
◆目標管理者

令和元年度
重点施策

③

【取組】
　女性活躍推進事業を実施します。（事業費　5,101千円）
　※草津市男女共同参画推進本部会議関連事項

【成果目標】
　ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業者数　30社（平成30年度：
15社）

分野：男女共同参画
施策：女性の活躍推進

【取組】
  第6次草津市総合計画の策定に向けた取組を進めます。
　（事業費　5,011千円）
　※草津市総合計画策定委員会関連事項

【成果目標】
　第6次草津市総合計画の策定に向けて、総合計画審議会や総合計画
策定市民会議、地域別懇談会（中学校区）等を開催します。

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

2

・性別による固定的役割分担意識は、いまだに根強く残っており、男
女共同参画に対する意識の醸成が必要です。
・家庭・地域・職場において、男女が真に対等な市民として、性別にか
かわりなく持てる力が発揮でき、生涯を通じ様々な分野で活躍するこ
とを可能にするための学習機会の充実等が求められています。
・草津市の女性の労働力率は、国・県の平均値を下回り、「M字カー
ブ」の溝は県内市町で最も深くなっており、女性の労働力の引き上げ
が重要な課題です。また、平成26年度に実施した市民意識調査結果
においても「職場での男女間格差がある」と答えた人が前回調査と比
べ15ポイント以上増加したこと等からも、女性にとって働き続けにくい
環境となっていると考えられることから、女性の能力開発や起業支
援、意思決定の場・機関への参画推進等の「女性の活躍推進」の取
組が必要です。

②

・男女共同参画に関する啓発や学習会を開催し、男女共同参画について
の意識の高揚を図ります。
・市内事業者のワーク・ライフ・バランス推進の勧奨を行うとともに、女性の
活躍推進に向けた気運の醸成、女性の就業・起業支援を行います。
・女性の起業や就業等の働くことや家庭生活に関する悩み事などに対応
できる女性の総合的な相談を行い、関係する機関との連携を深め相談者
により適切な対応ができるきめ細かな支援を行います。

②

【取組】
　男女共同参画推進事業を実施します。（事業費　4,010千円）
　※草津市男女共同参画推進本部会議関連事項

【成果目標】
　男女共同参画が進んでいると思う市民の割合　24％（平成30年度：
21.4％）

分野：男女共同参画
施策：男女共同参画社会
　　　　の推進

2,423,077

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

1

・第5次草津市総合計画第3期基本計画（計画期間：平成29年度から
令和2年度）に基づく取組を進める必要があります。
・第5次草津市総合計画が令和2年度で計画期末を迎えることから、
引き続き総合計画に基づくまちづくりを推進するため、令和3年度から
令和14年度を計画期間とする第6次草津市総合計画を策定する必要
があります。

①

・平成29年度からスタートした第5次草津市総合計画第3期基本計画に基
づき、草津市が目指す将来ビジョンである「出会いが織りなすふるさと“元
気”と“うるおい”のあるまち草津」の実現に向けた取組を進めます。
・令和3年度から令和14年度を計画期間とする第6次草津市総合計画の策
定に向けて、総合計画審議会や総合計画策定市民会議、地域別懇談会
（中学校区）等を開催します。

①

1,423,109

合計 64 1 6 15 13 99 2,502,103 79,026

2,650

危機管理課 6 0 2 1 2 11 1,477,235 54,126

18,581

行政経営課 3 0 0 0 1 4 2,650 0

145,313

草津未来研究所 4 0 0 2 1 7 19,651 1,070

28,647

情報政策課 4 0 2 0 0 6 152,059 6,746

179,866

人権センター 5 0 0 5 1 11 29,650 1,003

177,898

人権政策課 4 0 1 0 1 6 180,852 986

10,338

職員課 8 0 1 2 2 13 178,485 587

246,417

秘書課 5 0 0 1 0 6 10,338 0

7,426

広報課 6 1 0 2 4 13 251,973 5,556

182,832

男女共同参画課 2 0 0 1 0 3 9,111 1,685

-

企画調整課 9 0 0 1 1 11 190,099 7,267

一般財源

経営層（部長、副部長） 8 0 0 0 0 8 - -

再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源

理事　　　　　　　木村　博

危機管理監　　 井上　薫

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
市政の大きな方向づけとその実現への道筋を組み立て、全庁一丸で安心できる草津市の未来を拓くために

◆市民の思いを市政につなぎ、市民とともに草津のまちづくりを進めます。
　・草津市総合計画をはじめ、市政、特に重要施策にかかる総合的な企画・調整を行います。
　・草津市男女共同参画推進条例、第3次草津市男女共同参画推進計画（後期計画）に基づき、「男女がともに喜びと責任を分かち合う協働のまち
草津」の実現を目指します。
　・市政情報を効果的に発信し、シティセールス活動を推進します。
　・市長、副市長の施策遂行に当たっての判断・意思決定等を補佐し、第5次市総合計画やマニフェストに掲げた重要施策を効果的、効率的に推
進するため、トップマネジメントを支援します。
　・立命館大学等との連携を深めながら、中長期的な視点から実践的かつ戦略的な政策提案を見据えた調査研究活動を行います。
　・産学公民が連携して、草津の未来の様々な選択肢を考えるアーバンデザインセンターびわこ・くさつの運営を行います。
◆自治体運営の自立性を強化し、持続可能で確かな地域経営を行います。
　・職員の能力および実績に基づく人事管理の徹底、多様な人材の確保および市民福祉の向上に寄与できる人材の育成を図ります。また、職員
のワークライフバランスや健康管理のため、働き方改革を進めるとともに、福利厚生の充実および職場環境の整備を図ります。
  ・市民サービスの向上および行政運営の効率化を図るための情報化の推進に取り組みます。
  ・「協働のまちづくりの推進」と「自律的な行政経営」の２つを改革の方向性とした、第3次行政システム改革を推進します。
◆人権文化の醸成と人権の擁護を図り、人を大切にし、人が大切にされる社会（まち）の実現を目指します。
　・一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりのための人権教育・啓発と相談活動に取り組むとともに、全ての人の基本的人権の尊重と恒久平和
の願いを後世に引き継ぐことを目的に啓発事業を進めます。
◆市民の安心・安全をしっかり支えます。
　・市、消防、警察等の公助による備えや対策はもちろんのこと、家庭や地域ぐるみによる防犯、防災体制の強化を図り、地域社会の安全・安心を
より一層高めます。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規 特任

《令和元年度　総合政策部　組織目標》　

政策監　　　　　 脊戸　拓也

部長　　　　　　　岡野　則男

理事　　　　　　　松下　正寿

専門理事　　　　青木　敏
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令和元年度
重点施策

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

⑩

【取組】
　情報化推進計画を策定します。（事業費　214千円）

【成果目標】
　情報化推進の指針、ＩＣＴ戦略、官民データ活用推進計画、スマート自治
体戦略プランを含めた包括的な計画の策定

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

6
・近年の社会情勢の変化やＩＣＴ分野の技術的な進歩等を踏まえ、ＩＣ
Ｔを積極的に活用し、市民サービスの向上、行政運営の効率化を実
現することが求められています。

⑥
・情報システムの共同利用を推進します。
・情報化推進計画を策定します。

⑨

【取組】
　平成27年10月に設立したおうみ自治体クラウド協議会の構成市（草津
市・守山市・栗東市・野洲市、湖南市）に平成29年4月に近江八幡市、平
成30年4月に米原市、平成31年4月から甲賀市が加入し情報システムの
共同化をさらに進めるため協議会構成市との調整を実施します。

【成果目標】
　共同利用できていない情報システム・業務について検討し、実施に向け
た調整を行います。

分野：行財政マネジメント
施策：職員の資質向上

⑧

【取組】
　働き方改革を推進します。

【成果目標】
　職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間数　23.0時間以下（平成30
年度：26.2時間）

分野：行財政マネジメント
施策：職員の資質向上

⑥

【取組】
　①新たな拠点を整備し、産学公民のそれぞれの立場で活躍する個人や
組織が気軽に自由に草津の未来のあり方について対話する場を運営し
ます。
　②対話から浮き彫りになった都市課題を解決するために必要な知識等
を学び合う機会を提供します。
　③都市課題の解決策の有効性を検証するための社会実験をデザイン
するための準備事業等を行います。　（事業費　15,788千円）

【成果目標】
　①産学公民連携を図りつつ、多様な方が利用できるよう様々なプログラ
ムを実施します。
　②アーバンデザインについて考えるセミナー等を実施します。
　③都市課題の解決策を検証する社会実験準備事業等を実施します。
　一日平均利用者数　50人（平成30年度：42.15人）

分野：情報・交流
施策：産学公民との協働に
よるまちづくりの展開

5

・職員構成が大きく若返る中、人材育成を効果的に推進する必要が
あります。
・全国的にも長時間勤務の縮減、育児や介護と仕事の両立、仕事の
進め方が社会問題となり、国においても働き方改革の取組が進めら
れる中、本市においても、ワーク・ライフ・バランスの推進や長時間勤
務の縮減に向けた働き方改革に積極的に取り組む必要があります。

⑤

・働きやすく、能力を発揮できる職場環境と、職員一人ひとりが自律的かつ
自発的な能力開発に努める職場風土をつくります。
・業務の効率化、見直しや職員の適正配置、職場マネジメント、職員の意
識改革など、長時間勤務の原因を正しく把握分析するとともに、限られた
勤務時間の中でサービスに必要な質を維持、向上させながら、時間外勤
務の縮減に取り組みます。

⑦

【取組】
　人材育成基本方針に掲げる、個別取組事項を推進します。

【成果目標】
　市民意識調査　市職員に対する満足度（5段階中3以上の割合）70％
　（平成30年度：62.1％）

分野：情報・交流
施策：行政情報の提供

分野：市民文化
施策：“ふるさと草津の心”
の醸成

4

・地方分権が進むなかで、自治体が自己責任、自己決定のもとに、自
治体経営感覚を養い、将来の草津市の姿を描くことが求められてい
ます。
・人口減少と超高齢社会を見据え、時代を先取りした中長期な展望に
立ち、市政に関する問題や課題を早期に発見し、その対策を練ること
が求められています。
・複合化・複雑化する都市課題に対応できるよう、産学公民が連携し
て様々な未来の選択肢を準備していくことが求められています。

④

・社会の変化に対応した市政を目指し、市民ニーズの充足や政策課題の
解決に向けた政策を実施していくためには、「政策形成能力」を向上させる
ことが重要です。
　そのためには、新しい行政スタイルの構築が必要であり、分権型社会に
対応した「地方政府」として、政策志向の自治体に進化する必要がありま
す。
・複合化・複雑化した都市課題に対して、【産・ 学・公・民】のそれぞれの立
場で活動する個人や組織が、様々な場面で連携・協力・協働して解決に取
り組む、そのコラボレーションを進めるための［プラットフォーム］が必要で
す。

⑤

【取組】
　以下をテーマとした調査研究の実施を予定してします。
　①人口減少社会に求められるＡＩ技術・ＩｏＴの草津市における公共サー
ビスでの活用の可能性と課題に関する調査研究
　②「草津市版地域再生計画」に基づく地区計画策定のための基礎調査
　（事業費　1,863千円）

【成果目標】
　関係者・市民に調査研究結果を提供し、次のように活用します。
　①近未来社会の行政需要を予測し、中長期的な施策策定の参考として
　②地域の暮らしを支える仕組みづくりの参考として

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

3

・協働のまちづくりを進めるには、パートナーである市民に市政情報を
提供し、情報の共有を図る必要があり、市民との信頼関係を築き、市
政参画の気運を高めるためにも、広報広聴業務の重要性はますます
高まっています。
・少子高齢社会の到来による人口減少を見据えて、都市が活力を維
持し、都市の魅力を充実させる仕掛けづくりとして、市内外に向かって
積極的に本市の魅力をアピールすることにより、ひと、もの、情報等を
継続的に呼び込み、地域を活性化させていくことが必要です。

③

・草津市のまちの魅力を効果的に情報発信し、ひと、もの、情報等を惹き
つけ、市場を創出、拡大し、地域経済を活性化することで、市民がずっと住
み続けたいと感じ、市外からは訪れてみたいと思う、魅力ある都市として
活力の向上を図ります。
・多様な媒体と手段を活用し、情報の入手しやすさと伝わりやすさを意識し
た市政情報の提供に努めます。

④

【取組】
　広報戦略調整会議等を活用し庁内連携を強化するとともに、団体・企業
との協力関係を強化し、多様なメディアを用いたシティセールス・広報活
動を行います。
　また、情報収集を積極的に行い、「健幸都市」「やっぱり草津がいい」な
どの統一したキーワードを用いて多様なメディアで情報を発信します。

　【成果目標】
　・市ＨＰのアクセス数　1か月当たり　40万件（平成30年度リニューアル
後：36万3,550件）
　・市民意識調査において、「草津市に住み続けたいと思う人」の割合
76.0％（平成30年度：75.9％）
　・ふるさと寄附金額　350,000千円（平成30年度：約294,000千円）

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ
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令和元年度
重点施策

分野：人権
施策：人権文化の醸成

9

・本市では、社会教育と学校教育が緊密な連携を図りながら、あらゆ
る機会や場を通して人権教育の推進に努めてきましたが、同和地区
に対する差別事象や忌避意識が後を絶たないほか、障害者、外国人
等を避ける意識や、いじめや児童虐待、ドメスティック・バイオレンス
（ＤＶ）など、身近な生活の中にある問題に気づかないほか、人権課
題の解決に向けて自主的に学び、行動する意識が低いなど、人権問
題が必ずしも自分自身のものになっていない現状があります。
・昨年度実施した「人権・同和問題に関する市民意識調査」の結果で
は、市民全体の人権意識・関心がまだ低い状態であることから、継続
的かつ効果的な人権教育・啓発活動の推進を図る必要があります。

⑨

・人権教育・啓発活動については、内容や開催方法、学習資料や啓発媒
体の内容や配布・提供方法について、市民のニーズ、ライフスタイルやラ
イフステージに応じた効果的なあり方を継続的に検討し、工夫・改善すると
ともに、人権が尊重される住みよいまちづくりを市民との協働のもとに効果
的に推進します。また、市民が日常生活で直面する人権問題・人権侵害に
ついて、迅速かつ的確に対応できる相談支援体制の確保と関係機関との
連携を図るため、誰もが身近で安心して相談できる相談支援機関・窓口が
あることの周知を徹底していきます。

⑭

【取組】
　人権意識を高めるために、「人権セミナー」や「いのち・愛・人権のつど
い」「人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい」等の啓発事業を開催し
ます。

【成果目標】
　「人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい」で「大変良かった、良かっ
た」と回答する参加者の割合 80％(平成30年度：87.3％）

【取組】
　人権意識の向上を図るために、同和教育推進協議会やまちづくり協議
会と連携や支援を行いながら、「町内学習懇談会」をはじめ「女性のつど
い」や「青年集会」等を開催します。
　
【成果目標】
　町内学習懇談会の市民参加者の増加を目指します。
　3,800人（平成30年度：3,796人）

分野：人権
施策：人権文化の醸成

8

　昭和63年10月7日、「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言を
行い、平成20年11月には「平和市長会議」に加盟し、基本的人権の
尊重と恒久平和の実現に向け、啓発事業を実施しています。
　しかしながら、世界の各地では人権や平和を脅かす状況が依然とし
て続いています。

⑧
　現在世界各地で勃発している紛争やテロ行為、あるいは核兵器の開発・
生産など、人権と平和が脅かされている現状や過去の戦争体験などを風
化させず、平和の大切さが実感できるような啓発に努めます。

⑬

【取組】
　戦争の惨禍を風化させることなく、人権尊重と恒久平和の願いを後世に
引き継ぐことを目的に、草津市平和祈念のつどいを開催し、市民の意識
向上を図ります。（事業費650千円）

【成果目標】
　参加者アンケートで「平和に対する関心は深まった」と回答する参加者
の割合　85％（平成30年度：84％）

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

⑫

【取組】
　アウトソーシングによる費用対効果が見込めそうな業務から始めること
により、実績やノウハウを蓄積した上で、対象業務の拡大を検討していく
必要がある。令和元年度はこれまでの業務分析した結果や業務フローを
活かしながら、アウトソーシングする業務の範囲を検討します。
　また、ＲＰＡの導入に向けた検討を進めます。
　※草津市行政システム改革推進本部会議関連事項

【成果目標】
　次年度以降に効果的なアウトソーシングやＲＰＡの導入を行うことによ
り、市民サービスの向上と事務の平準化・効率化による職員の事務負荷
の軽減を図ります。

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

7

　市民ニーズの多様化・複雑化や高齢化等による社会保障関係経費
の増加、公共施設やインフラの老朽化対策、また、人口減少への対
応等の課題が山積しており、今後、経営資源の不足が見込まれる中
で、将来にわたって従来どおりの公共サービスの提供を維持していく
ことは、厳しい状況となることが予測されます。

⑦

・多様化・複雑化する市民ニーズへ対応するため、「第3次草津市行政シス
テム改革推進計画」に基づき、草津市を構成する様々な社会資源や地域
資源を活用する地域経営のために、公共の再編を行うことにより、持続可
能な共生社会の構築を目指します。
・本来、行政が担うべき業務への適正な職員配置と市民サービスの向上
を図るため、新たな分野への積極的なアウトソーシングの導入を推進しま
す。

⑪

【取組】
　将来にわたって持続可能な地域経営を目指したシステムを構築するた
め、「第3次草津市行政システム改革推進計画」の着実な推進を図りま
す。
（事業費　2,650千円）
　※草津市行政システム改革推進本部会議関連事項

【成果目標】
　「第3次草津市行政システム改革推進計画」の適切な進捗管理を行い、
将来にわたって持続可能な共生社会の構築を図ります。

総合政策部～3～



令和元年度
重点施策

分野：防犯・防災
施策：自主防災体制の確立
と市民意識の高揚

⑱

公助
【取組】
・自主防災組織に対する備品購入補助、消防ホース枠の補助についての
周知を進め、支援の充実を図ります。
・防災対策のため、アルファ米備蓄倉庫・備蓄資機材・オストメイトトイレを
追加備蓄します。
・避難所におけるし尿処理対策のため、マンホールトイレの整備工事を順
次進めます。
・大規模災害時の避難者の情報収集等を円滑にできる環境を整備するた
め、広域避難所に公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ‐Ｆｉ機器）を設置します。

【成果目標】
・自主防災組織備品購入補助金（ホース補助）　3,500千円
・アルファ米　10,050食　・備蓄倉庫　2基
・備蓄資機材　2箇所　　・オストメイトトイレ　2基
・マンホールトイレ整備　4箇所　・公衆無線ＬＡＮ　14箇所

分野：防犯・防災
施策：地域防災体制・基盤
の強化

重点①
防災・安全

分野：防犯・防災
施策：自主防犯活動の展
開、防犯設備の維持・整備

重点①
防災・安全

⑪
　防災：自助、共助、公助が一体となった防災体制を強化するため、各種
防災対策を実施し、および支援します。

⑯

自助
【取組】
・自助の防災訓練として平成26年度から実施しているシェイクアウト訓練
を引き続き行います。

【成果目標】
　シェイクアウト参加登録者　55,000人（平成30年度：52,071人）

分野：防犯・防災
施策：自主防災体制の確立
と市民意識の高揚

⑰

共助
【取組】
・民生委員との協力や出前講座による災害時要援護者登録制度を推進し
ます。
・町内会との情報提供の協定締結を図ると共に、自主防災組織や学区へ
の助成等による自主的な防災訓練を促進します。
・地域による共助防災体制の確立を目指し、地区防災計画策定を支援し
ます。

【成果目標】
・災害時要援護者登録者数　3,800人（平成30年度：3,758人）
・協定締結町内会数　196町内会　（平成30年度：194町内会）
・地区防災計画の作成支援を行う学区数　2学区　（平成30年度：2学区）

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ
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・防犯：平成30年の本市の刑法犯認知件数は1,109件で、対前年比
11.0％減（-137件）と昨年から減少しているものの、自転車盗は増加
に転じており、当該罪種単体では17.0％増（+53件）となっています。ま
た、犯罪率については、県下ワースト1位と厳しい状況にあり、自転車
盗、万引き、器物損壊等が多く発生しています。
・防災：今後、琵琶湖西岸断層帯地震や南海トラフ地震、昨今の異常
気象による災害など大規模な被害発生が危惧されています。大規模
災害では、自助、共助の役割が欠かせないことから、日頃からの備え
が重要になります。

⑩

　防犯：草津市は県下における犯罪率がワースト１となっていることから、
ソフト（防犯マップ作成支援）とハード（防犯カメラ補助）が一体となった対
策により、地域の防犯体制の強化を支援します。また、犯罪は個人の防犯
対策によって未然に防止することができることから、啓発を重点的に行い、
とりわけ発生件数の多い自転車盗を重点的に取り組みます。
　①事業者、市民を巻き込み、ワーストランキング公表を中心とした意識啓
発を図ります。
　②自転車盗多発場所を中心に、駐輪場巡回啓発業務を実施し、犯罪抑
止と防犯意識の向上を図ります。

⑮

【取組】
・ワーストランキングの周知や街頭啓発活動、ポスターの掲示、また駐輪
場巡回啓発業務等を通じて、自転車盗削減を図ります。
・高齢者を中心に振り込め詐欺防止のための防犯出前講座や街頭啓発
活動、また、県や警察等と情報共有し、市民に対する振り込め詐欺多発
の注意喚起等を行います。
・地域での防犯マップ作成を支援し、地域で取り組む防犯意識の向上を
図ります。ソフト（防犯マップ作成支援）とハード（街頭防犯カメラ補助）が
一体となった対策により、地域が行う防犯体制の強化を推進します。
・防犯灯整備を行い、犯罪が起こりにくい環境を構築し、被害の未然防止
を図ります。

【成果目標】
　　犯罪率のさらなる低減　80件/1万人（平成30年度：83.5件/1万人）

総合政策部～4～



◆目標管理者

　

令和元年度
重点施策

【取組】
　財政運営計画や当初予算の審査において、事業の「選択と集中」により、
戦略的な財源配分を行うとともに、既存事業の見直しや「スクラップ・アン
ド・ビルド」を徹底することで、収支不足を解消し、財政規律の確保を図りま
す。また、市債の発行を極力交付税措置のあるものに限定するなどによ
り、実質的な長期債務残高の増加を抑制し、財政健全化判断比率である
「実質公債費比率」および「将来負担比率」について、下記の水準を維持し
ます。

【成果目標】　草津市財政規律ガイドラインの目標値
　　　実質公債費比率　 7.1%以内
　　　将来負担比率　　33.8%以内
　（参考）Ｈ29年度決算
　　　　　 実質公債費比率 　6.2%
　　　　　 将来負担比率　    －　（算出されず）

分野：行財政マネジメント
施策：健全な財政運営の維
持

2

　市税収入をはじめとする歳入の見通しが不透明な状況にある中、社
会保障関係経費等の義務的経費は増加の一途をたどっており、今後
も慢性的な財源不足が予想されます。また、本市では、多額の財政負
担を伴う大規模事業が輻輳する集中投資期間にあり、事業実施による
後年度の財政運営への影響を十分に見極めた上で、慎重かつ計画的
な事業執行に努めていくことがより一層重要となっています。

②

・「財政規律ガイドライン」に定める各種財政指標の目標遵守を目指すとと
もに、その達成に向けた取組を推進し、健全な財政運営を維持します。
・各部局の財政マネジメントを促進し、効果的・効率的な予算編成を実現す
るため、分権型予算制度を推進し、各部局の自主性や主体性を尊重した予
算編成を行うとともに、事業の選別を厳しく行い、「スクラップ・アンド・ビル
ド」を徹底することで財源不足の解消を図ります。

③

【取組】
　ファシリティマネジメント推進事業
　各施設の定期点検・劣化度調査を実施します。　(事業費48,914千円）

【成果目標】
  定期点検完了　対象施設数132（毎年実施する法定点検）
　劣化度調査完了　対象施設数34（施設の長寿命化を目的とした修繕計
画のために6年毎に実施。対象施設を3類型に分け、平成30年度から3年
かけて調査）
　（参考）平成30年度実績
　　　　　 定期点検完了施設数　　131施設
　　　　　 劣化度調査完了施設数   61施設

分野：行財政マネジメント
施策：市有財産の適正な維
持管理・更新

②

【取組】
　ファシリティマネジメント推進事業
　施設の維持管理費の縮減方策を推進します。

【成果目標】
　維持管理業務について包括管理委託導入に向けて、本市の現状と課題
を整理し、次年度実施の検討に向けた方向性を示します。

分野：行財政マネジメント
施策：市有財産の適正な維
持管理・更新

1

　平成27年度に策定の公共施設等総合管理計画では、平成22年度に
策定したファシリティマネジメント推進基本方針等を、計画の建築部門
に位置づけています。この管理計画に基づきファシリティマネジメント
の手法を取り入れた戦略的な建築物の維持管理を進めることが求め
られています。

①

　ファシリティマネジメントの手法を取り入れ、施設の計画的な修繕や更新
を行うこと、設計時に維持管理費の縮減を考慮すること等により、建築物の
ライフサイクルコスト（※）の縮減や保全費等の平準化および施設の長寿命
化を図ります。

※ライフサイクルコスト：建築物の建築費（イニシャルコスト）、維持管理費
（ランニングコスト）および解体処分までの使用年数全体にわたるコスト。

①

708,032 5,834,927

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

0

合計 65 0 3 3 26 97 6,542,959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,560 143,276

0

71,196 160,649

納税課 11 0 1 0 6 18 181,836

0 6,326

税務課 22 0 1 0 13 36 231,845

420,652 4,999,721

契約検査課 4 0 0 0 1 5 6,326

177,624 524,955

財政課 10 0 0 0 1 11 5,420,373

－ －

総務課 14 0 1 3 5 23 702,579

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 4 0 0 0 0 4 －

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

《令和元年度　総務部　組織目標》　

部長　　田中　義一

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

「地域経営」のための行財政マネジメントの推進をめざして

◆財政規律の確保を図り、健全な市政運営に努めます。
　・経営的視点に立ったファシリティマネジメント手法による公共施設管理を進めます。
　・「草津市健全で持続可能な財政運営および財政規律に関する条例」および「財政規律ガイドライン」に基づき、規律ある財政マネジメントの下、
　　効率的・効果的な予算編成を実施し、適正な執行管理を行うことで、健全な財政運営を維持します。
　・市税および国民健康保険税の適正な賦課に努め、税の公平性の確保のため、さらなる滞納整理の強化に取り組み、収納率の維持・向上を
　　図ります。
◆行政の透明性の向上や公正性の確保により、市民から信頼される市政運営を目指します。
　・職員の公正、公平な職務執行のためにコンプライアンス（法令遵守）意識の徹底を図ります。
　・草津市政の透明化の推進および公正な職務執行の確保に関する条例の適正な運用を図ります。
　・公共工事の適正な入札および契約を進めます。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

総務部　～1～



令和元年度
重点施策

【取組】
　平成30年度に制定した草津市建設工事等の指名停止等に関する基準等
に基づき、各種入札における入札棄権業者に対して、棄権理由をヒアリン
グするとともに、入札に参加するように啓発を行います。
　
【成果目標】
　棄権率
　　　工事・コンサルタント　3.5%以下
　　　　　　　　 　　　　物品　6.5%以下
　（※棄権率＝入札棄権業者数／全体の指名累計業者数）
　（参考）H30年度棄権率
　　　　　工事・コンサルタント　3.96%
　　　 　　　　　 　 　　　　 物品　6.99%

分野：行財政マネジメント
施策：情報提供・情報公開
の推進

5

　建設業界を取り巻く環境は価格競争や人材不足等、厳しい状況にあ
り、技術力や経営力による競争を損ねる影響が懸念されます。また、
入札事務等について、近年、指名競争入札において指名したにもかか
わらず、連絡もなく入札に参加していただけない業者、いわゆる入札
棄権業者が増加しています。

⑤ 　公正な競争入札の促進に取り組みます。 ⑦

分野：行財政マネジメント
施策：職員の資質向上

⑥

【取組】
　不当要求撲滅だよりの発行を行い、コンプライアンス意識の高揚を図りま
す。

【成果目標】
　12回発行（毎月）
　（参考）平成30年度実績　12回

分野：行財政マネジメント
施策：職員の資質向上

【取組】
・確実な事務処理と日程管理を徹底し、適正な課税事務を行います。併せ
て市民に制度や課税についてわかりやすい説明を行い納税に対する理解
を深めていただけるように努めます。
 ・収納率の維持・向上等を図るため、各種の納付方法の周知・啓発や納期
限を過ぎた未納者に対する徴収に向けた対応と、滞納処分の強化に努め
ます。

【成果目標】
・現年収納率目標
　　市　 税　98.7%以上（財政規律ガイドライン）
　　国保税　90.0%以上
・平成30年度実績数値（3月末現在）
　　市　 税　96.79%
　　国保税　85.47%
・平成29年度実績数値（決算）
　　市　 税　99.16%
　　国保税　92.81%

分野：行財政マネジメント
施策：健全な財政運営の維
持

4
　公平、公正に業務を行うため、草津市政の透明化の推進および公正
な職務執行の確保に関する条例等に基づき、職員のコンプライアンス
意識のさらなる向上が求められています。

④ 　職員のコンプライアンス意識の徹底を図ります。

⑤

【取組】
　職員を対象とした研修を行い、コンプライアンス意識の高揚を図ります。

【成果目標】
　研修参加率　50%
　（参考）平成30年度実績　42.7%

3

・毎年の税制改正に伴い複雑化する市税および国民健康保険税の制
度の改正状況を的確に把握し、適正な事務処理を行う必要がありま
す。
・消費税増税や物価上昇の影響などにより、地方税の納税環境は非
常に厳しい状況にあります。また、高齢化・核家族化による世帯当たり
の可処分所得低下により、将来的に税収確保が困難となることが懸念
されます。
・債権管理条例等に基づき、適正な債権管理・回収に取り組んでいま
す。引き続き適正な債権管理・回収の徹底を図り、未収金対策を推進
することが求められています。

③

・市税および国民健康保険税の適正な賦課を行います。
・納税者の利便性を向上するため、従来から行っている口座振替やコンビ
ニエンスストアでの納付に加え、平成29年度から開始したクレジットカード
や、スマートフォンを利用した納付など、今後も納付しやすい環境整備づくり
を調査・検討するとともに、チラシの配布等により広く周知に努めます。
・納期限を過ぎた未納者の滞納額の縮減を図るため、滞納整理の早期着
手と早期処分に取り組みます。

④

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

総務部　～2～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

分野：コミュニティ・市民自
治
施策：基礎的コミュニティ活
動の支援

3

『地域まちづくりセンターの建替え』
　建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる志津ま
ちづくりセンターについて、地域住民の意見を十分に反映した改築が
必要となっています。

③ ・志津まちづくりセンターの改築工事を行います。 ④

【取組】
　志津まちづくりセンターの改築工事を行います。

【成果目標】
　志津まちづくりセンターの改築工事の完了

分野：コミュニティ・市民自
治
施策：市民自治の確立のた
めの環境整備

重点⑥-3
（リーディン
グ）
コミュニティ
活動

2

『基礎的コミュニティの活性化』
　住民の価値観の多様化や共働き世帯の増加、都市化の進展により
地域コミュニティに対する関心が希薄化しています。
　また、一方では町内会長（行政事務委嘱者）のなり手が少なく、負担
が大きくなっており、時代と社会状況の変化に応じた行政からの依頼
のあり方を見直す必要があります。

②

・顔の見える一番身近なコミュニティの場である町内会の加入促進、新たな
設立等を通じたコミュニティの活性化を促進します。

・町内会長への負担軽減に向けた取り組みに努めます。

③

【取組】
　開発などにより新たに市内に住まわれた方等の町内会加入や町内会設
立の機運を高める取り組みを行い、町内会加入や町内会設立につなげて
いきます。また、町内会長への依頼内容の負担軽減ならびに適正化を図
ります。

【成果目標】
　町内会活動に参加している市民の割合
　　令和元年度　54.0%　　（平成30年度　45.8%）

分野：コミュニティ・市民自
治
施策：市民自治の確立のた
めの環境整備

重点⑥-3
（リーディン

グ）
コミュニティ

活動

②

【取組】
　まちづくり協議会による、地域主体の特色あるまちづくりの推進を図るた
め、その活動や運営を総合的に支援します。
（事業費）
　・まちづくり協議会運営交付金　36,190千円
　・地域一括交付金　55,535千円
　・がんばる地域応援交付金　13,199千円
  ・地域ポイント制度推進費　828千円

【成果目標】
　市民主役のまちづくりが進んでいると思う市民の割合
　　　令和元年度　20%　　（平成30年度　18.2%）

分野：コミュニティ・市民自
治
施策：市民自治の確立のた
めの環境整備

重点⑥-3
（リーディン

グ）
コミュニティ

活動

1

『市民自治のさらなる成熟化』
・将来的な人口減少と年齢構成の急激な変化が予測されているなか、
行政や地域を取巻く環境が大きく変貌してきており、市民と行政の適
切な役割分担のもと自助、共助、公助による、協働のまちづくりが求め
られています。

・地域課題の解決は、地域の主体的な意思決定により解決していくこ
とができるよう新たな住民自治の仕組みを充実していく必要がありま
す。また、地域コミュニティの希薄化に伴い、地域の担い手の確保や
育成が難しくなってきています。

①

・まちづくり協議会や基礎的コミュニティである町内会、市民公益活動団
体、教育機関、中間支援組織等の多様な主体との連携・協力による「協働
のまちづくり」を推進します。

・区域を代表する総合的な自治組織であるまちづくり協議会による、住民
自治のさらなる強化と新たな担い手の確保に向け、まちづくり協議会の運
営や活動を総合的に支援します。

・地域まちづくりセンターの運営の安定化に向けて継続して支援するととも
に、令和2年度からの運営（第2期）が進展していくよう取り組みます。

①

【取組】
　協働のまちづくり条例に基づき策定した「草津市協働のまちづくり推進計
画」に沿って事業を推進します。また、第二次「草津市協働のまちづくり推
進計画」を策定します。（事業費　1,449千円）

【成果目標】
　協働のまちづくり推進計画の進捗管理の実施
　第二次協働のまちづくり推進計画の策定

899,761 705,668

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

0

合計 31 0 5 7 29 72 1,605,429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65,357 19,217

0

77,095 65,697

生活安心課 6 0 1 5 2 14 84,574

757,309 620,754

市民課 13 0 0 0 26 39 142,792

－ －

まちづくり協働課 10 0 4 2 1 17 1,378,063

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 2 0 0 0 0 2 －

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

《令和元年度　まちづくり協働部　組織目標》　

部長　　　長　源一

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
"協働によるまちづくりを推進し住み良いまちの実現を図ります。

◆市民とともに協働のまちづくりを推進します。
　・「協働のまちづくり条例」に基づき策定した「協働のまちづくり推進計画」を推進し、”みんなでつくる協働のまち草津”の具現化を図ります。
　・市政への市民参加が円滑に機能するよう推進します。
◆地域共生社会の実現に向け、地域が主体となった、さらに住み良いまちづくりを推進します。
　・「自分たちのまちは自分たちでつくる」という理念を実現するため、さらなる住民自治の成熟化と新たな担い手の確保に向け、まちづくり協議会等
への必要な支援を行います。
　・地域まちづくりセンターの運営の安定化に向け継続して支援するとともに、令和2年度からの運営（第2期）が進展していくよう取り組みます。
◆時代や社会環境の変化にも対応しながら、安心・安全と住みやすい地域を目指し、顔の見える身近なコミュニティづくりを推進します。
　・日ごろから子どもや高齢者の見守りなどに取り組み、地域コミュニティの中心的な役割を担う町内会への加入促進をはじめ、町内会の活発な活
動を推進するために必要な支援を行います。
◆市民の積極的な参加による市民主体のまちづくりを推進します。
　・（公財）草津市コミュニティ事業団などの中間支援組織と連携し、活発な市民公益活動を推進します。
◆まちづくり協議会を主体とした協働のまちづくりを推進するため、地域のまちづくりの拠点である地域まちづくりセンターの整備を行います。
◆定期借地権方式による民間活力を活用した、公民の複合施設として、（仮称）市民総合交流センターを整備します。
◆市民サービスの向上のために
　・マイナンバーカードの取得促進に取り組みます
　・内部事務の更なる委託化の検討
◆「安心が得られるまち」の実現に向けて
　・市民の消費者被害を防止するため、消費生活に関する相談や消費者教育、啓発の推進を図ります。
　・将来の火葬需要に対応した施設整備の検討を行い、施設の計画的な推進を図ります。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

まちづくり協働部～1～



令和元年度
重点施策

分野：生活安心
施策：消費者の自立支援・
消費者教育の推進と消費
者団体の育成

9

　市営火葬場は、昭和55年の竣工から38年が経過し、施設の老朽化
が進んでいます。また、今後、火葬件数の増加が予測される中、火葬
炉等の不足が見込まれるため、新たな施設の整備が必要となってきま
す。

⑨
　将来の火葬需要に対応した施設整備の検討を行い、施設の計画的な整
備の推進を図ります。

⑩

【取組】
　平成30年度に実施した「火葬場整備基礎調査」の結果を踏まえ、新たな
火葬場の整備方針等の検討を行います。

【成果目標】
　草津栗東広域行政協議会の開催

分野：生活安心
施策：生活衛生の向上

8
　高齢者や障害者、若年者等の契約弱者を狙った悪質商法が増加し
ており、市内でもこれらに起因する被害が発生しています。

⑧
　商品やサービスの多様化に伴い悪質商法の手口が巧妙化していること
から、相談の実施と合わせて被害の防止に努めます。

⑨

【取組】
　消費生活に関する相談に対応するとともに、被害の防止に向けた消費
者教育や啓発を行います。

【成果目標】
　「広報くさつ」による情報提供や出前講座・各種イベントへの出演等によ
る啓発の実施
　令和元年度　25回程度（平成30年度実績　22回）

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

7
　平成29年度から内部業務の一部をアウトソーシングしたため、課内
の業務の効率化が図られました。次のステップとして、更なるアウト
ソーシングの拡大に向け検討を進める必要があります。

⑦
　現在、行っている業務を更に精査し、更なるアウトソーシングに向けた分
析を行ってまいります。

⑧

【取組】
　業務の見直しおよび分析

【成果目標】
　業務委託を進めるための仕様書の作成

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

6

　マイナンバーカードは、草津市ではコンビニ交付やマイナポータルに
て子育てワンストップサービスの電子申請に利用できますが、国にお
いては健康保険証の活用や各種行政手続きや民間での利用など、利
用の拡大が進められています。今後、市民生活において利便性が高
まるカードであることから、より多くの市民がカードを取得するように啓
発していく必要があります。

⑥
　マイナンバーカードの利便性を周知し、積極的に普及のための啓発をし、
申請者数の増加につなげます。

⑦

【取組】
・マイナンバーカード取得のための周知・啓発を進め、申請者数を増やし
ます。
・マイナンバーカードを持っている市民が庁内設置のマルチコピー機を使う
ことで、操作に慣れてもらいコンビニ交付件数の増加に繋げます。

【成果目標】
　申請者数　　年間7,000人
　マルチコピー機の設置を7月中に行う。

分野：コミュニティ・市民自
治
施策：市民公益活動の支援

5

・草津駅周辺には、公共施設が独立して点在しているものの、それぞ
れの施設は老朽化が著しく、耐震補強等の改修工事を行うなど施設
更新を検討する必要があります。

・公共施設の機能集積を基本として、これからの人口減少・高齢化に
十分対応できる、コミュニティ・暮らしの再構築を先導する役割が必要
となっています。

・「中心市街地活性化のコア施設」として、地域における良好な環境
や、地域の価値を維持・向上させるよう、新しい機能も加えた複合公共
施設を整備する必要があります。

⑤

　中心市街地に残された大規模な未利用地において、老朽化が著しい既
存公共施設の集約や子育て支援・市民交流のための機能等に加えて、定
期借地権方式による民間活力を活用し、民間事業者からの提案に基づく
新たな機能を付加した、公民の複合施設を整備します。

⑥

【取組】
　（仮称）市民総合交流センターの整備事業を推進します。
　（事業費　503,183千円）

【成果目標】
　建設工事の実施 （供用開始　令和2年12月）

分野：住宅・住生活
施策：市街地の整備

重点⑥-2
（リーディン

グ）
まちなか魅

力向上

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

4

『市民公益活動の推進』
・少子高齢化の進展や世帯構造が変化する中で、福祉や災害時の高
齢者支援など、行政だけ、市民だけでは解決できない地域課題が増
大しています。

・地域課題を他人事とせず、地域住民が支えあい、多様な主体が協働
し、安心して暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向け、市民
公益活動を推進します。

④

　市民公益活動を推進するため、第5次草津市総合計画第3期基本計画お
よび草津市協働のまちづくり推進計画（平成30年3月改訂）に基づき、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連携
し、市民公益活動団体への各種支援策の充実に向けて取り組みます。

⑤

【取組】
・市民公益活動団体を支援する補助金制度、講座、交流イベント等を展開
する（公財）草津市コミュニティ事業団の活動を支援します。
（事業費）
　（公財）草津市コミュニティ事業団運営費補助金
　　　　　　77,292千円　（うち事業費補助金　4,210千円）
　
・市民公益活動団体が加入する各種保険の保険料の一部を補助し、保険
の加入を促進することによって、市民公益活動団体が積極的かつ安全に
活動が行えるよう支援します。
　（事業費）市民公益活動保険加入補助金　140千円

【成果目標】
　市民活動等の団体数
　　令和元年度260団体　　（平成30年度実績　252団体）

まちづくり協働部～2～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　環境経済部　組織目標》　

部長　　　藤田　雅也

理事　　　脊戸　拓也

理事　　　東　隆司

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

当初予算規模（千円）

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 2 2 0 0 0 4 － － －

環境政策課 7 0 0 1 3 11 85,911 11,242 74,669

資源循環推進課 10 0 2 2 2 16 1,397,548 474,748 922,800

くさつエコスタイルプラザ 6 0 0 2 1 9 19,726 4,394 15,332

商工観光労政課 12 0 0 3 0 15 299,835 47,761 252,074

農林水産課 12 0 1 0 3 16 345,215 195,520 149,695

0 0

0 0

2,148,235 733,665 1,414,570

0 0

合計 49 2 3 8 9

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

　持続可能な発展と環境への配慮を両立させるために、新クリーンセンターを拠点として、低炭素社会への転換や資源循環型社
会の構築など、環境にやさしく心地よさが感じられるまちづくりを進めます。また、農・商・工それぞれの分野を強化しながらも、互
いの密接な連携による産業振興と交流人口の増加を図り、活気と賑わい溢れるまちづくりを目指します。

◆「心地よさが感じられるまち」の実現に向けて
・良好な自然環境を維持していくために、生態系に配慮した環境保全と環境負荷低減への取り組みを進めます。
・将来にわたって安定した円滑な廃棄物処理を行うとともに、「資源循環型社会」の形成を図るため、リサイクル等によるごみの資源化促進など、
ごみの減量化に取り組みます。
・「資源循環型社会」の形成を図るため、リサイクル等によるごみの資源化促進など、ごみの減量化に取り組むとともに、安全で安心できるクリー
ンセンターの運営に努め、将来にわたって安定した円滑な廃棄物処理を行います。
・低炭素社会への転換を目指した省エネルギーや新エネルギーの利用促進を図リます。また、環境啓発や環境学習を通じて、地域における環境
活動を支援し、未来の環境を守る取り組みを進めます。

◆「活気があふれるまち」の実現に向けて
・商工会議所や観光物産協会等関係団体の活動を支援することにより、商業・観光の振興を図ります。
・心地よさを感じ、住み続けたいまちづくりの気運を高めるために草津商工会議所を始めとする関係団体等との連携を強め、商業・観光の振興を
図ります。
・草津市工業振興計画に基づき、市内産業の活性化・雇用の拡大を促進し、草津市の持つ強みを活かした産業振興を図ります。
・安定的で持続可能な農業経営の確立、市民と農業者がともに育み、潤いと活力を与える「農」のあるまちの確立を目指し、地域ごとの活力ある
経営体の育成や農地の集積・集約化、草津用水事業など農業基盤の整備や保全、農村環境・景観保全活動に向けた支援を引き続き進めます。

所属

0 0

分野：環境
施策：廃棄物の発生抑制・
再使用・資源化の推進

重点⑥-1
（リーディン

グ）
健幸都市づ

くり

職員数（人）

1
　良好な自然環境を維持していくために、生態系に配慮した環境保全
と環境負荷低減への取り組みが求められています。

①
　河川の水質を調査し、環境負荷の低減のため、事業所等の適切な指導
に努めるとともに、事業者や市民の自主的な環境保全活動を支援します。

①

【取組】
　定期河川調査やハスの種の保存に取り組みます。（事業費　5,952千
円）

【成果目標】
　環境管理基準（BOD※）の達成状況（達成回数/測定回数）　24/24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度：19/24）
　
　※BOD：生物化学的酸素要求量。水中の有機物等の量を表す水質指
標のひとつ。

71

分野：環境
施策：自然環境の保全
施策：環境汚染、環境負荷
対策の促進

②

【取組】
　市内事業者や市民が身近な自然や河川を調査・監視する「川の守り人」
を増やす取り組みを進めます。（事業費　462千円）

【成果目標】
　自主的に河川でのいきもの調査を実施する事業者等を支援し、取り組
み河川を増やします。

分野：環境
施策：自然環境の保全

2

・限りある資源を大切に使い、循環的利用、有効活用に努め、環境へ
の負荷の少ない持続可能な「資源循環型社会」の形成に向けて、ご
み減量化のためのリサイクルの推進を図る必要があります。
・市においては、廃棄物の最終処分場がなく、大阪湾フェニックスへの
搬入を行っていますが、その処分量にも限りがあることから、ごみの
減量が必要不可欠です。

②

　一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（改訂版）で定めている令和3年度のリ
サイクル率24%の達成に向け、食品残渣の減量や古紙類のリサイクルの
推進、事業系ごみの分別徹底・リサイクルの推進等により、ごみ発生量の
削減と資源化ごみ量の増大を図ります。

③

【取組】
・食品残渣の減量を推進するため、ごみ問題を考える草津市民会議と連
携し、家庭で手軽に取り組める「段ボールコンポスト」の普及啓発や3010
運動＋による啓発等を行います。
・焼却ごみ類に多く含まれている古紙類のリサイクルを推進するため、地
域の資源回収活動を促進するほか、雑紙の分別を容易にする雑紙保管
袋を作成し、古紙類の資源回収量や行政回収量の増加を図ります。
・分別方法のさらなる周知のため、ごみ分別アプリの普及を図ります。
・ごみの減量とリサイクルの啓発を出前講座等により実施します。
・事業系ごみの減量のため、3010運動＋による取組を行うとともに、分別
徹底・リサイクルを推進するため、事業所訪問等により啓発指導を実施し
ます。

【成果目標】
　・リサイクル率　 　令和元年度目標：22.8%
 　　（リサイクル率：資源化ごみ量/ごみ発生量×100）
　・3010運動+事業所・飲食店訪問数：100件（平成30年度実績：72件）
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令和元年度
重点施策

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

3
　環境にやさしいまちづくりを進めるうえで、環境学習の推進や低炭
素社会への転換が求められています。

③

　「第2次草津市環境基本計画」に掲げるリーディング事業「『エコミュージ
アム』の展開」を図るため、新たな啓発施設「くさつエコスタイルプラザ」を
拠点として、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。

④

【取組】
　こどもと大人が身近な環境について一緒に話し合い、日ごろ環境への取
り組みを行っている学校や市民団体、企業などが取り組みを発表・交流
する場である「こども環境会議」を、新たに環境啓発の拠点施設である「く
さつエコスタイルプラザ」にて開催します。（事業費　816千円）

【成果目標】
　こども環境会議参加団体数　63団体（平成30年度：55団体）

分野：環境
施策：環境学習の拡充

4
　日本経済は、緩やかに回復しているものの、中小企業の経営や雇
用情勢には依然として厳しい環境が継続していることから、引き続き、
市内産業の活性化を図っていくことが必要となっています。

④

　草津市工業振興計画に基づき、引き続き、ビジネスマッチング等による
販路拡大を推進するとともに、市内への新規立地を含め、市内の成長もの
づくり、医療・ヘルスケア、環境・エネルギー産業等の継続的な事業展開に
対する支援を充実し、設備投資の誘引による市内産業の活性化を図り、
雇用の拡大につなげていきます。また、健幸都市づくりの推進の一環とし
て、企業が主体となって、従業員の健康増進・疾病予防に取り組んでいた
だける機運を高めます。

⑤

【取組】
　草津イノベーションコーディネータ（2名）による企業訪問（情報収集と提
供）活動やセールスプロモーション支援事業により、市内企業の交流・商
談・マッチングによる販路の拡大活動を促進します。（事業費　12,275千
円）

【成果目標】
　草津イノベーションコーディネータによる企業対応件数およびマッチング
件数
　　 令和元年度　対応件数  640件　マッチング件数　128件
　　（平成30年度　対応件数　580件　マッチング件数　108件）

分野：商工観光
施策：研究開発人材の連携
と協働の基盤づくり
施策：中小企業の技術向上
と経営革新の支援

⑥

【取組】
　公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金の活用により、
市内企業等の投資を促進し、地域産業の活性化を図ります。（事業費
3,800千円）

【成果目標】
　公的インキュベーション施設退去企業立地促進補助金に基づく新規誘
致件数
　　令和元年度　2件　（平成30年度　2件）

分野：商工観光
施策：企業の誘致と集積促
進
施策：新産業の創出

⑦

【取組】
　企業が従業員の健康管理を経営的視点で捉え、従業員の健康保持・増
進に戦略的に取り組む健康経営を導入する企業の増加を図ります。（事
業費　150千円）

【成果目標】
　健康経営優良法人の認定事業所数
　　令和元年度　3件　（平成30年度　1件）

分野：健康・保険
施策：疾病予防対策の強化

重点⑥-1
（リーディン

グ）
健幸都市づ

くり
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令和元年度
重点施策

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

5

　市の魅力を全国に発信しながら、本市の特性に合った効果的な観
光物産振興事業および商業振興により、交流人口の増加や観光消
費の拡大を図り、にぎわいあふれるまちづくりに取り組むことが必要と
なっています。

⑤
　草津市観光物産協会や草津商工会議所等の関係団体の活動を支援
し、交流人口の増加と観光消費の拡大による商業・観光の振興を図りま
す。

⑧

【取組】
　草津商工会議所や草津市商店街連盟等の関係団体による活動を支援
するとともに、今年度は、草津駅周辺の商店街に管理用カメラを設置し、
安全・安心な商店街づくりを支援し、まちの魅力向上を図ります。
（事業費　商工団体活動費補助金　14,044千円、商店街活性化推進費
22,351千円）

【成果目標】
　買物をする環境が整っていると思う市民の割合
　　　令和元年度　76%　（平成30年度　74.5%）

分野：商工観光
施策：地域商業の活性化

⑨

【取組】
　「宿場町草津」・「びわ湖草津」の魅力の発信や、健幸を意識した地域の
観光資源を活かしたヘルスツーリズムを推進します。また今年度は、観光
物産協会の活動による経済波及効果を高めるため、観光物産協会の機
能強化に係る取組を支援します。
　また、びわこビジターズビューローや近隣市とも連携し広域観光を進め
ます。
（事業費　草津市観光物産協会観光振興活動費補助金　29,083千円、第
51回草津宿場まつり開催費補助金　13,500千円、広域観光費　1,019千
円）

【成果目標】
　観光入込客数
　　　令和元年　3,105,000人　 （平成30年（暫定版）3,104,200人）

分野：商工観光
施策：観光資源の活用と草
津のブランド力の強化
施策：出会いとふれあいの
魅力の発信

重点⑥-1
（リーディン

グ）
健幸都市づ

くり

6

　国において、生産効率を高め競争力のある「攻めの農林水産業」を
実現するために、農地の利用集積や経営体の育成に係る政策が展
開されていることから、市域においても国の政策を活用しつつ、地域
の特性を生かした農業振興を図っていくことが必要となっています。

⑥

・国の農業・農村政策である「攻めの農林水産業」を推進するため、「人・
農地プラン」に基づき、効率的かつ持続可能な農業の実現に向け、担い手
の育成や農地の集積など関係機関と連携して取り組みます。
　また、農業生産を支える基幹的な土地改良施設の機能更新により、安定
した地域農業経営の確立に向けた取り組みを進めます。
　さらに、法面の草刈りや水路の泥上げ等の地元による農村地域の維持
活動に対する支援制度である「農村まるごと保全向上対策事業」の広域化
事業を推進し、農村地域の維持保全活動の継続並びに地域活性化の支
援体制の強化を図ります。
・馬場山寺地域の未整備田において、農地の基盤整備（ほ場整備）を実施
し、農地の大区画化と担い手農家への農地集積により、生産性の向上や
経営規模拡大など地域農業の振興と優良農地の確保・保全を進めます。

⑩

【取組】
　持続可能な地域農業の実現を目指す「人・農地プラン」に基づき、担い
手に対し、県・JA草津市・農業者等の関係機関と連携し支援を行うととも
に、農地中間管理機構の活用やJA草津市を通じた利用権の設定、また、
農業委員、農地利用最適化推進員などの関係機関を通じ、農地の利用
集積を図ります。

【成果目標】
　担い手への農地の集積率　令和元年度　66.2%　（平成30年度：63.2% ）

分野：農林水産
施策：持続的・安定的な農
業経営の確立

⑪

【取組】
・県における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（県営草津用水二期事業）の円滑な推進と早期完了を図るため安定
的な予算の要望を行うとともに、必要な経費の一部を負担するなど、農業
生産施設の適正な機能更新を図ります。
（市負担金　112,500千円（平成30年度：123,603千円））
・馬場山寺地区基盤整備事業の事業採択に必要な基本設計業務、外周
測量業務を実施します。
（予算額　57,485千円）

【成果目標】
　草津用水二期事業全体進捗率　44.6%（平成30年度：36.2%）
　　・草津用水二期事業（2期地区1工区)進捗率　42.0%
　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度：25.0%）
　　・農村まるごと保全向上広域化事業の推進
　　　　令和元年度　572ｈa（46ha増加：下寺・下寺津田江の農用地面積）

分野：農林水産
施策：農地の保全と農業的
土地利用の増進
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◆目標管理者

令和元年度
重点施策

30,142,991 20,925,883

①

9,217,108

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

【取組】
　「草津市健幸都市基本計画」の各事業について、「草津市健幸都市づく
り推進委員会」で進捗管理を行うとともに、市の総合政策として部局横断
的な取組を進めます。（事業費　5,386千円）
　①健幸づくり推進拠点の整備
　②草津川跡地公園での健幸イベントの開催（令和元年11月予定）
　③「健幸都市くさつ」の広報・啓発
　④健幸都市賛同事業所の拡大
　⑤産学公民が連携した健康関連事業の実施
　⑥庁内横断的な健幸都市づくり推進チームの活動
　⑦地域共生社会の実現に向けた取組
※健幸都市づくり推進本部会議関連事項

【成果目標】
・草津市健幸都市宣言賛同事業所数の増加　20事業所（平成30年度実
績 63事業所　累計179事業所）
・健幸フェアにおけるブース出店　15事業所以上(平成30年度実績　15事
業所）

1

<健幸>
　将来的な高齢化・人口減少を見据え、誰もが生きがいをもち、健や
かで幸せになれる「健幸都市くさつ」を目指し、草津市健幸都市基本
計画に基づき、まちづくりの中核に「健幸」を位置づけ、「まち」「ひと」
「しごと」の3つを柱として、個人の健康づくりにとどまらず、都市計画・
建築、まちづくり、産業などの幅広い分野において、産学公民連携を
進め、市の総合政策として、健幸都市づくりを推進する必要がありま
す。

①
分野：健康・保険
施策：市民の健康づくり支
援

10,521,813 5,841,902

175

　健幸都市くさつの実現に向け、行政や市民、地域、大学、企業、団体な
どあらゆる主体が「健幸」を“我が事”として意識し、各主体の連携を深め、
様々な施策を“丸ごと”で進めていくことができるよう、健幸都市づくりの取
組を総合的に実施していきます。

合計 94 0 6 43 32

9,067,846 7,608,417 1,459,429

保険年金課 15 0 0 7 11 16,363,71533

637,847 407,252 230,595

介護保険課 10 0 1 17 6 34

210,117 0 210,117

長寿いきがい課 13 0 0 4 2 19

108,072 18,445 89,627

地域保健課 7 0 0 0 1 8

- - -

健康福祉政策課 5 0 3 0 3 11

歳出
（職員費を除く）

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 5 0 0 0 0 5

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計

544,232

《令和元年度　健康福祉部　組織目標》　

部長　　　川﨑　廣明

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
健康・医療・保険・福祉の充実を図り、「健幸で安心して暮らせるまちづくり」を進めます。

◆“住む人も、訪れる人も、「健幸」になれるまち”を目指し、健幸都市づくりを進めます。
　・健幸都市づくりの推進に向けて市の総合政策として、部局横断的取組や産学公民等との連携を進めます。
◆いきいきとした高齢社会の実現に向けた取組と、あんしんできる高齢期の生活への支援を進めます。
　・高齢者が長年の経験で培った豊かな知識や技能を生かした取組等から高齢期の健康と生きがいづくりを支援します。
　・高齢期にある人が安心して暮らせるよう、介護保険サービスや生活支援サービス等の適切な利用を支援するとともに、できるだけ長く住み慣
れた地域で暮らし続けられるよう、地域で支えあえる仕組みづくりを進めます。
◆障害のある人もない人も、共に生きる社会づくりを進めます。
　・障害のある人やない人、あるいは異なる障害のある人等の相互理解を深めながら、必要な生活支援を行うとともに、社会参加と自己実現の多
様なニーズへの対応を図ります。
◆地域共生社会の実現に向けて、「地域力」のあるまちづくりを進めます。
　・地域福祉の担い手の育成とそのネットワークの充実を図るとともに、地域における支え合いを推進し「地域力」を生かした福祉のまちづくりを進
めます。
◆”誰もが健康で長生きできるまち草津”を目指し、市民の健康づくりを進めます。
　・生活習慣の改善等による疾病予防対策の強化や、地域社会の中での健康づくりを推進し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を図ります。
◆医療保険制度の適正運用に努めます。
◆生活安定への支援と暮らしの安心の確保に取り組みます。
　・経済的な困窮や複合的な課題を抱える人々等、市民の生活安定の危機に対して、適切な制度運用と生活安定・自立への支援を図ります。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

24 14,581

理事　　　溝口　智紀

プレミアム付商品券事業推進室 2 0 0 0 0 2

20 2,506,527

544,232 0

生活支援課 16 0 1 5 2

19 690,054

10,110 4,471

障害福祉課 11 0 0 8 1

86,040 604,014

1,729,574 776,953

健康増進課 10 0 1 2 6

重点⑤
スポーツ・健

康

重点⑥-1
（リーディン

グ）
健幸都市づ

くり
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令和元年度
重点施策

【取組】
　草津あんしんいきいきプラン第7期計画に基づき、公募を実施し選定し
た事業所が施設整備を円滑に進められるように支援を実施します。

【成果目標】
特別養護老人ホームの開所 令和2（2020）年4月予定

分野：長寿・生きがい
施策：介護サービスの充実

⑦

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など） 　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

②

　介護と医療の両方を必要とする高齢者の在宅生活を支えるため、医療と
介護の連携のもと高齢者の退院・在宅復帰の支援を行うとともに、地域で
安心して医療・介護サービスを受けることのできる基盤（多職種の連携体
制）づくりを推進します。また、高齢化が進み、多くの市民が人生の最期ま
で在宅で過ごすことを希望される中、医療と介護の支援が必要になっても
サービス等を受けながら、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続でき
ることについて、市民啓発に取組みます。

②

【取組】
　在宅医療介護連携支援窓口を運営するとともに、在宅療養者のサポー
ト体制の充実に向け、医師会、中核病院、多職種の代表者による協議会
（意見交換の場）を開催し、在宅医療と介護の連携のための基盤強化に
向けた検討を推進します。

【成果目標】
・草津栗東地域医療推進会議の開催
・多職種連携推進会議の開催
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③

【取組】
　高齢者が、身近な地域で社会参加・つながりを通じた介護予防活動が
できるよう地域サロン等の活動の充実を図るとともに、こうした地域活動
に専門職が関わり、フレイル予防に取り組む機会を確保します。

【成果目標】
・地域サロン等への専門職の派遣　24回
・地域での活動に参加する高齢者の割合の増加
　（草津あんしんいきいきプラン第7期計画 令和2（2020）年までの目標
80%）

分野：長寿・生きがい
施策：地域包括ケアシステ
ムの推進

③

【取組】
　地域住民が在宅医療の理解を深め、医療と介護を活用しながら自分ら
しい暮らし方を考える機会とするため、市民啓発講座を開催します。

【成果目標】
　在宅医療介護連携にかかる市民啓発講座の開催

分野：長寿・生きがい
施策：地域包括ケアシステ
ムの推進

分野：長寿・生きがい
施策：地域包括ケアシステ
ムの推進、介護予防対策
の推進

重点④
高齢者福祉

【取組】
　高齢者の困りごとを「我が事」と捉え、地域において生きがいや社会参
加につながる「居場所づくり」や「支え合い活動」の創出に向け、小学校区
ごとに話し合いの場（学区の医療福祉を考える会議）の開催を支援し、地
域住民、行政、関係機関が協働による地域づくりを推進します。

【成果目標】
　生活支援体制整備事業における協議体設置数　10学区（平成30年度実
績　4学区）
　（草津あんしんいきいきプラン第7期計画 令和2（2020）年までの目標
14学区）

分野：長寿・生きがい
施策：地域包括ケアシステ
ムの推進

⑧

【取組】
　誰もが認知症を我が事として捉え、認知症の人を地域で支えるまちづく
りが加速するような普及・啓発を推進します。

【成果目標】
　認知症サポーター数　15,000人以上　(平成30年度実績　13,518人）
（草津市認知症アクション・プラン第2期計画 令和2（2020）年までの目標
12,000人以上）

分野：長寿・生きがい
施策：認知症対策の推進

【取組】
　（仮称）認知症があっても安心なまちづくり条例の制定に向け、草津市
認知症施策推進会議を通じ、認知症施策に関係する当事者の視点や意
見を聴取しながら条例案の検討を推進します。

【成果目標】
・認知症施策推進会議の開催　年4回
・条例案に関するパブリックコメントの実施

分野：長寿・生きがい
施策：認知症対策の推進

重点④
高齢者福祉

【取組】
　草津あんしんいきいきプラン第7期計画に基づき、地域密着型特別養護
老人ホームの整備に関して、事業者の整備費用の一部を支援します。
（事業費）123,830千円

【成果目標】
　地域密着型サービス施設等整備費補助金交付件数　1件

分野：長寿・生きがい
施策：介護サービスの充実

重点④
高齢者福祉

④

  介護が必要になっても住み慣れた地域で生活が維持できるよう、また、
介護者の負担軽減に向け介護保険サービスや各種支援制度を展開・充
実するとともに、在宅での生活が困難になった方の支援のため、特別養護
老人ホームの整備を行います。

⑥

⑤

　「認知症があっても安心して生活できるまちの実現」に向け、草津市認知
症施策アクション・プラン（第2期計画）に基づき、「認知症への理解を深め
るための普及・啓発の推進」、「認知症の人を含む高齢者にやさしい地域
づくりの推進」に重点をおき各種施策の取り組みを進めます。
　また、これらの取組効果を市全域に波及させるため、認知症施策に関す
る基本的な理念や方向性、関係者等の役割などを総合的に規定する条例
制定に向け検討します。

＜長寿・いきがい＞
・少子高齢化が進み、生産年齢人口の割合は低下傾向を続けるとと
もに、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が増加し、地域や家庭での介
護力が低下してきています。
・疾患や障害を抱えながら自宅で療養する高齢者や認知症高齢者な
ど、支援や介護を要する高齢者が増加しています。加えて、高齢者を
とりまく地域との関係の希薄化が危惧されています。
・団塊の世代がすべて75歳以上となり、介護等の需要の急増が想定
される令和7（2025）年を展望しながら、介護予防の浸透を図るととも
に、要介護状態となった場合でも、可能な限り地域で自立した生活を
営むことができる体制を整備する必要があります。
・高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができるよう、
地域において高齢者の生活を支える医療・介護・予防・住まいが一体
的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進体制の構築を
進めていく必要があります。
・介護を必要とする高齢者が増加する中、介護者の負担軽減に向け
た各種公的サービス等の充実や、在宅生活の継続が困難になった方
を支えるサービスの充実が求められています。

⑨

　高齢者が自らが有する能力を生かし、社会参加を通じた介護予防や疾
病予防・重度化防止など、地域の中で生きがいや役割を持って活動がで
きるよう、住民主体による活動の展開・充実を推進します。
　また、地域において住民主体により相互が見守り・安否確認に取り組む
支え合いの体制構築に向け、行政、地域住民、市社会福祉協議会やその
他関係する団体との協働により地域づくりを推進します。

④

⑤
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重点施策

　

分野：地域福祉
施策：地域福祉の担い手の
育成と活躍の促進
地域福祉を支えるネット
ワークづくり

4

<地域福祉>
　少子高齢化や小世帯化、身近な地域社会の変化などにより、地域
の中での社会的なつながりが希薄化し、地域コミュニティの持つ「地
域力」が低下しています。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすこ
とができるよう、第3期地域福祉計画に基づき、「地域力のあるまち草
津　未来へつなぐ地域福祉　人にやさしい福祉のまち」を理念として取
り組んでいく必要があります。

⑦
　「地域力」のある福祉のまちづくりの実現に向け、住民が世代を超えてつ
ながり、地域の中で活動する人を広げ、地域福祉活動の充実を図ります。

⑫

【取組】
・地域福祉活動の担い手である民生委員児童委員の活動支援を行うとと
もに、一斉改選による選任に向けて取り組みます。
・地域福祉活動の中心的な役割を担う市社会福祉協議会を支援し、各種
地域福祉関連事業を推進します。（事業費1,962千円）

【成果目標】
・一斉改選による民生委員児童委員の選任　261人
・地域福祉活動の担い手の育成（福祉教養大学の開催（5回）（平成30年
度5回）・大学院の開催（5回））

分野：障害福祉
施策：障害のある人の暮ら
しを支えるサービス基盤の
充実

【取組】
・ワークショップや街頭啓発の実施および広報等により障害者理解促進
のための啓発を行います。
・第2次草津市障害者計画および第5期草津市障害福祉計画・第1期草津
市障害児福祉計画を着実に推進します。

【成果目標】
　理解促進啓発事業　3回実施

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

3

＜障害福祉＞
　平成31年4月から「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」
が施行されたことから、障害のある人の暮らしを支えるサービスのさ
らなる充実を図るとともに、「障害」と「障害のある人」への理解の促進
と尊厳の保持に努め、社会のあらゆるバリアを無くし、福祉のまちづく
りのさらなる推進に取り組む必要があります。

⑥

・「障害のある人もない人も、誰もがいきいきと輝けるまち」の実現のため、
「障害」と「障害のある人」への理解促進の啓発を行うとともに、障害のある
人が安心して暮らすことができるための総合的な障害者施策を実施しま
す。
・障害福祉サービスの担い手となる、障害福祉施設・サービス事業所等の
社会資源拡充のための取り組みを進めます。

⑪

【取組】
　重症心身障害者生活介護施設の整備を進めます。
　（令和2年4月開所予定）
【成果目標】
　施設整備の完了

【取組】
　介護サービス事業所に共生型障害福祉サービス事業所の指定勧奨を
行い、社会資源の充実を図ります。
【成果目標】
　共生型障害福祉サービス事業所の指定　2事業所

分野：障害福祉
施策：障害のある人の暮ら
しを支えるサービス基盤の
充実

⑩

⑬

⑧

【取組】
・女性特有のがん検診について、受診率の向上を図るためクーポン券を
配布します。
・がんに対する正しい知識の普及啓発を行います。
・がん検診の対象者に、検診の種別ごとに個別勧奨を行います。
（事業費）156,768千円

【成果目標】
　がん検診受診者数の向上
　子宮頸がん  4,720人（平成30年度実績3,085人）
　乳がん　　    2,841人（平成30年度実績2,148人）

分野：健康・保険
施策：市民の健康づくり支
援

⑮⑨
・がん検診を実施し、がんの早期発見・早期治療をすることでがんによる
死亡者を減らします。
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＜健康＞
・高齢化の進展や生活習慣病の増加等を背景に、健康上の問題で日
常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）の延伸が必
要となっています。第3次草津市食育推進計画では、男女ともに過剰
な塩分、脂質の摂取や若い世代での野菜の摂取不足、学童期から青
年期の朝食の欠食などの食習慣の乱れに対する取り組みを推進する
ため、産学官民が連携して取り組む必要があります。
・市民一人ひとりが健康づくりに関心を持ち、自らが健康づくりに取り
組むことが重要です。
・高齢社会を背景にがんは死亡原因の第一位になっています。がん
は早期発見・早期治療が可能となってきていることから、がん検診が
極めて重要ですが、がん検診受診者数の伸び悩みがあります。

分野：健康・保険
施策：市民の健康づくり支
援

【取組】
・ライフステージに応じた健康づくりや生活習慣病予防に関する市民への
啓発を行います。
・健康推進アプリ「BIWA-TEKU」等を通して市民の健康への関心を高める
取組を進めます。
・飲食店等と連携した食育の推進や健康推進員による地域での食育や体
力づくりの活動など、様々な主体と連携して市民の健康づくりに取り組み
ます。

【成果目標】
　健幸ポイント制度参加人数　2,200人
　（平成30年度実績1,512人）

⑭

【取組】
　各学区に提供した健康データの分析情報をもとに、地域の特性や健康
課題について各まちづくり協議会と共有を図り、話し合いの場を広げるな
ど、地域の健康づくりの取り組みを推進します。

【成果目標】
　地域の特性に応じた健康づくりを進めることができた学区数　14学区

分野：健康・保険
施策：市民の健康づくり支
援

・乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた健康増進の取り組み
を推進します。
・市民一人ひとりが、食に関して知識・関心を高め、健全な食生活を実践し
てもらえるような取り組みを推進します。
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⑯

＜保険＞
・高齢化の進展や医療の高度化に加え、保険料の負担能力が低い
方々の加入割合が高いなど、国民健康保険制度の運営は厳しい状
況です。
・平成29年度に策定しました「草津市国民健康保険保健事業推進計
画」（特定健診等実施計画第3期・データヘルス計画第2期）のデータ
分析結果では、若い世代（40歳代以降）の糖尿病を含む生活習慣病
患者の医療費の適正化や生活習慣病の重症化予防などが健康課題
となっています。
・生活習慣病の早期発見や予防を図るために実施する特定健康診査
の受診率および特定保健指導の実施率が低い状況が続いていま
す。

⑩

分野：生活安心
施策：セーフティネットの充
実

6

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

【取組】
・特定健康診査の未受診者に対して、本市の保健師（嘱託職員）が通知
および電話等による受診勧奨を実施します。また、未受診者の過去の受
診の履歴や傾向を分析したうえで受診勧奨通知を行います。
・被用者保険との事業連携による集団健診を実施し、被保険者の受診機
会を確保します。
・特定保健指導の対象者に対して、土日にも個別勧奨および保健指導を
実施します。
・糖尿病治療中断者を訪問し、治療状況を聞き取りのうえ受診勧奨を行
います。

【成果目標】
・平成31年度　特定健康診査実施率　45%

分野：健康・保険
施策：国民健康保険制度の
運用

【取組】
・福祉の総合相談窓口「人とくらしのサポートセンター」において、多様で
複合的な悩みに対応するとともに、支援関係機関と連携を密にし、相談支
援の充実を図ります。
　　　（生活困窮者自立支援事業費：14,581千円)
・生活保護が必要な方には生活保護を適切に適用します。
　　　（生活保護事業費：1,997,249千円）

【成果目標】
・「人とくらしのサポートセンター」による相談支援
　　230件以上（平成30年度実績　230件）
・適正な生活保護の適用（参考：平成30年度開始実績112件）
・就労による生活保護の廃止 20件以上（平成30年度実績23件）

⑪

・福祉の総合相談窓口「人とくらしのサポートセンター」における相談支援
と、直接生活費の給付を行う生活保護制度や自立支援事業を効果的に適
用し、様々な課題を抱える人々の支援を行います。
・非課税者および3歳半未満(10月1日時点)の子が属する世帯への生活支
援と地域における消費を喚起・下支えすることを目的に国の補助事業とし
て、プレミアムを付けた商品券を販売します。

　生活習慣病の早期発見や予防を図るため、特定健康診査の受診率およ
び特定保健指導の実施率の向上に向けた取り組みや協会けんぽとの事
業連携による集団健診の拡充および特定保健指導への更なる利用勧奨
を行います。

⑱

【取組】
　消費税率引き上げによる低所得者と子育て世帯の生活支援を図るた
め、プレミアム付商品券事業を実施します。
（事業費　536,671千円　※平成30年度予算明許繰越費）

【成果目標】
　プレミアム付商品券の販売開始　（令和元年10月）

7

<生活安心>
・働きたくても働けない、住む場所がない、また非正規・低賃金就労等
の理由により、生活に困窮する人々に対するセーフティネットの充実
が求められています。また、金銭、家庭、健康などの複合的な悩みに
対し、包括的に対応できる支援体制の強化が必要とされています。
・消費税率の10%への引き上げに伴い、低所得者と小さな乳幼児のい
る子育て世帯に対して、税率引き上げ後、消費に与える影響を緩和
する必要があります。

分野：生活安心
施策：セーフティネットの充
実

⑰

健康福祉部～4～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

③
　子育て家庭に家事や育児を行うホームヘルパーを派遣することで、家庭
環境の安定と家庭に孤立防止を図ります。

③

【取組】
　1歳までの乳幼児を養育している家庭に、子育て応援ヘルパーを派遣し
ます。
　・多胎児家庭ホームヘルパー派遣事業（事業費　1,197千円）
　・草津っ子サポート事業（事業費　597千円）

【成果目標】
　・多胎児家庭ホームヘルパー派遣事業
　　　432時間　(平成30年度　402.5時間)
　・草津っ子サポート事業利用世帯数
　　　216時間　(平成30年度　132時間)

分野：子ども・子育て
施策：子ども・子育て支援、
ネットワークの充実

分野：子ども・子育て
施策：母子保健サービスの
充実

2

＜子ども・子育て支援、ネットワークの充実＞
　核家族化やコミュニティの希薄化等により、家庭や地域における子
育て機能が低下し、子育てに対し不安や負担を抱えている保護者が
増加しています。

②
　身近なところに子育てを支えてくれる人がいないという家庭が増加し、子
育ての孤立化は深刻な問題となっているため、子育て中の親子が交流で
きる場所や必要な子育て情報を提供できるよう取り組みます。

②

【取組】
・子育て支援センターを運営します。
　　地域子育て支援センター　（事業費　15,044千円）
　　　2箇所（みのり・モンチ）
　　市子育て支援センター （事業費　11,949千円）
・つどいの広場を運営します。（事業費　8,768千円）
　　　2箇所（まめっこ、くれよん）
・ミナクサ☆ひろばを運営します。（事業費　35,017千円）
・児童館の運営を支援します。
　  笠縫東児童センター（事業費　9,407千円）
　
【成果目標】
　子育て支援拠点施設の利用者の拡大および相談機能の充実を図りま
す。

分野：子ども・子育て
施策：子ども・子育て支援、
ネットワークの充実

1

＜総合相談窓口の充実、母子保健サービスの充実＞
　核家族や転入家庭など周囲の支援が得られない家庭が多く、妊娠
や子育てに関する不安や悩みが発生しても周囲に相談できないため
に悩みを増幅させるパターンが多く見受けられます。

①

　妊娠から子育てに関する不安を解消するとともに切れ目ない支援につな
げるため、子育て支援施設とも連携して相談しやすい環境づくりに努め、継
続的な支援を円滑に実施できるよう関係機関で情報連携に努めます。
　また、転入家族や核家族といった家庭を含め、周囲の支援が得にくい家
庭が安心して子育ての悩み等を相談できるよう、総合相談の充実に努めま
す。

①

【取組】
・関係機関との情報連携の強化により情報の把握に努め、継続的な支援
の実施により妊娠期からの切れ目ない支援を実施し、子育て不安の軽減
を図ります。
・個別のケースを継続的に管理するために作成した個別支援プランを用
い、産前産後を通じて切れ目のない支援に取り組みます。また、周囲の支
援が得にくい家庭の悩みが総合相談につながるよう、総合相談窓口の周
知・啓発に努めます。
　　総合相談事業（事業費　3,863千円）
　
【成果目標】
　産後、退院してからの一カ月程度、指導・ケアを十分に受けられたと感じ
た人の割合　87%　　(平成30年度実績 86.3%）

7,556,300 4,183,947

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

0

合計 212 0 9 58 223 502 11,740,247

0

0

0

0

0

保育所（幼保連携型認定こども園含む） 94 0 3 5 124 226

4,126,003 2,040,947

幼稚園（幼稚園型認定こども園含む） 56 0 2 7 63 128

232,566 816,277

幼児施設課 7 0 0 0 4 11 6,166,950

458,695 176,734

幼児課 13 0 2 5 5 25 1,048,843

72,039 222,526

発達支援センター 11 0 0 11 18 40 635,429

3,317 29,290

子育て相談センター 11 0 1 14 3 29 294,565

2,275,938 714,870

家庭児童相談室 5 0 0 8 0 13 32,607

387,742 183,303

子ども家庭課 7 0 1 8 4 20 2,990,808

― ―

子ども・若者政策課 6 0 0 0 2 8 571,045

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 2 0 0 0 0 2 ―

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

《令和元年度　子ども未来部　組織目標》　

部長　　　田中　祥温

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
安心が得られるまちへ
「子どもの人権が尊重され、子どもと大人がともに育ちあい、笑顔輝くまち草津」を目指します。

◆切れ目のない子育て支援を充実します。
　・「総合相談窓口の充実」を行います。
　・「母子保健サービスの充実」を行います。
　・「子ども・子育て支援、ネットワークの充実」を行います。
　・「子ども・若者支援体制の検討」を行います。
　・「青少年健全育成の推進の充実」を行います。
◆ 就学前教育・保育を充実します。
　・「質の高い就学前教育・保育の提供」を行います。
　・「就学前教育・保育施設の整備」を行います。
◆安心して子育てができる環境づくりをすすめます。
　・「児童虐待の防止と早期発見・早期対応」を行います。
　・「ひとり親家庭等への支援の充実」を行います。
　・「発達障害児等への支援の充実」を行います。
　・「児童育成クラブの充実」を行います。
　・「子育てに伴う経済的負担の軽減」を行います。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

子ども未来部～1～



令和元年度
重点施策

⑥

【取組】
　少年センターでの相談活動や、少年補導委員の協力を得て、街頭巡回
活動を行います。

【成果目標】
　地域、学校、関係機関との連携を強化し、少年への声かけを通じて青少
年の健全育成を図ります。

分野：教育・青少年
施策：青少年健全育成の推
進

分野：子ども・子育て
施策：子ども・子育て支援
ネットワークの充実

重点③
子育て支援

4

＜青少年健全育成の推進の充実＞
　情報化の進展などにより、青少年を取り巻く環境は大きく変化し、非
行、いじめなどの問題が深刻化しています。安心して子どもを産み育
てることができるまちを目指し、妊娠から出産、子育て期にわたる相
談・支援などに加えて、青少年健全育成の取り組みを一体的に行うた
め、教育委員会から青少年健全育成に関する事業と少年センターの
移管しました。

⑤

　青少年の健全育成を図るため、地域、学校、関係機関、行政とが連携し、
青少年が自ら社会や他者との関わりを考え、社会の一員としての自覚と行
動を促す機会づくりや、青少年への教育活動を進めるとともに、地域や関
係機関などと行政を繋ぐネットワークの強化を図ります。

⑤

【取組】
　青少年の健全育成を推進される市民会議と連携して、関連事業を展開し
ます。
　（主な事業）
　　・青少年の主張発表大会を開催します。（事業費　367千円）
　　・青少年育成大会を開催します。　（事業費　551千円）

【成果目標】
　地域、学校、関係機関、行政の連携強化を図るとともに、青少年が活躍
する場の充実を図ります。

分野：教育・青少年
施策：青少年健全育成の推
進

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

3

＜子ども・若者計画の策定＞
・ニート、ひきこもり、不登校、発達障害等の子ども・若者の抱える問題
の深刻化や、有害情報の氾濫等の子ども・若者をめぐる環境の悪化と
いった現状に対して、行政の個別分野における縦割り的な対応では限
界があること等がかねてから指摘されています。
・子ども・若者の健やかな育成や社会生活を円滑に営むことができる
ようにするための支援・取り組みについて、総合的な施策を推進する
ため、令和2年度を始期とする（仮称）草津市子ども・若者計画を策定
します。

④

・困難を有する子ども・若者の現状把握（全国、本市）を行い、必要な支援
施策について、「子ども・子育て支援事業計画」の次期計画との整合を図り
ながら、計画策定作業を行います。
・支援体制についても、関係部局と協議を行い、既存の枠組みを活用しな
がら、わかりやすく、効果的な体制となるよう検討を行います。

④

【取組】
・子ども・子育て会議の意見を聴取しながら、計画の策定作業を行います。
（事業費3,158千円）
・子ども・若者計画に基づき、困難を有する子ども・若者への支援体制の
検討を行います。

【成果目標】
・子ども・子育て会議の開催回数　2回
・計画を策定します。

子ども未来部～2～



令和元年度
重点施策

6 ⑦ ⑧
重点③
子育て支援

分野：子ども・子育て
施策：質の高い就学前教
育・保育の提供

〈質の高い就学前教育・保育の提供〉
　現在、子ども・子育て支援法改正案が国会に提出されており、10月
からの幼児教育・保育無償化の円滑な実施に向けた対応を行う必要
があります。

　無償化に向けた各種制度や事務手続きの見直し・制度周知を行うほか、
無償化の対象となる認可外保育施設について、保育の質の向上や安全安
心な保育環境確保のための立入調査や指導監査の強化に向けた取組を
進めます。

【取組】
・施設や利用者に向けた制度周知を行います。
・認可外保育施設にかかる立入調査や指導監査の強化に向けた体制づく
りの検討を行います。
・無償化に向け必要となる例規改正やシステム改修等を行います。

【成果目標】
・10月からの制度開始
・立入調査や指導監査の強化に向けた体制づくりの検討

分野：子ども・子育て
施策：質の高い就学前教
育・保育の提供

5
〈質の高い就学前教育・保育の提供〉
　「子ども・子育て支援新制度」では、就学前の教育・保育の「質」の向
上を求めています。

⑥

　草津市における「就学前教育・保育の質の向上」を図るため、小学校や
民間保育園等とのさらなる連携を図り、小学校への円滑な接続や教育・保
育内容の充実を図ります。また、公立認定こども園での実践・検証で得ら
れた成果を、今後の草津市の就学前教育・保育体制の充実に活かしま
す。

➆

【取組】
・質の高い幼児教育の提供のために、職員の資質向上をめざした研修の
充実を図ります。
・草津市就学前教育・保育指針、草津市就学前教育・保育カリキュラム、
草津市接続期カリキュラムを活かした教育・保育の内容の充実を図りま
す。
・教育委員会と協働して、乳幼児期の教育・保育の重要性や学校教育との
円滑な接続についての取組を強化します。また、地域や保護者、関係機関
にその重要性について啓発・周知します。

Ⅰ．就学前教育・保育内容の充実のための実践・検証
①「草津市就学前教育・保育指針」「草津市就学前教育・保育カリキュラ
ム」を基に、公開保育等の実践検証を行い、草津市の就学前教育・保育
の質の向上をめざします。
➁教育委員会や小学校と連携・協働しながら、「草津市接続期カリキュラ
ム」の実践・検証を行い、小学校教育への円滑な接続のための取組を推
進します。
  ・共通カリキュラムを活かした実践・検証
　・研究保育・研究会の開催
　・小学校との共同研修の開催
　・民間保育園等との連携による実践力の向上
➂認定こども園化の推進をします。
　・公立認定こども園（モデル園）での実践・検証で得られた成果を活かし
て、認定こども園化を推進します。

Ⅱ．保育者のスキルアップに向けた研修・サポート体制の充実
①スキルアップのための研修会を実施します。
　保育者としての専門性や実践力を培うための保育内容研修・人権研修・
保育安全研修・健康研修等を行います。　 (事業費　450千円)
➁就学前教育サポート事業を推進します。
　保育現場における特有の課題や問題について、臨床心理士や社会福祉
士などの保育カウンセラーを活用し、就学前教育段階での適切なケアや
保育環境の質の向上をめざします。また、保育者自身のスキルアップのた
めの研修会を行います。
　・保育カウンセラーを活用した保育コンサルテーション
　・保育者のスキルアップ研修
　・保護者の子育て支援　　                     (事業費　1,073千円)
➂幼稚園等ステップアップ推進事業を行います。
　・園経営の特色アップ推進事業
　・教師の指導力アップ推進事業　　　　　　（事業費　1,580千円　）
　
【成果目標】
①スキルアップの研修開催数　　年間15回開催（Ｈ30年度年間15回開催）
②草津市就学前教育・保育研究会の実施　　年間11回開催
③「幼児期の学びの芽生えから小学校教育へつなぐ円滑な接続にむけ
て」の啓発紙作成

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

子ども未来部～3～



令和元年度
重点施策

8

〈就学前教育・保育施設の整備〉
　子ども・子育て支援新制度において、認定こども園の普及が推進さ
れており、保育所における待機児童の発生や幼稚園における定員割
れ、3歳児の未就園層に対する幼児教育の提供等の本市の抱える課
題を解決するためにも、子どもの視点に立った質の高い幼児教育と保
育の一体的提供（幼保一体化）に向け、認定こども園を推進すること
が求められています。

⑨
　「幼保一体化推進計画」に基づき、認定こども園の開園に向けて、施設整
備等の開園準備を進めるとともに、市民や保護者への広報周知を行いま
す。

⑪

【取組】
・草津中央認定こども園（幼保統合の幼保連携型）の検証については、開
園後1年であることから、引き続き検証を行うとともに、研修等の実施、認
定こども園園名等の選定を行います。（事業費1,451千円）
・（仮称）玉川認定こども園の整備に向けて既存棟改修を実施します。
　（事業費145,879千円）
・（仮称）常盤認定こども園の整備に向けて増築および既存棟改修を実施
します。（事業費143,489千円）
・（仮称）笠縫認定こども園の整備に向けて実施設計を行います。
　（事業費11,286千円）
・（仮称）老上認定こども園の一部改修にかかる実施設計を行います。
　（事業費11,635千円）

【成果目標】
・認定こども園園名等選定委員会の開催回数　3回（平成30年度　5回）
・（仮称）玉川認定こども園を、令和2年4月に開園します。
　（平成30年度1期工事完了、令和元年度2期工事）
・（仮称）常盤認定こども園を、令和2年4月に開園します。
　（平成30年度実施設計完了、令和元年度工事）
・（仮称）笠縫認定こども園の実施設計を完了します。
　（令和2年度工事、令和3年度開園予定）
・（仮称）老上認定こども園の実施設計を完了します。
　（令和2年度開園、工事予定）

分野：子ども・子育て
施策：質の高い就学前教
育・保育の提供

重点③
子育て支援

⑩

【取組】
○保育士確保対策として、私立認可保育所等を対象に支援を行います。
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（※拡大　事業費28,116千円）
・保育体制強化事業補助金（事業費15,120千円）
・保育士等処遇改善費補助金（事業費62,349千円）
・保育補助者雇上強化事業費補助金（※新設　事業費33,225千円）

【成果目標】
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金　13施設33人、28,116千円　（平成
30年度　6施設、14人、7,704千円）
・保育体制強化事業補助金　14施設、15,120千円　（平成30年度　6施設、
6,407千円）
・保育士等処遇改善費補助金　21施設、62,349千円　（平成30年度　19施
設、55,481千円）

分野：子ども・子育て
施策：質の高い就学前教
育・保育の提供

重点③
子育て支援

➈

【取組】
①「子ども子育て支援事業計画」の中間見直しの結果、保育定員の確保
が必要であることから、既存民間保育所および新設民間保育所の整備に
対して支援を行います。
【令和元年中開園（平成30年度からの2か年事業）】
・新設民間保育所施設整備費補助金（社会福祉法人檸檬会　利用定員80
人、事業費160,314千円）
・既存民間保育所施設整備費補助金（ののみち保育園　利用定員30人
増、事業費77,149千円）
【令和元年中開園（平成30年度からの明許繰越事業）】
・既存民間保育所施設整備費補助金（草津保育園　利用定員60人増、事
業費97,563千円　※平成30年度予算明許繰越費）
【平成32年4月開園】
・新設民間保育所施設整備費補助金（社会福祉法人しあわせ会　利用定
員110人、事業費246,726千円）

②小規模保育施設（2箇所）の整備に対して支援を行います。（利用定員
38人、事業費 38,500千円）

【成果目標】
・待機児童を解消します。

分野：子ども・子育て
施策：就学前教育・保育施
設の整備

重点③
子育て支援

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ
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〈就学前教育・保育施設の整備〉
 (待機児童の解消)
　「子ども・子育て支援新制度」では、支援の量の拡充を求めており、
本市では、保育需要が当初計画を上回るペースで推移していることか
ら、令和元年10月に予定されている幼児教育・保育無償化による影響
をも踏まえたこれらの動向を把握しながら、私立認可保育所や小規模
保育施設の整備等による保育定員増を図り、待機児童の解消を目指
すことが求められています。
  また、保育士や幼稚園教諭等の不足が顕在化しており、その安定的
な確保が求められています。

⑧

待機児童の解消
　待機児童の解消に向けて、私立認定こども園や認可保育所、小規模保
育施設の整備を推進するとともに、引き続き保育需要の推計を行い、その
結果を踏まえ、必要な保育需要を充足する待機児童対策の検討、実施を
行います。
　また、保育士等の安定的な確保に向けて、処遇改善事業等の取り組みを
推進します。

子ども未来部～4～



令和元年度
重点施策

分野：子ども子育て
施策：児童虐待の防止と早
期発見・早期対応

10

＜ひとり親家庭等への支援の充実＞
　ひとり親家庭では、精神面や経済面で不安定な状況に置かれてお
り、支援が必要となってきています。また、貧困についての早急な支援
も必要です。

⑪

・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
や経済的支援等を充実します。
・子どもが生まれ育った環境に左右されることないよう、子どもの貧困に対
する対策を推進します。

⑬

【取組】
・母子・父子自立支援員による相談対応や支援制度の利用をすすめ、ひと
り親家庭の自立に向けた支援を行います。（事業費　5,843千円）
・生活の向上を図るため、、ひとり親家庭および経済的に困難な家庭等の
中学生を対象に生活習慣の習得、学習支援、食の提供を行う「子どもの居
場所」の２か所目を設置し、さらに参加しやすい環境を整えます。（事業費
4,784千円）
・次期「子ども・子育て支援事業計画」の重点的な取り組みとして、子ども
の貧困対策にかかる基本的な事項を定めます。

【成果目標】
　「子どもの居場所」の数　2カ所 (平成30年度　1カ所)

分野：子ども・子育て
施策：ひとり親家庭等への
支援の充実

重点③
子育て支援

9

＜児童虐待の防止と早期発見・早期対応＞
　全国的に、児童虐待相談対応件数の増加や重篤な児童虐待事件が
後を絶たないなど、児童虐待は深刻な社会問題となっています。本市
においては、児童虐待検証分科会の検証報告を受け、児童虐待を未
然に防止し、早期発見・早期対応を行う体制強化が求められていま
す。

⑩
　児童虐待検証分科会の提言をもとに、さらなる関係機関連携の強化と多
角的な視点からリスクアセスメントを行い児童虐待の未然防止を図ります。

⑫

【取組】
　関係課事務分掌への虐待対応の明示や、新たに保健師を配置、社会福
祉士の増員等体制・連携強化に努めます。併せて、虐待事案に対し関係
機関が共通認識をもって迅速かつ適切な対応ができるよう、マニュアルの
見直しを行います。また、通告ルールの周知など未然防止のための広報
啓発や講座開催に取り組みます。
（家庭児童相談事業費　28,845千円）
　
【成果目標】
・要保護児童対策地域協議会の開催回数　2回　（平成30年度2回）
・児童虐待防止の啓発および研修の実施 1回（平成30年度 1回）
・CAP研修の開催回数　5回（平成30年度 2回）
・子育て講座の実施回数　2回　（平成30年度 2回）
・子育てサポーター（オレンジメイト）育成講座の実施
    育成人数　10人(平成30年度　6人)

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

子ども未来部～5～



令和元年度
重点施策

⑯

【取組】
　障害のある子どもに対して、障害児通所給付費を支給し、発達支援を提
供します。また、子育て相談センターとの調整会議を行い、乳幼児健診か
らの早期の児童発達支援の利用につなぎます。さらにケース会議等を実
施し、保育所等と児童発達支援事業所等との連携を図ります。
（障害児通所給付費　519,359千円）

【成果目標】
　障害児通所支援利用者数　421人（平成30年度　370人）

分野：子ども・子育て
施策：発達障害児等への支
援の充実

⑰

【取組】
　障害児相談支援事業所の新規開設を促進するため、民間事業所に対し
て、障害児相談支援事業所の指定を受けるよう働きかけるとともに、障害
児支援利用計画等の作成に対して、市の補助制度の創設を検討します。

【成果目標】
　障害児相談支援に対する市の補助制度の創設

【取組】
　障害のある就学前の子どもが、民間事業所の実施する児童発達支援、
保育所等訪問支援のサービスを利用する場合に利用者負担分を全額支
援します。
（民間事業所利用者負担軽減分　1,073千円）

【成果目標】
　民間事業所利用者数　27人（平成30年度　27人）

分野：子ども・子育て
施策：発達障害児等への支
援の充実

分野：子ども・子育て
施策：発達障害児等への支
援の充実

⑮

【取組】
　保育所や幼稚園等の施設からの依頼に対して、巡回相談を実施します。
また、5歳相談を実施することで安心して就学できるように支援します。さら
に学齢期、成人期についても相談支援を行います。
（事業費　12,800千円）

【成果目標】
・巡回相談者数　 67人（平成30年度　81人）
・5歳相談者数　  37人（平成30年度　42人）
・中学・高校の相談者数　174人（平成30年度　170人）
・成人期の相談者数　105人（平成30年度　78人）

分野：子ども・子育て
施策：発達障害児等への支
援の充実

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ
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＜発達障害児等への支援の充実＞
　児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして、障害のある子ども
とその保護者に対して、湖の子園による通所支援（児童発達支援）と
地域支援（保育所等訪問支援および障害児相談支援）の充実が求め
られています。また、発達障害者支援法に基づき、関係機関と連携し
ながら、乳幼児期から成人期まで切れ目のない相談支援に取り組み
ます。あわせて、障害児支援のニーズの多様化へのきめ細やかな対
応をはかるため、身近な地域において障害児通所支援等を利用でき
るよう地域の支援体制を整え、障害児福祉計画を進めます。

⑫

・地域の中核的な療育支援施設として、児童発達支援センターの事業を進
めるとともに、乳幼児期から成人期にかけて切れ目のない相談支援に取り
組みます。また、乳幼児健診を担当する子育て相談センターや相談支援事
業所、民間の児童発達支援事業所等との連携を図り、地域における重層
的な支援体制の構築を進めます。さらに、障害児支援の提供体制の整備
のため、障害児相談支援事業所の新規開設を促進します。
・これらの各種取り組みを進めながら、保護者が安心して子どもを育てるこ
とができる環境を整え、虐待等の不適切な養育の防止に努めます。

⑭

【取組】
・子どもの発達や障害に応じた早期療育とその家族支援を行うために通所
支援「湖の子園」を進めます。（事業費　58,342千円）
・児童発達支援事業所等に通所することが困難な子どもに対して、居宅訪
問型児童発達支援を実施します。（事業費　1,530千円）

【成果目標】
・通所支援(湖の子園）利用者数　60人　(平成30年度　50人）
・居宅訪問型児童発達支援利用者数　1人（平成30年度　1人）

【取組】
　地域の保育所や幼稚園等に在籍する障害児に対して保育所等訪問支
援を実施します。また、障害児通所支援等の福祉サービスを利用する方
に対して、新たに専門職を確保し、相談支援体制の強化を図ります。
（保育所等訪問支援事業費　　 8,261千円）
（障害児支援利用計画事業費　9,637千円）

【成果目標】
・保育所等訪問支援利用者数　8人（平成30年度　11人）
・障害児支援利用計画作成対象者数　262人（平成30年度　234人）

子ども未来部～6～



令和元年度
重点施策

分野：子ども・子育て
施策：児童育成クラブの充
実

重点③
子育て支援
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＜子ども・子育て支援事業計画の推進＞
　本市の現状と課題や子ども・子育て支援に係るニーズを踏まえ、就
学前の幼児教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の需要量や提
供体制の確保を図るため、子ども・子育て支援法に基づき「子ども・子
育て支援事業計画」を策定しています。現行計画の計画期間が平成
27年度から令和元年度までの5年間であることから、次期計画（計画
期間：令和2年度からの5年間）の策定が必要となります。

⑭

・事業の実施状況および重点的な取組事項の数値目標について、進捗管
理を行います。また、次期計画（計画期間：令和2年度からの5年間）につい
て、平成30年度に実施した「ニーズ調査」の結果をもとに、計画策定作業を
行います。
・心豊かでたくましく生き、未来をつくる草津の子ども、「草津っ子」の育みに
向けて、各種事業を推進するとともに、シンポジウムの開催等により、「草
津っ子」の普及、啓発を行います。

⑲

【取組】
・子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を
行います。また、子ども・子育て会議の意見を聴取しながら、次期計画の
策定作業を行います。（事業費3,778千円）
・「草津っ子」シンポジウムを開催します。（事業費　434千円）

【成果目標】
・子ども・子育て会議の開催回数　4回（平成30年度　4回）
・次期計画を策定します。
・「草津っ子」シンポジウムの開催回数  1回 （平成30年度　1回）

分野：子ども・子育て
施策：子ども・子育て支援
ネットワークの充実

重点③
子育て支援

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ
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＜児童育成クラブの充実＞
　仕事と子育ての両立をサポートし、安心して就労できる環境づくりを
図るため、放課後における児童の安全、安心な居場所づくりとしての
児童育成クラブの充実が求められています。

⑬
　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、多様な保育ニーズに対応できる児童育成クラブの充実と施設の整
備を図ります。

⑱

【取組】
・公設児童育成クラブの管理運営を行います。
（事業費　357,006千円）
・増加が著しい学区に民設児童育成クラブを開設するとともに、民設児童
育成クラブの運営支援を行います。（令和2年開設2箇所、運営支援15箇
所）　（事業費　129,343千円）
・児童育成クラブの適正な運営や質・サービスの向上に取り組みます。
・民設児童育成クラブとの連携強化および質の向上のため、運営者会議
を開催します。
 
【成果目標】
・待機児童を解消します。
・支援員等研修会の開催回数　4回（平成30年度　4回）

子ども未来部～7～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　都市計画部　組織目標》　

部長　　　辻󠄀川　明宏

理事　　　　東　 隆司

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

当初予算規模（千円）

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 4 0 0 0 0 4 － － －

都市計画課 10 0 1 0 3 14 48,154 9,661 38,493

都市再生課 7 1 1 0 2 11 1,912,846 1,891,050 21,796

交通政策課 5 0 1 7 2 15 284,880 180,038 104,842

開発調整課 5 0 1 1 0 7 7,059 4,846 2,213

建築課 16 0 0 0 2 91,290 62,741 28,549

合計 47 1 4 8 9 2,344,229 2,148,336 195,893

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

『心地よさ』が感じられるまちづくりの推進のために

◆人口減少社会、超高齢社会の到来を見据えて、安心して暮らせる居住環境や充実した都市機能を確保し、まちなかと周辺のそれぞれの地域特
性を活かしたまちづくりを進め、市域全体に活気と活力があふれた均衡あるまちづくりの実現を目指します。また、良好な景観の保全・活用、創出に
つながる、ふるさと草津の心を育む景観づくりに取り組みます。
◆「ひとが行き交い　ひとが集い　にぎわいと交流が広がる健幸なまち」を目指す中心市街地像として、中心市街地の活性化に取り組み、市民が生
き生きと輝き、安心して暮らすことができるコンパクトでにぎわいのあるまちを目指します。
◆市民生活に必要な交通の確保や交通負荷の軽減、集約型都市構造の実現を目指し、公共交通の充実や交通ネットワークの向上、自転車施策
等に取り組みます。
◆良好な環境の確保と調和のとれた土地利用および秩序ある都市の形成を図るため、開発事業への適切な指導を行います。
◆安全で良好な住環境を作るため、建築基準法等関係法令に基づき必要な指導、啓発および情報提供を行います。また、災害に強いまちづくりを
目指し、旧耐震構造の住宅の耐震化に取り組むとともに、緊急時や震災発生時の避難経路の確保ができるよう、狭あい道路の整備に取り組みま
す。

所属

18

職員数（人）

分野：住宅・住生活
施策：土地利用の適切な誘
導、地域特性を活かした郊
外部の整備

1

　令和2年に現行の都市計画マスタープランの目標年次を迎えること
から、今後の社会経済情勢の見通しや将来の人口減少・高齢化の進
行を見据えて、今後のまちづくりの方針について検討を進める必要が
あります。

①

　立地適正化計画、草津市版地域再生計画、地域公共交通網形成計画に
よる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを基本に、近い将
来の人口減少局面を見据えつつ、戦略的な土地利用や都市基盤整備を図
るための次期都市計画マスタープランを策定し、今後の超高齢化・人口減
少社会においても持続可能な都市構造となるようなまちづくりを目指しま
す。

①

【取組】
　都市計画マスタープラン策定委員会において、地域別市民会議での議
論を踏まえた将来の都市構造とその土地利用の方針等を定める次期都
市計画マスタープランの策定に取り組みます。

【成果目標】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　　71.0%　（平成30年度　69.3%）

【取組】
　各地域でのワークショップや地域再生推進協議会での検討を行い、地域
別のプランの作成に取り組みます。

【成果目標】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　　71.0%　（平成30年度　69.3%）

69

③

【取組】
　地域の特性に応じた良好な景観形成に向けて地域の景観特性や課題
に取り組む住民主体の活動を支援するとともに、本陣通りの無電柱化に
関する事業について、国の無電柱化にかかる新工法の情報収集などを行
いつつ、既存の埋設管路を管理するNTTとの管路の共同利用や地上機器
の位置等に関する協議などについて、地元の重点地区協議会との連携を
図りながら取り組みます。

【成果目標】
　景観に配慮した補助実績　8件（平成30年度　　4件）

分野：住宅・住生活
施策：土地利用の適切な誘
導、地域特性を活かした郊
外部の整備

2

　市街化調整区域の一部では人口減少が進み、公共交通網の縮小等
により地域コミュニティの維持や生活機能の確保が困難となる恐れの
ある地域が出てきています。このような状況を踏まえ、魅力的で持続
可能なまちを維持していくための自主的かつ自立的な取組を進めるこ
とが必要となっています。

②

　立地適正化計画、草津市版地域再生計画、地域公共交通網形成計画に
よる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを基本に、周辺地
域での課題解決を図るべく草津市版地域再生計画の地域別のプランを地
域とともに作成に取り組み、今後の超高齢化・人口減少社会も見据え、地
域で生活するすべての人が、快適で健幸に暮らし続けることができる持続
可能なまちづくりを目指します。

②

分野：うるおい・景観
施策：自然的・歴史的景観
の保全と活用、都市景観の
形成

3

・景観づくりの効果は、活動を長期的に継続して初めて効果が現れて
くるものであることから、市内各地の特性に応じた良好な景観の保全
と活用に取り組む必要があります。
・住民提案に基づく本陣通り景観形成重点地区の指定により、地域の
ニーズを踏まえた街道景観の整備について、近隣住民の意識が高
まっており、　歴史的町並みの整備について、住人によるファサード補
助金の利用や、新築における施工者の配慮などにより、沿道景観の
連続性や一体性が生まれつつある中、当該路線の無電柱化において
も関心が高い状況となっています。

③
　景観形成重点地区となる本陣通りの景観に配慮した佇まいのまちなみを
形成し、中心市街地のにぎわいや回遊性の創出を目指します。

都市計画部～1～



令和元年度
重点施策

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

4

　JR草津駅を中心とした本市の中心市街地においては、高層マンショ
ン等の建設により人口は増えているものの、商業指標の低迷や空き
店舗率の増加、本陣エリアにおける人口減少・高齢化の進行など、衰
退が進みつつあったことから、平成25年12月に中心市街地活性化基
本計画（第1期）を策定し、中心市街地の活性化に向けた取組を行って
きました。
　ニワタス、ココリバなどの拠点施設の整備や公共空間を活用したイ
ベントの実施等により、歩行者通行量や空き店舗率等の指標が改善
するなど、取組の成果が徐々に現れているものの、エリア内の商業活
性化や回遊性の向上などの課題解決には至っていない状況です。
　このことから、引き続き、中心市街地の活性化に取り組んでいくた
め、中心市街地活性化基本計画（第2期）を策定し、平成31年3月18日
に内閣総理大臣の認定を受けました。

④

　中心市街地活性化基本計画（第2期）に基づき、本市の社会、経済、文化
の拠点である中心市街地において、商業の活性化、草津川跡地をはじめ
とした公共空間の活用による新たな都市魅力の構築、歴史的まちなみや
資源の活用、コミュニティの再構築等により、「ひとが行き交い　ひとが集い
にぎわいと交流が広がる健幸なまち」を目指します。

④

【取組】
・中心市街地の活性化に向けた取組を推進します。
・ニワタスや草津川跡地公園de愛ひろば等の中心市街地内の公共空間を
活用したイベント等の取組や空き店舗等を活用した魅力的な店舗整備を
進めます。また、草津まちづくり株式会社や中心市街地活性化協議会など
と連携して、にぎわいと魅力あるまちなかを創造するための事業を推進し
ます。
（事業費）
　・中心市街地公共空間賑わい創出事業   　6,058千円
　・魅力店舗誘致事業費補助金　　　　　　　　 4,000千円
　・草津駅前イルミネーション事業費補助金　2,000千円

【成果目標】
　中心市街地に魅力があると感じる市民の割合
　　36.0% （平成30年度：33.8%）

分野：商工観光
施策：中心市街地のにぎわ
いの創出

⑤

【取組】
　北中西・栄町地区市街地再開発事業を推進します。
（事業費）
　・組合への調査設計計画費、共同施設整備費補助金
   　　1,627,146千円
　・組合への共同施設整備費補助金
　　　 1,202,742千円（平成30年度明許繰越予算）
　
【成果目標】
　まちなかに魅力があると感じる市民の割合
　　35.0% （平成30年度：34.3%）

分野：住宅・住生活
施策：市街地の整備

重点⑥-2
（リーディン
グ）
まちなか魅
力向上

5

・全国的なバス乗務員不足の問題が顕在化し、バス路線の減便や廃
線など、公共交通の維持確保について、厳しい状況が進展していま
す。
・JR南草津駅前ロータリーは、特に雨天時において送迎用の一般車
両の流入が増加し、路線バスの運行に支障が生じています。

⑤
　「コンパクトシティ・プラス・ネットワークのまちづくり」の考え方に基づき、
地域の特性に応じた、また将来を見据えた公共交通ネットワークの再編を
目指します。

⑥

【取組】
・地域と連携した新たな移動手段の導入について、各地域や交通事業者
とともに協議、検討を進めます。
・JR南草津駅前ロータリーの機能性、効率性の向上を目的とした社会実
験を行うための事前準備および調査を行います。

【成果目標】
　公共交通機関の利便性に満足している市民の割合
　　46.0% （平成30年度　44.8%）

分野：道路・交通
施策：公共交通ネットワーク
の充実

6

　まちづくりにおける無秩序な開発行為の防止や開発行為における適
正な公共施設の整備、近隣住民の方々に対しての安全配慮がされた
開発事業の実施が求められています。また、より安全で良好な住環境
の確保も求められています。

⑥

　都市計画法、草津市開発行為の手続および基準等に関する条例、草津
市特定開発行為等に関する指導要綱に基づいた審査や事業者への指導
を行い、土地利用の適切な誘導を図ることで、良好な環境の確保と調和の
とれた土地利用および秩序ある都市の形成を図ります。
　また、建築基準法等に基づき、安全で安心なまちづくりを推進します。

⑦

【取組】
・都市計画法をはじめとする関係法令に基づき、開発許可申請に対して適
切な審査また業者指導を行います。
　また、ホームページ等を通じ、開発事業者に対し草津市特定開発行為等
に関する指導要綱への積極的な協力を求めます。
・建築基準法等に基づく審査、検査、指導を行います。

【成果目標】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　　71.0%　（平成30年度　69.3%）

分野：住宅・住生活
施策：土地利用の適切な誘
導、良質な住宅資産の形成

都市計画部～2～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　建設部　組織目標》　

技監　　　東　隆司

部長　　　寺田　哲康

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

当初予算規模（千円）

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 5 0 0 0 0 5 - - -

道路課 15 0 1 1 3 20 1,534,793 936,112 598,681

河川課 8 0 1 0 1 10 437,448 376,828 60,620

公園緑地課 10 0 2 1 2 15 541,461 91,707 449,754

草津川跡地整備課 6 0 1 0 1 8 124,241 28,298 95,943

プール整備事業推進室 4 0 0 0 1 5 189,170 155,575 33,595

土木管理課 6 0 1 3 2 12 56,140 10,214 45,926

住宅課 7 0 1 1 3 12 284,498 197,292 87,206

0 0

0 0

0 0

0

合計 61 0 7 6 13 1,371,72587 3,167,751

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

草津市民や草津を訪れる人々にとって、心地よさがいつも感じられ、住みよいまちをつくるため、都市形成の基盤をなす道路、河川、公園、市営住
宅の整備を進めるとともに、インフラ資産の適正な維持管理を図ります。

◆道路施設や公園施設の長寿命化と適正な維持管理を行います。
　・橋梁、舗装、道路附属物や公園遊具等の予防保全に努め、適切な補修を行います。
◆広域主要幹線道路や生活道路・歩道など、安全・安心に利用できる道路整備を推進します。
　・各広域主要幹線道路の早期完成、早期事業化に向け国県等に対し要望していきます。
◆河川・排水路の適切な整備と管理による治水対策を行います。
　・雨水排水路の整備を計画的に進めるとともに、既存の河川・排水路の適切な維持管理を行います。
　・県に対し、一級河川の治水対策を要望していきます。
◆公園や緑地の整備、活用を通して、安らぎと憩いの場の充実を図ります。
　・都市公園（野路公園）の整備を進めるとともに、野村公園のＹＭＩＴアリーナ（くさつシティアリーナ）を活用し、にぎわいの創出に努めます。
　・「第３次草津市みどりの基本計画」の策定に取り組み、「ガーデンシティくさつ」を推進します。
  ・草津川跡地公園をより魅力ある公園となるよう管理運営するとともに、草津川跡地のにぎわいの創出に努めます。
◆（仮称）草津市立プールの整備を進めます。
　・「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポーツ健康づくりの推進」を基本方針に掲げ、市民、県民のスポーツ振興や健康づくりに資
する施設として整備を進めます。
◆大規模災害に備え、土地（道路、河川等）に係る適切な財産管理を図ります。
　・市街地の地籍調査を実施します。
◆市民の住まいの安心と安定を支えます。
　・公営住宅の供給等を通じて、市民の住まいの安心を支える住宅セーフティネットの構築を進めます。
　・改良住宅の譲渡処分により、地域コミュニティの安定を支援します。
　・老朽化が進む公営住宅の計画的な建替を通じて、バリアフリー化など、超高齢社会への対応を進めます。

所属

0

職員数（人）

1

・主要幹線道路における交通量の増加等により慢性的な交通渋滞が
生じており、生活道路への交通流入量が増加傾向であることから、主
要幹線道路の整備と、安全で快適な道路空間の整備が求められてい
ます。
・道路施設の老朽化や大規模な災害の発生の可能性を踏まえた道路
の適正な管理を行うため、道路法で義務付けられた橋梁や舗装、道路
附属物の点検・調査を行い、道路の安全・安心な通行の確保を目的と
した修繕事業の効率的な取り組みが必要となっています。

①

・主要幹線道路として整備を進めている大江霊仙寺線南笠工区の整備を計
画的に進め、早期整備完了を目指します。
・道路施設については、「事後保全」から「予防保全」や維持管理コストの平
準化等への方向転換に取り組み、道路の安全・安心な通行を確保するため
の点検・設計・工事を進めます。

①

【取組】
　大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めます。
　　　（事業費  676,658千円　※平成30年度予算明許繰越）
　
【成果目標】
　整備率　47.6%  （H30年度末　14.4%）

1,796,026

分野：道路・交通
施策：幹線道路の整備

②

【取組】
  市道長寿命化事業を進めます。
　   （事業費　253,158千円　※平成30年度予算明許繰越）
　
【成果目標】
  長寿命化を計画した橋梁のうち修繕に着手した橋梁
　　　　進捗率　29.6%  （H30年度末　9.6%）

分野：道路・交通
施策：道路施設の長寿命化
と維持管理

2

・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているな
か、市内の河川・排水路の改修を求められています。
・雨水幹線整備については、重点整備による効率的な整備が必要です
が、接続先となる一級河川の整備が遅れ、雨水整備計画の支障となっ
ています。

②
　市内の雨水幹線整備を計画的に進めるとともに、河川・排水路の適切な
管理による治水対策を行います。

③

【取組】
　雨水幹線の整備を進めます。
　　（事業費　330,961千円　※平成30年度予算明許繰越含）
 
【成果目標】
　平成27年度末時点からの雨水幹線整備面積に対する
　進捗増加率　1.7%
　（進捗増加率　1.0%　平成30年度実績 ）

分野：防犯・防災
施策：公共下水道雨水幹線
の整備

建設部～1～



令和元年度
重点施策

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

3

・市民の安らぎと憩いが感じられる、緑地・オープンスペースの確保、
整備が求められています。
・中心市街地の活性化、さらなるにぎわいの創出を図る必要がありま
す。
・公共空間での市民協働によるガーデニング等の取組を進める「ガー
デンシティくさつ」を実現し、まちの心地よさ、魅力の向上を図る必要が
あります。

③

・野路公園の整備を計画的に進めます。
・野村公園のＹＭＩＴアリーナ（くさつシティアリーナ）を活用したにぎわいを創
出します。
・第3次草津市みどりの基本計画（令和3年度から令和14年度までの12年
間）の策定に取り組み、「ガーデンシティくさつ」を推進します。

④

【取組】
　野路公園の用地取得を進めます。
　令和元年度実施事業費　6,464千円

【成果目標】
　野路公園の用地取得率　42%
　（平成30年度末現在実績　28%）

分野：うるおい・景観
施策：公園・緑地の整備

【取組】
　野村公園のＹＭＩＴアリーナ（くさつシティアリーナ）を活用した賑わいの創
出に努めます。
　令和元年度実施事業費　76,028千円

【成果目標】
　ＹＭＩＴアリーナ（くさつシティアリーナ）大規模集客事業の実施 年間10回

重点⑤
スポーツ・健
康

重点⑥-2
（リーディン
グ）
まちなか魅
力向上

【取組】
　第3次草津市みどりの基本計画（令和3年度から令和14年度までの12年
間）の策定に取り組みます。
　令和元年度実施事業費　148千円（債務負担行為　10,600千円）

【成果目標】
　草津市緑の基本計画策定委員会の開催 年間2回

分野：うるおい・景観
施策：まちなみ緑化の推進

4

・草津川跡地公園を魅力ある公園となるよう運営管理を行う必要があ
るとともに、草津川跡地公園（区間5）「ｄｅ愛ひろば」については市民活
動の更なる醸成が求められています。
・未整備区間について、整備着手に向け取り組む必要があります。
・草津川跡地公園（区間2）「ａｉ彩ひろば」の民間活動エリアについて、
民間事業者との調整を行い、さらなるにぎわいの創出を図る必要があ
ります。

④

・指定管理者、草津まちづくり株式会社等と連携し、魅力的な運営管理を行
うことにより、多くの方に来園していただける公園を目指します。
・区間R1・6について、栗東市等の関係機関と連携しながら、整備に向け取
り組みます。
・草津川跡地公園（区間2）の民間活動エリアについて出店事業者と調整を
行い、官民連携による公園の魅力増進を図ります。
・次期整備区間の整備着手に向けて、関係機関との調整を進めます。

⑤

【取組】
・草津川跡地公園の管理運営を行います。
　（事業費　112,606千円）
・ 国道１号の歩道整備に合わせて、草津川跡地（区間R1)の下水道の整備
を行います。
・草津川跡地公園（区間2）に遊具の設置を行います。
　（事業費　15,491千円　※平成30年度予算明許繰越含）

【成果目標】
　年間公園来園者数（H25.12策定中心市街地活性化基本計画目標値）
　300,000人（平成30年度実績　約450,000人）

分野：うるおい・景観
施策：草津川跡地の整備

重点⑥-2
（リーディン
グ）
まちなか魅
力向上

5

　平成30年11月に策定した（仮称）草津市立プール整備基本計画の基
本方針である「スポーツ環境の充実」「新たなにぎわいの創出」「スポー
ツ健康づくりの推進」の実現を図るため、令和6年度に開催予定の第
79回国民スポーツ大会および第24回全国障害者スポーツ大会の水泳
競技会場として、また、大会後の利活用を見据えて、（仮称）草津市立
プールの整備を進めます。

⑤
　プール整備にあたっては、民間活力の活用によるサービス向上やコスト
縮減を図ることを目的として草津市初のＰＦＩ方式を導入し、将来の維持管
理・運営までを見据えながら事業を進めます。

⑥

【取組】
・ＰＦＩ方式による（仮称）草津市立プールの整備事業者の選定を行います。
・計画敷地および周辺インフラ環境等の条件整理を行います。
　（用地測量、物件移設、用途変更、造成等設計業務等）
　※都市再生本部会議関連事項
　＜事業費　231,216千円　　※平成30年度予算明許繰越含＞

【成果目標】
　ＰＦＩ方式による（仮称）草津市立プールの整備事業者の選定

分野：生涯学習・スポーツ
施策：スポーツ環境の充実

重点⑤
スポーツ・健
康

重点⑥-2
（リーディン
グ）
まちなか魅
力向上

6

・改良住宅は、入居者の代替住宅として建設したものであり、国の承認
を得て、有償譲渡を進める必要があります。
・昨年度をもって有償譲渡に向けた諸準備が一定完了したため、今後
は具体的に譲渡処分を進める必要があります。
・建設から40年程度が経過しており、契約後のトラブル防止のため、契
約前に十分な調査と説明が必要です。
・有償譲渡に伴い、2戸1構造の建物の分割工事が必要です。

⑥ 　有償譲渡を希望される入居者に対し、順次譲渡処分を進めます。 ⑦

【取組】
　有償譲渡を希望される入居者からの譲渡申込を開始し、順次国への承
認申請を行います。また、承認後は建物分離工事などの適合工事を実施
します。
　※同和対策本部会議関連事項
　（事業費　53,259千円）

【成果目標】
　譲渡戸数　12戸（6棟）

分野：生活安心
施策：セーフティネットの充
実

分野：生活安心
施策：セーフティネットの充
実

7

・高齢化の進展により、公営住宅のニーズが高まっています。
・本市の公営住宅の多くは、昭和50年代に建設しており、老朽化が進
むとともに、バリアフリーの問題など、超高齢社会に備えた適切な更新
が必要です。
・平成29年に改訂した「草津市市営住宅長寿命化計画」において、老
朽化した公営住宅の建替を位置付けています。

⑦ 　「草津市公営住宅建替基本計画」を策定します。 ⑧

【取組】
　建替を予定する公営住宅の再配置や集約化など、今後の公営住宅の適
切な整備のため、「草津市公営住宅建替基本計画」の策定を進めます。
　（事業費　7,480千円）

【成果目標】
　公営住宅建替基本計画の策定

建設部～2～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　上下水道部　組織目標》　

部長　　　 打田　敏之

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
市民のみなさまの安心・安全で快適な暮らしのために

◆安心・安全で安定した水の供給に努めます。
　・「安全でおいしく飲める水」を安定してお届けするため、適切な上水道施設の整備や維持管理を行います。
　・災害に強いライフラインの確保のため、計画的に耐震化を図り、施設の更新に取組みます。
◆下水道を通じ、豊かな琵琶湖の自然を守り、快適な暮らしを支えます。
　・下水道施設の適切な維持管理を行い、汚水の適正処理に努めます。
　・下水道整備も概成し、今後、未水洗化世帯の下水道への早期接続を促し、水洗化率の向上に努めます。
　・災害に強いライフライン確保のため、耐震化・長寿命化を考慮した施設の更新に取組みます。
◆信頼を高める安定した経営に努めます。
  ・上下水道事業のサービス向上に努めるとともに、事業内容や経営状況の情報発信を効果的に行います。
　・上下水道事業を安定的に継続するため、健全な事業運営に努めます。

所属
職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規 特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 3 0 0 0 0 3 -

特任 再任用 嘱託 臨時 総計 歳出（職員費を除く）

- -

【水道事業】

944,538 356,969

1,512,623

   給排水課 3 0 1 0 2 6 4,721 1,835 2,886

   上下水道総務課 4 0 0.5 1 0.5 6 1,861,801 349,178

587,569

1,007,013
   ロクハ浄水場 8 0 2 2 1 13

   上下水道施設課 8 0 0 1 1

   北山田浄水場 8 0 0 1 1 10
1,510,113 503,100

10

   上下水道総務課 4 0 0.5 1 0.5

【下水道事業】

6 5,344,872 2,457,345 2,887,527

9,317

   上下水道施設課 7 0 0 1 1

68 10,950,596 4,742,296 6,208,300

   給排水課 1 0 0 2 2 5 9,578 261

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

9 1,274,973 1,073,608 201,365

合計 46 0 4 9 9

分野：上下水道
施策：上水道施設の整備更新
　　　　・耐震化と維持管理

②

・草津市水道ビジョンで掲げたロクハ浄水施設耐震率100%（令和元年度）
の目標達成に向けて耐震整備を進めます。
・老朽化が進んだポンプ・電気設備等について、長期計画に基づき設備更
新を行います。

②

【取組】
（1）ロクハ浄水場新館耐震補強工事を行います。
　  平成29～令和元年度   （R1事業費）　775,222千円（監理費含む）
　　　　　　　　　　　　　　（総事業費）  1,233,807千円（監理費含む）
（2）北山田浄水場の耐震補強工事実施設計業務を行います。
　　平成30～令和元年度 　 （R1事業費）    52,920千円
　　　　　　　　　　 　　　　（総事業費） 　   52,920千円
（3）草津市水道ビジョンに基づき、設備改修工事を行います。
　　　　　　　　　　　 　　　（事業費）       　46,610千円
　

【成果目標】
（1）ロクハ浄水施設耐震率100%
（2）北山田浄水場耐震補強工事実施設計書の作成
（3）機器等の更新
　・ロクハ浄水場新館中央監視装置（ＬＣＤ）取替工事

分野：上下水道
施策：上水道施設の整備更新
　　　　・耐震化と維持管理

1

＜水道事業＞
・昭和39年に一部給水開始した上水道施設（取水・導水・送水・配水
等）の老朽化が進み、大量更新時期を迎えています。
・近年、日本各地において多大な被害が生じる地震が度々発生してい
ます。その中でも平成23年に発生した東日本大震災、平成28年の熊
本地震では、水道を含む社会基盤施設において甚大な被害が生じて
おり、大地震の発生に備え、災害に強い浄水場等のライフラインの確
保が求められています。
・草津市水道ビジョンにおいて「災害に負けない水の道を築きます。」
を目標に掲げ、事故・災害対策を施策として位置づけています。

①

　草津市水道ビジョンに基づき基幹管路である中大口径管、医療拠点およ
び災害対策拠点、避難所に至る管路の更新事業を優先的に進めます。
　また、水道ビジョンの中間見直しにおいて、給水人口は令和12年度まで
増加する見込みですが、給水量は節水型機器の普及、節水意識の向上等
に伴い、減少が予測されることから、今後の水需要に応じた計画的な施設
整備や管路更新を図るため、上水道事業基本計画を策定します。

①

【取組】
（1）草津市水道ビジョンに基づき、更新工事を行います。
　　　　　　　　　　（R1事業費）　545,115千円
　　　　　　　　　　（うちH30年度予算明許繰越事業費　61,362千円）
（2）上水道事業基本計画の策定を行います。
　   平成30～令和元年度　（R1事業費）　  24,539千円
　
【成果目標】
（1）配水管の更新
　・R1事業費分　更新延長　3.3km
　（うちH30年度予算明許繰越事業費分　更新延長 0.8km）
（2）上水道事業基本計画の策定

上下水道部～1～



令和元年度
重点施策

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 総合計画上の位置づけ

2

＜水道事業（経営）＞
・節水型社会の進行により使用料収入の大幅な伸びは期待できない
状況です。
・平成27年度に中間見直しを行った水道ビジョンおよび水道事業経営
計画（平成23年度～令和3年度）に基づき事業展開を図っています。
・事業開始から50年が経過し、老朽化した水道管の更新と併せて、震
災等に備えたライフラインとしての機能確保が求められます。
・水需要の減少など水道事業を取り巻く環境の変化に注視し、引き続
き事業の推進と安定した事業経営を続けていくことが必要です。

③

＜水道事業（経営）＞
　老朽水道管の更新の順次実施、震災等に備えたライフラインとしての機
能確保を考慮した整備・更新・改修を進めながら、安定的な水道水の供給
と健全な経営を継続して行えるよう、水道事業経営計画に基づき、水道料
金の10%還元を令和3年度末まで実施します。また、経営状況の確認を行
い、長期的な視点で公営企業としての健全経営を目指し、経営基盤の強化
に努めます。 ③

【取組】
・水道事業の経営状況を明確に把握し、水道事業経営計画の進捗
管理を行います。
・令和4年度の次期水道ビジョン・経営計画の策定に向け、令和2年
度から本格着手となりますが、令和元年度では、委託業者選定に
向けての事前準備や内容の検討等を行います。

【成果目標】
　事業計画の目標達成状況や経営状況の確認分析および今後の
展開について、上下水道事業運営委員会へ報告し、議事内容につ
いてホームページで公表を行います。

⑤
　下水道耐震指針に基づき、大震災など大規模災害に強い下水道システ
ムの構築を目指し、下水道施設の耐震対策を進めます。 ⑤

【取組】
  耐震対策の設計業務を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）　　12,000千円

【成果目標】
　下水道総合地震対策設計業務の実施

分野：上下水道
施策：下水道施設の整備更新
　　　　・耐震化と維持管理

分野：上下水道
施策：上水道事業の健全経営

3

＜下水道事業(長寿命化、耐震化、農集排接続）＞
・公共下水道の事業着手から40年以上が経過し、公共下水道施設の
老朽化により、維持管理等にかかる費用は年々増大し、将来の下水
道経営に甚大な影響を及ぼしかねない状況にあります。
・大震災の発生に備え、災害に強いライフラインの確保が求められて
おり、下水道施設の耐震化について市民意識が高まっています。
・市内6地区の農業集落排水施設、処理場が供用開始後２２年から３０
年が経過しており、施設の老朽化により維持管理費が増大し、使用料
収入を上回っている状況です。

④
　下水道施設の老朽化が進んでおり、計画的に施設の改築更新を進めま
す。

④

【取組】
（1）マンホール蓋の交換を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）　103,000千円
（2）施設の点検・調査、改築更新を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）  　54,520千円

【成果目標】
（1）マンホール蓋の交換
　・蓋交換　　332箇所
（2）施設の更新、カメラ調査
　・マンホールポンプ更新　　12基
　・調査延長 　8.5kｍ

分野：上下水道
施策：下水道施設の整備更新
　　　　・耐震化と維持管理

分野：上下水道
施策：下水道事業の健全経営

4

＜下水道事業（経営）＞
・事業着手から40年以上が経過し、普及もほぼ完了し、今後は老朽化
施設の更新や効率的な維持管理に主眼をおいた事業運営が必要と
なっています。
・草津市下水道事業第8期経営計画（平成29年度から令和3年度）に
基づき事業展開を図っています。
・下水道事業は利用者のみなさまからの下水道使用料のほか、総務
省の繰出基準の通知に基づき、環境保全の観点の大きい経費につい
ては一般会計からの繰入金により経営を行っています。
・使用料収入はほぼ横ばい傾向となっていますが、下水道事業を取り
巻く環境の変化に注視し、引き続き事業の推進と安定した事業経営を
続けていくことが必要です。

⑦

＜下水道事業（経営）＞
・老朽化が進む施設の点検調査および耐震診断を実施し、施設の状況を
把握した上で、老朽化と地震への対策を行うと同時に、集中して実施してき
た初期投資の更新時期の平準化を目指します。
・また、企業債残高は200億円を上回り、資金面では厳しい状況が続きます
が、順調に減少する計画で進んでおり、下水道事業第8期経営計画の進捗
確認により、長期的な視点で公営企業としての健全経営を目指し、経営基
盤の強化に努めます。

⑦

【取組】
・下水道事業の経営状況を明確に把握し、下水道事業経営計画の
進捗管理を行います。
・令和4年度には次期経営計画の策定に向け、令和2年度から本格
着手となりますが、令和元年度では、委託業者選定に向けての事
前準備や内容の検討等を行います。

【成果目標】
　事業計画の目標達成状況や経営状況の確認分析および今後の
展開について、上下水道事業運営委員会へ報告し、議事内容につ
いてホームページで公表を行います。

⑥

　処理場施設の老朽化等への対応や効率的な経営を行うため、市内6地区
の農業集落排水の公共下水道への接続事業を進めます。
 
　農業集落排水公共下水道接続事業　　平成25～令和元年度

⑥

【取組】
　公共下水道への接続に向けた年次計画に基づいた管渠敷設工
事を行います。
　　　　　　　　（事業費） 　 695,363千円
　　　　　　　　（うち平成30年度予算明許繰越事業費    89,963千円）

【成果目標】
　下水道管路の整備
　・R1事業費分　　整備延長     2.3kｍ
　（うちH30予算明許繰越事業費分　整備延長　0.3kｍ）

分野：上下水道
施策：下水道施設の整備更新
　　　　・耐震化と維持管理

上下水道部～2～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

分野：行財政マネジメント
施策：事務事業の効果・効
率の向上

2
　マイナス金利政策の影響により、各種預金の金利等が下落してお
り、公金の運用には困難な状況が続くものと見込まれています。

②
　今後の景気や金融政策の動向を注視しつつ、低金利の状況下において
も確実かつ有利な公金運用に努めます。

②

【取組】
　資金の管理、収入・支出状況を的確に把握し、公金を適正に運用しま
す。

【成果目標】
　日々、資金状況を把握し、より多くの資金を利率の高い定期預金等で運
用できるよう努めます。

分野：行財政マネジメント
施策：財政・財産の適正な
管理運営

1

・「第3次草津市行政システム改革推進計画」のアクション・プランに「公
民連携手法の活用」および「内部事務の効率化」として、これまで外部
委託が進んでいなかった業務について、段階的にアウトソーシングを
導入することが位置づけられています。
・総合窓口との一体的な推進は延期となりましたが、費用対効果を見
極め、限られた経費の中で取り組みが可能な範囲での業務委託の検
討は、引き続き課題となっています。

①
　会計業務の段階的なアウトソーシング化に向け、継続して取組を進めま
す。

①

【取組】
　アウトソーシングに向けたスケールメリット等の問題に対し、業務範囲や
手法を再検討します。

【成果目標】
　業務範囲や手法を再検討し、費用対効果のある委託に向け、関係課と調
整しながら準備を進めます。

0 25,869

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

0

合計 7 0 0 0 3 10 25,869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,869

0

― ―

会計課 6 0 0 0 3 9 25,869

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 1 0 0 0 0 1 ―

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

《令和元年度　会計課　組織目標》　

会計管理者　　北相模　政和

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
会計規則等に基づく適正な会計処理審査と公金の安全かつ確実な保管に努めます。

◆効率的かつ正確な会計事務に努め、適正な会計処理の審査と迅速な支払い手続きを行います。
　・業務の効率化を図るため、会計業務の一部アウトソーシング化を引き続き検討します。
◆市民の共有財産である公金を適正に管理・運用します。
　・必要な資金の状況を的確に把握し、より多くの資金を定期預金等の安全かつ有利な方法で運用します。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

会計課～1～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　教育委員会事務局　組織目標》　

部長　　　居川　哲雄

理事　　　畑　真子

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

当初予算規模（千円）

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 4 0 0 0 0 4 ― ― ―

教育総務課 9 0 0 1 0 10 2,093,965 1,563,709 530,256

生涯学習課 8 0 0 0 2 10 249,328 109,490 139,838

スポーツ保健課 7 0 0 1 1 9 472,770 45,324 427,446

学校給食センター 2 0 0 1 1 4 611,274 377,812 233,462

スポーツ大会推進室 3 0 0 0 0 3 778 0 778

歴史文化財課 6 0 1 3 2 12 93,025 75,386 17,639

草津宿街道交流館 3 0 1 3 4 11 35,521 11,272 24,249

図書館 7 0 0 8 4 19 83,607 993 82,614

南草津図書館 3 0 2 4 5 14 52,059 169 51,890

学校教育課 10 0 0 0 1 11 234,287 9,449 224,838

児童生徒支援課 8 0 0 1 1 10 204,067 51,048 153,019

学校政策推進課 5 0 0 1 1 83,056

合計 75 0 4 23 22 1,969,085124 4,377,282

　1．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　2．重点目標 　　3．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

「草津市教育振興基本計画（第2期）」および「教育に関する大綱」の基本理念である「子どもが輝く教育のまち・出会いと学びのまち・くさつ」の実現に
向けて、次の3つの目標像を掲げ、県内をリードし全国に誇れる実践を重ね、本市教育の更なる向上を目指します。

【目標像】
◆子どもの生きる力を育みます
　・いじめを根絶する取組を推進します。
　・子どもの健やかな体づくりを進めます。
　・草津市子どもが輝く学校教育充実プログラムを実施します。

◆学校の教育力を高めます
　・地域の活力を活かした学校経営を行います。
　・教職員の指導体制の強化を図ります。
　・地域による学校支援の充実を図ります。
　・学校等の施設・設備の整備を推進します。

◆地域に豊かな学びを創ります
　・市民の生涯スポーツ活動を支援します。
　・文化財の保護と活用を推進します。
　・市民が文化・芸術にふれる機会を推進します。

所属

7 246,601 163,545

職員数（人）

1

＜草津市教育振興基本計画の見直し＞
　平成27年3月に策定した草津市教育振興基本計画（第2期）につい
て、令和元年度が最終年度であることから、今年度に第3期計画を策
定する必要があります。

①
　「草津市教育振興基本計画（第3期）」の策定を行い、今後5年間に取り組
むべき教育振興施策を明らかにします。

①

【取組】
　職員による内部会議と、学識者や公募市民等による策定委員会を開催
し、その中で現行計画の成果や課題の検証を行ったうえで、草津市教育振
興基本計画（第3期）を策定します。
（事業費）
　基本計画策定支援業務　　4,653千円

【成果目標】
　草津市教育振興基本計画（第3期）の策定

2,408,197

分野：教育・青少年
施策：教育内容の充実

2

＜中学校給食の実施に向けた取組の推進＞
　全国的に中学校給食の実施が進んでいることや、本市における中学
校給食を望む保護者の声、市議会での請願の採択などといった社会
情勢の変化等を踏まえ、さらなる教育環境の向上と食育の推進を図る
ことを目的として、平成29年2月に策定した中学校給食実施基本計画
に基づき、センター方式による中学校給食を実施する必要がありま
す。

② 　令和3年度2学期から中学校給食を実施するための取組を推進します。 ②

【取組】
・給食センター用地の取得および造成設計、センター基本・実施設計を
  行います。
・中学校配膳室の増築を行います。
・中学校給食の運営に関して、中学校教職員や保護者代表等の関係者に
  よる意見交換、情報共有を行います。
（事業費）
　中学校給食センター整備費　285,401千円

【成果目標】
・用地取得および造成設計、センター基本・実施設計の完了
・中学校配膳室増築工事の完了　1校〔松原中学校〕
・中学校給食推進懇話会の設置、開催　3回

分野：教育・青少年
施策：子どもの健やかな体
づくりと安全・安心の確保

重点2
教育の充実

教育委員会事務局～1～



令和元年度
重点施策

　1．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　2．重点目標 　　3．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

3

＜教育施設の整備＞
・小中学校施設は建築後相当の年数が経過しており老朽化が著しい
状態です。また、グラウンド等の屋外施設や受電設備等の付帯設備に
ついても、未改修の学校が多く、老朽対策工事を進める必要がありま
す。

・学校施設の維持管理等に関するトータルコストの縮減及び平準化を
図ると共に学校施設に求められる機能を確保するため中長期的な視
野に基づく学校施設の長寿命化計画を策定する必要があります。
　
・学校施設の構造体に係る耐震化は完了していますが、構造体以外
の天井や窓、備品等（非構造部材）の耐震化が完了しておらず、これら
の耐震対策を進める必要があります。

・高穂中学校では、校区内周辺の宅地開発が進み,生徒数が年々増加
しています。今後、教室数が不足することが想定されることから校舎の
増築を行う必要があります。

③

・学校施設の安全性の確保と教育環境の改善を図るため、老朽化が進む
小中学校施設等の改修とバリアフリー対応の工事・設計を行います。

・学校施設の中長期的な機能保全を図るため学校施設の長寿命化計画を
策定します。

・地震に対する学校施設の安全性を確保するため、小中学校校舎の非構
造部材について耐震工事を行います。

・高穂中学校について、生徒数の増加に対応した適正な施設規模を確保す
るため、校舎増築工事を行います。

③

【取組】
　建築後相当年数経過した校舎等の学校施設の改修を計画的に実施する
とともに、バリアフリー対応の工事・設計を行います。

＜令和元年度＞
（事業費）285,459千円
・松原中学校武道館他大規模改造工事（131,080千円）
・松原中学校武道館他大規模改造工事監理業務（4,815千円）
・新堂中学校武道館大規模改造工事（56,469千円）
・新堂中学校武道館大規模改造工事監理業務（3,682千円）
・老上中学校グラウンド改修工事（78,995千円）
・老上中学校グラウンド改修工事監理業務（2,798千円）
・草津第二小学校トイレ改修工事実施設計業務（1,889千円）
・老上小学校グラウンド改修工事実施設計業務（5,731千円）
＜平成30年度予算繰越明許費＞
（事業費）77,745千円
・草津中学校トイレ改修2期工事（75,402千円）
・草津中学校トイレ改修2期工事監理業務（2,343千円）

【成果目標】
　各工事、実施設計の完了

⑤

【取組】
　小中学校の非構造部材の耐震対策工事、調査点検実施設計業務を行い
ます。
（事業費）115,801千円
・小学校校舎非構造部材改修工事[志津・笠縫小学校]（73,493千円）
・小学校校舎非構造部材改修工事監理業務[志津・笠縫小学校]（4,686千
円）
・小学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務[山田・常盤小]
　（12,253千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事[老上中学校]（16,666千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事監理業務[老上中学校]（2,343千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務[松原中学校]
　（6,360千円）

【成果目標】
　校舎の非構造部材の耐震化実施校率（累計）70%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度55%）

分野：教育・青少年
施策：学校施設・設備の充
実

重点2
教育の充実

④

【取組】
　学校施設の長寿命化計画を策定します。

・学校施設長寿命化計画策定支援業務（13,400千円）

【成果目標】
　計画の策定

重点2
教育の充実

分野：教育・青少年
施策：学校施設・設備の充
実

重点2
教育の充実

⑥

【取組】
　校舎の増築工事を行います。

（事業費612,417千円）
・高穂中学校増築工事（446,257千円）
・高穂中学校駐輪場解体他工事（161,650千円）
・テニスコート整備工事実施設計費（4,510千円）

【成果目標】
　工事の完了

分野：教育・青少年
施策：学校施設・設備の充
実

重点2
教育の充実

教育委員会事務局～2～



令和元年度
重点施策

　1．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　2．重点目標 　　3．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

4

＜文化・芸術活動の振興＞
・国では、文化を観光やまちづくりなど各分野に活用しようと、平成29
年6月に「文化芸術基本法」が施行され、平成30年3月6日に文化芸術
に関する施策の総合的かつ計画的推進を図るため、「文化芸術推進
基本計画」（第1期）が閣議決定されました。
・本市においても、平成29年7月1日に基本理念等を定めた草津市文
化振興条例を施行するとともに、平成30年3月に草津市文化振興計画
を策定し、草津らしい文化の創造と発展を目指すための基本方向等を
定めました。

④

　文化振興計画に基づいて、誰もが等しく文化にふれられる市民文化政策
の推進と、個性ある文化の創造により都市の魅力を高める都市文化政策
の推進を図り、“出会い”と“交流”に満ちた草津市の文化を創造し、発展さ
せます。

⑦

【取組】
　草津市文化振興計画に基づく文化振興プログラムを実施し、草津市にお
ける文化振興を特徴づけ、草津らしい文化の創造を促進します。

（事業費）文化振興プログラム推進費　　4,883千円
　　　　　　・アートフェスタくさつ開催
　　　　　　・重点プロジェクトプレ事業委託
　　　　　　・草津市文化振興審議会開催
　　　　　　・草津シネマ塾開催
　
【成果目標】
　文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合　23.0%
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度実績　21.6%）

分野：市民文化
施策：文化・芸術活動の
　　　 推進

5

＜小中学校体力向上プロジェクト＞
・平成30年度の児童の新体力テストの結果は、上昇傾向にあります
が、児童生徒がより一層運動に関心を持ち、目標である全国平均点を
上回るためには、今後も継続して体力向上に取り組む必要がありま
す。
・また、中学校の生徒の体力テストの結果は、全国平均点を上回って
いますが、部活動などスポーツを行う機会が増え、けがが増加するた
め、スポーツ障害予防に取り組む必要があります。

⑤

・立命館大学との協働研究を行いながら、児童生徒が運動する機会や環境
の充実のための効果的な取組を行うとともに、短時間運動プログラム（草津
市チャレンジタイム）の推進や体育科の授業改善、スポーツ傷害予防講座
等の実施により児童生徒の体力向上に取り組みます。
・また、更なる体力向上を目指して、学童保育との連携を進め、チャレンジタ
イムの実施機会の拡大を図ります。

⑧

【取組】
　児童、生徒が運動に関心を持ち、継続して取り組めるよう、小中学校で体
力向上プロジェクトに取り組み、大学と連携して児童の体力などに関する
データ収集・分析を行います。また、学童保育との連携を進め、チャレンジ
タイムの実施機会の拡大を図ります。
（事業費）
　小学校体力向上プロジェクト推進費　　  1,165千円
　中学校体力向上プロジェクト推進費　　　　550千円

【成果目標】
・小学5年生の新体力テストの全国平均点を100とした場合の市の平均点の
割合　　男子100%　女子100%
〔平成30年度実績　男子102.5%　女子98.9%〕
（参考：中学2年生平成30年度実績　男子103.8%、女子101.6%）
・学童保育指導者研修会でのチャレンジタイム講習の実施　1回
・学童保育施設でのチャレンジタイムの試行実施　5か所

分野：教育・青少年
施策：子どもの健やかな体
づくりと安全・安心の確保

6

＜文化財の保存と活用＞
　市外からの人口流入や地域の少子高齢化など、本市の社会構造は
大きく変化しつつあります。その中で、希薄化する地域への関心を高
めるうえで地域の歴史資源などの保存・活用が必要となってきていま
す。
　そのため、地域に埋もれた歴史資源の掘り起こし、およびそれらの保
存・活用について市民から求められているとともに、文化財の後継者
の育成や保存継承に係る支援の充実等が所有者などから求められて
います。

⑥
　市内に存する歴史遺産や歴史文化の保存・活用に関する基本方針を定
めるとともに、指定・未指定を含む本市のすべての文化財の保存・活用に
向けた取り組みを進めます。

⑨

【取組】
・平成30年度に策定した草津市史跡芦浦観音寺跡保存活用計画に基づ
き、史跡の整備を推進するための基本的な方向性を示す史跡芦浦観音寺
跡整備基本計画を策定します。
・史跡草津宿本陣の適切な保存・活用ができるよう史跡草津宿本陣保存活
用計画を策定します。
・平成30年の文化財保護法の改正により新たに策定することが必要となっ
た文化財保存活用地域計画を、昨年度策定した草津市歴史文化基本構想
を基礎とし、策定します。
（事業費）
　計画等策定関係費　12,977千円

【成果目標】
　文化財の保存・活用啓発活動の件数　30件以上　（平成30年度　30件）
　　　　　（資料・写真の提供、案内・講座の開催）

分野:市民文化
施策:歴史資産を生かしたま
ちづくり

7
＜郷土愛の醸成＞
　草津の歴史文化の特色である宿場町や街道について関心を高め、
ふるさと草津に愛着をもってもらえる事業展開や情報発信が必要と
なっています。

⑦
　開館20周年を迎えた草津宿街道交流館や史跡草津宿本陣において、ふ
るさと草津に対する市民の関心を高める取組を進めます。

⑩

【取組】
　市民が本市の歴史文化に関心を深めることができるよう街道交流館の開
館20周年記念事業としてテーマ展やトークショーを実施します。

【成果目標】
　会員数　　 令和元年度の会員数を100人以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度　    　95人）
　入館者数　令和元年度の両館入館者数を34,200人以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年度　33,072人）

分野：市民文化
施策：歴史資産を生かした
まちづくり
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令和元年度
重点施策

　1．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　2．重点目標 　　3．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

8

＜学校教育充実プログラムの実施＞
・令和2年度から(中学校は令和3年度から)の新学習指導要領では、英
語教育の充実・強化が掲げられ、小学校5、6年生の教科化、3、4年生
の外国語活動の実施、それに伴う中学校での指導内容の高度化が計
画されています。これに伴い、本市では、平成27年度に「草津市英語
教育推進計画」を策定し、令和元年度まで計画的な取組を行っていま
す。本年度は「草津市英語教育推進計画」の更新の年度でもあり、英
語を用いた外国人とのコミュニケーション活動の機会を充実させるとと
もに、「草津市小中一貫英語教育カリキュラム」の作成など、より効果
的な指導方法を確立していく必要があります。

・新学習指導要領が示す主体的・対話的で深い学びを実現するため草
津型アクティブ・ラーニングによる授業改善を推進するとともに、子ども
一人ひとりの学習上のつまずきを把握し、個別に支援をしていく必要
があります。

⑧

・平成28年度から実施してきた「草津市英語教育推進計画」の更新を行い、
令和2年度から全面実施となる新学習指導要領による英語教育の指導体
制を確立し、英語教育を推進します。
・教員の英語力、指導力の向上や、英語を用いたコミュニケーション活動の
充実を図るとともに、「草津市小中一貫英語カリキュラム」の作成に取り組
み、新学習指導要領に基づく、新しい英語教育に円滑に移行できるよう取り
組みます。

⑪

【取組】
　全中学校区で小中の連携を重視し、3名のALTによる市内全小中学校へ
の巡回や遠隔授業による学校間の英語交流等の実施を通して、令和2年
度の教育課程編成について検討するとともに、全面実施に対応するよう次
の5点に取り組みます。
・外国語活動年間指導計画モデル、および外国語活動学習活動計画モデ
ルを充実します。
・小中一貫性のある指導が行えるよう、小学校3年生から中学校3年生まで
の系統性を考慮したＣａｎ-Ｄｏリストを作成します。
・学習指導要領先行実施のため、モジュール授業や通常授業において、配
信型デジタル教材を活用した学習指導を進めます。
・ＩＣＴ機器を活用した授業の一環として、リアルタイムで外国人とコミュニ
ケーション活動に取り組むオンライン授業を全小学校で実施します。
・中学1年生～3年生を対象に、スコア型英語技能検定（GTEC）を実施し、
成果の把握と英語科の授業改善につなげます。
（事業費）
　JTE、ALT配置費　　　　 　22,202千円
  デジタル教材使用料　　  　 　308千円
　オンライン授業委託費　　　2,398千円
　GTEC補助金　　　　　　　　 9,127千円

【成果目標】
　英語（外国語活動）が好きと回答した児童生徒の割合　80%（平成30年度
78.9%）

分野：教育・青少年
施策：教育内容の充実

重点2
教育の充実

⑨

・新学習指導要領が示す主体的・対話的で深い学びによる学力の向上を目
指して、学び方を身に付けるための支援をします。
・中学校入学以来の生徒一人ひとりの学習上のつまずきを把握し、克服す
る支援を行うことにより、生徒の学力向上を目指します。

⑫

【取組】
　本市の学力向上策の一環として、新たに中学2年生を対象とした共通テス
トの実施と、テスト後の補充プリントによる学習支援を行います。
（事業費）
　子どものつまずき発見・克服事業　委託料　　1,320千円

【成果目標】
　補充プリントの提出率　90%以上

分野：教育・青少年
施策：教育内容の充実

重点2
教育の充実

9

＜学びの基礎となる読みの力の定着＞
　市内小学校において、1年生の段階で、学習の基本となるひらがなの
読み書きにつまずいている児童が一定数います。1年生時のつまずき
は、高学年段階での学習困難の大きな要因となっていることから、低
学年の早い段階から効果的な指導・支援を行う必要があります。
　また、文章を素早く正確に読む力は「読解力」の向上につながり、効
果的な「読み」の指導を早期から継続的に行うことが、学力向上につな
がります。
　これらのことから、読みにつまずく児童を、1年生の内に早期発見し、
具体的かつ効果的な支援を即時行うことが必要です。

⑩

・年間を通して定期的なアセスメントを行い、学習につまずく児童を早期発
見するとともに、科学的根拠のあるアセスメント結果に基づき、効果的な指
導・支援を行います。
・1年生の国語科の授業において、科学的根拠のある「読み」の指導を継続
的に行い、学力の基盤となる読みの力の向上を図ります。

⑬

【取組】
　モデル校4校で1年生の国語科の授業において、児童の読みの力を分析・
把握し、タブレットＰＣを活用し、一人ひとりの課題に応じ、多層指導モデル
（ＭＩＭ）*による「読み」の指導を年間を通して行います。
*通常学級において、異なる学力層の児童ニーズに対応した指導・支援を
する学習指導モデルのこと。
（事業費）
　小1学びの基礎育成事業　988千円

【成果目標】
　1年生の指導終了時に読みにつまずく児童の割合　8%以下

分野：教育・青少年
施策：教育内容の充実

重点2
教育の充実

10

＜いじめを根絶・学校不適応児童生徒への対応＞
　大きな社会問題となっているいじめ問題については、そのいじめの根
絶に向け、学校の組織力を高め、家庭、地域、関係機関との連携を強
化し、子どもの自己肯定感を高め、豊かな感性や人間性を育む取組を
進めていく必要があります。
　また、不登校をはじめとする学校不適応には、学校、家庭、地域社会
など子どもを取り巻く環境が影響していることが少なくありません。子ど
もたちの課題の解消を図るためには、本人への働きかけとともに、取り
巻く環境の調整・改善に取り組む必要があります。

⑪

・いじめに対する職員の危機意識の向上や未然防止の取組、早期発見、早
期の組織対応等を総合的かつ効果的に推進するとともに、家庭や地域、関
係機関との密接な連携のもと、いじめの根絶に向けた取組を進めます。
・学校不適応については、教育や社会福祉の専門的知識・技術を有する人
材を「チーム学校」のスタッフとして学校に派遣し、児童生徒をとりまく様々
な環境に働きかけて支援を行い、個々の課題の解決を図ります。

⑭

【取組】
・道徳教育、いじめを予防する学習の充実等により、いじめを許さない集団
作りに努めるとともに、教員研修の実施などにより、教員の対応力を強化し
ます。
・いじめの認知件数が多くなる6月と9月を「いじめ防止啓発強化月間」とし、
各学校での取組を強めるとともに家庭や地域、関係機関との連携を図りま
す。
・いじめの未然防止・早期発見のために、いじめアンケートの工夫改善を行
います。
・学校不適応の児童生徒の課題解決を図るために、教育と社会福祉の分
野における専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを派
遣します。
（事業費）
　スクールソーシャルワーカー配置費　1,638千円

【成果目標】
　いじめの認知件数に対する解決率　100%
    　　　　　　　　　　　   （平成30年度　100%の見込み）

分野：教育・青少年
施策：教育内容の充実・学
校経営の充実

分野：教育・青少年
施策：学校経営の充実

11

<地域による学校支援の充実>
　社会情勢の変化により、学校を取り巻く課題が多様化しています。こ
うした課題に対応し、新学習指導要領に盛り込まれた「社会に開かれ
た教育課程」を実現するためには、学校と家庭、地域との連携を深め、
家庭や地域の声を学校運営に反映する必要があります。

⑫
　「地域とともにある学校」の実現を目指して、学校、保護者、地域住民の組
織的かつ継続的な連携と協働体制を確立し、学校運営の充実を図ります。

⑮

【取組】
　市内全20小中学校において、コミュニティ・スクールを実施します。また、
年3回の研修会を実施し、それぞれの学校の強みを活かし、地域や保護者
との協働体制を構築します。
（事業費）
　委員報酬　1,280千円

【成果目標】
　学校評価の「コミュニティ・スクールくさつは、学校運営に効果がある」にお
ける5段階評価　4.0以上　（平成30年度実績　3.7）

教育委員会事務局～4～



◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　議会事務局　組織目標》　

事務局長　　　千代　治之

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

議会基本条例に掲げる議会活動・議員活動のさらなる活性化に向けて

◆議会基本条例に掲げる議会のあるべき姿を目指します。
　・「市民に開かれた議会」を目指し、議会報告会の開催支援や、時機を得た情報発信の充実に努めます。
　・「政策の立案や提言を行う議会」を目指し、政策討論の実施や専門的知見の活用などに向けた取り組みを推進します。
　・「行政の監視や評価を行う議会」を目指し、本会議や委員会の機能充実に向けた支援を行います。
　・「議会の機能向上」を目指し、議会改革の推進に向けた調査研究や提言を行うとともに、事務局職員として必要な能力の習得を目指します。

◆議員活動のさらなる活性化を支援します。
　・議員が円滑な議会活動を行えるよう支援を行います。
　・議員活動のさらなる活性化に資するよう、議員への資料提供や研修機会の提供などを積極的に行います。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

2 ―

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

7 257,100

特定財源 一般財源

経営層（局長、次長） 2 0 0 0 0

0

― ―

議事庶務課 4 0 1 1 1

0

0 257,100

9 257,100

00

0 257,100

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

合計 6 0 1 1 1

1

・議会基本条例の第3章には「市民に開かれた議会」を目指すべき議
会のあり方とし、市民にわかりやすい情報の発信に努めるとともに、
市民が議会に参加する機会の拡充に努めることを定めています。
・議会活動の情報発信については、様々な媒体を通じて行っています
が、今後も市民への広報広聴活動を積極的に行う必要があります。

①
　「市民に開かれた議会」を目指し、市民への情報公開・情報発信を行うと
ともに、市民との意見交換の機会を設けるなど、議会への多様な市民参
加を促進するための取り組みを支援します。

①

【取組】
　議会報告会の開催を支援します。（事業費100千円）

【成果目標】
　議会報告会の参加者等に、議会活動に対する理解を深めていただきま
す。

②

【取組】
　議会だよりの発行や、スマートフォン・タブレット端末への配信も含めた
議会中継などにより、議会活動の情報を発信します。（事業費6,228千円）

【成果目標】
　タイムリーで、わかりやすい議会活動情報を発信します。

2

・議会基本条例の第4章には「政策の立案や提言を行う議会」、第5章
には「行政の監視や評価を行う議会」、第6章には「議会の機能向上」
を目指すべき議会のあり方として定めています。
・政策立案・提言については、主に議員各々が執行部に対し行ってお
り、議員間討議による議会としての意思形成が十分ではないのが現
状です。
・また、監視や評価については、常任委員会における所管事務調査
や決算審査における事業評価などを行っていますが、これらの結果
が市政へ反映されるものとなるよう、その質を高めていく必要があり
ます。

②
　政策立案・提言や行政の監視・評価など、議会としての機能の向上を図
る支援を行います。

③

【取組】
　議会ICT化の推進により議会活動の能率化を進めるとともに、所管事務
調査や特別委員会における監視・評価の機能強化を図ります。また、必
要に応じた知見の活用や、政策討論会の運営などを支援します。（事業
費5,296千円）

【成果目標】
　政策立案・提言などの実施および市政への反映につなげていきます。

⑤

【取組】
　事務局職員研修への参加や先進事例の調査を行います。

【成果目標】
　議会運営に必要な能力の向上と、議会や議員への提案を行います。

④

【取組】
　滋賀県議会議長会や湖南4市で構成する湖南地区市議会議長会およ
び大津市議会との連携協力を進めます。

【成果目標】
　広域的な共通課題について協議検討の場を設け、調査研究の充実に
向けた支援を行います。

3
　9月末に現議員の任期が満了し、10月からは新たな任期の議員が
就任することとなります。

③ 　議会運営の円滑化と議員活動の充実につながるよう支援を行います。

⑥

【取組】
　議員改選にかかる就任支援を行います。（事業費821千円）

【成果目標】
　議員の円滑な議会活動を支援します。

⑦

【取組】
　議員への資料提供の整備や研修機会の提供を行います。

【成果目標】
　議員活動の充実に向けた支援を行います。
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◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度　監査委員事務局　組織目標》　

事務局長　堀田　智恵子

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模
市民から信頼される市政運営をめざします。
　
◆市民の目線による公正不偏の立場から、市が執行する事務事業が、法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているか、また、経営に係る事
業が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼としつつ、透明性の高い行政運営の確立を目指します。
　・「住民の福祉の増進」、「最小の経費で最大の効果」、「組織および運営の合理化」、「法令の遵守」を視点に、監査委員の監督・指導により、定期
監査、財政援助団体等監査や決算審査等を実施します。

所属

職員数（人） 当初予算規模（千円）

正規

1 －

特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）

2 1,804

特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 1 0 0 0 0

3 1,804

－ －

監査委員事務局 2 0 0 0 0

合計 3 0 0 0 0 0 1,804

0 1,804

①

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

②

【取組】
　補助金等交付団体等について、出納その他の事務の適切かつ効率的な
執行について、財政援助団体等監査を行います。

【成果目標】
　5団体・施設を対象として監査を実施します。（平成30年度：4団体）

【取組】
　財務事務、事業管理の適正かつ合理的、効率的な実施状況について、
定期監査を行います。

【成果目標】
　全部局34所属を対象として監査を実施します。（平成30年度：34所属）

③

【取組】
　会計管理者や企業管理者の保管する現金の在高および出納関係諸表
等の計数の正確性の検証等について、例月出納検査を行います。

【成果目標】
　毎月25日に現金出納事務の適正な執行について、検査を実施します。

⑥

【取組】
　地方自治法の一部改正に関連する総務省令等の動向について情報収
集し、監査基準の策定や必要な改正手続き等を実施します。

【成果目標】
　草津市の監査基準を策定します。

④

⑤

【取組】
　工事の計画、設計、積算、施工等が適正かつ合理的、効率的に実施され
ているかを主眼に工事監査を実施します。

【成果目標】
　工事1件を対象として監査を実施します。（平成30年度1件）

【取組】
　計数の確認、予算執行・事業経営が適正かつ効率的に行われているか
を主眼に、決算・基金の運用状況・健全化判断比率審査を実施します。

【成果目標】
　市長から付された決算審査等について、意見を市長に提出します。

　国の動向等を注視し改正内容に対応します。

1

  総務省「地方自治法抜本改正についての考え方」（平成23年1月26
日）において、監査制度・財務会計制度の見直し方針が示されていま
す。この背景としては、
・平成20年次からの会計検査院の検査等により、検査対象となった47
都道府県・18指定都市のすべてにおいて不適正経理が判明するととも
に、一部の地方公共団体においては不適正な決算が調製され、監査
委員の審査も不十分であったため、財政状況等について正確な情報
が住民に開示されませんでした。このことについては、
　⇒監査委員制度、外部監査制度からなる監査制度が有効に機能し
ていない。
　⇒予算単年度主義、執行の硬直性、国庫補助制度等、現行の財務
会計制度にも原因がある。
と指摘されています。
・現状は、厳しい財政状況を正確かつ簡明に公開し、住民の理解を得
て財政運営を行う要請が高まっています。

①
　公正で合理的かつ能率的な市行政運営確保のため、違法、不正の指摘
はもとより、経済性・効率性・有効性に重点を置いた監査等を実施する必要
があります。

　監査制度の充実・強化を目的に、地方自治法等の一部を改正する法
律が平成29年6月に公布されました。令和2年4月1日から施行となる主
な内容は、監査基準に従った監査等の実施や監査委員の権限の強化
です。

2 ②
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◆目標管理者

令和元年度
重点施策

《令和元年度 農業委員会事務局　組織目標》　

事務局長　　田中　好紀

◆部局の役割・目標像 ◆職員数および当初予算規模

当初予算規模（千円）

正規 特任 再任用 嘱託 臨時 合計
歳出

（職員費を除く）
特定財源 一般財源

経営層（部長、副部長） 1 0 0 0 0 1 ― ― ―

農業委員会事務局 2 0 0 1 1 4 15,932 2,659 13,273

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計 3 0 0 1 1 5 15,932 2,659 13,273

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標 総合計画上の位置づけ

◆農地を守り、農業と地域を支えるために、農地法等関係法令に基づき、地域農業者の代表である農業委員会の活動を補佐し、農地の取得やそ
の権利の保護、農業上の効率的な利用を図るための調整を行います。
◆所有者（耕作者）の地位の安定と農業生産力の増進を図るため、許認可業務等を適正に行います。
◆農地等の利用の最適化の推進（担い手への農地利用の集積、耕作放棄地の発生防止、解消など）に努めます。
◆農地の利用状況についての定期的な調査や、相続等による農地の権利取得の届出の受理・あっせん等の活動を行います。

所属

職員数（人）

1

　農業収入では安定的な生活が見込めない不安や、後継者のいない
高齢の農業者が増加しているため、農地の売却（宅地等への転用）
や、不耕作農地や耕作放棄地の増加につながっています。また、担い
手が主体性と創意工夫を発揮して、経営発展できるよう農地の集積・
集約化を促進する必要があります。

①

　『人・農地プラン』を基に、関係機関（市農林水産課、ＪＡ、県農産普及課）
と集落・地域が連携を図り、農地等の利用の最適化の推進に関する指針に
掲げる『遊休農地の解消』『担い手への農地利用集積』問題の解決・解消に
繋げます。

①

【取組】
　農業委員、最適化推進委員、関係機関で構成する農地利用最適化ブ
ロック推進会議を設置し、『人・農地プラン』において各地区で出された課題
解決に向け、農地利用集積に向けた取り組みを進めます。

【成果目標】
　農地利用集積・集約化を推進します。
　農地利用集積面積
　Ｈ30　　591ｈａ　➡　R1　741ｈａ　　　▲150ｈａ
　集積率
　H30　　47.3%　➡　R1　　58.3%　 　＋11.0%ポイント
　　（80%　[令和6年3月目標値]）

分野：農林水産
施策：農地の保全と農業的
土地利用の増進

②

【取組】
　農業委員、最適化推進委員、関係機関が連携を図り、農地パトロールを
実施します。

【成果目標】
　無断転用行為、耕作放棄地の発生防止、解消を推進します。
　遊休農用地面積
　Ｈ30　　4.6ｈａ　 ➡　R1　　2.7ｈａ　　　▲1.9ha
　遊休農用地割合
　Ｈ30　　0.37%　➡　R1　　0.2%　　 ▲0.17%ポイント
　　（　0　ha　[令和6年3月目標値]）

分野：農林水産
施策：農地の保全と農業的
土地利用の増進
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