
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 58,600

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２７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

生涯学習支援機能の充実

事務事業 担当課
図書館施設管理事業 図書館

南草津図書館運営事業 南草津図書館

図書館運営事業

生涯学習課

図書館

草津アミカホールにおける自主事業の展開や子どもたちのミュージカルなどから数多くの市民が草津アミカ
ホールを利用された。文化芸術の拠点としての場つくりができていると認識している。

文化芸術機能等施設整備計画書の作成
を行うなど事業の展開に取り組むことがで
きた。

適正な管理運営を行い、環境設備の充実
と利用満足度の向上につなげることがで
きた。

適正な管理運営を行い、利用満足度の向
上につなげることができた。

南草津図書館施設管理事業 南草津図書館

草津アミカホールや図書館などの社会教育施設を市民が利用しやすいように雰囲気づくりなどを進めていく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

生涯学習活動支援の充実を図るため、地域の学習活動拠点や図書館等の社会教育施設の機能充実や事業・
情報・人材のネットワーク化に努めます。

文化芸術機能等検討事業

草津アミカホール利用者数(人)

平成25年度

（※基準値）

58,331

平成26年度 平成27年度

58,400 58,500

4－01－①

草津アミカホールでは、従来にない子どもミュージカルなどの自主事業の開催から新しい客層の掘り起しがで
き、内容の充実した事業展開ができた。

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。



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 28,400

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２７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

事務事業 担当課
社会教育委員設置事業 生涯学習課

学習ボランティア推進事業 生涯学習課

ゆうゆうびとバンク冊子の発行を行い、学
習ボランティア活動の促進を図り、またバ
ンク登録者が講座を行うことで、市民の学
びの場も提供することができた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

社会教育推進事業 生涯学習課
市民の学習ニーズの多様化に対応するた
め、学習情報の提供や大学等と連携した
講座の提供を行うことができた。

多くの学習情報の提供とともに、リアルタイムの更新が必要であり、改善については平成27年度に向けて検討
を進める。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 28,300 28,350

27,685

市などで実施する生涯学習に関する講座やイベント等の情報を集めた生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」を発
行し、前年度より4,322人講座への参加者が増加した。これは昨年度から「誘・遊・友」への掲載事業数が増加
したことが考えられ、今後も市民に対し多くの学習情報の提供を行う必要がある。

生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」の冊子を中間支援組織である市コミュニティ事業団と連携して発行し、各市
民センター等に配布するとともにし、市ホームページにもその内容を掲載し、市民に学習情報を提供した。　学
習情報のリアルタムの更新については必要であり、改善について検討していく必要がある。

生涯学習ガイドブック「誘遊友」掲載講座への参加者数（人）

4－01－②

生涯学習内容の充実

高校や大学等と連携した講座など市民ニーズを踏まえた多様な学習機会の提供に努めるとともに、学習ボラ
ンティア等との協働のもとで市民の生涯学習活動の広がりにつなげます。

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。



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 150,000

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２７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

地域協働合校推進事業参加者数（人）

4－01－③

地域協働合校の展開

地域協働合校の活動のなかで、地域の課題に子どもと大人が協働して取り組む機会の充実を図って、地域学
習社会づくりをいっそう推進します。

長年の事業推進により「地域が子どもを見守り育てる」といった意識が定着してきたが、事業内容の固定化や
まちづくり協議会への組織の移行もあり、新しい体制での推進方法を探っていく必要がある。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 150,000 150,000

149,681

成果指標の数値は、各地域や小・中学校において実施されている事業に参加された人数である。平成２５年度
については、前年度に比べ、各地域、小･中学校において実施された事業数が増加したため、参加人数につい
ても増加している。

平成１０年度から取り組みを継続してきた結果「地域協働合校」が目指す理念・基本方針が市民に定着し、多く
の市民の協力のもと事業の実施ができている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

地域協働合校推進事業 生涯学習課
各地域、小･中学校とも、独自の事業展開
をされており、事業推進されている。

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。



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 56.0

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２７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

スポーツに親しむ市民の割合（％）

4－02－①

スポーツの普及と促進

体育協会・体育振興会・スポーツ推進委員・大学等との連携の強化、総合型地域スポーツクラブへの支援、各
種スポーツ行事の拡充などによって、市民スポーツの普及促進を図ります。

関係団体との連携を通じて、効率的・効果的なスポーツ事業の展開を計画的に進めていく。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 52.0 54.0

51.9

市民意識調査の結果、スポーツに親しむ市民の割合は、前年度より2.8％上昇した。
スポーツ振興計画においては、平成３２年度末で65％以上を目標としているため、より一層の取組みが必要で
ある。

スポーツ振興計画に基づき、各種スポーツ施策を展開し、スポーツへのきっかけづくりの拡充に努めた。

一昨年度末には滋賀県における国民体育大会開催の内々定があり、昨年度には東京オリンピック・パラリン
ピックの開催決定があったことに伴い、スポーツに対する機運が盛り上がった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

市民体育大会開催費補助事業 スポーツ保健課
市民体育大会を開催し、市民が様々な競
技スポーツに取り組む機会を設けた。

県民体育大会等出場支援補助
事業

スポーツ保健課
県民体育大会への選手・役員の派遣につ
いて支援を行い、県２位の総合成績を収
めることができた。

学校体育施設開放推進事業 スポーツ保健課
適切な維持管理を行い、多くの市民がス
ポーツに親しむ環境づくりを行った。

事務事業 担当課
スポーツ推進審議会運営事務 スポーツ保健課
スポーツ推進委員活動推進事業 スポーツ保健課
各種大会出場者激励金支給事務 スポーツ保健課
スポーツ振興計画推進事業 スポーツ保健課
駅伝競走大会開催費補助金事務 スポーツ保健課
チャレンジスポーツデー開催費補助金事務 スポーツ保健課
各種大会負担金事務 スポーツ保健課
各種大会補助金事務 スポーツ保健課
体育協会事業費補助金事務 スポーツ保健課
スポーツ少年団育成事業 スポーツ保健課
総合型地域スポーツクラブ補助事業 スポーツ保健課

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。



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 88.0

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２７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

社会体育施設利用者満足度（％）

4－02－②

スポーツに親しむ場の充実

市民によるスポーツ活動が活発に展開されるよう、総合体育館の改修や野村運動公園の再整備など、必要な
施設・設備の充実を図ります。

社会体育施設の多くは老朽化していることから、計画的に改修を実施していく。また、（仮称）野村スポーツゾー
ンについては、平成３０年度の供用開始に向けて、早期に基本計画を策定し、新体育館の基本設計等に取り
組んでいく。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 84.0 86.0

82.0

指定管理者による施設利用者へのアンケートの結果、利用者満足度は6％減少した。
アンケートの記述意見から、満足度を下げている要因として、施設や用具の老朽化が考えられる。

総合体育館の耐震補強・大規模改修工事を行い、安心して利用できる施設整備に取り組んだ。また、野村運
動公園の周辺整備については、（仮称）野村スポーツゾーン整備基本構想を策定した後、構想に基づいた基本
計画の検討を行った。

総合体育館の耐震補強・大規模改修工事に伴い、平成２５年７月から平成２６年３月まで施設を閉鎖したことに
より、利用ができなかった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

社会体育施設管理運営事業 スポーツ保健課
総合体育館耐震補強・大規模改修工事を
実施し、適切な維持管理に努めた。

社会体育施設整備事業 スポーツ保健課

（仮称）野村スポーツゾーンの整備基本構
想を策定するとともに、基本計画（案）の
取りまとめを行ったが、年度内に策定する
ことができなかった。

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。
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