
庁内アンケート結果（草津市における市民参加の状況調査のまとめ） 

１．調査の概要 

・市が実施した事業等における市民参加の状況を把握するための調査を実施した。（平成２３年１１月時点の調査。各課に照会し、３７の取組みついて回答を得たもの。平成２０年度以降、 

現在までに取り組んでいるものについて調査。平成２０年度以前から取り組んでいるものも一部含まれている。） 

・参加手法別内訳は以下のとおりである。 

アンケート調査 審議会等 ワークショップ 
策定過程における 

中間報告会 

パブリック・コメント

手続 

素案に関する 

市民説明会 

１３ ３９ ６ １ ４２ ２ 

※一つの取り組みで複数の手法を用いていることがある。また、複数の参加の過程で実施しているものはそれぞれカウントしている。 

 

２．調査のまとめ 

・参加の手法別に参加者数などについて整理した。 

①アンケート調査 

名称 所管課 取組年度 配布数 回答数 回収率 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市のまちづくりについての市民意識

調査 

企画調整課 毎年度 ３０００ 

（平成２２年実績） 

９６９ 32.3％ ○    

草津市農業振興計画の策定 農林水産課 平成 23 年度 2000（消費者） 

300（農業者） 

880（消費者） 

137（農業者） 

44.0% 

45.7% 

○    

『まちづくり交付金事業』に関するアン

ケート調査 

都市再生課  1400 647 46.2% ○    

草津川跡地基本構想の策定 企画調整課 平成 22 年度 3000 1019 34.0% ○    

第２次草津市環境基本計画の策定 環境課 平成 22 年度 事業者 300 

団体 30 

事業者 106 

団体 13 

35.3% 

43.3% 

○    

草津あんしんいきいきプラン第４期計画

の策定 

介護保険課 平成 20 年度 2090 1452 69.5% ○    

草津市スポーツ振興計画の策定 スポーツ保健課 平成 22 年度 2992 1495 50.0% ○    

草津市廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課 平成 21 年度～ 2700 861 31.9% ○    

草津市次世代育成支援対策地域行動計画 子ども家庭課 平成 20～23 年度 3000 1539 51.3% ○    

草津市水道ビジョンの策定 上下水道総務課 平成 20～21 年度 3000 1313 43.8% ○    

草津市住宅マスタープラン等策定業務 住宅課 平成 23 年度 3000 1056 35.2% ○    

第２期草津市地域福祉計画の策定および検

証 

社会福祉課 平成 22 年度 667 435 65.2% ○    

草津市工業振興計画策定委員会 産業労政課 平成 20 年度 537 155 28.9% ○    

件 数      １３    

 

平成２４年２月１７日（金） 

第１回市民参加条例検討委員会 資料９ 



②審議会等 

名称 所管課 取組年度 
公募委員数／全委

員数 
回数 

参加の過程 
備考 

形成過程 実行過程 評価過程 

草津市総合計画策定審議会 企画調整課 昭和４４年度～ ４/２９ １１ ○    

草津市総合計画策定市民会議 企画調整課 平成２０年度～ ４/２１ １３ ○    

草津市国民健康保険運営協議会 保険年金課 （昭和３８年）～ 1/15 年 2～5 回 ○    

草津市草津川跡地利用基本計画の策定 草津川跡地整備室 平成 23 年度 4/17 全８回の予定のうち２回開催 ○    

草津川跡地基本構想の策定 企画調整課 平成 22 年度 4/22 8 回 ○    

草津市図書館協議会 草津市立図書館 平成 23 年度 2/10 2 ○ ○   

草津市人権センター運営協議会 人権センター 協議会は平成 14 年

度設置｡ 

2/16 2   ○ 公募委員は､H22.7

月から就任｡ 

草津市男女共同参画推進条例の制定 人権センター 平成 20 年度 4/15 4 ○    

草津市男女共同参画推進計画の策定 人権センター 平成 21 年度 4/15 2 ○    

第２次草津市環境基本計画の策定 環境課 平成 22 年度 2/20 4 ○    

草津市地球温暖化対策地域推進計画「"草

津市地球冷やしたい"プロジェクト」の策

定 

環境課 平成 20 年度 0/19 

2/23 

3 

4 

○    

草津市地球温暖化対策地域推進計画「"草

津市地球冷やしたい"プロジェクト」の策

定 

環境課 平成 20 年度 協議会会員 63 人 2（H22 実績）  ○ ○  

草津市の良好な環境保全条例施行規則の

規制基準改正（案）について 

環境課 平成 21 年度 0/19 1 ○    

草津市の自然と人との共生をすすめる施

策の推進計画 

環境課 平成 21 年度 0/19 2 ○    

草津市こども環境会議の企画・運営 環境課 平成 20 年度～ 0/20 5（H22 実績）  ○   

地域包括支援センター運営協議会 地域包括支援セン

ター 

平成 19 年度～ 2/13 3  ○   

同和対策施策の見直し 人権政策課 平成 22 年度 2/20 12  ○   

草津市地域公共交通総合連携計画 交通政策課 平成 20～21 年度 0/29 12 ○    

草津市自治体基本条例の制定 企画調整課 平成 20 年度～ 4/20 32 ○    

草津あんしんいきいきプラン第４期計画

の策定 

介護保険課 平成 20 年度 4/20 6 ○    

草津市スポーツ振興計画の策定 スポーツ保健課 平成 22 年度 2/11 7 ○    

草津市廃棄物減量等推進審議会 ごみ減量推進課 平成 21 年度～ 2/11 7 ○    

草津市の医療福祉を考える懇話会 健康増進課 平成 21～22 年度 2/13 6 ○    

草津市バリアフリー基本構想 交通政策課 平成 21 年度 0/22 4 ○    

草津市次世代育成支援対策地域行動計画 子ども家庭課 平成 20～23 年度 3/18 6 ○    

 



名称 所管課 取組年度 
公募委員数／全委

員数 
回数 

参加の過程 
備考 

形成過程 実行過程 評価過程 

草津市次世代育成支援対策地域行動計画 子ども家庭課 平成 20～23 年度 3/19 1  ○ ○  

草津市公立保育所運営等に関する提言 幼児課 平成 20～21 年度 0/10 8 ○ ○   

草津市水道ビジョンの策定 上下水道総務課 平成 20～21 年度 1/7 9 ○    

草津市住宅マスタープラン等策定業務 住宅課 平成 23 年度 1/9 6 ○    

第２期草津市地域福祉計画の策定 社会福祉課 平成 22 年度 2/14 6 ○  ○  

草津市工業振興計画策定委員会 産業労政課 平成 20 年度 0/11 5 ○    

草津市工業振興計画策定委員会 産業労政課 平成 20 年度 0/11 3  ○ ○  

草津市開発行為の手続き及び基準に関する

条例の制定 

開発調整課 平成 23 年度 1/17 4 ○    

件 数     2６ ８ 5  

 

③ワークショップ 

名称 所管課 取組年度 回数 参加者数 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市総合計画策定に向けて 

（座・でぃすかす） 

企画調整課 平成２０年度 ３ １８ ○    

『まちなかステップアップ計画』策定に

係るワークショップ 

都市再生課 平成 23 年度 2 48（うち NPO 等 25 人） ○    

草津あんしんいきいきプラン第４期計画

の策定 

介護保険課 平成 20 年度 3 90 ○    

草津市バリアフリー基本構想 交通政策課 平成 21 年度 2 45 ○    

旧草津川緑地整備計画の策定 道路課 平成 20 年度 4 107 ○    

第２期草津市地域福祉計画の策定 社会福祉課 平成 22 年度 2 71 ○    

件 数     ６ 0 0  

 

 

④策定過程における中間報告会 

名称 所管課 取組年度 回数 参加者数 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市自治体基本条例の制定 企画調整課 平成 2２年度 1 60 ○    

件 数     １ 0 0  

 

 

 

 

 



 

 

⑤パブリック・コメント手続 

名称 所管課 取組年度 意見提出件数 意見提出人数 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市男女共同参画推進条例の制定（仮

称）（素案） 

人権センター 平成 20 年度 45 ９ ○    

（仮称）草津市協働のまちづくり指針

（案） 

まちづくり課 平成 20 年度 11 3 ○    

草津市政の透明化の推進および公正な職

務執行の確保に関する条例（案） 

職員課 平成 20 年度 4 2 ○    

草津市地球温暖化対策地域推進計画～"

草津市地球冷やしたい"プロジェクト～

（案） 

環境課 平成 20～21 年度 0 0 ○    

草津市工業振興計画（案） 新産業振興課 平成 20 年度 0 0 ○    

草津市都市計画法に基づく開発許可等の

基準に関する条例の一部改正 

開発調整課 平成 20 年度 6 1 ○    

ごみ分別方法の見直しとごみ処理費の住

民負担について 

草津市廃棄物減量

等推進審議会（クリ

ーン事業課） 

平成 20 年度 299 125 ○    

草津市高齢者福祉計画・草津市介護保険

事業計画 第４期計画（平成２１年度～

平成２３年度）草津あんしんいきいきプ

ラン 

長寿福祉・介護課 平成 20 年度 1 1 ○    

草津市市街化調整区域内における地区計

画制度運用基準 

都市計画課 平成 20 年度 2 1 ○    

草津市農業振興計画の策定 農林水産課 平成 20 年度 6 2 ○    

草津市食育推進計画（案） 健康づくり支援課 平成 20 年度 3 3 ○    

草津市総合計画基本構想（案） 企画調整課 平成２１年度 18 4 ○    

第３次草津市男女共同参画推進計画（案） 人権センター 平成２１年度 7 1 ○    

第４次草津市国土利用計画（案） 企画調整課 平成２１年度 0 0 ○    

人権擁護に関する基本方針（改訂版）（案） 人権政策課 平成２１年度 0 0 ○    

草津市次世代育成支援対策地域行動計画

（後期） 

子ども家庭課 平成２１年度 0 0 ○    

草津市教育振興基本計画（案） 教育総務課 平成２１年度 30 9 ○    

草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

（案） 

ごみ減量推進課 平成２１年度 2 1 ○    

第５次草津市総合計画第１期基本計画 企画調整課 平成２１年度 36 7 ○    



（案） 

草津市バリアフリー基本構想案 交通政策課 平成 21 年度 2 1 ○    

草津市地域公共交通総合連携計画（案） 交通政策課 平成 21 年度 1 1 ○    

草津市都市計画マスタープランの一部変

更（案） 

都市計画課 平成 2１年度 3 2 ○    

草津市都市計画道路の見直し方針（案） 都市計画課 平成 2１年度 0 0 ○    

第２次草津市緑の基本計画（案） 公園緑地課 平成 2２年度 12 4 ○    

（仮称）草津市自治体基本条例（提言書

案） 

企画調整課 平成 2２年度 177 73 ○    

草津市水道ビジョン（案） 上下水道総務課 平成 2２年度 8 3 ○    

草津市景観形成基本方針（案） 都市計画課 平成 2２年度 6 3 ○    

草津市景観条例（案） 都市計画課 平成 2２年度 0 0 ○    

第２期草津市地域福祉計画（案） 社会福祉課 平成 22 年度 1 1 ○    

草津市協働のまちづくり行動計画（案） まちづくり協働課 平成 22 年度 31 3 ○    

第２次草津市環境基本計画(案) 環境課 平成 22 年度 11 5 ○    

草津川跡地利用基本構想(案) 企画調整課 平成 22 年度 289 115 ○    

草津市勤労者福祉基本方針（改訂）（案） 産業労政課 平成 22 年度 8 2 ○    

草津市スポーツ振興計画（案） スポーツ保健課 平成 22 年度 68 15 ○    

草津市自治体基本条例（案） 企画調整課 平成 23 年度 58 42 ○    

草津市暴力団排除条例（案） 危機管理課 平成 23 年度 1 1 ○    

第９次草津市交通安全計画（案） 交通政策課 平成 23 年度 42 4 ○    

草津市住宅マスタープラン（案） 住宅課 平成 23 年度 １ １ ○    

草津市開発行為の手続きおよび基準等に

関する条例（案） 

開発調整課 平成 23 年度 ５ ５ ○    

草津市景観計画（案） 都市計画課 平成 23 年度 26 4 ○    

草津市景観条例（案） 都市計画課 平成 23 年度 0 0 ○    

草津市屋外広告物条例（案） 都市計画課 平成 23 年度 21 5 ○    

件 数     ４２ 0 0  

 

 

⑥素案に関する市民説明会 

名称 所管課 取組年度 回数 参加者数 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

第２次草津市環境基本計画の策定 環境課 平成 22 年度 1 14 ○    

草津市自治体基本条例の制定 企画調整課 平成 23 年度 13 383 ○    

件 数     2 0 0  

 

 



 

 

 

これ以降、ボツ 
 

 

 

 

⑦その他 

名称 所管課 取組年度 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市同和教育推進協議会 人権センター  委員は市民 会則に基づく、充て職 毎年の総会での承認  

部落解放青年集会 人権センター 昭和 59 年 実行委員は、公募 実行委員会を開催し、内容を詰

めていく 

 当日のアンケート調査を踏ま

え、実行委員会での反省会 

 

部落解放女性のつどい実行委員会 人権センター 昭和 57 年 実行委員は、公募 実行委員会を開催し、内容を詰

めていく。 

当日のアンケート調査を踏ま

え、実行委員会での反省会 

 

本陣バリューアップ検討事業 草津宿街道交

流館 

平成 23 年度  バリューアップ検討会議

（語る会） 地域活動グル

ープの関係者・アドバイザ

ー等による意見交換会 

意見を今後の事業や計画に活か

していく 

  

草津市水道ビジョンの策定 上下水道総務

課 

平成 20～21 年度    ５年経過後に検証（フォロー

アップ）を実施するが、検証を

行うための体制をどのようにす

るかは現時点では未定。 

 

件 数   3 3 3  



 

名称 所管課 実施年次 
参加の過程 

備考 
形成過程 実行過程 評価過程 

草津市国民健康保険運営協

議会 

保険年金課  ■審議会等（公募委員数 1 人／全委員

数 １５人、年２～５回開催） 

   

草津市農業振興計画の策定 農林水産課 平成 23 年度 ■アンケー卜調査（配布数２，０００件､

有効回答数８８０件､（消費者））        

（配布数  ３００件､有効回答数１３

７件､（農業者）） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ６件、意見提出人数 ２人） 

   

『まちづくり交付金事業』

に関するアンケート調査 

都市再生課  ■アンケー卜調査（配布数 1,400 件､

有効回答数 647 件） 

   

『まちなかステップアップ

計画』策定に係るワークシ

ョップ 

都市再生課 平成 23 年度 ■ワークショップ（ ２回開催、48 人

参加（うち NPO 等 25 人） 

   

草津市草津川跡地利用基本

計画の策定 

草津川跡地整

備室 

平成 23 年度 ■審議会等（公募委員数 ４人／全委員

数１７人、全８回の予定のうち２回開

催） 

   

草津川跡地基本構想の策定 企画調整課 平成 22 年度 ■アンケー卜調査（配布数３０００件､

有効回答数１０１９件） 

■審議会等（公募委員数 ４人／全委員 

数２２人、８回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数２８９件、意見提出人数１１５人） 

   

草津市図書館協議会規則 草津市立図書

館 

平成 23 年度 ■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数 １０人、２回開催） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全

委員数 １０人、 １回開催）  

  

草津市人権センター運営協

議会 

人権センター 協議会は平成１

４年度に設置。

公募委員は、Ｈ

２２．７月から

就任。 

  ■審議会等（公募委員数２人／全委員数

１６人、年２回（研修会含む）開催）  

 

草津市同和教育推進協議会 人権センター  ■その他 委員は市民 ■その他 会則に基づく、充て職 ■その他 毎年の総会での承認  



部落解放青年集会 人権センター 昭和 59 年 ■その他 実行委員は、公募 ■その他 実行委員会を開催し、内

容を詰めていく 

■その他 当日のアンケート調査を踏

まえ、実行委員会での反省会 

 

部落解放女性のつどい実行

委員会 

人権センター 昭和 57 年 ■その他 実行委員は、公募 ■その他 実行委員会を開催し、内

容を詰めていく。 

■その他 当日のアンケート調査を踏

まえ、実行委員会での反省会 

 

草津市男女共同参画推進条

例の制定 

人権センター 平成 20 年度 ■審議会等（公募委員数 ４人／全委員

数１５人、 ４回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ９１件、意見提出人数８人＋１団

体） 

   

草津市男女共同参画推進計

画の策定 

人権センター 平成 21 年度 ■アンケー卜調査（配布数   件､有

効回答数  件） 

■審議会等（公募委員数 ４人／全委員

数 １５人、 ２回開催） 

■ 策定過 程に おける 中間報 告 会

（   回開催、  人参加） 

   

第２次草津市環境基本計画

の策定 

環境課 平成２２年度 ■アンケー卜調査 事業者 配布数３

０ ０件  有効 回答数 １０６ 件）         

団体  配布数 ３０件 有効回答数 

１３件） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数２０人、 ４回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 １１件、意見提出人数５人） 

■素案に関する市民説明会（１回開催、 

１４人参加） 

 ■その他 今後進捗管理を環境審議会

で行う予定である。 

 

草津市地球温暖化対策地域

推進計画「"草津市地球冷や

したい"プロジェクト」の策

定 

環境課 平成２０年度 ■審議会等（公募委員数 ０人／全委員

数１９人、 ３回開催） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数２３人、 ４回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ０件、意見提出人数 ０人） 

■審議会等（協議会会員６３人、２

回開催） ・・Ｈ２２実績  

■審議会等（協議会会員６３人、２回開

催） ・・Ｈ２２実績 

 

草津市の良好な環境保全条

例施行規則の規制基準改正

（案）について 

環境課 平成２１年度 ■審議会等（公募委員数  人／全委員

数１９人、 １回開催）  

   



草津市の自然と人との共生

をすすめる施策の推進計画 

環境課 平成２１年度 ■審議会等（公募委員数 ０人／全委員

数１９人、 ２回開催）  

   

草津市こども環境会議の企

画・運営 

環境課 平成 20 年度～  ■審議会等（公募委員数 ０人／全

委員数 ２０人、 ５回開催）…Ｈ

22 実績  

  

地域包括支援センター運営

協議会 

地域包括支援

センター 

平成 19 年度  ■審議会等（公募委員数 ２人／全

委員数 １３人、年３回開催）  

  

同和対策施策の見直し 人権政策課 平成２２年度  ■審議会等（公募委員数 ２人／全

委員数 ２０人、１２回開催）  

  

草津市地域公共交通総合連

携計画 

交通政策課 平成 20～21 年

度 

■審議会等（公募委員数 ０人／全委員

数 ２９人、 １２回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 １件、意見提出人数 １人） 

   

草津市自治体基本条例の制

定 

 

企画調整課 平成 20 年度 ■審議会等（公募委員数 ４人／全委員

数２０人、３２回開催） 

■策定過程における中間報告会など

（ １回開催、６０人参加） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ５８件、意見提出人数４２人） 

■素案に関する市民説明会（１３回開

催、３８３人参加） 

 ■その他 草津市自治体基本条例の検

証を行うための組織を創設する予定で

ある。 

 

草津あんしんいきいきプラ

ン第４期計画の策定 

介護保険課 平成２０年度 ■アンケー卜調査（配布数２，０９０件､

有効回答数１，４５２件） 

■審議会等（公募委員数 ４人／全委員

数 ２０人、 ６回開催） 

■ワークショップ（ ３回開催、９０人

参加） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 １件、意見提出人数 １人） 

   

草津市スポーツ振興計画の

策定 

スポーツ保健

課 

平成２２年度 ■アンケー卜調査（配布数 2,992 件､

有効回答数 1,495 件） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数 １１人、 ７回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

   



件数 ６８件、意見提出人数 １５人） 

草津市廃棄物減量等推進審

議会 

ごみ減量推進

課 

平成 18～21 年

度 

■アンケー卜調査（配布数２，７００件､

有効回答数８６１件） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数 １０人、１７回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数２９９件、意見提出人数１３９人） 

   

草津市の医療福祉を考える

懇話会 

健康増進課 平成 21～22 年

度 

■審議会等（公募委員数２人／全委員数

１３人、６回開催）  

   

草津市バリアフリー基本構

想 

交通政策課 平成２１年度 ■審議会等（公募委員数 ０人／全委員

数２２人、４回開催） 

■ワークショップ（２回開催、全４５人

参加） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ２件、意見提出人数１人） 

   

草津市次世代育成支援対策

地域行動計画 

子ども家庭課 平成 20～23 年

度 

■アンケー卜調査（配布数 3,000 件､有

効回答数 1,539 件） 

■審議会等（公募委員数  ３人／全委

員数 １８人、  ６回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数  ０件、意見提出人数 ０人） 

■審議会等（公募委員数  ３人／

全委員数  １９人、  １回開

催） 

■審議会等（公募委員数  ３人／全委

員数  １９人、  １回開催）  

 

草津市公立保育所運営等に

関する提言 

幼児課 平成 20～21 年

度 

■審議会等（公募委員数０人／全委員数

１０人、８回開催）  

■審議会等（公募委員数０人／全委

員数１０人、８回開催）  

  

旧草津川緑地整備計画の策

定 

道路課 平成２０年度 ■ワークショップ（４回開催、延べ１０

７人参加） 

   

本陣バリューアップ検討事

業 

草津宿街道交

流館 

平成２３年度 ■その他（具体的に内容を記述してくだ

さい。） バリューアップ検討会議（語

る会） 地域活動グループの関係者・ア

ドバイザー等による意見交換会 

■その他 意見を今後の事業や計

画に活かしていく。 

  

新田会館運営委員会 新田会館 昭和４６年～  ■審議会等（公募委員数 0 人／全

委員数 15 人、１回開催）・・・Ｈ

22 実績  

  



草津市水道ビジョンの策定 上下水道総務

課 

平成 20～21 年

度 

■アンケー卜調査（配布数 ３，０００

件､有効回答数 １，３１３件） 

■審議会等（公募委員数 １人／全委員

数 ７人、 ９回開催）  

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 ８件、意見提出人数 ３人） 

 ■その他（ ５年経過後に検証（フォロ

ーアップ）を実施するが、検証を行うた

めの体制をどのようにするかは現時点

では未定。 

 

草津市住宅マスタープラン

等策定業務 

住宅課  平成２３年度 ■アンケー卜調査（配布数３，０００件､

有効回答数１，０５６件） 

■審議会等（公募委員数 １人／全委員

数 ９人、６回開催） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数  件、意見提出人数  人） 

※パブリック・コメントについては、平

成２４年１月予定。 

   

第２期草津市地域福祉計画

の策定および検証 

社会福祉課 平成２２年度策

定、平成２３年

度検証 

■アンケー卜調査（配布数 ６６７件､

有効回答数 ４３５件） 

■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数 １４人、 ６回開催） 

■ワークショップ（ ２回開催、延べ７

１人参加） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 １件、意見提出人数 １人） 

 ■審議会等（公募委員数 ２人／全委員

数 １４人、 １回開催） 審議会名

（ 草津市地域福祉推進市民委員会 ） 

 

草津市工業振興計画策定委

員会 

産業労政課 平成 20 年度 ■アンケー卜調査（配布数 537 件､有

効回答数 155 件） 

■審議会等（公募委員数  人／全委員

数 １１人、 ５回開催） 審議会等名

（草津市工業振興計画策定員会 ） 

■パブリック・コメント手続（意見提出

件数 0 件、意見提出人数 0 人） 

■審議会等（公募委員数  0 人／全

委員数 11 人、 3 回開催）  

■審議会等（公募委員数  0 人／全委

員数  11 人、 3 回開催）  

 

草津市開発行為の手続き及

び基準に関する条例の制定 

開発調整課 平成２３年度 ■審議会等（公募委員数１人／全委員数

７人、４回開催） 

■その他 平成２３年１２月中にパブ

リック・コメント手続を実施する予定。 

   

 


