
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 78

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

“ふるさと草津の心（シビック・プライド）”の醸成

事務事業 担当課
市制60周年記念事業検討事業 企画調整課

企画調整課

市民意識調査の結果、草津に住み続けたいと思う市民の割合は、前年度と比較し1.7％減少した。どちらともい
えないという回答が2.7％、無回答が1.1％増加している影響と思われる。

くさつ魅力発信塾を予定通り年４回実施で
きた。ＫＵＳＡＴＳＵ　ＢＯＯＳＴＥＲＳの委嘱
も行い、メディアからの注目度も高かっ
た。シティセールス活動認定事業も一定数
の認定ができた。

平成２６年度は市制６０周年記念事業との連携を図りながらシティセールスに取り組んでいたが、平成２７年度
は周年事業の該当年度ではなくなるので新たな視点での事業展開の検討が必要となる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

本市の魅力資源を、市民の生活やまちづくりのテーマに生かして、市民のまちづくりへの参画と市民としての自
負へと結びつけます。

シティセールス推進事業

草津に住み続けたいと思う市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

72.1

平成26年度 平成27年度

74 76

5－01－①

草津市シティセールス戦略基本プランの年次別実行計画である「草津市シティセールスアクションプラン」を策
定し、推進体制の構築および重点アクション等の取り組みを展開した。具体例として、8月に結成したＫＵＳＡＴＳ
Ｕ　ＢＯＯＳＴＥＲＳは、全国初の取り組み（当市調べ）であり、各種メディアから注目を集めた。また、沖縄国際
映画祭のプログラムの１つJIMOT CM COMPETITIONでは、投票や運営による審査で高評価を得、最終審査
の沖縄国際映画祭へ出展、全国に草津市を周知することができた。さらに効果的・戦略的な手法を検討してい
く。

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 2,300

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

市民文化芸術活動支援事業 生涯学習課
市民文化祭、市民音楽祭、アートフェスタ
等を通じて、市民と協働の中で市民の文
化意識高揚のための事業展開ができた。

俳句のまちづくり事業 生涯学習課
俳句入門講座などを開催する中で、多くの
市民が参加され、俳句の仲間づくりから新
たな句会できた。

アミカホール管理運営事業 生涯学習課
市民とともに自主事業を数多く展開する
中、プロやアマチュアなどの文化芸術に触
れる機会を提供できた。

事務事業 担当課

(公財)草津市コミュニティ事業団における指定管理者制度の導入。

主要事業 担当課 達成度評価理由

市美術展覧会開催事業 生涯学習課
開催日初日には、ロビーコンサートから始
まり、開催中は文化の香り高い期間を市
民の皆様には過ごしていただいた。

市民の間に文化芸術の振興に対して積極的な動きがあることから、アミカホールにおいて事業展開を進める
中、プロやアマチュアの舞台芸術の鑑賞をはじめ、市民に芸術に触れていただく機会を提供してきた。しかし、
平成27年1月には滋賀県から市に「しが県民芸術創造館」の移管を受けるため、今後、アミカホールと創造館と
の２つのホールをうまく使いながら草津市の文化芸術の振興を力強く進めていく必要がある。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 2,100 2,200

2,053

市美術展覧会も平成25年度に第51回を迎え、半世紀もの間、草津市民に文化芸術に親しんでいただける場を
提供してきた。
そうした中、少しずつではあるが、着実に、市民の間に文化芸術に対する関心が増加しつつあり、その取り組
みも積極的に行われている。

施策としての「文化芸術の振興」については、市美術展覧会の実施から市民に文化芸術にに触れていただく場
を提供している。また、「くさつ市民アート・フェスタ」の開催から旧東海道筋の商店街における市民の芸術作品
の展示、音楽の演奏会を開催するなど、市民が身近に文化芸術に触れ合う機会づくりを進めたことなど、着実
に市民の間に文化芸術を進めることが出来た。

市美術展覧会の出品者数、鑑賞者数(人)

5－01－②

文化・芸術の振興

市民の創作活動を奨励するとともに、多様な発表・展示・鑑賞の場の充実、文化・芸術振興に繋がるイベントの
開催を通じて、文化芸術活動の振興を図ります。

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



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 15.7

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
未指定文化財調査事業 文化財保護課

宅地開発等関連遺跡発掘調査
事業

文化財保護課
計画した発掘調査等を確実に終了するこ
とができた。

大規模開発に伴う調査が若干減少した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

埋蔵文化財発掘調査事業 文化財保護課
個人住宅建築に係る発掘調査、各種開発
に伴う試掘調査等を確実に終了すること
ができた。

平成26年度後半より開始が見込まれる南草津プリムタウン整備事業に伴う発掘調査は、平成27年度より事業
が本格化するため、調査体制を充実させるとともに、県にも調査協力を求めていく。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 14.8 15.3

14.5

発掘調査終了面積は、前年度より0.2％上昇した。
公共事業や民間開発に係る発掘調査等を確実に終了できた。

消防署建設予定地の調査については、関係課との調整を綿密に行い、工事計画との調整を行った。
民間開発等については、事業計画の早期把握に努め、調査の円滑な実施に取り組んだ。

発掘調査を終了した面積の割合（％）

5－02－①

文化財調査の推進

発掘調査をはじめとした各種の文化財調査を推進するとともに、市内に残る歴史資産の実態を解明し、その成
果を公表します。

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 30.0

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

文化財の保全と活用に満足している市民の割合（％）

5－02－②

文化財の保全と継承

市内に残る文化財、伝統芸能等の将来への保全継承のため、国指定史跡等の地域と一体となった保存整
備、文化財指定の推進、伝承者への支援など積極的な保存対策を講じます。

き損の明らかとなった史跡草津宿本陣の整備を引続きすすめる必要があるとともに、指定文化財の適正な保
存管理を図るため、所有者の財政的負担の軽減を図る。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 28.0 29.0

27.3

市民意識調査の結果、歴史遺産の保全と活用に満足してい市民の割合が、１/３近くに達している。これまでの
事業の成果が一定の割合で評価されていると考える。

草津宿本陣長屋ほか2棟の保存修理工事を完了し、史跡の保存整備をすすめた。また、市内文化財の適正な
維持管理事業に助成した。

史跡草津宿本陣においては新たなき損建造物が確認された。

主要事業 担当課 達成度評価理由

史跡草津宿本陣整備事業 文化財保護課
計画どおり長屋ほか2棟の保存修理を完
了した。

文化財保護助成事業 文化財保護課
特に防災設備関係の小修理を終え、指定
文化財の防災に万全を期すことができ
た。

事務事業 担当課
史跡野路小野山製鉄遺跡整備事業 文化財保護課
文化財保護審議会運営事業 文化財保護課
文化財保護推進事業 文化財保護課
史跡芦浦観音寺跡整備事業 文化財保護課

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 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
（仮称）歴史伝統館整備推進事業 文化財保護課
文化財普及啓発事業 文化財保護課

(仮称)草津宿本陣歴史館「楽座」
整備事業

草津宿街道交流館
予定通り整備を完了し、本陣の魅力を向
上させることができた。

草津宿街道交流館運営事業 草津宿街道交流館
目標としていた両館の入館者数30,300人
を達成した。

このことに影響を及ぼすような外的要因はなかった。歴史文化に興味を持つ市民層の数は、一定数あるものと
思われるが、絶えず事業を展開することで、この層を厚くすることができると思われる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

史跡草津宿本陣管理事業 草津宿街道交流館
目標としていた両館の入館者数30,300人
を達成した。

講座等をより魅力ある内容にするとともに、定期的な開催や多様な発信方法によって安定的な参加者数の確
保を図り、市民がより歴史文化に親しみ、関心が持てるよう事業を展開する。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 100 100

89.5

参加率については、当日の不参加などで90％にとどまったが、ここ数年上昇傾向にあり、市民の関心は高まり
つつあると考える。

平成25年度は歴史文化に関心を持つ層や、文化財としての本陣に親しむ層の拡大を図るため、定期事業を開
催する場として、楽座館の整備を完了することができた。

史跡草津宿本陣・草津宿街道交流館が主催する講座等の参加率（％）

5－02－③

歴史資産を生かしたまちづくり

各種文化財等の積極的な活用を推進するとともに、各種展示会、行事等を通じた様々な情報発信を行い、歴
史文化の香りあふれた魅力あるまちづくりを進めます。

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。
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