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文化庁からの指摘による計画（案）の修正について 

 

パブリックコメント開始後の文化庁からの指摘により計画（案）を修正した箇所につ

いて報告いたします。 

 

No 指摘事項 修正内容 頁 

１ 

第 1章「1－3地形・地質・水系」

琵琶湖の湖岸線の変化の話や、草

津市の歴史的な特色の一つである

天井川についても説明があるとよ

い。 

琵琶湖の湖岸線の成り立ちについ

て追記しました。 

また、地域の歴史文化の特色や天

井川の成り立ちについても追記し

ました。 

7～8 

２ 

[図 6]「草津市の水系」 

「1－4気候」にあるのは誤りでは

ないか。「1－3地形・地質・水系」

に掲載される方が適切ではない

か。 

図 6を「1－3地形・地質・水系」

内に配置しました。 

10 

３ 

第 1章「2－1人口動態」 

将来的な見通しなどが図で示され

ているが本文としての記載が不足

している。 

国および市の動向予測に則した内

容についての記述を追記しまし

た。 

18 

４ 

第 2 章「草津市の文化財の概要と

特徴」「ア・指定文化財の状況」 

この記載内容は市の固有の傾向な

どの情報となるため、それぞれの

指定状況および種別ごとに分析

し、本文として記述されると良い。 

国・県・市指定、選択、登録文化財

の一覧の直前に、それぞれの分析

や傾向等についてまとめた内容を

記載しました。 

また、これにあわせて 31ページお

よび 32ページに、市域の指定文化

財の分野ごとの分布図と、指定文

化財の国・県・市の指定状況が分

かる図を追加しました。 

30～ 

38 
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No 指摘事項 修正内容 頁 

５ 

第１章 3.歴史的背景「3－6草津に

広がる湖底・湖岸遺跡」 

第 1 章草津市の概要として記載さ

れることに少し違和感を覚える。

草津市の文化財の概要として、第

2章 「エ・埋蔵文化財」に含める

方が違和感は少ないのではない

か。 

第 1章「3－6草津に広がる湖底・

湖岸遺跡」にかかる記述を第 2 章

「エ・埋蔵文化財一覧」の埋蔵文

化財に関する記述に含め、改めま

した。 

39 

６ 

第 3章「1－3その他の生産」 

「2－3民俗・風習」や「3－3草津

川」のように節のまとめの記述が

ないため、まとめを書く方が良い。 

「1－3その他の生産」の文末に第

3 章 3 全体をまとめた記述を追記

しました。 

43 

７ 

第 2章 2、信仰の歴史文化 

「2－1 草津市域の古代寺院と信

仰の広がり」 

2段落目～4段落目（寺院・仏像の

傾向について）は、第２章の指定

文化財の指定状況の部分などにあ

った方がよい。 

内容を対応させ、第 2 章の指定文

化財の記述として見直しました。 

44 

８ 

第 3章「2－3民俗・風習」 

文末のまとめが、節全体のまとめ

なのか、項のまとめなのかがわか

りにくいので書きぶりを見直して

もらいたい。 

該当の文章が、第 3 章「2.信仰の

歴史文化」全体をまとめたもので

あることが分かりやすいように、

書きぶりを変更しました。 

46 

９ 

第 3章「3－2湖上交通」 

文末のまとめが、節全体のまとめ

なのか、項のまとめなのかがわか

りにくいので表現を見直してもら

いたい。 

該当の文章が、第 3章「3－1陸上

交通」と「3－2湖上交通」のまと

めであることが分かるように、表

現を改めました。 

49 

１０ 

第 3章「3－3草津川」 

文末のまとめが、節全体のまとめ

なのか、項のまとめなのかわかり

にくいので表現を見直してもらい

たい。 

該当の文章が、第 3 章「街道の歴

史文化」全体のまとめであること

が分かるように、表現を改めまし

た。 

49 
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No 指摘事項 修正内容 頁 

１１ 

第 4章「１.既存の文化財調査の概

要と調査状況」 

既存の文化財調査の概要をあげる

のであれば、未指定文化財以外の

記述も入れる方がよい。 

また、表 8・9・10は資料編として

再編すれば良い。 

第 4章「1．既存の文化財調査の概

要と調査状況」に、これまでに実

施した調査の概要と、どのような

調査が行われたのかという調査状

況をまとめました。 

また、表 8・9・10を表 12・13・14

とし、文末の資料編に再編しまし

た。 

あわせて、昭和 51年度以降、本市

が実施した未指定文化財調査につ

いて年表にまとめたものを「表15」

とし、資料編に追加しました。 

50 

１２ 

「歴史文化の保存・活用に関する

基本方針」 

現行のままでは、基本方針が今後

10年の方針であることが分かりに

くい。 

第 5 章草津市における歴史文化の

保存・活用に関する措置にある基

本理念が将来的なビジョンなので

あれば、基本方針よりも先に基本

理念があると分かりやすいのでは

ないか。 

63ページの基本方針が本計画期間

（10年間）の方針であることが分

かるよう、58ページの「事業実施

にあたっての基本理念」に記述す

るよう見直しました。 

59 

１３ 

第 4 章「5.歴史文化の保存・活用

に関する基本方針」 

基本方針についてのまとめにも、

措置で明記している「繋ぐ」「伝え

る」といった各方針のキーワード

を入れると分かりやすくなるので

はないか。 

基本方針にもキーワードを入れ、

方針と具体的な措置の対応を分か

りやすく表現することとしまし

た。 

59 

１４ 

第 4章「5．歴史文化の保存・活用

に関する基本方針」 

全体的に少しわかりにくい。課題

からのつながりをきちんと文章化

してほしい。 

指導のとおり、各基本方針と課題

を関連付ける文章に修正しまし

た。 

59～ 

62 
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No 指摘事項 修正内容 頁 

１５ 

「5－6防犯・防災」 

記述が平時の対応のみとなってい

るため、緊急時などの対応につい

ても検討してもらいたい。 

また、緊急時の対応に、措置にあ

る文化財データベースの作成が関

わっていることにも触れるとなお

よい。 

緊急時における対応について「5－

5 防犯・防災を地域で担う体制づ

くり」のまとめとして追加しまし

た。 

61 

１６ 

第 5 章「草津市における歴史文化

の保存・活用に関する措置」 

１０年間で重点的に取組む措置が

何であるのかがわかりにくい。表

現を改めて欲しい。 

第 5 章「草津市における文化財の

保存・活用に関する措置」に、この

１０年間で重点的に取組む措置に

ついて、文化財の適切な整備や文

化財の情報収集と整理、また将来

的な文化財の保存・活用への基盤

づくりなどを中心に事業の展開を

図るとし、追記しました。 

64 

１７ 

本文中のどこかで補助金等の財源

確保の考え方についても触れても

らいたい。 

第 5 章「草津市における文化財の

保存・活用に関する措置」に、文化

庁の補助金等の財源を積極的に活

用し取組む旨を追記しました。 

64 

１８ 

第 5 章「草津市における文化財の

保存・活用に関する措置」 

措置の事業一覧にあげる順番や見

せ方を工夫してもらいたい。特に

重点的に実施する措置について、

視覚的にもう少し分かりやすくし

てもらいたい。 

また、各事業の説明は短くなくて

もよいので、誰が見ても理解でき

るよう、しっかりと書いてほしい。

その補完として、写真などでその

雰囲気が伝えられるとなおよい。 

各事業の順番や個々の事業内容に

関する記述を見直し、より分かり

やすくなるよう表現を改めまし

た。 

また、写真を追加するなど、視覚

的にも見やすく、理解しやすくな

るように見直しました。 

65～ 

72 
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No 指摘事項 修正内容 頁 

１９ 

第 5 章「草津市における文化財の

保存・活用に関する措置」 

措置の実施計画期間が、短期・中

期・長期のみでは、少しわかりに

くいため、もう少し詳しく記述し

てもらいたい。 

措置の事業一覧の実施計画期間を

「短期（R2～R4）」「中期（R5・R6）」

「長期（R7～R11）」と表現を見直

しました。 

65～ 

72 

２０ 

第 6 章「歴史文化の保存・活用の

推進体制」 

図 20「草津市文化財保存活用地域

計画の実現に向けた体制整備」で

説明していることを、文章でも表

現してもらいたい。 

図 20 で意図する計画の実現に向

けた体制整備について、本文にも

記載しました。 

74 


