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概要
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概要

施策名 担当課

概要

具体的施策②

市民センター（公民館）のコミュニ
ティ施設への転換

まちづくり協働課

多様化する市民ニーズに対応し、地域主体のまちづくりを進めるため、市民セン
ター（公民館）について指定管理者制度を導入します。導入にあたっては、地域
まちづくりセンターとして位置づけ、まちづくり協議会で管理運営できるよう進め
ていきます。

市ホームページやＳＮＳを活用し、各主体の活動情報や支援情報など、積極的
に情報提供を行います。

まちづくり協働課・地域保健課・保
険年金課・各課

まちづくり協働課・健康福祉政策
課・長寿いきがい課

まちづくり協議会、基礎的コミュニティおよび市民公益活動団体が安定した活動
ができるよう財政的な支援を行います。また、中間支援組織が安定した運営を
図れるよう支援を行います。

具体的施策⑥

草津市協働のまちづくり推進計画　市の具体的施策および評価方法について

推進項目

市民活動拠点の充実

推進項目

具体的施策③

情報サイトの充実

財政的援助

技術的援助

まちづくり協議会や基礎的コミュニティの安定した運営のため、技術的な支援を
行います。また、市とまちづくり協議会との連携や情報共有が図れるよう仕組み
づくりに努めます。なお、市民公益活動団体等の資金調達のため、クラウドファ
ンディング活用サポート事業を、まちづくりの新たな担い手のきっかけ作りのた
め、地域ポイント制度を、また、各まちづくり協議会と市が協働して健康づくりに
取り組む仕組みづくりを進めるため、各まちづくり協議会の健幸宣言実現に向け
た取組の推進を新規事業として追加します。

推進項目

具体的施策⑤

都市再生課、草津未来研究所

草津市中心市街地活性化基本計画に基づき、コミュニティ活動の拠点となる（仮
称）市民総合交流センターの整備を計画的に推進します。なお、整備手法の見
直しにより、年次計画を変更しています。
また、産学公民が連携し、草津の未来のまちづくりについて、気軽に立ち寄り話
し合う場となる、アーバンデザインセンターびわこ・くさつを設立・運営します。

具体的施策④

情報誌の充実 まちづくり協働課

情報紙の作成や広報くさつ等を活用し、各主体の活動情報や支援情報など、積
極的に情報発信を行います。また、町内会やＮＰＯ向けに各種支援情報を掲載
した資料集を発行し、市民自らが行うまちづくり活動を応援します。

まちづくり協働課

　１．市民が活動しやすい環境整備

　２．まちづくり情報の提供

　３．まちづくり活動支援・資金助成

具体的施策①

資料５
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施策名 担当課

概要

施策名 担当課

概要

施策名 担当課

概要

評価方法について

　　・計画以上に実施できた　　　　→　　　４点
　　・計画通りに実施できた　　　 　→　　　３点
　　・概ね計画通り実施できた　　　→　　　２点
　　・計画より遅れている　　　　　　→　　　１点

　　※２   推進項目
    　　   （進捗度）

　　・事業達成度の平均点数が　３点以上　　　　　　　→　　Ａ
　　・事業達成度の平均点数が　２．５点～２．９点　　→　　Ｂ
　　・事業達成度の平均点数が　２．０点～２．４点　　→　　Ｃ
　　・事業達成度の平均点数が　１．５点～１．９点　　→　　Ｄ
　　・事業達成度の平均点数が　１．０点～１．４点　　→　　Ｅ
　　※小数点第２位は四捨五入

　※市以外の各主体における「期待される取組」は、主な取組実績について、まとめるものとし、評価の対
象としない。

推進項目

具体的施策⑧

市民公益活動・地域活動の推進 まちづくり協働課・健康福祉政策課

協働事業の促進、市民公益活動およびまちづくり協議会活動の健全な運営にあ
たり、中間支援組織の活用を図ります。

まちづくり協働課・各課

推進項目

具体的施策⑦

　・予算額　　　　　　　・決算額　　　　　　　・取組予定
　・取組実績　　　　　 ・達成度（※１）　　　・進捗度（※２）

まちづくり協働課・職員課

協働について正しく理解することで、各担当業務に生かしていけるよう、職員を
対象とした研修会を開催します。なお、ＮＰＯ派遣研修については、多様な主体
との協働による研修がより効果的であるため、事業名を変更しています。

協働で取り組むことができる可能性のある施策や事業について検証し、協働に
よる事業実施を推進します。市民まちづくり提案事業については、制度見直しに
時間を要したため、実施年度を変更しています。

推進項目

具体的施策⑨

協働事業の実施

職員研修の実施

　　※１  事業
 　　     （達成度）

　４．協働事業の推進

　６．人材育成事業の展開

　５．中間支援組織の活用
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草津市協働のまちづくり推進計画〔平成２９年度　市の具体的施策〕　

計画 取組予定 取組実績

1 市民活動拠点の充実 1 (仮称)市民総合交流センター整備事業 都再
 継続 915,310 千円 911,150 千円
事業用地の取得
整備を行う民間事業者の募集・選定

事業用地を取得した。
整備を行う民間事業者を募集し、選定を行った。

3 Ａ

2
市民センター（公民館）の
コミュニティ施設への転換

2 市民センター（公民館）の指定管理 まち 新規 259,699 千円 261,902 千円

まちづくり協議会による地域まちづくりセンターの管理運営の支
援
・地域まちづくりセンター指定管理料（235,531千円）
・地域まちづくりセンター市直接経費（  24,168千円）

市内13地域まちづくりセンターにおいて、まちづくり協議会によ
る指定管理者制度を導入したことに伴う各種支援を行うととも
に、平成30年度から指定管理者制度を導入予定のまちづくり協
議会との調整を行った。

3 Ａ

3 市ホームページ等を活用した情報提供　　 まち 継続 0 千円 0 千円 HP,Facebookを活用した積極的な情報提供
各種事業を積極的にHPやFacebook、広報くさつに掲載するこ
とで、より効果的に周知を図ることができた。

3

4 市民活動レポート事業 まち 継続 0 千円 0 千円 市民活動団体を取材し、活動情報を提供
平成２９年度は、４団体のレポートを作成することができた。作
成したレポートについては、活動内容や団体の目指す姿などに
ついて記載することで、情報提供を積極的に行った。

3

5 市民活動団体情報紙の発行 まち 継続 300 千円 300 千円
・いいことないかな？でんごんばんの発行（300千円）
　市民活動団体の活動情報を集約した情報紙を
　市民活動団体との協働で発行

いいことないかな？でんごんばんの発行（300千円）
当初の予定通り、奇数月に発行し、H２９年度においては、６回
発行を行った。

3

6 町内会向けまちづくり資料集の発行 まち 継続 100 千円 98 千円
・町内会を対象とした市等の補助制度等をまとめた「まちづくり
資料集」を発行（100千円）

町内会を対象とした市等の補助金制度をまとめたまちづくり資
料集を発行し、各町内会長へ配布した。

3

7 ＮＰＯ向けまちづくり資料集の発行 まち 継続 0 千円 0 千円
市民活動団体を対象とした市等の補助制度等をまとめた
市民活動資料集を発行

助成制度や備品の貸出制度等、市民活動に役立つ情報をまと
めた市民活動資料集を発行し、各種団体に配布した。

3

8 協働事業事例集の発行 まち 継続 0 千円 0 千円
市民まちづくり提案制度において採択された
協働事業の事例集を発行

市民まちづくり提案制度を休止しているため、改定は行わなかった。 3

9 まちづくり協議会への交付金事業 まち
継続

見直し
105,399 千円 99,852 千円

・まちづくり協議会運営交付金（38,565千円）
・地域一括交付金（52,834千円）
・がんばる地域応援交付金（14,000千円）
　認定した各まちづくり協議会に対し、財政的援助を実施

各地域における総合的な住民自治組織である「まちづくり協議
会」の活動を支援することで、協働のまちづくりの推進を図っ
た。
・まちづくり協議会運営交付金（37,499千円）
・地域一括交付金（51,967千円）
・がんばる地域応援交付金（10,386千円）

3

10 基礎的コミュニティへの補助金事業 まち 継続 13,840 千円 11,900 千円

・コミュニティハウス整備事業費補助金（2,630千円）
・掲示板設置事業補助金（100千円）
・コミュニティ振興交付金（1,507千円）
・コミュニティ活動初期備品整備事業補助金（180千円）
・自治会活動保険加入補助金（3,323千円）
・コミュニティ助成事業（6,100千円）
　町内会を対象とした各種補助事業を実施

各町内会が行う、地域社会の形成や住民福祉の向上を図るた
めの、各種事業に対して補助や助成を行い、コミュニティの進
行を図った。
・コミュニティハウス整備事業費補助金（2,610千円）
・掲示板設置事業補助金（60千円）
・コミュニティ振興交付金（1,507千円）
・コミュニティ活動初期備品整備事業補助金（180千円）
・自治会活動保険加入補助金（3,143千円）
・コミュニティ助成事業（4,400千円）

3

11 市民活動保険助成制度 まち 継続 200 千円 89 千円
市民活動保険加入補助金（200千円）
市民活動団体を対象とした保険料の補助を行う

平成27年3月に制定した要綱に基づき、市民活動団体に保険
料の補助を行った。（89千円）

2

12 中間支援組織への補助金事業
まち
健福
長寿

継続 119,312 千円 118,805 千円

・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（60,290千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,500千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市コミュニティ事業
団
　に対し、運営費補助を実施

・草津市社会福祉協議会への人件費補助（41,144千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（3,281千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市社会福祉協議会
　に対し、運営費補助を実施

・地域サロンの運営および人件費にかかる補助（10,097千円）

（まち）
・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（52,655千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,411千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市コミュニティ事業
団に対し、　運営費補助を実施
（健福）
・草津市社会福祉協議会への人件費補助（38,698千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（3,064千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市社会福祉協議会
に対し、運営費補助を実施
（長寿）
・地域サロンの運営および人件費にかかる補助（9,977千円）

3

13 まちづくり協議会との協働推進体制の整備
まち
各課

継続
見直し

13,383 千円 13,750 千円
・協働推進員や地域支援員による行政との連携支援
・会計・税務・労務の日常業務の支援に係る中間支援委託費
（13,383千円）

・協働推進員や地域支援員の活用・連携により、各まちづくり協
議会への支援を行った。
・各まちづくり協議会による地域まちづくりセンターの指定管理
運営が円滑に進むよう、中間支援業務を委託した。（13,750千
円）

3

14 基礎的コミュニティ設立支援・加入啓発事業 まち 継続 0 千円 0 千円
地域の要請に応じた設立支援および啓発チラシによる未加入
者への啓発を実施

地域の要請に応じた設立支援および啓発チラシによる未加入
者への啓発を実施

3

進捗度
（Ａ～Ｅ)

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

3

5

まちづくり活動支援・
資金助成

2 まちづくり情報の提供

3

4

達成度
（１～４)予算額 決算額

6 技術的援助

情報サイトの充実

情報誌の充実

財政的援助

1
市民が活動しやすい
環境整備

※担当課表記　都再…都市再生課、まち…まちづくり協働課、健福…健康福祉政策課、長寿…長寿いきがい課、職員…職員課

№ 推進項目 № 具体的施策 № 事業名 担当課
平成２９年度

 ３



15 市民まちづくり提案事業 まち 休止 465 千円 30 千円
・地域デビュー講座（60千円）
新たな地域活動の担い手の掘り起こしを目的とした講座を実施

地域デビュー講座として、市民公益活動団体３団体に活動内容
等の紹介をしていただくとともに、市民が団体へ質問する機会
を提供した。（30千円）

3

16 協働事業の実施 各課 継続 962 千円 1,262 千円
各課にて実施する協働事業（962千円）
各課にて実施

平成２９年度は６事業が実施され、それぞれにおいて成果を得
ることができた。（1,262千円）

3

17 協働契約ハンドブックの作成 まち 継続 0 千円 0 千円 協働事業の契約を支援する協働事業ハンドブックを作成
平成２８年度は新たな制度の導入がなかったため、改正を行わ
なかった。

3

18 活動団体のネットワーク促進の連携
まち
健福

継続 0 千円 0 千円
パワフル交流・市民の日、ボランティアフェスティバル、
および福祉を考える市民の集い等の開催

パワフル交流・市民の日および福祉を考える市民の集い、ボラ
ンティアフェスティバル等の開催

3

19 情報発信の連携
まち
健福

継続 0 千円 0 千円 コミュニティくさつおよび社協くさつ等の全戸配布 コミュニティくさつおよび社協くさつ等の全戸配布 3

20 技術的支援における連携
まち
健福

継続 0 千円 0 千円
協働コーディネーター機能の積極的な活用や、地域福祉団体
や
ボランティア団体等への助言や支援の実施

協働コーディネーター機能の積極的な活用や、地域福祉団体
やボランティア団体等への助言や支援の実施

3

21 人材育成事業の活用
まち
健福

継続 0 千円 0 千円
様々な講座を一本化した人と街の未来をつくるカレッジ、福祉
活動推進員育成講座の実施

様々な講座を一本化した人と街の未来をつくるカレッジ、福祉
活動推進員育成講座の実施

3

22 活動支援や資金の助成における連携
まち
健福

継続 0 千円 0 千円

ひとまちキラリ助成事業との連携、社協会費や共同募金等を活
用
した、地域福祉活動団体やボランティア団体等が行う活動への
助成

ひとまちキラリ助成事業との連携、社協会費や共同募金等を活
用した、地域福祉活動団体やボランティア団体等が行う活動へ
の助成

3

23 職員対象協働研修
まち
職員

継続 223 千円 0 千円
・協働職員研修会（223千円）
　協働に対する職員の意識啓発として研修を実施

受講対象として、若手職員を中心に、計3回協働職員研修を実
施。合計で約１００名の職員が受講し、協働に対する理解を深
めた。

3

24 ＮＰＯ派遣研修 まち 休止 0 千円 0 千円
他の協働研修手法の調査研究を行い、新たな協働研修の手法
を検討

他の協働研修手法の調査研究を行い、新たな協働研修の手法
の検討

2

・計画以上に実施できた　　　→　　　４点

・計画どおり実施できた 　　　 →　　　３点

・概ね計画どおり実施できた   →　　　２点

・計画より遅れている　　 　　 　→　　　１点

Ａ

Ａ

Ｂ

予算額合計 1,429,193千円

決算額合計 1,419,138千円

6 人材育成事業の展開 9 職員研修の実施

市民公益活動・
　地域活動の推進

4 協働事業の推進 7 協働事業の実施

5 中間支援組織の活用 8

 ４



草津市協働のまちづくり推進計画〔平成２９年度　中間支援組織に期待される取組み〕

取組予定 取組実績

1
市民公益活動団体等の
交流促進

1 団体間の交流促進事業の展開

・パワフル交流・市民の日の実施
・まちづくり協議会交流会の支援
・福祉を考える市民のつどいの実施
・地域サロン交流会の実施
・ボランティアフェスティバルの実施　　　　　　など

1,993 千円 1,676 千円

・パワフル交流・市民の日（840千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・福祉を考える市民のつどい（175千円）
・地域サロン交流会（43千円）
・ボランティアフェスティバル（935千円）

事業団
・パワフル交流・市民の日（608千円）
12/16開催  参加者約600人
　参加団体59団体　　（パネル・ブース出展／ステージ発表／模擬店）

社協
・福祉を考える市民のつどい（118千円）
　参加者：６００人
・地域サロン交流会（73千円）
 参加者：７３サロン、１５２人
・ボランティアフェスティバル（877千円）
　参加者：９００人
　運営ボランティア：８１人　　　（計1068千円）

2 情報サイトの充実

・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」の運営
・まちづくり協議会ホームページのサポート
・まちの情報局の設置
・ICT活用法の研究
・まちづくりデジタル年表の作成
・市社協ホームページの運営　　　　　　　　　など

1,404 千円 1,057 千円

・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」の運営(0千円）
・まちづくり協議会ホームページのサポート（847千円）
・まちの情報局の設置（0千円）
・ICT活用法の研究（233千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・市社協ホームページ（324千円）

事業団
・くさつ情報ネット（0千円）
20,770アクセス
・まちづくり協議会ホームページのサポート(424千円）
31,037アクセス　※事業団がサポートする11学区分
・まちの情報局（0千円）
・まちづくりへのＩＣＴ活用調査（233千円）
12月16日「パワフル交流・市民の日」に併せICT見本市の開催　　（計657千円）

社協
 ・市社協ホームページ（400千円）
・アクセス数　44,246件

3 情報誌の充実
・「コミュニティくさつ」の発行
・「社協くさつ」の発行
・ボランティア情報紙「よみ～な」の発行　　　など

6,480 千円 6,112 千円

・「コミュニティくさつ」の発行（3,974千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・社協くさつ（2,400千円）　　　　　　　　　　　　　　　年４回発行
・ボランティア情報紙「よみ～な」（62千円）　　　　　年2回発行
【新規】ボランティア活動事例集「心のこもった宝箱～ボラン
ティアのすすめ～」の発行（44千円）

事業団
・コミュニティくさつ3,986千円）
発行部数　59,700（平成27年度より全戸配布）
6/15号まちの安全習慣、元気にいってらっしゃい」
9/15号「元気に暮らす、このまちで暮らす」
11/1号「まち“らしさ”を探せ」
3/15号マ「イマドキのマンション事情」

社協
・社協くさつ（1,962千円）　　　年４回発行（計232,990部）
　6月15日号　58,160部
　9月15日号　58,160部
　11月1日号　58,200部
　3月15日号　58,470部
・ボランティア情報紙「よみ～な」（50千円）　年２回発行
・ボランティア活動事例集「心のこもった宝箱～ボランティアのすすめ～」の発行（114千円）
（計2126千円）

2 まちづくり情報の収集・発信

期待される取組 事業例

平成２９年度

予算額
（千円）

決算額
（千円）

№ 推進項目 №

 ５



3 相談・コンサルティングの実施 4 技術的援助の充実

・協働コーディネーターの配置
・地域サロン活動支援員の配置
・プロボノ制度の実施
・地域福祉活動推進支援強化事業　　　　　など

23,639 千円 23,288 千円

・協働コーディネーターの配置（1,047千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・地域サロン活動支援員（2,068千円）
・地域福祉活動推進支援強化事業（617千円）
・【新規】生活支援体制整備事業（19,907千円）

事業団
・協働コーディネーター（1,047千円）
＜主な実績＞
ICTサロンコーディネート
NPO法人格取得、助成金に係る相談対応
まちづくり協議会向けガイドの作成
市民まちづくり提案制度報告会コーディネート
まちづくり協議会職員向け研修講師
老上学区まちづくり協議会役員向け研修講師
地域デビュー講座ファシリテーター

社協
・地域サロン活動支援員（2,068千円）
・地域福祉活動推進支援強化事業（266千円）
　草津市地域福祉活動計画策定委員会の実施：年３回
　学区支援回数：４３５回
・【新規】生活支援体制整備事業（19,907千円）
　生活支援コーディネーターの配置：１４学区
　医療福祉を考える会議実施学区：１１学区
　（本会議：延べ２３回　打ち合わせ等回数：延べ１４７回）
　研修への参加：８回、延べ１９人　　（計22241千円）

5 人材育成講座の実施

・人と街の未来をつくるカレッジの実施
・実務講座の実施
・ボランティア講座の実施
・福祉活動推進員育成講座の実施
・地域福祉活動推進支援強化事業　　　　　など

1,123 千円 845 千円

・人と街の未来をつくるカレッジの実施（598千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・ボランティア養成講座（50千円）
・福祉活動推進員育成講座（265千円）
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業
・【新規】男性の活躍の場づくり事業（210千円）

事業団
・人と街の未来をつくるカレッジ（329千円）
　 7月 19日　　 まちづくり協議会向け研修（情報管理編）　（参加者）19名
　 8月   4日　 　子どもは知っている！草津の現代史　（参加者）23名
　10月  6日　　 世界が広がるまわしよみ新聞（参加者）15名
　11月18日　   コミュニティ・ビジネス講座～笑顔とご飯を運ぶ配食サービス～（参加者）8名
　12月  7日　　 新聞記者が教える記事の書き方&レイアウト講座　（参加者）34名
 　 1月25日　　 いたいのいたいのとんでいけこどものクスリ上手な付き合い方（参加者）12名

社協
・ボランティア養成講座（71千円）
　第１回（10/16）講座の参加者：１６名
　第２回（11/10）講座の参加者：２１名
・福祉活動推進員育成講座（265千円）
　１日目（9/15）参加者：６３人
　２日目（10/17）参加者：３３人
　３日目(10/28)参加者１３５人（ボランティアフェスティバルで実施）
　４日目（11/25）参加者：６５人
　５日目（12/26）参加者：３５人
　６日目（Ｈ３０/1/30）参加者：２１人
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業
・【新規】男性の活躍の場づくり事業（180千円）
第１回 平成３０年１月２１日（日）
『うどん作りと、ボランティアって何？講座』  １２人
第２回 平成３０年３月１７日（土）
『ボランティア講座～集まろうぜ！語ろうぜ！輝こうぜ！』　 ２１人　　（計516千円）

6 組織マネジメント講座の実施
・（再掲）人と街の未来をつくるカレッジの実施
・コミュニティビジネス講座の実施　　　　　　など

598 千円 329 千円 ・（再掲）人と街の未来をつくるカレッジの実施（598千円）
事業団
・人と街の未来をつくるカレッジ（329千円）

7 備品貸与や活動機会の提供

・まちづくり機器貸出事業
・地域サロン備品貸出事業
・福祉車両貸出事業
・地域支え合い運送支援事業
・「レンタルねっと☆くさつ」の運営　　　　　など

5,219 千円 4,698 千円

・まちづくり機器貸出事業（1,630千円）
・「レンタルねっと☆くさつ」の運営(0千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・地域サロン備品貸出事業（179千円）
・福祉車両貸出事業（1,199千円）
・地域支え合い運送支援事業（2,174千円）
・支え合い運送応援事業（10千円）
・【新規】草津フードバンクセンター設置事業（27千円）

事業団
・まちづくり機器貸出事業（1,546千円）
貸出214件
・レンタルねっと☆くさつ（0千円）
3,959アクセス

社協
・地域サロン備品貸出事業（116千円）
・福祉車両貸出事業（873千円）
・地域支え合い運送支援事業（2,137千円）
　利用登録者数　　　志津南学区：　22人　　山田学区：19人
　延送迎人数　　　 　志津南学区：179人　　山田学区：106人
　送迎ボランティア人数　　　志津南学区：　11人　　山田学区：　 8人
・支え合い運送応援事業
　講座の開催：参加者14人
・【新規】草津フードバンクセンター設置事業（26千円）
第１回夏（6/15～8/1）、第２回秋（8/14～10/19）、第３回冬（10/27～12/25）実施
３回合計　　米1,289kg　　　米以外645品　　　寄附団体、個人　57件　　（計3152千円）

5 まちづくり活動支援・資金助成

4 人材育成事業の展開

 ６



8 助成金制度や活動支援情報の充実

・市民活動助成金制度の実施（ひとまちキラリ助成）
・市民活動ハンドブックの作成
・コミュニティＡＷＡＲＤの実施
・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行
・まちづくり協議会情報ネットワークの構築
・まちづくり協議会向けハンドブックの作成
・協働事業報告会の実施
・各種福祉団体への事業助成
・地域福祉活動への助成
・地域サロン活動の支援
・ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行　な
ど

29,911 千円 29,401 千円

・ひとまちキラリ助成・表彰（1,844千円）
・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行（212千円）
・地域まちづくりセンター支援業務（13,383千円）
・まちづくり協議会向けハンドブックの作成（100千円）
・協働事業報告会の実施（50千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・各種福祉団体への事業助成（1,458千円）
・地域福祉活動への助成（4,900千円）
・地域サロン活動の支援（7,776千円）
・ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行（188千
円）

事業団
・市民活動助成金制度（ひとまちキラリ助成）、コミュニティＡＷＡＲＤの実施（イキイキ活動賞）
（1,806千円）
●ひとまちキラリ助成
【提案団体】　7団体、【継続助成団体】　4団体（2年目）、【新規助成団体】　2団体（1年目）
●ひとまちキラリイキイキ活動賞
【提案団体】　10団体、【表彰団体】　 3団体
・市民活動情報誌「つながりのめ」（185千円）
発行部数500部　掲載団体数　265団体
・まちづくり協議会向けガイド（100千円）　平成29年度追加分作成
・地域まちづくりセンター支援業務（12,892千円）
4月19日　  グループウェア研修（利用者向け）（参加）14学区　23名
6月2１日　  会計ソフト研修（参加）14学区　34名
6月28日　   社会保険算定基礎届・労働保険年度更新事務手続き等相談会（参加）7学区　10
名
7月27日　   会計ソフト個別相談会（参加）13学区　25名
11月27日　 年末調整セミナー（参加）14学区　24名
1月17日　   決算セミナー（参加）14学区　34名
・協働事業報告会（50 千円）
　参加者12名　　　（計15033千円）

社協
・各種福祉団体への事業助成（338千円）
・地域福祉活動への助成（5,557千円）
・地域サロン活動の支援（7,776千円）
・ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行（4千円）
・【新規】地域のふれあいの場づくり助成事業（300千円）
　申請学区…6学区　採択学区…3学区（志津・老上・志津南）
・ふれあい基金活動助成（393千円）
・民間助成申請支援（9団体）　（計14368千円）

6
中間支援組織同士の
連携・協力

9 事業連携の実施

・中間支援組織連携事業の実施
・ボランティア、市民活動コーディネート力の強化
・市民ふれあい秋まつりの実施
・（再掲）「レンタルねっと☆くさつ」の運営　　など

733 千円 475 千円

・中間支援組織連携事業の実施（155千円）
・(再掲）「レンタルねっと☆くさつ」の運営(0千円）

（社福）草津市社会福祉協議会
・とく・得バスツアー（578千円）

事業団
・中間支援組織連携事業（117千円）
　とく得バスツアー　実施回数6回　　　　参加者202名

社協
・とく・得バスツアー（358千円）
　参加サロン：１７サロン　２０３人

71,100　千円

67,881　千円

5 まちづくり活動支援・資金助成

予算額合計

決算額合計

 ７



草津市協働のまちづくり推進計画〔平成３０年度　市の具体的施策〕　  

計画 取組予定

1 (仮称)市民総合交流センター整備事業 都再
 継続 280 千円
整備を行う民間事業者との事業契約締結
民間事業者による設計・工事の推進

2 アーバンデザインセンターびわこ・くさつ設立・運営 未来 継続 16,052 千円
産学公民が連携し、草津の未来のまちのづくりについて、気軽に立ち寄
り話し合う場となるアーバンデザインセンターびわこ・くさつの運営

2
市民センター（公民館）の
コミュニティ施設への転換

3 地域まちづくりセンターの指定管理 まち 継続 288,403 千円
まちづくり協議会による地域まちづくりセンターの管理運営の支援
・地域まちづくりセンター指定管理料（253,150千円）
・地域まちづくりセンター市直接経費（  35,253千円）

4 市ホームページ等を活用した情報提供　　 まち 継続 0 千円 HP,Facebookを活用した積極的な情報提供

5 市民活動レポート事業 まち 継続 0 千円 市民活動団体を取材し、活動情報を提供

6 市民活動団体情報紙の発行 まち 継続 300 千円
・いいことないかな？でんごんばんの発行（400千円）
　市民活動団体の活動情報を集約した情報紙を
　市民活動団体との協働で発行

7 町内会向けまちづくり資料集の発行 まち 継続 100 千円
・町内会を対象とした市等の補助制度等をまとめた「まちづくり資料集」
を発行（100千円）

8 市民活動資料集の発行 まち 継続 0 千円
市民活動団体を対象とした市等の補助制度等をまとめた市民活動資料
集を発行

9 協働事業事例集の発行 まち 継続 0 千円 新提案制度による協働事業を実施した段階で改訂予定

10 まちづくり協議会への交付金事業 まち
継続

見直し
104,539 千円

・まちづくり協議会運営交付金（36,078千円）
・地域一括交付金（54,461千円）
・がんばる地域応援交付金（14,000千円）
　認定した各まちづくり協議会に対し、財政的援助を実施

11 基礎的コミュニティへの補助金事業 まち 継続 13,415 千円

・コミュニティハウス整備事業費補助金（3,954千円）
・掲示板設置事業補助金（100千円）
・コミュニティ振興交付金（1,518千円）
・コミュニティ活動初期備品整備事業補助金（180千円）
・自治会活動保険加入補助金（3,363千円）
・コミュニティ助成事業（4,300千円）
　町内会を対象とした各種補助事業を実施

12 市民活動保険助成制度 まち 継続 200 千円
市民活動保険加入補助金（200千円）
市民活動団体を対象とした保険料の補助を行う

13 中間支援組織への補助金事業
まち
健福
長寿

継続 177,617 千円

（まち）
・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（60,919千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,200千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市コミュニティ事業団に対
し、運営費補助を実施

（健福）
・草津市社会福祉協議会への人件費補助（44,562千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（3,513千円）
　本市の指定した中間支援組織である草津市社会福祉協議会
　に対し、運営費補助を実施

（長寿）
・地域サロンの運営および人件費にかかる補助（10,230千円）

1
市民が活動しやすい
環境整備

市民活動拠点の充実1

№ 推進項目 № 具体的施策 № 事業名 担当課

平成３０年度

予算額

※担当課表記　都再…都市再生課、未来…未来研究所、まち…まちづくり協働課、健福…健康福祉政策課、長寿…長寿いきがい課、地保…地域保健課、職員…職員課

情報サイトの充実

情報誌の充実

5 財政的援助

3

4

まちづくり活動支援・
資金助成

2 まちづくり情報の提供

3
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14 まちづくり協議会との協働推進体制の整備
まち
各課

継続
見直し

14,142 千円
・協働推進員や地域支援員による行政との連携支援
・会計・税務・労務の日常業務の支援に係る中間支援委託費（14,142千
円）

15 基礎的コミュニティ設立支援・加入啓発事業 まち 継続 0 千円
地域の要請に応じた設立支援および啓発チラシによる未加入者への啓
発を実施

16 クラウドファンディング活用サポート事業 まち 継続 0 千円 市民公益活動団体の資金調達の支援

17 地域ポイント制度 まち 新規 503 千円 地域の新たな担い手確保のため、モデル的に事業実施（7学区）

18 各まちづくり協議会の健幸宣言実現に向けた取組の推進

地保
健福
まち

継続  -  千円
がんばる地域交付金やモデル事業を活用した各まちづくり協議会の取
組の支援

19 市民まちづくり提案事業 まち 休止 465 千円
地域デビュー講座（30千円）
　新たな地域活動の担い手の掘り起こしを目的とした講座を実施

20 協働事業の実施 各課 継続 1,362 千円
各課にて実施する協働事業（1,362千円）
各課にて実施

21 協働契約ハンドブックの作成 まち 継続 0 千円 協働事業の契約を支援する協働事業ハンドブックを作成

22 活動団体のネットワーク促進の連携
まち
健福

継続 0 千円
パワフル交流・市民の日、ボランティアフェスティバル、
および福祉を考える市民の集い等の開催

23 情報発信の連携
まち
健福

継続 0 千円 コミュニティくさつおよび社協くさつ等の全戸配布

24 技術的支援における連携
まち
健福

継続 0 千円
協働コーディネーター機能の積極的な活用や、地域福祉団体やボラン
ティア団体等への助言や支援の実施

25 人材育成事業の活用
まち
健福

継続 0 千円
様々な講座を一本化した人と街の未来をつくるカレッジ、福祉教養大学
（福祉活動推進員育成講座）の実施

26 活動支援や資金の助成における連携
まち
健福

継続 0 千円
ひとまちキラリ助成事業との連携、社協会費や共同募金等を活用した
地域福祉活動団体やボランティア団体等が行う活動への助成

27 職員対象協働研修
まち
職員

継続 190 千円
協働職員研修会（190千円）
　協働に対する職員の意識啓発として研修を実施

28 多様な主体との協働研修 まち 新規 0 千円
これまでのＮＰＯに限定した協働事業を拡大し、多様な主体との協働研
修を実施

6 技術的援助

まちづくり活動支援・
資金助成

3

7 協働事業の実施

5 中間支援組織の活用 8
市民公益活動・
　地域活動の推進

4 協働事業の推進

予算額合計 617,568　千円

6 人材育成事業の展開 9 職員研修の実施
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草津市協働のまちづくり推進計画〔平成３０年度　中間支援組織に期待される取組み〕

取組予定

1
市民公益活動団体等の
交流促進

1 団体間の交流促進事業の展開

・パワフル交流・市民の日の実施
・まちづくり協議会交流会の支援
・福祉を考える市民のつどいの実施
・地域サロン交流会の実施
・ボランティアフェスティバルの実施　　　　　　など

1,812 千円

事業団
・パワフル交流・市民の日の実施(614千円）

社協
・福祉を考える市民のつどい（―）
・地域サロン交流会（130千円）
・ボランティアフェスティバル（1,068千円）〔計1198千円）

2 情報サイトの充実

・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」の運営
・まちづくり協議会ホームページのサポート
・まちの情報局の設置
・ICT活用法の研究
・まちづくりデジタル年表の作成
・市社協ホームページの運営　　　　　　　　　など

800 千円

事業団
・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」の運営（0千円）
・まちづくり協議会ホームページのサポート（476千円）
・まちの情報局の設置（0千円）

社協
 ・市社協ホームページ（324千円）

3 情報誌の充実
・「コミュニティくさつ」の発行
・「社協くさつ」の発行
・ボランティア情報紙「よみ～な」の発行　　　など

5,977 千円

事業団
・「コミュニティくさつ」の発行（3,820千円）

社協
・社協くさつ（2,157千円）

3 相談・コンサルティングの実施 4 技術的援助の充実

・協働コーディネーターの配置
・地域サロン活動支援員の配置
・プロボノ制度の実施
・地域福祉活動推進支援強化事業　　　　　など

24,552 千円

事業団
・協働コーディネーターの配置（1,477千円）
・市民活動等アンケート調査の実施（100千円）（計1577千円）

社協
・地域サロン活動支援員（2,118千円）
・地域福祉活動推進支援強化事業（395千円）
・生活支援体制整備事業（20,462千円）　（計22,975千円）

5 人材育成講座の実施

・人と街の未来をつくるカレッジの実施
・実務講座の実施
・ボランティア講座の実施
・福祉活動推進員育成講座の実施
・地域福祉活動推進支援強化事業　　　　　など

888 千円

事業団
・人と街の未来をつくるカレッジの実施（372千円）

社協
・ボランティア養成講座（50千円）
・草津市福祉教養大学（466千円）
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業　（計516千円）

6 組織マネジメント講座の実施
・（再掲）人と街の未来をつくるカレッジの実施
・コミュニティビジネス講座の実施　　　　　　など

0 千円
事業団
・（再掲）人と街の未来をつくるカレッジの実施

予算額

2 まちづくり情報の収集・発信

期待される取組 事業例

平成３０年度

№ 推進項目 №

4 人材育成事業の展開
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7 備品貸与や活動機会の提供

・まちづくり機器貸出事業
・地域サロン備品貸出事業
・福祉車両貸出事業
・地域支え合い運送支援事業
・「レンタルねっと☆くさつ」の運営　　　　　など

5,150 千円

事業団
・まちづくり機器貸出事業（1,410千円）
・「レンタルねっと☆くさつ」の運営

社協
・地域サロン備品貸出事業（179千円）
・福祉車両貸出事業（1,004千円）
・地域支え合い運送支援事業（2,422千円）
・草津フードバンクセンター設置事業（135千円）　（計3740千円）

8 助成金制度や活動支援情報の充実

・市民活動助成金制度の実施（ひとまちキラリ助成）
・市民活動ハンドブックの作成
・コミュニティＡＷＡＲＤの実施
・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行
・まちづくり協議会情報ネットワークの構築
・まちづくり協議会向けハンドブックの作成
・協働事業報告会の実施
・各種福祉団体への事業助成
・地域福祉活動への助成
・地域サロン活動の支援
・ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行　など

31,481 千円

事業団
・市民活動助成金制度（ひとまちキラリ助成）、コミュニティＡＷＡＲＤの実施
（イキイキ活動賞）　（2,046千円）
・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行（156千円）
・地域まちづくりセンター支援業務（14,165千円）
・まちづくり協議会向けハンドブックの作成（65千円）　（計16432千円）

社協
・各種福祉団体への事業助成（306千円）
・地域福祉活動への助成（6,553千円）
・地域サロン活動の支援（7,860千円）
・ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行（30千円）
・地域のふれあいの場づくり助成事業（300千円）　（計15049千円）

6
中間支援組織同士の
連携・協力

9 事業連携の実施

・中間支援組織連携事業の実施
・ボランティア、市民活動コーディネート力の強化
・市民ふれあい秋まつりの実施
・（再掲）「レンタルねっと☆くさつ」の運営　　など

518 千円

事業団
・中間支援組織連携事業の実施（0千円）

社協
・とく・得バスツアー（518千円）

71,178　千円

5 まちづくり活動支援・資金助成

予算額合計

 １１


