
文化事業一覧　平成28年度の実績と今後の取組について

※補助金事業の決算については、市の財源のみを記載
今後の取組・・・Ａ：拡大　Ｂ：継続　Ｃ1：改善（強化）　C2：改善（見直し）

基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課

草津市美術展覧会 1,890 千円
日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門による公募型の美術展覧会。
市民の創作活動を奨励し、美術作品の発表と鑑賞の機会を設けることによ
り、文化の振興を図る。会期初日には、オープニングコンサートを開催。

会場：市役所2階特大会議室
会期：10月8日（土）～15日（日）
一般出品：237点
表彰数：73名
来場者数：1,495名

C2

出品者、来場者の高齢化が進むとともに、
減少傾向にあり、改善を図る必要がある。
近隣市町との差別化を図ることで、出品者
の掘り起こしや来場者の増加につなげる。

生涯学習課

草津市民音楽祭 296 千円
市内を活動拠点にしている合唱、吹奏楽等の音楽団体による発表、交流、
研鑽の場となる音楽祭。草津クレアホールで開催。

開催日：11月13日（日）
出演団体：24団体
来場者数：600名

B
実行委員、出演団体ともに公募しており、
年々、参加団体や来場者も増加しているこ
とから、継続して実施する。

草津クレアホール

クレアブラスフェスティバル 395 千円
市内を活動拠点にしている中学、高校、大学、一般の吹奏楽団およびジャ
ズバンドが一堂に会して交流を深めるブラスフェスティバル。草津クレア
ホールで開催。

開催日：2月12日（日）
出演者：
一般吹奏楽団体（3団体）,高校吹奏楽部（4団
体）,中学吹奏楽部（4団体）
観客数：1,195名

B
実行委員、出演団体ともに公募しており、
年々、参加団体や来場者も増加しているこ
とから、継続して実施する。

草津クレアホール

草津市民文化祭 568 千円
草津市文化協会加盟団体が中心となり、ステージで古典芸能、舞踊などの
芸能発表、展示ホールで生け花、俳句などの展示発表の他、呈茶会を行う
文化祭。草津クレアホールで開催。

開催日：9月10日（土）、11日（日）
参加団体:35団体
来場者数：1,032名

C2

今後は、指定管理者のノウハウやネット
ワーク等を生かして、より高い効果が得ら
れるよう、見直しを行い実施していく必要
がある。

草津クレアホール

草津市合唱祭 692 千円
草津市合唱連盟加盟団体および公募の参加団体による合唱祭。草津アミカ
ホールで開催

開催日：3月26日（日）
出演団体：14団体
来場者数：450名

C2

今後は、指定管理者のノウハウやネット
ワーク等を生かして、より高い効果が得ら
れるよう、見直しを行い実施していく必要
がある。

草津アミカホール

としょかんまつり 0 千円
としょかんまつり実行委員会との協働事業。市民に読書や図書館に親しん
でいただくことを目的に、本のリサイクル市、手作り遊び・工作、本のカ
バー貼り体験、おはなし会、移動図書館での貸し出し体験などを行う。

開催日：10月29日(土)
会場：草津市立図書館
来場者数：1,216名

B
図書館関係のボランティア団体が中心に
なって開催されている。広く市民の参加を
得られているため、継続して実施する。

図書館

未来創造セミナー 28 千円

「気軽で自由に議論や話ができる空間が演出され、常に新しい出会いが創
造」される場を創出するため、産学公民連携のプラットフォームである
アーバンデザインセンターにて、未来創造セミナーを開催し、草津の歴史
や草津に住む人々のライフストーリー等を語ってもらう場づくりを行う。

テーマ：多文化
開催時期；平成28年10月～12月
開催場所：UDCBK
開催回数：3回
参加者数：のべ98名

B

協働による文化活動の推進については、今
後のまちの都市空間デザインを考える上で
考慮しなければならないテーマであるた
め、未来創造セミナーのテーマとして今後
も取り上げることを予定している。

草津未来研究所

包括連携協定を締結している大学と
の連携事業

大学と行政による共同研究や、大学と地域の連携を充実させて、大学の持
つ人材・施設・設備等を生かしたまちづくりを進めると同時に、大学教育
の展開に寄与する。

▼立命館大学
市内に残る歴史的建造物を保護・活用するための
調査事業
▼成安造形大学
草津市社会実験事業「南草津駅前広場における
アートイベントによるにぎわい創出」

B
大学の活力を地域課題の解決や地域活性化
に生かすため、継続して実施する。

各課―

Ｈ28決算

協働による文化活動の推進

資料2



基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課Ｈ28決算

文化ホール管理運営事業 12,863 千円
草津アミカホールおよび草津クレアホールの貸館業務および施設の維持管
理を行うとともに、草津市の文化拠点として、多くの市民に、文化に触れ
る機会を提供する。

指定管理期間：平成26年度～平成28年度
自主事業数：
草津アミカホール　19事業
草津クレアホール　17事業
指定管理者：
（公財）草津市コミュニティ事業団

C1
次期の指定管理期間（平成32年度～）に向
け、（仮称）草津市文化振興計画に基づく
運営が行えるよう仕様書の見直しを行う。

生涯学習課

ロビーコンサート 1,095 千円
気軽にホールへ足を運んでいただけるよう、ロビーで無料のコンサートを
開催。出演者には地元のアーティストを活用し人材の育成を図る。

開催回数：14回
来場者数：625名 B

ホールへの入り口事業として定着してお
り、入場者数は増加傾向にある。

草津アミカホール
草津クレアホール

リハーサル事業 8 千円
利用のないホールの空き日を活用し、素舞台でのトレーニングﾞの場として
ホールのリハーサル料金より安く使用してもらうリハーサル事業。

開催日：10月～12月
参加者数：203名 B

利用ニーズが高まっており、ホールの稼働
率向上ならびに新規利用者開拓にもつな
がっている。

草津アミカホール

草津宿本陣の活用 38 千円
文化財としての草津宿本陣において、季節ごとの設えを施した「本陣四季
彩々」を開催。開催中にワークショップなどのイベントを実施する。

実施期間：平成28年4月～平成29年3月まで
場所：史跡草津宿本陣
参加者数：四季彩々開催中のイベントへの参加
のべ117名

B
市民をはじめとするリピーターの確保に有
効である。

草津宿街道交流館

草津宿街道交流館の出前事業 0 千円
各団体等からの要請を受け、館外に出向いて行う講演や体験ワークショッ
プ等。
草津市の歴史文化を啓発するために実施している。

開催時期：平成28年4月～29年3月
開催場所：要請先会場等
実施回数：12回

B
市民、団体からのニーズも高まり、引き続
き啓発に努める必要がある。

草津宿街道交流館

情報の収集および発信の
充実

文化活動を担う人材の育成
および活用

アートセンター 0 千円
本市における文化活動の推進とそれを支える人材育成を行うことを目的
に、アートに関する相談や事業のプロデュースおよびコーディネート機能
を備えた窓口を設置する。

相談件数：24件
アウトリーチ数：13回 A

市民・団体や地域からの相談件数が増加し
ている。文化を地域づくりのツールとして
活用することが期待されており、今後は、
アートセンターを担う人材の確保・育成等
など窓口機能の充実強化が必要である。

草津クレアホール

くさつ市民アート・フェスタ 287 千円
次世代を担う子どもたちを対象に、一日で様々な音楽や美術などのアート
を体験することができるイベント。ワークショップを多数出展することに
より、芸術に親しむきっかけづくりを行う。

開催日：10月21日（土）～22日（日）
会場：
市役所1階ロビー、アクアプラザ、草津アミカ
ホール
体験者数：のべ1,338名
参加団体数：16団体

A

来場者数が年々増加しており、事業効果が
高まっている。今後、市民の交流や、子ど
もが文化に触れる機会が増加するよう事業
の拡大を検討する。

生涯学習課

市民創作ミュージカル 4,831 千円
オーディションに参加した小学生から高校生までの総勢82名がﾐｭｰｼﾞｶﾙｼｮｰ
に出演。草津を題材にした自主制作ミュージカルを通して子どもたちに総
合芸術の基礎や舞台芸術の礼儀を学んでもらう。

草津歌劇団第２回公演ミュージカルショー
「KUSATSU　グランドパレード」
開催日：3月4日（土）、3月5日（日）
出演者数：82名
観客数：1,760人

B

草津を紹介するミュージカルショーは、総
合舞台芸術体験として好評で毎年多くの参
加者を受け入れている。地域イベントにも
出演するなど、ミュージカルを通した、ま
ちづくりとしてふるさと意識の醸成にもつ
ながっている。

草津クレアホール

文化施設の活用および充実



基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課Ｈ28決算

ブックトークコンサート 1,444 千円
子どもたちの読書への関心と、家庭教育の向上を図ることを目的に、家庭
内読書のすすめとして多くの人に親しまれている物語を自主製作の音楽物
語にして開催。

こどもが輝くブックトークコンサート2016オペ
レッタ　くさつ民話　青花紙のうた
開催日：7月23日（土）
来場者：約150名

C2
家庭内読書を推進するため開催してきた
が、図書館事業との役割が不明瞭となって
おり、位置づけを明確にする必要がある。

草津アミカホール

子どもの本の教室 50 千円
子どもに、本や読書に興味関心を持ってもらうことを目的に、絵本作家の
講演や親子で参加できるワークショップを行う。

開催日：9月10日（土）
会場：草津市立市民交流プラザ
参加者数：48名

B

子どもたちに、読書に関心を持ってもらう
機会として有効であり、親子で参加するこ
とで家庭での読書環境を整える契機となっ
ている。

南草津図書館

子ども読書講演会 50 千円
子どもに、本や読書に興味関心を持ってもらうことを目的に、絵本作家の
講演や親子で参加できるワークショップを行う。

開催日：1月29日(日)
会場：草津市立図書館
参加者数37名

B

子どもたちに読書に関心を持ってもらう機
会として有効であり、親子で参加すること
で家庭での読書環境を整える契機となって
いる。

図書館

文化教養講座 1,436 千円
障害のある人の余暇活動の促進を図るため、障害者福祉センターにおいて
気軽に楽しく参加できる各種講座を開催する。

内容：陶芸、生花、絵画等
開催回数：202回
参加者数：2,288名
          うち文化に関する講座983名

B

参加者数が年々増加しており、障害のある
人の余暇活動の促進につながっている。今
後も、障害のある人の利用ニーズを踏まえ
た内容となるよう事業点検をしながら、継
続して実施する必要がある。

障害福祉課

サマーフェスティバル 20 千円
未就園児と保護者を対象に親子のふれあいを目的として、歌やリズム、お
話などの親子で楽しめるプログラムを提供する。コミュニティ事業団との
協働事業。

サマーコンサートinアミカ「いっしょにあ・そ・
ぼ！」行こう！草津の森へ～マッチくんと探検
だ！
開催日：7月30日（土）
観客数：279名

B
質の高い音楽やお話などを提供し、未就園
児の親子に楽しめる文化事業は好評で、今
後も継続して行う。

子ども子育て推進室

クリスマスコンサート 20 千円
未就園児と保護者を対象に親子のふれあいを目的として、歌やリズム、お
話などの親子で楽しめるプログラムを提供する。コミュニティ事業団との
協働事業。

第３回特別講座クリスマスコンサートinクレア
開催日：12月6日（火）
観客数：470名

B
質の高い音楽やお話などを提供し、未就園
児の親子に楽しめる文化事業は好評で、今
後も継続して行う。

子ども子育て推進室

こころの劇場 468 千円

劇団四季との協働事業。未来を担う子どもたちへの本物の芸術体験事業。
優れた芸術に子ども達が直接触れることにより舞台芸術創造への関心を高
め、豊かな感性を育てる手助けとなる公演の開催と劇場のマナーを身につ
けてもらうという趣旨のもと開催。

劇団四季　こころの劇場王子とこじき
開催日：10月27日（木）
観客数：1,002名

B

本物の芸術にふれる機会として、全小学校
を対象に実施している。子どもたちの感性
の豊かさや創造性を育む場として必要な事
業であることから、全校参加できるよう交
通手段等は確保しながら、引き続き実施し
ていく。

草津クレアホール

草津市青少年美術展覧会 329 千円

草津市内保育所（園）・幼稚園・こども園・小学校・中学校に在籍する園
児・児童・生徒の作品展。平面・立体・書写の部がある。美術作品の発表
と鑑賞の機会を設けることにより、園児・児童・生徒の創作活動を奨励
し、市内各校園所への啓発を図る。

会場：市役所2階特大会議室
会期：10月21日（金）～27日（木）
一般出品：2,010点
表彰数：441名
来場者数：7,624名

B

園児・児童・生徒にとって、創作活動への
意欲付けの良い機会となっている。来場者
数もほぼ7,000人以上をキープしており、
市民からの関心も高い。

学校政策推進課

市内小学校への巡回配本 180 千円
学校図書館活動の支援の一環として、児童書をテーマごとに専用のブック
トラックに載せて、市内小学校14校へ学期毎に巡回。

巡回回数：3回
実施校数：14校 A

学校図書館の学習機能と読書機能の支援と
して、巡回図書や授業に活用できる資料の
充実を図る必要がある。

図書館

子どもおよび若者の文化活動の充
実

学校等における
文化活動の充実

高齢者、障害者等の文化活動
の充実



基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課Ｈ28決算

出張ブックトーク 0 千円
学校図書館活動の支援の一環として、小学校高学年から中学生を対象に、
司書が学校へ出向き、ブックトーク（テーマに沿った様々なジャンルの本
の紹介）を行うことで、読書推進を図る。

会場：各小中学校
実施校：3校 A

子ども達の読書領域の拡大と潜在的な読書
欲求の掘り起しに効果があるため、市内小
中学校への支援を充実する必要がある。

図書館

草津宿場まつり開催費補助金 13,500 千円

東海道・中山道の結節点として固有の文化・歴史を形成してきた宿場町草
津の春の一大イベント。武家文化と公家文化の違いを絢爛豪華な衣装や髪
型で表現し、街道を練り歩く「時代行列」などを通して、市民や観光客が
街道文化を共に学び、交流を深めるきっかけづくりを行うとともに、本市
のイメージアップや観光客の誘致を目指す｡

主催：草津宿場まつり実行委員会
開催日：4月24日（日）
会場：東海道・中山道沿い（立木神社～光明
寺）、JR草津駅東口周辺、草津市役所周辺
来場者数：約8万人

B

本市の春のイベントとして定着しており、
宿場町・草津を市内外にアピールする効果
が得られているため引き続き継続して実施
する。

商工観光労政課

草津街あかり華あかり夢あかり開催
費補助金

3,800 千円
手作りの灯りが草津のまちなかを彩る秋の風物詩イベント。神社や寺の境
内を利用したあかり作品展や様々な催しを通じた草津の魅力を再発見でき
るプログラムを提供。

主催：草津街あかり華あかり夢あかり実行委員会
開催日：11月4日（金）、5日（土）
会場：草津駅東側商店街通り一体
来場者数：約3万人

B

秋の風物詩として定着しつつあるイベント
で、普段とは違ったまちの景色を楽しみな
がら魅力を再発見し、愛着を持ってもらう
ことで地域の発展につながっているため継
続して実施する。

商工観光労政課

草津まちイルミ開催費補助金 2,000 千円
JR草津駅を中心とした東口・西口周辺の公共施設や商業施設にイルミネー
ションを灯すことで、人々の行き来を促し、点から線のつながりを実現さ
せ、街の回遊を高める。

開催日：11月4日～12月25日
スタンプラリー応募数：1,429件
開催場所：草津駅周辺

A

スタンプラリーの応募者や各商業施設から
の協賛金は年々増加しており、事業効果が
高まっている。今後、イルミネーションの
新設・増設や新たなソフトイベントの企画
など事業の拡大を検討する。

都市再生課

アミカ講座 302 千円

利用の少ない平日に行うアート体験。幅広い年齢層を対象にしている。大
津絵・デッサン・童謡コーラス・よし笛・ハーモニカ・箏 など地元の
アーティストや文化協会、合唱連盟、美術協会、舞踊協会等とも連携して
実施。

ピアノと一緒に歌う会(クレア）
ピアノと一緒に歌う会(アミカ）
初心者のためのデッサン講座
歴史ある大津絵を描く会
参加者：のべ755名

B

生涯学習講座として人気がある。今後高齢
化が進む中においても高齢者の生きがいづ
くりなど生涯学習講座の役割は大きい。今
後もニーズの把握に努めながら、引き続き
事業を実施していく。

草津アミカホール

草津市国際交流協会運営費補助金 1,260 千円
姉妹都市との交流や、国際理解講座、国際交流イベントの開催等、市民に
国際交流の機会を提供し、多文化共生に対する意識の向上を図る。

国際理解講座：4回
英語サロン：2回
出前講座：4回
KIFAスクエアの発行：3回
多文化共生イベント：11回
日本語ひろば「きずな」：34回

B
本市における異文化との出会いおよび交流
の創出に寄与している事業であり、今後も
継続して、取り組む必要があるため。

まちづくり協働課

みなくさまつり開催費補助金 2,300 千円
南草津駅周辺地域におけるコミュニティ・市民文化の醸成と商工業振興、
ならびに東北地方への震災復興支援を目的とする。

主催：みなくさまつり実行委員会
開催日：12月4日（日）
会場：南草津駅西口付近特設会場
来場者数：約15,000人

B

町内会や青年会議所などの地元組織、地元
企業、立命館大学、行政、商工会議所がそ
れぞれ知恵を出し合い、強い結束力をもっ
て開催されており、これからの南草津のま
ちづくりの大きな力となるため継続して実
施する。

商工観光労政課

納涼まつり開催費補助金 650 千円
納涼の機をとらえ、市民に広く一般に情緒豊かな憩いの場と時間を提供す
ると共に、地域性豊かなふるさと伝統文化の継承に寄与することを目的と
する。

主催：草津納涼まつり実行委員会
開催日：8月23日（火）
会場：草津駅東側商店街通り一帯
来場者数：約20,000人

B

情緒豊かなふるさとのまつりとして、市民
に憩いの場を提供するとともに、コミュニ
ケーションの場として活用されていること
から継続して実施する。

商工観光労政課

草津市青少年俳句大会 241 千円

「俳句のまちづくり事業」の一環として、古い歴史をもつ「草津」の四季
折々の姿を、俳句を通して感じてもらい、今後の俳句文化の担い手となる
子どもの育成を目指し、市内小中学生を対象に開催。優秀作品は、市役所
ロビーに展示する。

投句数：小学5年生　1,157句
小学6年生　1,242句
中学1年生　1,046句
中学2年生　1,087句
中学3年生　1,056句
計　5,588句

B

学校を通じて投句を募集することで、多く
の子どもたちからの応募があり、ふるさと
意識の醸成や国語教育の充実につながって
いることから継続して実施する。

生涯学習課

文化を通じた出会い
および交流の創出

文化によるまちづくりの推進



基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課Ｈ28決算

俳句入門講座 40 千円
「俳句のまちづくり事業」の一環として、ふるさと草津の歴史に触れなが
ら俳句に対して誰もが気軽に親しみ、関心を高めることを目的とした俳句
講座（初心者向け）を開催。

開催日：2月～3月
講座開催数：4回
会場：草津宿本陣・草津宿街道交流館等
参加者数：26名

B
受講者による新句会が設立されており、俳
句人口の拡大につながっていることから継
続して実施する。

生涯学習課

俳句ingウォーキング 130 千円

「俳句のまちづくり事業」の一環として、地域を散策し、自然の中でまち
歩きを楽しみながら俳句に親しんでいたく機会を設ける。名所や句碑を巡
り、ふるさと草津への愛着心を深めるとともに市民の交流と俳句文化の向
上を目指すために開催。

開催日：5月1日（日）
会場：三大神社、志那神社等
参加者数：21名

C1

俳句入門講座受講者へのステップアップ事
業として実施しているが、今後はより多く
の年代の方に参加いただくとともに、事業
効果が高められるよう景観まちあるきとの
連携を検討する。

生涯学習課

ふるさと草津俳句会 20 千円
「俳句のまちづくり事業」の一環として、広く市民が俳句に触れる機会を
提供するため、投句を募集し、広報くさつにおいて優秀作を発表する。

開催数：年4回
投句数：627句 B

広報紙の紙面を活用していることで、毎
回、多数の市民から応募があり、俳句のま
ちづくり事業のPRに繋がっていることか
ら、継続して実施する。

生涯学習課

シネマ塾 945 千円
草津の歴史文化、風土、産業などについて見識を深める機会を提供するこ
とを目的に、市内の小学生を対象とした映画制作の連続講座と、18歳以上
の県民を対象として映画のシナリオ執筆の基礎を学べる作成講座を開催。

▼キッズシネマ塾
テーマ：琵琶湖の淡水真珠
参加者：13名

▼シナリオ講座
参加者：20名

C2

シナリオ講座の成果を地域活動に生かす
他、メディア等にも取り上げられシティ
セールスに繋がっているが、事業実施から
3年が経過したことから、手法の見直しを
検討する。

生涯学習課

くさつ歴史発見塾 150 千円
草津の歴史や文化宿場・街道をテーマとした一般向け歴史講座を開催し、
ふるさと意識の向上を図る。

開催時期：平成29年1月～3月（全5回）
開催場所：草津宿街道交流館
参加者数：のべ358名

B
例年、定員以上の参加があり、引き続き草
津の歴史文化に親しむ機会を市民に提供す
る必要がある。

草津宿街道交流館

草津宿街道交流館テーマ展 666 千円
草津の歴史や宿場・街道に関連した分野のうち、特定のテーマを設定した
展覧会を開催し、草津の歴史文化に関心をもってもらう機会とする。

開催時期：平成28年4月～29年3月（うち165日、
年間3回）開催場所：草津宿街道交流館参加者
数：3,378名（期間中観覧者）

B
わかりやすい資料展示による啓発が引き続
き必要である。

草津宿街道交流館

博学連携教育プログラムの構築と実
施

0 千円
子どもたちに市の歴史的特性である宿場町の歴史や文化に興味を持っても
らい、文化財に触れる機会づくりとしての見学プログラムを構築。プログ
ラムを活用した学校からの見学受け入れや出前授業を行う。

日時：年間随時
会場：史跡草津宿本陣、草津宿街道交流館、
草津宿地域、市内各小中学校
実施件数：のべ26校（26件）

B
子どもたちに、本市の歴史や文化財に関心
を持ってもらうための効果的な啓発の機会
となっている。

草津宿街道交流館

文化財保護助成事業 4,296 千円
指定文化財所有者および管理者に対し、文化財保存管理に係る補助を行
い、当該文化財の保護継承等を図る。

補助実績：20件 B

指定文化財保護助成事業は、市や市民に
とってかけがえの無い文化財を守り、未来
に向かって継承するため必要な事業であ
り、今後も継続して実施してゆく必要があ
る。

文化財保護課

本陣楽座 1,191 千円
草津宿がにぎわった江戸時代の伝統文化に市民が触れる機会として、史跡
草津宿本陣内で落語・和楽器の鑑賞講座を開催し文化財である本陣の活用
を図る。

開催時期：平成28年4月～29年3月（全23回）
開催場所：史跡草津宿本陣楽座館
参加者数：のべ765名

B
活用を通じて、本陣に親しんでもらう機会
が今後も必要である。

草津宿街道交流館

文化的資産の継承および活用



基本施策 事業名 事業内容 実績 今後の取組 左記の理由 担当課Ｈ28決算

景観まちあるき 26 千円

市民が地域の歴史や魅力を発掘・再発見し、今後の市民主体の景観づくり
活動の素材集めを目的とする。また、まちあるきの成果を活用して、市民
による各地域の特性に応じた景観づくりのルール検討などを進めてもら
う。

会場：玉川学区　野路町周辺
実施日：平成29年3月5日
参加者数：20名
協力者数：16名

C1

まちあるきが様々な方々に参加いただきや
すく、準備段階から地域のつながりが深ま
り、郷土のよさも理解していただけてい
る。事業効果がさらに高められるよう俳句
ingウォーキングとの連携を検討する。

都市計画課

A 5事業

B 31事業

C1 3事業

C2 5事業

計 44事業


