
Ｈ27予算 担当課 委員数

78,725 千円 企画調整課 ８人

事業見直し内
容の妥当性

工程の妥当性

委員会として
の意見

委員会意見に
対する対応

事業見直し内容および工程については、やや不適切な部分があり、見直しを検討すべきである。
これまでは行政主導で行ってきたが、市民協働による事業推進への思い切った転換のために抜本的に事業を見直し、具体
的な計画策定や支援体制の構築をしていただきたい。
各活動については、ＰＲ方法や事業連携に工夫が必要ではないか。各事業の対象を明確にした上で、対象者ごとにＰＲ方法
を変えたり、それぞれの事業につながりを持たせた展開を図るべきである。
市民にとって当たり前になっている「意識していない草津の良さ」をファンクラブやサポーター等に棚卸しして整理したものや、
住みよさランキング西日本1位の要因分析をしたものを発信することで、市民にあらためて草津の良さを認識してもらうことも
一つのシティセールスではないか。
シティセールスファンクラブ・サポーターについて、登録者が非常に少ない状況であることから、まず周知のためのＰＲをする
ことと、目的や活動内容など方向性を明確にする必要がある。統合や親しみやすい名称への変更についても検討いただきた
い。

事業の内容や工程の見直しについては、市民や各種団体等と積極的に連携し、事業のあり方や手法、また、展開の仕方に
ついて、これまでの広く様々な方面に向けた事業展開から、事業のひとつひとつをじっくり掘り下げながら展開していく内容へ
方向転換していくよう努める。特にファンクラブ・サポーター事業については、登録者が少ない現状の分析から始め、ゼロから
事業の見直しを行う。
既存事業の廃止も含めた精査を行い、より具体的に、「何を」「どのように」「対象を誰として」事業展開するのか、また、各事
業をどのように繋げながら展開していくのかを明確に示しながら、草津市シティセールス戦略基本プランにおける後期取り組
み期間に向けた計画を策定していく。
今後の事業展開にあたっては「草津市は住みよいまち」を中心にシティセールスを推進していくことを検討する。

事務事業点検中間レビューアドバイスシート
事業名称

シティセールス推進費

　　　A．適切　　０人　　　　　　　B．概ね適切　　４人　　　　　　　C．やや不適切　　３人　　　　　　　D．不適切　　１人

　　　A．適切　　０人　　　　　　　B．概ね適切　　４人　　　　　　　C．やや不適切　　４人　　　　　　　D．不適切　　０人

今後の事業見
直し内容につ
いての助言

【事業全般について】
・これまでの活動は行政主導型の印象が強い。市民協働への思い切った転換が必要である。
・市民や市民活動団体との協働による事業推進について、具体的にどう進めていくかを明らかにしてほしい。（事業計画、支援体制）
・各世代ごとでまちづくり参画についてできることが異なると思うので、そこをうまく捉えてほしい。
・宿場まつりなどの既存のイベントや、商工会議所、青年会議所などの団体をもっと活用すべきである。
・市民にとって、当たり前になってしまい、普段意識していない草津の良さを棚卸しして、あらためて発信してはどうか。
（交通の便が良い、災害が少ない、医療機関が充実している　等）
・住みよさランキング西日本1位の評価内容を分析し、その良さの要因を発信してはどうか。
・特徴のないことも一つの良さではないか。まずは市民にその良さに気付いてもらうことを第一歩として、市外の人へのアピールはそ
の後についてくるというのでも良いのではないか。
・草津市以外の人も事業の対象となっているが、市外の人を対象にした事業があまりされていないように感じる。人口増加地域であ
るという強みを活かして、新たなターゲットに草津を好きになってもらえるような企画も必要ではないか。
・フェイスブックやホームページを頻繁に更新して、どんどん新たな情報を発信してほしい。

【活動内容について】
・魅力発信塾やブースターズ、ファンクラブ・サポーター制度等、色々な活動をされているというのはわかったが、それぞれの企画を
リンクさせてまとまりがほしい。
・ＰＲの方法に工夫が必要ではないか。ファンクラブやサポーター、魅力発信塾等の参加者が限定された範囲で人材が集まっている
印象を受ける。
・全体的にＰＲの方法を見直すべき。様々なジャンルの市民が参加できるように、各事業が想定する対象者ごとにＰＲ方法を変える
ほうが良いのではないか。（学生、子育て世代、シニア世代、市外からの来訪者　等）
・各事業について、対象者や方向性を明確にすべき。
・ブースターズに任期を設定し、一定の活動条件を満たせば更新するという形で、ブースターズメンバーの意識を高めるプランを作っ
てほしい。
・たび丸のキャラクター設定をしっかりしてほしい。草津のことなら何でも応えることができるなど、本来の「ＰＲ」として活用できる設定
を希望する。
・たび丸の啓発活動について、事前にたび丸が出動する行事・イベント等を調査し、計画的に活用していくのが良いのではないか。
・ふるさと寄附について、ふるさと寄附を実施したことによる各事業者の売上の伸びや感じる効果などのアンケートを実施して事業の
効果測定をすべきである。
・ふるさと寄附について、歳入歳出以外の経済効果を把握・分析することでもっと良くなると思う。
・写真や動画のコンテストを実施してはどうか。（写真に関しては、写すんですくさつやくさつ景観百選との連携も検討）

【ファンクラブ・サポーターについて】
・それぞれの登録者数が少ない。まずは知ってもらうためのＰＲが必要ではないか。
・方向性をしっかり考え直すべき。どういう目的に向かってどういう活動をしてもらうのか。
・ファンクラブ・サポーターを一本化してはどうか。
・草津の良さの棚卸しをファンクラブ・サポーターにしてもらう。
・「シティセールスファンクラブ」の名称は変更すべき。「くさつファンクラブ」など。
・ファンクラブ・サポーターの人員増を成果指標とすべき。



Ｈ27予算 担当課 委員数

170,021千円 まちづくり協働課 ９人

事業見直し内
容の妥当性

工程の妥当性

委員会として
の意見

委員会意見に
対する対応

事業見直しの方向性は概ね適切だが、工程についてはやや不適切な部分がある。
現市民センターにおける指定管理者制度の導入や諸証明発行業務の廃止について、住民への丁寧な説明と十分なサポート
体制の構築が必要である。
各地域の状況に応じて、一斉導入時期の見直しや地域ごとの段階的な導入についても検討する必要がある。
また、協働の推進のために、地域支援担当として若手職員を配置し、行政運営に反映する仕組みも検討してほしい。
マイナンバー制度の導入による諸証明発行業務の廃止とコンビニ交付の開始については、密接な関係があることから、詳細
な説明ができるように準備が必要である。

※以下について、資料提供をお願いします。
・指定管理者制度への移行によるコストの削減額
・市民センターにおける諸証明発行にかかる現状のコストとコンビニ交付に移行した場合のコストの比較
　（市民センターで諸証明発行を継続するにはどれだけのコストが必要なのか）
・平成28年10月以降に証明発行可能となる市内のコンビニの数（学区別）
・現在、市民センターで発行している諸証明の種類とコンビニ交付で可能となる諸証明の種類

・事業見直しの工程については、市の関係部署と連絡を取り合いながら適切に進めていく。
・現市民センターにおける指定管理者制度導入については、平成27年9月から各学区において順次説明会を開催していると
ころである。なお、その中で諸証明の発行がコンビニへ変更となることの説明についても合わせて説明しているところであり、
今後も丁寧に説明をしていきたい。
・住民自治の確立の機運を高めるため、一斉導入を目指してこれまでから各まちづくり協議会との協議を進めてきているとこ
ろであり、現在のところ、一斉導入時期の見直し等は予定していない。
・地域支援担当として若手職員を配置することについては、現在のところ、予定していないが、地域を支援する新たな仕組み
については検討していく。
・マイナンバー制度とコンビニ交付の説明については、関係部署と連絡を取りながら準備していく。
・「指定管理者制度への移行によるコスト削減額」および「諸証明のコンビニ交付にかかるコスト比較」については、現在、市
の内部での調整段階であるため、公表できないが、その他の資料については、別紙のとおり。

事務事業点検中間レビューアドバイスシート
事業名称

市民センター管理運営費

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　６人　　　　　C．やや不適切　　２人　　　　　D．不適切　　０人　（未評価１人）

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　３人　　　　　C．やや不適切　　５人　　　　　D．不適切　　０人　（未評価１人）

今後の事業見
直し内容につ
いての助言

【指定管理者制度の導入について】
・指定管理者制度導入後、地域担当制などで職員の配置を検討してほしい。
・移行期においては、窓口の夜間・休日対応等のサポート体制を検討してほしい。
・管理を地域の住民中心とすることは良いことだと思う。ただ、不慣れなことが多いと思われるので、市のサポートが必要。
・指定管理者制度の導入により、業務や人員もスリム化されて、コスト削減につながることを期待する。
・各まちづくり協議会において、人員体制やまちづくり活動に対する温度差など様々な状況の違いはあると思われるので、地域ごと
で指定管理者制度への移行時期をずらしてもよいと思うが、一斉に移行する必要性が高いというのであれば、移行後の各地域の状
況に応じた市のサポート体制をあらかじめ整えておくべきである。
・指定管理者制度の導入は13学区同時期とすべきであり、それが可能でなければ導入時期を見直すことも視野に入れる必要があ
ると思われる。

【諸証明発行業務の廃止とコンビニ交付について】
・諸証明の発行業務を廃止してコンビニ交付をすることによるコストの変化を示してほしい。
（それだったらやむを得ないと市民が納得するように）
・マイナンバーカードは個人情報の固まりでありであり、高齢者が頻繁に取り扱うことはリスクが伴うことから、そのリスクを軽減する
ために諸証明発行業務は市民センターに残すべきではないか。継続するにはどのくらいのコストがかかるのか。
・市民センターにおける証明発行機能の廃止について、高齢者がコンビニ交付に対応できるのか不安を感じた。
・諸証明発行の移行期間をもっと長い期間実施すべきと感じた。スムーズな以降のため余裕を持ったスケジュールで進めてほしい。
・コンビニ交付の導入については、色々と問題が起きることが予想されるので、マニュアル整備など十分な準備を行ってほしい。
・諸証明発行にかかるコストやコンビニ交付の関連で、回答いただけなかった質問があったのが残念。きちんとデータを把握してこ
の場に臨んでほしかった。
・担当部署が違っても、関連する内容については、関係課との情報交換、打ち合わせをした上で臨んでほしかった。

【その他】
・まちづくり協議会は市民協働という大テーマにおける重要な組織であることから、有効に機能するよう実効性のあるプランニングが
必要であり、そのために、市の協議会へのサポート体制を構築してほしい。
・各まちづくり協議会との連携・情報交換が地域の状況に応じて、しっかりと確実にできる体制を整える必要があると思う。
・市と市民との協働を進める所管であるまちづくり協働課が、積極的に市民や市民活動団体との関わりを持ってほしい。
・行政と市民が連携してこその地域・まちだと思うので、行政の思いだけではなく、地域のニーズに合った市民センターのあり方を模
索していくべきだと思った。
・市民センターの稼働率について、主催講座が入っていないにしても低いと思うので、コストがかかっている以上は、有効に利用して
ほしい。
・大きな変革の時期であり、職員は大変だと思うが、草津市をよりよくするためのチャンスと捉えて取り組んでほしい。



Ｈ27予算 担当課 委員数

37,427千円 環境課 ９人

事業見直し内
容の妥当性

工程の妥当性

委員会として
の意見

委員会意見に
対する対応

事業見直し内容および工程については、やや不適切な部分があり、見直しを検討すべきである。
廃止ありきで検討が進んでいるように感じられるが、市民への定着度やシンボル性も考慮して存続のための検討を行ってい
ただきたい。
検討に当たっては、安全性や発電量、コストなどを総合的に判断する必要がある。特にコストシミュレーションにあたっては、
現在の故障箇所の修繕費とその後の維持管理費や発電量、また、総取替えなどによりフル稼働したときのコストや発電量、
そして現在のように停止した状態でのコストをそれぞれしっかりと算定した上で、今後の計画を立てていただきたい。また、市
民へのアンケートや聞き取り調査による意向確認も必要である。
修繕や再稼動にあたっては、ふるさと寄附やクラウドファンディングの手法を活用して市民や企業から資金を募ったり、また、
運営を民間企業主体に移行することを前提としたアイデアコンペ等の実施も検討してほしい。
シティセールス事業や水生植物公園みずの森など、市の他の事業との連携強化や立地特性を生かした活用も検討すべきで
ある。また、再生可能エネルギー推進戦略を策定し、草津市における再生可能エネルギー推進の象徴として、環境学習や啓
発に活用してほしい。

　くさつ夢風車の今後の対応については、指摘いただいたとおり、今後、必要となる維持管理経費を正確に把握した上で、安
全性や予想発電量なども考慮し、総合的に判断する必要があることから、法制化に向けて準備が進められている定期検査
について、引き続き国の動向を注視していきたいと考えている。
　事業概要シートに記載の当初予定では、国から今年度中に定期検査の法制化についての詳細が示され、今後の対応につ
いて検討を行う予定をしていたが、現段階では、未だそれが示されておらず、今後の工程については変更を行う必要があると
考えている。
　また、今後の対応について検討を行うにあたり、定期検査費を含めた、今後、必要となる維持管理費用の検証に加え、寄附
金の活用や企業との連携など、様々な可能性を考慮した上で、今後の判断を行う必要があるとともに、現在のように停止して
いる状況においても、引き続き、再生可能エネルギー推進のシンボルとして視察の受け入れや環境学習などに活かしていき
たいと考えている。

事務事業点検中間レビューアドバイスシート
事業名称

風力発電施設維持管理費

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　２人　　　　　C．やや不適切　　５人　　　　　D．不適切　　２人

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　３人　　　　　C．やや不適切　　４人　　　　　D．不適切　　１人　（未評価１人）

今後の事業見
直し内容につ
いての助言

【維持・修繕・撤去にかかるコストからの検証について】
・継続か撤去かの判断のためには、現在の故障箇所の修理費用だけでなく、ブレードや機器等の総取替えは可能か、また、その費
用（維持管理も含めた）はどのくらいかというコストシミュレーションが必要。（現施設の製造業者だけでなく、国内のメーカーも含めた
検討）
・撤去費用が2億円、現在の故障箇所の修繕が1千万円であれば経年劣化による今後の修繕費用を見込んでも残す方向で考える
べきではないか。
・稼動させるのに必要な修繕費とその後のコストや発電量、また、（総取替えなどにより）フル稼働したときのコストや発電量、そして
現在のように停止した状態でのコストをそれぞれしっかりと算定した上で、今後の計画を立ててほしい。

【環境や観光のシンボルとしての位置づけについて】
・国における定期点検の義務化の内容にもよるが、この風車に対する草津市民の愛着は強いように思われる。市のシンボルとして、
可能な限り残す方向で検討すべきではないか。
・市民アンケートや聞き取り調査などにより、市民の意向を確認した上で、仮にコスト増であったとしても、市の特徴の一つとして残す
ことも考えられる。
・草津市のシンボルとしての観光面等での経済効果がどれだけあるかも踏まえて検討を進めてほしい。
・集客施設に近接している施設だからこその強みを活かしてほしい。修繕して稼動させるのなら、市民や来場者を巻き込んだ「工事
イベント」として、夢風車がまた動くまでを一つの事業として進めてほしい。
・山の上など、周辺に人が少ないところではなく、琵琶湖岸の比較的行きやすい平地にあるという立地特性を活かして、企業の協力
や寄附を募るべき。環境学習の場としてももっと活用できるのではないか。

【今後の方向性について】
・安全性、発電量、コストなどを考慮した上で、修繕して再稼動し、草津市のシンボルとして存続してほしい。
・民間企業主体での再稼動を前提として、アイデアコンペ等を実施してほしい。
・市としての再生可能エネルギー推進戦略を策定してほしい。
・環境課だけの問題ではなく、草津市全体の課題として、いろいろな課からアイデアを出し合ったり協力したりする流れを作ってはど
うか。
・シティセールス推進の観点から、企画調整課など他の課と連携・協議をしながら検討すべき。
・修繕にあたって、市民や企業から協賛金や寄附を募ってはどうか。
・存続させるのであれば、みずの森と連携した事業（グッズ販売や見学会など）を実施してほしい。



Ｈ27予算 担当課 委員数

9,549千円 長寿いきがい課 ９人

事業見直し内
容の妥当性

工程の妥当性

委員会として
の意見

委員会意見に
対する対応

事業見直しの方向性および工程については、概ね適切である。
地域の高齢者を地域で支えるという地域サロン事業は非常に重要かつ有意義な取り組みであることから、市内の閉じこもり
がちな高齢者の数とその改善状況など成果がわかる指標を把握して明らかにしてほしい。
高齢化社会の進展や地域社会の状況変化、介護保険制度の見直し等により、当該事業も新たな展開をすべき時期にさしか
かっていると考えられる。そのためには、担い手の育成やまちづくり協議会・町内会活動等とのさらなる連携、地域支援事業
への対応等について、計画的に進めていく必要がある。
特に、担い手やボランティアの育成については、制度の根幹に関わるものであるため啓発や人材育成を計画的に行ってほし
い。
また、地域支援事業を担える地域サロンのための標準メニューの提示や研修会の開催も検討いただきたい。

成果指標については見直しを図り、従来の地域サロン数に加え、地域サロンに参加されている高齢者の実人数を指標として
把握する方向で検討していく。
高齢者が増えていくことが確実に見込まれる中、草津あんしんいきいきプランに沿って、地域包括ケアシステムを推進してい
く。
ボランティアの育成については、現在積極的にボランティア育成をされている草津市社会福祉協議会を中心に、引き続き福
祉活動推進員の育成に対する補助など多様なボランティア活動が可能となるよう支援をしていく予定。また、社会福祉協議会
主催の「地域サロン交流会」に対して平成27年度から補助を実施している。
地域サロンは地域主体で実施していくものであるため、介護予防に効果のあるメニューを積極的に取り入れていただける地
域サロンについては、市の出前講座や地域サロン立ち上げ講座等の機会を利用し、広く介護予防メニューの提案をしていく
予定。

事務事業点検中間レビューアドバイスシート
事業名称

地域サロン推進費

　　　A．適切　　０人　　　　　　　B．概ね適切　　８人　　　　　　　C．やや不適切　　１人　　　　　　　D．不適切　　０人

　　　A．適切　　０人　　　　　　　B．概ね適切　　８人　　　　　　　C．やや不適切　　１人　　　　　　　D．不適切　　０人

今後の事業見
直し内容につ
いての助言

【地域サロンの活動等について】
・地域サロンの活動成果がわかる指標を設定してほしい。（閉じこもりがちな高齢者の減少など）
・難しいとは思うが、閉じこもりがちな高齢者の数などこの事業の元々の対象者数と、地域サロンを実施したことによる改善の状況は
把握すべき。
・地域サロンの運営実態について、元々の制度の趣旨に沿っていないものも相当数あるのではないか。活動内容の把握と併せて、
参加者の状況（閉じこもりがちな高齢者の数、独居の高齢者の数など）もある程度把握することで実態に合わせた支援ができるので
はないか。
・資料のアンケート結果概要にもあったが、乳幼児連れの親子の参加など、自由な形でのサロンは、人々が気軽に集う場という意味
からも良いのではないかと思う。閉じこもりがちな方がいろんな世代の人と話をすることだけでもサロンの意味はあると思う。
・地域サロンの数にだけ目を向けず、中身の充実を図ってほしい。

【地域サロンの担い手について】
・ボランティアの方が大変だという印象を受けた。今後益々需要が高まることが予想される中で、事業の担い手、ボランティアなどの
人材育成のための計画を立てる必要がある。
・地域サロンを担っているスタッフの負担を考えると補助金の増額も検討してほしい。
・高齢の方で、他の様々な活動とかけもちでサロンのボランティアをされている方を知っているが、大変苦労をされている。実態に
合った支援を検討してほしい。
・地域サロンの担い手育成について、各学区のまちづくり協議会へ働きかけるなど連携してはどうか。
・地域で高齢者を守る、支えるという視点で、まちづくり協議会の他、町内会活動や市民活動団体等との連携強化についても支援体
制を検討してほしい。
・自分は関係がないと思っている人たちに対して、将来誰しもがお世話になるかもしれないという啓発を行うことで、担い手やボラン
ティアが生まれる可能性もあるのではないか。

【地域支援事業の担い手としての地域サロンについて】
・地域サロンで地域支援事業を行う場合の標準メニューを市で作成してはどうか。
・地域支援サービスを実施してもよいと思っているサロンのスタッフ等に対して研修を行ってほしい。
・地域支援事業の担い手としての役割を果たせるような活動については、地域包括支援センターとも連携してはどうか。
・地域サロンが楽しい集いの場所でありながら、介護予防メニューを取り入れた活動を行い、それが結果的に、要支援や要介護の認
定を受ける人数の抑制となり、次の世代の負担を減らすことにつながってほしい。



Ｈ27予算 担当課 委員数

87,732千円 まちなか再生課 ９人

事業見直し内
容の妥当性

工程の妥当性

委員会として
の意見

委員会意見に
対する対応

事業見直し内容および工程については、やや不適切な部分があり、見直しを検討すべきである。
中心市街地活性化事業やその主体的な役割を担うまちづくり会社については、まだその取り組みが始まったばかりの段階で
あるが、その事業内容や取組状況について、常に新しい情報を提供するとともに、市民や地域の団体の自発的な動きを取り
込みながら事業を進める体制をつくってほしい。
大きなプロジェクトであり、整備費だけでなく維持管理においても多くの税金が投入されることになる。市民にとってより住みよ
い街にするために、様々な主体と情報共有を行いながら事業を進めていただきたい。
まちづくり会社については、大きな収益を上げることが会社の目的ではないことは理解するが、補助金に頼らない自主的な経
営に向けたプランが見えない状況であり、具体的な将来計画を示す必要がある。

中心市街地活性化事業は、商工会議所や商業者、草津まちづくり株式会社、行政機関などで構成される草津市中心市街地
活性化協議会が中心となって取り組んでおり、各主体が協働して、官民が連携して取り組むことに意義があり、行政だけでは
実施できないことについて、民間の知恵や発想を取り入れながら、新しい取り組みを進めていくことが求められている。
今年度からは新たに、立命館大学や京都橘大学と連携した取り組みを進めているが、大学だけではなく商店街や幼稚園な
ど、新たなパートナーとの関わりや、新たな事業展開などによって、草津のまちなかのファンやまちづくりのサポーターを増や
していく取り組みを進め、まちづくりの視野を広げていきたいと考えている。
また、中心市街地活性化事業やまちづくり会社の事業内容や取組内容について、現在はホームページやまちなかにスポット
を当てた情報誌である「まち歩き新聞」の発行など、広く市民の皆様へ啓発をしているところだが、今後は、日ごろから積極的
に、より様々な手段で情報発信を行っていきたいと考えている。
まちづくり会社については、新たなまちづくりの担い手として、民間のノウハウを活かした活性化事業に取り組むことが期待さ
れている。一方で、収益性と公益性を同時に求められることから、全国的に見ても、会社としての経営基盤が脆弱である場合
が多いのが実態である。会社の収益については、株主へは配当せず、行政が実現できない、きめ細やかなまちづくりを展開
し、まちに還元していくことで公的な役割を補完しているところであり、現在は、マルシェの開催や町家の改修などにより、新た
な賑わいを創出するための事業を行っている。
今後は、会社としての経営安定化を図っていくために、指定管理事業の受託などにより、最低限の収入源を確保していくこと
も必要であると考えている。

事務事業点検中間レビューアドバイスシート
事業名称

中心市街地活性化推進費

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　４人　　　　　C．やや不適切　　４人　　　　　D．不適切　　１人

　A．適切　　０人　　　　　B．概ね適切　　４人　　　　　C．やや不適切　　３人　　　　　D．不適切　　１人　（未評価１人）

今後の事業見
直し内容につ
いての助言

【まちづくり会社について】
・中心市街地活性化計画の実現に向けて、まちづくり会社が果たす役割は理解できるが、その役割と設立経緯からそう簡単に採算
が取れる会社にできるとは思えない。
・補助金に頼らない自主的経営をいかに実現していくのか（指定管理者の選定にも競争がある）、仮に実現が困難であれば、期限を
定めて会社の方向性について再検討することも必要になる。（状況次第ではどこかで見切りをつけることも想定しておくべきではない
か）
・会社の採算性については疑問を感じる。将来見込まれる収益は、指定管理料収入（本業とは無関係）、サブリース料（大きな収益
力なし）等となっている。市からの運営補助金なしでは存続不可能ではないか。
・当該プロジェクトを実施してはいけないという結論ではなく、将来的にも市からの運営補助金が必要なのであればそれを明らかに
すべき。
・経営状況や補助金の状況については今後も注視する必要がある。

【中心市街地活性化の取り組みについて】
・取り組んでいる事業内容やまちづくり会社についての情報はホームページや新聞などを使って常に出していくようにする必要があ
る。
・大きな整備は作られてからが本番なので、草津川跡地整備については維持管理の具体的なプランまで公開してほしい。川の跡地
という広大なスペースをガーデンスペースとするならば、かなりの維持管理費が予想される。
・新たな施設整備だけに頼るのではなく、既存のものを生かす取り組みも必要だと思う。新たなものと既存の資源を組み合わせた活
性化を考えてほしい。
・中心市街地活性化協議会の独断専行とならないような仕組みにしていく必要があると思われる。
・中心市街地活性化協議会とまちづくり会社の位置付けや役割などすみ分けがわかりにくい。
・市民の声が反映される仕組みをつくってほしい。
・大きな事業がたくさん動いており大変だと思うが、市とそれぞれに関わる市民や団体との情報共有を行いながら、同じ目標に向
かって事業を進めていただきたい。
・市民にとって住みよい街にするための中心市街地活性化だと思っていたが、スポーツイベントの誘致なども含まれていて、本当に
住みよい街にするための計画なのかと疑問を持った。
・市民の自発的なパワーで街が活性化するのが本当は良いことだと思うが、そうなっている印象を受けなかった。
・実現に向けた努力は評価するが、本当にこういうやり方しかないのかという思いを持った。

【魅力店舗について】
・まちづくり会社が誘致した店舗のみが魅力ある店舗とされるのは、しっかりとした分析によって決められていたとしても市民にはわ
かりにくい。
・既存の店舗や新たに開店した店舗にも魅力的な店舗は多いので、考慮してもいいのではないか。
・誰もが知っている有名店舗を誘致することも良いのではないか。
・今後のテナントミックス事業の店舗誘致の参考としてニワタス店舗の収支状況も知りたい。


