
キラリエ草津を活用した市民参加の手法について 

 

市民総合交流センター（別添パンフレット参照） 
 

① 概要 

市民総合交流センター（キラリエ草津）は既存の公共施設などを集約し、新たに子育て

機能や市民交流のための機能などを備えた施設です。市民と行政が互いに協働すること

で社会的、公益的なまちづくり活動を推進します。そして、各入居者が相互に連携するこ

とにより多様な市民活動の展開を支援していきます。 
 

② 市民総合交流センターフロア構成 
 

６階 特大会議室等 

５階 
まちづくりセンター機能、男女共同参画センター 

コミュニティ事業団、会議室等 

４階 会議室、社会福祉協議会等 

３階 人権センター、少年センター、会議室、商工会議所 

２階 子育て広場、会議室 

１階 会議室、店舗（カフェ）、くさつプロムナード等 

 

協働ひろば（別添パンフレット参照） 

キラリエ草津 5階の交流スペース。 

市民公益活動および協働を推進することにより、多様な市民活動の 

展開を支援し、それらの活動の連携および市民交流を促進します。 

 

① 連携主体 

    草津市コミュニティ事業団、協働コーディネーター、 

キラリエサポーター、市 

 

② 取組例 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

・市民公益活動団体の主催の事業        ・プレラウンドテーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域行事の展示会場 

・市民公益活動団体の交流会 等も開催する予定をしています。 

資料４ 

 キラリエ草津５階フロアマップ 



お互いさまプロジェクト（別紙①） 

第２次草津市協働のまちづくり推進計画に重点施策として位置づけている事業。地域課題

の解決を図るための“対話”による「意見交換の場」、「気づき、学びの場」となるラウンドテーブ

ルを設けることで、各主体の関わりを生み出しながら、フラットな立場での意見交換を行い、課

題解決の対応策や協働事業の実現を目指します。 

 

＜第１回くさつラウンドテーブル＞ 

キラリエサポーターを中心にワールドカフェ形式で、“キラリエ草津で自分たちができること”

について、自由に話し合っていただきました。 

 

① テーマ 

１． 協働ひろばスペース 

２． 情報発信したい・情報を知りたい 

３． 交流の場をつくる 

４． コラボ・連携したい 

５． 学びの場づくり 

６． ボランティアで活動を広げる 

７． エントランス・プロムナード・イベント  

８． キラリエサポーターの役割  
 
 

② 主な意見 

・困り事などを話せる場 

・つながりを見える化し共有化していく 

・現在活動していない人でも気軽に参加できるような場 

・活動内容を知ることによって、活動に関わる人につながる 

・活動を発表する場、つながる場、交流する場は自分たちで企画する必要がある 

・自分たちでできることは自分たちで企画する必要がある。そのためには「協議会」を作っ

て自分たちが実現したいことを企画していく必要がある。 

 
 

③ 当日の様子 



Step①

Step②

Step③
Step④

協 働 事 業 の 展 開 センターを活用した「協働」のしくみづくり お互いさまプロジェクト

概要：地域課題の解決を図るため“対話”に
よる「意見交換の場」、「気づき、学びの場」
となるラウンドテーブルを設けることで、各主
体の関わりを生み出しながら、課題解決の
対応策や協働事業の実現を目指す。

目的：市民総合交流センターでの交流を促進するしくみ、地域課題の解決を
図るための「意見交換の場」、「気づき、学びの場」となるしくみ、さらには
「ラウンドテーブル」等で、新しい協働事業を創出するためのしくみづくり
を行うことで今後の市民活動をさらに活性化させる。

【課題の共有】
テーマに合った悩みや
活動をする個人、団体が
意見交換を通して広く情
報を共有する。

【事業創出】
①で取り上げた話題
についてさらに関係機
関を招集し、課題解
決に向け深く議論する。

【マッチング】
事業化または新たな取組が展
開される際には関係機関のみで
取組に向けさらに議論を進める。

【事業展開】
マッチングした主体が連
携協力し事業を展開する。
（※当事業はStep③まで）

★事業創出

協働事業または

新たな取組

①課題の共有が
できていない

②課題の共有
コミュニティ形成

③情報発信など

課題解決型

価値創造型
キラリエサポーターとしてできること

●キラリエサポーターのあり方
→公益活動団体として私たちができること

令和３年度

今年度は試験的にキラリエサポーターを中心に、サポーターとして望ま
しい事業展開について、自身で話し合っていただく場とする。

●ワールドカフェ形式（約10テーブル“学び”“交流”“運営”等のテーマ）
→様々な団体と交流でき、自らの活動や他団体の活動について考える。

①地域にある
課題の可視化

②似た悩みを持った人
や解決できるアイデア
を持った人とつながる

③課題の解決や
新たな取組の展開

①他団体の活動や想いを知る

②新しい価値観の発見や自身の
団体の気づかなかった価値に
気づく

③新たな取組の展開

（別紙①）







コピーを取る、ラミネートする、拡
大コピーでポスターや横断幕を
作ることなどができます。

市民活動のあらゆるご相談の窓
口としてご活用ください。

活動に必要な荷物を預かります。
事前にキラリエサポーター登録と
使用申込が必要です。

ちょっとしたミーティングにこの場
所を使いたい。ここでイベントした
い。みなさまのアイディアがあれば
スタッフにご相談ください。

活動に必要な情報が得られます。
チラシやリーフレットを置くことも
できます。

印刷料金表
白黒コピー １枚１０円
カラーコピー A４判３０円 Ａ３判６０円
拡大印刷 カラー Ａ１判 １５００円

A2判 ９００円
白黒 Ａ0幅 ６00円/ｍ

Ａ１幅 ３00円/ｍ

＊拡大印刷はキラリエサポーター割引あり

市民活動団体のみなさんのための場所 ＰＬＡＣＥ
協働ひろば

相談

印刷

ミーティング
スペース

情報
ラック

倉庫

市民活動のサポートを行っています

1. まちづくり情報の収集・発信 「まちサポ」 「コミュニティくさつ」
2. 人材育成講座 「ひととまちの未来をつくるカレッジ」
3. 活動のための資金助成 「ひとまちキラリまちづくり活動助成」
4. 活動のコーディネート 「くさつ市民活動情報つながりのめ」
5. 交流の場・機材の提供 「協働ひろば」「まちづくり機器 貸出」
6. 市民活動相談

草津市協働のまちづくり条例で、まちづくり
を推進する中間支援組織として草津市社
会福祉協議会とともに指定されています。
協働ひろばの日々を管理運営しています。

（公財）草津市コミュニティ事業団

協働のまちづくり・市民活動を支援する頼もしい味方

利⽤のお問い合わせ （公財）草津市コミュニティ事業団 TEL 077-562-9240 
パンフレット作成発⾏ 草津市まちづくり協働課 NPO法⼈しがNPOセンター

ちらしが置けるね

情報ラック

ミーティング
スペース

ミーティングスペース 使い方のルール
• 使用前にスタッフにお声かけください。
（1時間以内の利用を想定しています）

• 事前予約はできません。
• 市民公益活動団体のみなさんの場所な
ので自習、営業はお断りしています。

• 飲食は可能です。みなさんの場所なので
清潔に保ちましょう。ゴミは各自で持ち帰
りましょう。

相談
コーナー

まちづくり
図書

印刷・作業ス
ペース

倉庫
（キラリエサ
ポーター限定）

ここから始まる
出会いとSTORY

ここは私たちのひろばです

協働ひろばはこんなところ
ＰＬＡＣＥ（場所）
人が行き交う
ちょっとした打ち合わせを
ＡＣＴＩＯＮ（行動）
作業をしたり、情報を得たり
オープンイベントにトライ
FUNCTION（機能）
出会いや協働をコーディネート

協働ひろばの利用のしかた
協働ひろばは市民活動団体みな
さんの場所です。使用されたい方
はスタッフに声をかけてください
◆月曜～金曜 9:00～17:00
この時間はスタッフが対応します。
利用は無料です。 草津市立市民総合交流センター（キラリエ草津） ５Ｆ

Welcome to our

協働ひろば

協働ひろばの
利用受付は
ここ！



あつ
まる

ひろばを
きっかけに

次のステップへ

活動スキルを
アップしたい

いろんな⽅法で
情報発信したい

ネットワークや
連携をつくりたい

新しい活動に
チャレンジしたい

「協働ひろば」のいろんなアイデア
活動交流会ができそう
ワークショップのやり方を学びたい
カフェを開いて、ホッとしましょう
ミーティングスペースでスマホの研修会
を開きたい

調理室が目の前なんですよね
Wi-Fiを使ってできる活動が広がりそう

★「くさつラウンドテーブル」始めます
Step① 思いを出し合いまちの課題を見つけます

Step② 課題の解決策をさがします

Step③ 解決のために動く主体がつながります

＊2021年度は、はじめての実施なのでStep①を中心に

Step②へつなげられるといいですね。

★いつやるの、どうやって参加するの
協働ひろばの掲示板でお知らせします。

キラリエサポーター団体には案内のメールが届きます。

一般参加も歓迎します。

★「交流会」も計画中です

いろんな⼈と
出会いたいミーティング

したい

学びたい

情報がほしい

活動の合間に
ホッとしたい

つな
がる

ひろ
がる

協働ひろばは、みんなの「こうしたい、あったらいいな」を
みんなで進め「笑顔をつくる」ところです

「お互いさまプロジェクト」
市民総合交流センターでは行政や中間支援組織が中心と

なり、地域課題の解決を図るための“対話”による「意見交

換の場」、「気づき、学びの場」となるラウンドテーブル（円

卓会議）などを設けることで、各主体の関わりを生み出しな

がら、フラットな立場での意見交換を行い、課題解決の対

応策や協働事業の実現を目指します。

（草津市協働のまちづくり推進計画より）

相談にのります！こんな悩み

団体運営
団体を作りたいが、規約ってどう作るの
会の会計をする人がいません
団体の運営につまずいています
活動の広がり
ボランティアを集めたいがどうすれば
団体の活動場所を広げたい
どんな団体があるのか知りたい
行政や企業と連携したい
資金調達
資金確保や助成金の説明を聞きたい
はじめてでも
自分らしい活動を始めたい

ＡＣＴＩＯＮ

協働のための
コーディネート
をしてほしい

お互いさまで支える草津市のまちづくり

ひろばを
うまく使ってね

FUNＣＴＩＯＮ

「キラリエサポーター」って？
キラリエ草津に登録する市民公益活動団体

であるキラリエサポーターは、キラリエや協

働ひろばをうまく使って、相互に協力し合い

活動を豊かにします。キラリエサポーターの

登録相談は、草津市コミュニティ事業団の

窓口まで。

まちづくり・市民活動の相談窓口

（公財）草津市コミュニティ事業団
協働コーディネーター（しがNPOセンター）
草津市まちづくり協働課

● 私たちもサポートします
キラリエ入居者団体
キラリエサポーター


