
第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号 ７．生涯学習の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成28年度

目標値 31,500

実績値 25,092

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30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。

まちづくりの基本方針

分野

4－01－① 基本方針

生涯学習支援機能の充実

未利用者に利用していただけるよう、ホームページやFacebook、広報くさつ等で図書館サービスの周知をより
充実させるとともに、引き続き年齢層や対象別に各種イベント等を実施すると共に、新図書館システムを導入
し、ICタグを使った資料の管理と貸出サービスを行うことで、図書館サービス機能を充実させ、利用者満足度向
上を図る。

図書館および南草津図書館の実利用者数（人）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 24,100 27,800

20,437 25,512 25,270

実利用者数については、目標値より実績値が低い結果となった。しかしながら、適切な資料の収集と貸し出し
を行い、未就学児から高齢者までの幅広い年齢層の市民が参加できる各種事業を実施したり、市立図書館と
小中学校の学校図書館との連携を深めるなど、読書環境の整備を充実させたことから、年間約1,500人の人口
増の中、利用率約20％を維持することができた。

利用しやすいHPの作成とFacebookでの情報配信に取り組んだ。　また、利用の少ない高校生には図書館体験
等の高校連携事業を行ったり、子どもが貸出体験できる「キッズデー」、高齢者向けの大活字本・録音図書の
資料の充実など、誰もが気軽に図書館を利用できるような取組を行った。さらに、レファレンスサービスの認知
度を高める工夫や、高齢者に加えて、障害者、外国人向け資料の充実を図る必要がある。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

図書館運営事業 図書館
適正な管理運営を行ったことで、利用者満
足度の向上につなげることができた。

南草津図書館運営事業 南草津図書館
適正な管理運営を行ったことで、利用者満
足度の向上につなげることができた。

事務事業 担当課
図書館施設管理事業 図書館
南草津図書館施設管理事業 南草津図書館
三ツ池計画予定地管理事業 生涯学習課

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。

4-1-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号 ７．生涯学習の振興

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 26,561

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30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

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。

まちづくりの基本方針

分野

4－01－② 基本方針

生涯学習内容の充実

地域ごとの特色を生かした学習機会やニーズに対応できる情報発信手法、学習支援の手法について検討を行
う。

生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」掲載講座への参加者数（人）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 28,300 28,350

27,685 25,327 25,728

市や関係施設で実施する生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」で学習情報の提供を行ってきた。索引やレイアウト
など工夫し、身近な公共施設に配置した結果、800人程度掲載事業への参加者が増加した。

生涯学習内容の充実については、生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」による学習情報の提供や、立命館大学等
との連携による講座を実施することで、多様な学習ニーズへの対応に努めた。また、学習ボランティアの推進
においては、「草津市ゆうゆうびとバンク」の発行を行い、学習ボランティアの促進を行った。　ますます多様化
する学習ニーズに応え、市民一人ひとりの生きがいにつなげていくために、情報発信の手法や学習ボランティ
アの活用手法などについて、検討が必要である。

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推進を図った。また
バンク登録者が講座を行うことで、多くの
市民が学びの場に参加する機会の提供を
行うことができた。

1

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。

事務事業 担当課
社会教育委員設置事業 生涯学習課

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。

4-1-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号 ７．生涯学習の振興

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 212,352

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30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。

まちづくりの基本方針

分野

4－01－③ 基本方針

地域協働合校の展開

小学校に地域コーディネーターが配置されたことにより、コーディネーターのネットワークを生かして、支援者の
確保や新たな活動の広がりといった効果が生まれている。小学校での活動にとどまらず、継続した地域との協
働活動となるよう、しくみづくりについて検討が必要である。

地域協働合校推進事業参加者数（人）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 150,000 150,000

149,681 152,898 263,979

平成27年度に市内7小学校、平成28年度には市内全小学校に地域コーディネーターを各小学校地域協働合
校推進組織に委託設置した。学校と地域の連絡調整を図りながら、地域連携事業のより効果的な展開に努め
た結果、昨年度からは減少したが、目標値を超える事業参加があった。

様々な経験や知識を持った大人との交流は、子どもの豊かな心の成長に大切なものであり、多くの参加者が
あったことは一定の理念の定着と活動を積み上げてきた効果である。さらに良いものとするためには、より多様
な地域人材との関わりと、地域資源の活用が必要である。

1

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
各小中学校や地域において学校・家庭・
地域における連携により、地域協働合校
を推進することができた。

　 　 　

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。

4-1-③



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号
８．市民スポーツの推

進

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 50.8

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30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

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。

まちづくりの基本方針

分野

4－02－① 基本方針

スポーツの普及と促進

草津市スポーツ推進計画に掲げた施策を具現化し、本市のスポーツや健康づくりを推進していく。

スポーツに親しむ市民の割合（％）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 52.0 54.0

51.9 54.8 50.0

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0.8％増加した。
老上西小学校が開校したことにより、9月からグラウンドと体育館の施設開放を実施したことから、市民のス
ポーツ環境が向上したことが一因と考えられる。

草津市スポーツ推進連絡協議会を設置し、施策の点検・評価を実施することにより、施策の実効性向上を図っ
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
市民体育大会の開催により、選手の日ご
ろの練習の成果を発揮する場や選手間で
交流できる機会を提供した。

県民体育大会等出場支援補助事業 スポーツ保健課
体育協会主導で県民体育大会へ選手や
役員を積極的に派遣した結果、県内上位
の成績をあげることができた。

学校体育施設開放推進事業 スポーツ保健課
学校体育施設の開放により、市民が身近
な場所でスポーツができる環境の整備に
つながった。

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
スポーツ推進計画事業 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
各種スポーツ団体活動支援事業 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。

4-02-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号
８．市民スポーツの推

進

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 88.0

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30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

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。

まちづくりの基本方針

分野

4－02－② 基本方針

スポーツに親しむ場の充実

誰もが快適にスポーツができる環境を整えるため、社会体育施設について必要な改修等を行う。

社会体育施設利用者満足度（％）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 84.0 86.0

82.0 82.0 80.0

社会体育施設利用者アンケートの結果、利用者満足度は、前年度より8.0％増加した。
上昇要因としては、平成28年度より、インターネットで施設の予約状況が確認できるシステムを導入したこと
で、社会体育施設使用者の満足度が上昇したものと考えられる。

武道館床改修工事やふれあい体育館の外壁補修工事を行い、利用者の利便性、快適性の改善を図ることが
できた。

 

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
当初計画のとおり、社会体育施設につい
て必要な改修等を行い、施設の適正な機
能維持を図ることができた。

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。

4-02-②


