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↓ 御記入いただいた分野にチェック（✔）をお付けください。 

基本目標 1「こころ」育むまち 

 1 人権 

 2 男女共同参画 

 3 学校教育 

 4 生涯学習・スポーツ 

 5 歴史・文化 

基本目標 2 「笑顔」輝くまち 

 6 コミュニティ 

 7 地域福祉 

 8 健康 

 9 子ども・子育て・若者 

 10 長寿・介護 

 11 障害福祉 

基本目標 3 「暮らし」支えるまち 

 12 防災 

 13 生活安心・防犯 

 14 環境 

 15 交通 

 16 道路 

 17 上下水道 

基本目標 4 「魅力」あふれるまち 

 18 農林水産 

 19 商工観光 

 20 都市形成 

 21 公園・緑地 

 22 情報・交流 

基本目標 5 「未来」への責任 

 23 行財政マネジメント 

 

  
「１．人権」から「２３．行財政マネジメント」までの２３分野から選択い

ただき、私たちの役割検討シートの該当する記入欄に御記入いただ

きますようお願いいたします。 
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２ 私たちの役割シート 

基本目標 1 「こころ」育むまち  

１．人権 

1-1 人権の尊重 

 ◆基本方針 

あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図るとともに、すべての人があたたかい心を持ちあって明る

く住みよいまちを実現するため、人権教育・啓発に関する取組の推進や、相談体制の充実を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①各種の人権啓発事業や人権への関心を高める

取組等に積極的に参加します。 

②組織内における人権教育を推進します。 

③身近な地域で相談ができる環境と人的ネット

ワークをつくります。 

（事業者等） 

④各種の人権啓発事業や人権への関心を高める

取組等に積極的に参加します。 

⑤組織内における人権教育を推進します。 

⑥組織内に、気軽に相談ができる環境をつくると

ともに、必要時に各専門機関へつなぎます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

２．男女共同参画 

２-1 男女共同参画社会の構築  

 ◆基本方針 

男女共同参画についての意識啓発を図り、男女がともに喜びと責任を分かち合える男女共同参画社会

の構築を進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①男女共同参画について学び、気軽に話ができ

る機会をつくり、参画します。 

②家庭、地域、学校、職場などで男女共同参画の

推進に努めます。 

（事業者等） 

③男女が職業生活と子育て、介護などの家庭生

活とを両立することができるような職場づくり

に努めます。 

④女性の継続就業・登用に取り組みます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

３．学校教育 

３-1 子どもの生きる力を育む教育の推進 

 ◆基本方針 

“豊かな心と健やかな体”“確かな学力”の育成を図るため、各種事業を効果的に展開します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①自分も人も大切にして、新しい時代の変化にも

対応できる力を身につけます。 

②子どもと大人が共に育ち、あらゆる多様性を受

け入れられる地域づくりに取り組みます。 

 

（事業者等） 

③学校と連携を図り、子ども一人ひとりが大切に

される支援をします。 

④家庭・学校・地域や関係機関等の連携を充実さ

せ、子どもの健全な心身の醸成を図ります。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

３．学校教育 

３-２ 学校の教育力の向上 

 ◆基本方針 

学校の教育力の向上を図るため、教職員の資質向上や学校経営の充実、学校施設の計画的な整備など

各種事業を効果的に展開します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①学校公開や学校行事に積極的に参加し、学校

の諸活動に協力します。 

 

（事業者等） 

②学校と連携を図り、特別授業等において自らの

専門性を教育の場に生かします。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

４．生涯学習・スポーツ 

４-1 生涯学習の推進 

 ◆基本方針 

市民が心豊かに、生きがいをもって生活を送れるよう、生涯学習情報の提供と学習機会の充実を図りま

す。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①学びを通じて様々な知恵や知識・教養を身につ

け、心豊かな生活を実現します。 

②地域の学習活動に参画することにより、自らの

学びを地域に還元し、子どもと大人の協働によ

る学び合いを実現します。 

（事業者等） 

③市が主催する講座や委託事業等において協賛

や支援をします。 

④より専門性の高い知識や技術を地域の学習活

動に還元します。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

４．生涯学習・スポーツ 

４-２ スポーツの充実 

 ◆基本方針 

市民が健康で心豊かに、生きがいをもって生活を送れるよう、スポーツ推進計画に基づく、スポーツ文

化の醸成されたまちづくりを推進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①自分にあったスポーツを見つけ、継続して行う

ことで健康増進を図ります。 

②スポーツを通じた市民相互の交流により、地域

の活性化につなげます。 

（事業者等） 

③市が主催するスポーツイベント、委託事業等に

おいて協賛や支援・援助をします。 

④より専門性の高い知識や技術を地域のスポー

ツ活動に還元します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

５．歴史・文化 

５-1 文化財の保存と活用 

 ◆基本方針 

本市の財産である文化財を後世に守り伝えるため、適切な保存を図るとともに、豊かな歴史文化の価値

や魅力を活用するための施策の充実を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①様々な歴史資産を市民の貴重な財産として大

切に保存します。 

②歴史文化を地域学習の教材として活用します。 

③文化財の調査・保存・継承に積極的に協力しま

す。 

（事業者等） 

④開発事業者は、埋蔵文化財の取扱いについて

事前に市と協議し、文化財の保護に協力しま

す。 

⑤大学等は、専門の立場から文化財の魅力を紹

介します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標 1 「こころ」育むまち  

５．歴史・文化 

５-２ 文化・芸術の振興 

 ◆基本方針 

文化の薫り高い“出会い”と“交流”に満ちた活力と魅力にあふれるまちを築くため、誰もが文化に触れ

ることができる機会を充実させるとともに、都市の魅力としての文化の創造と発展に取り組みます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①文化・芸術の担い手として自主的・主体的に活

動を行います。 

②多様な文化・芸術を尊重し、分野や世代、地域

を越えた交流を深めます。 

（事業者等） 

③市民の文化・芸術活動の支援に努めます。 

④市民が文化に触れる機会を提供します。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

６．コミュニティ 

６-1 市民自治の確立 

 ◆基本方針 

市民による主体的なまちづくりが展開されるよう、まちづくり協議会への支援のほか、まちづくり活動

の拠点となる施設の積極的な活用を促進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①まちづくり協議会をはじめとした市民主体の

活動展開を図ります。 

②地域のニーズを把握し、将来を見据えたまちづ

くりを計画的に進めます。 

（事業者等） 

③地域のまちづくり活動へ主体的に関われるよ

う努めます。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

６．コミュニティ 

６-２ 基礎的コミュニティの活性化 

 ◆基本方針 

顔の見える身近な基礎的コミュニティ（町内会）を中心に、地域と一体となった取組ができる住民主体の

地域社会の形成を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①一人ひとりが地域のコミュニティを構成する一

員であるという認識を持ち、町内会活動等に

積極的に参画します。 

②地域の人材を生かし、参加しやすい町内会活動

の展開を図ります。 

（事業者等） 

③町内会活動への積極的な貢献に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

６．コミュニティ 

６-３ 市民公益活動の促進 

 ◆基本方針 

中間支援組織である（公財）草津市コミュニティ事業団等と連携しながら、市民公益活動団体間の交流・

情報交換、各地域のまちづくり活動を促進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①ＮＰＯやボランティア等と町内会等の地縁組織

との交流を図り、ともに協力しあえる体制づく

りを進めます。 

 

（事業者等） 

②ボランティア活動やイベント等、市民公益活動

の様々な場面で連携を進めます。 

③市民公益活動や地域活動への支援・協力等、地

域の一員として社会貢献に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

６．コミュニティ 

６-４ 多文化共生社会の構築 

 ◆基本方針 

国籍や民族などの異なる人々がお互いの違いを認め合うことで、多様な人材が活躍できる、活気があふ

れるまちづくりに努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①お互いの違いを理解し、尊重しながら、あらゆ

る人が住みよい多文化共生の地域づくりを進

めます。 

（事業者等） 

②文化的背景から生じる「違い」への理解や対策

に努め、外国人労働者の活躍を支えます。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

７．地域福祉 

７-1 「地域力」のあるまちづくり 

 ◆基本方針 

地域福祉の担い手の育成とそのネットワークの充実を図り、「地域力」を生かした福祉のまちづくりを進

めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域の活動に積極的に参画します。 

②「地域で支える支援者」に登録します。 

③隣近所の大切さを再認識し、地域のコミュニケ

―ションを進めます。 

（事業者等） 

④行政と協働し、「草津市地域福祉計画」に基づく

福祉のまちづくりを推進します。 

⑤地域福祉活動における協働に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

７．地域福祉 

７-2 人とくらしへの相談・支援 

 ◆基本方針 

経済的な困窮時等、市民の生活安定の危機に対して、適切な制度適用と生活安定・自立への相談・支援

を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①生活困窮時に、生活保護制度等を活用して、自

立生活の確保に努めます。 

②地域において、生活に困難を抱える人に対する

積極的な相談・支援等を行います。 

（事業者等） 

③地域の雇用創出に努めます。 

④単身高齢者や障害者など、住宅の確保が困難

な人に対し、民間賃貸住宅への適切な入居に

努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

17 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

８．健康 

８-1 市民の健康づくり 

 ◆基本方針 

“誰もが健康で長生きできるまち草津”を目指し、健康寿命の延伸を図るため、健康づくりや感染症予防

への関心をさらに高めるとともに、予防接種やけん診の受診を促進し、疾病予防・重症化予防を強化しま

す。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①自分の健康は自分で守るという意識を持ち、

行動します。 

②健康づくりや感染症予防への関心をさらに高

め、よりよい生活習慣を身につけます。 

③周囲の人への声かけや地域での見守りにより、

心身の不調や生活の変化に気づくことができ

るよう、行動します。 

④予防接種や各種けん診を受診します。 

（事業者等） 

⑤自らが持つ知識や技術等を活用し、市民の健

康づくりを支援します。 

 

（健康推進員等） 

⑥健康についての正しい知識を普及啓発し、行政

と地域のパイプ役として活動します。 

⑦地域で健康づくりや健康増進の輪をいっそう

拡げます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

18 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

８．健康 

８-２ 医療保険制度の適正運用 

 ◆基本方針 

国民健康保険制度および後期高齢者医療制度について、市民が安心して医療を利用できるよう安定運

営を行うとともに、社会的に弱い立場にある方に対する福祉医療助成を行い、医療にかかる経済的負担の

軽減を図ります。また、特定健康診査や特定保健指導等の保健事業を実施し、被保険者の健康寿命の延伸

や医療費の適正化を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①健康診査や保健指導を積極的に活用し、自ら

の健康増進に努めます。 

②医療保険制度を安定的に持続させるため、後

発医薬品の利用や適正受診に努めます。 

（事業者等） 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

19 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

９．子ども・子育て・若者 

９-1 切れ目のない子育て支援 

 ◆基本方針 

妊娠から子育てまでの切れ目のない相談・支援・情報提供を行い、子育ての不安を軽減します。また、医

療機関や子育て支援に関する団体との連携を図ることで、より安心して子育てのできる環境を整えるとと

もに、市民に取組を認識されるよう周知に努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①子育て相談センター等の相談窓口や、「すこや

か訪問」、「乳幼児健診」等の機会を利用し、不

安や心配事を解消して、得た情報をうまく子育

てに生かします。 

②市から発信される子育て支援に関する情報の

取得に努めます。 

③子育ての現状を理解し、必要に応じた協力を行

います。 

（事業者等） 

④地域の子育て支援施設は、関係機関と連携し、

地域における子育て相談の窓口として相談や

情報提供を行います。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

20 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

９．子ども・子育て・若者 

９-２ 就学前教育・保育の充実 

 ◆基本方針 

子どもの発達や特性に応じた質の高い就学前教育・保育の一体的な提供と、保育人材の確保・育成を推

進し、子育て期の保護者が安心して仕事や子育てが両立できるよう支援します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①家庭は子どもの豊かな育ちの基盤となること

から、子どもとのふれ合いや語らいを大切に

し、基本的な生活習慣や社会的マナー等が身に

つけられるよう努めます。 

②子どもと日々向き合う子育て家庭を社会全体

で支え、子どもの健やかな成長と子育て家庭

の見守りに努めます。 

（事業者等） 

③市民や地域、企業、関係団体、市等多様な主体

が連携・協力し、仕事と家庭の両立や様々な地

域活動に取り組むことで、子育て家庭に寄り添

った社会の形成に取り組みます。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

21 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

９．子ども・子育て・若者 

９-３ 安心して子育てができる環境づくり 

 ◆基本方針 

安心して子育てができるよう、児童虐待の防止、早期発見・早期対応に努めます。また、ひとり親家庭や

経済的困窮家庭、発達支援が必要な子どものいる家庭等への相談・支援を充実させるほか、児童育成クラ

ブの充実と施設の整備を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①保護者や家族、地域が協力して、見守り、とも

に遊び学んで、愛情豊かに子どもの育ちを支

えます。 

②子どもの人権と安全を守る意識を持ち、安全

パトロール等の取組に積極的に参加します。 

③児童虐待など気になる家庭がある場合は、連

絡（通告）するとともに、常に子どもを虐待から

救うため行動します。 

（事業者等） 

④仕事と家庭のバランスがとれるよう、働き方の

見直しを進めます。 

⑤児童虐待防止等の啓発活動に積極的に参加し

ます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

22 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

９．子ども・子育て・若者 

９-４ 子ども・若者の育成支援 

 ◆基本方針 

教育環境や体験、他者との交流の機会を充実し、子ども・若者の生きる力の育成と社会とのつながりづ

くりを支援します。また、関係機関と連携し、相談体制や支援ネットワークの構築等により、ひきこもり等の

困難を有する子ども・若者や家族への切れ目のない支援を充実します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①子ども・若者が地域で孤立することがないよ

う、健やかな育ちを見守り、支えます。 

（事業者等） 

②家庭・学校・地域や関係機関等との連携を強め

て青少年の健全育成を図ります。 

③社会生活を円滑に営むことが困難な子ども・若

者への継続的・専門的な支援を推進します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

23 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

１０．長寿・介護 

1０-1 いきいきとした高齢社会の実現 

 ◆基本方針 

いきいきとした高齢社会の実現のため、健康寿命の延伸に向け、高齢期の健康づくりや介護予防の取組

を推進するとともに、就労やボランティア活動、コミュニティ活動など高齢者の社会参加を促進する取組を

進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①「自分の健康は自分で守る」という意識を持

ち、健康の保持増進に努めます。 

②地域の中での自らの役割を自覚し、地域活動

やボランティア活動に主体的に取り組みます。 

（事業者等） 

③意欲ある熟年世代の雇用に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 
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基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

１０．長寿・介護 

1０-２ あんしんできる高齢期の生活への支援 

 ◆基本方針 

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、介護サービスの充実や医療と介護の切

れ目ない提供体制の構築、地域での支え合いの体制づくりに取り組みます。また、認知症の人や家族が安

心して暮らせるまちづくりを進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①介護が必要となった場合でも、適切なサービス

を利用して、有する能力を活かし意欲的に生活

を続けます。 

②高齢期にある人が、家庭や地域で役割や居場

所があり、生きがいを持って生活できるよう、

お互いに見守り支えあいます。 

（事業者等） 

③利用者のニーズに応じた質の高い利用者本位

のサービスを提供します。 

④介護保険サービスに関する情報の提供や、相

談受付窓口、苦情受付窓口の整備を進めます。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

25 

 

基本目標２ 「笑顔」輝くまち  

１１．障害福祉 

１1-1 共に生きる社会の推進 

 ◆基本方針 

地域における障害のある人を取り巻くサービス提供基盤の強化や人材の育成、社会参加の促進を行う

ことで、地域に暮らす誰もが互いを尊重し安心して暮らすことのできるまちづくりを進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①自らの意思に基づいて、自己実現と社会参画

のため積極的に行動します。 

②障害のある人の社会参加をサポートするボラ

ンティア活動等に参加します。 

③ふれあい・交流の機会に積極的に参加します。 

（事業者等） 

④障害のある人の雇用を促進し、個性と能力を

生かした就労を継続的にサポートするととも

に、働きやすい職場環境の整備を進めます。 

⑤ニーズに即したサービス量の確保と、サービス

の質の確保、向上を図ります。 

⑥家族へのサポート・相談を充実させます。 

⑦地域とのふれあい、交流の機会をつくります。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

26 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１２．防災 

1２-1 自助・共助による防災対策の充実 

 ◆基本方針 

市民の防災意識の高揚と自主防災体制の確立を図るとともに、住宅耐震化の促進や適切な避難行動の

周知等を進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①災害用備蓄や住宅の耐震補強など家庭での防

災対策を進めます。 

②自主防災組織を結成し、災害に強い地域づくり

を進めます。 

（事業者等） 

③災害発生時のボランティア活動への協力等に

努めます。 

④事業所での防災組織の設置等に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

27 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１２．防災 

1２-２ 災害に強いまちづくり 

 ◆基本方針 

防災備蓄の整備等、消防・防災の体制や、危機管理の体制の充実を図って、災害に強いまちづくりを進

めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①消防団への入団や、協力を通じて地域防災力

を高めます。 

②防災訓練や防災体制を構築し、災害に強いま

ちづくりを進めます。 

（事業者等） 

③防災協定等により災害発生時における市との

協力体制（物的・人的・技術的支援）を構築しま

す。 

④消防団活動への積極的な参加に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

28 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１２．防災 

1２-３ 治水対策の推進 

 ◆基本方針 

治水対策のため、河川・排水路の適切な整備と管理を行います。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域ぐるみの河川愛護の活動（浚渫
しゅんせつ

・草刈り

等）に自主的に取り組みます。 

（事業者等） 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 
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基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１３．生活安心・防犯 

1３-1 暮らしの安心の確保 

 ◆基本方針 

暮らしの安心の確保のため、消費生活等に関する市民生活の不安や悩みを受け止めるとともに、生活衛

生の向上のための各種の取組を行います。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①複雑多様化する日常生活の様々な課題に対応

できるように、必要な知恵と知識を身につけま

す。 

（事業者等） 

②国県等の関係機関と連携して、消費生活等に

関する情報の共有を図ります。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

30 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１３．生活安心・防犯 

1３-２ 犯罪のないまちづくり 

 ◆基本方針 

地域防犯活動の展開を充実させながら市民の防犯意識の高揚を図り、犯罪のないまちづくりを進めま

す。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①一人ひとりが「自分の身は自分で守る」という

防犯意識を持ちます。 

②家庭や地域でルールやモラルを再確認し、規範

意識を高めます。 

③町内会、学区等で地域防犯活動の実施や参加・

協力をするとともに、町内会で防犯灯など防犯

設備の設置に取り組みます。 

（事業者等） 

④店舗等における青少年健全育成の取組や防犯

用品の販売等を行います。 

⑤社会貢献として防犯活動に参加・協力します。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

31 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１４．環境 

1４-1 良好な環境の保全と創出 

 ◆基本方針 

良好な環境を保全・創出するため、次世代に継承すべき自然環境の保全および公害防止等の対策を推

進します。また、環境について学び・活動する地域社会づくりを進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①環境への関心を深め、環境学習や環境イベント

等へ積極的に参加するとともに、環境保全活

動に参加します。 

②生活型公害防止に自ら取り組みます。 

（事業者等） 

③敷地内緑化など、生物多様性に配慮した事業

活動や、地域と連携した環境学習・環境保全活

動の取り組みを進めます。 

④自ら率先して公害対策に取り組みます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

32 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１４．環境 

1４-２ 脱炭素社会への転換 

 ◆基本方針 

脱炭素社会への転換を図るため、市民・団体・事業者とともに省エネルギー対策、再生可能エネルギーの

利用ならびに気候変動への適応を推進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①省エネルギー対策および再生可能エネルギー

の利用を進めます。 

②低炭素型ライフスタイル（製品買換え・サービス

選択・生活スタイルなど）への転換を進めます。 

③気候変動の影響に適応する行動に取り組みま

す。 

（事業者等） 

④事業活動における省エネルギー対策（機器の更

新・サービスの転換・ICT 化など）および再生

可能エネルギーの利用を進めます。 

⑤気候変動の影響による事業活動のリスクマネ

ジメントならびに適応ビジネスの展開に向けた

取組を進めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

33 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１４．環境 

1４-３ 資源循環型社会の構築 

 ◆基本方針 

資源循環型社会の構築を図るため、ごみの発生抑制（リデュース）・再使用（リユース）・資源化（リサイク

ル）を進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①ごみの発生抑制や再使用の取り組みにより、ご

みの減量を進め、資源循環型のライフスタイル

の転換に取り組みます。 

②ごみ出しのルールを守り、分別の徹底を図ると

ともに資源化を進めます。 

③散在性ごみをはじめ、不法投棄の防止のため

の回収活動を行い、地域の環境美化に取り組

みます。 

（事業者等） 

④事業活動におけるごみの発生抑制や再使用の

取り組みにより、ごみの減量を進めます。 

⑤資源化に取り組み、資源の循環的な利用を進

めます。 

⑥資源循環型社会の構築を担う役割・社会的責

任を認識し、資源循環型の事業活動に取り組

みます。 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

34 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１５．交通 

1５-1 公共交通ネットワークの構築 

 ◆基本方針 

誰もがいつでも安心して移動できる持続可能で健幸な交通まちづくりの実現のため、市民（地域）・交通

事業者・行政が連携し、安全で安心に生活できるまちの形成を目指し、効率的かつ効果的な利便性の高い

持続可能な公共交通ネットワークの形成を目指します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①公共交通サービスを積極的に利用します。 

（事業者等） 

②官民や事業者間等の連携を強化し、公共交通

機関の維持、活性化に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

35 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１５．交通 

1５-２ 交通安全対策の推進 

 ◆基本方針 

交通事故のない安全で安心なまちを形成するため、市民一人ひとりの交通安全に対する意識の高揚を

図るとともに、交通安全教育や啓発を充実させるなど、交通安全対策に取り組みます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①交通安全について学ぶ取組等に積極的に参加

します。 

②交通安全を自らの問題として捉え、地域の実情

に応じた交通安全教育を推進します。 

（事業者等） 

③官民や事業間の連携を図り、各々の立場や地

域の実情に応じた交通安全活動に取り組みま

す。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

36 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１６．道路 

1６-1 安全・安心な道路の整備 

 ◆基本方針 

広域主要幹線道路から生活道路、歩道・自転車道まで、誰もが安全で快適に移動できるように交通安全

対策やバリアフリー化などの整備を計画的に進めるとともに、道路施設の適切な維持管理に努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①道路清掃や草刈等、道路を守り大切に使うた

めの市民活動の展開を図ります。 

②市民や地域の意見や要望を集約し、「地域の道

づくり」について提案します。 

（事業者等） 

③産官学連携により、人にやさしく、安全で快適

な利便性の高い道路空間の整備や維持管理等

に向けた相互の研究を推進します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

37 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１７．上下水道 

1７-1 水の安定供給 

 ◆基本方針 

安全で安定した水を供給するため、上水道施設の計画的な更新・災害対策や適切な維持管理を行うとと

もに、経営基盤の強化など、将来にわたり安定的で持続可能な水道事業の運営を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①水源である琵琶湖の水質を守り、水を大切に

する生活に努めます。 

②給水装置を適切に管理します。 

（事業者等） 

③水道施設の適切な管理を行うとともに、水源

である琵琶湖の水質を守って事業を行います。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

38 

 

基本目標３ 「暮らし」を支えるまち  

１７．上下水道 

1７-２ 下水道の安定運営 

 ◆基本方針 

快適な生活環境を保全するため、下水道施設の計画的な更新・災害対策や適切な維持管理を行うととも

に、経営基盤の強化など、将来にわたり安定的で持続可能な下水道事業の運営を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①琵琶湖を取り巻く水環境を守るために、下水道

に接続し、適切に使用します。 

②宅内の排水設備を定期的に清掃します。 

（事業者等） 

③排水設備の適切な管理を行うとともに、水源

である琵琶湖の水質を守って事業を行います。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

39 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１８．農林水産 

1８-1 農業の振興 

 ◆基本方針 

持続可能で安定的な農業経営を図るとともに、市民生活に豊かな実りとうるおいをもたらす「農」のあ

るまちづくりを進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地場産物の購入（消費）に努めます。 

（事業者等） 

②安定した生産量の確保に努めます。 

③地場産物について、積極的に情報発信を行い

ます。 

④地場産物の需要・販路拡大に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

40 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１８．農林水産 

1８-２ 水産業の振興 

 ◆基本方針 

漁業環境の保全・確保を図るとともに、漁港や水産を資源とした多面的機能の利活用に努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地場産物の購入（消費）に努めます。 

（事業者等） 

②漁業環境の保全・確保につながる取組を行い

ます。 

③安定した漁獲・生産量の確保に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

41 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１９．商工観光 

1９-1 中心市街地の活性化 

 ◆基本方針 

中心市街地の活性化と都市の魅力向上のため、「草津市中心市街地活性化基本計画」に基づく事業を推

進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①中心市街地で買物や余暇活動を楽しみます。 

（事業者等） 

②空き店舗や空き家の情報を収集し、テナントミ

ックス事業等、中心市街地活性化に向けた取組

を進めます。 

③地域住民のニーズを取り入れた事業を推進し

ます。 

④官民連携による活性化事業に積極的に参画し

ます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

42 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１９．商工観光 

1９-２ 商業の振興 

 ◆基本方針 

地域商業を活性化させるため、関係団体と連携して、商業基盤の強化を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①身近な商店街や商業地で買物や余暇活動を楽

しみます。 

（事業者等） 

②自らの創意工夫により経営基盤を強化し、良質

な商品やサービスの安定した供給を行うとと

もに、市民の良好な生活環境に配慮した事業

展開を行います。 

③地域経済団体は、商業者の事業活動に対する

支援を行うとともに、商業振興のための事業を

行います。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

43 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１９．商工観光 

1９-３ 工業の振興 

 ◆基本方針 

工業振興を促進するため、立地環境の優位性を生かし、企業の集積を図るとともに、異業種間連携や産

学連携を推進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域の企業について理解を深めるとともに、地

域産業の振興に協力します。 

（事業者等） 

②インキュベーション施設を活用して起業にチャ

レンジします。 

③産学連携や企業間連携による新産業の創出や

新たな取組を展開します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

44 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１９．商工観光 

1９-４ 観光の振興 

 ◆基本方針 

地域観光を活性化させるため、様々な事業者等と連携して、観光資源の発掘・磨き上げや魅力の発信な

どを行います。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域の観光資源についての理解を深めて、草

津の魅力を再発見します。 

②様々な媒体を使って、草津の魅力を広めます。 

（事業者等） 

③観光に関する多様な需要に応え、良質なサービ

スを提供することにより、観光客の満足度の向

上に努めます。 

④ここでしか体験できない草津ならではの着地

型観光の展開を図ります。 

⑤地場産品の積極的な活用を図り、域内調達率

の向上に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

45 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

１９．商工観光 

1９-５ 勤労者福祉の向上 

 ◆基本方針 

勤労者福祉の向上を図るため、行政・事業者等・勤労者がそれぞれの役割を担いながら、ともによりよい

労働環境づくりに向けた取組を促進します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①職場や家庭、地域で支え合いながら、安心して

暮らせる社会づくりに取り組みます。 

（事業者等） 

②ハード・ソフト両面にわたってより良い職場環

境づくりに取り組みます。 

③地域の勤労者福祉団体は、中小企業勤労者等

に対する福利厚生等の充実に取り組みます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

46 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２０．都市形成 

２０-1 都市と住環境の質・魅力向上 

 ◆基本方針 

都市と住環境の質や魅力を守り、高めるため、地域特性に応じた土地利用や建物の適切な誘導を図りま

す。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域の特性に応じた、うるおい豊かでだれもが

快適に暮らせる良質な住宅・住環境の創出、保

全、充実に努めます。 

（事業者等） 

②市街地整備・住宅開発において、ゆとりとうる

おいのある住環境づくりに努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

47 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２０．都市形成 

２０-２ まちなかの魅力向上と地域再生の推進 

 ◆基本方針 

まちなかの魅力向上と地域再生を推進するため、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基

づき、ＪＲ草津駅・南草津駅周辺地区を核として広がる“まちなか”の整備の促進や活性化とともに、郊外部

における持続可能なまちを構築します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①“まちなか”の魅力をつくる主役となって、活動

します。 

②郊外部における持続可能なまちづくりを進め

る主役となって、活動します。 

（事業者等） 

③まちなかの魅力向上に繋がるような事業を展

開します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

48 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２０．都市形成 

２０-３ 良好な景観の保全と創出 

 ◆基本方針 

うるおいと広がりのある自然景観や暮らしの中で育まれた歴史景観の保全と活用、賑わいと心地よさを

感じる都市景観の創出を目指し、市民・事業者と協働の景観まちづくりを進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①地域の景観づくりの主体となって、次代を担う

子どもたちとともに地域資源を生かした景観

づくり活動に努めます。 

（事業者等） 

②賑わいや活力を感じられるまちの景観づくり

に向けて、事業活動や屋外広告物の掲出等に

おける景観への配慮に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

49 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２１．公園・緑地 

２1-1 ガーデンシティの推進 

 ◆基本方針 

多様なニーズを踏まえた公園・緑地の整備や維持管理を行うとともに、公園等のオープンスペースを拠

点としてガーデンシティの実現を目指します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①利用者の立場で公園整備に参加します。 

②公園の維持管理に対して積極的に役割を果た

します。 

（事業者等） 

③公園整備、管理のあり方について研究、実践を

行います。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

50 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２１．公園・緑地 

２1-２ 草津川跡地の空間整備 

 ◆基本方針 

草津川跡地を市民の憩いの場や活動の場等として活用するため、多様な市民ニーズを踏まえ、本市の都

市価値を高めるための空間整備を図ります。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①利用者の立場で草津川跡地整備に参画しま

す。 

②公園運営に対し、市民活動やガーデニング等に

積極的に関わります。 

（事業者等） 

③草津川跡地整備のあり方について研究、実践

を行います。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

51 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２２．情報・交流 

２２-1 まちづくり情報の提供の充実 

 ◆基本方針 

まちづくり協議会や市民公益活動団体等の活動が活きるよう、市民間の情報の共有と交流の促進、ま

た、時代に合った行政情報等の提供の充実に努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①主体的な情報発信に努めるとともに、地域内

での情報共有に努めます。 

（事業者等） 

②市民公益活動団体等や学生との協働により効

果的な情報発信に努めます。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

52 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２２．情報・交流 

２２-２ 多様な連携・交流の展開 

 ◆基本方針 

産学公民の連携や近隣自治体との連携を行い、さらなる交流活動の多様な展開を進めることにより、幅

広い市民交流を促し、活気があふれるまちづくりに努めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①交流・学習や調査・研究等に参加し、まちづくり

への関心と意識を高めます。 

（事業者等） 

②交流・学習や調査・研究等を通じて、学術的知

見や専門知識を提供します。 

③経済活動や地域との交流を通じて、地域の活

性化に協力します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

53 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２３．行財政マネジメント 

２３-１ 市民から信頼される市政運営 

 ◆基本方針 

市民から信頼される市政運営を行うため、将来世代に負担を先送りすることのないよう財政規律を確

保し、計画的かつ効率的な財政運営を行うとともに、本市が有する行財政資源を適正に管理します。また、

積極的な情報提供等による行政の透明性の向上や公正を確保します。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①健全な財政運営が維持できているかをチェッ

クします。 

②広く市政に関心を持ちます。 

（事業者等） 

③市政情報の公開等によって得た内容は、適正

に利用します。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

54 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２３．行財政マネジメント 

２３-２ 職員力の向上 

 ◆基本方針 

職員一人ひとりが職務の遂行に必要な能力を高めるとともに、それぞれの職階・職制ごとの役割を果た

すことで組織力を最大限に発揮し、市民福祉の向上につなげます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①窓口等において、ＣＳ（市民満足）向上につなが

る応対ができているかチェックします。 

（事業者等） 

 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

  



私たちの役割シート 

55 

 

基本目標４ 「魅力」あふれるまち  

２３．行財政マネジメント 

２３-３ 行政事務の効率化と最適な行政サービスの実現 

 ◆基本方針 

将来にわたり持続可能で最適な行政サービスの実現を図るため、行政改革や広域連携を進めます。 

私たちの役割（案） 

（市民・地域） 

①行政事務の効率化が図られているかをチェッ

クします。 

（事業者等） 

②公民連携を視野に入れた事業展開を図りま

す。 

 

 問 1 私たちの役割（案）に記載している内容に対して、御意見等がございましたら、記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 問２ 問 1 でお答えいただいた内容以外で、当該シートに記載の基本方針を推進する上で、必要な事項や

御意見等がございましたら記載ください。 

市民・地域 事業者等 

  

 


