
第６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 4-01-①

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 家庭・地域での学びの充実

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 22.5

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

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■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

持続可能な社会の担い手として、子どもたちの資質・能力を育成するため、地域協働合校による体験的な学びを通して、様々な
地域課題の解決に子どもたちが主体的にかかわり、地域社会の一員としての意識と行動力を身に着けることを目指した取組を
実施する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
家庭教育推進事業 生涯学習課

地域協働合校推進事業 生涯学習課
市内すべての小中学校において、学校・
家庭・地域の連携による地域協働合校を
実施できた。

現在、市内の14小学校および6中学校すべてにおいて、学校・家庭・地域が連携して地域協働合校を実施しており、大人と子ども
が学び合い、共に育つ地域学習社会づくりを推進している。成果指標実績が昨年度に比して低下しているため、地域および学校
の地域協働合校へのニーズを把握し、より効果的な事業を推進するとともに、広く情報発信を行う必要がある。

地域協働合校では、学校と地域が協働して地域の人材や資源を積極的に活用し、子どもと大人が多種多様な活動を行ってい
る。市内全小中学校において実施し、様々な経験や知識を持った地域の大人との交流を通じて、子どもの豊かな心の成長や大
人自身のやりがいに繋げることができた。

（※基準値） 22.0 22.0 22.5

21.5 16.9

4-01-① 施策名

学校等の学習活動を地域の大人が支えることにより、学習内容を豊かにし、学びの効果を高めるとともに、大人自身のやりがい
にもつながる地域学習社会を構築するため、地域人材による家庭教育および学校教育の支援を進め、大人と子どもが共に育つ
まちづくりを推進します。

地域協働合校の推進に満足している市民の割合（％）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

「こころ」育むまち 分野 生涯学習・スポーツ

生涯学習の推進
基本方針に関連する

SDGｓの目標

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。

4-01-①



第６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 4-01-②

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 生涯学習機会の充実

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6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

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■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

「野外おはなし会」など、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止策を講じながら各種事
業を行った。11月3日（文化の日）には、図
書館ビブリオバトルや絵本のひろば等の
特別企画を行い、また、移動図書館車の
行程を見直し、全域サービスを拡充する
など、より多くの市民に活用していただけ
るよう努めた。

図書館施設管理事業 図書館
三ツ池計画予定地管理事業 生涯学習課

事務事業 担当課

南草津図書館施設管理事業 南草津図書館

図書館運営事業 図書館

南草津図書館運営事業 南草津図書館

学習ボランティア推進事業 生涯学習課
冊子「ゆうゆうびとバンク」を発行し、学習
ボランティア活動の推進を図ることができ
た。

「立命館びわこ講座」を立命館大学との連
携で実施し、市民へ学習機会を提供する
ことができた。

立命館大学との連携による「立命館びわこ講座」の開催や、学習ボランティア人材情報冊子「ゆうゆうびとバンク」の発行により、
市民への学習機会の提供および学習ボランティア活動の推進を図るとともに、図書館においては、図書資料の充実および移動
図書館車の行程の見直しを行い、市域全域へのサービス拡充に努めた結果、実績値の向上につながった。

「立命館びわこ講座」は、コロナ禍を考慮したオンラインによる講座実施を行い、市民の学習機会の確保に務めた。また、図書館
においては感染症拡大防止策を講じながら、「野外おはなし会」「ビブリオバトル」などの事業を実施した。

「立命館びわこ講座」については、市民ニーズを踏まえた講座の実施を通じて、より有意義な学習機会の提供に努めるとともに、
学習ボランティア活動については、引き続き冊子「ゆうゆうびとバンク」の発行等による推進を図る。図書館においては、学習ボラ
ンティアの育成支援を継続し、市民の学びや知識の活用を図るとともに、南館20周年(R4.7月)・本館40周年(R5.7月)の周年事業
を通じて、新たな利用者の開拓に向けて、情報発信に努める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 14.2 14.7 15.2

13.7 21.2

生涯学習課社会教育推進事業

「こころ」育むまち 分野 生涯学習・スポーツ

生涯学習の推進
基本方針に関連する

SDGｓの目標

4-01-② 施策名

誰もが、生涯にわたって学べるよう、大学等と連携した幅広い学習機会の提供や、学習ボランティアの育成・活用による学びの
還元を図るとともに、多種多様な図書資料の充実に努め、図書館の利用を促す情報発信を積極的に行います。

「生涯学習の推進」に満足している市民の割合（%）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

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。

4-01-②



第６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 4-02-①

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 スポーツ活動の推進

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 65.0

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

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■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

スポーツ少年団育成事業 スポーツ推進課
スポーツ協会事業費補助金事務 スポーツ推進課

スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課
スポーツ推進課

スポーツ推進課各種大会補助金事務
各種大会負担金事務

事務事業 担当課
駅伝競走大会開催費補助金事務 スポーツ推進課

県民体育大会等出場支援補助事業 スポーツ推進課

学校体育施設開放推進事業 スポーツ推進課

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からスポーツイベントの中止や縮小はあったものの、スポーツに親しむ市民の割合
は増加した。このことは、東京2020オリンピック開催によるスポーツ気運の盛り上がりが一因であると考える。

スポーツ関係団体との協働により、コロナ禍での感染症対策の工夫をしながら、市民のスポーツに親しむ機会や環境の提供に
努めた。今後も継続して、関係団体と連携したスポーツ機会の充実を図る。

第2期スポーツ推進計画に掲げた施策を具現化するとともに、令和7年の国スポ・障スポに向けた取組とも連動させ、スポーツ機
会の充実を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 57.6 60.0 62.5

55.2 59.5

4-02-① 施策名

生涯スポーツや競技スポーツ等の市民のスポーツ活動を進めるため、スポーツ協会・体育振興会・総合型地域スポーツクラブ・
スポーツ推進委員・大学・企業等との協働によるスポーツ推進体制を強化し、誰もが気軽に参加できるスポーツから競技力の向
上まで、各種事業を効率的・効果的に取り組みます。

20歳以上の人の週1回30分以上のスポーツ実施率（％）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

「こころ」育むまち 分野 生涯学習・スポーツ

スポーツの充実
基本方針に関連する

SDGｓの目標

県民体育大会出場に対する支援を行い、
市民の競技力向上につなげた。

適切な維持管理を行い、市民がスポーツ
に親しむ環境を提供した。

コロナ禍で縮小しながらも、市民体育大会
を開催することで、市民が競技スポーツに
取り組む機会を設けた。

スポーツ推進課

スポーツ推進計画事業
スポーツ推進委員活動推進事業

各種大会出場者激励事業
各種スポーツ団体活動支援事業
チャレンジスポーツデー開催費補助金事務
総合型地域スポーツクラブ補助事業
スポーツ推進審議会運営事業

市民体育大会開催費補助事業

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６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 4-02-②

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号 スポーツ環境の充実

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 3.92

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

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■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）草津市立プール整備事業
プール整備事業推
進室

施設利用者へのアンケートの結果、利用者満足度はわずかに上昇したが、目標値までにはいたらなかった。新型コロナウイルス
感染症拡大防止のための休館等の制限があったことも要因と考える。引き続き、指定管理者と連携し、利用者の満足度の向上
に取り組む。

施設の適切な維持管理を行うことで、スポーツ教室や講習会、スポーツ大会を開催いただいた。引き続き、必要に応じて施設の
整備や充実を図り、利用者満足度を向上させる。

施設の多くは老朽化していることから、計画的に改修等を行い、快適な環境を整える。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 3.70

令和4年度 令和5年度

3.77 3.84

3.63 3.65

施設の供用開始に向け、適切に事業進捗
を図ることができた。

コロナ禍における施設の感染症対策を実
施しながら、適切な維持管理に努めた。

スポーツ推進課社会体育施設管理運営事業

「こころ」育むまち 分野 生涯学習・スポーツ

スポーツの充実
基本方針に関連する

SDGｓの目標

4-02-② 施策名

社会体育施設の整備や適正な維持管理を行うとともに、指導者やボランティアの育成等を図ることで、誰もが快適にスポーツが
できる環境を整えます。また、国内トップレベルのスポーツ等の観戦機会の充実を図り、スポーツに対する関心を高めます。

社会体育施設利用者満足度（5ポイント満点）

令和2年度 令和3年度

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



第６次草津市総合計画第１期基本計画
■施策評価シート 4-02-③

まちづくりの基本目標

基本方針

施策番号

　施策の概要

成果指標（単位）

令和6年度

目標値 5,500

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

　評価に基づいた令和5年度の取組についての考え方

■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

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会の推進

多様な主体からなる「第79回国民スポー
ツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会
草津市準備委員会」を設立をすることがで
きた。また、各種イベントにおいてブースを
設置し、啓発活動に取り組むことができ
た。

「こころ」育むまち 分野 生涯学習・スポーツ

スポーツの充実
基本方針に関連する

SDGｓの目標

4-02-③ 施策名

両大会の開催に向けて、多様な主体との連携・協働に取り組み、市民のスポーツ健康づくりの推進や交流人口の増加によるま
ちの活性化につなげます。

草津市準備（実行）委員会の取組に参画した人数（人）

令和2年度 令和3年度

1,000 1,500

0 254

事務事業 担当課

大規模大会開催事業
スポーツ大会推進
室

両大会の開催に向けた準備委員会の開催や啓発活動を通じて、多くの市民や団体に参画いただいたが、目標値を達成すること
ができなかった。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために各種イベントが中止あるいは縮小して開催されたため、啓発ブー
ス出展等の回数が予定より少なかったことが影響したと考える。

コロナ禍ではあったが、両大会の開催に向けた準備委員会の活動には多くの市民や団体に参画いただくことができた。令和４年
度には、準備委員会から実行委員会への改組や各種専門委員会の設置などを予定しており、多様な主体とのさらなる連携強化
や協働推進に取り組む必要がある。

国スポ・障スポ先催市の取組を参考にしながら、コロナ禍においても多くの市民や団体に参画いただける効果的かつ効率的な取
組となるように各種団体との連携を強めながら進めていく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 300

令和4年度 令和5年度

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。

4-02-③


