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～令和４年度の健幸都市づくり推進事業の主な取組～
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健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

(1) 出かけたくなるまちづ
くり
(2) 交流機会や健康拠点の
充実

(1) 地域の主体的な健康づ
くりの推進
(2) 個人の健康づくりの推
進

(1) 地域産業と連携した健
康産業の活性化
(2) 大学・企業等との連携

基
本
施
策

基
本
方
針

【(1)出かけたくなるまちづくり関連】

①まめバス運行費等補助金
（草津駅下笠線・商店街循環
線）

②草津ＰＡと連携した拠点整
備基本構想策定費

③草津駅西口自転車駐車場建
替事業費

【(２)交流機会や健康拠点の充実関連】

④キラリエ草津空間デザイン
事業費

⑤（仮称）草津市立プール整
備費

⑥草津川跡地整備費・公園運
営費

など

【(1)地域の主体的な健康づくりの推進
関連】

①笠縫東まちづくりセンター
改築費

②在宅医療・介護連携推進事
業費

【(２)個人の健康づくりの推進関連】

③造血幹細胞移植後等の予防
接種再接種助成費

④子ども医療助成費

⑤子ども・若者育成支援推進
費

⑥キラリエ健幸大学の開催

など

まちの健幸づくり ひとの健幸づくり しごとの健幸づくり

【(1)地域産業と連携した健康産業の活性
化関連】

①史跡草津宿本陣整備費

②史跡芦浦観音寺跡整備費

③道の駅草津リノベーション
推進事業費

④第２次草津市農業振興計画
推進費

【(2)大学・企業等との連携関連】

⑤健康増進地域交流型イベン
ト開催費

⑥生命保険会社との連携事業

⑦健幸都市づくり推進費

など
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従来からの健康施策の枠組みを越え、ハード面からも健康づくりに取り組みます。

まちの健幸づくり① 健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

仮設自転車駐車場を整備し、自転車駐車スペースを確保するとともに、
老朽化した自転車駐車場を建て替えることで、自転車駐車スペースを拡
大し、自転車の利用環境の整備と利用促進を進めます。
Ｒ４：自転車駐車場建替工事実施設計業務、仮設自転車駐車場建設工事
Ｒ５：仮設自転車駐車場供用開始
Ｒ５～Ｒ６：自転車駐車場建替工事
Ｒ７：自転車駐車場（建替後）供用開始

【予算額】１２９，４６９千円

③草津駅西口自転車駐車場建替事業費

バス交通不便地において、まめバスの実証運行や運行経路の変更を行うことで、地
域住民の移動手段の確保に向けた検証を行い、まめバスの利便性の向上を図ります。
Ｒ４：「草津駅下笠線」実証運行継続

１０月「商店街循環線（運行経路変更）」運行開始（予定）
１１月「草津駅下笠線」の実証運行結果により本格運行開始

【予算額】１６，１９７千円

①まめバス運行費等補助金（草津駅下笠線・商店街循環線）

まめバス

現 草津駅西口自転車駐車場 ２

名神・新名神高速道路が分岐・合流する本市の南の玄関口で、学術・
福祉・医療・文化等の機能が集積しているびわこ文化公園都市内に、
名神高速道路草津パーキングエリア（下り）と連携した、地域振興機
能や広域的な防災機能を備えた公共交通結節拠点の整備を目指します。
Ｒ４：検討会の開催、基本構想策定

【予算額】１３，０８４千円

②草津ＰＡと連携した拠点整備基本構想策定費

拠点整備イメージ
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従来からの健康施策の枠組みを越え、ハード面からも健康づくりに取り組みます。

まちの健幸づくり② 健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

④キラリエ草津空間デザイン事業費

５階の「協働ひろば」と１階ロビーを、市民の交流やにぎわいの拠点とい
う施設のコンセプトが伝わる空間となるよう、レイアウトを構築します。
レイアウトの検討については、キラリエ草津の登録団体であるキラリエサ
ポーターや、市内の活動団体と共に行います。

【予算額】１，３００千円

第７９回国民スポーツ大会・第２４回全国障害者スポーツ
大会の水泳競技会場として、また大会後も「スポーツ環境
の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ健康づくり
の推進」の実現を図るための施設として、令和６年６月の
供用開始へ向け、引き続き整備を進めます。

【予算額】２，０１８，４１８千円

⑤（仮称）草津市立プール整備費

（仮称）草津市立プール 内観イメージ

５階協働ひろば
デザインイメージ図

３

今年度は、 ai彩ひろば、de愛ひろばの管理運営に加え、次期整備区間で
ある区間６の整備に着手するとともに、区間４ＪＲ琵琶湖線上部の道路
拡幅について、県とともに工事を行います。

【予算額】６５４，０８０千円

⑥草津川跡地整備費・公園運営費

草津川跡地（区間６）イメージ（草津川跡地利用基本計画より）



ひとの健幸づくり① 健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

地域と個人の視点から、健康づくりに取り組みます。

笠縫東学区のまちづくりの拠点である笠縫東まちづくり
センターの改築を行うことにより、地域活動のための施
設環境の向上を図り、まちづくり協議会を中心とした地
域づくりを促進します。
Ｒ４：基本・実施・解体設計
Ｒ５：改築、工事監理 Ｒ６：解体、工事監理

【予算額】 ２９，５１０千円

①笠縫東まちづくりセンター改築費

令和２年５月に中核病院内に開設した「草津
市在宅医療・介護連携センター」が、より一
層病院機能との連携を活かした相談体制を強
化できるよう、多職種連携の仕組みづくりを
委託して、草津栗東医師会を中心とした「く
さつ在宅医療ネット」の取組をバックアップ
することで、訪問診療医の増、ならびに在宅
看取り等の支援を図ります。

②在宅医療・介護連携推進事業費

【主な内容】
・在宅医療や介護に関する専門機関からの
相談支援

・多職種連携推進会議・事例検討会の開催
・くさつ在宅医療ネット会議の企画開催

【予算額】 １７，５１１千円
イメージ図

現 笠縫東まちづくりセンター
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造血幹細胞移植（骨髄移植、臍帯血移植等）や化学療法、臓器移植等の治療により、治療
前に予防接種を受けていても、免疫が消失してしまった場合は、再接種が必要となります、
その費用負担を軽減するため、再接種料の助成を行います。
再接種の必要の有無を医師が判断するために必要な抗体検査費用も、助成します。

【予算額】１，００７千円

③造血幹細胞移植後等の予防接種再接種助成費



ひとの健幸づくり②

地域と個人の視点から、健康づくりに取り組みます。

健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

困難を抱える子どもや若者の相談窓口を開設するととも
に、適切な支援につなげるため、関係機関で構成される
地域協議会を設置し、包括的な支援ネットワークの構築
を図ります。
【主な内容】
・相談窓口の開設
（令和４年１０月予定）

・福祉、教育、保健・医療等の
関係機関で構成される地域協
議会の設置

・ヤングケアラーに関する啓発

【予算額】３，９４２千円

⑤子ども・若者育成支援推進費

小学３年生までを対象としている
通院医療費助成を、１０月１日か
ら小学６年生（当該年度中に満１
２歳に到達する人）まで拡大する
ことで、子育て世帯のさらなる経
済的負担軽減を図り、安心して子
育てができる環境づくりを推進し
ます。

【予算額】３２，６６９千円

④子ども医療助成費
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高齢者が運動や栄養・口腔、認知症など、様々な分野について学び、自ら
介護予防に取り組むとともに、地域における支援者としての役割や自主活
動につなげられるよう支援するため、令和３年度に続き講座を開催します。

【予算額】 無し

⑥キラリエ健幸大学の開催

令和３年度のチラシ



しごとの健幸づくり①

産学公民が連携し、健康になれるまちづくりを進めます。

健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

「第２次草津市農業振興計画」の取組を進めるため、
子どもを対象にした食農教育を行います。

【予算額】８５千円

④第２次草津市農業振興計画推進費

「道の駅草津リノベーション構想」に基づき、道の駅草津の機
能や魅力の向上等を通して、本市の農業振興を図るとともに、
地方創生の拠点形成を目指します。
Ｒ４：施設改修工事実施設計

【予算額】３，９９２千円

③道の駅草津リノベーション推進事業費

本史跡の特色である「中近世の城郭を思わせる寺院」としての
景観を顕在化する史跡整備を進め、貴重な歴史資産である本史
跡を保存・継承し、学びや憩いの場、さらには観光資源として
活用することで、まちの活性化を図ります。
Ｒ４：実施設計（植栽整備・高塀修復）

仮設道路整備工事等

【予算額】５２，７４７千円

②史跡芦浦観音寺跡整備費

史跡芦浦観音寺跡

現 道の駅草津 イメージ図
６

国指定史跡である草津宿本陣は、平成元年度以降の大規模な保
存整備工事を経て、現在、一般公開を行っています。
「史跡草津宿本陣整備基本計画」に基づき、魅力ある史跡の整
備と公開活用を推進します。
Ｒ４：東地区の整備にかかる基本設計

「座敷部および住居台所部」等の耐震に係る実施設計

【予算額】１８，６９３千円

①史跡草津宿本陣整備費

史跡草津宿本陣



しごとの健幸づくり②

産学公民が連携し、健康になれるまちづくりを進めます。

健幸都市づくり関連事業の令和４年度の主な取組について

日常の何気ない場面で健康づくりを
意識できるよう、引き続き啓発ポス
ター等を活用した「健幸都市くさ
つ」の広報・啓発を行います。

【予算額】
１８０千円

⑦健幸都市づくり推進費

令和４年１月に、生命保険会社と健幸都市づくりの推進に
向けた連携協定を結びました。各種けん診の受診勧奨や健
康に関する情報を、生命保険会社のネットワークを活用し
て市民に提供する等、取組を進めます。
Ｒ４：集団健診会場での健康ブースの設置運営

（血管年齢測定、血圧測定、野菜摂取の充足度の
測定等）

各種健診の周知啓発およびアンケート調査

【予算額】 無し

⑥生命保険会社との連携事業

キラリエ草津で、働く世代の健康づくりの意識向上やかかりつけ医の普及啓発等を目指
して、市民の健康づくり・健康増進に係る地域交流・市民参加型イベントを開催します。
当事業を通じて三師会の協働を促進し、平時からの連携につなげ、地域医療の機能向上
に寄与します。
【主な内容】
・医師等の医療専門職からアドバイスを受けられるブース
・運動習慣のきっかけづくりを目指した運動体験教室
・野菜摂取量増加にむけた草津ベジランチ 他

【予算額】２，２２０千円

⑤健康増進地域交流型イベント開催費

Ｒ３年度実施したマグネットシートやポスター
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