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平成３０年度 第２回草津市行政システム改革推進委員会 会議録 

 

■日時： 

平成３０年８月３１日（金） 午後１時３０分～３時４０分 

■場所： 

市役所５階 ５０２会議室 

■出席委員： 

石井委員、黒川委員、八幡委員、中委員、花澤委員、進藤委員、山口委員、上野委員 

■欠席委員： 

遠藤委員、坂森委員 

■事務局： 

千代総合政策部理事、永原行政経営課長、村木係長、山本主任 

■事業担当部署： 

 ①「草津川跡地整備事業、管理運営事業（区間２、５） 

   草津川跡地整備課：田中課長、北野副係長、寺尾主査 

   指定管理者（草津川跡地公園パートナーズ）：山中統括所長、川口所長、寺元所長 

 ②「コミュニティ防災センター改築事業、管理運営事業」 

   危機管理課：小寺課長、新庄係長 

■傍聴者： 

なし 

 

開会 

 

１．あいさつ 

【千代総合政策部理事】 

本日は「大規模事業の実施状況の確認」をお願いいたします。委員の皆様におかれまして

は、事前に現地を確認いただいたり、質問をいただいたり等、御協力をいただきましてあり

がとうございます。この後、各事業の担当職員等を交え、事業内容の御確認をいただき、様々

な御意見を頂戴することで、今後の事業の参考とさせていただくとともに、「大規模事業の実

施状況の確認」のあり方を検討してまいりたいと考えております。それぞれのお立場から忌

憚のない御意見を賜りますようお願い申しあげまして、挨拶とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
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２．「大規模実施事業の実施状況の確認」のモデル実施について 

 

委員長挨拶 

委員長：本委員会では、草津市の行政経営の様々な取り組みについてそれらがうまく進行し

ているかを確認している。今年度は初めて「大規模事業の実施状況の確認」という

ことで、将来に向けて大きな事業費を使い、今後とも経費の支出が見込まれるため

一度現時点で振り返ってみて、今後どんな形で進めていけばいいのかを共有化させ

ていただくという主旨で行うこととなった。事前に事業者の方も含めて様々な質問

に丁寧に回答いただき有難うございました。そのことを踏まえてさらに議論出来れ

ばと思う。 

 

モデル実施の概要説明 

事務局：本日は２つの事業があり、まず各事業所管課から事業内容について約１０分間説明

をさせていただき、その後、各委員から意見や質疑応答の時間を２５分間とらせて

いただく。その後、事業所管課は退席させていただき、委員の皆さまには、１０分

程度で、資料２－４、２－５の確認シートをご記入いただく。委員の皆様からいた

だいた意見については、後日、当課の方で整理しまして、当委員会としての意見と

して集約し、各事業所管課へ投げかけを行う予定である。「草津川跡地整備事業、

管理運営事業（区間２、５）」、「コミュニティ防災センター改築事業、管理運営事

業」の順番で行い、２事業が終了した後、皆さまから今回のモデル実施についての

全般的なご意見やご感想を頂戴し、最後に、石井委員長から、総括をお願いしたい

と考えている。本日は、限られた時間であり、事業所管課は事前の準備をして臨ん

でいるが、今後の事業の改善や事業展開の参考となり、また、各委員間の議論が有

意義なものとなるよう、事業運営上の細かな運用状況や、数値に関する詳細な質問

ではなく、事業に対する大局的、建設的な意見を賜わればと思う。 

 

①「草津川跡地整備事業、管理運営事業（区間２、５）」 

【草津川跡地整備課】 

≪資料２－２に基づき説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

委員長 ：今後の整備予定について回答にもあるが、抽象的だったので説明いただきたい。 

市   ：まず、区間２と５については整備が完了している。 

委員長 ：完全に整備が終わっているということか。 

市   ：はい。今後については、区間６や区間３と４の整備に向けて、現在、関係者と調

整をしながら事業の着手に向けて進めている。区間４については今後プール整備
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も入ってくる中で、関連事業と調整をしながら進めていきたいと考えている。 

委員長 ：優先順位的には次は区間４か？ 

市   ：区間４はプール整備の方が優先度が高いので、公園整備よりもそちらを先に着手

する。 

委員長 ：３，４，６で言うとどこが優先か？ 

市   ：６です。ただ、来年度からの着手と言うところまではいっていない。 

委員  ：事前質問票（１２）の回答にある民間商業施設のＣブロックとは何か？また、そ

れが民間事業者によって計画および工事中ということは先ほど区間２の整備は終

わっていると聞いたが、まだ終わっていないということか？ 

市   ：公園の基本的な施設整備は終わっており、浜街道のほうにグリーンロフトザパー

クさんが民間事業者としてにぎわい創出をしていただいている。Ｃブロックはメ

ロン街道側でイチゴ農園等の計画で工事に着手している。 

     区間２は民間事業者を取り込んで整備をするという計画になっており、３ブロッ

クに分けて進めている。ライフラインは市で整備させていただき、上のところは

民間事業者によって整備をいただく。３ブロックのうち、Ａ、Ｂブロックは完成

しているが、Ｃブロックについては工事中である。 

委員  ：そのコストは草津市がみるのか？ 

市   ：コストは民間事業者がみる。市は民間事業者を公募させていただき、その整備費

は市としては負担しない。 

委員  ：ｄｅ愛ひろばについて、本陣側の街道は桜が咲く側が自転車の通り道で、歩行者

は旧の川側になっているが、なぜあのような配置になっているのか？花見をされ

るときに危ないので、花見の期間だけでも変えられたほうがいいと思う。 

市   ：左岸側については、自転車・歩行者道となっているため、花見をする方は通行人

の邪魔にならないようにシートを敷く等して花見を楽しんでいただきたい。御指

摘いただいた危険については、パトロール等の中で声掛けをさせていただきたい

と思う。 

委員  ：今後の残り区間の整備が約８５億円かかるとある。起債についてすでに２０億円

ほどされていて、残りの区間での起債はどれくらいか？市の税収は今後増えると

思われない中、市の全体的な財政規律があると思うが、将来を見据えたものとな

っているのかお聞きしたい。 

市   ：草津市では向こう３年間の財政運営計画を立てているが、残り８５億の部分につ

いてはおそらく入っていないのではないかと思う。事業実施に向けては極力、

国・県といった市民の皆さま以外にも財政の部分を負担頂くように関係機関と調

整をしたいと考えている。８５億の財源内訳は定まっていないところであるが、

実績でいうと、５７億のうち国・県が３０億と５３％ほどである。 
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委員長 ：都市公園としては、２分の１が国・県というのは多い割合だと思うが、何か特別

なことがあるのか？ 

市   ：一部、用地の部分で国から県に譲渡されて、その用地についても購入した部分が

あり、県からも別途補助を頂いている。 

委員長 ：あの土地自体は市のものか？ 

市   ：そもそも国有地が県に払い下げられて、それを買わせていただいた。 

委員長 ：今はすべて市の土地か？ 

市   ：整備が終わったところはそうである。終わってないところは県有地である。 

委員  ：８５億の予算の中には土地代は入っているか？ 

市   ：入っている。 

委員  ：原則、土地に補助金は下りず、施設については下りるというところだが、先ほど

の話だと土地も一部あるのか？ 

市   ：土地についても補助をいただけるように調整をしている。 

委員  ：５０％ほどは国・県等で賄えるとみていいのか？ 

市   ：詳細はまだわからない。５０％は実績であって、一概にはいえない。 

委員  ：言いたいのは、仮に１００億円かかるところを５０億円の補助があるとすると、

補助率５０％だから良い案件だという捉え方はしてほしくない。５０億は市が持

つので、極力、市の財政負担は少ないほうがよい。後世に借金を残すような、国

の状況のようになるのは市民としては困る。財政規律をしっかり守って、財政的

な裏付けをもって計画を立てていただきたい。 

市   ：整備工事費の総額も含め、財政部局と調整しながらやらせていただく。 

委員  ：事前質問票の（７）に書かせていただいた、来園者はどのように算定したかとい

う質問に対する回答の中で、「指定管理者が他の公園の運営管理での経験を活か

し」とあるがどのような経験か？ 

市   ：当該公園は入口をたくさん設けているため、なかなか実数の来園者数を把握する

のが困難である。そのような中でどのように算定するのがいいかというところ

で、朝、昼、夕方と３回実測をし、経験値に基づく係数を掛けて来園者数を算出

している。 

委員  ：この間、お盆を過ぎたあたりに調査をされていらっしゃいましたよね？ 

市   ：そちらの調査については、草津まちづくり会社が中心市街地の調査に関すること

で、近隣の交通量調査を草津川跡地公園も一部、調査ポイントとして実施してい

たものであり、公園の来園者数の調査ではない。 

委員  ：また、事前質問票（２４）の回答の中で、高質なガーデンや店舗とあるが、そも

そも公園の価値は何であると考えておられるか？また、（２２）の回答に新たな

コミュニティの醸成とも書かれているが、目指しておられるコミュニティとは何

なのか？なぜリピーターが増えることは新たなコミュニティの醸成ができて、公
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園の価値が上がるのか、なぜの部分が聞きたい。どういうコミュニティを目指し

ているのかが市民の皆さんに分からないと利用価値も分からないしリピーターも

増えないと思うので、お聞きしたい。 

市   ：公園というと一般的に児童遊園、お子さん向けの公園を連想されると思うが、今

回はお子さんからお年寄りまですべての年代の方が利用できる公園として整備を

行った。地域の町内会等のコミュニティを公園の中でもやっていただき、また市

民活動部会も設けさせていただき健幸も含めて公園を利用いただければと考えて

いる。 

委員  ：新たな市民活動の場となってほしいということか？ 

市   ：そうです。 

委員  ：協働のまちづくりでいうと、基礎的コミュニティである町内会活動が公園によっ

てより活発化してほしいということか？ 

市   ：そうです。 

委員  ：そうすると、利用価値を高めるにはそこに行くまでのルートが大事だが、その障

害になっているところがある。レストラン側の坂道がものすごく危ない状況にな

っている時があり、土日になるとレストランの利用客の方で車が出たり入ったり

するが、その改善はどう考えておられるか？県道であるが、利用価値を高めるた

めの動線になるため、対応策をどう考えておられるかをお聞きしたい。 

市   ：あの県道は滋賀県の管理ですが、道幅が狭いので将来的には拡幅等のお話しをさ

せていただいている。 

委員  ：たしか上のトンネルの所はＪＲの土地ですよね？ 

市   ：今おっしゃった細くなっているところはＪＲの土地で、上に県道が整備されてい

る。 

委員  ：ＪＲが一回拒否していて、再交渉に入っていると聞いたが、どうなっているの

か？ 

市   ：整備に向けた打合せ等をさせていただいている。 

委員長 ：今の部分に関連して、コンセプトのコミュニティデザインというところで、整備

の時にも様々なワークショップをしたり、植栽の管理にも結構膨大な手間が掛か

るが、多くの市民活動団体がこの場を利用して育っていけばと思う。市民活動団

体の参画の状況もしくは市民ボランティアの参画の状況を説明してください。 

市   ：植栽についてはグラッシーという活動団体と湖南農業高校の学生さんが区間５の

ｄｅ愛ひろばで活動されている。併せて、くさねっこさんという活動団体も活動

されている。 

委員長 ：何か新しい活動がそこの中で生まれたということはあるか？ 

指定管理者：もともとグラッシーさんや湖南農業高校さんには立ち上がり当初からお手伝い

いただいており、毎月それぞれが１回ずつで、１月は作業がなかったため各
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１１回、延べ５００名の方が参加されている。現在、公園整備を行う前か

ら、もともと水仙を植えられていた大路の大宮町の方と一緒に水仙を植えた

りしている。市民活動部会としての参加まではいっていないが、町内の方が

公園で作業するにあたっての保険等のいくつかのハードルをクリアしなが

ら、活動いただける団体を増やしていくというのをやっている途中である。

そういう方を増やしていくのに月に１回ガーデニング教室をしており、広報

もしながら実施しているところである。 

委員長 ：コーディネーター３名の方は指定管理者に属してやっておられるのか？その方が

今言ったような促進とか市民への啓蒙や講座の運営をされているのか？ 

市   ：そうです。市民活動部会とグラッシーや湖南農業高校が属している緑の管理部会

があり、それらの部会を毎月開かせていただき、その場で皆さんと一緒にどうい

うことをすれば人が集まるかという議論を踏まえて、今年度、ガーデニング教室

ができあがっている。ぽっとできたのではなく、皆さんと一緒に議論しながら少

しずつ育んでというイメージである。いきなりポンとやるのはなかなか難しい。 

委員  ：先ほどのくさねっこさんとか、グラッシーさんは運営管理会議のメンバーですよ

ね？あと湖南農業高校さんもそうですね？ 

市   ：そうです。 

委員  ：ＮＰＯ団体が簡単に入れるような応募はしていないのか？場所の間貸しみたいな

ことはしていないのか？ 

市   ：今やっている中に入っていただくか、町内会の新たな団体さんが入っていただく

かであり、募集まではやらせていただいていない。 

委員  ：募集しない理由は何かあるのか？会議場だったら会議場を貸すでしょう。 

市   ：個人で参加できることになっており、その中で団体として参加いただくのか個人

として入っていただくのかで対応していくのかなと思っている。 

委員  ：管理運営会議の中で事業が回っているというイメージか？ 

市   ：そうです。 

委員  ：私は志津南だが、基本的に誰も関心がない。関心があるのは川沿いの草津、大

路、渋川、山田に住んでいる人たち。うちの学区内の人に聞くと、行ったことが

ない人が大半である。草津市として公園を作るのであれば、もっと草津市全体が

楽しめるコミュニティをきちっとしないといけない。散歩といっても、周辺の人

だけが行き、うちの学区からは行かない。運営委員会も周辺のまち協や町内会が

入っているが、草津市全体のものではない。老上、志津南、矢倉、南笠は全然関

係がない。それだけの費用を投入するのであれば、市民全体が使える魅力ある事

業、イベントをしていただかないと、ただ隣接の人が散歩したりイベントやった

り町内会の行事やるだけでは８５億の費用を投入する必要が本当にあるのかなと

思う。よく議会で通っているなと思う。草津市の市民全体が来てよかったね、ま
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た行きたいねと思えるような魅力のあるものにしていただきたい。例えば、７，

８年前に大阪の中之島で水の都をやりましょうとなり、そこでマルシェ等をやっ

た。ビル街だから昼休みにたくさんの人が来られ、１週間続いたが、もの凄い動

員数だった。大阪でもそんなことができるから、草津でそういったものを月に一

回でもやったら人が来る。そういった大きなイベントをやりながら皆さんに周知

をしながら、公園の魅力を訴えるということをぜひやっていただきたい。 

市   ：広報へのイベント等の掲載やホームページを立ち上げてイベントの情報等も掲示

させていただいているので、是非とも来園いただきたい。 

委員  ：それが魅力あるかどうかですよ。魅力がなかったら来ない。 

委員長 ：草津市民全体を呼び寄せられるような魅力あるイベントはどんなものがあるの

か？ 

市   ：おっしゃったようなマルシェも月に１回金曜日の夜にさせていただいており、ま

た夏休みのイベントとしてわくわくサマーランドというお子様向けのイベントも

しているので是非とも来園いただけるとありがたい。 

委員  ：アンケートをとられていて、３，０００人のうち、１，０００人の回答があり、

内訳を学区別に取られているかと思う。近くの方は天井川をよく知っておられ関

心もあるので回答しておられるかと思うが、回答は草津全体ではないと思う。そ

の辺を含めて検討されておられるのかどうかを教えてほしい。 

委員長 ：このアンケートは基本構想を作るときのアンケートなので、作った後はやってい

ないですよね？ 

市   ：公園の利用者アンケートはしているが、無作為のものはしていない。 

委員長 ：そこの沿線以外の方に対するサービスをどうするのかということに対しては、状

況は分からないわけですね。 

市   ：そうです。  

委員  ：いくつか質問したいが、まず１億という運営管理費は高くないか？何にかかって

いるのか？ 

市   ：内訳としては植栽の管理、人件費とか清掃等の部分で、区間２，５両方の費用と

なっている。 

委員  ：これは完成していくたびに維持管理費が上っていくわけですよね。市民の税金の

負担が増える一方だが、そこまでして魅力のない公園をどんどん作り管理費だけ

が上がっていくことについてどう考えておられるか？ 

市   ：２と５のオープンしたてで割高感があるかもしれないが、３，４，６とか隣接す

る部分があるので、少しでも経費が安くなるようなことも考えながらしていきた

いと思っている。 

委員  ：他の質問の答えに、「削減できません」と答えていらっしゃったので、計画性が

あるのかどうか。作っていって管理費が増える一方で収入が入ってこない、利益
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が入ってこない、それが本当に成功かということをもう一度考えて頂きたい。ま

た、資料２－２の裏面の事業所管部署による評価の中で、市民のニーズが高いと

あるが、これは誰がどういう評価をしたのか？ 

市   ：基本構想策定の際に実施したアンケートに基づく。 

委員  ：配布票数３，０００票で１，０１９票、３割しか回答のないアンケートで市民ニ

ーズが高いとなぜ言えるのか？ 

市   ：全市民の方にというわけにはいかないので、無作為で抽出したアンケートの結果

によるものである。 

委員  ：本当の意見を聞くのなら無作為にしないほうが良いと思う。他の委員の方も言っ

ておられたように、無関心の市民が多い中で「４：よく当てはまる」という評価

をされても説得性がないと思う。無作為でやってこれだけしかとれなかったらア

ンケートのとり方を変えればよい。回収率３４％は悪い。５０％の回収率で市民

のニーズが高いと言われたら納得するが、回収率３割で４の評価というのは誰も

納得しないと思う。 

市   ：無作為でアンケートを取ると、協力いただける方は若干少なくなってきていると

いう現実の中で、沿線の人だけでなく市民全体として抽出したアンケート結果と

いうことで考えさせていただきたいと思っている。 

委員  ：今後、回収の仕方等を考えていき、市民の声を聞くことで公園も良くなっていく

と思うので、無作為にアンケートを取って、していますというのではなく、集ま

らないなら集める手法を考えていただくべきだと思う。公園の団体さんの会議を

やっているなら、そこでアンケートを配る等、いろんな方法があると思うので、

回収率を上げていただくということ、市民の声を聞くということを、これだけの

大きなお金を使っているのでしっかりしていただきたいと思う。 

委員長 ：時間が過ぎているので、質問していない方から質問いただいて終わりにしたいと

思う。 

副委員長：アンケートは回収率が低くても、偏りがないということをちゃんと説明していれ

ばいいと思う。集まった３０％の方が河川のそばの人だけ、高齢者ばかりだった

とか、そういうふうになっていませんという説明があったほうがいいと思う。ま

た、外国人にもアンケートをしているということだが、日本語でやられていたら

外国人の回収率は０だと思う。そこもＫＩＦＡさんや立命館大学に要請する等が

考えられる。 

委員  ：維持管理費について、今の段階でも民間の活動エリアを設けることによって維持

管理費を抑制されているということだが、今後計画されているところを見ている

とあまり民間の活動エリアがないかと思う。維持管理費を抑制するために例えば

計画自体が変わるという可能性はあるのか？ 

市   ：基本計画を定めているので、それに基づきやっていくことになる。 
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委員  ：やることはやるのだと思うが、そのやり方とかコストの掛け方とか、建設資金そ

のものではなくランニングコストを含めて間尺にあったもので対応するべきだと

思う。民間だったら計画を立ててもダメだったら撤退があるが、地方公共団体は

いったん計画を立てたら絶対やる。この仕事を止めなさいということではない

が、やるのであってもランニングコストを含めてコストを下げていくということ

を考えてほしい。立てた計画とおりに何が何でもやるという発想なのであれば、

今の言葉はやめてほしいと思う。 

委員  ：経営をされたらいいと思う。民間企業はお金をかけた分の利益を出さないといけ

ないので、他の審議会でもそうだったが、「行政は結果を求めません」というな

ら事業という言葉を使わないほうがよい。コストをかけるなら結果が必要であ

る。市役所の事業なら、利用価値を高めるなり、コミュニティを新しく醸成する

ということだと思うが、そのようなことを意識して認識を変えられたほうがいい

と思う。 

委員長 ：場所が違うが、大阪城公園は維持管理費も民間が出し、様々なイベントをして維

持管理費を賄うというパークマネジメントという考え方もある。すぐにはそれが

適用できないにしてもそういう発想は必要だと思う。私も自転車で走りました

が、立派にできているのでしばらくは今のままでいいと思う。しばらく今のまま

で改善するという道もあるかと思う。 

委員  ：先ほど近くの人は利用するが、それ以外の人はなかなか利用しないとあって、そ

のとおりだと思うが、私の知り合いで公園の近隣の人ではないが犬の散歩に来て

いるとおっしゃっていた。駐車場が１時間無料なので、自動車で来ているとのこ

とだった。なぜかというと、家の近所だと道端に犬のうんちがそこらじゅうにあ

るが、公園の中はきれいだからとのことだった。公園の維持管理がきちんとでき

ているということは一つのアプローチだと思う。もちろん宣伝広告やイベント等

も必要であるが、きめ細やかなことをされていると、徐々に遠くからでも来られ

る方が増えるのではないかと思う。頑張っていただきたい。 

委員  ：治安も良くなっていると思う。 

委員長 ：最後にこれだけ聞きたいというものがあればどうぞ。 

委員  ：利用者満足度調査をされているが、事前質問票の（８）の回答で「清潔さ」「安

全さ」「応対の良さ」「便利さ」の５項目とあるが４項目ではないか？ 

市   ：総合的な満足度を入れて５項目となっている。 

委員  ：５段階評価にされているかと思うが、全体的な満足度が４．５点というのは、例

えば半分が４で半分が５であれば、４．５になる。資料２－２では９割以上の方

から「満足」「やや満足」という回答を得たとなっており、数字で見ると４．５

点だがそれは９割以上の方ということではなくて、ほぼ１００％でもこういう数

字が出るので、確認をされた方がいいと考える。 
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委員長 ：それではこれで終わります。ありがとうございました。 

 

≪各委員が確認シートを記入≫ 

 

②「コミュニティ防災センター改築事業、管理運営事業」 

【危機管理課】 

≪資料２－３に基づき説明≫ 

 

質疑応答・意見等 

委員長 ：消防署との合築施設であり、消防団等が日常的な訓練・研修に使う施設ということで

室内の研修室や屋外の訓練場で研修・訓練を行い、実際に消防団の技術も向上したと

いう成果も出ている。消防団の人員確保は大変だと思うが、彼らにとってはこの施設

ができたことによって非常に訓練がしやすくなったということですね？ 

市   ：そのとおりです。 

委員  ：初期の目的は何か？ 

市   ：消防団や企業の自営消防団等が研修室で講習を受けていただいたり、訓練場で訓練を

していただいたり、知識の吸収や技術面の向上を図ることで市全体の災害に対する意

識の向上を目指していくものである。 

委員  ：つまりは市民に防災意識を高めてほしいということですよね？ 

市   ：はい。 

委員  ：それは大人に対してだけではなくて子どもに対してもですよね？ 

市   ：そうです。 

委員  ：親子向けの体験授業を実施していくことでニーズも増えて良い施設だという宣伝にも

なると思うので、やってはどうか。これだけ災害が起きている中で市民一人ひとりの

防災意識を高めないと、大きい災害が起きたときに対応できないと思う。道具の使い

方等の講習は子どもも喜ぶと思うので、是非親子向けに実施していただけたらと思

う。 

市   ：御意見ありがとうございます。 

委員  ：見学をさせていただいた際に、立派な研修室や会議室について利用頻度が少ない、利

用が月に２、３回くらいとおっしゃっていた。活用されないのはもったいないと思う

ので、先ほど意見が出た親子向けの講習等を実施してはどうかと思う。基本的に防災

関連のものでしか使えないのか？貸館のようにはできないのか？ 

市   ：防災目的でない場合、公共の性質が一定担保されているのであれば、例えばまちづく

りセンターで会議室がないといった場合等、随時相談いただければと思う。また、子

どもさんに関しては相手先の企画をお待ちすることになるが、消防団の活動の中で女

性消防団の方が定期的に市内の保育園・幼稚園を訪問して消防署をご覧いただいたり
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することで子どもさんの防災意識も高まってきている。町内会の皆様にご利用いただ

くとなると、どうしても土日になってしまい、平日の利用が難しいので会議室等の利

用件数が伸びない状況となっている。ただ、手元の資料では月に２、３回ではないと

いうふうに思っており、平成２９年度の実績は１２８回、月平均１０回程度は使用実

績があり、屋外訓練場の利用も含めるともう少し多くなる。コミュニティ防災センタ

ーと西消防署の合築施設なので、市と消防が一体となって市民の方の意識の向上に努

めていければと思う。 

委員  ：事前質問票の（１６）の冠水時を想定した場合の防災センターの被害予想というとこ

ろで、それに対する回答が「浸水想定での被害を受けないよう設置高を上げて整備

しています」とのことだが、具体的にはどういうことか？例えば、ヘリコプター

が止まるところが２階でなく１階なので浸水したら降りられないが、これは浸水

したら来ないから大丈夫ということか？備蓄倉庫についてはラックを使用するの

で防げるとのことだが、ヘリコプターも倉庫と同じ高さにあり、こちらはラック

を使うわけにはいかない。 

市   ：①の項目に対する回答として、想定される冠水に対する物的被害、特に発電・予

備電源設備という部分に関しては設置高を上げることで対応しているということ

である。ヘリコプターについては、当該場所はハザードマップ上で５０ｃｍの浸

水区域になっているが、実際の前面道路からの高さも加味すると１７～２０ｃｍ

程度になると想定している。それでも若干の浸水は予想されるが、湖岸沿いの地

域はほとんどが浸水区域に入るので避けて作るのは非常に困難であった。消防戦

術上、草津市を含む湖南４市で組合消防をしているので、それぞれ市内だけでは

なく近隣市も含めた消防基地の配置を検討する必要があり、現在の場所を選ばせ

ていただきました。 

委員  ：万が一浸水した場合は使えないが、その際は提携している栗東市等に行くという

ことか？ 

市   ：それはその時の状況を見ながら着陸できれば着陸し、できなければ別のヘリポー

トを利用することになる。 

委員  ：ヘリポートは屋上にあることが多いと思うが、なぜこれは屋上にしなかったの

か？市内でも土地が低い地域だとわかっていながらなぜなのか？ 

市   ：土地さえあれば屋上に作るということはない。浸水がある場合は不利になるが、

地震等浸水以外の場合は屋上に降りるよりも平地に降りたほうが活動はしやす

い。浸水に限ればそういう状況になる場合もあるが、広い土地があるのでそちら

を優先させた。 

委員  ：④で、「琵琶湖の水位は氾濫注意水位０．７ｍ、避難判断水位０．８ｍ、氾濫危

険水位１．１５ｍとなっています。」とあるが、７０ｃｍはあの辺であればすぐ

来るのではないか？ 
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市   ：実は７月に基準を超えたことがあったが、その時でも浸水はしなかった。７０ｃ

ｍを越えたからといってこの土地が浸水するということはございません。 

委員  ：草津川が廃川になって井戸水が出なくなったという所がある。地下水がなくなっ

たところと冠水するところをコラボしてお互いを補うということ等も考えていた

だければと思う。 

市   ：ご意見ありがとうございます。井戸水と災害時の増水がうまくバランスが取れる

かはいろんな検討が必要かとは思う。 

委員  ：最近では西日本豪雨などがあったが、実際にあのレベルの大雨が降った場合はこ

のとおりにならないのではないかと思う。コミュニティ防災センターとしてどの

ように市民の防災意識を高めていくのか？高齢者の方の意識も変えていかないと

いけない。西日本豪雨でも「ここは大丈夫」と言っていたお年寄りの方が息子に

連れられて間一髪助かった事例もあった。意識を１８０度変えていかないといけ

ないと思うが、意識を変えるのにこの施設をどのように利用しようと考えておら

れるか？ 

市   ：浸水想定区域の中にはあるが、コミュニティ防災センターは一つの施設なので必

ずしもここを利用して何かをしなければ意識の向上ができないかというとそうで

はないと思っている。施設を利用して研修等もしていただくが、それとは別に消

防や我々危機管理課の防災講座の申込みも多数いただいており、町内会単位もあ

れば、高齢者の集まりもある。町内会なら防災の話をしたり、要支援者の方のた

めの制度の話や高齢者の集まりであればそれに応じた研修をする等、そういった

ことを全てやりながら色んなことにソフト的に対応していきたいと考えている。

利用率が上がることは望ましいことだと思うが、必ず高齢者の方はここに来てく

ださいという案内は今のところしていない。 

委員長 ：今の話は皆さんが地域に出向いて講座をするという話ですね。 

委員  ：そういったことの中心的な役割の施設であるという意味でよかったか？ 

市   ：そうです。特に広い場所が必要な場合は使っていただければと思う。 

委員  ：実際にそういう講座に行かれる方は消防署員の方か？ 

市   ：出前講座は消防の方も行かれますし、市の危機管理課も行く。 

委員  ：老朽化のために建替えられたと思うが、低い土地に作ったのはなぜなのかを市民

の方に聞かれたときに、万が一に備えてこういう工夫はしているということを明

確に答えられるようにしてほしい。 

委員長 ：センターには危機管理課の職員はいないのか？ 

市   ：はい、いません。 

委員長 ：何かあったらここを利用してくださいということなので、この施設の是非は非常

に論じがたい。 
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委員  ：名前も問題かと思う。コミュニティ防災センターとあると、全ての指令を担うよ

うなイメージになる。 

委員  ：いろんな不特定多数の人が来られるイメージがあった。 

市   ：京都、大阪、兵庫等にはおっしゃるような防災センターがあるのでそういうイメ

ージを持たれたかと思う。昔からこの名前でさせていただいている。 

委員  ：消防署の話だが、その土地は少し高いかもしれないが、地道が冠水していたら走

れない。そうするとなぜそこに持ってきたのかという話になる。消防署の話では

あるが、そこが気になる。 

副委員長：施設は誰も異論がないと思うが、場所があそこだからおかしいとみんなが思うの

ではないか。あれが天井川の所にあれば「あそこは安全なんだ」となる。しかも

天井川沿いが安全なルートになるとか、防災訓練もやって人が集まるという相乗

効果もあると思う。 

委員  ：どうしても琵琶湖側は低いところになりますからね。 

市   ：先ほども少し申し上げましたが、組合消防をしている関係で湖とは反対の浸水が

少ない地域に持っていくと、全体の署の配置のバランスが取れない。湖岸一帯が

浸水した場合は浸水のレベルによってはそのまま消防車が走行できますし、その

ときの状況に応じて必要な戦術をとるということになる。 

委員  ：このあいだの台風で屋外訓練場の後ろのカーテンが破損されたそうだが、こうい

うのは来年度の予算が付くまで補修はできないのか？ 

市   ：カーテンは壁に向かって放水する際に向こう側の道にかからないようにあるもの

だが、今は放水の方向を調整して運用を変えて対応いただいている。予算措置に

ついては修繕費としてみていないので、当初予算として要求するか、緊急の補正

で対応するか検討していく。 

委員長 ：それではこれで終わります。ありがとうございました。 

 

≪各委員が確認シートを記入≫ 

 

委員長 ：個別のことでも全体のことでも、各委員からコメントをお願いします。 

委員  ：身近なところにある施設だが、知らないことが多かったので施設見学に行けたの

が楽しかった。まちづくりセンターの運営協議会の施設部会で今度クリーンセン

ターに行く予定だが、そちらへの興味にもつながったのでこのような機会があっ

てよかったなと思う。 

委員  ：２事業ともだが、認知度がないので市民にとって身近ではないと思う。認知度を

上げるようなイベントや事業をしていくしかないと思うが、草津川跡地公園に関

しては膨れ上がっていく維持管理をどうしていくか、収益を上げながら抑えてい

くことを考えてもらいたいと思う。 



14 

 

委員  ：計画がすべてじゃないと思う。最近のような世の中の変動が激しい中では、５年

前に考えたことがダメなことも結構ある。計画ありきではなく経営的発想を入れ

て、物事を判断していただきたい。草津川跡地公園については、残りの計画があ

ると思うが、民間に委託するとか、どうやって採算をとるかを考えていただき、

後世に借金を残さないように実行してほしい。 

委員  ：説明者、我々双方の準備であるとか、やり方はいろいろあるのかなと感じたが有

意義な時間であった。各事業については経営感覚を持って、結果を求めていくと

いうことにもう少しこだわっていただきたいと思う。 

委員  ：どう認知度を上げていくかということを考えてほしい。まちづくり協議会では草

津川跡地公園の議題はない。それは部分的な問題であって、全体のものではない

という意識があるのかなと思う。１４学区のまち協の会長が集まった連合会でこ

の内容が上ってもいいのではないかと思うが、この２年間で何もない。そういう

連携をしながらやっていく必要があると感じた。 

委員  ：このようなかたちで出来上がった施設を見直すということは今まであまり見たこ

とがなかったので良い機会だと思う。関心がないと、出来たということは知って

もそのことについて見直そうという気にはならない。周知されなければみんなが

無関心でそのまま計画通りに行ってしまうという悪循環だと思う。周知をするこ

とは利用してもらうということに繋がるが、見直しについて各市民が考える機会

を設けるためにも委員だけではなく必要かと思う。 

副委員長：先ほどから出ている経営感覚や当事者意識に関わってくることの一つに市の職員

の育て方やローテーションのさせ方がある。学生で公務員になりたい人が感じて

いる不安はそこである。やりたい部署に行ければいいが、全然違う所にポンポン

飛ばされ、専門性も育たない。市として職員のモラルを上げたり、専門性を高め

るためにも、育て方やローテーションのさせ方を考えないといけないと思う。あ

と、縦割り行政をいかに破壊するか、今日の例だと、場所さえよければコミュニ

ティ防災センターは非常に良いと思う。河川敷の開発もあるので縦割りではなく

お互いが話し合いをすればもっといい解決方法やネーミングができるのではない

かと思う。わざわざ無理に消防署とくっつけることもなかったのではないかとい

った議論も出てきたりするかと思う。 

委員長 ：行政システム改革というといつもマクロな議論をしてしまいがちだが、個々の事

業を見つめるという機会があって全体も分かるということだと思うので、我々に

とっても有益だと思う。また、対面型で質疑応答をするのは職員の思い入れが伝

わってくる。草津川については全国にも例がないので、もう少し経営感覚も含め

て思い入れを持ってやってほしい。来年度以降もこうした事業の対象があれば引

き続きやっていった方がいい。やる側についてもやってしまうともう終わりみた

いになりがちだが、もう少し大きな視点で見直しを図っていただく、それを考え
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ていただくいいチャンスだと思う。今日は短い時間だったが、結果をまとめて事

業の方向性を考えていただきたいと思う。では進行を事務局にお返しします。 

 

永原課長：本日は様々な御意見をいただきましてありがとうございました。いただいた御意

見を参考にさせていただき、事業所管課の方にも伝えて今後の参考にさせていた

だきます。 

委員長 ：今日の意見・提案は原課に返して、原課からこうするという意見はもらえるか？ 

永原課長：今日の意見は委員会の意見としてまとめて原課に照会して回答をもらい、次回以

降の委員会にお返ししたいと考えています。今後のやり方についても検討して行

きたいと思います。本日は長時間ありがとうございました。 


