
令和元年度　草津市協働のまちづくり推進計画　各主体の取組実績

主な事業実績 令和２年度の市としての対応方針

1 地域活動への参加 1 基礎的コミュニティへの参加
・町内会等の基礎的コミュニティへの加入
・行事等への参加

町内会加入率は90％前後を推移し、高い数値を維持している。【町
内会加入率90.3％】

基礎的コミュニティの活性化のため、引き続き、各種支援
を継続していく。

2 市民公益活動の推進 2 市民公益活動への理解
・各種イベント等への参加
・市民公益活動への参加

市民主役のまちづくりが進んでいると思われる方の割合が前年度と
比較し、3.2ｐｔ上昇した。【市民主役のまちづくりが進んでいると思わ
れる方の割合21.4％】

市民公益活動の促進のため、引き続き、各種支援を継続
していく。

3
地域まちづくり計画に基づくま
ちづくりの展開

3 地域まちづくり計画の策定・実行
・地域まちづくり計画の策定
・地域まちづくり計画による事業の展開

各地域で、地域まちづくり計画に基づき事業が実施された。
新規策定や計画等の見直しを行う際には、（公財）草津市
コミュニティ事業団と連携しながら、支援を行う。

4 地域における公共施設の指定管理 ・指定管理者制度による地域まちづくりセンターの管理・運営
市内１４学区の地域まちづくりセンターにおいて指定管理による管
理・運営が行われた。また、令和２年度からの第二期指定管理の開
始に向けて、準備を行った。

第二期指定管理による管理・運営の開始に伴い、まちづ
くり協議会の指定管理のサポートを行う。

5 協働事業の展開

・防災訓練の計画や実施
・防犯マップの作成
・健康づくり教室の実施
・介護予防事業の実施

協働事業が進むよう各種の情報提供等の支援が行われた。
さらに協働事業が進むよう各種の情報提供等の支援を行
う。

6 行政との意見交換 ・市長とまちづくりトーク 全14学区で市長とまちづくりトークが実施された。 市長とまちづくりトークの開催に向けての支援を行う。

5 町内会活動などの活性化 7 絆を深める事業の展開
・地域での環境美化活動の実施
・誰もが参加しやすい行事の実施、
・地域住民相互のふれあいを深める催しの実施

草刈りや清掃活動等の環境美化活動が行われた。また、夏祭りな
どの定例行事に加え、日帰りバス研修やスポーツ大会など、住民
同士の深い関係性を築き上げる行事が実施された。

行政事務委託料や各種補助金等により活動の活性化に
向けた支援を行う。
コロナ禍による町内会活動の相談・支援を行っていく。

6 町内会活動などの意義啓発 8 広報活動や交流事業の開催
・広報誌等の作成
・啓発活動
・地域住民相互のふれあいを深める催しの実施

町内会ごとに広報誌やＨＰを作成し、情報を発信することにより、町
内会活動への関心が高められた。また、夏祭りや文化祭を開催す
ることにより、地域住民相互の交流が深められた。

町内会活動などの意義を伝えるチラシやグッズの提供や
住民相互の交流のための支援を行う。

9 自主事業や協働事業の実施 ・助成金や市民まちづくり提案事業等を活用した事業の展開
・市民まちづくり提案事業：Ｈ27より休止のため採択なし
・ひとまちキラリ活動助成：“はじめの”いっぽ部門2件、“そのさき”
いっぽ部門3件の採択

コミュニティ事業団と連携しながら、引き続き、支援を継続
していく。

10 団体間同士の連携 ・市民公益活動団体連絡協議会の運営
市民公益活動団体同士の交流を目的としたイベント「パワフル交流
市民の日」を草津市立まちづくりセンターにて実施され、団体同士、
団体と市民との交流が深められた。【11/30（土）】

市民総合交流センターへの移転に伴い、さらなる交流事
業の展開に向け事業の見直しを行う。

8 団体活動情報の発信 11 インターネットや広報誌などを活用した広報展開 ・ホームページやＳＮＳを活用した情報発信
市民活動団体全体のうち、約27.3％の団体がＨＰを用いて積極的な
情報発信が行われた。

さらなる情報発信が進むよう、情報を公開する機会の提
供等の支援を行う。

12 地域活動への参加促進
・学生等への情報提供
・地域と連携した事業実施

チラシ、ポスター、ポータルサイトを利用して、学生に対して情報提
供が行われた。学生団体による、地域と連携した自主的な活動が２
００件以上行われた。

さらに地域と連携した事業実施が進むよう、情報提供の
支援を行う。

13 学校スペースや備品の提供
・学校スペースの開放
・学校備品の貸し出し

市内小・中学校の学校体育施設を広く開放し、市民が身近にスポー
ツができる場所の充実を図った。市内小学校の１４校、中学校５校
の開放が行われた。

市民が身近にスポーツができるよう、引き続き、学校体育
施設の開放を実施していく。

14 地域課題の共同研究
・地域課題の研究
・審議会等への参画

大学との包括協定に関する連携協力事業として、平成30年度は、7
大学で合計102件の審議会委員等への依頼を行った。補助事業や
イベント協力等合計53件の連携協力事業を行った。令和元年度
は、現在担当課が取りまとめているため、平成30年度の実績値と
なっている。

包括協定を結んでいる大学との連携協力事業促進のた
め、各種支援を継続していく。

15 学習社会の醸成
・地域協働合校推進事業の実施
・コミュニティ・スクールの実施
・地域向け講座の実施

小学校、中学校、地域を舞台にし、１４学区それぞれの地域の特性
に合わせた地域協働合校を実施した。また、学びの地域支援講座
を年3回実施するとともに、地域の地域における豊かな学びの展開
を目指し、特定の地域におけるモデル事業として講座を実施した。

引き続き、学校・家庭・地域・行政が協働し、市全体で子
どもを育てるまちづくりを推進するため、継続して支援を
行う。

5 教育機関

9 学校資源の提供

10 教育・研究を生かした連携

市民公益活動の展開

事業例
令和元年度

1 市民

2 まちづくり協議会

4
市のパートナーとしての協働
のまちづくりの展開

3 基礎的コミュニティ

4 市民公益活動団体

7

　【市民、まちづくり協議会、基礎的コミュニティ、市民公益活動団体、教育機関】

№ 取組主体 № 推進項目 № 期待される取組
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令和元年度　草津市協働のまちづくり推進計画　市の取組実績

取組予定 取組実績

1 (仮称)市民総合交流センター整備事業 まち 503,183 千円 188 千円

民間事業者による建設工事の推進
・建設モニタリング業務委託
・施設購入費（一部）（502,903千円）
・その他事務費（280千円）
供用開始後の施設運営方法・建物の管理方法の検討

民間事業者による建設工事の推進
・建設モニタリング業務委託
・その他事務費（188千円）
供用開始後の施設運営方法・建物の管理方法の検討
※・施設購入費（一部）（502,903千円）は、令和2年度に繰
越

3

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 15,788 千円 15,795 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
・アーバンデザインスクールの開催（計10回）
・アーバンデザインセミナーの開催（計18回）
・包括協定締結大学を対象とした社会実験準備事業の実施。
・法人化の検討

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
・アーバンデザインスクールの開催（計8回）
・アーバンデザインセミナーの開催（計10回）
・包括協定締結大学を対象とした社会実験準備事業の実
施
・法人化の検討

2

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 261,004 千円 259,428 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（256,228千円）
・地域まちづくりセンター市直接経費（  4,776千円）

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
の支援を実施
・地域まちづくりセンター指定管理料（256,526千円）
・地域まちづくりセンター市直接経費（   2,902千円）

3

4 市ホームページ等を活用した情報提供　　 まち 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 3

5 市民活動レポート事業 まち 0 千円 0 千円 市民活動団体を取材し、活動情報を提供
3団体のレポートを作成し、活動内容や団体の目指す姿な
どについて、情報を発信

3

6 市民活動団体情報紙の発行 まち 460 千円 460 千円
いいことないかな？でんごんばんの発行
　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？でんごんばんを年間6回、奇数月に発
行

3

7 町内会向けまちづくり資料集の発行 まち 100 千円 109 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 補助制度等をまとめた「まちづくり資料集」を発行 3

8 市民活動資料集の発行 まち 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

3

9 協働事業事例集の発行 まち 0 千円 0 千円
市民まちづくり提案事業の採択事業をまとめた事例集であるが、現在提
案事業を休止中であるため、改訂・発行の予定なし 市民まちづくり提案制度を休止しているため、未実施 -

10 まちづくり協議会への交付金事業 まち 104,924 千円 101,428 千円

・まちづくり協議会運営交付金（36,190千円）
・地域一括交付金（55,535千円）
・がんばる地域応援交付金（13,199千円）
　認定した各まちづくり協議会に対し、財政的援助を実施

・まちづくり協議会運営交付金（35,017千円）
・地域一括交付金（55,262千円）
・がんばる地域応援交付金（11,149千円）
　認定した各まちづくり協議会に対し、財政的援助を実施

3

11 基礎的コミュニティへの補助金事業 まち 23,575 千円 22,289 千円

・コミュニティハウス整備事業費補助金（14,241千円）
・掲示板設置事業補助金（200千円）
・コミュニティ振興交付金（1,553千円）
・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（3,401千円）
・コミュニティ助成事業（4,000千円）
　町内会を対象とした各種補助事業を実施

・コミュニティハウス整備事業費補助金（13,481千円）
・掲示板設置事業補助金（166千円）
・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（9千円）
・自治会活動保険加入補助金（3,226千円）
・コミュニティ助成事業（3,900千円）
　町内会を対象とした各種補助事業を実施

3

12 市民活動保険助成制度 まち 140 千円 128 千円
市民活動保険加入補助金
　市民活動団体を対象とした保険料の補助を行う 市民活動団体に保険料の補助を実施 3

13 中間支援組織への補助金事業
まち
健福
長寿

134,556 千円 118,786 千円

まち
・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（70,549千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,210千円）
　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（47,206千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（1,962千円）
　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（10,629千円）

まち
・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（68,202千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,044千円）
　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運営等補助（35,005千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（ 1,496千円）
　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、運営費等補助を実施

長寿
・地域サロンの運営および人件費にかかる補助（10,039千
円）

3

※担当課表記　まち…まちづくり協働課、未来…未来研究所、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
予算額 決算額

令和元年度

1
市民が活動しやすい
環境整備

1

2 まちづくり情報の提供

3

4

達成度
（１～４)

進捗度
（Ａ～Ｅ)

Ｂ

Ａ

Ａ

市民活動拠点の充実

情報サイトの充実

情報誌の充実

財政的援助

まちづくり活動支援・
資金助成

3 5

資料４



14 まちづくり協議会との協働推進体制の整備
まち
各課

14,885 千円 11,849 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（14,885千円）

・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
（11,849千円）

3

15 基礎的コミュニティ設立支援・加入啓発事業 まち 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 啓発チラシによる未加入者への啓発を実施 3

16 クラウドファンディング活用サポート事業 まち 0 千円 0 千円 市民公益活動団体の資金調達の支援 希望者がいなかったため未実施 -

17 地域ポイント制度 まち 828 千円 411 千円
地域の新たな担い手確保のため、引き続きモデル的に事業実施（7学
区）

地域の新たな担い手確保のため、引き続きモデル的に事
業実施（7学区）

3

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 各課  -  千円 － 千円
各まちづくり協議会において、地域情報紙等で健康に関する情報発信や
健康をテーマとした講座等を開催

各まちづくり協議会において、地域情報紙等で健康に関す
る情報発信や健康をテーマとした講座等を開催

3

19 市民まちづくり提案事業 まち 30 千円 50 千円
地域デビュー講座
　市民まちづくり提案事業は休止中であるが、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

地域協働研修の実施
「まち」がなくなる時代の到来～「おたがいさま」「つながり
方」を見直そう

3

20 協働事業の実施 各課 868 千円 741 千円
各課にて実施する協働事業
　各課にて実施 4事業実施 3

21 協働契約ハンドブックの作成 まち 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
滋賀県の最低賃金の改定等に伴い、必要箇所の見直しを
実施

3

22 活動団体のネットワーク促進の連携
まち
健福

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・市民の開催、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

3

23 情報発信の連携
まち
健福

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

24 技術的支援における連携
まち
健福

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

25 人材育成事業の活用
まち
健福

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、福祉教養大学
（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
祉教養大学（福祉活動推進員育成講座）及び大学院の実
施

3

26 活動支援や資金の助成における連携
まち
健福

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

27 職員対象協働研修
まち
職員

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

協働に対する職員の意識啓発として協働に関する研修を
実施

3

28 多様な主体との協働研修 まち 0 千円 69 千円 多様な主体との協働研修の実施 市、市民公益活動団体が協働で研修を実施 3

5 中間支援組織の活用 8

決算額合計 　　531,731　千円

6 人材育成事業の展開 9 職員研修の実施

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

市民公益活動・
　地域活動の推進

協働事業の実施

技術的援助

4 協働事業の推進 7

6

まちづくり活動支援・
資金助成

3

【事業（達成度）】 【推進項目（進捗度）】

・計画以上に実施できた → ４点 ・事業達成度の平均点数が ３点以上 → Ａ

・計画通りに実施できた → ３点 ・事業達成度の平均点数が ２．５点～２．９点 → Ｂ

・概ね計画通り実施できた → ２点 ・事業達成度の平均点数が ２．０点～２．４点 → Ｃ

・計画より遅れている → １点 ・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



令和２年度　第２次草津市協働のまちづくり推進計画　市の取組予定　

取組予定

1 (仮称)市民総合交流センターの設置・運用 まち 3,474,355 千円

民間事業者による建設工事の完了および令和3年5月の供用開始に向けた管理運営体制の構築
・施設購入（3,432,974千円（令和元年度からの繰越））
・備品購入（31,897千円）
・建設モニタリング業務委託（8,646千円）
・その他事務費等（838千円）

2 アーバンデザインセンターびわこ・くさつ運営 未来 20,573 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
・アーバンデザインスクールの開催（計5回）
・アーバンデザインセミナーの開催（計10回）
・包括協定締結大学を対象とした社会実験準備事業の実施
・法人化の検討

3 地域まちづくりセンターの指定管理 まち 267,310 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（263,397千円）
・地域まちづくりセンター市直接経費（   3,913千円）

4 市ホームページ等を活用した情報提供　　 まち 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 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 400 千円
いいことないかな？でんごんばんの発行
　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 119 千円 町内会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

8 ＮＰＯ向け市民活動資料集の発行 まち 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 まちづくり協議会への支援事業 まち 11,103 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、日常業務の支援に係る中間支援委託（11,103千円）

10 基礎的コミュニティへの支援事業 まち 8,594 千円

・コミュニティ整備事業費補助金（964千円）
・掲示板設置事業補助金（200千円）
・コミュニティ振興交付金（1,495千円）
・コミュニティ活動初期備品整備事業補助金（90千円）
・自治会活動保険加入補助金（3,546千円）
・コミュニティ助成事業（2,300千円）
　町内会を対象とした各種補助事業を実施

11 市民公益活動団体への支援事業 まち 590 千円 令和3年度より実施予定である市民公益活動団体への新制度の設計について、しがＮＰＯセンターに委託

12 市民活動保険助成制度 まち 140 千円
市民活動保険加入補助金
　市民活動団体を対象とした保険料の補助を行うとともに、新制度の検討を行う

令和２年度

予算額

1
市民が活動しやすい
環境整備

※担当課表記　まち…まちづくり協働課、未来…未来研究所、健福…健康福祉政策課、長寿…長寿いきがい課、生学…生涯学習課、職員…職員課

№ 推進項目 № 事業名 担当課

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



13 中間支援組織への補助金事業
まち
健福
長寿

129,055 千円

まち
・草津市コミュニティ事業団への人件費補助（62,013千円）
・草津市コミュニティ事業団への事業費補助（4,178千円）
　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（48,407千円）
・草津市社会福祉協議会への事業費補助（3,744千円）
　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、運営費補助等を実施

長寿
・地域サロンの運営および人件費にかかる補助を行う（10,713千円）

14 まちづくり協議会との協働推進体制の整備 各課 11,102 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（11,102千円）

15 基礎的コミュニティ設立支援・加入啓発事業 まち 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 人材育成の充実 まち 130 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
・協働に対する市民の意識啓発として地域デビュー講座を実施（30千円）
・市民参加啓発事業（100千円）

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

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

各課 － 千円 各まちづくり協議会において、地域情報紙等で健康に関する情報発信や健康をテーマとした講座等を開催

19 協働事業の実施 各課 1,138 千円
・各課にて実施する協働事業（808千円）
・令和3年度より実施予定である協働事業の展開に関する新制度の設計について、しがＮＰＯセンターに委託（330千円 ）

20 地域協働合校の推進 生涯 8,126 千円 地域住民の参画による教育課程の支援や学校整備、児童・生徒の安心安全を守る事業等の継続的な実施

21 活動団体のネットワーク促進の連携
まち
健福

0 千円
団体の紹介等による積極的なコーディネート
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等の開催

22 情報発信の連携
まち
健福

0 千円
コミュニティくさつの全戸配布、コミュニティＦＭを活用したまちづくり情報の発信
社協くさつ等の全戸配布

23 技術的支援における連携
まち
健福

0 千円
市民公益活動団体の活動に関する助言や支援の実施
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

24 人材育成事業の活用
まち
健福

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）及び大学院の実施

25 活動支援や資金の助成における連携
まち
健福

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

6 人材育成事業の展開 26 協働意識の醸成と組織体制の充実
まち
職員

30 千円 協働に対する職員の意識啓発として協働研修を実施（30千円）

4 協働事業の推進

まちづくり活動支援・
資金助成

3

予算額合計 3,932,765　千円

5 中間支援組織の活用



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

2,186 千円 1,809 千円

事業団
・パワフル交流・市民の日の実施(874千円）

社協
・地域サロン交流会の実施（184千円）
・ボランティアフェスティバルの実施（1,128千円）
 　※パワフル交流・市民の日への参加（福祉を考える市民
のつどい）
　（福祉を考える市民のつどいはボランティアフェスティバル
に一部統合）

事業団
・パワフル交流・市民の日（834千円）
参加団体42団体　約350人
（パネル展示／体験コーナー／ステージ発表／講演会／活動賞授賞式／振り返り
スライドショー上映　他）
※（仮）市民総合交流センターへの移転に向け、同会場にて行える最後のイベント
となることから、「フィナーレ」として実施

社協
・地域サロン交流会の実施（132千円）
・ボランティアフェスティバルの実施（843千円）
 　※パワフル交流・市民の日への参加（福祉を考える市民のつどい）

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

1,000 千円 1,341 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（自主事業）
・まちづくり協議会ホームページのサポート（676千円）
・まちの情報局の設置（自主事業）
社協
・市社協ホームページ（324千円）

事業団
・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット」の運営（自主事業）（0千円）
アクセス数26,442件
・まちづくり協議会HPサポート（417千円）
サポート地域数　12地域／アクセス数39,079件
・まちの情報局（0千円）
まちセン内の情報コーナーにて、まちづくり図書や市内のまちづくりに関する新聞
記事等の閲覧を可能としました。
・FM番組「くさつ　コミュTea Time」の提供（600千円）　＊新規
えふえむ草津と連携し、地域まち協や市民公益活動団体の新たな情報発信の場
として、まちづくり情報番組を10月より放送を開始。毎月2団体ずつ、12団体が出演

社協
・市社協ホームページ（324千円）
　アクセス数　50,099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

6,178 千円 6,103 千円

事業団
・「コミュニティくさつ」の発行（3,930千円）

社協
・社協くさつの発行（2,205千円）
・ボランティアグループ・地域サロンリスト・出前ボランティア
一覧の発行（43千円）

事業団
・「コミュニティくさつ」の発行（3,899千円）
年間4回発行　　各号59,700部発行
6/15号　「私、キックオフ宣言」
9/15号　「私と家族のカレンダー」
12/15号「縁あって、同じまち。」
3/15号　「あしたへ、芽ぶく。」

社協
・社協くさつの発行（2,201千円）
　6月15日号　58,550部発行
　9月15日号　58,700部発行
　11月1日号　58,700部発行
　3月15日号　58,700部発行
・ボランティアグループ・地域サロンリスト・出前ボランティア一覧の発行（3千円）
【ボランティアグループ・地域サロンリスト】
　125部作成（ホームページからのダウンロード可）　まちづくりセンター他にて配架
【出前ボランティア一覧】
　発行部数319部　まちづくりセンター他にて配架

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

24,554 千円 23,063 千円

事業団
・協働コーディネーターの配置（1,995千円）

社協
・地域福祉活動推進支援強化事業（306千円）
・生活支援体制整備事業（20,117千円）

事業団
・協働コーディネーターの配置（1,994千円）
〈主な実績〉
・資金調達に関する相談
・NPO法人立ち上げに関する相談
・まちづくり協議会地域まちづくり計画の見直しサポート
・まちづくり協議会向けガイドの冊子編集
・企画講座講師　他

社協
・地域サロン活動支援員の設置（2,136千円）
・地域福祉活動推進支援強化事業（146千円）
　草津市地域福祉活動計画策定委員会の実施：年２回
　学区社協活動支援回数：505回
・生活支援体制整備事業（18,787千円）
　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：12学区
　（本会議：延べ21回　打ち合わせ等回数：延べ275回）
　研修への参加：2回（3人）

令和元年度　草津市協働のまちづくり推進計画　中間支援組織の取組実績

予算額 決算額

2
まちづくり情報の収集・発
信

№ 推進項目 № 期待される取組 事業例

令和元年度



取組予定 取組実績予算額 決算額

№ 推進項目 № 期待される取組 事業例

令和元年度

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 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

事業団（再掲）
・人と街の未来をつくるカレッジの実施
（スキルアップ講座）
7月　「基本を学ぶ　伝わるチラシ作成講座」　17名
10月「できることからスタートする　まちづくり活動の企て方」4名
10月「まちづくり活動に活かす！助成金活動」6名

4 人材育成事業の展開

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

1,577 千円 914 千円

事業団
・人と街の未来をつくるカレッジの実施（258千円）
・くさつまち・ひとサロン（70千円）

社協
ボランティア体験教室・ボランティアスクールの実施（81千
円）
・草津市福祉教養大学・大学院の実施（862千円）
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業　（306千円）

事業団
・人と街の未来をつくるカレッジの実施（183千円）
（スキルアップ講座）
7月　「基本を学ぶ　伝わるチラシ作成講座」　17名
10月「できることからスタートする　まちづくり活動の企て方」4名
10月「まちづくり活動に活かす！助成金活動」6名
（まちの担い手養成講座）
8月　「子どものためのアトピー講座」12名
2月　「データが語る草津の真実（リアル）7名
3月　「なまずさんにきく　みんなで取り組む“気楽な”防災」
　　　＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
・くさつまち・ひとサロン（78千円）
8月　「“いざ”という時の“いざ”を少し体験」14名
9月　「世界はいろいろ、文化もいろいろ」19名
10月　「思春期の実情～子どもと関わる団体から～」9名

社協
・ボランティア体験講座・ボランティアスクールの実施（16千円）
　【ボランティア体験講座】
　包丁研ぎボランティアの体験（2回実施）　参加者計：13人
　【ボランティアスクールの実施】
　サマーボランティアスクール　参加募集するも申込1名のため中止
・草津市福祉教養大学・大学院の実施（637千円）
　【教養大学】
入学式・第1講座（8/19）参加者：51人
　第2講座（9/12）参加者：57人
　第3講座（10/5)参加者：84人（ボランティアフェスティバルで公開講座として実施）
　第4講座（11/21）参加者：74人
　第5講座（2/13）参加者：44人
　卒業式・謝恩会（R2.3/12）新型コロナウイルス感染症拡大予防のため中止
【教養大学院】
Practice1（5/29）参加者：11人
Practice2（6/25）参加者：13人
Practice3（7/30）参加者：9人
Practice4-1（8/30）参加者：8人
Practice4-2（9/27）参加者：8人
Practice4-3（10/17）参加者：7人
Practice4-4（11/27）参加者：5人
Practice4-5（12/9）参加者：8人
Practice4-6（1/14）参加者：6人
Practice5-1（3/16）参加者：7人
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業



取組予定 取組実績予算額 決算額

№ 推進項目 № 期待される取組 事業例

令和元年度

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

1,187 千円 2,499 千円

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

社協
・地域サロン備品貸出事業（32千円）
・福祉車両貸出事業（433千円）
・地域支え合い運送支援事業（520千円）
・草津フードバンクセンター設置事業（202千円）

事業団
・まちづくり機器貸出事業（1,098千円）
貸出216件
・「レンタルネット☆くさつ」の運営
アクセス数　5,612件

社協
・地域サロン活動備品貸出事業（36千円）
　貸出件数延べ441件
・福祉車両貸出事業（785千円）
　車両2台の貸出回数：206回（送迎ボランティア調整・対応数も同数）
・地域支え合い運送支援事業（378千円）
　実施学区：志津南学区、山田学区、老上学区・老上西学区
　送迎実施日数延べ222日
　安全運転講習会の実施（11/6）参加者：20人
・草津フードバンクセンター設置事業（202千円）
　寄附数：米1485.975㎏、米以外2,665品
　支援先：25団体・施設等、生活困難世帯

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

31,682 千円 30,145 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Ａ
ＷＡＲＤの実施（イキイキ活動賞）　（1,401千円）
・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行（172千円）
・地域まちづくりセンター支援業務（14,467千円）
・まちづくり協議会向けハンドブックの作成
　※協働コーディネーター業務に含む
社協
・各種福祉団体等への事業助成（301千円）
・ボランティア団体活動助成（600千円）
・地域福祉活動への助成（6,316千円）
・地域サロン活動の支援（8,125千円）
・（再掲）ボランティアグループ・地域サロン活動リストの発行
（43千円）
・地域のふれあいの場づくり助成事業（300千円）
・民間助成申請支援

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（イキイキ活動
賞）の実施（1,285千円）
●ひとまちキラリまちづくり活動助成
【提案団体数】18団体、【新規採択団体】5団体
【継続助成団体】（1年目）3団体（2年目）2団体
●ひとまちキラリイキイキ活動賞
【申請団体】6団体、【受賞団体】3団体

・市民活動情報誌「つながりのめ」の発行（161千円）
発行部数500部　掲載団体数271団体

・地域まちづくりセンター支援業務（13,811千円）
7月　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）9学区14名
8月　ネットワーク関連サポート業務説明会　（参加）13学区21名
10月　会計個別相談会　（参加）7学区11名
11月　年末調整セミナー　（参加）13学区20名
1月　決算セミナー　（参加）12学区25名

社協
・各種福祉団体等への事業助成（248千円）
・ボランティア団体活動助成（510千円）
　助成グループ：102グループ
・地域福祉活動への助成（6,295千円）
　助成先：14学区社協
・地域サロン活動の支援（7,535千円）
　地域サロン数：157サロン
・（再掲）ボランティアグループ・地域サロン活動リスト、出前ボランティア一覧の発
行
・地域のふれあいの場づくり助成事業（300千円）
　申請学区…3学区　採択学区…3学区（笠縫・笠縫東・常盤）
・民間助成申請支援（3団体）

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

427 千円 591 千円

事業団
・とく・得バスツアー（自主事業）

社協
・とく・得バスツアーの実施（427千円）
・（再掲）ボランティアフェスティバルの実施（1,128千円）

事業団
・とく・得バスツアー（165千円）
実施回数3回　参加者115人

社協
・とく・得バスツアー（426千円）
　みずの森にて実施：3回　ロクハ荘にて実施：3回
　参加者数：19サロン　204人

　　66,465　千円

5
まちづくり活動支援・資金
助成

決算額合計



取組予定

1 市民公益活動団体の交流の場の提供
・市民公益活動団体の交流の場の提供
・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

898 千円

事業団
昨年度にて「パワフル交流・市民の日」を終了したことから、（仮）市民総合交流センター移
転後に実施する新たな「市民公益活動団体の交流の場の提供」となる事業について検討

社協
・地域サロン交流会の実施（158千円）
・ボランティアフェスティバル（緑波祭）の実施（緑波祭＝草津青年会議所、ロクハ荘・ロクハ
公園合同開催イベント）（740千円）
・市ボランティア連絡協議会への協力（ボランティア連絡協議会交流会など）

2 まちづくり情報の収集・発信

・ホームページ、ＳＮＳ、ラジオ等を活用した情報の発信
・まちづくり情報誌の発行
・市民公益活動団体情報冊子の発行
・社協ホームページによる情報発信
・社協くさつの発行
・ボランティアグループ、地域サロンリストの発行　　　　など

9,633 千円

事業団
・地域ポータルサイト「くさつ情報ネット・まちサポ」の運営（自主事業）
・まちづくり協議会HPのサポート（383千円）
・まちづくり情報誌「コミュニティくさつ」の発行（4,197千円）
・市民活動団体情報「つながりのめ」の冊子発行とHP掲載（198千円）
・FM番組「くさつ　コミュニTeaTime」の放送（2,016千円）

社協
・市社協ホームページの運営（330千円）
・社協くさつの発行（2,454千円）
・ボランティアグループ・地域サロンリスト・出前ボランティア一覧の発行（55千円）

3 相談・コンサルティングの実施

・まちづくりの活動相談とコーディネート
・地域のまちづくりに関する支援
・地域福祉活動推進の支援
・ボランティア活動の相談とコーディネート
・地域サロン活動の支援員によるサロンのコーディネート　　など

25,034 千円

事業団
・まちづくり相談の対応とコーディネート（自主事業）
・地域のまちづくりに関する支援（自主事業）

社協
・地域福祉活動推進支援強化事業（398千円）
・生活支援体制整備事業（地域で多様な支え合い活動を考える場づくり・医療福祉を考える
会議の推進）（20,743千円）
・ボランティアコーディネーターの配置
・地域サロン活動支援員の配置（2,170千円）
・民生委員児童委員協議会の事務局管理
・心配ごと相談所の設置（1,723千円）

令和２年度　第２次草津市協働のまちづくり推進計画　中間支援組織の取組予定

予算額
№ 具体的施策 事業例

令和２年度



4 人材育成事業の展開

・人材育成講座の実施（まちづくり、環境、教養講座等）
・まちづくり協議会向け研修の実施
・人材育成講座の実施（ボランティア、福祉教養大学等）
・ボランティアセンターの運営
・医療福祉を考える会議を中心とする協議
・近所力アップ講座の実施　　　　　など

1,141 千円

事業団
・人と街の未来をつくるカレッジの実施（204千円）

社協
・草津市福祉教養大学・大学院の実施（850千円）
ボランティア体験教室・ボランティアスクールの実施（82千円）
・（再掲）地域福祉活動推進支援強化事業
・（再掲）生活支援体制整備事業（地域で多様な支え合い活動を考える場づくり・医療福祉
を考える会議の推進）
・近所力アップの実施（5千円）
・地域福祉権利擁護事業生活支援員研修
・心配ごと相談員研修

5 まちづくり活動支援・資金助成

・市民公益活動団体への立ち上げ資金の助成
・まちづくり活動場所の提供
・活動に必要な機器の貸出
・まちづくり協議会への支援
・市民活動への表彰
・福祉活動団体への立ち上げおよび活動資金の助成
・ボランティアセンターの運営
・福祉機器、福祉車両の貸出
・地域支え合い運送支援事業
・学区社会福祉協議会等福祉団体への支援
・社会福祉功労者表彰
・共同募金運動の推進　　　　　　　　など

35,683 千円

事業団
・市民活動助成金制度（ひとまちキラリまちづくり活動助成）／市民活動地域活動の表彰
（ひとまちキラリイキイキ活動賞）（2,072千円）
・まちづくり機器貸出事業（1,150千円）
・地域まちづくり協議会支援業務（11,104千円）

社協
・地域サロン備品貸出事業（36千円）
・福祉機器リサイクル（貸出事業）（143千円）
・福祉車両貸出事業（1,634千円）
・地域支え合い運送支援事業（2,381千円）
・学区社会福祉協議会等地域福祉活動への助成（6,440千円）
・地域サロン活動の支援（8,175千円）
・各種福祉団体等への事業助成（307千円）
・ボランティア団体活動助成（600千円）
・地域のふれあいの場づくり助成事業（300千円）
・民間助成申請支援
・社会福祉功労者表彰（303千円）
・共同募金運動の推進（募金運動に係る事務費558千円）
・赤十字事業の推進（活動資金募集運動に係る事務費360千円）
・草津フードバンクセンター設置事業（120千円）

6
中間支援組織同士の
連携・協力

・まちづくりイベントの共同開催
・指定管理施設での連携事業
・ホームページを活用した各種貸出機器の共同発信　　　など

606 千円

事業団
・とく・得バスツアー（180千円）
・HP「レンタルねっと☆くさつ」の運営（自主事業）

社協
・とく・得バスツアーの実施（426千円）
・（再掲）ボランティアフェスティバル（緑波祭）の実施（緑波祭＝草津青年会議所、ロクハ
荘・ロクハ公園合同開催イベント）

予算額合計　　72,995　千円


