
第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 29.6

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

安全で快適な道路づくりができていると感じている市民の割合（％）

17－01－①

広域主要幹線道路等の整備促進

滋賀県が作成する「道路アクションプログラム」に位置づけられた路線や平野南笠線整備の早期着手を要望し
ます。

　

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 25.6 27.6

23.6 24.9

市民意識調査の結果、快適な道路の整備ができていると満足している市民の割合は、前年度より1.3ポイント
の微増で推移している。

山手幹線・栗東志那中線については事業化されているものの進捗が遅いことが大きな要因の一つではないか
と考える。このことから、整備促進にかかる要望を継続して行う必要があると考える。また、平野南笠線につい
ては、まちづくりの骨格路線と位置付けている都市計画決定路線であり、大津湖南の幹線道路として重要な路
線であることから、県による早期事業化を県へ強く働きかけ、要望している。

事務事業 担当課

主要事業 担当課 達成度評価理由

国・県道路整備対策事業 都市計画課

国・県の道路整備に関しては、「国・県要
望」として、要望活動を実施している。春、
秋の要望活動に加えて、滋賀県南部土木
事務所との意見交換会等を実施。
また、広域幹線道路整備については、大
津湖南地域幹線道路整備促進協議会等
での要望活動も実施する等、機会あるご
とに行ってきた。

県道路事業費負担金事務 都市計画課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-01-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 ②9.5

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－01－②

幹線道路の整備

市内の円滑移動に資する、都市計画道路（大江霊仙寺線）の整備に努めます。

①大江霊仙寺線川ノ下工区整備進捗率（％）
②大江霊仙寺線南笠工区整備事業進捗率（％）

（※基準値） ①100 ②0.3

84 100

計画通り実施できた。

大江霊仙寺線川ノ下工区の整備事業を完了することができた。
平成27年度からは次期工区である大江霊仙寺線南笠工区の整備事業を進めていく。

大江霊仙寺線南笠工区の事業進捗を図るため、組合施行の土地区画整理事業との整合を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

大江霊仙寺線整備事業 道路課 計画どおり事業実施ができた。

事務事業 担当課
成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-01-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 360

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－01－③

生活道路の整備

市民生活に身近な、地域間および地域内の市道等の整備に努めます。

市道整備延長（ｍ）

（※基準値） 360 360

370 440

計画どおり実施できた。

市民に身近な道路整備を行い、供用開始を行った。

更に道路整備を実施することで、市民生活がより快適となるように整備を進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

道路新設改良事業 道路課 計画どおり事業実施ができた。

事務事業 担当課
成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-01-③



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 41.7

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－01－④

歩道・自転車道等の整備

歩行者や自転車利用者が安全かつ快適に移動できるよう、歩道や自転車道等の整備に努めます。

重点整備地区内における歩道の整備延長の割合（％）

（※基準値） 26.1 34.8

20.2 28.2

計画どおり実施できた。

歩行者や自転車利用者が安全かつ快適に利用できる歩道整備を行うことができた。

目標を達成できるよう整備を進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

歩道整備事業 道路課 計画どおり事業実施ができた。

事務事業 担当課
成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-01-④



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 34.9

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－02－①

道路空間の整備

「第９次草津市交通安全計画」を踏まえて、交通安全施設等の整備、歩車分離整備などを進めます。

歩道整備延長と路側帯のカラー舗装整備実施延長の割合（％）

（※基準値） 32.7 33.8

31.5 32.4

計画どおり実施できた。

通学路区域のカラー舗装整備を行い、安全対策を図った。

更にカラー舗装整備を実施することで、市民生活がより安全となるように整備を進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

草津栗東地区交通対策協議会事業 交通政策課

交通安全施設整備事業 道路課 計画どおり事業実施ができた。

事務事業 担当課

草津・栗東交通安全協会補助金事務 交通政策課
道路関係団体負担金事務 道路課
土木設計積算システム運用料支出事務 道路課
街路関係団体負担金事務 道路課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-02-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 598

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

○

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

交通政策課

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－02－②

道路空間の維持管理

道路パトロール等により市道や駅前広場などの道路空間の適切な維持管理に努めます。

市内交通事故件数（件）

（※基準値） 698 648

748 741

昨年度の市内事故発生件数と比べ若干減少した。

交通安全啓発活動として、関係機関および関係団体と連携し交通事故防止の啓発活動を実施した。
放置自転車対策として、駅周辺をはじめ、市内道路上に放置されている自転車を撤去し、道路空間の適切な
維持管理を行った。
平成26年７月１日に「草津市自転車の安全で安心な利用の促進に関する条例」を施行し、新たに市民を対象と
した「自転車安全安心利用教室」を実施したことで、自転車の安全利用の促進に努めた。

今後も市内の事故発生件数の削減に向けた各種啓発活動を実施するとともに、良好な道路環境の維持のた
め道路パトロールや道路の維持補修を実施する。

交通事故の削減を目的とした、警察の取締りの実施や関係機関および関係団体と連携した各種啓発活動が
影響していると考える。また、市民ひとりひとりの事故防止に対する意識も高まっていると考える。

主要事業 担当課 達成度評価理由

道路維持補修事業 道路課
適時補修を行い、適切な道路環境を維持
することができた。

道路パトロール事業 道路課
道路パトロールを予定どおり実施し、不良
箇所2,676件/年の早期発見など、道路の
安全対策に効果があった。

未登記路線測量登記事務 土木管理課

交通安全啓発事業 交通政策課
昨年度よりも交通安全啓発活動の参加者
が増加した。

放置自転車対策事業 交通政策課
昨年度よりも放置自転車の撤去台数が減
少した。

事務事業 担当課
交通安全事務 交通政策課
自転車安全安心利用推進事業

道路台帳整備事業 土木管理課
官民境界確定事務 土木管理課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-02-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

道路等管理事務 土木管理課・道路課
交通安全施設維持管理事業 道路課
草津駅前広場等維持管理事業 道路課
南草津駅前広場等維持管理事業 道路課

業についてのみ記載しています。

17-02-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 92,000

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－03－①

公共交通の充実

公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりの実現をめざし、交通政策とまちづくりが一体となる交通ネットワー
クの推進を図ります。

まめバスの年間利用者数（人）

（※基準値） 91,000 91,500

90,262 103,134

本格運行移行後、路線ダイヤの定着化が進み、利用者もバスが運行している時間帯に合わせた行動になりつ
つあることが、利用者数の増加に繋がったものと考える。

利用者アンケートを実施し、利用者が利用したい時間帯を把握し、ダイヤ改正等を行った。
利用者数については、路線によって差が出ていることから、引き続き利用促進策を展開する必要がある。

路線沿線にある商業施設等と提携を図り、更なる利便性が高まる施策を検討していく。

運転免許返納等により、公共交通機関を利用される機会が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

都市交通調査事業 交通政策課

公共交通対策事業 交通政策課
前年度の利用者数と比較して、利用者が
増加したため。

事務事業 担当課
成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。

17-03-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 1,000

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

○

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－03－②

公共交通機関の利便性の向上

JR駅での乗り換えの円滑化や路線バス・コミュニティバスの交通環境の改善に努めます。

ＪＲ両駅周辺における年間撤去自転車台数（台）

（※基準値） 1,200 1,100

1,291 989

昨年度と比較して放置自転車撤去台数が約380台減少し、自転車放置迷惑への意識が向上してきたものと考
える。

放置自転車を多く撤去した箇所に放置自転車禁止ステッカーを道路上に張り付けるなどの啓発活動を実施し
たことにより、放置自転車台数が減少したと考える。

放置自転車が多く見られる箇所については、引き続きステッカーや看板での啓発などを行い、放置自転車の減
少に取り組む。

市内大学において、放置自転車をなくすための指導や啓発に取り組まれた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

草津駅西口・西口第２自転車
駐車場運営事業

交通政策課
放置自転車が減少し、駐車場施設の利用
が増えているため

草津駅前地下駐車場運営事業 交通政策課
修正回転率が目標値の3.00を引き続き上
回っているため

草津駅東自転車駐車場運営事
業

交通政策課
放置自転車が減少し、駐車場施設の利用
が増えているため

南草津駅駐輪・駐車場運営事業 交通政策課
放置自転車が減少し、駐車場施設の利用
が増えているため

事務事業 担当課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

17-03-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート

施策番号

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 100

実績値

成果指標実績に対するコメント

施策の達成度評価

評価に基づいた平成28年度取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

平成25年度 平成26年度 平成27年度

17－04－①

まちのバリアフリー化の促進

段差解消や手すり設置など公共空間等のバリアフリー化を促進するとともに、市内移動円滑化のため、低床車
両の導入、わかりやすいサインやインフォメーションを充実させます。

構想に基づいた施設新規事業／全ての施設新設事業

（※基準値） 100 100

100 100

昨年度新設された施設については、バリアフリー基本構想に基づいた整備が行われた。

各施設関係者等においてバリアフリー化に向けた取り組みが行われている。

重点整備地区におけるバリアフリー化の進捗状況の把握とバリアフリー化の推進を図る。
また、近年の駅周辺の環境の変化に伴い、重点整備地区の見直し等の検討を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

建築物バリアフリー化誘導事務 建築課

バリアフリー基本構想推進事業 交通政策課
市民意識調査において、普通以上の割合
が増加したため

事務事業 担当課

草津駅東エレベーター・エスカレーター設備事業 道路課
草津駅東エレベーター・エスカレーター設備事業 道路課

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要事

業についてのみ記載しています。
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