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草津川跡地整備事業、管理運営事業（区間２、５）に対する質問内容 

(1)指定管理者をどのように選定をしたのか。何が評価されたのか。指定管理期間は？ 

 （公募、非公募等の選定手順と何が評価されて現在の指定管理者を選定したのか） 

(2)指定管理者の自主事業と指定管理料に含まれている委託事業は何か？ 

(3)指定管理者としての収支は？ 

(4)指定管理の平成 29年度の評価結果を示してほしい。 

(5)全区間を使った活動やイベントにはどのようなものがあるのか？ 

(6)健幸都市づくりとの関係は何かあるか？ 

(7)来園者数はどのように算定したのか？（事業実施効果の欄の平成２９年度の来園者数の 

７０万人の根拠を教えてほしい。どの様に計測したのか、公園来場者の定義等） 

(8)利用者満足度調査の実施方法（対象者、人数、実施時期、質問内容等）について教えて 

ほしい。また、その結果を提示してほしい。 

(9)夏でもたいへんきれいに植栽が整えられているが、どうしているのか？ 

(10)今後の残りの区間の整備予定、概ねの事業費、財源の想定は？ 

（今後予定されている区間 2,5以外の総施設整備費及びその財源内訳） 

(11)区間 2,5について、それぞれの事業費（施設整備費及び維持管理費） 

(12)区間 2（メロン街道～浜街道）の活性化対策は何かあるか？ 

 （例えば、近隣にある、あおばな館とのコラボはできないのか） 

(13)市民の利用状況に応じた閉園時間の設定は可能か？ 

 （例えば、夏季は 7時、冬季は 5時等） 

(14)管理運営会議の構成員、会議の実施状況 コーディネーターの「配置」の具体的内容 

について教えてほしい。 

(15)来園者数の算定方法及び算定結果と当初予想（目標）との比較はどうなっているか？ 

(16)開業後、想定していなかった問題点等が生じたことがあるか？ 

(17)「災害時の避難場所」としての目的もあるとのことだが、実際現地で防災訓練等を 

行ったことがあるか？仮にあった場合、参加者の感想、その際認識された問題点の有無、 

内容について教えてほしい（災害時の避難場所としての機能とその訓練状況）。 

(18)かなり広大な公園であるが、不審者対策、その他青少年の非行への対処等防犯面での 

対策はどのようになっているか？ 

(19)災害時の避難場所（一次避難地）として活用できるように整備したとのことですが， 

具体的にはどのような状況を想定しておられますか？エリアが細長いため，避難して来 

られた方達の取りまとめなどが，難しいように思います．建物が少なく，拠点とするに 

は不足ではないでしょうか？ 
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(20)今年の宿場まつりのときに区間⑤に行きましたが，人の流れが悪かったように思いま 

す。多くの人が集まるイベントに適しているのかどうか疑問に思いました。イベント時 

の収容人数や人の流れを想定したステージ作りのモデルなどはあるのでしょうか？ 

(21)平成 29年の予算内訳詳細、管理料の増額の理由を教えてください。 

(22)事業実施効果欄に記載されている「新たなコミュニティ」の定義とは何でしょうか？ 

どの様な「コミュニティ」を目指しておられるのでしょうか？ 

(23)事業に対する市民や利用者の意見反応の、アンケートの実施方法、配布数、回答率、 

 またアンケートの原本の提出をお願いします。 

(24)事業の今度の課題と将来展望の欄に記載されている、草津川跡地公園運営会議の議事 

録の提出お願いします。また公園の価値を高めることが、何故利用者の増加を望めると 

お考えなのかお答えください。 

(25)市と指定管理者との連携は上手くできているか？ 

(26)防犯カメラの設置状況と今後の計画は？ 

(27)維持管理費を抑制する工夫をしているか？特に剪定など樹木の維持管理費の抑制方法 

について教えてください。 
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回答内容 

(1)  指定管理者は、公募により選定しました。 

  選定にあたっては、指定管理者選定評価委員会（総務課所管）での審査において、指定管

理者のこれまでの公園管理に係る経験を活かした維持管理により、草津川跡地公園の設置目

的を効果的かつ効率的に達成することができる団体であると、総合的に判断されたものです。 

  また、指定管理期間としまして、平成２９年度から平成３１年度までの３年間としており

ます。 

 

(2) 指定管理者においては、ガーデニング等の専門性を活かした講座の開催や、各種団体と連

携した集客性の高いにぎわいイベント等の開催を自主事業として実施しています。 

  指定管理料は、主に公園施設（建築物、植栽、照明等）等の管理・清掃に係る業務に必要

な経費を委託事業として計上しています。 

 

(3) 平成２９年度実績額は、収入９８，６３５千円、支出９７，４４２千円となっています。 

 

(4) 平成２９年度の指定管理の評価については、第三者委員会において評価をされ、その結果

について秋頃に公表する予定となっています。 

 

(5) くさつ健幸ウオーク実行委員会が実施する「くさつ健幸ウオーク」のウオーキングコース 

として区間２から区間５の利用を計画されています。 

 指定管理事業として、現在は管理している区間２および区間５でイベントを行っていますが、

今後、残りの区間を整備していく中で検討をしてまいりたいと考えております。 

 

(6) 草津市の健幸都市基本計画において、本公園を健康拠点として活用を進めていくとともに、

ガーデニングの取組を広げていく計画としております。 

  

(7) 草津川跡地公園は、日常の市民の憩いの場として、又、非常時には一時避難地として多く

の出入口から、常時不特定多数の方が出入りすることができるようにしていることから、全

ての利用者をカウントすることは困難です。このため、本公園の来園者数につきましては、

指定管理者が他の公園の運営管理での経験を活かし、来園者数を算出しております。算出方

法につきましては、指定管理者において、休園日以外は毎日、朝、昼、夕方において、利用

者を実測し、その実測値に当該公園に即した係数を乗じて、来園者数を算出しております。 
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(8) 利用者満足度調査は、「清潔さ」「安全さ」「応対の良さ」「便利さ」の５項目と、「全体的な

満足度」の項目を調査項目として、公園に来園された方を対象に実施しました。 

 調査人数          区間２：401人       区間５：462人 

 実施時期          区間２：H29.12.1～H30.1.7 区間５：H29.9.30～H30.1.7 

 調査結果（全体的な満足度） 区間２：4.5点（5点満点） 区間５：4.5点（5点満点） 

 

(9) 草津川跡地公園における植栽管理マニュアルを作成し、原則マニュアルに基づき管理して

おります。また、指定管理者と適宜、植栽管理にかかる工程等について協議調整を行ってお

ります。 

  また、市民活動団体や湖南農業高校により、ガーデニングを実施していただいております。 

 

(10) 草津川跡地の残る未整備区間は、国や県等の関係機関の協力と支援を得ながら、条件・環

境など課題等を整理し、順次整備を進めてまいりたいと考えております。 

また、事業費につきましては、面積の測定や不動産鑑定の取得、市と滋賀県の整備内容の

確定ができていない状況にありますことから、現時点では一概に申し上げにくい状況であり

ますが、平成２４年草津川跡地利用基本計画ベースでは、残り区間の整備については約８５

億円の事業費が必要と考えております。 

 

(11) 区間２ 事業費 1,510,894千円（用地費 197,856千円 工事費 1,313,038千円） 

 管理費    25,488千円  

   区間５ 事業費 3,695,893 千円（用地費 1,758,924 千円 工事費 1,936,969 千円）   

管理費    72,089千円 

  区間２・５ 設計費等 523,664千円 

 

(12) 周辺に農地の広がる区間 2では、「農と人の共生」を公園全体のテーマとしており、にぎ

わいの創出を図る目的で、民間商業施設の配置をしております。民間商業施設を含め、公園

内においては、人々が集い、交流できる催し等を実施し、にぎわいの創出を図っているとこ

ろでありますが、民間商業施設の Cブロックについては、現在民間事業者によって計画およ

び工事中であり、早急に完了されるよう調整を行っているところです。 

   今後、全エリアがオープンし、周辺地域も含めてにぎわいのある公園となるよう取り組ん

でいきたいと考えております。 

  なお、昨年度には、区間 2 全体を利用し、子供から大人までサイクリングを楽しんでいた

だくイベント「くさつサイクルフェスタ」が開催されるなど、活性化が図られてきているも

のと考えております。 
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(13)現在のところ草津川跡地公園（区間２・５）では、閉園時間は定めておりませんが、にぎ

わい活動棟（管理棟）の開館時間は午前９時から午後５時としているところであり、閉館時

間の変更につきましては、利用者の皆様の声や気運が高まってきた段階において検討してま

いりたいと考えております。 

 

(14) 草津川跡地公園管理運営会議の構成員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会議の実施状況 

   草津川跡地公園管理運営会議全体会  年１回 

   市民活動部会  １２回 

   緑の管理活動部会  １２回 

   事業者活動部会（区間５） １２回 

   事業者活動部会（区間２） １２回 

・コーディネーター配置および具体的内容について 

市民活動・緑の管理活動・事業者活動にそれぞれ１名のコーディネーターを配置し、各活

動が活発に行われるよう、調整・連携・統制を図りながらコーディネートをしております。 

 

 

 

 

分　野 所　属　等

地縁団体 草津学区ひと・まちいきいき協議会

地縁団体 大路区まちづくり協議会

地縁団体 山田学区まちづくり協議会

地縁団体 笠縫学区まちづくり協議会

市民活動団体 くさねっこ運営チーム

市民活動団体 草津市ガーデニングサークルグラッシー

商業事業者 日本観光開発株式会社

商業事業者 草津まちづくり株式会社

市内企業等 草津商工会議所

教育機関 立命館大学

教育機関 滋賀県立湖南農業高等学校

事務局 草津川跡地公園パートナーズ



6 

 

(15) 算定方法については(7)での方法で算定しております。 

   算定結果については、区間２が約１０万人、区間５が約６０万人の計約７０万人となりま

した。 

    また、来園者の当初目標について、区間５においては中心市街地活性化基本計画により、

年間３０万人の入込者数としておりましたが、平成２９年度においては、約６０万人の来園

者がありましたので目標は達成したものと考えております。 

    区間２においては、目標等はございませんが、平成２９年度に民間事業者が出店していた

だいておりますので、平成２９年度の実績以上の来園者となるよう努めてまいります。 

 

(16) 現在のところ、大きな問題点等については発生しておりません。 

  引き続き、指定管理者とともの市民の皆様に、快適に利用していただけるよう取り組んで

まいります。 

 

(17) 地震災害時に、近隣住民が広域避難地へ到達するまでの中継地点である「一次避難地」と

しており、de愛ひろば（草津川跡地公園区間５）において、平成２９年９月１０日にくさつ

シェイクアウトを、１１月１９日に総合防災訓練を実施されました。 

   くさつシェイクアウトでは、避難行動の訓練に加えて、煙中行動や消火作業などの体験型

イベントブース等を実施し、特に体験ブースが好評で、実際に体験することで、防災がより

身近なものになるとの意見を多くいただきました。 

総合防災訓練では、警察・消防等を中心に緊急車両の園路通行や、救助訓練、炊き出し訓

練等を実施されましたが、雑踏の警備や緊急車両の連携など、課題や改善点を見つけること

ができたとの意見があげられました。 

また、近隣の町内において自主的に公園において、防災講座を開催していただき、避難訓

練および防災設備の確認をしていただきました。 

今後も、防災担当部局と連携しながら、防災への取組を検討してまいりたいと考えており

ます。 

 

(18) 不審者対策や防犯面により、本公園において複数の監視カメラを設置しております。 

また、夜間に警備会社や警察において、適宜巡回をしていただいており、さらに自主的に、

地域住民の方においてパトロールも実施していただいております。 
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(19) 草津川跡地については、災害発生直後、市民自身が生命を守るため避難されることを

想定し、その後、広域避難地に到達するまでの間に、避難の中継拠点として活用を想定

した利用を考えております。東西方向への連続する空間であることから、市内の防災拠

点が草津川跡地によって結ばれ、迅速な避難活動や救助・救援活動の展開が可能となり

ます。 

また、防災トイレや防災パーゴラ等の設備や広大なオープンスペースを有しているこ 

とから、災害時の一次避難としての活用が可能となっております。 

 

(20) de愛ひろばで行うイベントについては、ステージをイベント広場に設け、マルシェ等

は芝生のエリアで行うような想定をしております。 

   宿場まつりのように、日常的な開催をしているものではなく、大勢多数の方が参加さ

れるイベント実施の際は、イベント主催者と事前の入念な打ち合わせや開催方法等を協

議、調整する等しながら事前準備を進め、対応していきたいと考えております。 

 

 

(21) 平成２９年度は実績額としていることに対し、平成３０年度は当初予算額（計画額）

としていることから増減が発生しております。 

   当初予算額で比較すると、平成３０年度の指定管理料は 106,203千円、平成２９年度

は 106,802千円であり、その差額の 599千円については、区間２の民間商業エリアのオ

ープンによる指定管理者の管理面積の減少によるものです。 

 

(22) de 愛ひろばで活動される市民や団体の方には、公園の供用開始前から公園の利活用

方法についてワークショップ等で検討していただき、供用開始時から活動いただいてお

りますが、供用開始後、実際に市民活動の場として利用していただくことで、参加され

る市民の方々が増えることや、新たな活動が広がっていることが、「新たなコミュニテ

ィの醸成」であると考えております。 

今後も、草津川跡地公園を利用することで、様々な活動、イベントを通した人と人の

出会いが生まれ、草津川跡地で活動するコミュニティが活性化し、さらなるにぎわい

を創出していくことを目指します。 
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 (23)【詳細やアンケートの結果は別紙のとおり】 

・調査名： 『草津川廃川敷地の土地活用に関する市民アンケート調査』 

・調査の目的：基本構想策定の参考にするため。 

・調査対象者： 平成 22年 5月 15日現在で、本市に居住している 20歳以上の市民 

・対象者の選定方法：「住民基本台帳」および「外国人登録原票」から、年齢、居住地域、

男女別人口按分による無作為抽出により選定した。 

・調査期間： 平成 22 年 5 月 29 日～平成 22 年 6 月 8 日 

・調査の方法： 調査は無記名とし、アンケート用紙の郵送により行った。 

・配布票数： 3,000 票 

・回収票数： 1,019 票（平成 22 年 6 月 11 日までの回収票） 

・回収率： 34.0% 

 

(24) 【草津川跡地公園管理運営会議議事録は別紙のとおり】 

   高質なガーデンや店舗、また市民活動の場といった草津川跡地公園でしか体験できな

いことを発展させることで、公園の価値が上がり、魅力を感じる公園となることで末永

く愛されることになり、リピーターも含めさらに来園者が増加するものと考えておりま

す。 

   

(25) 指定管理者との定例協議や、管理に関して課題共有を図ることで、指定管理者と連携

し課題解決に向けて効率的に取り組んでいます。 

 

(26) 現在、公園内に設置されている防犯カメラの数量は、区間２が１１基、区間５が１９

基となっています。 

今後の計画につきましては、公園の利用状況を踏まえ、必要に応じて増設を検討して

まいります。 

 

(27) 公園内に民間活動エリアを設け、指定管理者の管理エリアを縮小することで、維持管

理費用を抑制しています。 

    また、公園内に堆肥ピットを設け、植栽の維持管理の中で発生した剪定枝等を堆肥化

し、再利用することで維持管理費を抑制しており、今後も抑制方法について検討してい

きたいと考えております。 

 


