
令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

草津市自治体基本条例が制定され、自らが主

体的に必要と考えるまちづくりに協働して取

り組むことが明示されました。多様化していく

地域課題を解決し、住み良いまちを築いていく

ために、それぞれの責任を自覚するとともに、

役割分担しながら協働してまちづくりを行っ

ていくことが大事だと思います。住み良いまち

は、地域や世代を超えてそれぞれが互いに力を

合わせ、未来へとつなげるための努力により実

現できるものであると、信じています。 

そうした市民と市長の思いの融合として、協

働によるまちづくりを進めることへの決意が

草津市協働のまちづくり条例であると認識し

ています。 

そこで、まちづくり協議会の指定管理制度

は、他の指定管理と異なることを鑑みつつ、３

点に関し、質問と提案します。 

① ハラスメントの対応 

まちづくり協議会に携わる中で起こりえる

ハラスメントに対して、センター職員やまちづ

くり協議会の役員に市職員と同様の相談体制

を設ける必要を感じます。 

特に社会の規範モデルとして草津市男女共

同参画推進条例を遵守する立場であることの

理解が進むよう、よりいっそうの啓発活動が大

事だと思いますが、如何でしょうか。 

一点目のまちづくり協議会におけるハラスメントの対応については、各学区のまちづくり協議会

の体制から、市と同様の相談体制の構築は難しいと考えていますが、事案が発生した際には、まち

づくり協議会内部での対応を基本としつつも、まちづくり協働課が、その仲裁や審理は行えないも

のの、事実確認を行い、その内容をまちづくり協議会会長への報告や、外部機関を紹介するなど、

相談体制の充実に向けて検討してまいりたいと考えています。 

また、例年、センター職員向けに実施している研修において、昨年度は、事務局職員に加え、ま

ちづくり協議会役員も対象とし、ハラスメントについて学習機会を設け啓発に努めたところです。

今後も、このような学習機会に併せて、ハラスメントの防止に限らず、各まちづくり協議会も草津

市男女共同参画推進条例を遵守する団体であることの理解が進むような啓発にも取り組んでまいり

たいと考えています。 

二点目の理事会や評議員等の男女比率については、各地域まちづくり協議会の役員等における女

性の比率を集計しましたところ、令和３年度は１６.５％、令和４年度は１９．２％に増加していま

す。詳しい状況を調べますと、各学区まちづくり協議会において、構成団体に女性が多い団体を加

えたり、女性が参画しやすい部会を設けたりするなど、工夫された地域の取組が数値としてあらわ

れたものと分析しております。しかしながら、その比率は、２割に満たない、低い状況であると認

識しています。 

まちづくり協議会の理事会や評議員等の意思決定の場への女性の参画率を高めるためには、まち

づくり協議会の主な構成団体である町内会における女性役員の比率を高めることが重要となりま

す。令和３年度市町における男女共同参画推進状況の調査結果では、１０年前と比べ、町内会の副

会長は１２．６％から１６．９％、会長は７．２％から９．６％と増加してはいるものの、各まち

づくり協議会における女性役員の参画比率を４割に上げることは、非常に難しい状況と認識してい

ます。しかしながら、本市では、草津市市民参加条例に基づき、審議会等における男女比率がとも

に４割以上となるよう取り組んでまいりましたことも踏まえ、御提案いただきましたとおり、こう

したデータを継続的に把握し提供することや、女性が活躍している各学区の好事例等の情報提供を

通じて、各学区まちづくり協議会における女性役員の比率向上を目指してまいりたいと考えていま 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

② 理事会や評議員等の男女比率 

全ての意思決定の場に男女の平等な参画が

求められますが、まだ日本におけるジェンダー

ギャップ指数の改善は課題が多いことは認識

していると思います。草津市市民参加条例施行

規則第１０条に基づき、まちづくり協議会でも

市民参加の基本概念を共有すべく、委員の構成

に配慮するよう求めるとともに、市として比率

のデータ推計など継続して調査等していただ

きたいと希望しますが、如何でしょうか。 

③ 説明責任の明確化 

過程や報告に関して情報公開に努めるのは

当然として、より透明性と信頼性を高めるため

の制度をいっそう整え、協議会中の区域内住民

等の傍聴権を明文化してほしいです。草津市協

働のまちづくり条例第１１条第１号にも認定

案件として、「区域内で活動する個人及び団体

にも参加の機会を保障」第３号「透明性が確保

され、かつ、民主的な運営を行う組織」である

ことを明記されています。活動や事業に対する

よりいっそうの理解や共有を深めるために情

報公開制度の充実は非常に重要であり、開示書

類等は監査請求の事実証拠となります。 

平成２８年９月１２日付の草津市住民監査

請求の結果の付帯意見でも「市に書類が存在

しないことを持ってのみ対応しており、まち

す。 

三点目の説明責任の明確化については、本市では、草津市自治体基本条例において、「市民参加」

と「情報公開」を市政の基本原則と定め、草津市協働のまちづくり条例第３条では、協働によるま

ちづくりの基本原則の一つに、過程および成果について透明性を確保するため、広く情報を公開す

ることと定めており、また、同条例第１１条では、まちづくり協議会の認定要件として、地域住民

の参画の機会や、透明性が確保され、民主的な運営がされること等を規定しています。 

各まちづくり協議会の運営に係わる基本原則となる会則には、本市の条例の趣旨を踏まえ、民主

的な運営がなされるように評議員会を協議会の最高議決機関と定め、事業の計画、報告、運営、予

算および決算などの重要事項について評議員会での議決を経ることとしています。しかしながら、

会則の主旨が形骸化し運営されている地域が一部見受けられますことから、各学区の会長により構

成される「草津市まちづくり協議会連合会」の会議において、１４学区が揃って原点に立ち返り、

協働によるまちづくりの基本原則をはじめ、まちづくり協議会が目指す方向性等について話し合う

機会を設け、その中で、御提案の各学区の評議員会の傍聴権の明文化も含め、協議・検討してまい

りたいと考えています。 

また、各協議会への交付金や地域まちづくりセンターの指定管理料についても、活動や事業の内

容、必要となる費用の内訳など、地域住民の方から理解と賛同が得られるよう、さらに透明性を高

め十分な説明責任を果たすことについて、共通理解を深めてまいりたいと考えております。 

なお、草津市まちづくり協議会連合会の会議については、特段の理由がない限り、傍聴が可能と

なっています。こうした制度、仕組みに対する市民の皆様の認知度を上げるための周知にも努めて

まいります。 

本市としましては、引き続き「市民参加」と「情報公開」を基本原則とした、各まちづくり協議

会を中心とした地域づくりの推進に向け取り組んでまいりたいと考えていますので、今後とも御理

解と御協力をお願いします。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 

 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

づくり協議会に保管を義務付けしている書類

の検査はできたはずである」との意見も記載さ

れており、交付金事業であり領収書の添付が市

へ報告されないケースでも情報公開請求があ

れば当然にして取り寄せで公開対象にすべき

ものと考えます。 

交付金を各まちづくり協議会が個性豊かに

使うことは理想の姿であると思いますが、「財

務会計行為に対して、市民から意見や指摘、質

問を受けた場合は迅速適切に情報公開をして」

（付帯意見より引用）とあり、担当部局は誠意

をもって対応することが欠かせないと思いま

す。 

また、各まちづく協議会の規約等にも、人権

の尊重、情報公開や透明性は、市民にも概念や

制度をより情報・知識共有できるよう、明確に

盛り込む必要があります。 

まちづくり協議会の会長の皆様の会議など

も傍聴は可能にはならないでしょうか。 

指導、助言する担当部局にはより先見性と高

い専門性を期待したいです。 

 

 

 

 

 

 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

敬老の日の祝いがマンネリ化しているの

で、斬新なイベントをお願いします。 

例えば、①町の班単位で食事会、バス旅行

のイベント、②名画・古典芸能鑑賞会、③講

師を呼んで、中韓儒教やダーウィンの進化論

など。 

より良い敬老会のあり方について御提案いただき、お礼申し上げます。 

さて、高齢者人口の増加とともに、ひとり暮らしや高齢者世帯が増えつつある中、高齢者が住み

慣れた地域で安心して生活していくことができるよう、地域において人々が交流を持ちながら、互

いに支え合うことができる環境づくりが求められています。 

こうした中、本市の敬老会事業については、地域の実情に応じて各学区で運営いただいており、

今年度も、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、開催について検討しておられると聞

いています。これまでの催し等については、敬老意識の高揚と高齢者の社会参加の促進につながる

よう創意工夫して実施してこられ、例えば、日本舞踊や落語、大道芸などの公演を企画されるなど、

その内容は開催される学区や町内会で様々です。 

市の方からも笠縫東学区社会福祉協議会に御意見はお伝えいたしますが、あなた様からもお伝え

いただければ幸いです。 

市としましても、こうした敬老会開催のための支援をはじめ、地域での茶話会や体操等、ふれあ

いの場としての地域サロン活動等への支援を実施しています。 

今後とも、地域の支え合いである地域福祉の推進に努めてまいりますので、御理解をお願いしま

す。 

【健康福祉部 長寿いきがい課】 

①キラリエ草津の貸会議室を午前・午後など

の２区分以上連続して借りる際は、駐車場も８

時間無料としてほしい（現在は４時間が無料）。 

部屋の定員に応じて、部屋を借りた人＋１～

２名の人数の無料駐車を検討していただけな

いか。 

②駐車場が満車にならないような利用者へ

の協力呼びかけを。会議室を借りていた主催者

ですが、満車になり、２時間駐車場に入場でき

ず、開始時刻に間に合わなかったことから、 

１点目の駐車場の８時間無料の対応については、現在、貸会議室の利用時間を踏まえつつ、他の

公共施設における運用や周辺の民間駐車場への影響等を考慮して４時間無料の設定としています。

２点目の項目で御指摘いただいておりますとおり、７月に入ってから満車となる回数が増えており、

無料処理の時間を延長することで、さらなる混雑に繋がる可能性もありますことから、慎重に判断

すべきものと考えており、現時点では、無料処理の時間変更の予定はありませんので、御理解をお

願いします。 

次に、２点目の駐車場の満車対策については、７月１２日に指定管理者と協議を行い、土日の駐

車場の混乱をさけるため、７月２３日から、ＪＲ草津駅側の敷地内車路の片側を封鎖し、一方通行

となるよう対策を行いました。御提案いただきました、案内係の配置や、入口への「予想待ち時間」

等の追加表示については、駐車場のシステムの変更や一定の経費が必要になりますことから、今後 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

参加者はドアの前で待っていただいていまし

た。キラリエ草津の駐車場は街中の駐車場、シ

ョッピングセンターの駐車場とは異なり、キラ

リエ草津の利用者、フレンドマートの利用者が

使用します。キラリエ草津の利用率が上がって

きたことは、草津市民としてもうれしい限りで

すが、駐車場が満車になることは、利用者はと

ても困ります。 

対処案として、①満車になる人数を集めるイ

ベントを企画した団体は、満車時に駐車場入り

口に案内を立て、ほかの駐車場を案内する。も

しくは、施設管理者が人を工面する経費を出

す。②駐車場アプローチ入り口の「空/満」表示

に、「予想待ち時間」を表示する。③部屋の貸し

出し時に、「総駐車台数の４分の１以上の参加

者が計画され、すべて１人１台で来られると予

測される場合は、罰金などの罰則を決める。 

④大人数の参加者が見込まれる主催者には、５

枚程度の「優先駐車券」を発行し、それ以外の

参加者には「無料処理をしない」。すべての貸会

議室利用の主催者に「優先駐車券」を発行する

のでも構わない。 

また、市の管理する会議室、草津商工会議所

の管理する大きな会議室に限定。会議室を借り

た代表者より、イベント参加者に以下を伝えて

もらう。 

の駐車場の利用状況により、検討してまいります。 

また、利用者への周知、啓発については、７月２０日に開催しましたキラリエ草津の入居団体の

会議において、大規模なイベントや会議の際には、駐車場に限りがあることや、乗り合わせ、公共

交通機関の利用について、主催者側から参加者へ周知してもらうよう依頼しました。 

さらに、キラリエ草津のホームページや予約システムの自動応答メールにも「駐車場に関するお

知らせ」を追記し、周知に努めたところです。 

今後においても、できる限り施設利用者に御迷惑をおかけすることのないよう、指定管理者ととも

に対策を講じてまいりますので、御理解をお願いします。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

・満車の可能性があり、本人が停められず、外

の有料駐車場を使うしかない場合がある。料金

は補填できない。 

・公共交通機関の利用を勧める。 

以上は会議室を借りた団体の責任であり、草津

市の責任でもあります。 

 

 

 キラリエ草津では、会議室内での食事が禁止

されています。 

 その代わり、エレベーターホール前のテーブ

ルを利用するよう案内されています。まだ収ま

っていない新型コロナウイルス感染症拡大防

止のためにも、人が大勢いるホール前に滞在す

ることは望ましいものではありません。 

私は「午前～午後」に会議室を連続して借りて

いますが、その連続する団体だけ、会議室内で

食事可能と変更してください。 

なお、利用規制を厳しくする方向は望んでい

ません。 

キラリエ草津については、利用される様々な市民に快適に利用していただけるよう努めていると

ころであり、会議室利用における秩序の維持、会議室内の汚れや臭いの付着を未然に防ぐため、飲

食できる場所を限定しておりますことから、連続利用の場合でも会議室内での飲食は御遠慮いただ

いています。 

また、２階から５階の各階のエレベーターホール前に設置している、フリースペースにも限りが

ありますことから、大変御不便をおかけしており誠に申し訳ありませんが、キラリエ草津の利用者

にとって快適な施設となるよう、御理解と御協力をお願いします。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 

草津まちづくりセンターを自主教室で利用

しています。先日、センターから、駐車場利用

の台数に制限をかけることになると言われま

した。理由は、他の来館者の分も空けておく必

要があるためです。 

理解はできる中で提案です。ｄｅ愛広場の駐

車場に停めて来館できるので、その場合、 

草津まちづくりセンターの駐車場の利用に関し、御不便をおかけしており、申し訳ありません。 

御指摘のとおり、草津まちづくりセンターの駐車場は、他の地域まちづくりセンターと比較する

と、駐車スペースが少ない状況です。これまでからも、駐車場の利用については、施設利用者同士

で譲り合いをいただくよう、草津まちづくりセンターを通じて周知をしていました。 

今回御提案いただきました駐車場が満車になったときの対策として、「de 愛ひろば」の駐車場を

利用することについて、当該駐車場は、民間施設利用者も含めた多くの方が利用されており、一律

で駐車料金を御負担いただいています。草津市都市公園条例施行規則第８条に掲げるものについて 



令和４年８月 回答分 

手紙の概要 回 答 

市が駐車料金を負担できないか。 

生涯学習の場であるセンターの駐車場利用

の公平性について、御配慮をお願いします。 

は、管理事務所において手続きを行いますと、出庫される際に駐車料金が無料もしくは５割負担に

なりますが、地域まちづくりセンターの利用を目的とする、駐車料金の無料化の特例措置は難しい

状況です。また、草津まちづくりセンターを含め、他の地域まちづくりセンターについても、利用

者に対して、駐車スペースに限りがあることから、乗り合わせや公共交通機関の利用について協力

を求めるよう、各地域まちづくりセンターに周知を行ってまいりますので、限られた駐車台数の中

で御不便をおかけしますが、皆様が利用しやすい施設となりますよう、御理解、御協力をお願いし

ます。 

【まちづくり協働部 まちづくり協働課】 

図書館での漫画予約について、漫画以外の書

籍等はネット予約が可能。しかし、漫画は用紙

に記入しての予約となる。 

用紙の無駄使いと、ネットで出来ない手間を

考えると、漫画もネット予約出来るようになら

ないか。出来ない理由があれば教えてもらいた

い。 

 

漫画（コミック）のＷＥＢ予約ができない理由としましては、漫画は多巻ものが多いことから、

草津市立図書館では、原則として５巻を１セットとして管理しています。しかしながら、システム

上、個別の資料情報（１巻ごとの情報）以外にセットで管理する機能が備わっておらず、シリーズ

を順番で読みたい方についても、システムで対応できないことから、職員が予約受付時に個別で対

応しています。 

なお、窓口での口頭予約やお電話での予約も承っていますので、御活用をお願いします。 

今後においても、システム会社との機能の調整について、継続して対応してまいります。また、皆

さまにとって、より身近でより親しみやすい図書館づくりを推進してまいりますので、御理解をお願

いします。 

【教育委員会事務局 図書館】 

 


