
市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． １ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

草津市公共施設等総合管理計画の改訂 経営戦略課 村木 孝信 ２２４４ 

事業 

概要 

草津市公共施設等総合管理計画は、平成 27 年度に将来の人口や財政の見通し等をもとに長期的な視点で計画を策定したところであるが、一定の期間でＰＤ

ＣＡによる見直しを行う必要がため、今年度に改訂版を策定したところである。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ３年 ７月 審議会 ８人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ３年１０月 審議会 １０人 開催数：２回 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年１２月 

パブリックコメント 

提出者 ０人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数： ３施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年  １月 意 見 ０件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和４年３月～ 
ホームページ ― 

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和 ４年 ７月 審議会 １０人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ２ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

草津市地域防災計画 危機管理課 橋本 ２２６２ 

事業 

概要 

草津市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 42 条の規定に基づき、市や県、その他防災関係機関が、草津市における災害に係る

予防、応急対策および災害復旧を有効に実施するために草津市防災会議が作成するもの。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ３年 １２月 審議会 ２１人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ３年 １２月 審議会 ２１人  

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ４年 １月 

パブリックコメント 

提出者 ０人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

□計画案の配架（箇所数：  施設） 

☑資料送付（団体： ５件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年 ２月 意 見  ０件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 １月～ ホームページ 

広報紙 
― 

 

令和 ４年 １月１５日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月  人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ３ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

第２次草津市農業振興計画の策定 農林水産課 西川 ２３７２ 

事業 

概要 

平成２０年度に策定し、平成２７年度に改訂した「第１次草津市農業振興計画」が今年度で計画期間が満了となることから、 

今後も農業者や市民の期待に応えることができる安定した産業として農業を育成していくため、本計画を策定する。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ２年１２月 

市民アンケート調査 

農業者アンケート調査 

事業者ヒアリング調査 

市民：９３９人 

農業者：１６９人 

事業所数：１９事業所 

【対象】市民：２，０００人 

農業者：３００人、 

事業所数：１９事業所 

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ２年１１月 審議会 １５人 
令和２年１１月から令和３年１２月までの間に４

回開催 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ４年 ２月 

パブリックコメント 

提出者 ０人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数： ６施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年 ３月 意 見 ０件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 ４月～ ホームページ 

広報紙 
― 

パブリックコメント実施 

令和 ４年 ４月  日号 パブリックコメント実施 

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和４年５月予定 審議会 １５人 計画の進捗管理 



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ４ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

第３次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定 資源循環推進課 矢野 （外線）５６２－６３６１ 

事業 

概要 

平成２２年度に策定した「第２次草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」が今年度で計画期間が満了となることから、 

循環型社会の構築に向けた国の動向や、本市におけるごみ処理の課題に対応するため、本計画を策定する。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 元年１２月 市民・事業所アンケート調査 
市民：１，１６０人 

事業所数：６４事業所 

【対象】 

市民：３，０００人、事業所数：２００事業所 

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 元年１１月 審議会 １０人 令和元年１１月から令和３年１１月までの間に１２回開催 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年１２月 

パブリックコメント 

提出者 ８人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数： ５施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年 １月 意 見 ２７件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ３年 １２月～ ホームページ 

広報紙 
― 

パブリックコメント実施 

令和 ３年１２月  日号 パブリックコメント実施 

令和 ３年１０月～１１月 各学区説明 １８６人 次期計画案の概要説明 

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月 審議会 １０人（予定） 計画の進捗管理 



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ５ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

南草津エリアまちづくり推進ビジョン 都市計画課 梅原 ２５３６ 

事業 

概要 

南草津エリアの今後のまちづくりの方向性を定める、南草津エリアまちづくり推進ビジョンを策定。 

 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ２年 ８月 
懇話会 

ワークショップ 

１５人 

１３人 
 

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ２年 ８月 懇話会 １５人 
南草津エリアまちづくり推進懇話会（計５

回） 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年 ７月 

パブリックコメント 

提出者 １人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

□計画案の配架（箇所数：  施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ３年 ８月 意 見 ３件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ３年 １０月～ 
ホームページ ― 

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月  人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ６ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

草津市都市計画マスタープラン 都市計画課 山本 ２５３６ 

事業 

概要 

本市の都市計画に関する基本的な方針となる、草津市都市計画マスタープランを策定。 

 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 元年 １１月 アンケート ３，０００人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ２年  １月 
ワークショップ 

書面会議 

第１回：２１０人 

第２回：１７７人 

第３回：２３３人 

地域別市民会議を１５名程度×１４学区で

実施（計３回） 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年 １１月 

パブリックコメント 

提出者 ２人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

□計画案の配架（箇所数：  施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ３年 １２月 意 見 ５件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 １月～ ホームページ 

広報紙 
― 

 

令和 ４年 ２月 １日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月  人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ７ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

第１１次草津市交通安全計画 交通政策課 河村 ２５１４ 

事業 

概要 

交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和４５年６月、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）が制定され、この法律に基づき、

第１次草津市交通安全計画を策定して以来、これまで１０次にわたり交通安全計画を策定。令和３年７月に第１１次滋賀県交通安全計画が策定されること

をうけ、令和３年度から令和７年度までの５年間に講じるべき交通安全に関する施策の大綱を定めたもの。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ３年１１月 審議会等 １０人 開催回数：２回 

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ３年１１月 審議会等 １０人 開催回数：２回 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年１２月 

パブリックコメント 

提出者 ０人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

□計画案の配架（箇所数：  施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年 １月 意 見 ０件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 ３月～ ホームページ 

 
― 

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月  人  



 

市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

  

ＮＯ． ８ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

草津市みどりの基本計画の策定 公園緑地課 前田 ２６０１ 

事業 

概要 

公園整備や緑化の推進等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、第３次草津市みどりの基本計画の策定 

 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ２年 ４月 アンケート 有効数：９８７件 アンケート配布数：３０００枚 

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ３年 ６月 審議会 ９人  

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年 ４月 

パブリックコメント 

提出者 １人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数： ７施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ３年 ５月 意 見 ８件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ３年 ９月～ ホームページ 

 
 

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和  年  月  人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 

 

 

ＮＯ． ９ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

第 2 次草津市水道ビジョン［経営計画（経営戦略）］（案）         上下水道総務課 垣谷 ２８５２ 

事業 

概要 

第２次草津市水道ビジョン〔経営計画（経営戦略）〕は、平成２３年３月に策定した「草津市水道ビジョン」および「水道事業経営計画」が計画期間の目標年次を迎え、今後

の水道事業の課題と新たな社会情勢の変化や水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため策定いたしました。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ２年 ８月 上下水道事業運営委員会 ９人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ２年 ８月 上下水道事業運営委員会 ９人 開催数：５回（R2～R3） 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年 ８月 

パブリックコメント 

提出者 １人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数：１１施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ３年 ９月 意 見 ３件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 ８月～ 
ホームページ  

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和４年１２月 上下水道事業運営委員会 ９人  



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書  

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

 草津市下水道事業第 9 期経営計画（経営戦略）（案）の策定 上下水道総務課 垣谷 ２８５２ 

事業 

概要 

草津市下水道事業第９期経営計画（経営戦略）は、将来にわたって安定的に下水道事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画として策定いたし

ました。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ２年 ８月 審議会等 ９人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ２年 ８月 審議会等 ９人 開催数：５回（R2～R3） 

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ３年 ８月 

パブリックコメント 

提出者 １人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数：１１施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ３年 ９月 意 見 １件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 ８月～ 
ホームページ ― 

 

令和  年  月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和４年１２月 上下水道事業運営委員会 ９人  

ＮＯ． １０ 



市民参加の対象となる事業の実施状況報告書 ＮＯ． １１ 

基本情報 

名称 所管 担当者 電話（内線 or外線） 

草津市文化芸術機能等施設整備基本計画の見直し 生涯学習課 松岡 ２７７２ 

事業 

概要 
平成 25年度に策定した草津市文化芸術機能等施設整備基本計画について、策定後の状況変化を踏まえ必要な見直しを行う。 

 

政策過程の各段階において採用した手法等 

政策過程の段階 時期 手法 参加人数 特記事項 

課題の発見 
（市民ニーズの把握） 

始期 令和 ３年 ９月 審議会等 １５人  

立案① 
（合意の形成） 

始期 令和 ３年 ９月 審議会等 １５人  

立案② 

（計画のパブリックチェック）  

始期 令和 ４年 ２月 

パブリックコメント 

提出者 ０人 

周知方法（実施したものに✔をお願いします） 

☑ホームページ 

☑広報紙 

□資料提供・記者レク 

☑計画案の配架（箇所数：  施設） 

□資料送付（団体：  件、個人：  件） 

□個別説明（  件） 

□その他（             ） 

終期 令和 ４年 ３月 意 見 ０件 

実施 

（情報の共有・相互理解・交流） 

令和 ４年 ３月～ ホームページ 

広報紙 
― 

 

令和 ４年 ４月  日号  

令和  年  月  人  

評価 
（成果のパブリックチェック）  

始期 令和 ４年 ７月 審議会等 １０人 令和４年度実施予定 


