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■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

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）

○

○

○

○

○

○

○

地域においては、近隣周辺地域との交流を拡大させるとともに、平成29年度から全ての隣保館において指定
管理者制度に移行できるよう取組む。
また、人権教育・啓発については、人権教育基本方針（平成25年9月）に沿って、取組む。

すべての人の基本的人権の尊重と恒久平和を誓うまちづくりを推進するため、各種の啓発事業や市民活動へ
の支援、多様な人権教育の機会づくりなどを進めます。

人権が尊重されるまちであると思う市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

26.8

平成26年度 平成27年度

25 27

27.4

1－01－①

すべての主要事業で期待どおりの成果があった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

人権セミナーへの参加者は総勢548名、
参加者のアンケートでは「大変良かった」
「よかった」が85%を占めていた。

人権文化の醸成

市民意識調査の結果、人権が尊重されるまちであると思う市民の割合は、前年よりも0.6%上昇した。
市民の満足度は、隔年で変動しているものの、事業等の成果は着実に表れていると考える。

人権センター自主事業 人権センター

平和祈念フォーラムを通して、人権尊重と
恒久平和の願いを訴え、平和意識の高揚
を図ることができた。

地域交流促進事業 西一会館
各種講座を通じて地域住民や近隣住民と
の地域間交流を図ることができた。

地域交流促進事業 橋岡会館
講座を通じて地域住民相互および近隣住
民との交流・理解促進を行った。

人権擁護平和啓発推進事業 人権政策課

いのち・愛・人権のつどいへの参加者は総
勢650名、参加者のアンケートでは「大変
良かった」「よかった」が88%占めていた。

地域交流促進事業 新田会館

学区内を対象として各種講座を実施した
が、地域外からの参加が多く、継続参加も
増加していることから、予想通りの交流が
図れた。

地域交流促進事業 常盤東総合センター
学区内を対象に各種講座を開催し多数の
参加があり、交流を促進することができ
た。

人権と平和を守る都市宣言啓発事業 人権センター

1-01-①
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○

○

○

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

人権政策課
西一会館
橋岡会館
新田会館
常盤東総合センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
人権センター
商工観光労政課

青年集会開催事業

教育文化振興事業

市民のつどい開催事業 人権センター
市民のつどいへの参加者は総勢650名、
参加者のアンケートでは「大変良かった」
「よかった」が90%を占めていた。

女性集会開催事業

教育文化振興事業
教育文化振興事業

社会教育指導員配置事業
同和教育専門員配置事業

社会教育関係団体活動費補助事業

事務事業 担当課
人権総合調整推進事務

人権・同和教育研究大会開催事業 学校教育課

企業内同和教育推進事業

人権センター

商工観光労政課

教育文化振興事業

集会への参加者は総勢259名、参加者の
アンケートでは「大変良かった」 「よかっ
た」が99%を占めていた。

草津市企業同和教育推進協議会におい
て6回の研修会を開催した。また、市及び
商工会議所職員により、延べ324社の企
業を訪問し啓発を行った。

947名と多くの参加者があり、大会後のア
ンケートでは全体会・全体講演・分科会の
３項目で「よかった」と回答した参加者が、
いずれも89%を超え、充実した大会が開催
できた。

集会への参加者は総勢303名、アンケート
では「大変良かった」「よかった」が84%、そ
して「学べた」等との感想が記されていた。

人権センター

同和教育推進協議会活動事業

企業啓発指導員配置事業

社会同和教育推進事務
各種研究会参加費負担事務

社会同和教育推進協議会活動事業
同和問題市民講座開設事業
社会同和教育啓発事業

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。 

1-01-①
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■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

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

1－01－②

人権の擁護

市民に対し人権尊重思想の普及、高揚を図るための対策を講じるとともに、人権相談など人権擁護活動の充
実を図ります。

人権が尊重されるまちであると思う市民の割合（％）

（※基準値） 27 28

26.8 27.4

市民意識調査の結果、人権が尊重されるまちであると思う市民の割合は、前年よりも0.6%上昇した。
市民の満足度は、隔年で変動しているものの、市域や地域また企業での人権教育・啓発への取組が評価を得
られたものと考える。

人権擁護に関する基本方針に基づき、人権に関わる市事業全般を「事業概要」として体系的に整理し、幅広く
事業実施した成果が出ているものと考えられる。

地域においては、近隣周辺地域との交流を加速化させるとともに、平成29年度から全ての隣保館において指
定管理者制度に移行できるよう取組む。
また、人権教育・啓発については、人権教育基本方針（平成25年9月）に沿って、取組む。

継続してきた各種事業により、人権尊重意識が普及してきていると考えている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

隣保館等運営審議会運営事務 人権政策課

人権擁護推進事業 人権政策課
人権擁護に関する基本方針にかかる事業
概要を作成し、各種事業の推進を行うこと
ができた。

人権擁護推進協議会活動事業 人権センター

「いのち・愛・人権のつどい」および「人権
尊重と部落解放をめざす市民のつどい」を
開催し、市民等への人権意識の高揚を
図った。

人権センター運営事業 人権センター

「人権相談業務」・「人権啓発業務」により
市民等へ人権意識の周知に努めた。人権
相談業務については229件の人権相談を
行った。

事務事業 担当課

滋賀県市町人権問題連絡会等事務 人権政策課
環境改善維持整備事業 人権政策課
住民交流啓発事業 人権政策課
会館維持管理事務 橋岡会館
隣保館デイサービス事業 橋岡会館
相談機能強化事業 橋岡会館
会館維持管理事務 新田会館
隣保館デイサービス事業 新田会館
相談機能強化事業 新田会館

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。 

1-01-②
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湖南地区職業対策推進事業 商工観光労政課

会館維持管理事務
常盤東総合センター、
西一会館

隣保館デイサービス事業
常盤東総合センター、
西一会館

相談機能強化事業
常盤東総合センター、
西一会館

子育て支援事業
常盤東総合センター、
西一会館
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■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 22.0

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

男女共同参画推進計画の推進

事務事業 担当課

男女共同参画啓発事業

男女共同参画室

男女共同参画室

市民意識調査の結果、男女共同参画が進んでいると思う市民の割合は、前年度より2.2ポイント上昇し、目標
値よりも高くなった。セミナーや講座の開催、啓発紙の発行等により、男女共同参画の知識普及と意識啓発が
徐々に市民に浸透してきていると考える。

「デートＤＶ」についての学習会を市内の
高等学校で実施し、若年層への啓発を強
化するなど、県内でも先進的な取り組み
ができた。

啓発紙「みんなで一歩」の発行や「い～ぶ
んフェスタ」の開催を継続し、広く市民に男
女共同参画の意識啓発を図ることができ
た。

政府が進めている「日本再興戦略」の中で、「女性の活躍推進」が大きな柱に掲げられていることから、女性の
社会参画についての認知度が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

草津市男女共同参画推進条例の理念を反映した草津市男女共同参画推進計画に基づき、全庁的・横断的に
男女共同参画社会づくりの着実な推進を図ります。

男女共同参画学習事業

男女共同参画が進んでいると思う市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

17.1

平成26年度 平成27年度

18.0 20.0

19.3

2－01－①

第３次男女共同参画推進計画に基づき、学習事業と啓発事業を実施した。
本計画については、国・県の動向や社会状況の変化を踏まえ、より実効性のある計画にするため、平成27年
度に中間見直しを行う。

平成27年度に策定する第３次男女共同参画推進計画（後期計画）に基づき、施策を進める必要がある。

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。 

2-01-①



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 90

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

子ども読書活動推進事業

3－01－①

体験的な学習と学習指導が、相互補完的に作用し合うような取り組み（事前の指導、活動後のふりかえり等）
を適宜取り入れることや、子ども一人ひとりに丁寧に関わることなど、各事業の特質を生かした取り組みをさら
に充実させていきたい。

ICT教育、英語教育等の学力向上に関わる取り組みが、社会からの要請としてこれまで以上に課題となってく
る。少人数学級編制指導教員配置事業をはじめとする各種支援員、加配教員配置事業を中心に、一人ひとり
の子どもに寄り添いながらの学習指導や体験的な活動を実施することにより、成果指標が90%以上になること
を目指す。

教育研究推進事業 学校教育課

学校教育課

学校教育課

学校が楽しい90.8%、授業がよくわかる87.4%の平均は89.1%である。例年に比べ、授業がよくわかると回答して
いる比率が若干低かったことが平均に影響したようだ。

児童生徒の学力の実態や学習状況、学校を取り巻く環境等をふまえ、質の高い授業づくり、創造的で特色ある
教育活動づくり、思考力の育成を図る取り組み、学習習慣の定着を図る取り組み等により、児童生徒の確かな
学力向上をめざします。

小学校少人数学級編制事業

学校評価「学校が楽しい（％）」と「授業がよくわかる（％）」の平均（％）

平成25年度

（※基準値）

90.7

平成26年度 平成27年度

90 90

89.1

教育内容の充実

今年度から学級編制にかかわる県基準が、小学校４年生までと中学校１年生から３年生までを35人学級編制
とし、さらに少人数加配を使って小学校５年、６年のどちらかについて35人学級編制にできるとするなど、県下
各小中学校の状況に応じて柔軟なものとなった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

子ども読書活動推進事業 図書館・学校政策推進課

青少年美術展覧会開催事業 学校政策推進課
科学発表展覧会開催事業 学校教育課

１学級35人以内を基準とする少人数の学
級編制ができ、きめこまかな指導、一人ひ
とりを大切にした指導ができている。

人的措置等により図書館が、図書の貸出
し業務を主とする読書センターとして機能
している。

教育委員会事務局運営事業 教育総務課
中学校体育推進事業 スポーツ保健課

事務事業 担当課
教育委員会運営事業 教育総務課

小学校体育推進事業 スポーツ保健課

児童会・生徒会活動推進事業 学校教育課
体験実践活動推進事業 学校教育課
学校・園運営支援事業 学校教育課
学力向上重点事業 学校政策推進課

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。 

3-01-①
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人権教育推進事業 学校教育課

学校運営支援事業 学校教育課
学校教育課中学校文化部活動推進事業

学校教育課

教科担任制加配教員配置 学校教育課
大規模中学校加配教員配置事業 学校教育課
学校ＩＣＴ推進事業 学校政策推進課

学びの教室開催事業 学校教育課
学校改革推進事業 学校政策推進課

自主活動学級開設事業 学校教育課
同和教育指導推進事務

3-01-①
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■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 96

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

教育研究所運営事務 学校教育課
教育調査研究事業 学校政策推進課

スキルアップアドバイザー
配置事業

学校教育課
限られた教員が対象ではあるが、実践に
基づいた研修ができている。

教職員研修事業 学校教育課
勤務時間外の研修でも自主的に参加し、
演習を中心とする研修受講により、実践
力を高めることができた。

講座開設事業
学校教育課

（教育研究所）

主催事業への出張や、県総合教育セン
ターの研修講座等と開催日が重なってし
まうことで、参加者数がここ数年増えてい
ない。

事務事業 担当課

研修満足度の実績値は95%を超えている。学校教育に対する社会からの要請、複雑化する子どもをとりまく教
育環境といったものについての対処等、研修課題は常に新たに設定される。教育を取り巻く学校課題について
適切に向かい合い、研修課題を設定することが求められる。

成果指標から教職員の力量を高めるために、一定以上の効果は上がっていると考えられる。さらに、より多く
の受講者を募り、また期待に沿う内容を設定することが求められる。

道徳教育・ICT教育、英語教育（小学校においては外国語活動）等、現代社会の要請に常に応えるべく、教員
の指導力向上、学校教育体制、地域の教育力向上を図るための各種研修を実施していく。

文科省「道徳教育の抜本的改善充実に係る支援事業」（研究推進校：草津第二小・草津中・草津市）
文科省「ICTを活用した教育推進自治体応援事業」（実証協力校：志津小・草津小・山田小・松原中・新堂中）
総務省「クラウド等の最先端情報通信技術を活用した学習･教育システムに関する実証事業」（実証協力校：志
津小・草津小・老上中）

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 96 96

96 96

平成26年度 平成27年度

3－01－②

教職員の資質向上

教育委員会による指導・支援およびスキルアップアドバイザーの派遣や教育研究所の講座、研究奨励等のほ
か、各学校における校内研修等を充実し、教職員相互の学び合いにより指導力の向上を図ります。

研修満足度 (受講者による満足度４段階評価、上位２段階の割合）(％)

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。 

3-01-②



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 100.0

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

中学校施設維持管理費 教育総務課
中学校教育教材整備事業 教育総務課
小学校校舎等整備事業 教育総務課

小学校施設維持管理費 教育総務課
小学校教育教材整備事業 教育総務課
中学校管理運営費 教育総務課

小学校管理運営費 教育総務課

小学校大規模改造事業 教育総務課
一部予定を変更したものの大規模改造工
事を実施し、教育環境の改善を行うことが
できた。

中学校大規模改造事業 教育総務課
一部予定を変更したものの大規模改造工
事を実施し、教育環境の改善を行うことが
できた。

小学校校舎等整備事業
（老上小学校の分離・新設）

開校準備室
小学校敷地の造成工事および基本設計
に基づく実施設計を完了し、建設工事に
着手することができた。

事務事業 担当課

山田小学校および新堂中学校で大規模改造工事を行い、老朽化により損耗、機能低下した建物の復旧措置
を行った。実施設計時に山田小学校との調整により工事対象校舎の入れ替えを行ったこと、および夏休み期
間中の工事量を調整するために新堂中学校の一部校舎を２期工事の範囲に入れたため、実績値が低下した。

２校で大規模改造工事を実施した。また、エレベータの設置およびトイレ改修工事を実施し、バリアフリー化を
行い教育環境の改善を図ることができた。さらに非構造部材の耐震対策として、全小学校の体育館、全中学校
の体育館および武道場で点検調査を完了し、改修工事の実施設計に着手した。学校施設の安全性をより一層
確保するため平成27年度に改修工事を進めていく。
老上小学校の教育環境の適正化を図るため、新設校の小学校敷地の造成工事を完了した。また、基本設計
に基づく実施設計を完了し、建設工事に着手することができた。

引き続き教育環境の改善を図るため、大規模改造工事を計画的に実施する。また、学校施設の安全性の確保
のため非構造部材の耐震対策として、校舎棟の点検調査を進め、必要な箇所について改修工事を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 61.0 85.0

29.0 52.0

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3－02－①

学校施設・設備の充実

老朽化が進む小中学校の施設・設備の計画的な改修・更新を図るとともに、非構造部材の耐震対策を含めた
点検・修繕等の維持管理に努めます。また、必要に応じて施設の新・増築等を進めます。

小中学校の大規模改修計画（H24～H28）の進捗率（進捗面積／計画面積；％）

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 4.0

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

社会同和教育推進事務 学校教育課

学校支援対策推進事業 学校教育課
外国人児童生徒教育支援事業 学校教育課
学校連携推進事業 学校教育課

生徒指導推進事務 学校教育課

学校問題サポートチーム運営事業
学校教育課

（教育研究所）
早期に対応策を講じ、対処することがで
き、事態を収束の方向に導いた。

中学校生徒指導主事活動推進事業
 学校教育課
問題行動等に関わる関係機関、学校間の
連携がスムーズに図れた。

学校教育支援教員配置事業 学校教育課
不登校等に関わる学校間連携や、児童生
徒への相談体制の充実が図れた。

事務事業 担当課

学校における生徒指導、教育相談に関わる問題事案については、すべて学校が組織的に対応している。その
内実としては、外部関係機関から学校への人的支援、専門的見地からの助言、協力等により、短期的に解決
していることが多いが、継続的、長期的な取り組みを必要とする場合もあり、見守りや配慮を継続している事案
がある。

子どもを取り巻く環境すべてを見て支援を行う組織的な取組対応のあり方が教職員に理解され、関係機関から
の指導・助言、協力・支援等を組織として活かした効果的な対応をすることで、問題の早期解決が可能になっ
てきた。見守りや配慮を継続する場合についても常に組織としての対応、および関係機関との連携を図ること
が求められる。

生徒指導上の問題事案、教育相談事案について、関係機関からの助言や指導、協力、支援等のさまざまな手
法を学校の実態に応じて活用するとともに、学校が組織として適切な対応をしていく。

いじめ防止対策推進法の施行や草津市いじめ防止基本方針の策定により、教職員のいじめに対する意識の
向上が図られた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 4.0 4.0

3.8 3.8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3－03－①

生徒指導・教育相談体制の整備

中学校区の小中学校間における生徒指導の連携をいっそう進めるとともに、子ども一人ひとりの思いや願いに
寄り添った教育相談を行います。

学校評価「問題行動等の解決に対し組織的に取組めている」（5段階評価）

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。 

3-03-①



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 92.0

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

3－03－②

安全で安心な教育環境の確保

学校生活における児童・生徒の様々な活動が、安全で安心な環境のもとで展開されるよう、地域住民の協力
のもと、健やかな学校生活づくりを支援します。

「学校が楽しい」と感じている児童生徒の割合（％）

（※基準値） 91.0 92.0

91.8 90.8

児童・生徒に対するアンケートの結果、学校が楽しいと回答した割合は、前年度より1.0%減少しているため、よ
り一層の取り組みが必要である。

通学路対策事業をはじめ、学校保健の推進や就学援助など、学校生活が安心して送れるための各種施策を
行った。

児童・生徒の安全・安心な環境整備には、スクールガードなど地域住民との連携をさらに強化していく必要が
ある。

通学路の安全確保に向けた取り組みを推進するため、「通学路交通安全対策実施プログラム～通学路の安全
確保に関する対策実施要領～」を作成した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

通学路対策事業 スポーツ保健課
関係機関とともに通学路合同点検を実施
し、子どもたちの安全対策に取り組んだ。

給食センター管理運営事業 スポーツ保健課
安全・安心かつ栄養のバランスのとれた
学校給食の提供に取り組んだ。

事務事業 担当課
校医等配置事業 スポーツ保健課
児童・生徒等健康診断事業 スポーツ保健課
就学時健康診断事業 スポーツ保健課
学校・幼稚園環境衛生管理事業 スポーツ保健課
学校保健推進事務事業 スポーツ保健課
学校保健推進養護教諭配置事業 スポーツ保健課
日本スポーツ振興センター負担金事務 スポーツ保健課
地域ぐるみの学校安全推進事業 スポーツ保健課
児童・生徒安全対策事業 スポーツ保健課
学校災害賠償補償保険事務 スポーツ保健課
学校給食材料購入事業 スポーツ保健課
児童通学支援事業 学校教育課
修学援助資金給付事業 学校教育課
奨学生友の会活動事業 学校教育課
児童就学援助費支給事務 学校教育課
生徒就学援助費支給事務 学校教育課
通学区域管理事務 学校教育課

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 92.0

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

小学校特別支援教育就学奨励事業 学校教育課
中学校特別支援教育就学奨励事業 学校教育課

障害児就学指導委員会運営事業 学校教育課

特別支援教育推進事業 学校教育課
担任等が支援の必要な児童生徒に対す
る支援方法を学び、実践に生かすことが
できた。

学校すこやかサポート支援員
配置事業

学校教育課
支援の必要な児童生徒が安心して学校生
活を送れるようになった。

やまびこ教育相談室運営事業
学校教育課

（教育研究所）
不登校傾向の生徒に改善が見られた。

事務事業 担当課

・児童生徒への意識調査の結果、「学校が楽しい」と答えた児童生徒の割合は、過去3年間の推移を見ると増
加傾向にあり、90%台を維持していることから、前年度より1%減少していることは誤差の範囲と考えられる。担任
や支援員が、特別支援教育の視点から個別の支援を計画的に行うことにより、児童生徒がスムーズに学習に
取り組むことができるようになっている。

・小･中学校において、学校すこやかサポート支援員が支援を要する児童生徒に対して、一人ひとりの課題を
克服する支援ができている。
・言語障害や発達障害のある就学前の児童に対して、「ことばの教室」の指導員がきめ細やかな指導を行って
いる。

・専門家やことばの教室指導員による特別支援教育に係る巡回訪問を行い、教職員の資質向上を図る。
・支援を要する児童生徒の増加かつ多様化に対応していくために、すこやかサポート支援員を確保しながら、
研修を継続し、一人ひとりの資質向上を図る。
・数年先を見据え、増加するニーズに対応していくための施設の整備等に向けての検討を継続していく。

・各小中学校における個別指導計画の作成。
・専門家による小中学校への巡回相談。
・特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担任、学校すこやかサポート支援員に対する研修会の実施。
・学校すこやかサポート支援員72名（市内小中学校合計）の配置。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 91.0 92.0

91.8 90.8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3－03－③

特別支援教育の充実

教育委員会と学校が連携し、特別な支援を要する児童・生徒のよりよい教育をめざすとともに、各学校の特別
支援教育の推進体制の充実やすこやかサポート支援員の配置および有効活用を進めます。

「学校が楽しい」と感じている児童生徒の割合（％）

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。 

3-03-③



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 700

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

少年センター管理運営費 生涯学習課
カウンセラーへの相談が増加した。また、
街頭補導活動を計画的に実施できた。

事務事業 担当課

関係機関と連携を図り、相談・補導活動等の事業により少年および保護者への支援など青少年の健全育成に
一定の成果は得られている。相談件数は平成26年度は前年度に比べてやや減少したものの、保護者からの
相談件数は増加傾向にある。

県、警察等の関係機関、補導委員会等関係団体との連携、協力による相談活動、補導活動などにより、補導、
犯罪少年は減少傾向にある。

相談内容が複雑化するなか、保護者からの相談も増加しており、関係機関、団体等と連携を深めて取り組む
必要がある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 700 700

840 704

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3－04－①

青少年教育の充実と社会参加の促進

多様化する青少年の問題に対応する青少年への教育や啓発の充実を図るとともに、少年センター等との連携
により、問題解決のための取り組みを地域ぐるみで展開します。

青少年にかかる相談件数（件）

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。 

3-04-①



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 800

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

成人式開催事業 生涯学習課
青年国際交流事業 生涯学習課
青少年対策推進事業 生涯学習課

青少年教育推進事業 生涯学習課

青少年育成活動事業 生涯学習課
主張発表大会等の各種事業を実施するこ
とにより、青少年の健全育成に寄与するこ
とができた。

事務事業 担当課

成果指標は青少年育成市民会議が開催している主張発表大会や育成大会、みんなでトーク、市青少年健全
育成団体指導者研修会などの事業への参加者数であり、前年度より158人増加しており、今後も各事業への
活発な取組が必要である。

青少年育成市民会議の支援を通じて、青少年の健全育成を目的とした、主張発表大会や育成大会、「みんな
でトーク」を推進した。その結果、青少年の健全育成について市民の方への啓発や意識を高めることができ
た。

青少年の健全育成を図るために、青少年育成活動団体への支援や青年国際交流事業等の事業の活性化を
行う。また、多様化する青少年の問題に対応するため、各関係機関と連携を密にする必要がある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 800 800

762 920

平成25年度 平成26年度 平成27年度

3－04－②

青少年の健全育成に向けた活動への支援

青少年の健全育成を図るため、地域主体による少年団体活動や青少年育成活動、青年国際交流等の支援・
促進を図ります。

青少年健全育成事業への参加者数（人）

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。 

3-04-②



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 31,500

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

4－01－①

生涯学習支援機能の充実

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。

実利用者数（人）

（※基準値） 24,100 27,800

20,437 25,512

「おはなし会」、「おはなしのじかん」、「こどものつどい」、「読書講演会」、「古典文学講座」、「ブックトーク」等の
定期事業のほか「図書館デビュー」、「図書館クイズラリー」などの新規事業を実施し、また多彩なテーマでの
ブックリストの発行、展示紹介することで、子どもからお年寄りまでの幅広い層の利用促進を図ることができ
た。

広く市民に利用される図書館として的確な図書館資料の収集や整備を図り、適正な管理運営を行った。その結
果、子どもからお年寄りまでの多くの市民に図書館を快適に利用してもらうことができた。

学習情報の提供や学習ボランティアの推進など人材のネットワークを図り、市域における生涯学習支援の充実
を図る。また、的確な資料の収集・整備の充実強化を図り、さらなる利用者拡大の実現に向け、新たな取り組
みを検討していく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

図書館施設管理事業費 図書館

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

事務事業 担当課

南草津図書館施設管理費 南草津図書館
三ツ池計画予定地管理費 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。 



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

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。

生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」掲載講座への参加者数（人）

（※基準値） 28,300 28,350

27,685 25,327

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、学習情報の提供を行っている。「誘・遊・友」掲載講座が減少したことも伴い、講座参加者数については、
前年度から2,358人減少した。

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が、さらなる学習ボ
ランティアの活躍の場を広げる必要性がある。

学習ボランティア推進事業については、市コミュニティ事業団と連携しながら学習ボランティアの活動の場を広
げるなど、さらなる学習ボランティアを活用した市民の学習の場の提供が必要である。

主要事業 担当課 達成度評価理由

社会教育委員設置事業 生涯学習課

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。

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。 

4-01-②



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 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

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。

地域協働合校推進事業参加者数（人）

（※基準値） 150,000 150,000

149,681 152,898

小・中学校および各地域における地域協働合校事業への参加者は、平成26年度については小学校や地域で
実施されている地域協働合校の参加者が増加したため、前年から3,217人増加した。

前年度と比較し、小学校や地域で実施されている地域協働合校については参加者数はそれぞれ増加してい
る。しかし、事業数の減少や固定化については、改善していく必要性がある。

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、事業内容の減少や固
定化については、学校に地域コーディネーターを配置するなどし、新しい体制での推進方法を探っていく必要
がある。

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。 

4-01-③



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 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

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。

スポーツに親しむ市民の割合（％）

（※基準値） 52.0 54.0

51.9 54.8

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2.9%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%以上を目標としており、今後も計画に基づき取り組みを進
めていく。

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。

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。また、これまでの
取り組みの成果や課題を検証するとともに、社会情勢の変化による新たな課題に対応するため、今後のス
ポーツ推進の方向性や施策などを定めた「草津市スポーツ振興計画（第2期）」を策定する。

東京オリンピック・パラリンピックや滋賀県における国民体育大会の開催に向けた動きにより、スポーツに対す
る機運が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

スポーツ審議会運営事務 スポーツ保健課

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ができた。

事務事業 担当課

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
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

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

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。

社会体育施設利用者満足度（％）

（※基準値） 84.0 86.0

82.0 82.0

指定管理者による施設使用者へのアンケートの結果、利用満足度は横ばいとなった。
アンケートの記述意見から、満足度が上がらない要因として、施設や用具の老朽化が考えられる。

ふれあい運動場の改修工事を行い、快適に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計画を策定し、計画に基づいた基本設計の検討を行っ
た。

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、基本計画に基づいた取り組みを進めていく。

ふれあい運動場の改修工事に伴い、平成27年1月から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。また、（仮称）野村スポーツゾーンについては、プロバスケットボール新リーグの影響により、新たに検討す
べき事項が生じ、基本設計の取りまとめが遅れた。

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
ふれあい運動場の改修工事を実施し、適
切な維持管理に努めた。

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



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

5－01－①

“ふるさと草津の心（シビック・プライド）”の醸成

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。

草津に住み続けたいと思う市民の割合(％)

（※基準値） 74 77

72.1 76.5

市民意識調査の結果、草津市に住みたいと思う市民の割合は前年度と比較して4.4%上昇した。
「どちらともいえない」と回答していた層が、「そう思う」「ややそう思う」層に移行したと考えられる。

前年度の見直しを踏まえた「草津市シティセールスアクションプラン」を策定し、重点アクションに取り組んだ。具
体例として、平成25年度に結成したＫＵＳＡＴＳＵ　ＢＯＯＳＴＥＲＳの第２弾として新規メンバーを委嘱。全国的な
知名度を誇る著名人をメンバーに加えたことで、各種メディアから注目を集めた。くさつ魅力発信塾では、市民
や学生が中心となり、草津市PRCMを制作。BBCにて放映されるなど、成果物をPRに効果的に活用できた。ま
た、草津市市制６０周年事業との連携を図りながらの展開を行った。

平成28年度は、前期取組期間の最終年度であり、既存の資源を利活用していくとともに、長期的事業展開を目
指す後期取組期間に向けた調査・検討が必要である。

主要事業 担当課 達成度評価理由

市制60周年記念事業推進事業 企画調整課

シティセールス推進事業 企画調整課

くさつ魅力発信塾で制作した草津PRCMや
KUSATUS BOOSTERS 第２弾はメディア
を効果的に活用できた。特に平成26年度
からシティセールスとして全面リニューア
ルした「ふるさと寄付」は絶大な効果が
あった。

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。 



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

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。

市美術展覧会の出品者数・観覧者数（人）

（※基準値） 2,100 2,200

2,053 2,143

市美術展覧会は平成26年度に第52回を迎え、長きにわたり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。平成26年度については、前年度と比較して作品の出品者数、鑑賞者数ともに増加し、市民の間に
文化芸術に対する関心が高まりつつある。

「文化芸術の振興」については、市美術展覧会や市民音楽祭、市民文化祭を開催し、市民が気軽に文化芸術
に触れることのできる場の提供を行った。また、「くさつ市民アートフェスタ」では、ワークショップを取り入れ、参
加型のイベントとして、商店街における市民の芸術作品の創作・展示、音楽の演奏などを実施し、市民が文化
芸術に触れ合うきっかけづくりを進めることができた。

幅広い世代への一層の文化芸術の普及と拡大を図るため、今まで市民に身近なホールとして親しまれてきた
草津アミカホールと平成27年1月に滋賀県から本市に移管された草津クレアホールとが連携し、文化芸術活動
の拠点として、市民主体の創造活動と次世代を担う若年層の文化芸術活動を展開することで、市域全体に文
化振興を推進する必要がある。

平成27年1月に滋賀県から移管を受け、草津クレアホールを整備した。

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
開催初日には、ロビーコンサートを実施
し、会期中も多くの市民の方々に来場いた
だいた。

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、市民と協働での事業展開を
図ることができた。

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
たな句会ができた。

アミカホール管理運営事業 生涯学習課
文化芸術活動の日頃の練習、発表の場を
提供するとともに、芸術鑑賞など多様な自
主事業の展開も図れた。

事務事業 担当課
移管施設管理運営事業 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 
 

5-01-②



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 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

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。

埋蔵文化財包蔵地総面積のうち調査済面積の割合（％）

（※基準値） 14.8 15.3

14.5 15.6

発掘調査終了面積は、前年度より1.1%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。

大規模開発に伴う試掘調査で、遺跡が確認されない例が多かったため、調査済面積が大幅に増加した。
(仮称)老上西小学校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。

平成27年度後半より開始する南草津プリムタウン土地区画整理事業に伴う発掘調査は、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。

主要事業 担当課 達成度評価理由

未指定文化財調査事業 文化財保護課

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。

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。

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。 

5-02-①



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 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

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。

文化財の保全と活用に満足している市民の割合（％）

（※基準値） 28.0 29.0

27.3 33.2

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る市民の割合が３割を超え、これまでの事業の成
果が一定の割合で評価され、市民の歴史遺産や文化財への関心度が高まっていると考えられる。

史跡草津宿本陣内にある土蔵2・4の保存修理基本設計を実施し、平成27年度・28年度の両年での保存修理
事業の実施が可能となり、次年度以降の史跡整備の円滑な事業実施準備が整った。また、市内指定文化財へ
の管理助成を通し、市内にある指定文化財の所有者及び管理者が行う文化財保全活動に対し、適切な行政
支援ができた。

史跡草津宿本陣の内の土蔵2・4の整備を引続き実施するとともに、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。

主要事業 担当課 達成度評価理由

史跡野路小野山製鉄遺跡整備事業 文化財保護課

史跡草津宿本陣整備事業 文化財保護課
計画どおり、土蔵2ほかの保存整備事業
の着手に向けた、取り組みが完了した。

文化財保護助成事業 文化財保護課
助成によって各種文化財の保護を推進す
ることができた。

事務事業 担当課

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。 

5-02-②



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 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

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。

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（％）

それぞれの講座の参加状況は、事業によって大きく異なるが、新たに始めた本陣での定期事業が結果として、
参加率を下げた要因となったと思われる。

平成26年4月より、史跡草津宿本陣関連施設として楽座館を新設し、毎月2回の定期事業を実施したことで、積
極的な文化財の活用を図るとともに、草津市の歴史的特性の発信につなげることが出来た。

講座等をより魅力ある内容にするとともに、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 82.3

（仮称）歴史伝統館整備推進事業 文化財保護課

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30,600人
を達成した。

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30,600人
を達成した。

事務事業 担当課

主要事業 担当課 達成度評価理由

文化財普及啓発事業 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。 

5-02-③



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 98

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

妊婦健診事業 健康増進課
不妊・不育治療助成事業 健康増進課
未熟児養育医療事業 健康増進課

母子健康教室開催事業 健康増進課

乳幼児健診事業 健康増進課

病気の予防や早期発見、早期対応につなげる
ための事業において、全健診とも95％前後の
受診率がある。

新生児訪問事業
（すこやか訪問事業）

健康増進課
長期の入院や里帰り、訪問拒否等により訪問
が実施できない場合があるが、全数把握に努
めている。

事務事業 担当課

平成２５年度より０．９％実績値が伸び、窓口での周知徹底や制度の市民への浸透が図れている。他市に里帰
りをした母児は、当市に戻ってから訪問を利用されている状況である。

長期間、入院や里帰りをしている場合や、一部訪問を拒否される場合があるが、家族への聞き取りや病院との
連携等により全数の母児の状況を把握している。虐待予防や養育者への早期支援のために全数把握を目標
に訪問していく必要がある。

今後も、母子健康手帳交付時のアンケートやその後の支援、またハイリスク妊産婦等、病院からの連絡によ
り、できるだけ早期から支援を行っていく。また、すこやか訪問の手続き忘れや訪問の拒否がある家庭につい
ても、引き続き全数把握に努める。

保健サービスで把握できない場合、関係課への相談や申請情報等を確認する等、状況把握に努め、必要時は
支援方法について関係機関とともに検討している。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 98 98

94.9 95.8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

6－01－①

母子保健サービスの充実

子どもの健全な育成、健康増進を図り、病気等の予防・早期発見・早期対応に努めるとともに、「すこやか訪
問」や家庭訪問などを通じて養育者の子育てを支援します。

すこやか訪問の利用率（％）

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。 

6-01-①



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 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）

○

○

平成25年度 平成26年度 平成27年度

6－02－①

就学前教育の充実

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期における教育の充実を図るとともに、幼稚園・保育所（園）で培わ
れてきた良さや成果等を共有し、相互の連携強化と保育・教育内容の統合化に取り組みます。

幼稚園は楽しいと思っている子どもの割合（％）

（※基準値） 100 100

97 98

本事業の趣旨に従い、10ヶ園がそれぞれの地域の特性や園児の実態、保護者の願い等を総合的に教育計画
の中に生かし、各園が特色ある教育を推進したことで、幼稚園教育の充実と共に地域・保護者の教育力が高
まった。（「平成26年度　学校評価にかかるアンケート調査」による）

幼児期の体験的な学びが、小学校以降の学びの基礎につながっていくことを意識しながら各園が教育課程を
編成し、豊かな体験活動の提供や地域の方々との協働的な活動、園独自の特色やよさを活かした幼稚園教育
の実践をした。そのことで、幼児一人ひとりに「生きる力の基礎」となる、「心情」「意欲」「態度」が育った。また、
教師が研究を深めたことで、資質の向上や質の高い保育につながった。

子ども・子育て支援新制度では、就学前教育の質の向上が求められており、その基礎となるのは教職員の専
門性を高めることであるので、教職員の研究の充実や研修会への積極的な参加を行い、保育内容の充実に努
める。

子ども・子育て支援新制度にかかわって、平成28年度からの認定こども園開園に伴い、３歳児保育の確保や
未就園児活動・子育て支援の充実がますます求められるようになるので、市民に満足していただけるような幼
児教育の創造につながるように、教職員の質の向上を確保できるような取組みを強化する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

幼保一体化推進事業 子ども子育て推進室

質の高い就学前の教育・保育の提供に向
けて、「草津市幼保一体化推進計画」を策
定した。幼保一体化ワーキング部会を設
置し、平成28年4月のモデル園開園に向
けた準備を開始した。幼稚園と保育所に
おける人事交流を実施した。

公立幼稚園管理運営事業 幼児課

幼稚園教育の適正な環境保持のため、修
繕・更新の必要な施設設備は計画的に行
い、幼稚園施設の安全・安心な環境整備
に努めてきた。

6-02-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

幼稚園ステップアップ推進事業 幼児課

草津市における「地域協働合校」の精神を
十分に教育内容に位置づけ、各幼稚園が
特色ある幼児教育の創造、教育の充実に
努めることができた。「子どもが輝く教育の
まちくさつ・出会いと学びのまちくさつ」の
実現に大きく貢献している。

就園奨励給付・私立幼稚園保育
料補助事業

幼児課

私立幼稚園の保護者負担軽減のため、就
園奨励費・保育料補助を行った。当該事
業に該当する第２子の園児について、所
得制限を撤廃し、補助対象を拡大する等
により負担軽減の拡充を図った。

事務事業 担当課
公立幼稚園運営支援事業 幼児課
幼稚園教育指導研修事業 幼児課
幼稚園保健推進事業 幼児課

就労支援型預かり保育事業 幼児課
幼稚園運営推進事業 幼児課

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。 

6-02-①



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 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

6－02－②

保育サービスの充実

保育の実施により、保育児童の健全な心身の発達を図るとともに、実施体制の確保と多様な保育サービスの
充実に努めます。

保育所入所率（％）

（※基準値） 100 100

96 92

就学前人口の増加や保育需要の高まりを受けて、前年度からの目標値（100%）には達していない。

待機児童の解消のために施設整備により定員増を図っているものの、就学前人口の急増や保育需要の高まり
が見られ、更なる入所率の改善に向けた取り組みが必要である。

小規模保育事業の創設や公立保育所・幼稚園の認定こども園への移行等による施設整備を行い、保育需要
に対応できるよう継続して入所率の向上を図る。

待機児童解消に向けて施設整備等による定員増を図っているが、これを上回る保育需要の高まりがある。ま
た、平成27年度より施行された「子ども・子育て支援新制度」において保育所等の利用要件が変更になったこ
とから、更なる施設利用希望者が増加した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

民間保育所運営費補助事業 幼児課
保育需要の高まりおよび多様性に対応す
るために、補助事業を通じて市民ニーズ
に対応できた。

民間保育所運営事業 幼児課
民間保育所の保育運営を通じて、多様な
保育需要に応えることができた。

家庭的保育事業 幼児課
低年齢児を中心とした待機児童および高
まる保育需要に対応することができた。

公立保育所管理運営事業 幼児課
保育需要の高まりおよび多様性に対応す
るために、保育サービスの充実を図った。

事務事業 担当課
病児・病後児保育運営事業 子ども子育て推進室
公立保育所運営支援事業 幼児課
公立保育所指導研修事業 幼児課
家庭支援活動事業 幼児課
公立保育所給食事業 幼児課
公立保育所健康管理事業 幼児課
保育料管理回収事業 幼児課

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。 

6-02-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 様　式

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 1,230

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

6－02－③

援助を要する子どもへの支援の充実

障害や発達の遅れのある子どもの日常生活や学習がより充実するよう、一人ひとりにきめ細かい支援を行い
ます。

発達支援センター相談者数（人）

（※基準値） 1,130 1,180

1,078 1,021

相談者の所属別でみると、就学前の保育所、幼稚園等からの相談者数は増加したが、小、中学校や高校では
減少した。このことは発達に支援が必要な子どもの早期発見、支援が進み、地域の関係機関との連携が進ん
できたためと考えられる。

就学前の5歳相談については、1年を通して実施し、配慮する点を小学校へ引き継ぐなど、スムーズな就学につ
ながるように支援した。児童発達支援センターの地域支援として障害児相談支援の事業所指定を受けて、身
近な地域での相談支援体制の整備を行った。

・早期療育の充実のため、発達課題に応じた効果的な療育を行う。
・乳幼児から青年・成人期まで関係機関と連携しながら継続した相談支援を行う。
・障害福祉サービスの適切な利用のために障害児支援利用計画の作成を進める。

平成27年度より、障害福祉サービスを利用するすべての人に対して、支給決定時に障害児支援利用計画等が
必要とされたため、相談支援事業所の整備が求められた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

障害児通所給付事業 発達支援センター

発達支援センター運営事業 発達支援センター
乳幼児から青年・成人期までの相談支援
に取り組み、障害児相談支援に係る体制
整備を行った。

湖の子園運営事業 発達支援センター
子どもの発達状況に応じたクラス編成を
行い、きめ細やかな療育を行った。

事務事業 担当課

育児等健康支援事業 発達支援センター
特別支援教育推進事業 幼児課

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 2,860

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

6－02－④

保育所（園）・幼稚園の施設整備

安全で安心な保育環境を確保するとともに、質の高い幼児教育・保育を実現するための環境整備に取り組み
ます。

保育所定員(名)

（※基準値） 2,605 2,730

2,545 2,605

私立認可保育所の施設整備により、60名の定員増を図った。

保育需要推計に基づき定員増を行ったものの、推計を上回る保育需要が見込まれるため、平成26年度には、
保育所整備に加え、小規模保育事業の新規開設を行うなど、特に需用が高い低年齢児の定員拡大を図った。

平成27年度から平成31年度までの計画となる「子ども・子育て支援事業計画」の中で保育ニーズに対応した確
保策に基づき、必要な施設整備等を行い、待機児童の解消を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

公立保育所施設整備事業 幼児課

草津第二保育所および第三保育所の耐
震補強他工事を行うなど、必要な施設整
備を行い、安全で安心な保育環境の充実
に努めた。

民間保育所施設整備事業 幼児課
私立認可保育所における施設整備により
定員の拡大が図られた。

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。 

6-02-④



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 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

6－03－①

児童育成クラブの充実

子どもが安全で安心でき、健やかに育まれる放課後の活動場所の確保のため、児童育成クラブの充実と施設
の整備を図ります。

児童育成クラブ入会率(％)

（※基準値） 100 100

96.7 95.9

児童育成クラブの定員の増加を行ったが、児童数の増加と保護者ニーズの高まりを受けて前年度からの目標
値（100%）には達していない。

待機児童解消のために、各児童育成クラブにおいて、弾力運用や近隣公共施設の利用等で入会者の増を
図っているものの児童数の増加や保護者ニーズの高まりが見られ、更なる入会率の改善に向けた取り組みが
必要である。また、クラブ運営の充実のために、指導員研修会や交流会等を開催し、指導員の専門性の向上
を図った。

民設児童育成クラブの開設や（仮称）老上第二小学校内への（仮称）「のびっ子老上第二」の開設を進め、保護
者ニーズに対応できるよう継続して入会率の向上を図る。また、引き続き、放課後の安全安心なクラブ運営と
なるよう、指導員研修会や交流会等を開催し、指導員の専門性の向上を図る。

待機児童解消に向けて施設整備等による定員増を図っているが、これを上回る保護者ニーズの高まりがあ
る。また、平成27年度より施行された「子ども・子育て支援新制度」において放課後児童育成クラブの利用要件
が変更になったことから、さらに利用希望者が増加した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

児童育成クラブ運営事業 子ども子育て推進室
待機児童対策を実施するとともに、指導員
の研修等により、安全・安心なクラブ運営
に努めた。

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。 

6-03-①



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 3,832

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

6－04－①

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

子育てに関する不安や負担感の軽減を図るため、「子育て支援センター」や「つどいの広場」を開設し、交流の
場や情報の提供に努めます。また、地域における子育て支援を充実するため関係団体等とのネットワークを構
築します。

ファミリー・サポート・センター活動件数(件)

（※基準値） 3,453 3,679

3,316 3,951

ファミリー・サポート・センターの活動が定着し年々活動件数が増加してきている。また、子育て支援センターや
つどいの広場の利用者が増加している。さらに、子育て支援機関とのネットワークや事業間の連携を図ること
によって、子育て応援サイトの情報を充実させ多くの子育て世代への情報提供と活用の促進を図った。なお、
成果指標の目標値は草津市子ども・子育て支援事業計画において設定した目標値に変更している。

ファミリー・サポート・センターのサービス提供者の増員に努めた。また、玉川中学校区に新たにつどいの広場
を開設し、各中学校区に子育て支援施設を整備することができた。

引き続きファミリー・サポート・センターのサービス提供者の増員に努める。また、子育て支援機関とのネット
ワークや事業間の連携などを継続しながら、子育て応援サイト「ぽかぽかタウン」等の情報発信機能の強化を
図る。

子ども・子育て支援法施行に伴い、子ども子育て支援やネットワークの充実に対する機運が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

子育て支援会議運営事業 子ども子育て推進室

つどいの広場事業 子ども子育て推進室
つどいの広場の新設ができるとともに、
年々利用者が増加しており、子育て支援
に繋がっている。

子育て支援センター運営事業 子ども子育て推進室
年々利用者が増加しており、子育て支援
に繋がっている。

事務事業 担当課

児童福祉援護事務 子ども家庭課
児童館運営事業 子ども子育て推進室
子育て支援事業 子ども子育て推進室
家庭教育推進事業 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。 

6-04-①



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 484

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

6－04－②

児童虐待の防止と早期発見・早期対応

児童虐待の防止、早期発見・早期対応に努めるとともに、子どもとその家族の安心できる生活のための支援と
して、必要な相談体制の充実や関係機関等の連携を強めます。

児童虐待相談対応件数(件)

（※基準値） 435 458

406 536

平成26年度の児童虐待相談対応件数は前年度より32%（130件）増加した。増加要因として、①関係機関との
連携の強化により、虐待通告や養護相談件数が増加していること、②家庭児童相談室が相談窓口であること
が定着し、地域や市民の虐待問題等の関心の高まりを背景に、様々なところで通告や相談に結びついている
と考えられる。

児童虐待の予防と早期発見の重要性の認識が高まるなかで、家庭児童相談の充実、関係機関との連携強化
を図った。

児童虐待防止については、要保護児童対策地域協議会を軸に各関係機関とより連携して取り組む。また、児
童虐待等相談窓口を広く周知し、市民に虐待防止にかかる啓発活動を推進する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

子育て短期支援事業 子ども家庭課

家庭児童相談指導事業 子ども家庭課
平成26年度に家庭相談員を１名増員し、
相談体制の充実を図った。

養育支援ヘルパー派遣事業 子ども家庭課
支援の必要な家庭にヘルパー派遣を行
い、ヘルパー利用延時間数は前年度比で
85%増加した。

育児等支援家庭訪問事業 子ども子育て推進室
訪問対象世帯の９割以上の家庭に訪問を
行った。

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。 

6-04-②



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

6－04－③

ひとり親家庭等への支援の充実

ひとり親家庭等の自立と生活の安定のため、相談体制、日常生活の支援や経済的支援などを充実します。

高等職業訓練促進給付費受給者の就労に結びついた割合（％）

（※基準値） 100 100

100 100

高等職業訓練修了者は３人で、全員が資格を活かし就労された。

ひとり親家庭の自立支援のため、相談・支援業務の充実を図り、資格取得訓練給付等各種施策を推進した。

ひとり親家庭の所得水準は低い状態であることから、今後とも高等職業訓練等、自立支援に向けた施策や就
労を中心とする相談業務を推進する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

母子家庭福祉医療助成事業 保険年金課
資格異動の届出や受給券の年次更新の
際に助成要件を精査したうえで、助成対
象となる方に適正に助成を行った。

児童扶養手当給付事業 子ども家庭課
支給の対象となる方に、適正に支給でき
た。

母子家庭等福祉医療事務 保険年金課

母子生活支援施設入所事業 子ども家庭課
DV等を受けている母子を施設に入所させ
ることができ、母子の支援・自立を図ること
ができた。

ひとり親家庭等支援事業 子ども家庭課
母子や父子、寡婦の相談・支援により、生
活の安定を図った。

母子家庭等就業支援事業 子ども家庭課
母子家庭等の自立支援のため、相談業務
を行い、資格取得訓練給付等を推進し
た。

事務事業 担当課

助産施設入所事業 子ども家庭課
母子福祉活動費補助金事務 子ども家庭課
母子寡婦福祉資金貸付事業 子ども家庭課

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 
 

6-04-③



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 1,472

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

年間出生数（人）

6－04－④

子育てに伴う経済的負担の軽減

児童手当の支給や乳幼児福祉医療費、小中学生入院医療費の助成などにより、子育て家庭の経済的負担の
軽減を図ります。

子育て世帯の経済的負担の軽減のため、引き続き適切な助成や手当の給付を進める。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 1,381 1,426

1,327 1,263

第5次総合計画の開始年度である平成22年度以前から出生数が増加しており、施策の成果が表れている。

よい結果につながっていると考える。

他の施策や条件も合わせて、親世代にとって総合的にすみやすいまちであると捉えられ、出生数の増に影響
を与えているのではないかと思われる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

乳幼児福祉医療助成事業 保険年金課
助成要件を確認のうえ、適切に助成を
行った。

小中学生入院医療助成事業 保険年金課
助成要件を確認のうえ、適切に助成を
行った。

児童手当給付事業 子ども家庭課 支給の対象となる方に、適正に支給した。

事務事業 担当課
乳幼児福祉医療事務 保険年金課
特別児童扶養手当給付事務 子ども家庭課
児童手当および特例給付事務 子ども家庭課
子育て世帯臨時特例給付事業 臨時給付金推進室

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 25.0

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

高齢期の健康・生きがい対策の充実

シルバー人材センター運営・活
動事業

商工観光労政課

なごみの郷管理運営事業

長寿いきがい課

長寿いきがい課

　市民意識調査「いきいきとした高齢社会の実現」に満足している市民の割合は、前年度より1.3%上昇した。
　前年度に引き続き、高齢者の社会参加の受け皿となる団体への支援や高齢者が集う場づくりなど、継続的な
事業実施の成果が現れたと考えられる。

ロクハ荘管理運営事業

いきいきとした高齢社会の実現に満足している市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

23.6

平成26年度 平成27年度

24.0 24.5

ねんりんピック出場選手激励金支給事業

事務事業 担当課
老人福祉法施行事務 長寿いきがい課

社協敬老会開催補助事業 長寿いきがい課

(公社)草津市シルバー人材センターに登
録されている高齢者において、昨年度と
同程度の延べ52,695人/日の高齢者が就
労した。

買物支援サービス事業 長寿いきがい課
長寿いきがい課

後期高齢者健康診査事業 保険年金課

老人クラブ活動補助事業 長寿いきがい課
老人福祉推進事務 長寿いきがい課

生きがいや健康の保持増進にもつながることから、定年退職者などが就業やボランティア活動等への参加に
結びつくよう、社会参加の機会拡充に努めます。

7－01－①

24.9

　長寿の郷ロクハ荘・なごみの郷において、高齢者を中心に多世代を対象とした講座やイベントを開催したり、
高齢者の生きがいづくり・仲間づくり・健康づくりを推進する老人クラブの活動や高齢者の技能を生かせる場で
あるシルバー人材センターの活動への支援を行い、高齢者の社会参加の促進を図ることができた。

指定管理者と協議のうえ、高齢者のいき
がいづくり、仲間づくり、多世代交流を目
的とした事業を実施した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

　高齢者の健康づくり、いきがい対策を推進し、地域の貴重な人材資源として元気な高齢者が活躍できる場づ
くりを進める。

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。 

7-01-①



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 12,200

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

シルバーほっとカード発行事業 長寿いきがい課
ホームヘルプサービス事業 長寿いきがい課
ふとんクリーンサービス事業 長寿いきがい課

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 中央地域包括支援センター

老人福祉施設入所措置事業 長寿いきがい課
老人福祉施設入所判定事業 長寿いきがい課

事務事業 担当課
介護予防ケアマネジメント事業費 中央地域包括支援センター

地域包括支援センター運営協議会運営事業 中央地域包括支援センター

高齢者総合相談・支援事業
中央地域包括支援セ

ンター

市内６か所の圏域地域包括支援センター
の活動が図られ、高齢者の相談支援件数
が増えた。

権利擁護事業 長寿いきがい課
虐待判定・対応方針会議を18回、58件実
施した。

圏域地域包括支援センターの委託が２年目を向かえ、相談件数も伸びていると考えられる。

６か所の圏域地域包括支援センターの開設により、地域の身近な高齢者の相談窓口としての体制強化が図れ
たことにより、より多くの高齢者の相談対応を行えた。

地域包括支援センターの活動周知を行いながら、さらに相談支援の充実を図るとともに、地域の医療福祉の
関係機関や地域関係者とのネットワークづくりの推進を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 12,000 12,100

11,905 17,564

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7－02－①

地域包括ケアの推進

高齢期の安心を支える地域づくりを推進するとともに、支援のニーズや制度の動向などを踏まえ、介護保険制
度を軸として、在宅介護や生活支援のサービスを包括的に提供します。

地域包括支援センターへの相談件数(件)

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。 

7-02-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

長寿祝金等支給事業 長寿いきがい課
高齢者成年後見制度利用支援事業 長寿いきがい課
地域自立生活支援事業 長寿いきがい課
緊急通報システム設置支援事業 長寿いきがい課

老人小規模住宅改造費補助事業 長寿いきがい課
福祉理髪サービス事業 長寿いきがい課
外出支援サービス事業 長寿いきがい課

日常生活用具給付事業 長寿いきがい課
すっきりさわやかサービス事業 長寿いきがい課
在宅介護支援金支給事業 長寿いきがい課

7-02-①



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 26

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

徘徊高齢者探索システム利用助成事業費 長寿いきがい課
家族介護教室事業 長寿いきがい課
介護者相談支援事業 長寿いきがい課

高齢者成年後見制度利用支援費 長寿いきがい課

市民意識調査の結果、あんしんできる高齢期の生活への支援に満足している市民の割合は、前年度より4.3％
減少した。一概には言えないが、事業やサービスの啓発が不足していると考えられる。

平成25年度に作成した「草津市認知症施策アクション・プラン（平成26～平成29年度の4カ年計画）」に基づき
進捗管理を行いながら様々な事業や体制づくりに取り組んだ。

平成25年度に策定した「草津市認知症施策アクション・プラン」に基づいて施策を展開していく。平成28年度に
ついては、認知症初期集中支援チームや認知症予防講座の実施、若年層への認知症サポーター養成講座を
実施する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

認知症施策総合推進事業 長寿いきがい課

草津市認知症施策アクション・プランに
沿って学童向けの認知症サポーター養成
講座、認知症ケアシンポジウム、地域安
心声かけ訓練、認知症の人にやさしいお
店事業等を前年度より拡大して実施する
ことができた。また、認知症サポーターの
フォロー、本人や家族の居場所づくりとし
ての「認知症カフェ」の実施に向け、検討
や準備を行った。
老上学区で認知症ケアパス作成に向けて
の説明会を行った。

事務事業 担当課

（※基準値） 25 25.5

24.6 20.3

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7－02－②

認知症対策の充実

医療機関・サービス事業所・地域住民などとの連携や、認知症サポーターの養成等を通じて、認知症について
の知識普及と理解促進や地域支援等を実施することにより、認知症の人と家族への支援充実に努めます。

あんしんできる高齢期の生活への支援に満足している市民の割合（％）

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 122

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

二次予防事業対象者把握事業 長寿いきがい課
指定介護予防支援事業管理事務 長寿いきがい課
指定介護予防支援事業 長寿いきがい課

訪問型介護予防事業 長寿いきがい課

介護予防普及啓発事業 長寿いきがい課

一次二次予防事業対象者向けの介護予
防教室参加者は、積極的な周知により口
腔機能向上と低栄養改善の教室を中心に
増加した。

地域介護予防活動支援事業 長寿いきがい課

実施団体に対し、年間180回の体力評価
を実施し、継続意欲を高めた。また、いき
いき百歳体操交流会を開催し、参加者同
士の交流や悩みの解決につながった。

事務事業 担当課

　介護予防事業として、平成21年度よりいきいき百歳体操、平成22年度より草津歯口からこんにちは体操に取
り組んでおり、実施グループ団体数はほぼ計画（目標）通りの拡がりを見せている。

定期的な評価において参加者の歩行速度や柔軟性、立ち上がり、平衡感覚の測定をしておりいずれの数値も
維持・改善ができており要介護・要支援状態に陥ることを未然に防止している。実施団体数は確実に増えてい
るが、伸び率としては減少しており、地域によっては実施場所の確保が課題となっていると考えられる。

いきいき百歳体操および草津歯口からこんにちは体操は当市の介護予防事業の柱であり、今後もその中心に
据えて、普及・啓発に努めていくが、取り組む団体が増加する中、実施地域に偏りが出たり、男性の参加者が
減少するなどの課題もある。今後は実施団体の少ない地域への積極的な啓発や、サポーター等の活用、継続
的な活動のための効果的な支援について検討していきたい。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 102 112

92 103

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7－02－③

介護予防対策の充実

要支援・要介護状態になることを予防し、誰もが元気でいきいきとした生活が送れるよう、介護予防の知識普
及や地域での介護予防事業の展開など、介護予防の取り組みの充実に努めます。

いきいき百歳体操実施団体数（継続実施団体）

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。 

7-02-③
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■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 6,754,643

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）

○

○

居宅介護サービス給付事業 介護保険課

前年度比で居宅介護サービスの給付費
は約4.5%伸びているが、草津あんしんいき
いきプラン第５期計画における給付見込
の範囲内であり、適切な給付が実施でき
たため。

施設介護サービス給付事業 介護保険課

前年度比で施設介護サービスの給付費
は約2.5%伸びているが、草津あんしんいき
いきプラン第５期計画における給付見込
の範囲内であり、適切な給付が実施でき
たため。

平成25年度の標準給付費は5,493,026千円であり、平成25年度と比較すると、平成26年度は5,887,036千円と
7.2％の伸びを示しているが、草津あんしんいきいきプラン第５期計画の計画値（6,011,609千円）の範囲内であ
る。
平成25年度（平成26年3月末時点）の要支援・要介護認定者数は3,856人、平成26年度（平成27年3月末時点）
は4,080人であり、認定者数の増加（約5.8％）に応じて標準給付費は増加していると考えられるが、計画の範囲
内であり、適切な水準に収まっている。

標準給付費は対前年度比で7.2％の伸びであるが、　草津あんしんいきいきプラン第5期計画における給付見
込の範囲内であり、適切な給付が実施できたと考えられる。

平成26年度中に策定した草津あんしんいきいきプラン第6期計画（計画期間平成27年度～29年度）に基づき、
地域包括ケアシステムの構築に向けた地域密着型サービス等の基盤の充実と、施設サービスにおける申込
待機者の減少、また居宅介護サービスや地域密着型サービスでは、サービスの充実と適正な利用の促進を
図っていく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 6,011,609 6,372,305

5,493,026 5,887,036

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7－02－④

介護サービスの充実

要支援・要介護の状態にあっても、誰もがその人らしく豊かな高齢期を過ごすことができるよう、介護サービス
の適正水準の維持・向上を図ります。

介護保険サービスの標準給付費（介護・支援サービス諸費、高額介護サービス等費、特
定入所者介護サービス費、審査支払手数料）の年度あたりの総額　（単位：千円）

7-02-④
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○

■施策に含まれるその他の事業一覧

介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護保険課

介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護保険課

介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護保険課

介護保険課
介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護保険課

高額介護予防サービス事業

高額医療合算介護サービス事業

特定入所者介護サービス事業

特定入所者介護予防サービス事業

ナイトデイサービス給付事業

住宅改修・福祉用具利用支援事業

高額介護サービス事業

居宅介護住宅改修事業
居宅介護サービス計画給付事業

特例居宅介護サービス計画給付事業

特例地域密着型介護サービス給付事業

介護予防サービス給付事業

特例居宅介護予防サービス給付事業
介護予防福祉用具購入事業
介護予防住宅改修事業

介護予防サービス計画給付事業

特例介護予防サービス計画給付事業

地域密着型介護予防サービス給付事業

居宅介護福祉用具購入事業

地域密着型介護サービス
給付事業

介護保険課

前年度比で地域密着型介護サービスの
給付費は約21.4%伸びているが、これは平
成25年度までに整備を完了した事業所の
利用が軌道に乗った結果であり、給付費
自体は草津あんしんいきいきプラン第５期
計画における給付見込の範囲内であり、
適切な給付の実施ができた。

事務事業 担当課
社会福祉法人助成事業
特別養護老人ホームの施設居住費助成事業
施設整備事業補助金事務
訪問介護利用者負担軽減事業

特例居宅介護サービス給付事業

特例施設介護サービス給付事業

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。 

7-02-④
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■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 99.0

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）

○

○

○

介護保険制度啓発普及事業 介護保険課

既存のパンフレットについては分かり易い
内容に改善し、当該パンフレットを郵送・配
布することで啓発に努めた。また、平成26
年度中に新制度にかかる新しいパンフ
レットを別途作成した。また、出前講座やＦ
Ｍくさつを利用して、住民に直接、制度啓
発を実施した。

介護保険制度運営事務 介護保険課
ケアマネジャーに対するケアプラン点検の
実施により、介護給付費の適正化の推進
を実行できた。

介護認定事務 介護保険課
不服申し立てによる審査差戻しが0件であ
り、年間を通じて適正な認定を行った。

平成26年度の介護保険料収納率は、目標値99.0%を達成しており、前年度に引き続き適切な督促や催告等を
含めた徴収業務に取り組めたと考えられる。

介護保険料収納率については、目標値を達成しており、かつ前年度との比較でも0.3％アップしている。要介護
認定についても、申請者の絶対数が増加していることから、適正な審査時間を確保する方策として、認定更新
時に要介護認定者の状態が安定している場合については認定の有効期間を延長する等の事務改善を行っ
た。介護給付費の適正化の観点からは、ケアマネジャーに対するケアプラン点検の実施や住宅改修の事前確
認、軽度者に対する福祉用具貸与のチェック等を通じて適切な介護サービスの利用促進を行った。また、市内
の地域密着型サービス事業所に対しては実地指導（各事業所ベースで2年に1回実施）と、年に1回の集団指
導により、適正な事業者のサービス提供体制や介護報酬請求に対する指導を行っており、施策を概ね達成で
きている。

介護保険料収納率については、本収納率が維持できるように引き続き徴収業務に取り組む。また、要介護認
定については、認定件数が増加する傾向にあるが、事務改善の効果により1件あたりの適正な審査時間を確
保することで、不服申し立てによる審査差戻し等が発生しないよう、適正な認定審査に努める。介護給付費の
適正化については、引き続き、ケアプラン点検や住宅改修の事前承認、軽度者に対する福祉用具貸与の
チェック等を実施する。また、市内事業者の指導等に関しては、平成28年度から小規模のデイサービス事業所
に対する指定・指導の権限が県から市に移譲され、業務量が飛躍的に多くなることが予測されることから、新し
いグループの創設などを視野に入れ、事業者のサービス提供体制や介護報酬請求の適正化に努めたい。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 99.0 99.0

99.1 99.4

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7－02－⑤

介護保険制度の適正運用

介護保険制度等の理解促進と利用支援、要介護認定、ケアマネジメント、事業者のサービス提供体制および
介護報酬請求においてチェック体制を整備し、適正化の取り組みを進めます。

介護保険料収納率（％）
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■施策に含まれるその他の事業一覧

介護保険事業計画推進事業
介護保険事務処理システム運営事業
国保連合会負担金事務
介護保険料賦課徴収事務
介護保険料管理回収事務
国保連合会点検・審査手数料事務

介護保険課
保険年金課
介護保険課
介護保険課
介護保険課

介護納付金事務 保険年金課

介護保険課
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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■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）

○

△

○

○

○

サーピース等利用計画作成率は目標値に届かなかったが、昨年度に比べ、増加した。これにより、個別のケア
マネジメントが充実するとともに、利用者のニーズを明確にすることで、これまで通りの支援を続けるだけでは
なく、より利用者の現状に即した支援を提供することができた。

居宅介護事業

作成されたサービス等利用計画をより質の高いものにし、個々のニーズに合わせた支援を行う。
また、作成率が100%となるように取り組みを進める。

主要事業 担当課

サービス等利用計画事業 障害福祉課
サービス等利用計画作成率は、昨年度に
比べ増加したが目標値に届かなかった。

生活支援や就労支援、相談支援のさらなる充実など、個別のケアマネジメントによるサービス提供を行うととも
に、遊ぶ・学ぶなどの諸活動に誰もが自らの意思で安心して参加・参画できるよう支援を進めます。

障害者自立支援給付利用者のサービス等利用計画作成率（％）

平成25年度

（※基準値）

27

平成26年度 平成27年度

60 100

55.6

8－01－①

障害福祉課
障害者のニーズに対して適切なサービス
決定を行い、生活基盤の充実につながっ
た。

生活介護事業 障害福祉課
障害者のニーズに対して適切なサービス
決定を行い、生活基盤の充実につながっ
た。

就労継続支援事業 障害福祉課
障害者のニーズに対して適切なサービス
決定を行い、生活基盤の充実につながっ
た。

障害者就労促進事業 障害福祉課

障害者の地域における職業生活の自立に
向けて就労に向けた支援や職場定着に向
けた支援等を行い、雇用の促進および職
業の安定を図ることができた。

障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

サービス等利用計画作成率を目標値に近づけるため、また利用者が相談支援事業所を複数の中から選べる
ようにするために市内の通所事業所に相談支援事業所の立ち上げを依頼した。目標の60%には届かなかった
が、市内相談支援事業所は３箇所から６箇所に増加し、目標達成のための体制が整ってきた。サービス等利
用計画作成済の利用者については、これまでよりもきめ細やかな相談支援を受け、個々人の持つ課題や希望
を把握した上での支援内容となっている。

達成度評価理由

8-01-①
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■施策に含まれるその他の事業一覧

補装具等事務 障害福祉課

２４時間対応型利用制度支援事業 障害福祉課
障害者生活支援システム運用事業 障害福祉課
障害者福祉計画推進事業 障害福祉課

在宅重度障害者住宅改造費補助金事務 障害福祉課
重症心身障害者通所施設運営費補助事業 障害福祉課
重度障害児（者）訪問看護利用助成事業 障害福祉課

障害者相談員活動事業 障害福祉課
滋賀型地域活動支援センター運営費補助金事務 障害福祉課
社会的事業所運営費補助金事務 障害福祉課

障害者生活ホーム運営費補助金事務 障害福祉課
各種団体活動費補助金事務 障害福祉課

自動車改造支援事業 障害福祉課
点字新聞購読費助成事業 障害福祉課
精神障害者生活支援推進事業 障害福祉課

高額障害福祉サービス等給付事業 障害福祉課
孤立化防止対策事業 障害福祉課
障害福祉推進事務 障害福祉課

スモン障害者採暖費補助金事務 障害福祉課
在宅重度障害者訪問診査事業 障害福祉課

自動車燃料・福祉タクシー運賃助成事業 障害福祉課

精神保健福祉対策事業 障害福祉課
特別障害者手当等給付事務 障害福祉課
障害者紙おむつ助成事務 障害福祉課

生活支援事業 障害福祉課
日中一時支援事業 障害福祉課
社会参加促進事業 障害福祉課

日常生活用具給付事務 障害福祉課
湖南地域地域活動支援センター事業 障害福祉課
訪問入浴サービス事業 障害福祉課

相談支援機能強化事業 障害福祉課
障害程度区分認定事務 障害福祉課

療養介護事業 障害福祉課
療養介護医療事業 障害福祉課
更生医療給付事務 障害福祉課

障害者自立支援事業所運営費補助金事務 障害福祉課

地域相談支援給付事務 障害福祉課

施設入所支援事業 障害福祉課
自立訓練事業 障害福祉課

育成医療給付事業 障害福祉課

障害福祉課
重度訪問介護事業 障害福祉課
行動援護事業 障害福祉課

就労移行支援事業 障害福祉課
障害者施設家賃補助金事務 障害福祉課

同行援護事業 障害福祉課

短期入所事業 障害福祉課
共同生活援助事業 障害福祉課

補装具給付事業

事務事業 担当課

緊急通報システム支援事業 障害福祉課

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 障害福祉課

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。 

8-01-①



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 2,150

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

障害者虐待防止対策支援事業 障害福祉課

成年後見制度利用支援事業 障害福祉課
電話、訪問等による相談、申立支援を通じ
て、成年後見制度の利用につながった。

障害者福祉センター管理運営事
業

障害福祉課

施設管理運営については適正に実施でき
ているが、成果指標の達成に向けて、利
用者のニーズを的確に把握する必要があ
る。

事務事業 担当課

ふれあい・交流事業については、参加者が増えたことで目標を上回る結果となり、充実した事業となった。

平成26年度については、講座数が２つ増えたことや、パソコン講座の募集方法を見直したことで参加者が増加
し、目標を上回る結果となった。

作成されたサービス等利用計画をより質の高いものにし、個々のニーズに合わせた支援を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 2,050 2,100

1,759 2,325

平成25年度 平成26年度 平成27年度

8－01－②

障害と障害のある人への理解促進と尊厳の保持

障害者福祉センターを核とした多様なふれあい・交流や知識普及と意識啓発により、障害と障害のある人につ
いての理解促進を図るとともに、障害のある人の尊厳の保持に努めます。

障害者福祉センターのふれあい・交流事業の参加者数（人〔延べ〕）

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。 

8-01-②



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 280

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

障害福祉課
障害福祉課障害者等移動支援事業

手話通訳員配置事業

コミュニケーション支援事業 障害福祉課

聴覚障害者のコミュニケーション手段の一
つである手話通訳等派遣により、障害が
ある人の社会参加につながった。手話奉
仕員養成講座の開催により、手話通訳者
の養成が図れた。

障害者等個別移動支援事業 障害福祉課
利用者が増加し、障害者の自立した生活
および社会参加の促進につながった。

事務事業 担当課

年々利用者数は増加傾向にあり、障害者の積極的な社会参加につながっていると判断される。

移動支援事業やコミュニケーション支援事業の利用により、障害者の余暇活動等、社会参加が促され、障害者
の生活の内容や質の充実につながった。

作成されたサービス等利用計画をより質の高いものにし、個々のニーズに合わせた支援を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 280 280

270 313

平成25年度 平成26年度 平成27年度

8－01－③

福祉のまちづくりの推進

地域で安心して生活できるようハード面でのバリアフリー化を進めるとともに、遊ぶ・学ぶなどの諸活動に安心
して参加・参画できるよう、外出支援やコミュニケーション支援等ソフト面での充実を図ります。

移動支援事業利用決定者数（人）

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。 

8-01-③



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 44,500

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

引き続き、草津市民生委員児童委員協議会、草津市社会福祉協議会等と連携しながら、地域福祉の担い手づ
くりに取り組む。

民生委員児童委員協議会活動
補助事業

社会福祉課

社会福祉課

主要事業

民生委員児童委員による献身的な活動が
継続して実施されている。

市社会福祉協議会では、権利擁護事業や
総合相談事業など個人への適切な対応
や、地域福祉活動を推進する取組みがな
された。

担当課 達成度評価理由

社会福祉協議会活動補助事業

事務事業 担当課
民生委員児童委員諸事務 社会福祉課

44,000

44,173

9－01－①

　市民と市をつなぐ、民生委員児童委員の献身的な活動が展開されるとともに、社会福祉協議会において、地
域福祉を担う地域リーダー「市民コーディネーター」の養成やボランティア登録者数増加の取組など、担い手育
成に努めた。

民生委員児童委員の活動支援を図るとともに、社会福祉協議会と連携し、福祉講座・懇談会・各種ボランティ
アや市民コーディネーターの養成講座を実施します。

民生委員児童委員活動件数（件）

平成25年度

（※基準値）

43,034

平成26年度 平成27年度

43,500

地域福祉の担い手の育成

 高齢化、単身化が進む中、民生委員児童委員の活動件数についても増加している。

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。 

9-01-①



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 166

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

戦没者遺族等援護推進事業 社会福祉課
社会を明るくする運動啓発推進事業 社会福祉課
福祉事務所運営費 社会福祉課

福祉バス運行事業 社会福祉課

社会福祉関係団体補助事業 社会福祉課
更生保護団体や赤十字奉仕団など、福祉
活動を行う団体を支援した。

地域福祉計画推進事業 社会福祉課
地域福祉を支える市民コーディネータの
養成や災害時要援護者登録制度を推進
することができた。

事務事業 担当課

地域サロン推進事業 長寿いきがい課
　昨年度よりサロン数が増加したものの目
標値(142箇所)に達しなかったため。

年々地域サロンの数は増加しているが、目標数には至っていない。今後も、地域サロンが増加できるよう地域
への働きかけを行う。

更生保護や赤十字など福祉を担う各種団体の支援を行うとともに、地域サロン実施団体の拡充、災害時要援
護者登録制度の推進などを通じて、地域力の向上に努めた。

さらに、地域福祉活動が活発化され、地域で互いに支えあう仕組みやネットワークが醸成されるよう、施策を継
続して実施していく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 142 154

126 135

平成25年度 平成26年度 平成27年度

9－01－②

地域福祉を支えるネットワークづくり

各学（地）区の社会福祉協議会、町内会、まちづくり協議会の活動等を軸に、災害時要援護者の避難支援体制
の充実など、「地域力」を生かした地域福祉を推進します。

地域サロン開設団体数

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。 

9-01-②



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 19.71

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

健康推進員活動事業 健康増進課

食育推進事業 健康増進課
関係団体と連携して「くさつヘルスアッププロ
ジェクト２０１４」を実施し、第2次草津市食育推
進計画の推進を図った。

健康管理システム事業 健康増進課

精神保健福祉対策事業 健康増進課
献血推進事業 健康増進課
市民の健康づくり推進事業 健康増進課

保健師活動事業 健康増進課

健康相談事業

医療関係団体への保健事業事務委託事業 健康増進課
かかりつけ医等普及促進事業 健康増進課
さわやか保健センター施設管理事業 健康増進課

健康づくり推進協議会運営事業 健康増進課
策定した「健康くさつ２１（第２次）の取り組みに
ついて協議し、事業へ反映するための今後の
取り組みに対する意見をいただいた。

健康教育事業 健康増進課
健康教育でテーマ設定を行い、健康について
考える機会を持ってもらうことができた。

健康増進課
心身の健康に関する個別の相談に応じ、
必要な助言を行った。

事務事業 担当課

自殺対策緊急強化事業 健康増進課
市民一人ひとりが、自殺予防のための行動が
できるよう、普及啓発や人材養成の取り組みを
行った。

前年実績値を0.04、目標値を0.07上回った。健康くさつ２１の取り組みを継続的に推進した結果であり、基本理
念である健康寿命の延伸につながったと考えられる。

平成25年度に「健康くさつ２１（第２次）」を策定し、「誰もが健康で長生きできるまち草津」を基本理念に据えな
がら、関係団体等と連携し、くさつヘルスアッププロジェクト２０１４等、各事業を進めることができた。
平成25年度に「草津市自殺対策行動計画」を策定し、「かけがえのない”いのち”を大切にする社会の実現」を
基本目標に据えながら、市民一人ひとりが自殺予防のための行動ができるよう、関係機関等と連携しながら人
材養成や普及啓発などの取り組みを進めることができた。

「健康くさつ２１(第２次）」の重点施策である①糖尿病の発症予防と重症化予防の推進、②世代に応じた切れ
目のない健康づくり、③地域社会の中での健康づくりの気運の盛り上げについて、くさつヘルスアッププロジェ
クトなど今後も継続して様々な関係団体等と連携しながら事業を進める。
「草津市自殺対策行動計画」の基本方針である①社会的な要因、地域の実態を把握し、情報共有に努めま
す、②こころの健康づくりをすすめます、③一人ひとりの気づきと主体的な取り組みをすすめます、④自殺予防
の体制づくりをすすめます、について、普及啓発、人材養成、自死遺族・自殺未遂者支援等自殺予防のための
事業を今後も継続して様々な関係機関等と連携しながら進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 19.57 19.64

19.6 19.64

平成25年度 平成26年度 平成27年度

10－01－①

市民の健康づくり支援

健康と生活習慣に関する啓発や健康相談の実施、食育、糖尿病対策、自殺対策の推進など、ライフステージ
に応じた市民の健康づくりを支援します。

65歳以降、健康で自立した生活ができる期間を延ばす（年）

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。 

10-01-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 様　式

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 23.9

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

感染症対策事業 健康増進課

予防接種事業 健康増進課
幼稚園・保育園・小学校・中学校等への勧
奨通知の配付、就学時健診時に履歴確認
を行う等接種率向上を図った。

健康診査事業 健康増進課
胃がん・肺がん検診精度管理業務の充
実、がん検診推進事業に基づくコール・リ
コール事業等による受診率向上を図っ
た。

歯科保健指導事業 健康増進課
節目・妊婦歯科健診の実施で、口腔の健
康づくりのきっかけをつくることができた。

事務事業 担当課

「働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業」による無料クーポン券送付（コール）とリコールにより受診
率が増加し、目標値を達成することができた。

がん検診の受診率を50%にすることで、死亡率減少効果が期待できるとされており、さらなる受診率向上の取り
組みが必要である。また、精密検査受診率の向上や検診の精度管理の取り組みもあわせて充実することで、
病気の早期発見・対応の取り組みを行う必要がある。

26年度向上した受診率を維持・向上できるようにコール・リコールの内容や方法を工夫し実施する。あわせて、
精密検査受診率向上にむけた勧奨の強化、精度管理委員会の充実等を行う。

「働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業」による、無料クーポン券送付（コール）・リコール対象者の
拡大により、新規受診者の拡大につながった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 23.1 23.5

20.4 24.6

平成25年度 平成26年度 平成27年度

10－01－②

疾病予防対策の強化

各種健（検）診、予防接種について、情報提供・啓発・実施により、病気の予防と早期発見・対応に努めます。

草津市子宮頸がん検診受診率（％）

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 72

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

10－01－③

広域での地域医療体制の充実

本市と湖南圏域の関係団体が連携・協力しながら、休日急病診療所の運営等、地域医療体制の充実を図りま
す。

湖南広域休日急病診療所の年間診療日数（日）

（※基準値） 72 72

71 72

事業の目標値である年間72日の診療日数を達成することができた。

平成25年4月から湖南広域行政組合が運営主体となり、平成26年4月13日に済生会滋賀県病院前に新築移転
し、目標に掲げる診療日数の維持はもちろんのこと、診療時間を延長することにより、診療体制の充実と安定
した運営に努めた。

目標に掲げる診療日数の維持はもちろんのこと、医療スタッフの確保、２次小児救急診療体制の維持と機能分
担など、診療体制の充実と安定した運営に努める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

救急医療情報システム運営負担金事務 健康増進課

湖南広域行政組合負担金事務 健康増進課
負担金により、安定した地域医療サービ
スを供給することができた。

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。 

10-01-③



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 55

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

10－02－①

国民健康保険制度の運用

特定健康診査・特定保健指導の実施などによって医療費の適正化を図るとともに、被保険者への啓発活動な
ど、制度への理解促進の取り組みを強めます。

特定健康診査実施率(％)

平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値を下回っているが、前年度実績値（36.6%）を1.1ポイント上回っている。

受診者数については、４月末時点で前年同月比で約330人増加していることから、未受診者への受診勧奨通
知や電話など被保険者への啓発活動に一定の成果があったと考える。

平成26年度の特定健康診査の暫定受診率は前年度の実績値を上回っているが、目標値には達していない。
65歳未満の被保険者の自己負担金額の無料化や未受診者への勧奨などを検討し、受診率向上対策を強化し
ていく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 45 50

36.6 37.7

特定保健指導事業 健康増進課

平成２６年度の実績値はまだ確定してい
ないが、実施率は平成２５年度を上回る見
込みであり、積極的支援ではきめ細かい
指導の徹底を図ることで、医療費の適正
化を推進することができた。

事務事業 担当課
国民健康保険給付執行事務 保険年金課

国保税賦課事務 税務課
国保の資格や前年度所得等に基づいて、
被保険者への課税説明に努め、国保税額
の賦課を適正に執行することができた。

レセプト管理事業 保険年金課
レセプトの適正管理に努め、過誤返戻や
本人請求を適切に執行し、医療費の適正
化を推進することができた。

特定健康診査事業 保険年金課
平成25年度実績値を平成26年度実績値
（暫定）が上回っているが、目標値への到
達までは至らなかった。

一般被保険者療養給付事業 保険年金課
退職被保険者等療養給付事業 保険年金課
一般被保険者等療養事業 保険年金課

医療費適正化特別対策事業 保険年金課
国保連合会負担金拠出事務 保険年金課
国保運営協議会運営事業 保険年金課

退職被保険者等療養事業 保険年金課
審査支払手数料事務 保険年金課

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。 

10-02-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画退職被保険者等高額療養事業 保険年金課
一般被保険者高額介護合算医療事業 保険年金課

葬祭給付事業 保険年金課

一般被保険者高額療養事業 保険年金課

老人保健事務費拠出金事業 保険年金課
高額医療費共同事業拠出金事業 保険年金課
その他共同事業事務費拠出金事業 保険年金課

出産育児一時金事務 保険年金課
出産育児一時金支払手数料事務 保険年金課
老人保健医療費拠出金事業 保険年金課

人間ドック等助成事業 保険年金課
後期高齢者支援金事業 保険年金課

後期高齢者関係事務費拠出金事業 保険年金課

保険財政共同安定化事業拠出金事業 保険年金課
高額医療費共同事業事務費拠出金事業 保険年金課
保険財政共同安定化事業事務費拠出金事業 保険年金課

前期高齢者納付金事業 保険年金課
前期高齢者関係事務費拠出金事業 保険年金課

10-02-①



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 99.50

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

後期高齢者医療保険料収納率（％）

10－02－②

高齢期の医療制度の周知

広報活動をいっそう徹底し、被保険者に対して制度の周知・理解と適切な利用促進を図るとともに、保険料の
確実な徴収を図ります。

今後も適切な賦課・収納と未納対策に引き続き取り組む。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 99.40 99.45

99.34 99.51

収納管理および未納対策を実施した結果、高い保険料収納率となった。

適切に賦課・収納を行った。また、未納者に対して督促や催告、臨戸訪問によって納付を促したほか、督促前
の電話案内により未納の発生予防に努めた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

後期高齢者医療保険料徴収事務 保険年金課

適切に賦課・収納を行った。また、未納者
に対して督促や催告、臨戸訪問によって
納付を促したほか、督促前の電話案内に
より未納の発生予防に努めた。

事務事業 担当課
広域連合事務負担金事務 保険年金課
広域連合医療費負担金事務 保険年金課
広域連合審査手数料負担金事務 保険年金課
後期高齢者医療事務 保険年金課
後期高齢者医療保険料管理回収事務 保険年金課

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。 

10-02-②



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 130

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

対象者（心身障害者（児）、重度心身障害老人）１人あたりの年間助成額（千円）

10－02－③

福祉医療費の助成

重度心身障害者、重度心身障害老人、ひとり親家庭などを対象に医療保険適用医療費の自己負担額の一部
もしくは全部を助成します。

　引き続き、適切に助成事業を進めていく。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 130 130

128 134

　多くの制度利用があり、助成対象の方の経済的負担の軽減につながった。

　1人あたりの利用額が多ければ、その分医療費にかかる対象者の経済的負担は軽減されたといえるが、１人
あたりが必要とされる医療費が増加しない限り、１人あたりの助成額が増加することもない。心身障害者（児）
および重度障害老人に限って１人あたりの医療費が伸びているような状況にはないことから、平成25年度実績
ベースの助成額の維持を今後の目標とする。

老人福祉医療助成事業 保険年金課

主要事業 担当課 達成度評価理由

心身障害者福祉医療助成事業 保険年金課
助成要件を確認のうえ、適切に助成を
行った。

重度心身障害老人等
福祉医療助成事業

保険年金課
助成要件を確認のうえ、適切に助成を
行った。

事務事業 担当課

老人福祉医療事務 保険年金課
心身障害者福祉医療事務 保険年金課
精神障害者精神科通院医療助成事業 保険年金課
精神障害老人精神科通院医療助成事業 保険年金課
精神障害者精神科通院医療事務 保険年金課
父子家庭福祉医療助成事業 保険年金課
ひとり暮らし寡婦福祉医療助成事業 保険年金課
ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成事業 保険年金課

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。 

10-02-③



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 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

11－01－①

セーフティネットの充実

市民の、最低限度の生活を維持できない状況に対し、福祉施策や年金等による支援、生活保護制度の適用、
また、働く意欲と能力のある人への就労支援および就労指導を行います。

自立を理由として生活保護を廃止したケースの比率（％）

（※基準値） 5 5

3.0 3.5

平成24年度の1.6%から25年度3.0%、26年度3.5%と順調に向上している。これはＣＷと就労支援相談員との連携
が効果的に図れたことによる成果であると考える。

前年度から向上はしたものの、目標値である５％には満たなかった。その背景には、当市の取組方法に改善
の余地がある部分と受給者自身の就労意欲が低いことが相俟っていることが考えられる。

従来からの取組に創意工夫を加えて、今年度から始まる被保護者就労準備支援事業などの新たな施策も活
用しながら、目標を達成できるように取り組む。

有効求人倍率が改善されてきていることで、受給者が求職活動をする上での選択肢が拡大している。

主要事業 担当課 達成度評価理由

要保護者に対して定期的且つ安定的に生
活保護を適用した。

就労支援相談員配置事業
就労支援相談員１名を配置し、延べ105件
の就労相談を行い、うち４件が就労に結び
ついた。

国民年金手続等事務 保険年金課
各種届出の受付や窓口相談、制度啓発を
適切に行うことができた

生活保護法施行事務 社会福祉課

災害被災者見舞金交付事業 社会福祉課

生活保護費支給事務 社会福祉課

事務事業 担当課

商工観光労政課

行旅病人・行旅死亡人に対する扶助事業 社会福祉課

生活保護費返還金債権管理回収業務 社会福祉課
住宅支援給付事業 社会福祉課
在日外国人老齢福祉金支給事業 保険年金課
就労支援対策事業 商工観光労政課

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。 

11-01-①



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 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）

〇

■施策に含まれるその他の事業一覧

市民の様々な暮らしの中の不安やトラブル、問題などについて市民相談員が受けた件数で市民生活の実態の
一部を示す数値である。平成24年3月に市社会福祉協議会「心配ごと相談所」が移転以降、相談件数が増加
し、概ね500件程度で推移していたが、平成25年11月に滋賀県司法書士会草津支部が市内に「暮らしの困りご
となんでも相談会」を開設されたことから、対前年度比で市民相談が約50件、弁護士相談が約6件減少した。

社会経済の変化やその動向、ライフスタイルの多様化、また専門相談機関の利用状況や紹介の程度などによ
り、件数の増減が見られる。平成26年度の相談種別の上位は、相続・遺言、離婚・離縁・男女紛争、交通事故・
事件であり、次に相隣関係が続いており、社会情勢を反映した結果といえる。精神疾患や障害者、ひとり暮らし
の高齢者などの社会的弱者の相談は増加しており、関係所管課へ繋ぐケースも増加している。

市民相談は、個人や家族の困りごとや悩み、日々の生活と直結したトラブルなどの相談が中心であり、今後も
この傾向は変わらない。市内では専門相談機関として司法書士会による「暮らしの困りごとなんでも相談所」や
弁護士による無料法律相談会（平成27年4月）が開設され、相談窓口の選択肢が広がったため、相談件数は
現行の利用計画目標値より減少すると思われる。今後は、市民にとってより身近な一次相談窓口としての機能
が求められることから、相談員の知識の集積に加え、庁内組織や関係専門機関等へ適切に繋ぎ、相談ニーズ
に丁寧に応えていきたい。

一人暮らしや高齢者世帯等が増加し、介護、離婚、相続を中心に家族関係が疎遠となり、また近隣トラブルや
ストレス、環境の変化に適応できずに精神疾患に陥る相談者が増えている。このようななか、地域包括支援セ
ンターをはじめとする福祉部門や、司法書士会が定例の相談会を開設されたことから連携を図ることで、多様
化・専門化する相談ニーズに適切に対応し、地域福祉の向上に繋げる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

市民相談室運営費 生活安心課

相談件数は目標値を下回ったが、相談内
容を的確に把握し、必要な助言や指導を
行った。高度な法的解釈を必要とする案
件は、弁護士相談の活用や司法書士会な
どの関係専門機関等へ繋ぐなど多様な相
談ニーズに的確に対応した。

事務事業 担当課

（※基準値） 500 500

508 447

平成25年度 平成26年度 平成27年度

11－02－①

市民相談業務の充実

相談員の技量向上を図り、相談を受けた市民の生活上の不安や問題の早期解決を図ります。

市民から暮らしの困りごとに関して相談のあった数（件）

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。 

11-02-①



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 1,100

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）

〇

〇

■施策に含まれるその他の事業一覧

消費者教育推進事業 生活安心課

消費生活に関する相談に的確に対応する
とともに、出前講座など消費者トラブルに
陥らないための啓発活動、消費者団体の
育成・支援を行った。

消費生活相談啓発事業 生活安心課
消費者被害を防止するための教育・啓発
活動を充実・強化するため、相談支援体
制の充実を図った。

事務事業 担当課
食の安全推進事業 生活安心課

市民から1年間に持ち込まれた消費生活に関する相談（苦情）件数であり、前年度より106件増加した。相談総
額は前年度の6億7千万円から6億2千万円に僅かに減少した一方で相談件数は増加するなど、被害者の増加
と低額化、手口の巧妙化、複雑化を顕著に示している。また相談件数の増加要因には、消費者被害防止のた
めの積極的な啓発活動により、市民からの情報提供が増加したことも合わせて示している。

平成23年4月に消費生活センターを立ち上げ、活動方針として「個人救済（被害回復）から教育・啓発活動」を
テーマに据え、消費者リーダー会とも連携を図りながら積極的な啓発活動を展開している。平成26年度は「出
前講座」や市内外のイベントへの出演回数は延べ34回、受講者数等は約9万人の実績があった。しかし、平成
26年度は「架空請求」や「ファンドの投資詐欺」、「インターネット通販」、「アダルトサイト」などの相談が増加。相
談内容の第1位は、放送・コンテンツ等が233件、第2位は商品一般で98件、第3位その他相談87件であった。

「消費者教育推進法」が施行されたことにより、現在取り組んでいる「出前講座」において、小・中学校の生徒を
対象とした消費者教育の推進に努める。また、消費者教育・啓発用マスコットキャラクター「クゥとかいな」は、平
成27年4月に国から「消費者教育推進大使」の委嘱を受けたことから、活動の幅を広げ、消費生活トラブル等の
未然防止の先頭に立って活動する。斡旋業務を積極的に行い消費者の被害回復を図る。さらに法的期限が近
づいている多重債務者の掘り起こしを行うとともに、法律家など専門機関へ繋ぐことで迅速な生活再建を目指
す。

国における「消費者教育推進法」の施行により消費者行政の変化や、IT関連や携帯・通信機器の普及に伴うト
ラブルの低年齢化など消費者問題を取り巻く環境、相談内容も変わりつつある。このため、常に迅速かつ的確
な情報の収集と、関連する法律改正に適切に対応できる知識の習得、関係機関等との連携が強く求められ
る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1,100 1,100

1,120 1,226

平成25年度 平成26年度 平成27年度

11－02－②

消費者の自立支援・消費者団体の育成

消費生活行動に関する相談や出前講座など消費者トラブルに陥らないための啓発・教育に努めるとともに、消
費者団体の育成・支援を行います。

市民から消費生活に関して相談（苦情）のあった件数（件）

11-02-②



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 81

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

路上喫煙対策事業 生活安心課
公衆衛生確保対策事業 生活安心課
駅前公衆便所維持管理事業 ごみ減量推進課

事務事業 担当課
公衆浴場衛生確保対策費補助事業 生活安心課
衛生害虫駆除事業 生活安心課

市営墓地管理事業 生活安心課
清掃作業など市営墓地の適正な管理に
努め、管理料についても全件徴収を達成
した。

小動物死骸処理事業 ごみ減量推進課
公道上の犬猫等の死骸回収および焼却
処理を行い、生活環境・公衆衛生の保全
に努めた。

畜犬対策事業 生活安心課
飼い犬の畜犬登録の啓発や、狂犬病予防
注射の接種率向上に努めた。

火葬場管理運営事業 生活安心課
火葬需要に適切に対応しながら、必要な
修繕を実施し、適正な管理を行うことがで
きた。

犬の飼い主に対して、予防接種実施の周知や、未接種の飼い主への通知などを実施してきた結果、前年度よ
り接種率を上回ることができた。

　狂犬病予防注射の接種率向上のため啓発や周知に努めた。また、未登録の犬が発生しないよう、草津市へ
の転入者への周知などを実施した。
　公衆衛生の向上ならびに市民の安心につなげるため、公道上の犬猫等の死骸回収および焼却処理、ならび
に火葬場、市営墓地の適正管理に努めた。

　狂犬病予防注射の更なる接種率向上に努めたい。また、未登録の犬が発生しないよう、転入者への周知や
啓発を引き続き実施し、畜犬登録数の向上にも努めたい。
　公道上の犬猫等の死骸回収および焼却処理、ならびに火葬場、市営墓地の適正管理にも引き続き努めた
い。

平成25年9月1日に、改正動物愛護管理法が施行されたことに伴い、動物愛護の機運が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 80 81

80.99 83.79

平成25年度 平成26年度 平成27年度

11－02－③

生活衛生の向上

畜犬登録・狂犬病予防注射の実施、公道上の小動物死骸処理をはじめ、火葬施設や市営墓地の適正管理な
ど、生活衛生の向上に努めます。

狂犬病予防注射接種率（％）

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。 

11-02-③



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 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

自主防災組織の育成等を進め、防災訓練や地域協働による防災教育、災害時要援護者への個別支援体制づ
くり、また、住宅耐震化の支援などを進めます。

自主防災組織育成事業

自主防災組織結成率(％)

平成25年度

（※基準値）

91.6

平成26年度 平成27年度

90 91

91.7

12－01－①

平成26年度の自主防災補助金申請は去年の155町内会よりも増え、166町内会となった。申請町内会が増え
たのは地域の防災意識が高まったためと考えられる。

防災訓練などを行う町内会が増えるとともに、災害時に対応するための備品への関心が高まってきている。防
災備品への補助などを積極的に利用し、町内の防災力の強化を推進する。

担当課 達成度評価理由

昨年より申請町内会が増加した。補助金
額も平成25年の約700万円に対し、平成
26年は約1100万円であったため、防災意
識が高まってきている。

民間建築物耐震化助成事業 建築課
震災避難経路整備事業 建築課

自主防災体制の確立と市民意識の高揚

事務事業 担当課
自主防災組織出初式開催事業 危機管理課

危機管理課

平成26年度の実績としては、3町内会が自主防災組織を結成した。
実績値は平成27年度の目標値まで達成している。自助・共助が重要視されてきており、災害時に自主防災組
織が大きな役割を果たすことが考えられるため、これからも自主防災組織結成を推進する。

主要事業

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。 

12-01-①



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 96

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）

○

○

○

消防車両等整備事業 危機管理課
コミュニティ防災センター運営事業 危機管理課

消防水利維持管理事業 危機管理課

湖南広域行政組合負担金事務 危機管理課

消防・防災体制に係る人的資源の充実を
図るとともに、消防活動に必要な設備の
整備や維持を行い、迅速・確実な活動の
確保ができた。

事務事業 担当課

消防団活動事業 危機管理課
消防団員の増員はできなかったが、出動
手当を増額し、団員の処遇改善に努める
ことができた。

消防施設整備事業 危機管理課
西消防署・コミュニティー防災センターの
移転・新築計画を予定通り進められた。

■施策に含まれるその他の事業一覧

消防団員数が平成25年度より4名減となったことにより、1.7%の減少となっている。
消防団員の高齢化に伴い退団者が増加し、さらに被雇用者が占める割合が増加しており、従来、消防団員の
入団対象となっていた年齢層からの入団者を確保することが難しくなっている。

中核的な防災拠点施設として西消防署・コミュニティ防災センターの移転新築を計画通り進めた。
消防団員の確保については、処遇改善を図るべく、平成27年度から非常出動・訓練等出動手当をともに増額し
た。

消防団員の確保については、機能別消防団を視野に入れて検討を行う。また、平成25年12月13日に施行され
た「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」に基づき、装備の強化を行う。
さらに、第8分団が発足することから、積極的に消防団のＰＲを行い、地域への浸透度を高める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 94 95

93.6 91.9

平成25年度 平成26年度 平成27年度

12－02－①

消防体制・基盤の充実

消防・防災体制に係る人的資源の充実を図るとともに、中核的な防災拠点の整備などを進めるなど、迅速・確
実な消防活動を確保し、また業務の広域化による効率化に努めます。

実消防団員数／定数（％）

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 26.0

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

防災パトロール事業 河川課

防災対策事業 危機管理課

これまでの事業に加えて、情報伝達手段
の強化や防災訓練、防災出前講座の実
施など幅広い取り組みを実施し、本市の
防災体制の強化に努めることができた。

事務事業 担当課

水防訓練事業 河川課
水防訓練の実施により、水防活動の強化
を図ることができた。

大雨警報警戒体制事業 河川課
民間気象会社と委託契約し、気象情報を
リアルタイムに取得することで、迅速な水
防体制づくりを図ることができた。

市民意識調査の結果、災害に強いまちであると感じている市民の割合は、前年度より3.4%上昇した。目標値に
わずかに届かなかったものの、市のこれまでの事業に加えて、地域での防災訓練や防災出前講座による防災
啓発などが評価されたものであると考える。

情報伝達手段について、屋外スピーカーのサイレン吹鳴機能の付加やＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）
の機能向上のシステム改修を行い、市内一斉緊急放送システムの強化を実施した。
また、備蓄食料について、備蓄計画に基づき、各倉庫に分散配置を実施した。

平成26年度に実施した防災アセスメント調査の結果を勘案し、備蓄計画を検討する。また、各学区で地域の特
性に応じた防災計画である「地区防災計画」の策定に向け、地域と調整を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 24.0 25.0

20.4 23.8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

12－02－②

地域防災体制・基盤の強化

災害時に即応できる防災体制と情報伝達体制等を確立・強化するほか、計画的な備蓄確保や地域ごとの防災
拠点の整備などに努めます。

災害に強いまちであると感じる市民の割合（％）／市民意識調査

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。 

12-02-②



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 152

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

防犯対策事業 危機管理課
事業者・市民の意識改革を行なうことがで
き、犯罪率の減少に繋がった。

事務事業 担当課

防犯灯設置費補助事業 危機管理課

ＬＥＤ防犯灯給付事業は、3ヶ年事業の最
終年度であり、当初目標値の5,150灯/3ヶ
年を大きく上回る5,720灯/3ヶ年の成果が
あった。

犯罪率は平成25年度より大幅に減少し、目標値を大きく達成することができた。多発する自転車盗対策を重点
的に進めた結果、自転車盗件数については、対平成25年比-165件（約23％減）となり、犯罪認知総件数は対
平成25年比-454件（約21％減）と、目標を達成した。

自転車盗対策については、ワーストランキングの公表により駐輪場事業者の意識改革につながり、一定の成
果がでた。今後も警察と連携して定期的な指導を行い、事業者の自発的な取り組みの継続を促す。今後は、
市民の意識改革に努める必要がある。

ワーストランキングの周知や各駐輪場事業者の意識改革および取り組みにより、自転車盗対策の効果が発揮
されてきたが、依然として、犯罪率のワースト１位であるため、継続して取り組む必要がある。また、犯罪データ
等の分析を行ない、自転車盗対策以外にも細かな対策を講じ、犯罪件数の減少に努める。

各種対策の実施と同時に、草の根作戦でもある各種啓発活動を積極的に展開し、市民の意識改革に努めた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 162 157

169.6 132.1

平成25年度 平成26年度 平成27年度

12－03－①

自主防犯活動の展開

学（地）区単位の防犯組織や防犯ボランティア団体などへの活動支援などを通じて、市民の防犯意識の高揚に
努めるとともに、増加している自転車盗の削減を中心に犯罪抑止対策を充実します。

犯罪率（人口１万人あたりの犯罪件数）

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。 

12-03-①



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 152

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

防犯灯維持管理事業 危機管理課
新設した防犯灯および既設の防犯灯を適
正に維持管理した。

事務事業 担当課

犯罪率は平成25年度より大幅に減少し、目標値を大きく達成することができた。犯罪認知件数総数は対平成
25年比-454件（約21％減）。各種防犯啓発活動などのソフト事業をあわせ、防犯灯整備による良好な夜間環境
が構築されたことも減少の一因と考える。

市直接整備による防犯灯は概ね充足してきており、今後は、防犯灯以外の新たな対策を検討する必要があ
る。

市の直接整備による防犯灯の台数を見直し、既設防犯灯を適正に管理するとともに新たな対策の検討に努め
る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 162 157

169.6 132.1

平成25年度 平成26年度 平成27年度

12－03－②

防犯設備の維持・整備

防犯灯の整備および維持により、良好な夜間環境を構築し、犯罪を未然に防ぐまちづくりを進めていきます。

犯罪率（人口１万人あたりの犯罪件数）

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。 

12-03-②



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

草刈等河川愛護推進事業 河川課
調整池維持管理事業 河川課

町内会河川清掃浚渫土運搬事業 河川課

河川改修事業 河川課

事務事業 担当課

予定通りの雨水排水路の整備を行うこと
ができた。

河川維持補修事業 河川課

平成25年度の台風18号の被害対応により、平成25年度の要望が実施できなかったものが多くあったことから、
平成26年度に要望件数に対する実績値が下がる結果となった。

各町内会の要望に対する水路整備を実施し、雨水排水能力の向上を行っているが、既存水路の改修等の要
望も多く、整備が遅れている。

近年のゲリラ豪雨に対しては、全国的に浸水被害が起こっていることから、住民の意識が高まっているため、
町内会の要望事項を中心とし、適切な水路の整備の早期実施に努める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

適時補修を行い、適切な維持管理をする
ことができた。

（※基準値） 100 100

67 59

平成25年度 平成26年度 平成27年度

12－04－①

河川・排水路の適切な整備により、まちの雨水排水能力の向上と浸水の防除を図るとともに、一級河川の早期
整備に向けた要望活動に取り組みます。

要望件数に対する実施率（％）：実施件数／町内会要望件数

河川・排水路の整備

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 65.7

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

雨水幹線整備事業 河川課
予定通りの雨水排水路の整備を行うこと
ができた。

事務事業 担当課

雨水幹線維持整備事業 河川課
適時補修を行い、適切な維持管理をする
ことができた。

12－04－②

公共下水道雨水幹線の整備

大雨による家屋等の浸水被害の軽減・未然防止を図るため、雨水排水路を整備します。

（※基準値） 65.3 65.4

公共下水道整備進捗率（％）：累計整備面積/計画（認可）面積

平成25年度 平成26年度 平成27年度

65.1 65.7

小学校新設に伴い、その工事に関連した地域の雨水幹線整備の進捗を図ることができた。

平成26年度は、矢橋２－１号、伊佐々第３排水区の雨水幹線整備を行っており、供用開始区域に関しては浸
水防止対策が図れた。

近年のゲリラ豪雨に対しては、全国的に浸水被害が起こっており、市民の注目も高まっているため、浸水被害
の軽減・未然防止を目的とした雨水排水路の整備の進捗を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。 

12-04-②



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 40

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

草津川跡地の整備

事務事業 担当課

草津川跡地整備課

平成26年度から事業用地の造成工事に着手したが、国の補助金の減額等から目標値を下回る結果となった。
　　（※整備進捗率については、総事業費のうち執行済事業費の割合を面積に換算して計上。）

主要事業

平成26年度から事業用地の造成工事に
着手したが、国の補助金の減額等から目
標値を下回る結果となった。

担当課 達成度評価理由

　草津川跡地について、質の高い「緑空間」といった市民の憩いの場、災害時避難の場などとしての活用を図
るため、市民ﾆｰｽﾞを踏まえながら整備を進めます。

草津川跡地整備事業

　整備進捗率(%)

平成25年度

（※基準値）

10

平成26年度 平成27年度

20 40

15

13－01－①

草津川跡地の整備に向けて、実施設計を完了させ、区間２及び区間５の用地取得を行うとともに、両区間の造
成工事に着手した。
平成27年度は、引き続き整備工事を進めていく必要がある。

平成29年春オープンに向けて、施設整備等の工事を進め、事業の進捗を図っていく。

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。 

13-01-①



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 78.8

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

13－02－①

公園・緑地の整備

緑の基本計画に基づき、緑化重点地区と都市公園の整備を進めるとともに、子どもの居場所の適切な整備を
行います。

都市公園等の面積（ｈａ）

（※基準値） 73.3 76.1

71.8 75.8

都市公園（平湖・柳平湖公園、狼川河川公園）の供用により、0.7ｈａを確保することができた。
ロクハ公園の供用により、3.3ｈａを確保することができた。

国からの補助を受け目標面積を上回る都市公園の整備を進めることができた。また、公園施設長寿命化計画
を策定することにより、市民が安心して利用することができる公園となるよう効率的、効果的な改修を行うため
に国費を充当して対応することができるようになった。

野村公園、野路公園の整備を進めるとともに、公園施設長寿命化計画に基づく効率的、効果的な公園施設の
維持管理、改修を行う。

中心市街地活性化基本計画に基づき、野村運動公園内の施設改修を含む周辺施設の整備を都市公園事業と
して行うこととなり、公園の不足する市街地において公園整備が可能となった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

ロクハ公園運営事業 公園緑地課
都市公園の公園施設長寿命化計画を策
定することで、修繕・更新工事への国費の
充当にむけた準備が整った。

児童公園等維持管理事業 公園緑地課
地元町内会等利用者の意見を聞きなが
ら、児童遊園等の再整備を行い、整備後
は快適に利用していただいている。

事務事業 担当課
野路公園整備事業 公園緑地課
野村公園整備事業 公園緑地課
弾正公園運営事業 公園緑地課
公園関係団体負担金事務 公園緑地課

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。 

13-02-①



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 70

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

13－02－②

まちなみ緑化の推進

それぞれの住宅などの緑化や、ガーデニングによる市民参加の公共空間緑化を促進するとともに、緑化フェア
等を通じたまちなみ緑化の普及啓発を行います。

植樹率（％）

（※基準値） 50 60

69 79

第２次草津市緑の基本計画において、平成32年度までに5万本、年間5,000本の植樹を目標としている。平成
25年度の開発行為等による民有地の緑化本数は、4,854本であった。

開発行為等における事務の際に、緑化の重要性を説明し、緑化協力を求めた。
6月8日にロクハ公園指定管理者とともに緑化フェアを開催し、盛況の中で緑化啓発を実施した。

緑化啓発を継続して行うとともに、市民参加による緑化の取り組みを進める。

近年のガーデニングブームにより、民有地においても緑化が進み、植物のもたらす安らぎ、癒しの効果が理解
され、緑化の重要性が認識されている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

ガーデニング推進事業 公園緑地課
平成24年度事業を継続し、平成26年度は
自主的、自立的活動を行うことができた。

花街道推進事業 公園緑地課
湖岸緑地にコスモス、スイセンの植栽が市
民との協働により実施できた。

緑化推進事業 公園緑地課
緑化フェアを開催したほか、宿場まつりや
環境イベントでの緑化啓発を実施した。

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。 

13-02-②



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 0.8

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

13－02－③

水辺空間の活用

恵まれた水辺環境を、まちと市民生活のうるおい資源・親水空間として整備し生かします。

平湖・柳平湖公園および狼川河川公園の供用開始面積（ｈａ）

（※基準値） 0.8 0.8

0.1 0.8

平湖・柳平湖公園は0.1ｈａの追加供用を、狼川河川公園は0.6ｈａの供用を開始した。

平湖・柳平湖公園整備事業では、施設利用がしやすくなるよう北側ゾーンに駐車場を、西側ゾーンに休養施設
を整備した。狼川河川公園整備事業では、河川区域を適切に管理しながら、有効に活用できるよう、広場、園
路、便益施設を整備した。平成26年度をもって、両事業を完了し、供用開始を行うことができた。

公園整備のための財源の一部である国の補助金は要望額どおりの配当は得られなかったが、地域住民の理
解を得ながら事業完了を行った。

主要事業 担当課 達成度評価理由

平湖・柳平湖公園整備事業 公園緑地課 事業を完了し、供用開始した。

狼川河川公園整備事業 公園緑地課 事業を完了し、供用開始した。

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。 

13-02-③



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 33.2

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

13－03－①

自然的・歴史的景観の保全と活用、都市景観の形成

琵琶湖や田園などの広がりのある自然や、宿場町の佇まいが残る旧街道の歴史的なまちなみなどの良好な
景観を保全・活用するとともに、うるおい豊かで心地よさが感じられる市街地景観の形成を図り、良好な景観形
成を推進します。

市民および居住地周辺の景観に好感が持てると感じる市民の割合（％）

（※基準値） 29.2 31.7

32.1 32.6

市民意識調査の結果、市民および居住地周辺の景観に好感が持てると感じる市民の割合は前年度より0.5%
上昇した。景観まちあるきや優良広告物表彰などの実施により、様々な観点から、自らの地域の景観を知り、
魅力を再認識していただいた結果であると考える。単年度でみると目標値以上ではあるものの、調査年度によ
り多少の増減があるため、第５次総合計画の目標値以上の数値となるよう、継続して取り組んでいく。

「くさつ景観百選」を通じ、市民共通の財産である草津市の景観を次世代に引き継ぐため、親子をテーマとして
市民団体と協働で事業を行うなど、景観の普及啓発を行った。また、屋外広告物については、国道１号線を中
心に事業者への周知啓発を行うほか、優良な広告物を表彰することで、屋外広告物の適正化および屋外広告
物を通じて景観意識の向上を図った。

景観を生かしたまちづくり推進事業については、地域の景観資源の発見と認識をさらに深めることにより、地域
の景観への愛着や取り組みの機運が高まるよう、市民等の主体的な景観づくり活動を支援する必要がある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

景観を生かしたまちづくり推進事
業

都市計画課

NPO団体と協働で、多様な観点を取り入
れながら、景観の普及啓発に取り組んだ。
また、広域的な景観の取り組みとして、東
海道をテーマに大津市および事業者と共
同で「東海道サミット」を開催した。

屋外広告物管理事務 都市計画課

事業者への周知啓発およびボランティア
団体による違反広告物の簡易除却体制
の充実のほか、優良広告物の表彰によ
り、良好な景観形成を図った。

事務事業 担当課
風致地区審査事務 都市計画課
地域街なみ形成推進費 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。 

13-03-①



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 645

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

14－01－①

自然環境の保全

「草津市の自然と人との共生をすすめる施策の推進計画」に基づき、緑再生プロジェクト、生き物調査プロジェ
クトなどを市民・団体・事業所などとともに進めます。

いきもの調査の参加者数（人）

（※基準値） 635 640

630 595

昨年度については、いきもの調査を夏と春の２回実施した。「サクラ調査」については、「セミ調査」と比較する
と、小学生を含む１０代以下の参加割合が低く、こどもたちにとっては動物の方が関心が高く、調査しやすいの
ではないかと感じた。

いきもの調査を通して、身近な自然に興味・関心を持ち、その大切さを知っていただくことができた。また、平成
24・25年度の２年間に実施した調査をもとに、「草津市の自然」を発刊した。

いきもの調査などにおいて「草津市の自然」を活用し、市民が身近な自然に興味・関心を持つことができる機会
づくりを引き続き進める。

いきもの調査参加者数増加に向け、子どもたちが興味を抱くような調査対象および調査方法などの市内で行
われる
いきもの調査のサポートなども検討する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

鳥獣保護推進事業 環境課

自然環境保護事業 環境課
自然環境保全地区への助成や保護樹木
の健康診断を通じて、市内の良好な環境
を保全した。

自然環境保全啓発推進事業 環境課
「草津市の自然」を発刊するとともに、いき
もの調査においてたくさんの市民の参加
があった。

事務事業 担当課

環境審議会運営事務 環境課

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。 

14-01-①



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 63

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

参加者数や市内小中学校からの参加団体数は継続しているものの、大人の団体からの参加が減ったことで、
参加者団体数としては減少に転じた。

環境基本計画に基づき、環境学習社会づくりとして、こども環境会議の開催や環境学習教材の貸出等、施策
の目標達成のために事業を行った。こども環境会議への大人の参加団体数が減少に転じたものの、参加者数
や、市内小中学校からの参加団体数は継続しており、環境活動が活発に行われ、その発表の場として認知さ
れていると評価できる。
一方で、多様な参加者の交流を図る観点から、大人の団体の参加を引き続き促していく必要がある。

成果指標の目標値達成に向けて、こども環境会議へ多様な団体の参加を呼びかけるとともに、環境活動情報
を発信できる場を充実させるために、提供できる環境情報の協力を企業や団体に広く呼びかける。

参加団体数減少の要因として、平成26年度は慣例と異なる日程となったことなどが挙げられることから、日程
の早期の周知に努めたい。

主要事業 担当課 達成度評価理由

環境学習推進事業 環境課

「こども環境会議」の参加団体数としては
減少に転じたが、市内小中学校からは継
続して参加を得られており、当該事業が環
境活動を発表できる場として認知されてい
ることを示すもので、一定の成果があっ
た。

事務事業 担当課

（※基準値） 62 63

60 50

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－01－②

環境学習の内容充実

環境学習等に関わる様々な活動情報を提供・発信できる場づくりや、環境学習に取り組む人・団体などの活動
支援を図ります。

こども環境会議参加団体数（団体）

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。 

14-01-②



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 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

市街地排水浄化施設維持管理事業 河川課
生活排水対策推進事業 上下水道施設課
浄化槽法等指導事業 上下水道施設課

流域下水道維持管理費負担金事務 河川課

環境調査事業 環境課
環境管理基準(BOD)を100%近く達成でき
た。

事業所等指導事業 環境課

定期的に事業所の立入指導を実施するととも
に、環境負荷が大きいと懸念される事業所を
定期的にパトロールし、積極的に指導・啓発で
きた。

事務事業 担当課

平成26年度は伊佐々川では全て達成できたものの、狼川において1回達成できなかった。前年度は達成状況
が100%であったが、平成21～24年度は83.3～87.5%で推移していた状況であり、前年度に続き環境管理基準の
達成状況として以前より上昇している。

調査の結果、狼川において、BODが１回、環境管理基準を超過していた。原因究明のため、狼川流域の事業
所の工場排水調査を実施したが、排水基準を超過する事業所はなかった。排水基準超過の事業所はないもの
の、狼川流域は事業所が多く、事業所排水が多量に流れ込む負荷量の高い河川と言え、概ね環境管理基準
を達成できており評価できる。
規制違反の事業所はないものの、継続して事業所指導を行い、今後も河川水質を監視していく必要がある。

河川水質の監視を続けるとともに、環境負荷の低減に向け事業所等の適切な指導に努める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 100 100

100 95.8

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－01－③

環境汚染、環境負荷対策の促進

大気や琵琶湖・河川水質等に係る環境調査を継続的に実施するとともに環境負荷の低減のため事業所等の
適切な指導に努めます。

環境管理基準(BOD)の達成状況(達成回数/測定回数)　（％）

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。 

14-01-③



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策評価シート 様　式

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

広報啓発活動事業 環境課

地域協議会運営事業 環境課
協議会員数は増加しなかったが、協議会
としては研修の実施など、温暖化防止に
向けて取り組むことができた。

事務事業 担当課

各種イベントやHPを通じて協議会活動のPR、「愛する地球のために約束する協定」締結の促進を行ったが、協
議会員数については前年度から増加はなく、平成26年度末の目標値には及ばなかった。今後は目標の達成
に向け、新規業種への協定締結促進等、会員数の増加に努める。

地域で小水力発電を実施する先進地への視察や、温暖化防止月間イベントでの普及・啓発の実施など、協議
会全体で温暖化防止に向けて取り組むことができた。今後は、協議会員数の数を増やし、そのネットワークを
利用しながら、低炭素社会実現に向けた取り組みを進める必要がある。

各種イベントやHPなどを通じて協議会への加入を促すとともに、協議会員間の横の繋がり生かし、低炭素社会
への転換に向け、引き続き取り組みを進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 74 76

69 69

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－02－①

様々な主体が参画するプラットフォームの構築

様々な主体が参画する「草津市地球冷やしたい推進協議会」のネットワークを拡充させ、低炭素社会への転換
に向けた取り組みを推進します。

草津市地球冷やしたい推進協議会会員数（者）

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。 

14-02-①



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 2,600

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

風力発電施設維持管理事業 環境課

エネルギー対策事業 環境課
創エネ機器補助制度は半年足らずで予算
額に達するなど、一定の成果を上げること
ができた。

事務事業 担当課

HPや広報、チラシ（リーフレット作成）等の周知方法を見直した結果、目標値より30人上回る結果となった。

宿場まつり（市民向け）や草津エコフォーラム（主に事業者向け）、草津市地球冷やしたい推進フェア（市民向
け）など、異なる対象および時期において、省エネルギーおよび新エネルギーを周知するためのイベントを開催
した。各イベントにおいて、目標値を上回る実績人数が得られた.

実績人数を増やしていくため、各種イベントにおいて、より多くの方に啓発し、省エネルギーに配慮した活動の
促進や新エネルギーの利用促進を図る必要がある。そのためには、周知方法の更なる工夫と、省エネルギー・
新エネルギーに関する最新の情報を入手し、イベント内容の充実を試みる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 2,400 2,500

2,300 2,430

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－02－②

省エネルギーと新エネルギー利用の推進

省エネルギーに配慮した生活・事業活動を促進するとともに、新エネルギーの利用促進を図ります。

各種イベントにおける省エネ、新エネの利用促進に係る啓発者数（人）

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。 

14-02-②



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 23.2

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

びん類ごみ資源化処理事業 クリーンセンター
ペットボトルごみ資源化処理事業 クリーンセンター
廃乾電池・廃蛍光管資源化処理事業 クリーンセンター

ごみ減量化推進事業 ごみ減量推進課
プラスチックごみ資源化処理事業 クリーンセンター
金属ごみ資源化処理事業 クリーンセンター

リサイクルの館管理運営事業 ごみ減量推進課

ごみ問題を考える草津市民会議
活動補助事業

ごみ減量推進課
市民会議が主催となり、市内一斉清掃や
リサイクルフェアの開催、各種イベントで
の啓発等、３Ｒの推進に努めた。

資源ごみ収集運搬事業 ごみ減量推進課

ペットボトル、空き缶、びん、古紙の定期
収集と、乾電池、蛍光管の拠点回収を実
施し、ごみ減量とリサイクルの推進に努め
た。

事務事業 担当課

平成26年度における「ごみの資源化率」は、目標値22.8％に対して、実績は19.2％であり、目標に達しなかっ
た。資源回収量が減少（4,551ｔ⇒4,366ｔ）したが、最も多かった前年度に次いで過去2番目に多い量であり、資
源化に向けた市民の取り組みや意識の向上は見られている。

家庭系一般廃棄物のうち、焼却ごみ量については平成25年度に比べて0.24％増加した一方、資源化ごみ量に
ついては3.2％減少した。
事業系一般廃棄物については、減量・資源化に向け、事業所を直接訪問し、指導啓発を実施した結果、平成
25年度に比べて3.8％減少した。

ごみ処理基本計画の中間目標年度（平成27年度）において、計画期間の前期６年の取組の成果や課題の検
証と、同計画の点検、評価、見直しを行い、後期６か年に取り組むべき施策等を定めた計画(改訂版)を策定す
る。その策定過程で廃棄物減量等推進審議会から出された意見を踏まえ、当該計画(改訂版)に基づき目標達
成に向け取り組んでいく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 22.8 23.0

19.5 19.2

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－03－①

廃棄物の発生抑制・資源化の推進

ごみ収集方法を見直すなど、ごみの減量・資源化を推進します。

ごみの資源化率：資源化ごみ量/ごみ発生量（％）

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。 

14-03-①



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

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

クリーンセンター管理運営事業 クリーンセンター
陶器・ガラスごみ処理事業 クリーンセンター
破砕・粗大ごみ処理事業 クリーンセンター

湖南広域行政組合運営負担金事務 ごみ減量推進課
指定ごみ袋購入配布事業 ごみ減量推進課
ごみ分別啓発事業 ごみ減量推進課

下水道整備合理化推進事業 ごみ減量推進課
広域廃棄物埋立処分場建設費負担金事業 ごみ減量推進課
草津市処分場管理事業 ごみ減量推進課

ごみステーション新設改修補助事業 ごみ減量推進課

ごみ収集運搬事業 ごみ減量推進課
各家庭から排出される廃棄物の定期収集
を行うことにより、生活環境の保全に努め
た。

焼却ごみ処理事業 クリーンセンター
計画的・定期的に施設の補修を実施し、ご
み焼却処理施設の適正な維持管理をする
ことができた。

廃棄物処理施設整備事業 廃棄物処理施設建設室
廃棄物処理施設の更新整備工事を実施
する業者を選定することができた。

事務事業 担当課

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準を満たすよう施設の運転を行った結果、排ガス中のダイオ
キシン類の測定値は、法令で定められた基準値の５ng-TEQ/N㎥はもちろんのこと、目標値である１ng-TEQ/N
㎥も満たすことができた。

一般廃棄物処理実施計画に基づき、一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行った。現施設については、老朽化
が進んでいることから、計画的・定期的に補修を実施し、ごみ焼却処理施設の適正な維持管理に努めた。
また、廃棄物処理施設の更新整備にかかる準備業務を進めた。

引き続き適正なごみ処理に努めるとともに、廃棄物処理施設の更新整備工事を進める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1 1

0.020 0.035

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－03－②

廃棄物の適正処理

処理方法に適した分別方式や、ごみ量に応じた収集体制を整備するとともに、各種施設を計画的に整備し、ご
みを適正に処理します。

排ガス中のダイオキシン類測定結果（ng-TEQ/N㎥）

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。 

14-03-②



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 0.00

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

生活環境等対策事業 クリーンセンター
放置自動車廃物判定委員会運営事業 ごみ減量推進課

不法投棄対策事業 ごみ減量推進課

不法投棄の多発箇所は、20箇所（平成
25）から21箇所となった（7箇所が改善、8
箇所が新規）が、年間の新規多発箇所は
20箇所（平成25）から8箇所に減少してお
り、パトロール業務の継続や監視カメラ設
置（6台）による不法投棄の防止につな
がった。

事務事業 担当課

不法投棄ごみ量は減少（28.0ｔ⇒26.4ｔ）しており、パトロールや啓発により、市民の環境美化に関する意識が向
上していると考えられる。
不法投棄ごみ率が前年度と同じ率となったのは、ごみ発生量も減少（38,795.1ｔ⇒38,209.5ｔ）したためである。

不法投棄の多発箇所は、20箇所（平成25）から21箇所となった（7箇所が改善、8箇所が新規）が、年間の新規
多発箇所は20箇所（平成25）から8箇所に減少しており、パトロール業務の継続や監視カメラ設置（6台）による
不法投棄の防止につながった。

事業効果が高いことから引き続きパトロール業務を継続し、また監視カメラ等を有効に活用し、ねばり強く不法
投棄解消を目指す。
悪質性が高いと判断した場合は、警察への通報も含め、地域と連携し解決を図る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 0.00 0.00

0.07 0.07

平成25年度 平成26年度 平成27年度

14－03－③

環境美化の推進

ごみの不法投棄防止のため、定期的なパトロールを実施するほか、市民・事業者・行政等が協力し、環境美化
に努めます。

不法投棄ごみ率：不法投棄ごみ量/ごみ発生量　（％）

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 
 

14-03-③



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 28.0

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

15－01－①

　草津まちづくり株式会社と市が協働で整備したniwa+（ニワタス）が平成26年7月にグランドオープンを迎え、草
津市中心市街地活性化協議会の事業として、niwa+（ニワタス）を含む駅周辺商業施設が連携した草津駅の東
西を結ぶ初のイベント「草津まちイルミ」が開催された。
　また、公共公益機能や都市福利機能等を集積する（仮称）市民総合交流センターについては、「（仮称）市民
総合交流センター基本計画」を策定し、基本設計を実施した。
　なお、まちなかの空き地、空き店舗等の低未利用地を活用した魅力ある店舗の集積が課題であると考えてお
り、今後これらの事業をより一層推進していく必要がある。

　草津市中心市街地活性化協議会の事業として実施している草津まちイルミなどのイベント事業や情報発信
事業、また、草津まちづくり株式会社が実施している草津川跡地テナントミックス事業や東海道・草津宿テナン
トミックス事業などの中心市街地の活性化に向けた事業を支援するとともに、市においても魅力店舗誘致事業
や、（仮称）市民総合交流センターの建設工事に取り掛かり、事業を推進する。

達成度評価理由

中心市街地の基盤整備

　市民意識調査の結果、まちなかに魅力があると感じる市民の割合は目標値には至らなかったものの、前年
度より1.3%上昇した。
　上昇した理由としては、草津市中心市街地活性化基本計画の先導的事業として草津まちづくり株式会社と市
が協働でniwa+（ニワタス）を整備し、平成26年7月26日にオープンを迎えたことや、niwa+（ニワタス）のオープン
を契機として、草津駅の周辺商業施設が連携して新たなイベント「草津まちイルミ」の開催をしたことで、一定の
評価が得られたものと考える。

活性化まちづくりを前提として、“うるおい”ある市街地の整備と低未利用地等の活用、公共公益機能、都市福
利機能、商業機能等のよりいっそうの集積を進め、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。

中心市街地活性化推進事業

“まちなか”に魅力があると感じる市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

19.1

平成26年度 平成27年度

22.0 24.0

20.4

担当課

まちなか再生課

主要事業

にぎわい創出事業や、草津駅の東西が連
携した初のイベントである冬季のイルミ
ネーションイベント「草津まちイルミ」を開
催するなど、中心市街地活性化協議会の
場を活用しながら、多くの関係者と連携を
深め、まちなかの活性化に取り組んだも
のの、成果指標の目標値には至らなかっ
た。

事務事業 担当課
（仮称）市民総合交流センター整備事業 拠点施設整備室

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。 

15-01-①



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 30

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

15－02－①

良質な住宅資産の形成

秩序ある住宅開発の誘導や、公営住宅の計画的な建替・改修、諸制度を活用した快適な住生活づくりなど、市
民・民間事業者と連携のもとで市域の住宅資産の質の向上を図ります。

住まいと住生活に満足している市民の割合（％）

（※基準値） 20 25

14.9 12.5

市民意識調査の結果、住まいと住生活に満足している市民の割合は、基準値よりも減少し12.5%となった。
年代別で見ると、若い世代において満足度が向上している反面、高齢者の満足度が低下傾向にあり、また、全
体で普通と答えた方の割合が59.5%と昨年より4.0%上昇した。数値の低下は「普通」と感じる市民の割合が増加
した反動であり、良質な住宅への関心の薄さが原因にあるため、今後も住宅施策についての啓発を行う必要
がある。

新たな住宅ストックの形成が進んでいるが、長期優良住宅など質の高い住宅の確保に向け、今後とも普及啓
発が必要である。また、老朽住宅や耐震基準を満たさない住宅、空き家等の増加については、解体や補強、利
活用計画が必要であり、これらを支援する市住宅施策の普及啓発が必要である。

宅・住環境の「量」から「質」への転換に向け、耐久・耐震・省エネ性などに優れた長期優良住宅や中堅所得者
向けの特定優良賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅などの事業の促進を引き続き行うと同時に、市の施
策の普及啓発に努める。また、現在工事を進めている市営陽ノ丘団地整備事業を完了させ、良質な公営住宅
を形成する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

特定優良賃貸住宅供給奨励費 住宅課

市営住宅運営事業 住宅課
予定していた市営住宅の改修、適正化な
どの管理の実行が出来た。

建築物等確認事務 建築課
建築確認申請に適切に対応するなど、特
定行政庁としての事務を遂行した。

事務事業 担当課

公営住宅建設事業 住宅課

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。 

15-02-①



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 1

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）

○

開発審査事務 ○

■施策に含まれるその他の事業一覧

地籍調査事業 土木管理課

平成25年度 平成26年度 平成27年度

15－02－②

市街地の整備と土地利用の適切な誘導

都市機能の再構築と密集市街地の改善など市街地の整備を進めるとともに、土地の高度利用を含め、適切な土地
利用の誘導を図ります。

市街地再開発事業支援団体数(団体）

（※基準値） 1 1

1 1

事務事業 担当課

再開発事業に切れ目なく、継続して、支援していく目標は達成している。
平成21年に北中西・栄町地区市街地再開発準備組合が設立され、市街地再開発事業の実施に向け活動されてい
る。

密集市街地の敷地の統合、不燃化を進め、合わせて、都市機能の整備、充実を図るため市街地再開発事業を支
援しているが、このうち、北中西・栄町地区市街地再開発事業については、平成26年5月28日付けで第一種市街地
再開発事業、高度利用地区の都市計画決定を行い、平成27年度中の組合の設立に向け、準備組合で取り組んで
おられる。

組合設立認可後の権利変換、補償等を着実に進み、年度内の着工に向けて鋭意、支援する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

土地取引届出勧告事務 都市計画課

国土法の届出制度は、適正かつ合理的な土
地利用の確保を図るため、一定規模以上の
土地取引について、取引段階での審査を行う
が、平成26年度の届出は、23件で、このすべ
ては、適正に届出されており、県が行う勧告、
助言の事例はなく、経由事務を行えた。

開発調整課

開発行為許可申請に対して、草津市開発行
為の手続および基準等に関する条例、規則等
に則しているかを審査した。それらを経て、平
成26年度においては73件の開発行為を許可
し、良好な環境の確保と調和のとれた土地利
用がなされるよう努めることができた。

都市計画審議会運営事務 都市計画課
都市計画推進事業 都市計画課
都市計画推進事務 都市計画課
土地区画整理事業 都市計画課
市街地街づくり推進事業 都市計画課

特定旅館建築規制事務 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。 

15-02-②



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 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

16－01－①

上水道施設の整備更新・耐震化と維持管理

配水管や導水管、浄水場など、上水道施設の計画的な整備更新と耐震化を進めるとともに、適切な維持管理
を行います。

１日を超える継続した断水件数（件）

（※基準値） 0 0

0 0

成果指標にしている、１日を超える継続した断水件数が０件で、上水道施設の適切な維持管理と更新事業の
実施により、断水や浄水場の給水停止等の事故がなく、水を送り続けることができた。

水道ビジョンに基づく更新事業等を行った。また、安心で安定した上水を供給するため、給配水管・浄水場の適
切な維持管理、不具合箇所の修繕を行った。

引き続き、配水管、浄水場の更新・耐震化を進める。また、給配水管の修繕、浄水場の維持・修繕を適期に行
い、安心で安定した上水を供給する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

給配水管修繕事業 上下水道施設課
適時補修を行い、適切に上水を供給する
ことができた。

浄水場維持管理事業 浄水場
安全でおいしい水を安定して供給するた
めに適正な維持管理に努めた。

２系統連絡管整備事業 上下水道施設課

浄水場施設整備事業 浄水場
老朽化した施設や設備を計画的に整備・
更新することができた。

導水管整備更新事業 上下水道施設課
県との共同事業について、当初の計画ど
おり施工することができた。

配水管更新事業 上下水道施設課
水道ビジョンに基づく更新計画どおり、実
施することができた。

事務事業 担当課

給水管整備更新事業 上下水道施設課
給配水管維持管理事業 上下水道施設課
県水受水事業 浄水場
上水供給事務 浄水場
浄水場運転管理事業 浄水場
浄水場施設管理事業 浄水場
水質検査事業 浄水場
水道台帳管理事業 上下水道施設課
配水管移設事業 上下水道施設課
配水給水事務 上下水道施設課
量水器取替事業 上下水道総務課
路面復旧事業 上下水道施設課

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 2.8

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

16－01－②

上水道事業の健全経営

経営の効率化を図るとともに、適正な料金設定とし、健全な事業経営を行います。

水の安定供給に不満を感じている市民の割合(％)

（※基準値）3.7 3.4 3.1

5.8 5.1

市民意識調査の結果、水の安定供給に対して不満を感じている市民の割合は、目標値より1.7％多い状況で
あった。これは、平成25年11月および平成26年1月に滋賀県から公表された原発事故想定による琵琶湖の放
射性物質による汚染予測結果や、全国各地で水道管の破裂事故が発生していることなどが、影響しているも
のと分析している。

水道事業の方針を掲げた水道ビジョンについて、策定から4年余りが経ち、人口減少社会の到来など、水道を
取り巻く環境は日々変化している。そのような中で、現在の状況に沿ったものにするため、平成26年度より、水
道ビジョンの中間見直しに着手し、危機管理に対する対策、強化を盛り込んでいく予定である。

次期水道ビジョンの策定に向けて、大きな課題のひとつである、施設の老朽化や耐震化への対応を計画的に
行っていくため、アセットマネジメントに着手していく予定である。

安全な水や安定した水の供給への市民の意識が高まっている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

水道総務事務 上下水道総務課

水道企画経理事務 上下水道総務課
健全な経営に努めるため、水道事業全般
における適正執行の審査に努めた。

事務事業 担当課

水道料金徴収事務 上下水道総務課
水道啓発事務 上下水道総務課

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 4.8

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

16－02－①

下水道施設の整備更新・耐震化と維持管理

下水道施設の計画的な整備更新と耐震化を進めるとともに、適切な維持管理を行います。

汚水の適正処理に対して不満を感じている市民の割合（％）

（※基準値） 5.4 5.1

6.5 5.4

市民意識調査の結果、汚水の適正処理に対して不満を感じている市民の割合は、前年度より1.1%減少し、目
標値を達成している。平成24年策定の下水道長寿命化計画に基づき、平成25年度より着手したマンホール蓋
更新工事等が進捗しており、施設の適切な維持管理の可視化が図られたことが要因と考えられる。

下水道整備計画に基づき未整備箇所の整備を実施した。また、平成24年度に国の承認を得て策定した下水道
長寿命化計画、下水道総合地震対策計画等に基づき、実施設計、更新等を実施するとともに、下水道施設の
適正な維持管理に努めた。台風18号による汚水溢水被害対応については、災害の検証と今後の対策につい
て、他市町を含めた流域単位での検討を促進するなど再発防止に向けた取り組みを進めた。

引き続き下水道未整備箇所の解消に向けた取り組みと下水道長寿命化、総合地震対策を進めるとともに、適
正な維持管理に努める。平成27年に策定を進める下水道BCP（業務継続計画）に基づき、災害時におけるライ
フラインの迅速な機能回復が可能となるようバックアップ機能強化に取り組む。

平成26年の公共下水道普及率は95.5%であり、農業集落排水処理施設を含めると普及人口は99.5％である。し
かし、整備済の区域においても未接続世帯が残存しており、公共水路等への生活雑排水の流入による悪臭等
も、汚水の適正処理の不満として大きな要素であることから、引き続き、未接続世帯への水洗化啓発を推進す
る必要がある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

下水道推進事務 上下水道総務課

農業集落排水施設処理場維持
管理事業

上下水道施設課
計画的な修繕、清掃、また適時必要な改
修を実施し、農業集落排水施設の適切な
維持管理に努めた。

公共下水道維持管理事業 上下水道施設課
計画的な修繕、清掃、また適時必要な改
修を実施し、公共下水道施設の適切な維
持管理に努めた。

公共下水道整備事業 上下水道施設課
未普及解消対策、長寿命化対策（蓋交
換）、地震対策について、事業費の範囲内
で計画的に実施した。

事務事業 担当課

公共下水道使用料賦課徴収事務 上下水道総務課
流域下水道維持管理費負担金事務 上下水道総務課
地方公営企業法適用推進事業 上下水道総務課
公共下水道水質調査事業 上下水道施設課
農業集落排水施設管渠維持管理事務 上下水道施設課

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。 

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 4.8

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

下水道使用料徴収事務 上下水道総務課
水洗便所改造資金貸付事業 上下水道施設課

公共下水道受益者負担金賦課徴収事務
上下水道施設課
上下水道総務課

流域下水道建設負担金事務 上下水道施設課

農業集落排水施設事務 上下水道総務課

下水道推進事務
上下水道総務課
上下水道施設課

下水道事業に公営企業法を適用し、公営
企業会計に基づく事務を適切に執行する
ことができた。

事務事業 担当課

市民意識調査の結果、汚水の適正処理に対して不満を感じている市民の割合は、前年度より3.8%減少した。
これは、平成26年度の事業が円滑に実施できたことに対して、市民の評価が得られたものと考える。

下水道長寿命化計画および下水道総合地震対策計画に基づき、事業を計画どおり進めた。
平成26年度から、水道事業と同様に、下水道事業に地方公営企業法の適用を行ったことから、財務諸表の公
表により、更なる経営の透明化を図っていく必要がある。

下水道事業経営計画第８期（平成29年度～平成33年度）の作成に着手し、現況を的確に把握して将来の見直
しを行い、安定的なサービス提供を目指す。

平成26年度は、事業に影響を与える災害や事故が発生せず、市民が安定して下水道を利用できる環境を一
年を通して提供することができた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値）5.7 5.4 5.1

6.5 2.7

平成25年度 平成26年度 平成27年度

16－02－②

下水道事業の健全経営

平成26年度より地方公営企業法を適用し、より経営の効率化を図るとともに、適正な料金設定とし、健全な事
業経営を行います。

汚水の適正処理に対して不満を感じている市民の割合（％）

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 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

県道路事業費負担金事務 都市計画課

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。

　

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。

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。

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

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

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

（※基準値） ①100 ②0.3

84 100

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（％）

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

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

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

（※基準値） 360 360

370 440

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）

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

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

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

（※基準値） 26.1 34.8

20.2 28.2

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（％）

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

街路関係団体負担金事務 道路課

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

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

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

（※基準値） 32.7 33.8

31.5 32.4

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（％）

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

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

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。

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

（※基準値） 698 648

748 741

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）

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

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

道路等管理事務 土木管理課・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

都市交通調査費 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

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

（※基準値） 91,000 91,500

90,262 103,134

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）

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

事務事業 担当課

草津駅東自転車駐車場管理運
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

草津駅西口・西口第二自転車
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業務
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

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

（※基準値） 1,200 1,100

1,291 989

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）

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

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

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

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

（※基準値） 100 100

100 100

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

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。 

17-04-①



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 1,296

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

国の施策を活用するために、市としても農業者を支援することで、生産の組織化および水田の高度利用をより
一層進め、農業経営の安定につながっている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

経営所得安定対策等の国の施策を十分活用して、農業者の安定的経営を図っていく。
また、農水産物の６次産業化の補助金制度を啓発し支援を行なう。

1,215

平成26年度 平成27年度

1,296 1,296

1,290

新しい技術や生産方式の導入を進めつつ、生産・流通の改善を図り、安定した農業経営の確立を図ります。

18－01－①

・あおばな、ホンモロコをはじめ特産品に対
する市民の認知度はあがっている。
・12月に草津ブランド推進協議会を立上
げ、3月には「草津野菜マルシェ」を開催し
草津産野菜のＰＲをした。

5月の農業懇談会開催時に制度説明を行
い、普及促進を図った。

農業者年金運営事業 農業委員会

持続的・安定的な農業経営の確立

事務事業 担当課
経営体育成交付金事業 農林水産課

水田営農推進事業

農林水産課

農林水産課

高度水田営農推進事業費補助給付面積は、前年度より750a/10a増加した。
前年度より引き続いて、農業者に対して、普及推進を図ったことによると考える。

草津ブランド力強化事業

高度水田営農推進事業費補助給付面積（10a）

平成25年度

（※基準値）

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。 

18-01-①



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 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

県営かんがい排水事業草津用水地区進捗率（％）

18－01－②

農地の保全と農業的土地利用の増進

未整備地域の農地の整備と保全、農業的土地利用の集積化など優良農地の確保と併せ、効率的な営農環境の
整備のため草津用水二期事業等を促進します。

草津用水二期事業における、第一段送水路以外も含めた全体での事業変更について、平成27年度に国の採択
が受けられる様、関係機関との調整に努め、円滑な事業実施を図る取り組みを行う。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 82.2 95.2

70.9 87.7

草津用水土地改良区の基幹的な土地改良施設の機能更新事業（第一段送水路地区）の円滑な推進が図られた。

事業の進捗について、目標値以上の成果が上がっており、平成28年度完了に向けた事業の円滑な進捗を図っ
た。

主要事業 担当課 達成度評価理由

農業振興地域整備計画策定事
業

農林水産課
農業振興地域内の農用地区域からの除外は
1件にとどめ、優良農地の確保に努めた。

人・農地問題解決加速化支援事業 農林水産課

有害鳥獣捕獲事業 農林水産課
捕獲の実施や、被害防止施策により、有害
鳥獣による農作物被害の減少に努めた。

土地改良区事業費補助金事務
（草津用水・北山田畑地）

農林水産課
土地改良区が実施する土地改良事業に対す
る支援により農業用施設の機能維持更新に
努めた。

土地改良事業補助金事務 農林水産課
地元主体で取り組む土地改良事業に対する
支援により施設の機能維持更新に努めた。

事務事業 担当課

農地流動化推進事業 農林水産課
小規模土地改良事業 農林水産課
ほ場整備地元負担軽減補助金事務 農林水産課
土地改良事業推進対策事務 農林水産課
土地改良施設維持管理事業 農林水産課
土地改良事業関係団体負担金事務 農林水産課
県土地改良事業費負担金事務 農林水産課
農地基本台帳整備事業 農業委員会

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

18-01-②



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 63.0

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

地元の農産物を購入するよう心がけている市民の割合（％）

18－01－③

市民ニーズに応える地産地消の推進

食育と連携した地産地消の流通システムを構築し、農業の多面的機能への市民理解や地元農産物への信頼
向上など、生産者と消費者の結びつきを強めます。

地産地消については、量販店、事業所食堂、学校給食など様々な販売チャネルを視野に関係機関と連携を進
める必要がある。また、よりいっそう地元野菜の認知度を高めるために、地元野菜のＰＲに努める必要がある。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 61.0 62.0

50.9 43.1

市民意識調査の結果、地元の農産物を購入するよう心がけている市民の割合は、前年度より7.8%減少した。
地元の農産物が市内で購入できる機会を増やし、地元産のよさを知ってもらうよう地産地消の取り組みを進め
る。

JA、給食センター、県、市とで、学校給食における地産地消検討会を開催し、地元産農産物の使用拡大に向
けて協議を重ね、地元産農産物の供給拡大が図れた。

地産地消推進事業 農林水産課
学校給食において地元産農産物の使用を
推進した。

主要事業 担当課 達成度評価理由

農業体験食育推進事業 農林水産課
市内13小学校において、たんぼのこ体験
事業を推進した。

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。 



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 19.8

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

農地・水・環境保全向上対策事業取組割合（％）

18－01－④

「農」のあるまちづくり

環境に配慮した市民生活にうるおいをもたらす農業・農村環境の保全を図るとともに、市民が「農」とふれあう
機会の場を創出します。

当該事業は農地と自然環境を保全する取り組みとして、農業振興地域を対象として平成19年度から活動が実
施されている。当初、平成28年度まで継続される予定であったが、平成26年度制度改正があり農業者だけの
共同活動実施可能となり平成30年度までの継続となったこと、平成27年度から法制化され市が促進計画を立
て、活動団体への直接交付となったことを受け、更なる活動支援を行い、新たな取組み団体への啓発に取り組
む。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 19.8 19.8

19.8 19.8

農地・水・環境保全向上対策事業取組割合　＝　取組面積　／　農業振興地域面積（農地等）

目標割合の環境保全向上活動が実施された。

日常の施設点検と補修により施設の長寿命化が図れている。また、目標割合における地域において活動が実
施されている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

農地・水・環境保全向上対策事
業

農林水産課
目標割合における地域において活動が実
施されており農地や水路等の農業生産基
盤の機能維持が図れた。

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。 

18-01-④



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 5.5

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

草津市を農産品や特産品など名物のあるまちとイメージする市民の割合（％）

18－01－⑤

農業振興のためのネットワークの強化

総合的な農業振興のため、JAや県、教育機関、流通関連事業者、研究機関等との連携・ネットワークを強化
し、ブランド推進を図ります。

・市民が農業を身近に感じてもらうために、「市民農園」の適切な維持管理に努める。
・農水産物の振興のために、「道の駅草津」の適切な維持管理に努める。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 3.5 4.5

2.5 2.2

市民意識調査の結果、草津市を農産品や特産品など名物のあるまちとイメージする市民の割合は、前年度よ
り0.3％減少した。今後は、市民に地元の農産品や特産品を購入できる機会を増やし、よさを知ってもらえるよう
な取り組みを進める。

JA、県、農業委員会、市が連携して農業振興を推進した。市民農園や道の駅草津の適切な維持管理を行っ
た。

主要事業 担当課 達成度評価理由

農業振興協議会負担金事務 農林水産課
関係機関と連携し、総合的な農業振興を
図った。また、3月には「草津野菜マル
シェ」を開催した。

「道の駅草津」管理運営事業 農林水産課
農水産物振興の拠点施設として、日常的
な管理運営と都市住民との交流を図っ
た。

農業委員会運営事業 農業委員会
法令に基づく許可事務の適正執行、農業
委員会の適正な運営に努めた。

事務事業 担当課
湖南地域農業センター負担金事務 農林水産課
農業振興対策事務 農林水産課

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 33.8

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

地元の水産物を購入するよう心がけている市民の割合（％）

18－02－①

水産業等の経営の安定化

高付加価値の加工製品の拡大などにより、水産業等の経営の多角化・安定化を促進するとともに、地元水産
物等の消費拡大を図ります。

草津市水産振興協議会や草津ホンモロコ生産組合など関係機関と連携し、草津市の水産物のＰＲに努める。
また、生産量、販売量の増加についてはさらなる取り組みを行う。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 31.8 32.8

30.8 29.8

市民意識調査の結果、地元の水産物を購入するよう心がけている市民の割合は、前年度より1.0%減少した。
地元の水産物が市内で購入できる機会を増やし、地元産のよさを知ってもらうよう地産地消の取り組みを進め
る。

水産まつり、宿場まつり等を実施し、地元の水産物を積極的にPRし販売を行なった。しかし、生産量、販売量
が減少していることが課題であり、生産量、販売量の増加に向けて検討を行う必要がある。

水産振興協議会活動補助事業 農林水産課
草津市水産振興協議会への支援を通して
地元産水産物のPRをした。

主要事業 担当課 達成度評価理由

畜産振興対策事業 農林水産課 畜産振興の向上に努めた。

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。 



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 26,500

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

漁獲量（kg）

18－02－②

漁場環境の保全と漁業資源の確保

天然の産卵繁殖場など漁場環境の保全に努めるとともに、漁業資源の安定を確保するため“獲る漁業”から
“つくり育てる漁業”への転換を進めます。

平成25年度からは、新たに滋賀県で水産多面的機能発揮対策事業を実施されることとなり、本市の漁協でも
事業に取り組まれることとなったことから、より重点的に水草の刈り取りやごみ回収等を行うことが出来た。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 26,500 26,500

26,186 29,866

琵琶湖の漁場環境の保全に努めた活動の成果により、漁獲量に回復の兆しが出てきていると考える。

琵琶湖の日に行うごみ回収等の琵琶湖の漁場環境の保全活動により、在来魚が生育しやすい環境づくりや、
琵琶湖（漁港）を利用する人にとっての良好な環境づくりに寄与することが出来た。

今後もごみの回収等を通じて琵琶湖の漁場環境の改善および保全に取り組む。

水産業振興対策事業 農林水産課
平成24年度に養殖をはじめた淡水真珠
は、順調に生育している。

主要事業 担当課 達成度評価理由

漁港管理事業 農林水産課
琵琶湖の環境保全に関する活動を通し
て、漁獲量の回復の兆しが見られる。

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。 

18-02-②



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 33.0

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

中心市街地のにぎわいの創出

事務事業 担当課

商工観光労政課

市民意識調査の結果、前年度より0.5%減少し、目標値にも2.2%及ばなかった。
宿場町としての街並み景観は着実に形成されているが、昨年度は宿場街道景観形成事業の申請が１件にとど
まり、これまでの実績に比べると低下したが、ニワタスがオープンし、中心市街地の魅力向上のための施策を
行ったにもかかわらず、市民の評価は低下している。今後も関係課と連携しつつ、市民ニーズに合わせた事業
を行う必要がある。

主要事業

宿場町としての街並み景観は着実に形成
されている。対象エリア内にある物件は、
建替え・改築などの都度に制度の活用の
呼びかけを行っている。

担当課 達成度評価理由

中心市街地の人口集積と高い利便性、魅力ある資源を生かして、地域力の高まりを導く事業に適切な支援を
行うとともに、事業展開へも積極的に関与していきます。

商店街活性化推進事業

”中心市街地”に魅力があると思う市民の割合（％）

平成25年度

（※基準値）

29.3

平成26年度 平成27年度

31.0 32.0

28.8

19－01－①

平成26年度においては、「宿場街道景観形成事業」を継続実施し、建築物１件のファサード整備に対して支援
を行った。また、地元町内会に対して制度の説明を行い、事業の実施を呼びかけ住民へのさらなる周知を行っ
た。宿場町としての街並み景観は着実に形成されてきており、今後も制度未実施の建築物の動向に注意しつ
つ、事業を進めていく。

宿場街道景観形成事業については、中心市街地活性化基本計画における具体的事業であることから、中心市
街地活性化協議会、まちづくり会社、まちなか再生課・都市計画課と連携を取りながら進めていく。

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。 

19-01-①



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 10

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

事務事業 担当課

主要事業 担当課 達成度評価理由

産業支援コーディネータ配置事
業

商工観光労政課
　市内企業を訪問し、産学間、企業間の
マッチングを計13件創出できた。

　引き続き、企業訪問等により産学官金の連携、各種支援制度の活用、関係支援機関の活用について促進を
図っていく。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 10 10

13 13

　産業支援コーディネータの主に企業訪問によるマッチングに関する対応の結果、産学間7件、企業間6件の計
13件について新たなマッチングの機会を創出することができた。

　市内企業や大学、ベンチャー企業等の間における日常的な交流、連携の機会の創出により、ものづくりや研
究開発に適した環境づくりの推進に寄与することができた。

コーディネータによるマッチング数（件）

19－02－①

研究開発人材の連携と協働の基盤づくり

人材交流の基盤、研究開発人材の定着しやすい環境、経営者や若手現場技術者の育つ環境づくりを進めると
ともに、ものづくり教育の推進を図ります。

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 
 

※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。 

19-02-①



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 1

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

事務事業 担当課
滋賀県経済振興特区事業 商工観光労政課

主要事業 担当課 達成度評価理由

工業振興事業 商工観光労政課

企業誘致を行うことができず、中小企業節
電対策等設備投資補助金についても、消
費税増税による景気の足踏みと、3年間補
助の2年目で平成27年度に検討するとし
た事業所も多く、3件の実績にとどまった。

　大池事業用地の売却により市内にまとまった工業用地がなくなったことからも、県や金融機関と連携を図りな
がら、新たな工業適地、工業用地の確保に向けた取組みについて検討を行う。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 1 1

1 0

　問い合わせはあるものの、大池事業用地の売却により市内にまとまった工業用地がなくなったため、魅力的
な企業誘致を行うことができなかった。

　草津市工業振興計画に基づく施策を展開し、付加価値の高い商品を製造する市内企業の拡張等を支援する
ことができた。
　平成25年度から平成27年度の期間限定事業である中小企業節電対策等設備投資補助金については、景気
の足踏みや3年間補助の中間年度ということもあり、平成26年度の利用件数は2件と少なかったが、平成27年
度に活用を検討している事業所からの相談が7件あった。

誘致企業数（企業）

19－02－②

付加価値の高い商品を製造する企業（機能）の誘致と集積促進

草津市工業振興計画に位置づけた「マザーファクトリー」の立地促進を図り、付加価値の高い商品を製造する
企業の集積を図ります。

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 
 

※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。 

19-02-②



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 23

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

事務事業 担当課

主要事業 担当課 達成度評価理由

起業家育成補助事業 商工観光労政課

平成22年度の補助件数22件であり、それ
以上の件数を目標としているが、平成22
年から平成24年の平均補助件数は、16.3
件であり、平年並みの結果となった。

　引き続き、技術力の高い企業の集積と定着を図るため起業家支援を行うとともに、立命館大学BKCインキュ
ベータが開設から10年を経過しており、今後の運営等について中小企業基盤整備機構、立命館大学、県と協
議を行う。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 23 23

22 17

　立命館大学ＢＫＣインキュベータ（全30室）に入居している起業家に対し、17件の補助を行った。

　県や立命館大学等と連携しながら、補助要綱に基づき補助を行い、経済基盤の弱いベンチャー企業の負担
軽減を図り、新たな産業の創出に寄与することができた。

大学連携型起業家育成施設入居補助件数（件）

19－02－③

新産業の創出

ビジネス・インキュベーション施設や技術力の高い中小企業等の集積を生かし、支援機関等と連携しながら、
新たな産業の創出を促進します。

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。 

19-02-③



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 2

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

事務事業 担当課

主要事業 担当課 達成度評価理由

大津・草津地域産業活性化協議
会事業

商工観光労政課
　首都圏における2企業の展示会出展の
他、人材育成事業としてマネジメントス
クール事業を5回実施した。

　引き続き、首都圏等で開催される展示会出展により大津市・草津市の優れた技術等を発信し、販路拡大を図
るとともに、マネジメントスクールの開催等により経営革新の支援を行う。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

（※基準値） 2 2

5 2

　大津・草津地域産業活性化協議会の販路開拓支援事業として、例年、大津市2企業、草津市2企業、合計4企
業の東京出展を行っており、平成26年度については、大津市2企業、草津市2企業、合計で4企業の出展となっ
た。

　首都圏で開催された展示会への出展により販路拡大を図るとともに、マネジメントスクールを5回開催し、経
営革新の支援を図れた。

首都圏における産業展出展企業数（企業）

19－02－④

中小企業の技術向上と経営革新の支援

優れた技術等を有する企業の対外発信強化と販路開拓・拡大の支援を行うとともに、首都圏等で開催される
展示会出展の支援や、企業訪問活動などを通じてビジネスマッチングを図ります。

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 
 

※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。 

19-02-④



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 74

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

事務事業 担当課
観光物産協会活動費補助事業（物産振興） 商工観光労政課
商工業振興対策事務 商工観光労政課

小規模企業者小口簡易資金貸
付事業

商工観光労政課

平成26年度において利用者は１件であっ
たが、他の貸付事制度等を利用されてい
ることが予想されているが、制度の変更等
発生した際に対応できるよう事業を継続す
る必要がある。

商工団体等活動費補助事業 商工観光労政課
納涼まつりやみなくさまつりの開催の支援
を行い、地域活性化に寄与した。

市民意識調査の結果、前年度より3.2%上昇した。前年度より成果指数は増加したことで概ね目標値に近い値
になったことから、市民の満足度は高いと考える。

市内全体を踏まえると、商業基盤は各地域の大型商業施設の充実により市民意識として満足度が高いことが
推測されるが、独居高齢者等の買い物難民等の対応や小規模事業者への支援に関しては、他市の事例等も
参照しながら本市に見合う商工支援についても検討する必要があると思われる。
商工関係団体への補助事業による各種施策は商工会議所会員で構成する部会・委員会などの運営及び講演
会、各種講座の開催費等に対する支援であり、継続して実施しているところである。また、催事等での地域活
性化に寄与する事業の支援は予算に見合う規模で実施したところであるが、内容の精査も必要である。

担保・保証人がなく金融機関から融資が受けられない市内小規模企業者に対して、円滑な資金供給を行い、
経営基盤の強化を図っていくよう継続して取り組んでいく。
納涼まつりやみなくさまつりについては、商店街や地域の活性化を目標に事業展開を図っており、継続して支
援していく必要があるが各実施主体に対しては当該事業への支援が、一年間を通した活動に変化が伴うよう
に効果的な催しとして取り組むよう働きかけていく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 72 73

68.5 71.7

平成25年度 平成26年度 平成27年度

19－03－①

小地域ごとの商業基盤の確保

事業者の活動基盤である事業体との連携を強固なものとし、地域活性化に様々に寄与する事業の実施に協
働で取り組みます。

買い物する環境が整っていると思う市民の割合（％）

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。 

19-03-①



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 23

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

烏丸半島維持管理事業 公園緑地課
広域観光事業 商工観光労政課

観光物産協会活動費補助事業
（観光振興）

商工観光労政課

観光パンフレット作成事業や地域観光資
源発掘事業、熱気球搭乗体験事業などの
草津市の観光振興を図るため、草津市観
光物産協会への支援を行った。「観光入
込客数」については、昨年約1,979千人で
あったが、平成26年度実績として、約
2,066千人となり、宿場まつりやイナズマ
ロックフェスの観光客の増加に伴い、87千
人の観光客数の増加があった。

みずの森管理運営事業 公園緑地課

老朽化した施設を計画的に改修するとと
もに、植物栽培管理の適切な指導助言を
行った。また、絶滅危惧植物の保存、ハス
やスイレンなどの品種管理を適切に行っ
た。

事務事業 担当課

市民意識調査の結果、前年度より0.6%上昇し、平成26年度の目標数値を達成することができた。
まちに誇れるブランドについては、現時点での市民の対象把握は、困難であるが、意識調査のポイントは上昇
しており、今後も草津の「ブランド」についての定義づけと認知度向上に向けた取り組みを関係課と共に努めて
いきたい。

限られた観光資源として、県内他都市に比べて、素材には強さが欠けるものの、組み合わせによって、そのポ
テンシャルを伸ばすことは可能であり、従来の観光振興策と併せて、着地型の観光スタイルと草津らしさを体
感できる事業を展開することにより、ポイントを上げる余地はある。

観光物産協会ホームページにて草津市の特産品や伝統食品の写真や情報を掲載しPRを行う。また、平成26
年度からオンライン販売も開始しているが、今後は販売できる特産品の種類を増やすため、開発に努めてい
く。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 21 22

20.7 21.3

平成25年度 平成26年度 平成27年度

19－04－①

観光資源の活用と草津ブランドの育成

広域連携型事業や地場産業と連携した体験型観光事業等の展開や草津ブランドの育成を図ります。

まちに誇れるもの（ブランド）があると思う市民の割合（％）

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。 

19-04-①



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

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

事務事業 担当課
観光振興事務 商工観光労政課

宿場まつり開催費補助事業 商工観光労政課

宿場まつりはこれまで、街道主体のまつり
であったが、平成24年度から草津川跡地
を利用することにより、新たな展開を行っ
てきた。本年の来場者数は約8万人とな
り、市民に草津への愛着を深める機会を
提供するとともに本市の観光振興に大きく
寄与した。

観光宣伝事業 商工観光労政課

草津らしさを感じることのできる観光ＰＲポ
スターを製作し、情報発信に努めた。ま
た、びわこビジターズビューロー等と連携
し、全国の観光キャンペーンに参加した。
さらに、近隣の自治体と連携し烏丸半島
のハスのＰＲを行った。

市民意識調査の結果、前年度より2.1％上昇した。
観光振興の満足度は上昇しており、引き続き満足度の向上に繋がる事業を継続する。今後はさらに、観光物
産協会ボランティアガイド等の関係諸団体との連携を密にし、観光客を迎える体制を強化していきたい。

宿場まつりは本市の観光振興の中核的事業であり、本年は市民の来場者はもとより、市外からの入客数も増
加した。今後も市内外に草津の魅力を発信するため力を入れて事業を進めたい。また、ＪＲ草津駅構内の観光
案内所、まちなか交流施設くさつ夢本陣においては観光客の案内を行い、観光情報の発信拠点としての機能
を果たした。

宿場まつりについては、今までのノウハウを引き継ぎ、問題点をフィードバックしながらより魅力的なまつりを演
出できるよう取り組みを進める。観光振興については、既存の観光資源の活用に努めながら、地方創生の観
点から地域文化の観光資源化を進め、市外には草津の魅力の“発見”を、市内には“再発見”を促すよう事業
を推進していく。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 27 28

25.5 27.6

平成25年度 平成26年度 平成27年度

19－04－②

出会いとふれあいの魅力の発信

観光ボランティアガイドや地域の観光資源・イベントなどを活用し、出会いとふれあいに満ちた本市の魅力を発
信します。

観光の振興に満足している市民の割合（％）

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。 

19-04-②



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 5,800

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

市民交流プラザ運営事業 市民交流プラザ
各種講座開設事業 市民交流プラザ
市民交流プラザ施設維持管理事業 市民交流プラザ

勤労者福祉団体育成事業 商工観光労政課

各勤労者福祉団体において、25年度と26
年度において重複している事業が多くなっ
たために利用人数が5,554人となり、昨年
度より減少したが、目標値の97％の達成
率であった。

勤労者福祉施設運営審議会事
業

市民交流プラザ
勤労者福祉施設の運営その他必要な事
項を審議し、適正な管理を維持することが
出来た。

事務事業 担当課

補助金を交付している各勤労者福祉団体が実施する各事業の利用数は5,554人であった。

各勤労者福祉団体において、平成25年度と平成26年度において重複している事業が多くなったために利用人
数が減った。

引き続き、各勤労者団体へ補助金を交付し、勤労者福祉に資する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 5,700 5,750

5,627 5,554

平成25年度 平成26年度 平成27年度

19－05－①

勤労者への支援

「草津市勤労者福祉基本方針」に基づいて、勤労者の福祉の増進に向けた支援を図ります。

勤労者福祉事業への利用者数(人)

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。 

19-05-①



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 20.3

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

事務事業 担当課
市民センター（公民館）管理運営事業 まちづくり協働課
協働のまちづくり条例推進事業 まちづくり協働課

まちづくり協議会推進事業 まちづくり協働課
まちづくり協議会が自主・自立し、安定し
た運営を行っていくため、地域一括交付金
等の各種交付金等により支援を行った。

まちづくりセンター管理運営事業 まちづくり協働課
（公財）草津市コミュニティ事業団と連携
し、センター利用者の増加を図るとともに、
市民公益活動を推進した。

成果指標の実績値は16.7%となっており、増加傾向にあるが、目標値には届いていないため、さらなる取り組み
が必要である。また、自分たちのまちは自分たちでつくるといった考えのもとで設立されたまちづくり協議会の
認知度が低いことや、草津市立まちづくりセンター等での活動内容が十分周知されていないと考えられること
から、その役割や活動等について積極的に周知していく必要がある。

平成26年7月に草津市協働のまちづくり条例を施行し、まちづくり協議会、基礎的コミュニティ、市民公益活動
団体、市等、それぞれが主体となり、役割分担しながら協働してまちづくりを進めていくためのルールを定め
た。さらに、平成26年8月、草津市協働のまちづくり条例に基づき、市内13学区にある各まちづくり協議会を「区
域を代表する総合的な自治組織」として認定し、各地域でさらなる市民自治が進められるよう支援を行った。

草津市協働のまちづくり条例により、まちづくり協議会等の役割や協働によるまちづくりのルールを定めたこと
から、条例の実効性を担保するため、各主体がお互いに力を合わせてまちづくりを推進していけるよう検討を
進める。

平成26年7月、草津市協働のまちづくり条例に基づき、（公財）草津市コミュニティ事業団と（社福）草津市社会
福祉協議会を中間支援組織として指定し、各主体間の調整等によりさらなる協働が進むよう取り組みを行っ
た。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 18.3 19.3

14.5 16.7

平成25年度 平成26年度 平成27年度

20－01－①

市民自治の確立のための環境整備

まちづくり協議会や草津市立まちづくりセンター等の充実を図り、基礎的コミュニティ、市民公益活動団体、大
学、企業等の多様な主体の連携と協働によるまちづくりを促進します。

市民主役のまちづくりが進んでいるかという質問にそう思う、ややそう思うと回答した人の割合(％)

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



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 54.5

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

まちづくり協働課

コミュニティ活動初期備品整備補助事業 まちづくり協働課
自治会活動保険加入補助事業 まちづくり協働課
高齢者教室開設事業

まちづくり講座事業 まちづくり協働課

草津市自治連合会活動補助事業 まちづくり協働課
掲示板設置補助事業 まちづくり協働課
コミュニティ振興事業 まちづくり協働課

行政事務委託事業 まちづくり協働課

コミュニティハウス整備補助事業 まちづくり協働課

10件の町内会に対して地域コミュニティの
活動拠点となる集会所整備費の補助を行
い、良好な地域社会の形成と住民福祉の
増進を図った。

事務事業 担当課

市民意識調査の結果、町内会活動に参加している市民の割合は51.9%だった。駅前で町内会活動参加啓発を
はじめとした、加入促進に向けた取り組み等を実施した。今後においても目標値の達成に向けて、ひきつづき
啓発を行うとともに、活発な地域コミュニティの形成に向けて、町内会に対し継続した支援を行っていく。

地域コミュニティ活動の推進を図るため、町内会を対象として各種補助事業に取り組んだ。
 コミュニティハウス整備事業費補助：10町内会(実績39,117千円）
  掲示板設置補助：8箇所（実績136千円）
  自治会活動保険加入補助：168町内会（実績2,982千円）

コミュニティ活動の推進を図るため、町内会を対象とした各種補助制度による支援を行うとともに、地域コミュニ
ティの活動基盤である町内会への加入促進のパンフレット作成や、啓発を行う。

分譲住宅やマンションの開発増加、またライフスタイルの多様化、個人の価値観の多様化に伴い、町内会活動
に参加されない方が増加している。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 52.5 53.5

45.8 51.9

平成25年度 平成26年度 平成27年度

20－02－①

基礎的コミュニティ活動の支援

良好な地域社会の形成、住民福祉の増進、住民主体のまちづくりのさらなる推進を図るため、町内会や自治
会など住民自治組織の活動を支援します。

町内会の活動に参加しているかという質問にそう思う、ややそう思うと回答した人の割合（％）

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。 

20-02-①



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 58

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

市民活動推進事業 まちづくり協働課
市民まちづくり提案事業審査委員会運営事業 まちづくり協働課

（公財）草津市コミュニティ事業
団運営費補助事業

まちづくり協働課
本市の中間支援組織として指定し、連携
を一層深めた。

市民まちづくり提案事業推進事
業

まちづくり協働課
成立事業の目標値5件に対し、7件の成果
があった。

事務事業 担当課

NPO法人数は、平成25年度と比べ、1団体減少した。原因は不明であるが、今後経過を観察するとともに、傾
向を調査し、状況に応じた施策を検討する必要がある。

平成26年7月に草津市協働のまちづくり条例を施行し、協働のまちづくりを一層推進するため、（公財）草津市コ
ミュニティ事業団等を本市の中間支援組織として指定した。また、草津市協働のまちづくり条例の実効性を担
保するため、草津市協働のまちづくり推進計画を策定した。平成27年度以降は、同計画に基づき施策を実施す
る。

平成28年度は、上記計画に基づいた各種施策を実施するとともに、草津市協働のまちづくり・市民参加推進評
価委員会を引き続き設置し、事業の進捗管理を行う。また、本市の中間支援組織として指定した(公財）草津市
コミュニティ事業団等とは、連携を一層深め、市民公益活動の推進を図る。

市民公益活動団体を支援する（公財）草津市コミュニティ事業団等の中間支援組織の活動が、施策実績に大き
く影響する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 54 56

52 51

平成25年度 平成26年度 平成27年度

20－03－①

市民公益活動の支援

（公財）草津市コミュニティ事業団と連携を図りながら、各種団体の活動を支援する補助金制度の拡充や、まち
づくり講座、交流イベントの積極展開などに努めます。

市内のNPO法人数（団体）

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。 

20-03-①



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 42,000

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

まちづくり情報基盤の整備

事務事業 担当課

まちづくり協働課

平成27年の1月下旬にホームページのリニューアルを行われた。このことから、実績値は、リニューアル後のア
クセス数で計測している。リニューアルを行った効果を検証するためには、しばらく経過を観察する必要がある
と考える。

市民公益活動団体を支援する（公財）草津市コミュニティ事業団の情報発信力が大きく影響する。

主要事業

ホームページをリニューアルし、積極的に
情報発信を行われることで、広く市民に情
報を提供することが出来た。

担当課 達成度評価理由

市内の地域づくりの取り組みに係る情報の受発信の基盤を整備し、市民による活発な情報コミュニケーション
が展開されるよう努めます。

地域まちづくり情報事業

地域ポータルサイトアクセス数（件）

平成25年度

（※基準値）

38,304

平成26年度 平成27年度

40,000 41,000

5,230

21－01－①

ホームページのリニューアルを行い、セキュリティ機能を高めるとともに、利用者に分かりよいサイト構成となる
よう、ホームページを細分化し、より充実したまちづくり情報の発信に取り組まれた。

市ホームページでは掲載が困難な市民公益活動団体の活動情報や、団体への支援情報等を発信し、きめ細
やかな情報提供を行っていただく。

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。 

21-01-①



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 367.4

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

放送委託事業 広報課
パブリシティー推進事業 広報課
市長広聴事業 広報課

事務事業 担当課
広報映画制作事業 広報課
人にやさしい広報作成事業 広報課

広報くさつ発行事業 広報課

町内会配布以外に、公共施設やJR草津
駅・南草津駅、商業施設、金融機関などに
設置し、より広く市政情報の発信に努めて
いる。

インターネット広報事業 広報課
YouTube「くさつチャンネル」や、Facebook
「写すんですくさつ」の開設など、広く情報
発信をすることができた。

電子入札制度の導入や、ふるさと納税ブーム等によるアクセス数の増加に加え、トップページのブランディング
エリアや、アクセスランキングの更新頻度を上げる等の工夫などにより、目標値以上の実績を達成できた。今
後さらにホームページの行政情報を充実させ、より多くの市民に活用いただけるよう努める。

インターネット広報事業において、動画共有サービスYouTubeに草津市専用のチャンネル「くさつチャンネル」を
開設したり、市民参加型の写真投稿専用Facebook「写すんですくさつ」を新設するなど、より多様な媒体での情
報提供に努め、市民との双方向の情報交流を図るなど、積極的な事業展開ができた。

広報紙、ホームページ、Facebookによる情報提供のさらなる充実とともに、パブリシティ活動を推進し、ＦＭラジ
オ、テレビ、民間情報誌等あらゆるメディアを活用した情報発信に努める。

内閣府が発表した消費動向調査によると、平成27年3月末のスマートフォン世帯普及率は6割を超え、年々増
加傾向にある。スマートフォンによるホームページの閲覧やYouTube、Facebookの活用は、若年層を中心に、
今後さらに浸透していくものと思われる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 360.2 363.8

356.6 414.0

平成25年度 平成26年度 平成27年度

21－01－②

行政情報の適切な提供

行政情報の適切な提供を進めるとともに、市内の地域づくりの取り組みに係る情報の受発信を促進し、市民に
よる活発な情報交流が展開されるよう図ります。

ホームページアクセス数（万件）

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 1

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

共同研究推進事業 草津未来研究所
大学の知見を活用することで、調査研究
の質的な向上を図れた。

事務事業 担当課

　共同研究を行う目的は、未来研究所が行う調査研究の質的向上を図ることであるため、今後も引き続き、
テーマ選定や連携のあり方などの効果的な方法について検討する必要がある。

　職員とともに、大学研究者も当初から調査に参画することとなり、大学の有する知見を活用した調査研究が
行えたため、学術的な分析の深みを出すことができた。

　次年度も引き続き、包括協定を締結している立命館大学等の専門的知見による裏付けある調査研究を進め
る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1 1

1 1

平成25年度 平成26年度 平成27年度

21－02－①

大学などを生かしたまちづくりの展開

大学等と行政による共同研究や、大学等と地域の連携を充実させて、大学の持つ人材・施設・設備等を生かし
たまちづくりを進めると同時に、大学教育の展開に寄与します。

立命館大学等との共同研究（件）

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。 

21-02-①



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 3

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

広域行政推進事業 企画調整課
目標値以上に近隣自治体と連携でき、一
定の成果があった。

事務事業 担当課

本施策の主要事業である「広域連携推進事業」において取り組んでいる関連組織数を計上している。
　・湖南総合調整協議会、滋賀県草津線複線化促進期成同盟会、京都都市圏自治体ネットワーク、草津・栗東
広域行政協議会

平成26年度より、新たに両市にまたがる共通課題についての情報共有を目的とした、草津・栗東広域行政協
議会を組織し、関係自治体との連携を通じて行政区域を超えた取り組みを進めることができた。

行政区域を超えた課題解決に向け、現在参加している組織については、継続して事業展開を行い、必要に応
じては新たな連携体制の確立・充実に向けた検討を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 3 3

3 4

平成25年度 平成26年度 平成27年度

21－02－②

近隣自治体との連携の強化

行政区域を越えた共通の課題や、本市単独での対策が困難な課題に、関係する自治体間で協力して取り組
むことができるよう、都市間の連携を強めます。

近隣自治体と連携する組織数

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。 

21-02-②



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 1,900

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

姉妹都市等交流事業 まちづくり協働課

国際交流推進費 まちづくり協働課
多くの市民に対し、多文化交流に触れる
きっかけづくりの場を提供いただいた。

事務事業 担当課

草津市国際交流協会が実施した国際交流事業延べ参加者数の実績は、1,740人であり、平成25年度と比べ微
減。ただし、平成26年度からは、草津市国際交流協会が、草津ハロウィンへの事業協力を行うなど、実績値が
カウントできない催しにも積極的に参加し、国際交流を推進された。

草津市国際交流協会を支援し、外国籍住民と地域住民との交流イベントや国際理解講座等を開催いただきな
がら、多文化交流を促進した。また、草津市国際交流協会にて、友好交流都市である中国上海市徐匯区を訪
問され、交流を進められた。

引き続き、草津市国際交流協会を支援しながら、外国籍住民と地域住民との多文化交流を推進いただく。

国際交流を推進する草津市国際交流協会の活動が大きく影響する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1,800 1,850

1,751 1,740

平成25年度 平成26年度 平成27年度

21－02－③

多文化交流の促進

姉妹都市との交流や、国際理解講座、国際交流イベントの開催等、市民に国際交流の機会を提供し、多文化
共生に対する意識の向上を図ります。

国際交流事業延べ参加者数（人）

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。 

21-02-③



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 60.0以内

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）

○

○
建築基準法に基づく定期点検を実施し
た。また、中長期保全計画および短期実
施計画を策定した。

平成25年度決算においては、目標値を大きく下回り非常に良好で健全な財政状況を確保している。なお、平成
27年度から大規模事業が一斉に本格始動する重要な時期を迎え、将来の財政負担への対応が懸念されるこ
とから、「財政規律ガイドライン」を策定し、本市の財政運営指針としている。

担当課 達成度評価理由主要事業

成果指標である将来負担比率の目標値
60.0%以内を確保することができた。

財政規律ガイドラインに基づき、プライマリー・バランスの黒字の確保や交付税措置のある市債の活用、借入
条件の見直しや利率見直しによる支払利息の削減などの実施によって、目標値の基準内に留まるよう、引き
続き健全な財政運営に努める。
公共施設管理については、ファシリティマネジメントの手法を導入し、草津市市有建築物中長期保全計画等に
基づく、計画的な保全工事の実施により建築物を長寿命化し、保全費用の縮減と平準化を図る。また、草津市
市有建築物維持管理費の縮減方策の実施による維持管理費の縮減を図る。

ファシリティマネジメント推進事業

財政課

総務課

財政管理運営事務

市債の新規借入の抑制、基金への積極的な積立等の取り組みを実施した結果、平成26年度（平成25年度決
算）の将来負担比率は算定されず、引き続き良好な値を維持した。

60.0以内

―

限られた財源・資産を有効に用いて、財政運営と資産運用を計画的に行います。

財政・財産の適正な管理運営

将来負担比率（％）

平成25年度

（※基準値）

―

平成26年度 平成27年度

60.0以内

22－01－①

22-01-①



第５次草津市総合計画第２期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

総務課

財産区管理運営事業 総務課
固定資産税台帳整備事務 税務課

公有財産審議会運営事業 総務課
マイクロバス運行事業 総務課
安全運転管理委員会運営事業 総務課

総務課

公用自動車管理事業

市有財産管理事務

事務事業 担当課

総務課
サンサンホール運営事業 総務課
固定資産審査委員会事務 総務課

税務課
資産税賦課事務 税務課

債権適正管理事務 総務課
庁舎管理事業 総務課
公有財産台帳整備事務

スポーツ保健課

税務証明等事務 税務課

学校給食費管理回収事業

収納率向上特別対策事務 納税課

税徴収事務 納税課
国保税徴収事務 納税課

軽自動車税賦課事務 税務課

会計課出納事務

庁舎維持管理事業 総務課

市民税賦課事務

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。 

22-01-①



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 39

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

22－01－②

事務事業の効果・効率の向上

行政システム全体の構造改革を進めるとともに、債権の適正管理や効率のよい事業推進に努めます。

各年次のアクション・プラン工程表で成果を得られたと評価する項目数

（※基準値） 39 39

32 37

第２次草津市行政システム改革推進計画のアクション・プラン39項目について、各年次の工程表を作成し、進捗
管理を行った結果、昨年度を上回る37項目について概ね成果が得られた。2項目については、取り組みは行った
が思うような成果が出せなかった、また、課題に対して継続検討となったものであるが、その実績評価を踏まえ
ながら、平成27年度の工程表に取り組みを反映させていく。

総合計画の施策評価では第２期基本計画の初年度である平成25年度取り組みに対して、新たな評価手法を導
入して評価を実施したほか、事務事業の点検、各部局による予算編成方針の作成などを通じて、限られた予算
の中で最大限の効果が得られる事務事業の執行に努め、総合計画に掲げる各施策の実現に向けた意識の醸
成を図ることができた。また、特定構想検討事業の中で、まち・ひと・しごと創生に関する取り組みの検討を開始
した。

引き続き、アクション・プランの推進に努めるとともに、本市における将来の人口予測や財政負担、充当可能な財
源見込みを踏まえて、アクション・プランのファシリティマネジメントの推進に位置付ける「草津市公共施設等総合
管理計画」を策定し、将来の財政負担を軽減・平準化するとともに、老朽化対策と公共施設等の最適な配置の
実現に向けた取り組みを推進する。
まち・ひと・しごと創生に関しては、平成２７年度中に策定する「草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づ
き、全庁的に取り組む事業を推進する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

総合計画推進事務 企画調整課

第２期基本計画の初年度である平成25年
度取り組みに対して、新たな手法で施策
評価を実施し、予算と連動した進捗管理・
評価を行うことができた。

行政システム改革推進事業 経営改革室

昨年度に引き続き、事務事業の点検を実
施し、また、草津市行政システム改革推進
委員会において、公開の下、事務事業点
検中間レビューを実施するなど、計画のさ
らなる推進にむけた取り組みや進捗状況
の検証を行うことができた。

事務事業 担当課
総合企画調整事務 企画調整課
特定構想検討事業 企画調整課
湖南広域行政組合負担金事務（議会総務費） 企画調整課
情報化推進事業 情報政策課
コンピューター管理事業 情報政策課
広域ネットワーク管理事業 情報政策課
草津未来研究所運営事業 草津未来研究所
事務機器管理事務 総務課

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。 

22-01-②



第５次草津市総合計画第２期基本計画

自衛官募集事務 市民課
中長期在留者住居地届出等事務 市民課
戸籍住民票等受付証明書交付事務 市民課
エコオフィス推進事業 環境課
設計監理事務（内部事務） 建築課

22-01-②



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 40.0

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

22－02－①

職員の資質向上

多様化する行政ニーズに的確に対処するため、行政職員の人材育成などを進め、政策形成能力や業務遂行
能力の強化・向上を図ります。

職員の対応に満足を感じている市民の割合（％）

（※基準値） 35.0 37.5

35.3 35.5

市民意識調査の結果、職員の対応に満足を感じている市民の割合は、前年度と同水準であった。（0.2%上
昇）。
目標とする値は上回っており、ＣＳ研修等の職員研修事業の結果、市民の評価が得られたものと考える。

研修計画に基づき、適時研修を行った。その結果、適切な人材の育成を図ることができた。

今後も引き続き、「草津市人材育成基本方針」に掲げる事項を計画的に進めていく必要がある。
また、人材育成・評価制度については、新たな制度の確立が必要であり、試行を踏まえ、引き続き検討を行う。

主要事業 担当課 達成度評価理由

臨時職員等雇用事務 職員課

職員研修事業 職員課
適時研修を行い、適切な人材の育成を図
ることができた。

事務事業 担当課

給与等管理事務 職員課
職員採用事務 職員課
人事服務管理事務 職員課
職員派遣事業 職員課
労働安全衛生事業 職員課
職員福利厚生事業 職員課

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。 

22-02-①



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 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

22－03－①

情報提供・情報公開の推進

個人情報等の確実な保護のもと、適切な情報管理と積極的な情報公開に取り組むとともに、公平・公正で透明
性の確保された市政運営を行います。

情報公開請求対応率（％）

（※基準値） 100 100

100 100

個人情報等の非公開情報を除き、条例に基づき適正に公開等の決定を行った。

情報公開請求に対して適切に対応することができた。

今後も情報公開条例に基づき適正に情報公開を行うとともに、積極的な市政情報の提供に努める。

主要事業 担当課 達成度評価理由

情報公開事務 総務課
公開決定に対する不服申立が1件あった
が、概ね適正に運用することができた。

建設事業契約審査事務 契約検査課
市ホームページや窓口等において、逐
時、入札契約に関する情報を公開し、そ
の推進、適正化に努めた。

事務事業 担当課
市政功労者表彰事業 秘書課
秘書渉外事業 秘書課
市長交際費事務 秘書課
調査員確保対策事務 企画調整課
統計調査諸事業 企画調整課
基幹統計調査事務 企画調整課
報酬審議会運営事務 職員課
顧問弁護士委託事業 総務課
法規事務 総務課
文書管理事務 総務課
公平委員会事務 総務課
選挙管理委員会運営事業 総務課
選挙常時啓発事業 総務課
知事選挙執行事務 総務課
滋賀県議会議員選挙執行事務 総務課
農業委員会委員選挙執行事務 総務課
工事等完了検査事務 契約検査課
物品契約審査事務 契約検査課
基幹統計調査事務（人口動態調査） 市民課
毎月人口推計調査事務 市民課
学校基本調査事務 学校教育課

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。 

22-03-①
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