したという報道がされています。今号

では、「空き家」に関する統計データを検証した上

で、大学との関係について考えてみます。 

「住宅・土地統計調査（総務省）」によると、草津

市の空き家は平成25(2013)年に6,100戸と過去最多

となり、この25年間で2.7倍に増加しています。空

き家率（空き家数/総住宅数）は、平成5(1993)年に

は11.8%に上昇しましたが、その後10%以下で推移

し、平成15(2003)年以降は低下してきました（図

1）。草 津 市 の 空 き 家 率（9.2％）は、滋 賀 県

（12.9%）や全国（13.5%）に比べて低く、昭和63

(1988)年の全国値（9.4%）に近い水準となっていま

す。  

次に、目的別に空き家数（図2）をみると、「賃

貸用」の空き家は平成20(2008)年には減少しました

が、平成25(2013)年には3,720戸に増加し、空き家

総数に占める割合は61％に上昇しています。今春の

動きは、市内で「賃貸用」の空室が増えていたとこ

ろに学部移転によって一部の学生が転居したためと

いえそうです。 

世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えのた

めに取り壊すこととなっている住宅など「その他」

の空き家は、平成25(2013)年には平成20(2008)年に

比べて、戸数は2,330戸から1,690戸に減少、割合は

41.2％から27.7％に低下しています。この間「その

他」空き家から居住世帯がある住宅への建て替えな

どが市内で進んだことが推察されます。 

草津市のように、空き家率が変わらず、「その

他」の割合が低下し、「賃貸用」の割合が上昇する

のは、都市部でみられる現象であり、人口減少が進

む地域とは問題の質が異なります。しかし「賃貸

用」は供給過剰になると条件の悪い物件から空室が

増えていき、借り手の募集をあきらめて管理されな

くなって老朽化が進むと「その他」に分類されるよ

うになって問題が深刻化する恐れがあります。住宅

が集積する地域では問題空き家が1軒でもあると近

隣への悪影響が大きいことから都市部でも問題に

なっています。 

▮▮コラム コラム －－データでみる草津市データでみる草津市－－  

二次的住宅：別荘など週末や休暇時に使用される普段は人が

住んでいない住宅、残業で遅くなったとき等たまに寝泊まり

する人がいる住宅 
その他の住宅：人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入
院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅、建て替
えなどのために取り壊すことになっている住宅など。空き家
の区分の判断が困難な住宅を含む。  

 

立命館大学経営学部の移転は大阪の都心部に近い

茨木市に移したもので、18歳人口の減少を受けて大

学は大都市中心部への回帰の流れを強めています。

これまでも京田辺市（H25、同志社大学）、みよし

市（H24、愛知大学）、瀬戸市（H19、名古屋学院大

学）などで大学や学部が移転し空き家問題が起きて

います。しかも大学や学部の移転は、学生マンショ

ンの空室に限らず、学生相手のビジネスがなくなっ

て雇用の場が減る、地域活動に参画していた学生が

いなくなる、といったさまざまな問題を生じさせま

す。 

地方創生でみると、大学の都心回帰は若者の都心

集中に拍車をかける懸念があり、滞在型教育研究施

設の中で神奈川県や藤沢市と「健康と文化の森」を

進めようとする慶應義塾大学SFCの計画などが検討

されています。文部科学省「地（知）の拠点整備事

業（COC Center of Community事業）」は今年度か

ら大学と自治体や企業との協働を支援する「ＣＯＣ

プラス」に強化されて地方創生を後押ししようとし

ています。大学が立地する郊外自治体には、大学の

流出防止と地方創生の両面から、日頃から大学との

連携を進めて協力関係を深化させておくことが求め

られるといえます。 
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【資料】 
 住宅・土地統計調査（総務省、各年版） 
「共同住宅の空き家についての分析」（平成27年9月、4総務省） 
「滋賀県の空き家について」（平成27年3月、しがぎん経済文化センター） 
「止まらない大学の都心回帰－江口忍のマイ・オピニオン第10回」 
（平成26年7月、共立総合研究所） 
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