
【第２期基本計画　全事業リスト（案）◆体系順◆】
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1 「人」が輝くまちへ 1 人権 01 人権の尊重 ① 人権文化の醸成 人権政策課 人権総合調整推進事務
人権擁護平和啓発事業

西一会館 教育集会所における講座事業
地域交流促進事業

橋岡会館 教育集会所における講座事業
地域交流促進事業

新田会館 教育集会所における講座事業
地域交流促進事業

常盤東総合センター 教育集会所における講座事業
地域交流促進事業

人権センター 各種研究会参加費負担事務
学区同和教育推進協議会活動事業
市民のつどい開催事業
社会教育関係団体活動費補助事業
社会教育指導員等配置事業
社会同和教育啓発事業
社会同和教育推進事務
人権センター管理運営事業
人権センター自主事業
人権と平和を守る都市宣言啓発事業
対象地域社会教育関係団体活動費補助事業
同和教育推進協議会活動事業
同和問題市民講座開設事業
部落解放女性のつどい開催事業
部落解放青年集会開催事業

産業労政課 企業啓発指導員配置事業
企業内同和教育推進事業

学校教育課 同和教育研究大会開催事業
② 人権の擁護 人権政策課 環境改善維持整備事業

滋賀県市町人権問題連絡会等事務
住民交流啓発事業
人権擁護推進事業
隣保館運営審議会運営事務

西一会館 会館維持管理事務
子育て支援事業
隣保館デイサービス事業
隣保館における相談事業

橋岡会館 会館維持管理事務
継続的相談援助事業
隣保館デイサービス事業

新田会館 会館維持管理事務
継続的相談援助事業
隣保館デイサービス事業

常盤東総合センター 会館維持管理事務
継続的相談援助事業
隣保館デイサービス事業

人権センター 人権擁護推進協議会活動事業
同和教育専門員配置事業

産業労政課 湖南地区職業対策推進事業
職業安定協力員配置事業

平成24年12月14日（金）

第4回草津市総合計画審議会 参考資料
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2 男女共同参画 01
男女共同参画社会の
構築

①
男女共同参画推進計画
の推進

人権センター 男女共同参画学習事業

男女共同参画啓発事業
3 教育・青尐年 01 学校教育の充実 ① 教育内容の充実 スポーツ保健課 小学校体育推進事業

中学校体育部活動推進事業
図書館 子ども読書活動推進事業
学校教育課 スキルアップアドバイザー配置事業

科学発表展覧会開催事業
外国人児童生徒教育支援事業
学びの教室開催事業
学校・園運営支援事業
学校教育モデルプラン推進事業
学力向上重点事業
教科担任制加配教員配置事業
教職員研修事業
教職員同和教育研修事業
研究指定校・園研究推進事業
子ども読書活動推進費
自主活動学級開設事業
社会同和教育推進事務
修学援助資金給付事業
奨学生友の会活動事業
小学校尐人数学級編成事業
障害児就学指導委員会運営事業
人権教育推進事業
青尐年美術展覧会開催事業
体験実践活動推進事業
大規模中学校加配教員配置事業
中学校文化部活動推進事業
同和教育指導推進事務
特別支援教育推進事業
魅力ある学校づくり調査研究事業

② 教職員の資質向上 学校教育課 教育研究所運営事務
教育調査研究事業（教育研究所)
講座開設事業（教育研究所）

02 学校施設の整備 ①
教育施設・設備の充実・
更新

教育総務課 教育委員会運営事業

教育委員会事務局運営事業
小学校管理運営事業
小学校教育教材整備事業
小学校校舎等整備事業（教育総務課）
小学校施設維持管理事業
小学校大規模改造事業
中学校管理運営事業
中学校教育教材整備事業
中学校施設維持管理事業
中学校大規模改造事業

教育施設整備室 学校給食センター改修事業
小学校整備事業（老上小学校新設）

03
児童・生徒の支援体制
の充実

①
生徒指導・教育相談体制
の整備

学校教育課 学校支援対策推進事業

学校問題サポートチーム運営事業
生徒指導推進事務
中学校生徒指導主事活動推進事業

②
安全で安心な教育環境
の確保

スポーツ保健課 各学校への校医等の配置事業

学校・幼稚園環境衛生管理事業
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学校災害賠償補償保険事務
学校保健推進事務事業
学校保健推進養護教諭配置事業
児童・生徒安全対策事業
児童・生徒等健康診断事業
就学時健康診断事業
地域ぐるみの学校安全推進事業
通学路対策事業
日本スポーツ振興センター負担金事務

学校給食センター 学校給食材料購入事業
給食センター管理運営事業

学校教育課 学校運営支援費
児童就学援助費支給事務
児童通学支援事業
生徒就学援助費支給事務
中学校教育支援教員配置事業
通学区域に関する事務

③ 特別支援教育の充実 学校教育課 やまびこ教育相談室運営事業
学校すこやかサポート支援員配置事業
小学校特別支援教育就学奨励事業
中学校特別支援教育就学奨励事業

04 青尐年の健全育成 ①
青尐年教育の充実と社会
参加の促進

生涯学習課 尐年センター管理運営事業

②
青尐年の健全育成に向
けた活動への支援

まちづくり協働課 わんぱくプラザ事業

生涯学習課 成人式開催事業
青尐年育成活動事業
青尐年教育推進事業
青尐年対策推進事業
青年国際交流事業

4
生涯学習・ス
ポーツ

01 生涯学習の振興 ①
生涯学習支援機能の充
実

図書館 図書館運営事業

図書館施設管理事業
南草津図書館 南草津図書館運営事業

南草津図書館施設管理事業
② 生涯学習内容の充実 生涯学習課 学習ボランティア推進事業

社会教育委員設置事業
社会教育推進事業

③ 地域協働合校の展開 生涯学習課 地域協働合校推進事業
02 市民スポーツの推進 ① スポーツの発展と充実 スポーツ保健課 スポーツ尐年団育成事業

スポーツ振興計画推進事業
スポーツ推進委員活動推進事業
スポーツ推進審議会運営事務
チャレンジスポーツデー開催事業
各種大会出場者激励金支給事務
各種大会負担金事務
各種大会補助金交付事業
学校体育施設開放事業
県民体育大会等出場支援事業
市民体育大会開催費補助事業
草津市駅伝競走大会開催事業
体育協会補助金交付事業
体育振興会等事業補助金交付事業

② スポーツに親しむ場の充 スポーツ保健課 社会体育施設管理運営事業
社会体育施設整備事業

5 市民文化 01 市民文化の醸成 ①
“ふるさと草津の心（シ
ビック・プライド）”の醸成

企画調整課 シティセールス推進事業
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② 文化・芸術の振興 生涯学習課 アミカホール管理運営事業
市美術展覧会開催事業
市民文化芸術活動支援事業
俳句のまちづくり事業

02 歴史資産の保全と活 ① 文化財調査の推進 文化財保護課 宅地開発等関連遺跡発掘調査事業
埋蔵文化財発掘調査事業
未指定文化財調査事業

② 文化財の保全と継承 文化財保護課 史跡芦浦観音寺跡整備事業
史跡草津宿本陣整備事業
史跡野路小野山製鉄遺跡
整備事業
文化財保護助成事業
文化財保護審議会運営事業
文化財保護推進事業

③
歴史資産を生かしたまち
づくり

文化財保護課 （仮称）歴史伝統館整備推進事業

文化財普及啓発事業
草津宿街道交流館 史跡草津宿本陣管理事業

草津宿街道交流館運営事業
本陣楽座整備事業

2
「安心」が得られる
まちへ

6 子ども・子育て 01 母子保健等の充実 ① 母子保健サービスの充実 健康増進課 新生児訪問事業（すこやか訪問事業）

乳幼児健診事業
妊婦健診事業
不妊・不育治療費助成事業
母子保健教室開催事業

02
就学前教育・保育の充
実

① 就学前教育の充実 幼児課 公立幼稚園運営支援事業

公立幼稚園管理運営事業
幼稚園ステップアップ推進事業
幼稚園運営推進事業
幼稚園教育指導研修事業
幼稚園保健推進事業

② 保育サービスの充実 子育て支援センター 病児・病後児運営事業
幼児課 家庭支援活動事業

家庭的保育事業
公立保育所運営支援事業
公立保育所管理運営事業
公立保育所給食事業
公立保育所健康管理事業
公立保育所指導研修事業
保育料管理回収事業
民間保育所運営事業
民間保育所運営補助事業

③
援助を要する子どもへの
支援の充実

発達支援センター 育児等健康支援事業

湖の子園運営事業
障害児通所給付事業
発達支援センター運営事業

幼児課 就園奨励給付・私立幼稚園保育料補助事業
特別支援教育推進事業

④
保育所（園）・幼稚園の施
設整備

幼児課 公立保育所施設整備事業

民間保育所施設整備事業
幼稚園整備事業
幼保一体化推進事業

03 放課後児童対策の充 ① 児童育成クラブの充実 子育て支援センター 児童育成クラブ運営事業
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児童育成クラブ施設整備事業

04
地域ぐるみの子ども・
子育て支援

①
子ども・子育て支援、ネッ
トワークの充実

子ども家庭課 児童福祉援護事務

次世代育成支援対策協議会運営事務
子育て支援センター つどいの広場事業

子育て支援センター運営事業
子育て支援事業
児童館運営事業

生涯学習課 家庭教育推進事業

②
児童虐待の防止と早期発
見・早期対応

子ども家庭課 家庭児童相談指導事業

子育て支援ヘルパー派遣事業
子育て短期支援（ショートスティ）事業

子育て支援センター 育児等支援家庭訪問事業

③
ひとり親家庭等への支援
の充実

保険年金課 母子家庭等福祉医療事務

母子家庭福祉医療助成事務
子ども家庭課 ひとり親家庭等支援事業

児童扶養手当等給付事業
助産施設入所事業
母子家庭等就業支援事業
母子寡婦福祉資金貸付事業
母子生活支援施設入所事業
母子福祉のぞみ会に対する補助金支給事業

④
子育てに伴う経済的負担
の軽減

保険年金課 小中学生入院医療費助成事業

乳幼児福祉医療事務
乳幼児福祉医療助成事業

子ども家庭課 児童手当給付事業
児童手当給付事務
特別児童扶養手当給付事務

7 長寿・生きがい 01
いきいきとした高齢社
会の実現

①
高齢期の健康・生きがい
対策の充実

長寿福祉課 なごみの郷管理運営事業

ねんりんピック出場選手激励金支給事業
ロクハ荘管理運営事業
社協敬老会開催補助事業
老人クラブ活動補助事業
老人福祉推進事務
老人福祉法施行事務

保険年金課 後期高齢者健康診査事業
産業労政課 シルバー人材センター運営活動補助事業

02
あんしんできる高齢期
の生活への支援

① 地域包括ケアの推進 長寿福祉課 シルバーほっとカード発行事業

すっきりさわやかサービス事業
ふとんクリーンサービス事業
ホームヘルプサービス事業
外出支援サービス事業
緊急通報システム設置支援事業
高齢者成年後見制度利用支援事業
在宅介護支援金支給事業
地域自立生活支援事業
長寿祝金等支給事業
日常生活用具給付事業
福祉理髪サービス事業
訪問看護サービス利用支援事業
老人小規模住宅改造費補助事業
老人福祉施設入所措置事業
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老人福祉施設入所判定事業
地域包括支援センター 介護予防ケアマネジメント事業

権利擁護事業
高齢者総合相談・支援事業
地域包括支援センター運営協議会運営事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（一般会計分）

② 認知症対策の充実 長寿福祉課 高齢者成年後見制度利用支援事業（一般会計）
認知症施策総合推進事業
徘徊高齢者探索システム利用助成事業

③ 介護予防対策の充実 長寿福祉課 介護予防普及啓発事業
地域介護予防活動支援事業
二次予防事業対象者把握事業
訪問型介護予防活動支援事業

地域包括支援センター 指定介護予防支援事業
指定介護予防支援事業管理事務

④ 介護保険サービスの充実 介護保険課 ナイトデイサービス給付事業
介護予防サービス給付事業
介護予防サービス計画給付事業
介護予防住宅改修事業
介護予防福祉用具購入事業
居宅介護サービス給付事業
居宅介護サービス計画給付事業
居宅介護住宅改修事業
居宅介護福祉用具購入事業
高額介護サービス事業
高額介護予防サービス事業
高齢医療合算介護サービス事業
施設介護サービス給付事業
施設整備事業補助金事務
住宅改修・福祉用具利用支援事業（H24～）
生活困窮者利用者負担減免にかかる社会福祉法人への助成事業
地域密着型介護サービス給付事業
地域密着型介護予防サービス給付事業
特定入所者介護サービス事業
特定入所者介護予防サービス事業
特別養護老人ホームの施設居住費助成事業
特例介護予防サービス計画給付事業
特例居宅介護サービス給付事業
特例居宅介護サービス計画給付事業
特例居宅介護予防サービス給付事業
特例施設介護サービス給付事業
特例地域密着型介護サービス給付事業
訪問介護利用者負担軽減事業

⑤ 介護保険制度の適正運 介護保険課 介護認定事務
介護保険事業計画策定事業
介護保険事務処理システム運営事業
介護保険制度運営事務
介護保険制度啓発普及事業
介護保険料管理回収事務
介護保険料賦課徴収事務
国保連合会点検・審査手数料事務
国保連合会負担金

保険年金課 介護納付金

8 障害福祉 01
共に生きる社会の推
進

①
障害のある人の暮らしを
支えるサービス基盤の充
実

障害福祉課 ２４時間対応型利用制度支援事業

サービス利用計画事業
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スモン障害者採暖費補助金事務
各種団体活動費補助金事務
旧体系通所施設事業
居宅介護事業
共同生活援助事業
共同生活介護事業
湖南地域地域活動支援センター事業
更生医療給付事務
行動援護事業
在宅重度障害者住宅改造費補助金事務
在宅重度障害者訪問診査事業
施設整備費補助金事務
施設入所支援事業
滋賀型地域活動支援センター運営費補助金事務
自動車改造支援事業
自動車燃料・福祉タクシー運賃助成事業
自立訓練事業
社会参加促進事業
社会的事業所運営費補助金事務
就労移行支援事業
就労継続支援事業
重度障害児（者）訪問看護利用助成事業
重度障害児等通所療育事業
重度訪問介護事業
障害者ふとんクリーンサービス事業
障害者施設家賃補助金事務
障害者紙おむつ助成事務
障害者自立支援事業所運営費補助金事務
障害者就労促進事業
障害者生活ホーム運営費補助金事務
障害者生活支援システム運用事業
障害者相談員活動激励金事務
障害者等移動支援事業
障害者等個別移動支援事業
障害者福祉計画推進事業
障害者福祉理髪サービス事業
障害程度区分認定事務
障害福祉推進事務
身体障害者福祉員設置事業
成年後見制度利用支援事業
生活介護事業
生活支援事業
精神障害者生活支援推進事業
相談支援機能強化事業
短期入所事業
点字新聞購読費助成事業
同行援護事業
特別障害者手当等給付事務
日常生活用具給付事務
日中一時支援事業
補装具給付事業
補装具等事務
訪問入浴サービス事業
療養介護事業

②
障害と障害のある人への
理解促進と尊厳の保持

障害福祉課 障害者福祉センター管理運営事業

③ 福祉のまちづくりの推進 障害福祉課 コミュニケーション支援事業
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手話通訳員配置事業

9 地域福祉 01
「地域力」のあるまちづ
くり

①
地域福祉の担い手の育
成

社会福祉課 社会福祉協議会活動補助事業

民生委員児童委員協議会活動補助事業

②
地域福祉を支えるネット
ワークづくり

社会福祉課 社会を明るくする運動啓発推進事業

社会福祉関係団体補助事業
戦没者遺族等援護推進事業
地域福祉計画推進事業
福祉バス運行事業
福祉事務所運営費

長寿福祉課 地域サロン推進事業
10 健康・保険 01 市民の健康づくり ① 市民の健康づくり支援 健康増進課 さわやか保健センター施設管理事業

医療関係団体への保健事業事務委託事務
健康づくり推進協議会・健康くさつ２１事業
健康管理システム事業
健康教育事業
健康推進員活動事業
健康相談事業
市民の健康づくり推進事務
歯科保健指導事業
自殺対策緊急強化事業
食育推進事業
精神保健福祉対策事業
保健師活動事業
訪問指導事業

② 疾病予防対策の強化 健康増進課 感染症対策事業
健康診査事業
予防接種事業

③
広域での地域医療体制
の充実

健康増進課 休日急病診療所管理運営事業

救急医療情報システム運営分担金拠出事務
献血推進事業
湖南広域行政組合負担金事務

02
医療保険制度の適正
運用

①
国民健康保険制度の運
用

税務課 国保税賦課事務

保険年金課 その他共同事業事務費拠出金事業
レセプト管理事業
医療費適正化特別対策事業
一般被保険者高額介護合算医療事業
一般被保険者高額療養事業
一般被保険者等療養事業
一般被保険者療養給付事業
後期高齢者関係事務費拠出金事業
後期高齢者支援金事業
高額医療費共同事業拠出金事業
高額医療費共同事業事務費拠出金事業
国保連合会負担金拠出事務
国民健康保険給付執行事務
市国保運営協議会運営事業
出産育児一時金支払手数料事務
出産育児一時金事務
審査支払手数料事務
人間ドック等助成事業
前期高齢者関係事務費拠出金事業
前期高齢者納付金事業
葬祭給付事業
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退職被保険者等高額療養事業
退職被保険者等療養給付事業
退職被保険者等療養事業
特定健康診査事業
特定保健指導事業
保険財政共同安定化事業拠出金事業
保険財政共同安定化事業事務費拠出金事業
老人保健医療費拠出金事業
老人保健事務費拠出金事業

② 高齢期の医療制度の周 保険年金課 後期高齢者医療事務
後期高齢者医療保険料管理回収事務
後期高齢者医療保険料徴収事務
広域連合医療費負担金事務
広域連合事務負担金事務
広域連合審査手数料負担金事務

③ 福祉医療費の助成 保険年金課 ひとり暮らし寡婦福祉医療助成事業
ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成事業
重度心身障害者老人等福祉医療助成事業
心身障害者福祉医療事務
心身障害者福祉医療助成事業
精神障害者精神科通院医療事務
精神障害者精神科通院医療助成事業
精神障害老人精神科通院医療助成事業
父子家庭福祉医療助成事業
老人福祉医療事務
老人福祉医療助成事業
老人保健事業医療給付事業
老人保健事業医療事務

11 生活安心 01 生活安定への支援 ① セーフティネットの充実 社会福祉課 行旅病人・行旅死亡人に対する扶助事業
災害被災者見舞金交付事業
住宅手当緊急特別措置事業
生活保護費支給事務
生活保護費返還金債権管理回収事務
生活保護法施行事務

保険年金課 国民年金手続等事務
在日外国人老齢福祉金支給費

産業労政課 就労支援相談員配置事業
大型共同作業所就労対策事業

02 暮らしの安心の確保 ① 市民相談業務の充実 生活安心課 市民相談室運営事業

②
消費者の自立支援・消費
者団体の育成

生活安心課 消費者教育推進事業

消費生活相談啓発事業
食の安全推進事業

③ 公衆衛生の向上 生活安心課 衛生害虫駆除事業
火葬場管理運営事業
公衆浴場衛生確保対策費補助事業
畜犬対策事業
野々花霊苑管理事業
路上喫煙対策事業

ごみ減量推進課 駅前公衆便所維持管理事業
公道等における小動物死骸処理事業

12 防犯・防災 01
自助・共助による防災
対策の充実

①
自主防災体制の確立と市
民意識の高揚

危機管理課 自主防災組織育成事業

自主防災組織出初式開催事業
河川課 洪水ハザードマップ整備事業
建築課 震災避難経路整備促進事業

民間建築物耐震化助成事務
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02 災害に強いまちづくり ① 消防体制・基盤の充実 危機管理課 コミュニティ防災センター運営事業
湖南広域行政組合負担金事務（消防費）
消防施設整備事業
消防車両等整備事業
消防水利維持管理事業
消防水利施設整備事業
消防団活動事業

② 地域防災体制・基盤の強 危機管理課 東日本大震災支援対策事業
防災対策事業

河川課 水防訓練事業
大雨警報警戒体制事業
防災パトロール事業

03 犯罪のないまちづくり ① 自主防犯活動の展開 危機管理課 地域安全連絡協議会補助事業
防犯対策事業

② 防犯設備の維持・整備 危機管理課 防犯灯維持管理事業
防犯灯設置費補助事業

04 治水対策の推進 ① 河川・排水路の整備 河川課 河川維持補修事業
河川改修事業
草刈等河川愛護推進事業
町内会河川清掃浚渫土運搬業務
調整池維持管理事業

②
公共下水道雨水幹線の
整備

河川課 雨水幹線維持管理事業

雨水幹線整備事業

3
「心地よさ」が感じ
られるまちへ

13 うるおい・景観 01
やすらぎ・憩いの環境
づくり

① 公園・緑地の整備 公園緑地課 ロクハ公園運営事業

公園関係団体負担金事務
児童公園等維持管理事業
弾正公園運営事業
狼川河川公園整備事業

② まちなみ緑化の推進 公園緑地課 ガーデニング推進事業
花街道推進事業
緑化推進事業

③ 水辺空間の活用 公園緑地課 ロクハ公園整備事業
平湖・柳平湖公園整備事業

02 草津川跡地の空間整 ① 草津川跡地の整備 草津川跡地整備課 草津川跡地整備事業

03
良好な景観の保全と
創出

①
自然的・歴史的景観の保
全と活用、都市景観の形
成

都市計画課 地域街なみ形成推進事業

景観課 屋外広告物管理事務
景観を生かしたまちづくり推進事業
風致地区審査事務

14 環境 01
良好な環境の保全と
創出

① 自然環境の保全 環境課 環境審議会運営事務

自然環境保護事業
自然環境保全啓発推進事業
鳥獣保護推進事業

② 環境学習の内容充実 環境課 環境学習推進事業

③
環境汚染、環境負荷対策
の促進

環境課 環境調査事業

事業所等指導事業
河川課 市街地排水浄化施設維持管理事業

流域下水道維持管理費負担金事務
下水道課 浄化槽法等指導事業

生活排水対策推進事業

02 低炭素社会への転換 ①
様々な主体が参画するプ
ラットフォームの構築

環境課 広報啓発活動事業

地域協議会運営事業
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②
省エネルギーと新エネル
ギー利用の推進

環境課 エネルギー対策事業

風力発電施設維持管理事業

03
資源循環型社会の構
築

①
廃棄物の発生抑制・資源
化の推進

ごみ減量推進課 ごみステーション新設改修補助事業

ごみ減量化推進事業
ごみ問題を考える草津市民会議活動推進事業
びん類等収集用コンテナ運搬および洗浄事業
リサイクルの館運営事業
下水道整備合理化推進事業
指定ごみ袋購入・配布事業
資源ごみ類収集運搬事業
資源回収促進補助事業
生ごみ処理容器等購入補助事業

クリーンセンター びん類ごみ資源化処理事業
ペットボトルごみ資源化処理事業

② 廃棄物の適正処理 ごみ減量推進課 ごみ類収集運搬事業
湖南広域行政組合運営負担金事務
広域廃棄物埋立処分場建設費負担金事業
草津市処分場管理事業

廃棄物処理施設建設準備室 廃棄物処理施設整備事業
クリーンセンター クリーンセンター管理運営事業

プラスチックごみ資源化処理事業
金属ごみ資源化処理事業
焼却ごみ処理事業
焼却炉延命事業
陶器・ガラスごみ処理事業
破砕・粗大ごみ処理事業
廃乾電池・廃蛍光管資源化処理事業

③ 環境美化の推進 ごみ減量推進課 ごみ分別啓発事業
ボランティア清掃ごみ回収事業
不法投棄・粗大ごみ回収事業
放置自動車廃物判定委員会運営事業

クリーンセンター 周辺地域の生活環境等対策事業

15 住宅・住生活 01
住まいと住生活の魅力
向上

① 良質な住宅資産の形成 住宅課 公営住宅建設事業

市営住宅運営事業
特定優良賃貸住宅供給奨励事業

建築課 建築物等確認事務

②
市街地の整備と土地利用
の適切な誘導

都市計画課 市街地再開発街づくり推進事業

草津駅東地区整備事業
都市計画審議会運営事務
都市計画推進事業
都市計画推進事務
土地区画整理事業
土地取引規制事務

開発調整課 開発審査事務
土木管理課 地籍調査事業
建築課 特定旅館建築規制事務費

02 “まちなか”の魅力向 ① 中心市街地の基盤整備 まちなか再生課 中心市街地活性化基本計画策定事業

16 上下水道 01 水の安定供給 ①
上水道施設の整備更新・
耐震化と維持管理

上水道課 給水事業

上水道施設修繕事業
水道台帳管理システム運営事業
導水管整備更新事業
配水管更新事業
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配水管整備事業
浄水課 上水供給事業

浄水場施設整備事業
② 上水道事業の健全経営 上下水道総務課 水道啓発事業

水道経営事務
水道料金徴収事務

02
下水道の安定基盤づく
り

①
下水道施設の整備更新・
耐震化と維持管理

上下水道総務課 公共下水道（推進費、消費税）

公共下水道（法適用）事業
公共下水道事業（使用料）
流域下水道維持管理費負担金事務

下水道課 公共下水道維持管理事業
公共下水道各種団体負担金等
公共下水道受益者負担金賦課徴収事務
公共下水道水質調査事業
公共下水道整備事業
流域下水道建設負担金事務

② 下水道事業の健全経営 農林水産課 農業集落排水施設機器更新事業
上下水道総務課 農業集落排水事業（委託料）

農業集落排水事業（消費税）
下水道課 水洗便所改造資金貸付事業

農業集落排水施設維持管理事業
17 道路・交通 01 快適な道路の整備 ① 国道・県道の整備促進 都市計画課 国・県道路整備対策事業

道路課 市内道路整備県事業負担金事務
② 市内幹線道路の整備 道路課 大江霊仙寺線整備事業
③ 生活道路の整備 道路課 道路新設改良事業
④ 歩道・自転車道等の整備 道路課 歩道新設拡幅整備事業

02
安全・安心な道路空間
の構築

① 道路空間の施設整備 交通政策課 草津・栗東交通安全協会負担金事務

草津栗東地区交通対策協議会事業
道路課 街路関係団体負担金事務

交通安全施設新設事業
土木設計積算システム運用料支出事務

② 道路空間の維持管理 交通政策課 交通安全啓発事業
交通安全事務
交通安全団体等補助金事務
放置自転車対策事業

土木管理課 道路境界確定事務
道路台帳整備事業
道路等許認可事務
未登記路線測量登記事務

道路課 交通安全施設維持管理事業
草津駅前広場等運営事業
道路パトロール事業
道路維持補修事業
道路管理事務
道路関係団体負担金事務
南草津駅前広場等運営事業

03 公共交通体系の充実 ① 公共交通の充実 交通政策課 公共交通対策事業

②
公共交通機関の利便性
の向上

交通政策課 市営西口・西口第２自転車駐車場運営事業

草津駅前地下駐車場運営業務
草津駅東自転車駐車場管理運営事業
都市交通調査事業
南草津駅駐輪･駐車場運営事業

04 バリアのないまちづくり ①
まちのバリアフリー化の
促進

道路課 草津駅東口エレベーター整備事業
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4
「活気」があふれ
るまちへ

18 農林水産 01 農業の振興 ①
持続的・安定的な農業経
営の確立

農林水産課 水田営農推進事業

草津ブランド力強化事業
農業委員会 農業者年金運営事業

②
農地の保全と農業的土地
利用の増進

農林水産課 ほ場整備にかかる地元負担軽減補助金

県土地改良事業費負担金事務
小規模土地改良事業
土地改良区運営補助金（草津用水・北山田畑地）
土地改良施設維持管理事業
土地改良事業関係団体負担金事務
土地改良事業推進対策事務
土地改良事業地元補助金事務
農業振興地域整備計画策定事業
農地流動化推進事業
有害鳥獣捕獲事業

農業委員会 農地基本台帳整備事業

③
市民ニーズに応える地産
地消の推進

農林水産課 農業体験食育推進事業

④ 「農」のあるまちづくり 農林水産課 農地・水・環境保全向上対策事業

⑤
農業振興のためのネット
ワーク強化

農林水産課 「道の駅草津」管理運営事業

湖南地域農業センター負担金事務
農業振興協議会負担金事務
農業振興対策事務

農業委員会 農業委員会運営事業
02 水産業等の振興 ① 水産業等の経営の安定 農林水産課 水産業振興協議会活動補助事業

水産業振興対策事業
畜産振興対策事業

②
漁場環境の保全と漁業資
源の確保

農林水産課 漁港管理事業

19 商工観光 01 工業の振興 ①
研究開発人材の連携と協
働の基盤づくり

産業労政課 産業支援コーディネーター配置事業

②
付加価値の高い商品を製
造する企業（機能）の誘
致と集積促進

産業労政課 滋賀県経済振興特区制度事業

大津・草津地域産業活性化協議会事業

③
ベンチャー企業の誘致と
第二創業の支援

産業労政課 起業家育成施設入居企業賃料軽減補助事業

④
中小企業の技術向上と経
営革新の支援

産業労政課 工業振興事業

02
中心市街地の魅力向
上

①
中心市街地のにぎわいの
創出

商業観光課 中心市街地活性化推進事業

03 商業の振興 ②
小地域ごとの商業基盤の
確保

商業観光課 商工業振興対策事務

商工団体等活動費補助事業
小規模企業者小口簡易資金貸付事業

04 観光の振興 ①
観光資源の活用と草津ブ
ランドの育成

商業観光課 観光物産協会活動費補助事業

広域観光推進事業
水生植物公園みずの森 みずの森管理運営費

みずの森派遣研修職員人件費補助金
烏丸半島維持管理費

②
出会いとふれあいの魅力
の発信

商業観光課 観光振興事務

観光宣伝事業
宿場まつり開催費補助事業
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05 勤労者福祉の増進 ① 勤労者への支援 産業労政課 勤労者教育資金貸付事業
勤労者福祉サービスセンター活動費補助事業
草津・栗東地区労働者福祉協議会活動補助事業

市民交流プラザ 各種講座開設事業
勤労者福祉施設運営審議会事業
市民交流プラザ運営事業
市民交流プラザ施設維持管理事業

20
コミュニティ・市
民自治

01 市民自治の確立 ①
市民自治の確立のため
の環境整備

まちづくり協働課 まちづくりセンター管理運営事業

まちづくり協議会推進事業
市民センター（公民館）管理運営事業

02
基礎的コミュニティの
活性化

①
基礎的コミュニティ活動の
支援

まちづくり協働課 コミュニティハウス整備補助事業

コミュニティ活動初期備品整備補助事業
コミュニティ振興事業
掲示板設置補助事業
行政事務委託事業
自治会活動保険加入補助事業
住居表示推進費
人と環境にやさしいまちづくり助成事業
草津市自治連合会活動補助事業

03 市民公益活動の促進 ① 市民公益活動の支援 まちづくり協働課 （公財）草津市コミュニティ事業団運営費補助事業
ふるさとづくり活動事業
まちづくり講座事業
高齢者教室開設事業
市民まちづくり提案事業審査委員会運営事業
市民まちづくり提案事業推進事業
市民活動推進事業

21 情報・交流 01
まちづくり情報の提供
の充実

① 行政情報の適切な提供 広報課 インターネット広報事業

パブリシティ推進事業
広報くさつ発行事業
広報映画制作事業
市長広聴業務
人にやさしい広報作成事業
放送委託費

02
多様な交流活動の展
開

①
大学などを生かしたまち
づくりの展開

草津未来研究所 共同研究推進事業

②
近隣自治体との連携の強
化

企画調整課 広域行政推進事業

③ 多文化交流の促進 まちづくり協働課 国際交流推進事業
姉妹都市等交流事業

5
行財政マネジメン
ト

22
行財政マネジメ
ント

01
効果的・効率的な市政
運営

①
財政・財産の適正な管理
運営

総務課 固定資産審査委員会事務

債権適正管理事務
財産管理課 サンサンホール運営事業

ファシリティマネジメント推進事業
マイクロバス運行事業
安全運転管理委員会運営事業
公有財産審議会運営事業
公有財産台帳整備事務
公用自動車管理事業
財産区研修事業
市有財産管理事務
庁舎維持管理事業
庁舎管理事業

予算調整課 財政管理運営事務
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税務課 軽自動車税賦課事務
固定資産税台帳整備事務
市民税賦課事務
資産税賦課事務
税務証明事務

納税課 国保税徴収事務
収納率向上特別対策事務
税徴収事務

会計課 歳入歳出事務
資金運用事務

学校給食センター 学校給食費管理回収事業

②
事務事業の効果・効率の
向上

企画調整課 湖南広域行政組合負担金事務（議会総務費）

行政システム改革推進事業
総合企画調整事務
総合計画推進事業
特定構想検討事業

情報政策課 コンピューター管理事業
広域ネットワーク管理事業
情報化推進事業

草津未来研究所 草津未来研究所運営事業
総務課 事務機器管理事務
環境課 エコオフィス推進事業
市民課 戸籍住民票等受付証明書交付事務

自衛官募集事務
中長期在留者住居地届出等事務

建築課 設計監理事務（内部事務）
02 職員力の向上 ① 職員の資質向上 職員課 給与等管理事務

職員の福利厚生
職員研修事業
職員採用事務
職員派遣事業
人事服務管理事務
臨時職員等雇用事務
労働安全衛生事業

03
市民との情報共有の
推進と公正の確保

①
情報提供・情報公開の推
進

企画調整課 基幹統計調査事務

調査員確保対策事務
統計調査書事業

秘書課 交際費支出事業
市政功労者表彰事業
秘書渉外事業

職員課 報酬審議会運営事務
総務課 個人情報保護事務

顧問弁護士委託事業
公平委員会事務
国政・県政選挙執行事務
情報公開事務
選挙管理委員会運営事業
選挙常時啓発事業
草津用水土地改良区総代選挙執行事務
琵琶湖海区漁業調整委員会委員選挙執行事務
文書管理事務
法規事務

契約検査課 建設事業契約審査事務
工事等完了検査事務
物品契約審査事務
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市民課 基幹統計調査事務（人口動態調査）
毎月人口推計調査事務

会計課 物品調達購買事務
学校教育課 学校基本調査事務
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