
平成３０年度当初予算　復活見積調書（市長）　 環境経済部　

■一般会計 （金額：千円）

一財 一財 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源 国庫支出金 県支出金 市債 その他 一般財源

1 環境課 環境対策費
風力発電施設維持管
理事業

　風力発電施設「くさつ夢風車」は、
草津市環境基本計画に掲げる「環
境文化」のシンボルとして、また草
津市立水生植物公園みずの森の
自家発電施設として、平成13年7月
より稼働してきました。平成26年4月
にブレードの損傷等により、発電は
休止しているものの、適切に維持管
理を行う必要があります。
　また、事業廃止の方向を受け、適
切に解体工事を行います。

Ｈ30年4月～11月　維持管理・保安
業務
Ｈ30年4月～8月　解体工事実施設
計業務
Ｈ30年8月～Ｈ31年3月　解体工事
施工監理業務
Ｈ30年9月～11月　解体工事（電気）
Ｈ30年11月～Ｈ31年3月　解体工事
（建築）

146,335 137,728 12,661 4,054 136,497 2,508 133,989 21,239 8,127 13,112

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

2
商工観光労
政課

商工業振興対策
費

飲食店と連携した取組
強化事業

　有名シェフの絶妙な味付けで料理
された、草津産の野菜を食すること
で、草津の農水産品を知ってもら
い、また、食への興味を持つこと
で、農水産品の売上げを増やして、
地域の活性化につなげるだけでな
く、有害な添加物等がなく、バランス
の取れた健全な食生活につなげ、
食の面での健幸都市の推進を図り
ます。
　また、市内のホテルやクッキング
スクールなどと連携し、産学公民と
の協働によるまちづくりを展開しま
す。

9月・・（仮称）食の祭典（有名料理
人による健康メニュー創作イベント
（健幸フェアと同時開催））
10月・・くさつバルとの連携

1,170 1,170 0 0 1,170 585 150 435 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

3
商工観光労
政課

観光振興費
観光物産協会独立関
連事業

　観光物産協会の事務局を市商工
観光労政課が務めており、市と観
光物産協会の二重構造について、
平成22年度の事務事業仕分けをは
じめとして、近年の事務事業点検で
も指摘を受けてきています。
　そのため、平成28年度から観光
物産協会に人件費補助を行ってプ
ロパー職員を1名雇用し、平成29年
度からは、民間のノウハウを生かす
ため、事務局業務の一部を「びわこ
経営教育研究所」に委託して、マ
ネージャーと観光プランナーの2名
を配置しています。
　今後も協会の体制強化と市から
の完全な独立を目指して、プロパー
職員の増員や委託から常勤雇用へ
の切り替えを進めます。

平成30年度・・プロパー職員3名、運
営管理委託　（市からの独立）
平成31年度～・・プロパー職員3名、
運営管理委託

12,243 12,243 0 0 12,243 12,243 7,958 7,958

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

4
商工観光労
政課

雇用促進対策費
湖南就労サポートセン
ター負担金

　就労支援を行っている既存の組
織では支援しきれていない求職者
を支援する体制を整えることができ
ます。

4月より実施予定 2,883 2,883 0 0 2,883 2,883 2,883 2,883

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。

5
商工観光労
政課

工業振興推進費 健康経営推進事業    

　健康経営は「従業員の健康保持・
増進の取組が、将来的に収益性を
高める投資であるとの考えのもと、
健康管理を経営的視点から考え、
戦略的に実施すること」であり、草
津市の企業の従業員の健康状態
の維持と企業の生産性をあげ、さら
には市内の産業活性化に繋がるよ
う、従業員の健康増進・疾病予防に
取り組んでもらえる取組を行いま
す。

①広報誌掲載　12回／年
②健康経営シンポジウムおよびセミ
ナー　4回

2,760 2,760 0 0 2,760 1,380 1,380 1,300 650 650

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

6 農林水産課 農業振興対策費
野菜残さ等の液肥化・
利活用実証実験事業
費補助金

　市域の農産物生産現場から発生
する野菜残さと琵琶湖の水草を活
用して液肥を生成し、地域内農地で
の活用が可能であるかを検証する
ための実証実験を支援します。

〈平成29年度〉
液肥生成施設の整備、液肥生成試
験、液肥性能試験、ほ場試験
〈平成30年度〉
液肥生成試験、液肥性能試験、ほ
場試験、効果検証・評価

13,900 13,900 0 0 13,900 13,900 13,900 13,900

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。
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7 農林水産課 水田営農推進費 生産数量目標達成推進事業

　米の需給調整の実効性を図るた
めに、集落が生産数量目標の達成
に向け取組み、集落内の農業者全
員が目標達成したことを条件に、需
給調整面積に応じて、補助金を交
付します。

・各生産組合からの交付申請書等
の取りまとめ
・作物ごとの集計・整理
・交付金額の計算

4,808 4,808 0 0 4,808 4,808 4,808 4,808

市長審査により、事
業内容を確認し、必
要額を措置しまし
た。

8 農林水産課 水田営農推進費 野菜生産拡大推進事業補助金

　米の需給調整に伴う不作付地の
増加防止や解消を目的とし、併せ
て高収益作物への転換を促すも
の。集落機能を活用し地域で取組
むことで、農地の保全と、高収益作
物への転換による地域活性化の効
果が期待できます。

・各生産組合からの交付申請書等
の取りまとめ
・作物ごとの集計・整理
・交付金額の計算

700 700 0 0 700 700 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

9 農林水産課
土地改良事業推
進対策費

馬場山寺基盤整備事
業費

　馬場山寺地域の未整備田におい
て、農地の基盤整備（ほ場整備）事
業を実施します。区画の拡大と集積
による生産性の向上、担い手農家
への農地集積による経営規模拡大
が図られ、地域農業の振興と優良
農地の確保・保全に繋がります。

H30事業調査、用地境界測量
H31事業調査、用地境界測量、
　　　換地等調査、改良区設立支援
H32採択申請書策定、土地改良区
　　　支援、経営体育成方針作成
H33県営事業として開始

46,183 43,165 0 0 46,183 3,018 43,165 0 0

更なる検討を要する
ため、未措置扱いと
しました。

10
廃棄物処理
施設建設室

クリーンセンター
管理運営事業費

くさつエコスタイルプラ
ザ事業

　新クリーンセンターでは、一般廃
棄物を処理するだけではなく、啓発
施設（くさつエコスタイルプラザ）を
設け、ここを拠点として、市民、団
体、企業等と連携しながら各種啓発
事業を実施することで「第2次草津
市環境基本計画」の推進を図りま
す。

平成30年3月15日
クリーンセンター更新整備工事　完
了
平成30年3月16日
新クリーンセンター供用開始
平成30年3月17日
新クリーンセンター竣工式典
平成30年4月1日
新クリーンセンター啓発施設運用開
始

12,349 12,349 0 0 8,387 8,387 7,889 7,889

市長審査により、事
業内容の修正を行
い、必要額を措置し
ました。

部合計 243,331 231,706 12,661 4,054 229,531 1,965 3,018 0 2,658 221,890 59,977 650 0 0 8,127 51,200
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