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第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

人権

施策番号 人権の尊重

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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）

○

○

○

○

○

○

人権文化の醸成

1－01－①

人権が尊重されるまちであると思う市民の割合（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

27.0

平成30年度 平成31年度

28.0 29.0

基本方針

草津市平和祈念のつどいを通して、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。

各種講座を実施し、地域と周辺住民の参加者交
流を促進するとともに、福祉と人権講座を４回開
催し、人権についての啓発を行った。

市民のつどい開催事業 人権センター

地域交流促進事業 新田会館

まちづくりの基本方針

地域交流促進事業

人権政策課

橋岡会館

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度に比べ2.5％減少しており、引き続き、
教育・啓発の取り組みを積極的に行う必要がある。

  

主要事業 担当課 達成度評価理由

全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等を進めます。

－

講座を通して地域住民相互の交流と相互理解促
進を図った。

いのち・愛・人権のつどいの参加者は800名、参
加者のアンケートでは「大変よかった」「よかった」
が96%を占めており、好評であった。

分野

26.0

市域や地域、また企業で実施している人権教育・啓発の各事業への参加者の評価は高く、一定の目的は達成されて
いると考えるが、参加されない方や無関心層への取組みが課題と考えている。

各個別の事業については、今後も内容や手法を工夫するとともに、その効果を検証しながら、必要に応じて各事業の
見直し等に取り組むとともに、人権擁護のための事業を広く市民に周知するよう努める。

人権擁護平和啓発推進事業

23.5 －

人権と平和を守る都市宣言啓発事業 人権センター

人権センター自主事業 人権センター
人権セミナーへの参加者は339名、参加者のアン
ケートでは「大変よかった」「よかった」が85%を占
めており、好評であった。

市民のつどいの参加者は350名、参加者のアン
ケートでは「大変よかった」「よかった」が79%を占
めており、好評であった。

1－01－①
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○

○

○

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

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、市および商工会議所職
員により、延べ326社の企業を訪問し啓発を行っ
た。

同和問題市民講座開設事業 人権センター
人権センター

人権・同和教育研究大会開催費 学校教育課
大会参加者は１０７５名、参加者アンケートでは
講演会、分科会ともに「よかった」という意見が９
１％以上を占め、有意義な大会となった。

集会の参加者は282名、参加者のアンケートでは
「大変よかった」「よかった」が92%を占めており、
充実した集会であった。

女性集会開催事業 人権センター

企業内人権啓発推進事業 商工観光労政課

社会同和教育推進者研修事業

事務事業

商工観光労政課企業啓発指導員配置事業

担当課
人権総合調整推進事務 人権政策課

同和教育推進協議会活動事業 人権センター

教育文化振興事業 橋岡会館
教育文化振興事業 新田会館

集会の参加者は295名、参加者のアンケートでは
「大変よかった」「よかった」が99%を占めており、
充実した集会であった。

社会同和教育啓発事業
社会同和教育推進事務
各種研究会参加費負担事務
社会教育関係団体活動費補助事業

青年集会開催事業 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

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 「人」が輝くまちへ

人権

施策番号 人権の尊重

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

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 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

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

住民交流啓発事業 人権政策課
西一会館等管理運営事務 人権政策課
常盤東総合センター等管理運営事務 人権政策課

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

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
民へ人権意識の周知に努めた。人権相談
業務については163件の人権相談を行っ
た。

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の改訂に向け
て、関係課との調整や協議を行った。

26.0 23.5 － －

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度に比べ2.5％減少しており、引き続き、
教育・啓発の取り組みを積極的に行う必要がある。

目標値を下回っており、また前年度比較においても減少していることから、達成状況としては十分でない。人権に関す
る施策や事業を行っているものの、広く市民に浸透していないことが原因と考えられる。

人権が尊重されるまちと思う市民の割合について、目標値を目指し事業に取り組んでいく。人権センターでの人権相
談等の事業を中心に、市で実施する人権擁護のための事業を広く市民に周知するよう努める。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 27.0 28.0 29.0

まちづくりの基本方針

分野

1－01－② 基本方針

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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

1－01－②
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

男女共同参画

施策番号
男女共同参画社会の

構築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

分野

担当課
    

17.9

第３次草津市男女共同参画推進計画（後期計画）に基づき各種事業を実施し、男女共同参画社会づくりを推進した
が、市民意識調査の結果は目標値を下回っており、更なる意識啓発等を行う必要がある。

市民意識調査の結果は、１５．８％となり、平成２９年度の目標値を下回った。目標達成に向け効果的な男女共同参画
に関する意識啓発を行う必要がある。

男女共同参画推進事業

15.8 － －

男女共同参画に関する学習会の実施、
啓発紙の発行、広報やパネル展等によ
り意識啓発を行ったが、市民意識調査
では期待どおりの成果が出なかった。

まちづくりの基本方針

男女共同参画課

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2.1ポイント下落し、目標値よりも
低くなった。年齢別で見ると３０歳未満では割合が比較的高くなっているが、特に５０歳代で低くなっており意識啓発が
進んでいないと考えられる。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

男女共同参画の意識啓発やワーク・ライフ・バランスの推進、ＤＶ対策の強化等を行い、男女共同参画社会づくりを推
進します。

事務事業

男女共同参画社会の推進

2－01－①

男女共同参画が進んでいると思う市民の割合（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

20

平成30年度 平成31年度

22 24

基本方針

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
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

男女共同参画

施策番号
男女共同参画社会の

構築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 35

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31年度の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

女性活躍推進事業 男女共同参画課

起業・就業に関する支援、働き方改革を
はじめとしたワーク・ライフ・バランスの
推進、女性の総合相談を実施し、女性
の活躍推進を図ることができた。

14 14 － －

ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業所は１４社、前年度同数となり、目標値を下回る結果となった。
ワーク・ライフ・バランスに関する事業をはじめ様々な事業を実施したが、事業所に対し推進企業の登録に関する啓
発・周知が行き届いていないと考える。

第３次草津市男女共同参画推進計画（後期計画）において、ポジティブ・アクションと位置づけ、起業塾の開催、働き方
改革セミナー、女性ためのの実用セミナーなど女性の活躍推進に関する様々な事業を実施した。依然として男性中心
の社会となっており、今後も引き続き女性の活躍推進に関する事業を実施することが必要である。

ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業所は１４社で目標値を下回る結果となった。目標達成に向け、ワーク・ラ
イフ・バランスの推進をはじめ、女性の活躍推進に関する事業を重点的に実施する必要がある。

平成２７年８月に女性活躍推進法が制定され、女性の活躍推進を平成２８年度から３２年度まで５年間のポジティブ・ア
クションと位置付けられた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 19 25 30

まちづくりの基本方針

分野

2－01－② 基本方針

女性の活躍推進

女性の活躍の場を広げるためのポジティブ・アクションとして、女性の能力開発や起業支援等を図るとともに、政策・方
針決定の場への女性の参画を推進します。

ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業所数（社）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

2－01－②
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号
子どもの生きる力を育

む教育の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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）

○

○

○

○

○

○

○

まちづくりの基本方針

分野

3－01－① 基本方針

教育内容の充実

ＩＣＴ教育や英語教育の充実をはじめとした質の高い授業づくりや、心に響く人権教育・道徳教育を進めるとともに、い
じめを根絶する取組を推進します。

「授業がわかる」と感じている児童生徒の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

90 90

学力向上重点事業 学校教育課
英語教育について、ALT、JTEによる巡
回指導や小学校のオンライン授業によ
り充実を図ることができた。

小学校少人数学級編制事業 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、きめ細かな指導、一
人ひとりを大切にした指導ができた。

生徒指導推進事業 学校教育課
「草津市いじめ防止基本方針」の改定
や関係機関等の連携により、生徒指導
上の問題への組織的な対応ができた。

ICT推進事業や英語教育の拡充等により、学校の支援体制を強化し一人ひとりの児童生徒に寄りそった学習指導を
進める。また、「草津型アクティブラーニング」の定着のために、指導主事の学校訪問や研修の機会を増やす等学校に
寄り添った継続的な指導を行う。

平成29年3月に学習指導要領の改定があり、「主体的、対話的で深い学び」の視点からの授業改善が示された。

主要事業 担当課 達成度評価理由

87.7 86.2 － －

児童生徒へのアンケート調査の結果、「授業がわかる」と答えた割合は目標値には達していないが、「草津型アクティ
ブラーニング」による授業改善をさらに進めていくことにより、目標値に近づけていきたい。

ICT教育や英語教育、道徳教育をはじめとして、主体的・対話的で深い学びへの授業改善を進め、児童生徒に充実
感、達成感を感じさせる取組を進めてきた。「草津型アクティブラーニング」を市内全教職員が共通認識し、さらなる授
業改善に取り組む必要がある。

（※基準値） 90

学力向上重点事業 学校政策推進課
検定事業を教育課程に位置付けて指導
を行ったことで、児童生徒の学ぶ意欲
が高まった。

学校ICT推進事業 学校政策推進課

教育情報化リーダー養成研修の実施等
により教員のＩＣＴスキルは徐々に向上
しており、ＩＣＴ教育の充実につながっ
た。

子ども読書活動推進事業 図書館
「出張ブックトーク」の実施回数が5回か
ら35回となり、子どもの読書活動の推進
に寄与した。

子ども読書活動推進事業 学校政策推進課
学校司書の配置日数を45日から60日に
したことで、市内全小中学校で学校図
書館の毎日開館が実現した。

3－01－①
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■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 生涯学習課
科学発表展覧会開催事業 学校教育課
教育研究推進事業 学校教育課

事務事業 担当課
教育委員会運営事業 教育総務課
教育委員会事務局運営事業 教育総務課

学生ボランティア派遣事業 学校教育課
授業充実加配教員配置事業 学校教育課
少人数学習指導加配教員配置事業 学校教育課

国際交流事業 学校教育課
学校運営支援事業 学校教育課
学びの教室開催事業 学校教育課

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 学校教育課
人権教育推進事業 学校教育課

中学校文化部活動推進事業 学校教育課
学事管理事務 学校教育課
高校生等人権教育活動事業 学校教育課

校務情報化推進事業 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
体験実践活動推進事業 学校政策推進課
学校運営支援事業 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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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号
子どもの生きる力を育

む教育の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値
男女ともに100を

上回る

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31年度の取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

○

○

△

■施策に含まれるその他の事業一覧

地域ぐるみの学校安全推進事業 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

用地取得の難航により、進捗に遅れが
生じた。

小学校体育推進事業 スポーツ保健課
体力向上プロジェクトの実施により、概
ね目標程度の体力向上に取り組んた。

事務事業 担当課

中学校給食センター整備事業 教育総務課

担当課 達成度評価理由

通学路対策事業 スポーツ保健課

中学校体育推進事業 スポーツ保健課
スポーツドクターによる講習会の実施な
ど、学校体育の充実が図れた。

子どもの体力向上と中学校給食の実施に向けた取組を進めます。また、安全・安心な学校生活を送れるよう、地域と
ともに通学時の見守り等に取り組みます。

小学校5年生の新体力テストの全国平均点に対する市の平均点の割合(%)

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

まちづくりの基本方針

分野

3－01－② 基本方針

子どもの健やかな体づくりと安全・安心の確保

校医等配置事業 スポーツ保健課

男子100
女子100

（※基準値）
男子99.4
女子99.0

男子99.7
女子99.5

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。

男子100.2
女子97.2

男子99.6
女子98.2

－ －

体力向上プロジェクトの実施により、特に女子の成績が向上し、おおむね目標を達成できた。男女とも目標を達成でき
るよう継続して取り組む。

通学路対策をはじめ、学校保健や就学援助など、学校生活を安心して送るための各種施策を実施したことで、安全で
安心な教育環境を確保することができた。
中学校給食センター整備事業において、用地取得の難航により進捗に遅れが生じた。

小学生の体力向上はプロジェクトの実施により着実に向上しており、継続して取り組みを進める。
通学路安全対策について、事故、事件、災害等に備え、スクールガード等地域住民の協力を得ながら取組を進める。
中学校給食の実施に向け、可能な限り進捗の遅れを取り戻す必要がある。

 

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。

3－01－②
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学校給食センター
学校給食センター
学校教育課

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

児童就学援助費支給事務 学校教育課

学校給食材料購入事業

児童通学支援事業
修学援助資金給付事業 学校教育課

給食センター管理運営事業

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

3－01－②
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号
子どもの生きる力を育

む教育の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

青少年国際交流事業 生涯学習課
青少年対策推進事業 生涯学習課

事務事業 担当課
青少年教育推進事業 生涯学習課
成人式開催事業 生涯学習課

少年センター管理運営事業 生涯学習課
相談活動を実施している。
街頭補導などの活動を地域と一体とな
り実施している。

青少年育成活動事業 生涯学習課

青少年の主張発表大会、青少年育成
大会を開催した。また、活動の広報とし
て、広報紙を発行し市民に広く周知し
た。

863 906 － －

平成２９年度は、平成２８年度と比較して相談件数は増えている。目標値は超えていないが、相談件数の７５％は、本
人や保護者、学校からとなっており、青少年の健全育成・非行防止の一助となっている。また、学校をはじめとした関
係機関と少年センターが、情報を随時共有し、個々の少年に合った支援を行った。

県や警察、補導委員会など関係機関や団体との連携・協力により、相談活動や補導活動、少年への支援活動などに
取り組んだ。

相談業務において、相談内容が多岐にわたり、学校や保護者からの相談も多いことから、臨床心理士も含めた相談
体制を取っている。今後も継続して取り組むとともに関係機関、団体等との連携を更に強化し、非行の未然防止を中
心に取り組む。

警察および学校関係者との連携による補導啓発活動の積極的な取り組みにより、補導や犯罪少年が減少傾向にあ
る。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1,000 1,000 1,000

まちづくりの基本方針

分野

3－01－③ 基本方針

青少年健全育成の推進

青少年の健全育成を図るため、地域・学校・関係機関が連携し、啓発活動や青少年への教育活動を進めます。また、
相談業務や支援プログラムを実施し、非行からの立ち直りを支援します。

青少年に関する相談件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

3－01－③
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号 学校の教育力の向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 93

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31年度の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

（※基準値） 92 92 93

まちづくりの基本方針

分野

3－02－① 基本方針

教職員の資質向上

教育委員会による指導・支援やスキルアップアドバイザーの派遣、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、教職員の資質の向上を図ります。

「学校が楽しい」と感じている児童生徒の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

教職員研修事業 学校教育課
演習を中心とする研修により、実践力を
高めることができた。

90.9 90.7 － －

児童生徒へのアンケート調査の結果、「学校が楽しい」と答えた児童生徒は、９０％を超えている。教職員の資質向上
を図ることにより、安定した学校運営が行われていることに対する児童生徒の評価が表れたものと考える。

教育委員会の学校担当による指導、支援やスキルアップアドバイザーなどの派遣等様々な施策により教職員の資質
向上を図っており、一定のレベルは維持できているが、OJTの推進や管理職の指導・助言を進め、さらに教職員の資
質向上を図る必要がある。

教職員それぞれの経験年数に応じた資質向上の取組が必要である。このため、校長を中心としたOJTの推進などの
体制づくりを進める必要があり、より現場のニーズに応じた教育委員会の支援体制の構築を図っていく。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

講座開設事業 学校教育課
アンケート結果から、教育研究所主催
の講座参加者の満足度はたいへん高
いものであった。

スキルアップアドバイザー配置事業 学校教育課
学校のニーズに応じたアドバイザーの
派遣ができた。

事務事業 担当課
教育課程研究指定校事業 学校教育課
教育調査研究事業 学校教育課
教育研究所運営事務 学校教育課
教職員研修事業 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。

3－02－①
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号 学校の教育力の向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 93

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31年度の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）

○

○

○

○

○

○

○

（※基準値） 92 92 93

まちづくりの基本方針

分野

3－02－② 基本方針

学校経営の充実

教室アシスタントの配置等の学校支援体制の充実や今日的課題に対応できる教員の指導体制の強化等により、
“チーム学校”を構築するとともに、コミュニティ・スクールを推進し、学校経営の充実を図ります。

「学校が楽しい」と感じている児童生徒の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

特別支援教育運営事業 学校教育課
教員等が特別支援を必要とする児童生
徒に対する支援方法を学び、実践に生
かすことができた。

90.9 90.7 － －

児童生徒へのアンケート調査の結果、「学校が楽しい」と答えた児童生徒は、９０％を超えている。教員の指導体制の
強化により、一人ひとりの児童生徒へのきめ細やかな対応ができていることに対する児童生徒の評価が表れたものと
考える。

教職員の中に、“チーム学校”の考え方が浸透してきており、課題に対して組織で対応する体制ができつつあるが、さ
らにコミュニティ・スクールの推進などの地域、家庭を巻き込んだ学校経営が必要である。

支援員や加配教員の配置等による“チーム学校”の構築を継続するとともに、さらに地域や家庭を巻き込んだ学校経
営を推進していくため、コミュニティ・スクールの充実、強化を図る。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

中学校生徒指導主事活動推進事業 学校教育課
問題行動等に係る、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
学校不適応児童生徒に関する学校間
連携や児童生徒への相談体制の充実
が図れた。

教室アシスタント配置事業 学校教育課
個々の児童生徒へのきめ細やかな支援を
行うことができ、支援を必要とする児童生徒
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
通室している不登校傾向の児童生徒に
改善が見られた。

学校問題サポートチーム運営事業 学校教育課
学校での問題に対して、早期に適切な
対応策を講じることで、事態を収束させ
ることができた。

コミュニティ・スクールくさつ推進事業 学校政策推進課
市内全小学校でのコミュニティ・スクー
ルを導入したことで、特色ある学校経営
を行う小学校が増えたため。

3－02－②
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■施策に含まれるその他の事業一覧
事務事業 担当課

特別支援推進員配置事業 学校教育課
障害児就学指導委員会運営事業 学校教育課
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
滋賀県地域改善対策修学奨励金助成事業 学校教育課
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
学校改革推進事業 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。

3－02－②
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■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

教育・青少年

施策番号 学校の教育力の向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 85

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31年度の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

中学校管理運営事業 教育総務課
中学校施設維持管理事業 教育総務課
中学校教育教材整備事業 教育総務課
校舎等整備事業 教育総務課

計画通りに改修を実施した。

事務事業 担当課

計画通りに改修を実施した。

10 40 － －

計画通り、小学校6校、中学校2校の非構造部材の耐震化改修工事を実施できたことにより、目標値を達成できた。

計画通り、非構造部材の耐震化対策を実施できた。

老朽化した校舎について計画的に改修工事を実施するとともに、校舎棟の非構造部材について順次、耐震改修を進
めていく。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

70

まちづくりの基本方針

分野

3－02－③ 基本方針

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増築等を進めます。

非構造部材の耐震化実施校率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

小学校教育教材整備事業
小学校校舎等整備事業

教育総務課
教育総務課

（※基準値） 40 55

小学校大規模改造事業 教育総務課

中学校大規模改造事業 教育総務課

小学校管理運営事業 教育総務課
小学校施設維持管理事業 教育総務課

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。

3－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号
生涯学習・スポーツの

充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 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31年度の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

分野

担当課
図書館施設管理事業 図書館

三ツ池計画予定地管理事業 生涯学習課

南草津図書館施設管理事業 南草津図書館
社会教育委員設置事業 生涯学習課

150

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など、多様な学習ニーズ
に対応した。
多様化する学習ニーズに応え、市民の生きがいに繋げていくために、情報発信の手法などを更に検討する必要があ
る。

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

社会教育推進事業

220 －

まちづくりの基本方針

南草津図書館運営事業 南草津図書館

図書館運営事業

生涯学習課

図書館

市や関係施設で実施する生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」で学習情報の提供を行ってきた。身近な公共施設に配置
するとともに、各種関係者への周知も行った結果、掲載講座数の増加につながった。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

市民の多様なニーズに対応するため、大学等と連携した幅広い学習機会の提供や、学習ボランティアの育成・活用と
ネットワーク化を進めるとともに、多種多様な図書資料の充実に努め、図書館の利用を促す情報発信を積極的に行い
ます。

事務事業

－

社会教育を推進するため、学習情報ガ
イドブック「誘・遊・友」の発行や、講座の
開催や講習会等に出席した。

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

多くの市民に図書館を利用していただく
ため、広報活動を強化し、利用層や対
象別の事業、また資料を充実させ、最
新情報の収集と提供を行った。

生涯学習機会の充実

4－01－①

生涯学習ガイドブック「誘・遊・友」の掲載講座数

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

200

平成30年度 平成31年度

210 220

基本方針

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

4－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号
生涯学習・スポーツの

充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 65

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31年度の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

ウオーキング大会開催補助事業

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

スポーツ少年団育成事業 スポーツ保健課

各種大会出場者激励事業 スポーツ保健課
スポーツ推進計画事業 スポーツ保健課

スポーツ保健課
各種大会補助金事務
各種大会負担金事務
チャレンジスポーツデー開催費補助金事務
駅伝競走大会開催費補助金事務

スポーツ保健課
スポーツ保健課
スポーツ保健課
スポーツ保健課
スポーツ保健課

体育協会事業費補助金事務

事務事業 担当課
スポーツ推進審議会運営事業 スポーツ保健課
スポーツ推進委員活動推進事業 スポーツ保健課

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

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

市民体育大会開催費補助事業 スポーツ保健課
市民体育大会の開催により、選手の日
ごろの練習の成果を発揮する場や選手
間で交流できる機会を提供した。

50.8 49.5 － －

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1.3％減少した。
スポーツ環境の充実やスポーツに親しむ機会の充実をさらに行っていく必要がある。

草津市スポーツ推進連絡協議会を設置し、定期的に関係機関と意見交換の場を持つことにより、各施策の実効性の
向上に努めた。

草津市スポーツ推進計画に掲げた施策を具現化し、本市のスポーツ活動を推進する。

　　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 58 60 62

まちづくりの基本方針

分野

4－01－② 基本方針

スポーツ活動の推進

体育協会・体育振興会・総合型地域スポーツクラブ・スポーツ推進委員・大学等との連携・協力を強化し、各種事業を
効率的・効果的に取り組み、生涯スポーツや競技スポーツ等の市民のスポーツ活動を推進します。

スポーツに親しむ市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

4－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号
生涯学習・スポーツの

充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

社会体育施設整備事業 スポーツ保健課 施設整備に向けて適切に執行できた。

社会体育施設管理運営事業 スポーツ保健課
計画に基づき必要な改修等を行うこと
により、施設の適正な機能維持を図るこ
とができている。

88 68 － －

数多くの意見聴取を目的に、各施設100件以上のアンケート回収を目標に掲げ、新たにインターネットアンケートを行っ
た。その結果、満足度が20ポイント下がったが、いただいた意見を真摯に受け止め、指定管理者と連携し、施設利用
者の声を反映していく。

得られたアンケート結果を詳細に分析し、課題について改善を行い、社会体育施設の利用者満足度を向上させる。

社会体育施設の使用者満足度の向上に取り組むとともに、必要な施設改修等を行い、誰もが快適にスポーツができ
る環境を整える。

平成２９年度から、アンケートの質問内容や聴取方法の見直しを行った。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 90 92 94

まちづくりの基本方針

分野

4－01－③ 基本方針

スポーツ環境の充実

社会体育施設に必要な修繕や改修等を行うとともに、指導者やボランティアの育成等を図ることで、誰もが快適にス
ポーツができる環境を整えます。また、国内トップレベルのスポーツ等の観戦機会の充実を図り、スポーツに対する関
心を高めます。

社会体育施設利用者満足度（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

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。

4－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

生涯学習・スポーツ

施策番号 地域協働合校の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 50,900

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31年度の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

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出来た。

40,884 41,342 － －

平成27年度に市内7小学校、平成28年度には市内全小学校に地域コーディネーターを各小学校地域協働合校推進組
織に設置している。学校と地域の連絡調整を図りながら、地域連携事業のより効果的な展開に努めている。目標値に
は達していないが、昨年度よりは増加している。

様々な経験や知識を持った大人との交流は、子どもの豊かな心の成長に大切なものであり、多くの方に参加いただい
たことは、積み重ねてきた活動の定着と事業の必要性について理解いただいている効果である。今後はさらに活動を
多様な方に周知することが必要である。

小学校に地域コーディネーターが配置されたことにより、コーディネーターのネットワークを活かして、支援者の確保や
新たな活動の広がりに寄与している。小学校での活動に留まらず、継続した地域との協働活動となるよう、引き続き
コーディネーターや小学校との意見交換が必要である。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 46,200 48,500 50,900

まちづくりの基本方針

分野

4－02－① 基本方針

地域協働合校の取組の推進

新たな活動内容の広がりや地域の人たちの活動の場を増やすため、地域コーディネーターを配置し、事業のさらなる
活性化を図ります。

地域協働合校事業に関わる大人の数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

4－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

市民文化

施策番号 文化・芸術の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

分野

担当課
ふるさと寄附運営事業 広報課

83

草津市シティーセールスアクションプラン重点事業の中でもふるさと寄附については、ポータルサイトの新規開設を行
い、効果的なシティーセールスを行った結果、数値目標を上回る成果を上げている。また、クラウドファンディングを活
用したたび丸の新調についても、約１ヵ月半で目標を達成した。

平成３１年度における草津市シティーセールスアクションプランについて行動や成果に関する目標を設定し、PDCAサ
イクルを導入しながら各重点事業の達成を図る。

シティセールス推進事業

82.3 －

まちづくりの基本方針

広報課

数値化した重点事業について、１７項目中１４項目で目標を達成した。前年度と比較するとほぼ横ばいで推移している
が、目標値に対しては△2.7ポイントとなっている。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

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

事務事業

－

クラウドファンディングによるたび丸の新
調、ゆるキャラグランプリで目標の１００
位以内を達成したことを評価。

“ふるさと草津の心（シビック・プライド）”の醸成

5－01－①

草津市シティセールスアクションプランの重点アクション達成率（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

85

平成30年度 平成31年度

90 95

基本方針

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。

5－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

市民文化

施策番号 文化・芸術の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 24

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31年度の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

市民文化芸術活動支援事業 生涯学習課
アートフェスタくさつでは人数が増加し
た。文化振興審議会で議論いただき、
条例・計画を策定できた。

文化ホール管理運営事業 生涯学習課

文化振興の拠点として、文化団体と共
催で指定事業を実施いただいた他、指
定管理者による多様な文化事業を展開
いただいた。

俳句のまちづくり事業 生涯学習課
俳句入門講座には多くの方に応募いた
だき、新たな句会ができた。

市美術展覧会開催事業 生涯学習課
一般出品者は237から232に減少した
が、観覧者は1,495人から1,715人に増
加した。

20.4 20.9 － －

市民意識調査では、平成28年度より「文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合」は増加している。アートフェ
スタなど参加者が増加している催しもあるが、市美術展覧会など出品者や観覧者が伸び悩んでいる催しもある。今後
は草津市文化振興計画に基づいて施策を展開し、文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合を高めたい。

平成29年7月1日に草津市文化振興条例を施行し、平成30年3月に草津市文化振興計画を策定した。また、アートフェ
スタくさつや市美術展覧会、俳句のまちづくり事業の各取り組みを実施した他、クレアホールやアミカホールを活用した
文化事業を展開した。

草津市文化振興計画に定める重点プロジェクトについて研究や準備を進めるとともに、文化振興プログラム等の文化
振興事業の展開に取り組む。

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
定された。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 21 22 23

まちづくりの基本方針

分野

5－01－② 基本方針

文化・芸術活動の推進

文化振興に関する条例を制定し、市民の文化活動を奨励するとともに、文化施設の充実を図ることにより、多様な発
表・展示・鑑賞の場の機会づくりを進めることで、一層の文化・芸術活動の振興を図ります。

文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

5－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

市民文化

施策番号 文化・芸術の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 94

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31年度の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

史跡草津宿本陣整備事業 文化財保護課
本陣東地区の土蔵２の保存修理を計画
どおり終えることができた。

史跡野路小野山製鉄遺跡整備事業 文化財保護課
文化財保護審議会運営事業 文化財保護課
文化財保護推進事業 文化財保護課
（仮称）歴史伝統館整備推進事業 文化財保護課
文化財普及啓発事業 文化財保護課

事務事業 担当課
未指定文化財調査事業 文化財保護課
宅地開発等関連遺跡発掘調査事業 文化財保護課

文化財保護助成事業 文化財保護課
所有者が行う文化財保護事業に適切に
支援等行うことができた。

史跡芦浦観音寺整備事業 文化財保護課
史跡内の環境整備を計画どおり進める
ことができ、適切な史跡管理を行うこと
ができた。

埋蔵文化財発掘調査事業 文化財保護課
予定されていた発掘調査を行い、適切
に文化財保護を図ることができた。

90 93 － －

未指定文化財調査成果にもとづき、小槻神社男神座像、福島正則禁制、観音寺詮舜書状、以上３点の文化財を草津
市指定文化財に指定することができた。

これまでの調査により未指定文化財の価値等を把握することができた結果、新たに3件の文化財を文化財指定するこ
とができ、目標値である91件を超える成果をあげることができた。

今後も継続して未指定文化財等、各種文化財調査を実施し、その価値等の把握に努めるとともに、歴史的・文化的に
価値がある文化財と判断されるものについては文化財指定し、保護に努めていくものとする。

各種文化財調査の実施に際しては、地元ならびに所有者の理解と協力が不可欠であることから、文化財保護に関す
る関係者の意識の醸成が進んできたことの表れと思われる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 91 92 93

まちづくりの基本方針

分野

5－01－③ 基本方針

文化財の保護と活用の推進

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。また、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。

文化財指定件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

5－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 「人」が輝くまちへ

市民文化

施策番号 文化・芸術の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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
事務事業 担当課

　

草津宿街道交流館管理運営事業 草津宿街道交流館
目標としていた両館の入館者数
３２，７００人を達成した。

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
３２，７００人を達成した。

75.4 99.4 － －

本陣楽座館での実施事業のうち、参加者が少ない事業については回数を減らすなど、実施方法を再考、変更して開
催するなど効率化を図った。結果として参加率・総参加者数ともに上昇した。

成果指標の数値上昇は、継続実施と情報発信の成果であると考える。一方、地域の歴史資源を活用するための歴史
文化基本構想をはじめ、文化財の保存継承や活用に向けての計画策定の準備が予定通り進められている。

歴史文化基本構想の方針を具現化する取組みの一環として、地域と協働した取組みを考え、歴史資源を活用したまち
づくりに向けての啓発を進める。

国の文化財に対する取組みがこれまでの保護から活用に大きくシフトし、その具体策として、「日本遺産」認定への取
組など、全国的に文化財への関心が高まりつつある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 100 100 100

まちづくりの基本方針

分野

5－01－④ 基本方針

歴史資産を生かしたまちづくり

市内に残る各種文化財等の積極的な活用を推進するため、総合的な文化財の保存活用計画を策定するとともに、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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

5－01－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
切れ目のない子育て

支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 85

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31年度の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

子育てしやすいと思う市民の割合（％）

子育て相談センターにおいて、妊娠・出産・子育てにおける切れ目のない相談支援をワンストップで行います。また、
関係機関と連携しながら、必要な情報や支援を提供します。

まちづくりの基本方針

分野

6－01－① 基本方針

総合相談窓口の充実

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

保健師・助産師・保育士を配置し、来所・電話・メールにて随時相談、また母子健康手帳交付時に全妊婦に対し相談を
実施し、必要な情報提供や不安の軽減を図った。

（※基準値） 82 83 84

82.1 82.9 － －

事務事業

三職種を配置することで、相談の内容に応じて、専門性を活かした相談支援を実施することができた。相談の結果、継
続した支援が必要な場合は、養育支援会議にて関係機関との連携を図り、必要な支援に繋げた。

総合相談事業（民生費） 子育て相談センター
母子健康手帳交付時や随時の相談に
て、情報提供、不安の軽減を図った。継
続支援が必要な場合は、関係機関と情
報共有や連携を図り、必要な支援に繋
げた。総合相談事業（衛生費） 子育て相談センター

母子健康手帳交付時の全件相談を起点に子育て期までの切れ目ない相談支援・情報提供等を実施し、不安の軽減
を図る。継続支援が必要な場合は、引き続き養育支援会議にて関係機関との連携を図り、必要な支援に繋げる。ま
た、相談窓口を広く周知し、安心して子育てできるまちづくりを行う。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

6－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
切れ目のない子育て

支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

〇

■施策に含まれるその他の事業一覧

（※基準値） 98 98 98

まちづくりの基本方針

分野

6－01－② 基本方針

母子保健サービスの充実

子どもの健全な育成、健康増進を図るとともに、病気等の予防・早期発見・早期対応に努めるため、妊娠・出産・子育
てを通して切れ目のない母子保健サービスを提供します。

すこやか訪問の利用率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

乳幼児健診 子育て相談センター

病気の予防や早期発見、早期対応につ
なげるための事業であり、３歳６か月健
診以外の各健診とも95％以上の受診率
がある。

96.2 93.2 － －

児の長期入院や里帰り先での新生児訪問利用、転出等の理由で目標値が到達できていない状況である。平成28年6
月からは産前産後サポート事業として、産後１か月ころまでの産婦に電話相談を実施しており、すこやか訪問よりも早
い時期での子育てへの支援も充実させている。

助産師や保健師によるすこやか訪問では、児や母の健康状態の確認、育児相談、養育状況の確認等を行い、子育て
支援を行った。長期入院や里帰りなどによりすこやか訪問を利用されない人には、家族等への聞き取りや病院等と連
携し、養育者への子育て支援を行った。

子育て相談センターにおいて、母子健康手帳交付時の全件相談を起点に子育て期までの切れ目ない相談支援・情報
提供等を実施し、産後電話相談事業や産後ケア事業等と併せて子育て支援の充実に努め、安心して子育てできるま
ちづくりを行う。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

新生児訪問事業（すこやか訪問） 子育て相談センター

利用率は目標値に到達していないが、
すこやか訪問に行けなかった人につい
ては、電話や保健師訪問等で状況把握
し、支援を行った。

妊娠・出産包括支援事業 子育て相談センター

産前産後サポート事業にて産後の母児
の相談支援を行い、早期に支援が必要
な人には、すこやか訪問や保健師訪問
等の支援につなげた。

事務事業 担当課

母子健康教室開催事業 子育て相談センター

妊婦健診事業 子育て相談センター

不妊・不育治療費助成事業 子育て相談センター

未熟児養育医療事業 子育て相談センター

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。

6－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
切れ目のない子育て

支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 4,345

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31年度の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

（※基準値） 3,849 4,061 4,182

まちづくりの基本方針

分野

6－01－③ 基本方針

子ども・子育て支援、ネットワークの充実

子育て支援センターやつどいの広場等を通じて子育て支援に係る様々な情報や、交流の場を提供するとともに、これ
を支える関係団体等のネットワークを強化します。

ファミリー・サポート・センター活動件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

育児等支援家庭訪問事業 子育て相談センター

先方の都合により訪問ができないケースを除い
て、すべての対象家庭に対して、専門職である保
育士が訪問し、子育てに関する情報提供および
養育環境の確認を行うことができたため。

2,895 2,968 － －

ファミリー・サポート・センターの活動件数は前年度より増加したものの、目標値を下回った。しかしながら、依頼会員の
登録者数は増加しており、需要の伸びが見られる。また、（地域）子育て支援センターやつどいの広場、児童館の利用
状況から、子育て相談や交流など、子育て支援の場の充実に対するニーズは高いと言える。

ファミリー・サポート・センターの提供会員の増加を図るため、HPや広報、町内会への回覧等で周知を行った。また、
（地域）子育て支援センターやつどいの広場、児童館の運営により、親子が気軽に相談や交流ができる場を提供し、子
育てに関する負担感の軽減を図ることができた。

引き続きファミリー・サポート・センターの提供会員の増加に努めるとともに、既存の子育て支援施設の運営に加え平
成30年度に開設したミナクサ☆ひろばの運営により、子育て支援の場の充実を図る。また、子育て応援サイトとアプリ
を活用し、子育て情報の発信機能の強化を行うとともに、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。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

児童福祉援護事務 子ども家庭課

草津っ子サポート事業 子ども家庭課
制度の案内が不十分であったことから、
利用数が伸びなかったため。

つどいの広場事業 子育て相談センター
市内４カ所で延べ26,825人の利用があ
り、親子が気軽に相談や交流ができる
場の提供に資することができたため。

子育て支援センター運営事業 子育て相談センター
子育てをしている親子の交流等の支援を通
じて、子育ての不安を緩和し、子どもの健や
かな育ちを促進することができたため。

事務事業 担当課

児童館運営事業 子育て相談センター
子育て支援会議運営事業 子ども子育て推進課

子育て支援事業 子育て相談センター
結婚新生活支援事業 子ども子育て推進課

子育て支援拠点施設整備事業 子ども子育て推進課

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。

6－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
就学前教育・保育の

充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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）

○

○

○

○

○

○

国の待機児童の定義が、平成２９年３月３１日付け通知で一部変更され、「特定の保育所等を希望することに、特別な
支援が必要な子どもの受け入れ態勢が整っていないなどやむを得ない理由がある場合」を待機児童に含めるように
なったことから、目標値を達成することができなかった。

平成２９年度には、保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保認定型こども園教育保育要領の三法令の改訂を受け、そ
の趣旨を踏まえて「草津市就学前教育・保育指針」の見直し、策定を行った。草津市就学前教育・保育の質を高めるた
め、民間保育施設の職員とともに、就学前教育・保育の実践と円滑な小学校教育との接続に努め、実践研究や検証
作業を行うことができたので、今年度も継続していく必要がある。

民間保育施設への運営費等の支出に
より、安定的な保育の提供を支援した。

幼稚園・認定こども園管理運営事業 幼児施設課
幼稚園や幼稚園型認定こども園の備品の購
入や燃料費を支出することにより、保育環境
の充実を図った。

保育所・認定こども園管理運営事業 幼児施設課
保育所や幼保連携型認定こども園の備品の
購入や燃料費を支出することにより、保育環
境の充実を図った。

民間保育所・認定こども園運営補助事業 幼児施設課
民間保育施設への運営補助金の支出
により、安定的な保育の提供を支援し
た。

幼稚園・認定こども園ステップアップ推進事業 幼児課
地域の特色や人材を活かして幼稚園・認定
こども園の教育内容の充実を図った。

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。公立・私立
の保育料の格差の是正に寄与することがで
きた。

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（※基準値） 0 0 0

0 2 － －

まちづくりの基本方針

分野

6－02－① 基本方針

質の高い就学前教育・保育の提供

幼稚園・保育所で培ってきた成果等を共有して、相互の連携強化を行い、教育・保育内容の統合と認定こども園化に
取り組むとともに、質の高い就学前教育・保育を提供します。

就学前教育・保育内容の充実のために、「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、民間保育園等とも連携しながら実践力の向上を図る。また、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」を市内小学校にも広く周知していく必要があると考える。認定こ
ども園化に向けて、モデル園での実践検証で得られた成果を活かしていく。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

民間保育所・認定こども園運営事業 幼児施設課

保育所等の待機児童数（人）

6－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

就学前教育サポート事業 幼児課
幼稚園・認定こども園運営支援事業 幼児課

幼稚園・認定こども園指導研修事業 幼児課
幼稚園・認定こども園保健推進事業 幼児課
預かり保育事業 幼児課
３歳児親子通園事業 幼児課
認定こども園給食事業 幼児課
私立幼稚園運営推進事業 幼児課
幼稚園教育振興運営事業 幼児施設課

家庭的保育事業 幼児施設課

民間保育所・認定こども園運営事業
家庭的保育事業

小規模保育事業
保育所・認定こども園管理運営事業

幼児課
幼児課

家庭支援活動事業 幼児課

保育所・認定こども園運営支援事業 幼児課
保育所・認定こども園運営支援事業 幼児施設課
保育所・認定こども園指導研修事業 幼児課

利用者負担額管理回収事業 幼児課

幼保一体化推推進事業 子ども子育て推進課

事務事業 担当課
病児・病後児運営事業 子ども子育て推進課

幼児課
幼児課

幼児課幼稚園・認定こども園管理運営事業

保育所・認定こども園給食事業 幼児課
保育所・認定こども園健康管理事業 幼児課

幼稚園・認定こども園運営支援事業 幼児施設課

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。

6－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
就学前教育・保育の

充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 3,904

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31年度の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

（※基準値） 3,339 3,556 3,904

まちづくりの基本方針

分野

6－02－② 基本方針

就学前教育・保育施設の整備

安全で安心な保育環境を確保するとともに、質の高い就学前教育・保育を実現するために認定こども園等の環境整備
に取り組みます。

保育所等の利用定員（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

園舎整備事業 幼児施設課
志津幼稚園のこども園化に向けた１期
工事、玉川・山田幼稚園の実施設計を
実施した。

3,212 3,473 － －

保育所等の利用定員は平成28年度と比較して261増加した。これは、認可外保育施設であった第二博愛保育園の認
可化（200）、小規模保育施設の公募による新規開設（2か所、38）などによるものである。

目標の3,339に対し、実績が3,473と目標を上回る定員を確保することができた。
平成30年度以降も就学前人口や保育需要の推移等を踏まえながら、必要な定員を確保していく必要がある。

本市における就学前人口は減少に転じたものの、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、今後
国から示される幼児教育無償化の具体策を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。

子ども・子育て支援新制度が開始されたことにより、施設側・保護者側双方に認可化の機運が高まった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

保育所・認定こども園施設整備事業 子ども子育て推進課
草津中央おひさまこども園の開設のた
めの園舎整備を実施した。

民間保育所・認定こども園施設整備事業 子ども子育て推進課
大路たちばなこども園への補助事業を
実施した。

小規模保育事業 幼児施設課
小規模保育施設の新設に係る公募や
補助金の支出を実施した

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。

6－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
安心して子育てができ

る環境づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 680

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31年度の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

（※基準値） 604 628 653

まちづくりの基本方針

分野

6－03－① 基本方針

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)

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

家庭児童相談指導事業 子ども家庭課
平成２９年度に家庭相談員を１名増員
し、体制の強化を図った。

579 702 － －

平成29年度の児童虐待相談対応件数は前年度より約２１％（123件）増加した。増加要因としては、①関係機関との連
携の強化により、家庭児童相談室が虐待相談窓口であることが定着し、様々なところで通告や相談に結びついている
こと、また②対象としている家庭における解決すべき課題が輻輳し、対応や支援が長期化するケースが増えているこ
とが考えられる。

児童虐待の予防と早期発見、対応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、引き続き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

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14%増加した。

事務事業 担当課
子育て短期支援事業 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

※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３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
安心して子育てができ

る環境づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 585

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31年度の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

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。

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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

まちづくりの基本方針

分野

6－03－② 基本方針

ひとり親家庭等への支援の充実

高等職業訓練修了者は２名で、資格を活かし就労した。

ひとり親家庭の自立支援のため、就労支援業務の充実を図り、高等職業訓練促進給付金等の各種施策を推進した。

ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担い、経済的にも厳しい状況に置かれていることから、就業による自
立に向けた支援が必要である。高等職業訓練等、就職に有利な資格の取得支援により、ひとり親家庭の自立支援を
推進する。

 

達成度評価理由主要事業 担当課

（※基準値） 100 100 100

－100 100 －

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。

助成要件を確認のうえ、適切に助成を
行った。

母子家庭福祉医療助成事業 保険年金課

ひとり親家庭等就業支援事業 子ども家庭課
ひとり親家庭の自立支援のため、就労
に有利な資格取得訓練給付等を推進し
た。

母子生活支援施設入所事業 子ども家庭課
ＤＶ等の理由により母子の保護を行い、
自立に向けた支援を行うことができた。

ひとり親家庭等支援事業 子ども家庭課

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり
親家庭の相談・支援を行った。また、子
どもの居場所事づくり業を行い、ひとり
親家庭の生活の向上を図った。

事務事業 担当課
母子家庭等福祉医療事務 保険年金課
助産施設入所事業 子ども家庭課
母子等福祉活動費補助金事務 子ども家庭課
母子福祉資金等貸付事業 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

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

6－03－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
安心して子育てができ

る環境づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 1,519

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31年度の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

（※基準値） 1,396 1,437 1,478

まちづくりの基本方針

分野

6－03－③ 基本方針

発達障害児等への支援の充実

発達障害がある等、支援が必要な子どもとその家庭に寄り添い、早期に専門的な療育につなぐとともに、さらに個々の
ニーズに対応できる専門的かつ総合的な相談支援を進めます。

相談支援実人数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

発達支援センター運営事業 発達支援センター
発達相談や親子教室を実施し、児童発
達支援（早期療育）につなぎ、早期支援
を実施した。

1,187 1,122 － －

発達支援センターにおいて相談支援や児童発達支援（療育）等を実施した。保育、教育、福祉等の関係機関と連携が
進み、各機関においても相談支援が実施されていると考える。

専門職を1名増員し、学齢期の相談業務や福祉サービスの利用にかかる相談支援の充実を図った。医療、保健、保
育、教育、福祉等の関係機関と連携し、多様な相談ニーズに応じて児童発達支援（療育）や相談支援を実施した。

関係機関と連携しながら切れ目のない相談支援を実施するとともに、障害児福祉計画（平成30年度から32年度）を推
進し、地域における障害児支援の提供体制の整備に努める。

放課後等デイサービスの事業所の増加に伴って利用者数も増加している。（市内事業所数　H28：18か所　→　H29：
20か所。サービス利用実人数　H28：189人　→　H29：221人）

主要事業 担当課 達成度評価理由

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てクラスを編
成し、丁寧な療育に努めた。

事務事業 担当課
育児等健康支援事業 発達支援センター
障害児通所給付事業 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。

6－03－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
安心して子育てができ

る環境づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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
事務事業 担当課

児童育成クラブ運営事業
子ども子育て推進

課

待機児童解消対策を実施するとともに、
支援員等への研修を行うことにより、安
全・安心なクラブ運営に努めた。

98.9 100 － －

子ども子育て支援事業計画で見積もっていた入会者数を上回る入会申し込みがあったため、目標値をわずかに下
回った。実際の入会希望者を上回る定員の確保はできていたが、学区ごとの偏りがあり、一部の学区で十分な量を確
保することができなかった。

待機児童解消のために、各児童育成クラブにおける弾力運用や民設児童育成クラブの開設等で入会者の増加を図っ
た結果、定員総数では入会希望者を上回ったが、学区によって希望者数の偏りがあり、入会率が目標に達しなかっ
た。また、クラブ運営の充実のために、支援員等研修会や交流会等を開催し、支援員等の専門性の向上を図った。

入会希望者数は毎年増加を続けており、今後も増加が見込まれることから、平成31年度も引き続き児童育成クラブの
整備等による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、支援員等研修会や
交流会等を開催し、支援員等の専門性の向上を図る。

小学生の人口や女性就業率等が増加傾向にあり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
課後児童クラブの対象が小学校全学年に拡大したことにより、高学年の利用希望者も増加している。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 100 100 100

まちづくりの基本方針

分野

6－03－④ 基本方針

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、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。

児童育成クラブ入会率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

子ども・子育て

施策番号
安心して子育てができ

る環境づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 85

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31年度の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

（※基準値） 82 83 84

まちづくりの基本方針

分野

6－03－⑤ 基本方針

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・小中学生の医療費助成等により、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。

子育てしやすいと思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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。

82.1 82.9 － －

子育てしやすいと思う市民の割合は、目標を若干上回り、平成２９年１０月から、小学１年生から３年生について通院
医療費を助成対象とし、通院・入院とも助成を現物給付とするよう拡充したことや手当給付等の施策の成果であると考
える。

施策の成果は出ているが、さらに子育てに伴う経済的負担軽減をはじめ、子育てを支援する施策を進める必要があ
る。

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。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

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

児童手当および特例給付事務 子ども家庭課
支給要件を確認のうえ、適正に給付を
行った。

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
児童手当給付事業 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

※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。

6－03－⑤



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
いきいきとした高齢社

会の実現

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 26.6

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31年度の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

いきいきとした社会生活の実現に満足している人の割合（％）

生きがいや健康の保持増進にもつながることから、定年退職者等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。

まちづくりの基本方針

分野

7－01－① 基本方針

高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

シルバー人材センター運営・活動事業 商工観光労政課
（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、延べ
64,616人/年の高齢者が就労した。

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2.7ポイント減少した。
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、継続的な事業実施を行っているもの
の個人の趣向が多種多様化している中で、受け皿が限定されていることから、微減したものと考えられる。

（※基準値） 26.0 26.2 26.4

25.8 23.1 － －

事務事業

高齢者の生きがい・健康保持等の推進や、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うことにより、高齢者の社会参加
の促進を図ることができた。

ロクハ荘管理運営事業 長寿いきがい課 指定管理者と協議のうえ、高齢者の生
きがいづくり、仲間づくり、多世代交流を
目的とした事業の実施を行い、利用者
の満足度を高めることができた。

なごみの郷管理運営事業 長寿いきがい課

高齢者の活動が持続的なものとなるよう引き続き支援に努めるとともに、高齢者が集い、憩い、活躍する場であるロク
ハ荘となごみの郷において、生きがいづくりや社会参加を促進する事業展開を推進する。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

担当課

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

老人福祉法施行事務 長寿いきがい課

ねんりんピック出場選手激励金支給事業 長寿いきがい課
後期高齢者健康診査事業 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。

7－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢期
の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 24.0

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31年度の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

（※基準値） 21.0 22.0 23.0

まちづくりの基本方針

分野

7－02－① 基本方針

地域包括ケアシステムの推進

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等を踏まえ、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。

高齢期の生活への支援に満足している市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

高齢者総合相談・支援事業 地域保健課

地域包括支援センターおよび市担当課
が身近な相談窓口として高齢者等から
相談を受けた。（相談延べ件数17,373
件）また、地域包括支援センターの後方
支援を適切に行えた。

20.9 20.4 － －

高齢期の生活への支援に満足している市民の割合は、前年度より減少したものの、高齢化に伴い支援を必要とする
高齢者が増大する中、市民、団体、介護サービス事業所や医療機関など、関係する様々な主体との協働により、支え
合い、安心して暮らすことができる地域包括ケアシステムの構築に向け取り組んでおり、一定の成果があったと考えて
いる。

高齢者が医療や介護等の支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、各種サービス
の実施や各学区において「学区の医療福祉を考える会議」を開催し地域づくりを進めるとともに、医療と介護の連携を
推進するために相談窓口の設置に向けた取組みを行った。

各種高齢者サービスを提供するとともに、地域の医療福祉の関係機関や地域関係者、各種団体とのネットワークづく
りを進め、専門職と地域がともに高齢者を包括的に見守り・支える地域包括ケアシステムの深化・推進体制の構築を
図る。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

権利擁護事業 長寿いきがい課

高齢者虐待通報が40件あり、処遇検討
会議（虐待判定・対応方針会議）を18回
実施するなど、虐待防止に向けた取り
組みを行った。また、成年後見制度利
用支援をＮＰＯ法人に委託し、必要な方
への利用につないだ。

事務事業 担当課
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
シルバーほっとカード発行事業 長寿いきがい課
生活管理指導短期宿泊事業 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
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

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３期基本計画

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
長寿祝金等支給事業 長寿いきがい課
地域包括支援センター運営協議会運営事業 地域保健課

在宅医療・介護連携推進事業 長寿いきがい課

高齢者成年後見制度利用支援事業（特別会計） 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 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
家族介護教室事業 長寿いきがい課

地域ケア会議推進事業
長寿いきがい課
地域保健課

生活支援体制整備事業
長寿いきがい課
地域保健課

7－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢期
の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 24.0

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31年度の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

（※基準値） 21.0 22.0 23.0

まちづくりの基本方針

分野

7－02－② 基本方針

認知症対策の推進

認知症サポーターの養成等を通じて、認知症についての理解と支援の広がりをつくるとともに、医療機関・地域包括支
援センター・サービス事業所・地域とのネットワークを強化することで、早期の支援体制の構築を図ります。

高齢期の生活への支援に満足している市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

認知症施策アクション・プランに基づき、
「普及啓発の推進」、「地域見守り体制
の推進」に重点をおいた取り組みを実
施した。

20.9 20.4 － －

市民意識調査「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目標値には届いていないが、認
知症サポーターの養成は１万人を超え、多世代への啓発が広がりを見せており、生活の支援につながる機運の醸成
に一定の成果があったと考えている。

引き続き施策の推進に取り組みつつ、認知症施策アクション・プラン（第１期）の評価に基づき、平成30年度から32年
度までの年度ごとの具体的な行動計画である認知症施策アクション・プランを策定した。

平成29年度に策定した『認知症施策アクション・プラン（第２期）』に基づき、認知症の人や家族の視点を重視した認知
症施策を推進する。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

認知症施策推進事業 長寿いきがい課

○
長寿いきがい課
地域保健課

認知症総合支援事業

事務事業 担当課
高齢者成年後見制度利用支援事業（一般会計） 長寿いきがい課
徘徊高齢者探索システム利用助成事業 長寿いきがい課

地域包括支援センターの認知症地域支
援推進員を中心に認知症施策に取り組
んだ。
また、認知症初期集中支援チームの活
動を通じて、支援が必要な方を早期に
専門機関につなぐことができた。

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。

7－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢期
の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

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31年度の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

まちづくりの基本方針

分野

7－02－③ 基本方針

介護予防対策の推進

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等、介護予防の取組の充実に努めます。

要介護および要支援認定率が全国平均を下回る（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

目標値 年度基準日毎の全国平均未満（※基準値） 18.1

介護予防普及啓発事業費 長寿いきがい課
出前講座等による介護予防の普及啓
発により、あらたに介護予防に取り組む
人や団体が増えた。

15.5 15.6 － －

要介護および要支援認定率は全国平均を下回り目標値を達成した。地域で自主的に介護予防に取り組む団体数は
年々拡がりを見せており、引き続き、介護予防の知識普及や地域での介護予防事業の取組の充実に努める。

地域で自主的に介護予防に取り組むことにより、運動機能の維持・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。出前講座等による介護予防の普及啓発や、介護予防に取り組む団体への継続支援により、あ
らたに介護予防に取り組む人や団体が増えている。

引き続き、出前講座等による介護予防の普及啓発や介護予防に取り組む団体への継続支援により、介護予防の取組
の充実に努める。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

地域介護予防活動支援事業 長寿いきがい課

職員の派遣や必要物品の貸与、サポー
ターの養成により、介護予防に取り組む
団体への継続支援を実施することで、
あらたに介護予防に取り組む人や団体
が増えた。

事務事業 担当課
介護予防訪問介護相当サービス事業 長寿いきがい課
生活支援型訪問サービス事業 長寿いきがい課
住民主体支援事業 長寿いきがい課
介護予防通所介護相当サービス事業 長寿いきがい課
活動型デイサービス事業 長寿いきがい課
短期集中予防サービス事業 長寿いきがい課
高齢者配食サービス事業 長寿いきがい課
介護予防ケアマネジメント事業 長寿いきがい課
一般介護予防事業評価事業 長寿いきがい課
審査支払事務 長寿いきがい課
高額介護予防サービス費相当事業 長寿いきがい課
高額医療合算介護予防サービス費相当事業 長寿いきがい課

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。

7－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢期
の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 8,231,794

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31年度の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）

○

○

○

施設介護サービス給付事業 介護保険課

給付実績ベースで前年度比約110％で
あるが、草津あんしんいきいきプラン第
６期計画における給付見込みと比較す
ると、見込み内であり概ね適正な給付
が実施できたため。

地域密着型介護サービス
給付事業

介護保険課

給付実績ベースで前年度比約113.4％
であるが、草津あんしんいきいきプラン
第６期計画における給付見込みと比較
すると、見込みより上回っているが、給
付全体でみると概ね適正な給付が実施
できたため。

居宅介護サービス給付事業 介護保険課

給付実績ベースで前年度比約103.2％
であるが、草津あんしんいきいきプラン
に第６期計画における給付見込みと比
較すると、見込み内であり概ね適正な
給付が実施できたため。

6,559,523 6,954,648 － －

平成28年度の標準給付費6,559,523千円と比較すると、平成29年度は6,954,648千円で約106％の実績となっている
が、草津あんしんいきいきプラン第６期計画の計画値である7,101,797千円に対しては約97.9％の実績となっている。
これは、平成28年度（平成28年9月末時点）の要支援・要介護認定者数は4,357人に対して、平成29年度（平成29年9
月末時点）は4,537人と約104.1％の実績となっているのに対して、計画値4,629人と比較すると約98％の実績となって
いることが大きな要因である。

高齢化の進展に伴い要支援・要介護認定者数の増加に応じて標準給付費が増大しており、介護サービスを必要とす
る人が基盤不足等によりサービスの利用を控えるような状況ではないと思われる。標準給付費は計画値を約2.1％下
回ってはいるものの概ね適正な水準を維持している。

平成３０年度～３２年度を計画期間とする草津あんしんいきいきプラン第7期計画に基づき、利用者が適正な介護保険
サービスを享受できるように介護給付適正化事業に取組むとともに、介護保険制度に沿った適切な事務処理を行う。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 7,101,797 7,026,243 7,505,959

まちづくりの基本方針

分野

7－02－④ 基本方針

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（千円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

7－02－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

ナイトデイサービス給付事業 介護保険課

高額介護予防サービス事業 介護保険課
高額医療合算介護サービス事業 介護保険課
特定入所者介護サービス事業 介護保険課
特定入所者介護予防サービス事業 介護保険課

社会福祉法人助成事業
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
居宅介護福祉用具購入事業
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

介護保険課
介護保険課
介護保険課

特例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

介護保険課
介護保険課

事務事業 担当課

高額介護サービス事業 介護保険課
介護保険課地域密着型介護予防サービス給付事業

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

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



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

長寿・生きがい

施策番号
あんしんできる高齢期
の生活への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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）

○

○

○

介護給付費等適正化事業 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を
推進した。また、市内地域密着型サー
ビス事業所に対して実地指導および集
団指導を行い、介護サービスの質の向
上に寄与した。

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介護認定認
定事務を行った。

介護保険制度啓発普及事業 介護保険課

介護保険制度に関するパンフレットを郵
送・配布することで啓発に努めた。ま
た、広報くさつや出前講座、ＦＭくさつを
利用して介護保険制度の啓発を実施し
た。

99.3 99.3 － －

平成29年度の介護保険料収納率は、目標値99.0%を達成しており、前年度に引き続き督促や催告等を含めた滞納対
策等を行い適切な徴収業務を実施できた。

介護保険料収納率については、目標値を達成している。要介護認定についても、不服申し立てによる審査差戻し等は
発生せず、適正な運用を行うことができた。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
進を継続して行った。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（19事業所、各事業所ベースで概
ね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
行うことができた。

・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滞納対策等の徴収業務に取り組む。
・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、適正な認定調査水準および審査水準を維持すること
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して、適切な介護サービスの利用を促進する。
・市内事業者の指導等に関しては、平成30年度から居宅介護支援事業所の指定・指導の権限が県から市に移譲さ
れ、業務量が激増することが予測されることから、人員体制の見直しなどを視野に入れ適正な組織体制を確保し、実
地指導に加え集団指導による事業所間での情報共有化を進めることで、事業者のサービス提供体制や介護報酬請
求の適正化に努める。

高齢化の進展による第1号被保険者数の増加。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 99.0 99.0 99.0

まちづくりの基本方針

分野

7－02－⑤ 基本方針

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、適正化の取組を進めます。

介護保険料収納率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

7－02－⑤



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

国保連合会負担金事務 介護保険課
介護保険料賦課徴収事務 介護保険課
介護保険料管理回収事務 介護保険課
国保連合会点検・審査手数料事務 介護保険課
介護納付金事務 保険年金課

事務事業 担当課

介護保険事業計画推進事務
長寿いきがい課
介護保険課

介護保険事務処理システム運営事業 介護保険課
介護保険制度運営事務 介護保険課

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。

7－02－⑤



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

障害福祉

施策番号
共に生きる社会の推

進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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）

○

○

○

○

○

分野

99.6

全ての利用者にサービス等利用計画を作成することで、個別のケアマネジメントが充実した。利用者のニーズを明確
にすることで、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。

平成３０年度の障害福祉サービス等報酬改定により、モニタリングの実施標準期間の見直しが行われた。サービス等
利用計画等の定期的な検証を行うことで、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。

居宅介護事業

100 －

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
げた。

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。

まちづくりの基本方針

生活介護事業 障害福祉課

サービス等利用計画事業

障害福祉課

障害福祉課

市内の相談支援事業所や各事業所の相談員が増加したことで、支給決定の際には全ての利用者にサービス等利用
計画を作成することができた。平成３０年度以降も支給決定の際に全ての利用者に対しサービス等利用計画を作成す
る。

障害者総合支援法において、平成27年度より障害福祉サービスを利用する場合にはサービス等利用計画の作成が
必須とされ、順次作成した結果として平成29年度に作成率が100%となった。

主要事業 担当課 達成度評価理由

生活支援や就労支援、相談支援のさらなる充実等、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・
学ぶ等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
げた。

サービス等利用計画の作成により、適
正なサービスの利用につながった。

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
げた。

障害のある人の暮らしを支えるサービス基盤の充実

8－01－①

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28年度

（※基準値）

平成29年度

100

平成30年度 平成31年度

100 100

基本方針

8－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

孤立化防止対策事業 障害福祉課

精神障害者生活支援推進事業 障害福祉課

湖南地域重症心身障害者生活介護施設整備事業 障害福祉課

各種団体活動費補助金事務 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

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

自動車燃料・福祉タクシー運賃助成事業 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

障害者福祉計画推進事業 障害福祉課
障害福祉推進事務 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
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

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 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

障害者相談員活動事業 障害福祉課

障害福祉課在宅重度障害者訪問審査事業
緊急通報システム支援事業 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

障害福祉課
障害支援区分認定事務 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
更正医療給付事務 障害福祉課

地域相談支援給付事務 障害福祉課
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

共同生活援助事業 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
相談支援機能強化事業

担当課
補装具等事務 障害福祉課

行動援護事業 障害福祉課

補装具給付事務 障害福祉課
重度訪問介護事業 障害福祉課

同行援護事業

事務事業

短期入所事業 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３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

障害福祉

施策番号
共に生きる社会の推

進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 29.0

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31年度の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

障害者虐待防止対策支援事業 障害福祉課

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。

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。

16.2 13.5 － －

障害者福祉センターを中心に啓発活動等を行ったが、「草津市のまちづくりについての市民意識調査」で目標値の２
０％を下回る結果となった。ふれあい・交流事業等の参加者には意識啓発・理解促進が図れたが、市民意識に浸透す
るほどの成果には及ばなかった。

従来の事業に加えて、新しく１１月１１日（土）に障害者福祉センターで「共に生きる社会の推進」についての講演会を
行った。参加者からは深く考える良い機会であったとの声が多くあり、成果があったと評価できる。また、障害者差別
解消法にかかるワークショップを開催し、差別事例や合理的配慮の好事例の検討を行った。

障害者福祉センターを核とした多様なふれあい・交流や意識啓発等を継続し、より多くの市民に障害のある人へのさら
なる理解を進められるよう事業を展開する。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 20.0 22.0 25.0

まちづくりの基本方針

分野

8－01－② 基本方針

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。

「共に生きる社会の推進」についての満足度（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

8－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

障害福祉

施策番号
共に生きる社会の推

進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 325

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31年度の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
事務事業 担当課

手話通訳員配置事業 障害福祉課

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。

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者等の派遣によ
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。

306 331 － －

サービス等利用計画の作成により個別の活動に対するニーズの掘り起こしが進んだ。その結果、利用決定者数は増
加しており、実績値が目標値を上回った。

外出時の移動への支援や手話通訳者等の派遣により、障害者の余暇活動や社会参加が促進された。

障害のある人が安心して社会参加や地域生活を送れるよう移動支援事業やコミュニケーション支援事業において支
援を行い、今後も利用の適正化を図りながら事業を進める。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 310 315 320

まちづくりの基本方針

分野

8－01－③ 基本方針

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・学ぶ等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）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

8－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

地域福祉

施策番号
「地域力」のあるまち

づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 45,000

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31年度の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

地域福祉の担い手の育成と活躍の促進

9－01－①

民生委員児童委員活動日数（日）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

45,000

平成30年度 平成31年度

45,000 45,000

基本方針

－

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た。

草津市社会福祉協議会において、市民
コーディネーター育成事業等を実施さ
れ、地域福祉の担い手を育成すること
ができた。

まちづくりの基本方針

社会福祉協議会活動補助事業

健康福祉政策課

健康福祉政策課

民生委員児童委員の負担軽減を目的に事務の一部見直しを行ったこともあり、前年度より約１，２００日（１人あたり年
間約５日）減少した。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

中間支援組織である（社福）草津市社会福祉協議会と連携して、福祉講座や懇談会等を実施し、各種ボランティア活
動や地域福祉の担い手を育成するとともに、地域での活躍を促進します。また、民生委員児童委員等の、福祉の担い
手の活動を支援します。

事務事業

分野

担当課
民生委員児童委員諸事務 健康福祉政策課

43,938

民生委員児童委員の地域に根差した献身的な活動が展開されるとともに、地域福祉を担う市民コーディネーターの養
成やボランティア登録者増加に向けた社会福祉協議会と連携した取組などにより、地域福祉の担い手育成に努めた。

引き続き、草津市民生委員児童委員協議会および草津市社会福祉協議会等と連携しながら、地域福祉の担い手育
成と活動の支援に取り組む。

民生委員児童委員協議会活動補助事業

42,787 －

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。

9－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

地域福祉

施策番号
「地域力」のあるまち

づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 177

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31年度の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

（※基準値） 156 163 170

まちづくりの基本方針

分野

9－01－② 基本方針

地域福祉を支えるネットワークづくり

各学区社会福祉協議会およびまちづくり協議会や町内会の活動を中心に暮らしの問題を解決する住民主体の活動を
広げ、地域で支えるネットワークづくりを推進します。

サロン開設団体数（団体）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

社会福祉関係団体補助事業 健康福祉政策課
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。

149 156 － －

年々サロン数は増加している。今後も市内全域でのサロン設置に向け、地域への働きかけを行う。また、既存のサロ
ンについても、開催回数が増えるよう働きかけを行う。

地域サロン団体の拡充をはじめ、社会福祉協議会や更生保護団体、赤十字奉仕団など福祉を担う各種活動団体の
支援を行うとともに、災害時要援護者登録制度の推進などを通して、地域で支えるネットワークづくりを推進することが
できた。

さらに、地域活動が活性化し、地域で互いに支え合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

地域福祉計画推進事業 健康福祉政策課

草津市社会福祉協議会による地域支え
あい運送支援事業や市民コーディネー
タの育成等への支援を通じて、地域の
ネットワークづくりを推進することができ
た。

地域サロン推進事業 長寿いきがい課

成果指標の目標値（156箇所）を達成で
き、サロンの活動状況も、月２回や週１
回の開催が増えるなど活性化を図るこ
とができた。

事務事業 担当課
福祉バス運行事業 健康福祉政策課
戦没者遺族等援護推進事業
戦没者遺族等援護推進事業

健康福祉政策課
生活支援課

社会を明るくする運動啓発推進事業 健康福祉政策課
福祉事務所運営事業 健康福祉政策課

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。

9－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

健康・保険

施策番号 市民の健康づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 83.61

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31年度の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）

○

○

○

○

○

○

健康啓発推進事業 健康増進課

市民の健康増進にかかる事業として、くさつ健幸
ポイント制度に加え、健康推進アプリ「ＢＩＷＡ－Ｔ
ＥＫＵ」の運用が開始できた。また、ＫＫＣＫ、食と
運動のヘルスチェックデー等積極的に実施でき
た。

健康教育事業 健康増進課
子育て相談センター

健康教育を実施し、健康について考えるきっかけ
づくりができた。

健康相談事業
健康増進課
地域保健課

心身の健康に関する相談に応じ、必要な助言を
行うことができた。

自殺対策緊急強化事業 健康増進課
自殺予防のための行動ができるよう、普及啓発
や人材（ゲートキーパー）養成の取り組みが行え
た。

食育推進事業 健康増進課
第２次計画の実績を踏まえ、食育の実践に向け
た第３次草津市食育推進計画が策定できた。

健康づくり推進協議会運営事業 健康増進課
健康くさつ２１（第２次）の中間評価を行い、今後
の計画推進に向けた新たな重点施策が設定でき
た。

83.39 未確定 － －

平成27年度実績（82.89歳）と比較した結果、平成28年度実績は83.39歳であり、0.5歳延伸した。「健康くさつ21」に基づ
く健康づくり事業を継続的に実施したことが、計画の基本理念である健康寿命の延伸につながった一つの要因ではな
いかと考える。

「健康くさつ21（第2次）」において「誰もが健康で長生きできるまち草津」、「第2次草津市食育推進計画」において「ココ
ロ豊かにカラダ元気に　食で育む笑顔があふれるまち草津」を基本理念に、関係団体等と連携し、くさつ健幸ポイント
制度の継続実施に加え、健康推進アプリ「ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ」の運用開始や、禁煙に取り組みたい方の支援としてＫＫＣ
Ｋ（健幸くさつチャレンジ禁煙）など、積極的に取り組んだ。また、「健康くさつ２１（第２次）」中間評価」および「第３次草
津市食育推進計画」を策定した。

「健康くさつ２１」における重点施策として掲げている、子どもの頃からの健全な生活習慣の確立、働く世代の健康づく
り、地域で取り組む健康づくり、企業、団体、大学等多種多様な協働による健康づくりの取組みを進める。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 83.18 83.32 83.47

まちづくりの基本方針

分野

10－01－① 基本方針

市民の健康づくり支援

生活習慣の改善を始めとした健康づくりに関する取組を様々な主体と連携し、推進することにより、市民の健康づくり
を支援します。また、地域の実状に応じた主体的な健康づくりを支援します。

健康寿命（年）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

10－01－①
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■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

医療関係団体への保健事業委託事務 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

健幸都市づくり推進事業 健康福祉政策課

救急医療情報システム運営負担金事務 健康増進課

市民の健康づくり推進事務
健康増進課
地域保健課

健康管理システム事業
健康増進課
地域保健課

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

湖南広域行政組合負担金事務 健康増進課

保健師活動事業
健康増進課
地域保健課

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。

10－01－①
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■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

健康・保険

施策番号 市民の健康づくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 33.4

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31年度の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

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づくりができた。

事務事業 担当課
感染症対策事業 健康増進課

予防接種事業 健康増進課
園や小中学校への長期休暇前の勧奨
通知、就学時健診時の接種履歴確認等
により、接種率の向上につながった。

健康診査事業 健康増進課
胃・肺・子宮頸・乳・大腸がん検診の個
別勧奨通知の実施や協会けんぽとの連
携により受診率の向上が図れた。

受診歴に応じた個別勧奨通知や協会けんぽ特定健康診査および商業施設・地域のイベント等での啓発、無料クーポン
券の対象者拡大により、受診者の増加につながった。2歳6か月健診で保護者に対し、乳がんの自己触診法や各種健
（検）診について個別に啓発を行い、疾病の予防と早期発見方法についての周知を図ることができた。

平成30年度より新たに子宮頸がん・乳がん検診とプレ特定健診の集団けん診を実施し、受診機会の拡大を図っている。
また、新たに胃がん検診での内視鏡検査の実施により受診者の拡大を図るなど、平成31年度も継続して実施する。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

11.4 11.8 － －

受診者は平成28年度2,924人から平成29年度3,455人となり、受診率は0.4％増加した。若い世代への個別受診勧奨通
知と、無料クーポン券の対象者を拡大したことで向上が図れた。

（※基準値） 16.9 22.4 27.9

まちづくりの基本方針

分野

10－01－② 基本方針

疾病予防対策の強化　

疾病の予防と早期発見のため、各種健（検）診、予防接種について、情報提供と啓発の強化よる受診率等の向上を図る
とともに、早期対応の勧奨に努めます。

草津市子宮頸がん検診受診率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

10－01－②
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■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

健康・保険

施策番号
医療保険制度の適正

運用

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 34.0

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31年度の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

国民健康保険給付執行事務 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
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
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

レセプト管理事業 保険年金課
医療費適正化のため、レセプトの管理を適
正に行い、過誤返戻や本人請求も適切に執
行した。

事務事業 担当課

特定保健指導事業 健康増進課

特定保健指導の実施率向上のため、電話
や個別訪問により勧奨を行った。また土日
に特定保健指導を実施するなど、対象者が
参加しやすい体制を整え、受診率向上を
図った。

特定健康診査事業 保険年金課
個別健診の実施や受診率向上のための勧
奨や啓発に加え、被用者保険との連携によ
る集団健診を行い、受診率向上を図った。

国民健康保険税賦課事務 税務課
国保の資格や前年度所得等に基づいて、国
保税額の適正な賦課の執行に努めた。

30.7 24.7 － －

　市民意識調査における「医療保険制度の適正運用」に「満足」「やや満足」と回答された市民の割合は、平成28年度と比べて低下
していることから、制度への理解促進の取り組みを一層進めていく必要がある。

　国保制度は平成30年度からの都道府県単位化への移行を控え、制度の概要や財政状況が複雑であり、また少子
高齢化が進む中で社会保障制度の持続可能性が厳しいことなどがマスコミで日々報じられ、不安に感じられた市民が
多かったのではないかと考える。

医療費の適正化や保健事業の積極的な実施により、引続き国保財政の健全運営を図る。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 31.0 32.0 33.0

まちづくりの基本方針

分野

10－02－① 基本方針

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等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等、制度へ
の理解促進の取組を強めます。

医療保険制度が健全に運用されていると感じる市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

10－02－①
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一般被保険者高額療養事業 保険年金課
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

保険年金課
出産育児一時金事務 保険年金課

保険年金課
葬祭給付事業 保険年金課
後期高齢者支援金事業 保険年金課

保険年金課
前期高齢者納付金事業 保険年金課

保険年金課
保険年金課
保険年金課
保険年金課
保険年金課
保険年金課
保険年金課

保険財政共同安定化事業事務費拠出金事業
その他共同事業事務費拠出金事業
人間ドック等助成事業

保険財政共同安定化事業拠出金事業

退職被保険者高額介護合算医療事業

出産育児一時金支払手数料事務

後期高齢者関係事務費拠出金事業

前期高齢者関係事務費拠出金事業
老人保健事務費拠出金事業
高額医療費共同事業拠出金事業

10－02－①
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■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

健康・保険

施策番号
医療保険制度の適正

運用

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 99.55

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31年度の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

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

後期高齢者医療保険料徴収事務 保険年金課

従来から実施してきた未納発生予防のため
の電話督促等に加え、平成29年度は、毎月
の訪問徴収、長期未納者への預金調査・差
押を実施した結果、保険料収納率の増加に
つながったため。

99.46 99.63 － －

後期高齢者医療（現年分）の収納率は、平成20年度の制度施行以来、最高値となった。

毎月の訪問徴収をはじめとする積極的な債権回収の取り組みの結果、収納率の向上を図ることができた。

徴収にかかる人員が十分に確保できない中、目標に向けて３０年度と同様の取組を行うことは難しいが、可能な範囲
で目標達成に向けた取り組みを進める。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 99.49 99.51 99.53

まちづくりの基本方針

分野

10－02－② 基本方針

後期高齢者医療制度の運用

被保険者への制度周知や健康診査等の保健事業を実施するとともに保険料の確実な徴収を図り、後期高齢者医療
制度を適正に運用します。

後期高齢者医療保険料収納率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

10－02－②
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■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

健康・保険

施策番号
医療保険制度の適正

運用

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

ひとり暮らし高齢寡婦福祉医療助成事業 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

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

事務事業 担当課
老人福祉医療助成事業 保険年金課
老人福祉医療事務 保険年金課

重度心身障害者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。

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。

130 121 － －

　助成対象者は毎年わずかに増加しているが、平成２９年度においては１人当たりの医療費が減少したことにより、前
年度を下回った。

　事業の実施状況に特段の変化はなく、基準年である平成２８年度と同じ水準で助成対象者の経済的負担の軽減に
寄与していると考える。

　引き続き制度の周知も含め、適切に助成事業を進めていく。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 130 130 130

まちづくりの基本方針

分野

10－02－③ 基本方針

福祉医療費の助成

重度心身障害者、重度心身障害老人、ひとり親家庭等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。

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）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

10－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

生活安心

施策番号 生活安定への支援

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 3.7 3.8 3.9

まちづくりの基本方針

分野

11－01－① 基本方針

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、生活困窮者自立支援事業等による支援、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、住まいに困窮される人への市営
住宅等の供給を行います。

自立を理由として生活保護を廃止したケースの比率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

生活保護費支給事務 生活支援課

生活保護の必要な方に速やかに生活保護
を適用し、訪問調査を行うなどして実態を把
握するとともに、就労支援などの自立支援を
行い、困窮の程度に応じて必要な保護を
行った。

2.5 3.7 － －

ケースワーカーと就労支援相談員との連携により、被保護世帯のうち就労により生活保護を廃止したケースの割合が
平成２８年度２．５％（２０件）から平成２９年度３．７％（３０件）と増加した。

ケースワーカーと就労支援相談員の同行訪問やハローワークとの密な連携が実績値の増加につながったものと考え
る。

ケースワーカーと就労支援相談員、ハローワークとが連携し、稼働能力者に対し、積極的に就労意欲を喚起し、被保
護者就労準備支援事業やハローワークとの連携事業である生活保護受給者等就労自立支援事業、また就労自立給
付金等を活用しながら自立の支援を行う。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

生活困窮者自立支援事業 生活支援課
生活困窮者に対し相談支援を行うとともに、
必要に応じ各自立支援事業の利用につな
げた。

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。

就労支援相談員配置事業 商工観光労政課
就労支援相談員１名を配置し、１４名に対し
延べ１５６回の就労相談を行い、うち３名の
就労に結びついた。

市営住宅運営事業 住宅課
市営住宅の空き家募集の実施により、住ま
いに困窮される方への市営住宅の供給を
行った。

事務事業 担当課
災害被災者見舞金交付事業 生活支援課
行旅病人・行旅死亡人に対する扶助事業 生活支援課
生活保護法施行事務 生活支援課
生活保護費返還金債権管理回収事務 生活支援課
臨時福祉給付金給付事務 生活支援課
臨時福祉給付金事務 生活支援課
在日外国人老齢福祉金支援事業 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３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

生活安心

施策番号 暮らしの安心の確保

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

　 　

市民相談室運営事業 生活安心課

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。

517 608 － －

平成29年度は、市民の様々な暮らしの中の不安や困りごとについて、608件の相談があった。前年度比で18％増と
なった。平成29年度の相談種別で最も多かったのは、昨年度同様、「相続・遺言」であった。次いで、離婚等に起因す
る男女間紛争、借地借家売買、交通事故、近隣トラブル（生活騒音等）の順となった。

様々な相談に的確に対応するために相談員の技量の向上はもとより、法律の専門家や関係行政機関、庁内組織との
連携とネットワークを生かすことにより、市民の相談ニーズに対し丁寧な対応が図られた。

今後も市民にとってより身近な一次相談窓口としての機能として、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、相談ニーズへの丁寧な対応に努める。

個人の権利意識が高まる一方、当事者間や地域自体で問題解決できるだけの調整力が不足していること、また、
様々な課題が輻輳し問題解決が容易でないことが原因で相談件数が増加していると考える。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 500 500 500

まちづくりの基本方針

分野

11－02－① 基本方針

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）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

11－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

生活安心

施策番号 暮らしの安心の確保

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 1,100 1,100 1,100

まちづくりの基本方針

分野

11－02－② 基本方針

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

消費生活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）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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29年度は「出前講座」は19回、
街頭啓発7回、各種イベント実施、参加4回、メール配信20回のほか、隔月で広報くさつに啓発記事掲載等、消費者被
害防止の啓発等を実施した。

「消費者教育推進法」に基づき、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であり、国から「消費者教育推進大使」の委嘱を
受けている「クゥとかいな」を用いて啓発活動を実施し、消費生活トラブル等の未然防止に努める。相談業務では斡旋
業務を積極的に行い消費者の被害回復に努める。

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。また、高齢者を狙った特殊詐欺、架空請求等による被害も後を絶たない。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求められる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

968 1,009 － －

平成29年度は、消費生活に関する相談（苦情）について、1,009件の相談があった。前年度比で4.2％増となった。相談
総額は、4億9千600万円で、前年度より1億8千700万円減少（前年度比で27％減）。そのうち、取り戻し金額は、4千170
万円で、相談総額の８％であった。

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

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

食の安全推進事業 生活安心課

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。

11－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

生活安心

施策番号 暮らしの安心の確保

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 80 80 81

まちづくりの基本方針

分野

11－02－③ 基本方針

生活衛生の向上

畜犬登録・狂犬病予防注射の実施、公道上等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等、生
活衛生の向上に努めます。

狂犬病予防注射接種率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

畜犬対策事業 生活安心課
畜犬登録への啓発および、狂犬病予防
注射の接種推進に努めた。

81.08 79.41 － －

犬の飼い主に対して狂犬病予防注射の周知や未接種の飼い主への督促通知、また４・５月には各地域のまちづくりセ
ンター等で集合注射を実施した結果、高い接種率を保つことができた。

狂犬病予防注射の接種率向上のための周知・啓発を行った。また、未登録の犬が生じないよう、転入者への周知や
ペットショップでの登録周知依頼を行った。
公衆衛生の向上ならびに市民生活へ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
市営火葬場や市営墓地の適正な維持管理に努めた。

引き続き、狂犬病予防注射の接種率向上のための周知・啓発や、未登録の犬が生じないよう、畜犬登録に対する周
知を行う。
あわせて、公道上の犬猫等の死骸回収および焼却処理、ならびに市営火葬場や市営墓地の適正管理にも努め、生活
衛生の向上を図る。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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も必要
な修繕を実施し、適正な維持管理を行う
ことができた。

小動物死骸処理事業 環境政策課
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。

生活安心課
清掃作業等、市営墓地の適正な管理に
努めた。また、管理料についても完納を
達成した。

市営墓地管理事業

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
路上喫煙対策事業 生活安心課
駅前公衆便所維持管理事業 資源循環推進課

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。

11－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 犯罪のないまちづくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 88

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31年度の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

自主防犯活動の展開

12－01－①

人口1万人当たりの犯罪認知件数（件）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

97

平成30年度 平成31年度

92 89

基本方針

－

事業者・市民の意識改革を促し、犯罪
率の減少に繋がった。

まちづくりの基本方針

危機管理課

犯罪率は前年度より減少し、目標値を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28年比-82件（約21％減）となり、犯罪認知総件数は対平成28年比-158件（約11％減）と犯
罪件数の減少につながった。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

街頭啓発の実施や防犯ボランティア団体等への活動支援等を通じて市民の防犯意識の高揚につなげ、警察や県と連
携を図りながら、犯罪抑止に努めます。

事務事業

分野

担当課
  

107.7

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とともに、市民の意識改革
に努めていく。

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や取り組みにより、自転車盗対策の効果が発揮されてきた
が、県内都市部の犯罪率ではワースト1位であるため、街頭での啓発活動を実施するとともに、自転車盗多発場所に
て施錠確認・巡回啓発に取り組むことで、さらなる市民の意識改革に努めていく。

防犯対策事業

94.7 －

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３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 犯罪のないまちづくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 88

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31年度の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
事務事業 担当課

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。

107.7 94.7 － －

犯罪率は前年度より減少し、目標値を達成することができた。犯罪認知総件数は対平成28年比-158件（約11％減）と
なった。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。

学区ごとの選定箇所や、長い区間で夜間照明がなく、犯罪の危険性が高い道路などに防犯灯を整備し、通行の安全
確保と犯罪の未然防止に一定寄与することができた。

本市における犯罪については、年々減少傾向にあるものの犯罪率が県内都市部でワースト1位の状況にあり、まだま
だ犯罪の減少に取り組んでいかなければならない状況にある。今後も継続して防犯灯の設置促進等防犯対策を進
め、犯罪の抑止に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） 97 92 89

まちづくりの基本方針

分野

12－01－② 基本方針

防犯設備の維持・整備

長寿命を考慮したＬＥＤ防犯灯の設置、また、防犯設備の設置促進等により、犯罪を未然に防ぐまちづくりを進めま
す。

人口1万人当たりの犯罪認知件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

12－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号
自助・共助による防災

対策の充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 204

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31年度の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

（※基準値） 201 202 203

まちづくりの基本方針

分野

12－02－① 基本方針

自主防災体制の確立と市民意識の高揚

自主防災組織の育成等を進め、防災訓練や地域協働での防災教育、災害時要援護者への個別支援体制づくり、ま
た、住宅耐震化の支援等を進めます。

自主防災組織数（団体）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

自主防災組織育成事業 危機管理課

２９年度よりホース購入のみでの補助
（限度額５０万円）を実施したことで、概
ね期待通りの成果を得ることができたた
め。

200 201 － －

市や消防からの組織化の呼びかけ等もあって、平成２９年度は１町内会が自主防災組織を結成した。実績値として
は、平成２９年度の目標値を達成している。

自主防災組織の組織数は、着実に増えてきている。防災講座や地域の防災訓練から、防災意識の高まりを感じられ
た。

これからも引き続き、自主防災組織未設置町内会に設置を呼びかけるとともに、自助・共助の取り組みを推進し、防災
意識の高揚に努める。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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
民間建築物耐震化助成事業 建築課
震災避難経路整備促進事業 建築課

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。

12－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 災害に強いまちづくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 93.0

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31年度の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

コミュニティ防災センター運営事業 危機管理課

事務事業 担当課
消防水利維持管理事業 危機管理課
消防車両等整備事業 危機管理課

消防団活動事業 危機管理課 消防団の装備の計画的な整備ができた

湖南広域行政組合負担金事務（消防費） 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

88.3 91 － －

平成29年については、21名が新たに入団され、実消防団員数は増加し、消防・防災体制を強化できた。

実消防団員は増加しているものの、依然として定数には達しておらず、引き続き団員確保に向けた取り組みを継続す
る必要がある。

平成25年12月31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
が課題である。平成31年度についも計画的に装備の充実を図っていく。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 90.0 91.0 92.0

まちづくりの基本方針

分野

12－03－① 基本方針

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、消防団装備品の整備を進める等、迅速・確実な消防活動の確
保に努めます。

実消防団員数／定数（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

12－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 災害に強いまちづくり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

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
気象情報をリアルタイムに取得し、迅速
な水防体制づくりを図ることができた。

防災対策事業 危機管理課
情報伝達手段の強化や備蓄品の整備
などを行い、防災基盤を強化することが
できた。

21.5 20.7 － －

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、基準値である前年度より0.8％低くなり、目
標を達成することができなかった。市の取り組みが市民に安心感を与えることにつなげることができなかった。

平成２９年度は屋外スピーカーを新たに１基整備し情報伝達手段をさらに拡大することができた。また、防災行政無線
を４基整備した。

Ｊアラートの新型受信機を整備し、緊急時の情報伝達の更なる円滑化を図る。また、新たに２基の防災倉庫を中学校
に新設したり、備蓄品を追加で購入したりすることで、防災拠点の整備を図る。

平成２８年４月熊本地震
平成２７年９月鬼怒川決壊
平成２６年８月広島県土砂災害

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 23.0 24.0 25.0

まちづくりの基本方針

分野

12－03－② 基本方針

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強化させるほか、計画的な備蓄確保や地域ごとの防災拠点の整
備等に努めます。

災害に強いまちであると感じる市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

12－03－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 治水対策の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

調整池維持管理事業 河川課

事務事業 担当課
町内会河川清掃浚渫土運搬事業 河川課
草刈等河川愛護推進事業 河川課

河川維持補修事業 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。

河川改修事業 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。

64 70 － －

平成28年度以前で実施できていない要望案件があるため、平成29年度についても、これまでと同様に前年度の要望
案件の実施の必要があり、目標値に対して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、全国的にゲリラ豪雨による浸水被害が増えており、市民の注目も高まっているため、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

（※基準値） 100 100 100

まちづくりの基本方針

分野

12－04－① 基本方針

河川・排水路の整備

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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

12－04－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「安心」が得られるま

ちへ

防犯・防災

施策番号 治水対策の推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 2.1

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31年度の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

雨水管渠等維持管理事業 河川課
適時補修を行い、適切な維持管理を行
うことができた。

雨水管渠整備事業 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。

0.2 0.34 － －

工事のスケジュールに変更が生じ、平成30年度に一部工事を繰り越したため、平成29年度末時点の実績値が下がる
結果となった。平成30年度末で目標値のとおり1.1に到達する予定である。

平成29年度は、新草津川左岸第４排水区・北川第３排水区の雨水幹線整備を行っており、浸水防止対策が図れた。

近年、全国的にゲリラ豪雨による浸水被害が増えており、市民の注目も高まっているため、今後も浸水被害の軽減・
防止を目的として雨水排水路の整備を進める。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 0.7 1.1 2

まちづくりの基本方針

分野

12－04－② 基本方針

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。

平成27年度末時点の雨水排水路整備面積に対する進捗増加率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

12－04－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

うるおい・景観

施策番号
草津川跡地の空間整

備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 45.0

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31年度の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

草津川跡地の整備

13－01－①

整備進捗率（整備面積／計画面積）（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

40.0

平成30年度 平成31年度

40.0 40.0

基本方針

－

整備が完了した区間２および区間５に
ついて、草津川跡地公園として平成２９
年４月に供用開始した。

まちづくりの基本方針

草津川跡地整備課

草津川跡地利用基本計画に基づき、区間２および区間５について、平成２８年度に整備を完了した。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

にぎわいが創出され、人と自然が触れ合い、うるおいがもたらされる空間づくりに取り組んでいくために、草津川跡地
を、市民の憩いの場や、多様な市民活動の場、また、多くの人が関わる魅力的な空間、災害時の防災空間となるよう
整備を進めます。

事務事業

分野

担当課

40.0

整備が完了した区間２および区間５について、草津川跡地公園として平成２９年４月に供用開始した。
　・草津川跡地公園（区間２）　ai彩ひろば
　・草津川跡地公園（区間５）　de愛ひろば

農と人、人と人との交流が行われる高質なにぎわいのある草津川跡地公園が維持できるよう、管理を行うとともに、未
整備区間の整備に向けた取組を行っていく。

草津川跡地整備事業

40.0 －

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３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

うるおい・景観

施策番号 ガーデンシティの推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 95.0

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31年度の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

（※基準値） 86.8 89.5 92.3

まちづくりの基本方針

分野

13－02－① 基本方針

公園・緑地の整備

緑の基本計画に基づき、緑化重点地区内の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。

公園・緑地面積（ｈａ）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

野路公園整備事業 公園緑地課
公園整備に向け、用地取得に取り組む
ことができた。

88.6 88.9 － －

整備終了に伴う都市公園の供用開始や、開発に伴う公園の帰属により、公園・緑地面積が増加した。
平成２９年度における新規公園数：８箇所

緑の基本計画に基づき、国からの補助を受け、都市公園の整備を進めることができた。

野路公園については、引き続き公園整備を推し進めるとともに、野村公園については、指定管理者や関係機関と連携
し、効果的・効率的な管理運営を行う。

中心市街地活性化基本計画に基づき、都市公園事業として野村公園の整備を進めることになり、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

野村公園整備事業 公園緑地課
平成３１年度の供用開始に向けた工事
進捗を図ることができた。

事務事業 担当課 成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

13－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

うるおい・景観

施策番号 ガーデンシティの推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

市民活動団体等との協働により、高質
なガーデン空間の創出や、市民参加型
による公園運営を行うことができた。

事務事業 担当課
公園関係団体負担金事務 公園緑地課

児童公園等維持管理事業 公園緑地課
再整備工事や遊具改修を行い、安心し
て利用できる環境整備を進めることが
できた。

みずの森管理運営事業 公園緑地課
隣接するハスの群生地が消滅したが、
市民協働によるイベント等を実施するこ
とができた。

弾正公園運営事業 公園緑地課
防球ネットの設置工事や複合遊具のリ
ニューアル等を行い、公園環境を向上
することができた。

ロクハ公園運営事業 公園緑地課
プール施設の重油タンクや可動上屋の
修繕等を行い、利用ニーズに応えること
ができた。

3 3 － －

老朽化が進む市内の都市公園等において、安全性確保と機能保全を図りつつ、維持管理コストの縮減と予算の平準
化を図りながら、計画的な再整備に取り組むことができた。

都市公園等の再整備とともに、危険性のある遊具の改修や老朽化した設備の修繕、新たな防球ネットの設置など、安
心して利用できるよう、効率的・効果的な改修工事等を行うことができた。

公園施設の計画的な再整備工事の他、公園施設長寿命化計画に基づく遊具の改修工事等を行う。また、ロクハ公園
プール施設の抜本的な改修工事に取り組むための修繕計画を作成する。

公園整備にあたっては国の補助金を財源にしているが、補助金の内示減に応じて実施対策工事箇所の組み替え等が
必要となる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

草津川跡地公園運営事業 草津川跡地整備課

（※基準値） 3 3 3

まちづくりの基本方針

分野

13－02－② 基本方針

公園・緑地の活用

公園に対するニーズの多様化に対応できるよう、市民参加による公園の再整備や公園施設の計画的な改修、更新を
行います。

公園再整備箇所数（箇所／年）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

13－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

うるおい・景観

施策番号 ガーデンシティの推進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

花街道推進事業 公園緑地課

緑化推進事業 公園緑地課

各種イベントで緑化啓発を行うととも
に、「第２次草津市みどりの基本計画
（改定版）」の案を作成することができ
た。

ガーデニング推進事業 公園緑地課
ガーデニングサークルを支援すること
で、サークルの自主的、自立的な活動
を促進させることができた。

93.1 100.0 － －

平成２９年度の開発行為等による民有地の緑化本数は３，４６２本であったことから、平成２２年度からの累計が５０，０
０３本となり、緑の基本計画で設定している平成３２年度までの５万本の植樹目標を達成することができた。

開発行為等における事務の際に、緑化の重要性を説明し、協力を求めた。また、各種イベントにおいては、緑化啓発
に取り組んだ。

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。また、「第２次草津市みどりの基本計画
（改定版）」を策定し、「ガーデンシティくさつ」を推し進める。

草津川跡地公園の供用開始に伴い、ガーデニングによる市民参加の公共空間の緑化を推し進めることができた。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 94.8 96.5 98.3

まちづくりの基本方針

分野

13－02－③ 基本方針

まちなみ緑化の推進

住宅等の緑化や市民参加の公共空間緑化の促進により、ガーデンシティとしての風情を構築していくとともに、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。

植樹計画達成率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

13－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

うるおい・景観

施策番号
良好な景観の保全と

創出

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 37.0

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31年度の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

地域街なみ形成推進事業 都市計画課

屋外広告物管理事務 都市計画課
屋外広告物新システムを導入し、広告
物のより適正な管理と効率的な事務を
行い、申請指導や是正指導を進めた。

景観を生かしたまちづくり推進事業 都市計画課

修景補助制度を活用した景観づくりが
進んだほか、まちなみ景観向上のため
の無電柱化に向けて電線管理者等と協
議し、基本設計・試掘調査を実施した。

33.7 32.5 － －

市民意識調査の結果、市内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1.2％下がっ
たものの、地域課題の解決に向けた景観百選の活用について、UDCBKでの講座のつながりから市民が主体的に行
政と協働し企画提案するなど、市民の景観に対する意識の醸成が認められる。

草津宿本陣の残る旧街道沿いにおいて、歴史的景観の保全・創出に向けた支援を行った結果、修景補助制度の活用
により、趣のあるまちなみの形成や魅力向上につながった。また、屋外広告物については、昨年度に引き続き主要な
幹線道路沿いの事業者を中心とした申請指導や、日常的なパトロールを行った結果、未申請物件が減少した。

地域の景観への愛着や意識の向上を目指し、ワークショップなどを通じて市民が主体的に地域の景観資源の掘り起こ
しや景観づくり活動に取り組めるよう、景観を生かしたまちづくり推進事業により、引き続き市民に対する支援を行って
いく必要がある。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 34.0 35.0 36.0

まちづくりの基本方針

分野

13－03－① 基本方針

自然的・歴史的景観の保全と活用、都市景観の形成

ふるさと草津の心を育むよう、琵琶湖岸の自然景観や旧街道のまちなみの保全・活用、また心地よさを感じる都市景
観の創出を図るため、景観形成重点地区の活用等を推進します。

市内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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

13－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
良好な環境の保全と

創出

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 18

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31年度の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
事務事業 担当課

環境審議会運営事務 環境政策課

自然環境保全啓発推進事業 環境政策課 市域における良好な環境を保全した。

16 16 － －

「草津市の良好な環境保全条例」に基づき、残された自然環境を少しでも多く保全し、次世代に継承すべく保全地区対
象となる地区を検討したが、新規の指定には至らなかったものの、現存の地区については管理者等がより柔軟に、利
用しやすいよう助成制度を見直すなどし、良好な県境の保全に努めた。

自然環境保全地区や保護樹木について、市ホームページやパンフレットによる周知や、「いきもの調査」を通じて自然
環境を残していく大切さを知っていただく機会を創出した。

新たな自然環境保全地区の指定へ向けた取り組みを進めるとともに、自然環境保全地区への助成、保護樹木の健康
診断や補助金交付のほか、「いきもの調査などを通じて市民の身近な自然への興味関心を醸成し、市域の良好な自
然環境の保全に努める。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 17 17 18

まちづくりの基本方針

分野

14－01－① 基本方針

自然環境の保全

良好な環境を次世代に引き継ぐため、身近な自然に興味や関心を持っていただくための「いきもの調査」や良好な自
然を維持している地域を保全する取組等を市民・団体・事業所等とともに進めます。

自然環境保全地区（地区数）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

14－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
良好な環境の保全と

創出

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 65

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31年度の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

（※基準値） 57 60 63

まちづくりの基本方針

分野

14－01－② 基本方針

環境学習の拡充

環境学習等に関わる様々な情報の提供や発信、環境学習に取り組む人・団体等の活動支援を図りながら、市民・事
業者・行政等の連携を拡充し、市全体のエコミュージアムの取組を推進します。

こども環境会議の参加団体数（団体）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

環境学習推進事業
くさつエコスタイル

プラザ

教材貸出事業や講師派遣事業の件数
については横ばい、或いは増加の傾向
にあり、学校や地域での環境学習の推
進に寄与している。

53 57 － －

平成２９年度は、前年度に対し４団体増加し、目標値を達成することができた。また、市内の全小学校に参加いただく
ことができた。

環境基本計画に基づき、環境学習社会づくりとして、『環境学習教材の貸し出し』や『環境学習への講師派遣』、「子ど
もと大人が環境について議論する場」「子どもと大人が活動を発表・交流する場」である『こども環境会議の開催』な
ど、施策の目標達成に向けて事業を実施した。

『環境学習教材の貸し出し』や『環境学習への講師派遣』の内容を充実させるとともに、『こども環境会議』は、より交
流・情報交換が活発になるよう、実行委員会において『こども環境会議』の内容を充実させるための更なる検討を行
い、成果指標の目標値達成に向けて、多様な企業や団体等へ参加の呼びかけを行う。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

14－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
良好な環境の保全と

創出

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 24/24

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31年度の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

浄化槽法等指導事業 上下水道施設課

事務事業 担当課
流域下水道維持管理費負担金事務 河川課
市街地排水浄化施設維持管理事業 河川課

事業所等指導事業 環境政策課

定期的に事業所へ立ち入り指導を実施
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。

環境調査事業 環境政策課
環境管理基準（BDO）を高水準で維持
することができている。

22/24 23/24 － －

平成２９年度においては、平成２８年度の狼川に引き続き伊佐々川で基準を満足しない結果もあったが、両河川にお
いて高い達成率を維持している。かつ、全調査地点において近年の環境管理基準の達成状況は、概ね高水準で推移
している。

調査の結果、伊佐々川で１回、環境管理基準を超過し、水質は一定ではないものの、長期的には改善傾向にあると評
価できる。今後も河川の監視を行うとともに、特異な状況が確認された際には、随時原因を調査し、流域の事業所指
導を継続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た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） 24/24 24/24 24/24

まちづくりの基本方針

分野

14－01－③ 基本方針

環境汚染、環境負荷対策の促進

河川の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）（回）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

14－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号 低炭素社会への転換

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 80

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31年度の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

（※基準値） 74 76 78

まちづくりの基本方針

分野

14－02－① 基本方針

様々な主体が参画するプラットフォームの拡充

様々な主体が参画するプラットフォーム（基盤組織）である「草津市地球冷やしたい推進協議会」の会員数の増加によ
るネットワークの拡充を図り、低炭素社会への転換に向けた取組を推進します。

草津市地球冷やしたい推進協議会の会員数（者）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

地域協議会運営事業
くさつエコスタイル

プラザ

協議会全体で地球冷やしたいプロジェ
クトを推進し、低炭素社会への転換に
向けて取り組むことができた。

71 72 － －

新たに「愛する地球のために約束する協定」の締結を行った協定会員が１者と、一般会員１者の計２者が増えたが、１
者が退会したことから、昨年度に対し１者の増加となった。しかしながら目標値を達成することはできなかった。

草津市地球冷やしたいプロジェクトの推進や各イベントでの啓発活動、先進地視察研修などを草津市地球冷やしたい
推進協議会で取り組むことができた。

各種イベントやホームページ、くさつエコスタイルプラザでの啓発展示および市内事業所への訪問の際など、協議会
への加入PRを積極的に行うとともに、温暖化対策に資する様々な行動を選択する国民運動「COOL　CHOICE]を推進
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。

パリ協定の採択及び発効、国の地球温暖化対策計画の策定、国が掲げた国民運動である「COOL　CHOICE」の影響
により、温暖化対策の取り組みの気運が国内のみならず、国際的にも高まっているといえる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
広報啓発活動事業 くさつエコスタイルプラザ

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３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号 低炭素社会への転換

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 2,040

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31年度の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

（※基準値） 1,860 1,920 1,980

まちづくりの基本方針

分野

14－02－② 基本方針

省エネルギー・新エネルギー利用等の推進

イベントや助成制度等を通じ、省エネ・省ＣＯ２の推進、新エネルギー利用等の普及啓発を図り、環境に配慮したまち
づくり（スマートエコシティ）に寄与していきます。

イベントにおける省エネ・新エネに係る啓発者数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

エネルギー対策事業
くさつエコスタイル

プラザ

省エネルギーおよび新エネルギー関する啓
発や周知活動を図ると伴に、省エネ機器等
の購入助成を行うことで、省エネルギーの推
進を図ることができた。

1,780 2,300 － －

市内各所のイベントにおいて、省エネルギーと新エネルギー等に関する啓発を実施し、昨年度実績値および目標値を
大幅に上回る結果となった。

宿場まつりや草津エコフォーラム、草津市地球冷やしたい推進フェアなど、様々なイベントにおいて、省エネルギーおよび新エネル
ギー関する啓発や周知活動を行った。また、雨水タンク設置費補助金と蓄電池等設置費補助金による省エネ機器等の購入助成を
行うことで、省エネルギーの推進を図った。

各種イベントにおける啓発活動に加え、くさつエコスタイルプラザでの啓発展示の充実を図るとともに、省エネルギー・
新エネルギーの先進事例や国、県の補助制度などの情報を収集し、情報提供の充実を図る。
また、ごみの焼却に伴う熱を利用した発電設備がある新たなクリーンセンターのPRを積極的に行う。

パリ協定の採択及び発効、国の地球温暖化対策計画の策定、国が掲げた国民運動である「COOL　CHOICE」の影響
により、温暖化対策の取り組みの気運が国内のみならず、国際的にも高まっているといえる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
風力発電施設維持管理事業 環境政策課

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。

14－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
資源循環型社会の構

築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 23.4

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31年度の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

22.8

基本方針

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

21.8

平成30年度

ごみ問題を考える草津市民会議活動補助事業

資源循環推進課

くさつエコスタイル
プラザ

資源ごみ量のうち、古紙類が近年減少傾向にあり、平成２９年度は前年度に比べ行政回収量が▲102ｔ、集団回収量
が▲181ｔであった。また、全体のごみ量も増加したことから、平成２９年度における「ごみの資源化率」は、目標値の
21.8％に対して、実績は19.3％となり、目標に達しなかった。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

ペットボトルごみ資源化処理事業

ごみ減量化推進事業

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。

市民会議が主催となり、行政との協働
により、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、３
Ｒの推進に努めた。

資源循環推進課

まちづくりの基本方針

廃棄物の発生抑制と再使用による廃棄物発生量削減の取組と、資源化による処分量削減の取組を推進します。

－

事務事業 担当課

ごみ減量化推進事業
ごみ減量化推進事業

環境政策課
くさつエコスタイルプラザ

廃棄物の発生抑制・再使用・資源化の推進

14－03－①

ごみの資源化率（％）

分野

資源循環推進課

びん類ごみ資源化処理事業 資源循環推進課

プラスチックごみ資源化処理事業 資源循環推進課
金属ごみ資源化処理事業 資源循環推進課

20.2

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量（資源ごみ除く）及び事業系ごみ排出量は、共に『草津市一般廃棄物（ごみ）処理
基本計画』の平成33年度目標値（家庭系ごみ430g/人、事業系ごみ285g/人）を達成しているが、家庭系ごみの１人１
日あたり排出量は前年度から横ばい（427g/人）で、全体では214ｔ増加の20,664tとなった。また、事業系ごみでは、１人
１日あたり換算量で前年度から3g/人増加し、全体では269ｔ増加の13,583tとなった。

『草津市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画』に基づき目標達成に向け取り組んでいく。家庭系ごみについては、焼却ご
み類に多く含まれる古紙類の分別の徹底、生ごみの削減を中心に取り組み、事業系ごみについては、引き続き事業
所に対するごみの分別徹底や食品残さの削減、資源化に向けた取り組みを進める。

資源ごみ収集運搬事業

19.3 －

平成31年度

22.3

廃乾電池・廃蛍光管資源化処理事業 資源循環推進課

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。

14－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
資源循環型社会の構

築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 0.1

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31年度の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

（※基準値） 1.0 0.1 0.1

まちづくりの基本方針

分野

14－03－② 基本方針

廃棄物の適正処理

適正な収集体制の堅持と新クリーンセンターの整備によって、引き続きごみを適正に処理します。また、同センターを
資源循環型社会づくりの拠点として、施設見学者の受け入れや市民活動の積極的な展開を図ります。

排ガス中のダイオキシン類測定結果（ng-TEQ/N㎥）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ごみ収集運搬事業 資源循環推進課
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。

0.026 0.014 － －

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、旧施設の排ガス中のダイ
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。

旧施設については、これまでどおり適正なごみ処理に努めた。
また、新施設については、主にプラント工事を実施し、試運転等による性能確認を経て、平成30年3月16日に本格稼働
した。

排ガス中のダイオキシン類の濃度については法令で定められた新施設の基準値（1ng-TEQ/N㎥）の十分の一である
0.1ng-TEQ/N㎥を自主基準値として定め、この自主基準値を超過することのないよう、ごみを適正に処理していく。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

廃棄物処理施設整備事業 資源循環推進課
新クリーンセンターの整備が完了し、平
成30年3月に本格稼働させることができ
た。

焼却ごみ処理事業 資源循環推進課

計画的・定期的な施設の補修や、平成
30年3月からの新施設への移行により、
ごみ焼却処理施設を適正に維持管理す
ることができた。

環境政策課指定ごみ袋購入配布事業

事務事業 担当課

広域廃棄物埋立処分場建設費負担事業 資源循環推進課
草津市処分場管理事業 資源循環推進課

ごみ収集運搬事業 環境政策課

資源循環推進課

ごみ分別啓発事業 資源循環推進課

クリーンセンター管理運営事業 資源循環推進課

ごみ収集運搬事業 くさつエコスタイルプラザ

くさつエコスタイルプラザクリーンセンター管理運営事業

湖南広域行政組合運営負担金事務 資源循環推進課
指定ごみ袋購入配布事業

陶器・ガラスごみ処理事業 資源循環推進課
破砕・粗大ごみ処理事業 資源循環推進課

ごみ分別啓発事業 環境政策課

ごみステーション新設改修補助事業 環境政策課

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。

14－03－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

環境

施策番号
資源循環型社会の構

築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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
事務事業 担当課

放置自動車廃物判定委員会運営事業 資源循環推進課
生活環境対策事業 資源循環推進課

不法投棄対策事業 資源循環推進課

不法投棄対策事業 環境政策課

不法投棄発見箇所および投棄発見回
数は減少しており、パトロール業務の継
続や監視カメラ設置が不法投棄の防止
につながった。

0.02 0.02 － －

平成２８年度と比べ、不法投棄ごみ量は増加（＋3.59ｔ）したが、全体のごみ量も増加したため、不法投棄ごみ率は同率
となった。

不法投棄ごみ量は増加したものの、パトロールによる不法投棄発見箇所および投棄発見回数は減少しており、重点
地区に対する啓発や、そうきかいしゅうによる不法投棄が放置されたままとなることで起こる不法投棄の誘発の防止な
ど、パトロールによる一定の効果がみられる。

事業効果の高いパトロールは引き続き実施するとともに、監視カメラやダミーカメラを有効に活用し、粘り強く不法投棄
の解消を目指す。
また、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 0.00

まちづくりの基本方針

分野

14－03－③ 基本方針

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等を実施するほか、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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

14－03－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

住宅・住生活

施策番号
“まちなか”の魅力向

上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 34.0

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31年度の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

都市計画推進事務 都市計画課

事務事業 担当課
都市計画審議会運営事務 都市計画課
都市計画推進事業 都市再生課

中心市街地活性化推進事業（土木費） 都市再生課
中心市街地における歩行者通行量の
増加や空き店舗率の減少に一定の効
果があった。

（仮称）市民総合交流センター整備事業 都市再生課
施設整備に向けて、整備を行う民間事
業者を募集し、優先交渉権者を決定し
た。

市街地街づくり推進事業 都市再生課
北中西・栄町地区市街地再開発事業の
供用開始に向けて、工事着工した。

30.4 34.7 － －

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、前年度より4.3%増加した。
草津川跡地公園de愛ひろばやクサツココリバのオープンに対する市民の評価が表れたものと考える。

草津市中心市街地活性化基本計画に基づき、平成29年度に供用開始した草津川跡地公園de愛ひろばやniwa+（ニワ
タス）といった中心市街地の公共空間を活用した賑わい創出事業を実施し、回遊性の向上を図った。中心市街地の歩
行者通行量が増加傾向にあることや、空き店舗率が減少傾向にあることから、一定の成果があるものと評価する。

さらなるまちなかの魅力向上を目指して、北中西・栄町地区市街地再開発事業や（仮称）市民総合交流センター整備
事業等の活性化拠点整備事業を進めるとともに、整備後に各拠点施設が有効に機能するように拠点間を結ぶソフト事
業を展開できるように、地域関係者をはじめ、商工会議所、草津まちづくり株式会社、行政が一体となった取組を検討
していく。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 31.0 32.0 33.0

まちづくりの基本方針

分野

15－01－① 基本方針

市街地の整備

“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
集積を進めて、歩いて暮らせるまちづくりを進めます。

“まちなか”に魅力があると感じる市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

15－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

住宅・住生活

施策番号
住まいと住生活の魅

力向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 21.0

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31年度の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
事務事業 担当課

改良住宅譲渡推進事業 住宅課

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

16.4 14.9 － －

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、前年度より1.5％減少したが、「普通」と回答し
た市民を加えた割合を比較すると、前年度73.5％に対し73.4％とほぼ同様の結果となっている。今後、全体の過半を
占める「普通」と感じている市民の満足度向上が課題であり、良質な住宅への改修等を促進するなど、今後も「質」を
高める施策を推進する必要がある

新たな住宅ストックの形成が進んでいるものの、長期優良住宅など質の高い住宅の確保は未だ十分とはいえず、今
後とも市民等への普及啓発が必要である。また、老朽化した住宅や耐震基準を満たさない住宅、空き家等について、
解体や補強、有効活用を進める必要がある。

住宅・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等の普及を促進す
る。

秩序ある住宅開発の誘導や諸制度を活用した快適な住生活づくり等、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。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 18.0 19.0 20.0

住まいと住生活に満足している市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

まちづくりの基本方針

分野

15－02－① 基本方針

良質な住宅資産の形成

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３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

住宅・住生活

施策番号
住まいと住生活の魅

力向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 3 3 3

まちづくりの基本方針

分野

15－02－② 基本方針

空き家等の対策の推進

空き家の適切な管理によって市民の生命・身体・財産を保護し、また、防災・衛生・景観等の市民の生活環境を保全す
るとともに、空き家等をまちづくりの資源と捉えて、その有効活用を図ります。

草津市空き家情報バンクの登録件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

空き家対策事業 建築課
空き家情報バンクの登録物件が、成約
に結びつき、有効活用につながった。

1 2 － －

草津市空き家情報バンクの登録件数は、前年度比１件増加したが、目標値には到達しなかった。広報や市各種行事
での啓発活動や、適正管理時の登録案内が、登録件数の増につながったものと考えられる。一方で、登録件数が伸
びないことは、本市における空き家物件が不動産市場において活発に流通していることによるものと考えられる。

草津市空き家等対策計画に基づき、戸建空家等の発生抑制・適正管理促進についての啓発活動に、積極的に取り組
んだ。また、空き家所有者・管理者の意識づけへつなげる新たな取り組みとして、住宅の相続セミナーを開催した。バ
ンク登録については、市場流通にのらない物件の掘り起こしが課題と考えていることから、より一層の啓発に取り組
む。

草津市空き家等対策計画に基づき、引続き戸建住宅等の発生の抑制および適正管理促進を進めるため、広報や市
各種行事での啓発活動、所有者・管理者向けセミナー開催の取組を行う。

市内においては、売買・賃貸共に市場における需要が高いため、空き家物件が市場流通として流通しやすい環境下
にある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

15－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

住宅・住生活

施策番号
住まいと住生活の魅

力向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 21

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31年度の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

都市再生課
建築課

（※基準値） 18 19 20

まちづくりの基本方針

分野

15－02－③ 基本方針

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。

住まいと住生活の魅力が向上したと思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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29年度の届出
は、18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。

16.4 14.9 － －

市民意識調査の結果、「住まいと住生活の魅力が向上したと思う市民の割合」は、前年度より1.5％減少した。引き続
き、届出等の手続きを適正に進め、適切な土地利用の誘導を図っていく。

将来の人口減少局面に適応できる、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりの実現に向けて、草津市立地
適正化計画の策定に取り組んだ。草津市版地域再生計画、草津市地域公共交通網形成計画と連携しながら策定作
業を進めた。

草津市立地適正化計画による、居住および都市機能の誘導を図り、将来の人口減少局面においても持続可能なまち
づくりを進める。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

開発審査事務 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29年度においては
94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。

事務事業 担当課
土地区画整理事業
特定旅館建築規制事務
地籍調査事業 土木管理課

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。

15－02－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

住宅・住生活

施策番号
住まいと住生活の魅

力向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 19.0

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31年度の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

（※基準値） 16.0 17.0 18.0

まちづくりの基本方針

分野

15－02－④ 基本方針

地域特性を活かした郊外部の整備

郊外部における地域の産業・資源を活かして、新たな交流の創出や生活機能の確保等、さらなる活性化を図ります。

住まいと住生活の魅力向上に満足している人の割合（％）
（志津・老上・老上西・山田・笠縫・笠縫東・常盤学区）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

都市計画推進事業 都市計画課
平成３０年度の「草津市版地域再生計
画」の公表に向けて、策定作業や地元
調整を着実に進めることができた。

13.9 16.1 － －

市民意識調査の結果、「住まいと住生活の魅力向上に満足している人の割合」は、前年度より2.2％増加した。さらなる
向上を図るため、地域とともに地域の将来像の実現に向けて取組を進めていく。

郊外地域における生活環境やコミュニティを維持していくため、「草津市版地域再生計画」の策定に取り組んだ。

草津市版地域再生計画の策定後においても、地域の実状に応じた取組について、関係部局と連携しながら、地域とと
もに検討していく。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
特定構想検討事業 企画調整課

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。

15－02－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

上下水道

施策番号 水の安定供給

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 0.0

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31年度の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

路面復旧事業 上下水道施設課

量水器取替事業 上下水道施設課

配水管整備事業 上下水道施設課

水道台帳管理事業 上下水道施設課

配水給水事務
上下水道施設課
給排水課

配水管移設事業 上下水道施設課

分野

担当課
浄水場運転管理事業 浄水場（北山田・ロクハ）

上水供給事務 浄水場（北山田・ロクハ）

浄水場施設管理事業 浄水場（北山田・ロクハ）

水質検査事業 浄水場（北山田・ロクハ）

0

水道ビジョンに基づく更新事業を行った。また、安心・安全でおいしい水の安定した供給を図るため、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。

幹線配水管の耐震化を進めるとともに、老朽化した配水管の更新を行う。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・安全でおいしい水の安定した供給を図る。

浄水場維持管理事業

0 －

まちづくりの基本方針

給配水管修繕事業 上下水道施設課

浄水場施設整備事業

浄水場
（北山田・ロクハ）

浄水場
（北山田・ロクハ）

成果指標である１日を超える継続した断水件数は０件で、上水道施設の計画的な更新整備と耐震化を進めるとともに
適切な維持管理の実施により、断水や浄水場の給水停止等の事故もなく、水の安定した供給を図ることができた。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

配水管や浄水場等、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。

県水受水事業

事務事業

－

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。

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。

適時修繕を行い、適切に上水を供給す
ることができた。

給水管整備更新事業 上下水道施設課
ロクハ浄水場

給配水管維持管理事業
上下水道施設課
給排水課

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
施するこができた。

上水道施設の整備更新・耐震化と維持管理

16－01－①

１日を超える継続した断水件数（件）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

0

平成30年度 平成31年度

0 0.0

基本方針

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。

16－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

上下水道

施策番号 水の安定供給

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 89.0

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31年度の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

水道啓発事務 上下水道総務課

事務事業 担当課
水道総務事務 上下水道総務課
水道料金徴収事務 上下水道総務課

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

88.7 86.8 － －

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ない市民の割合は、前年度より１.９％減少した。ただ
し、不満と感じる市民の割合も減少しており、一方「わからない」「無回答」の割合が増加している。このことから、水道
に関する広報を充実して、水道水の安全性とおいしさのＰＲを行うなど、利用促進を図る必要がある。

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に基づき事業経営を行った。
水道料金の１０％還元を継続する中、人口増加に伴う収益増や経営効率化により経常利益を確保し、健全な事業と
なっている。
水道事業の経営状況や今後の展開について、上下水道運営委員会で確認いただいた。

水道料金の１０％還元を継続しながら、長期的な視点で公営企業としての健全経営を行う。また、水道事業の経営状
況や今後の展開について、上下水道運営委員会に報告・確認いただくとともに、健全な事業の状況や水の安全性に
ついて、広報くさつやＨＰなどでお知らせする。

イベントでの啓発コーナーには多くの市民に参加いただき、アンケート結果では水道水に対して高い評価を得ている。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 89.0 89.0 89.0

まちづくりの基本方針

分野

16－01－② 基本方針

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。

水の安定供給に対して不満を感じていない市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

16－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

上下水道

施策番号
下水道の安定基盤づ

くり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 86.0

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31年度の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

上下水道施設課

流域下水道維持管理負担金事務 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

汚水管渠整備事業 上下水道施設課

事務事業 担当課
農業集落排水施設整備事業
行政区域外流出負担金事務 上下水道総務課

計画的な下水道施設の整備に努めた。

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。

汚水管渠等維持管理事業
上下水道施設課

給排水課

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。

農業集落排水施設管渠維持管理事業 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。

（※基準値） 86.0 86.0 86.0

まちづくりの基本方針

分野

16－02－① 基本方針

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。また、効率的な維持管理の
ため農業集落排水施設の公共下水道への接続に向けた整備を進めます。

汚水の適正処理に対して不満を感じていない市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

85.3 83.6 － －

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ない市民の割合が前年度に対して、１．７％減少し、
目標値を達成できなかったが、満足度としては高い方である。
なお、未接続世帯にかかる悪臭等の苦情もあり、意識調査に影響した可能性があるため、今後も引き続き水洗化啓発
に取り組みたい。

農業集落排水の公共下水道への接続事業を進めた。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の見直しおよび更新工事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。また、県および近隣市と連携を図り、不明水対策の実行計画を策定した。

農業集落排水の公共下水道への接続事業を進め、平成２９年度に見直した下水道長寿命化計画、総合地震対策計
画等に基づき、引き続き事業に取り組むとともに、適正な維持管理に努める。
また、平成２９年度に策定した上下水道ＢＣＰ（業務継続計画）により、災害時に対応できるよう研修および訓練に取り
組むとともに、下水道施設管理計画（アセットマネジメント）に基づき、老朽化した施設の更新に取り組む。

平成２９年度末の公共下水道普及率は９５．９％であり、農業集落排水を含めると９９．６％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
不満として大きい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。

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。

16－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

上下水道

施策番号
下水道の安定基盤づ

くり

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 86.0

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31年度の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

（※基準値） 86.0 86.0 86.0

まちづくりの基本方針

分野

16－02－② 基本方針

下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。

汚水の適正処理に対して不満を感じていない市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

下水道経営事務
上下水道総務課
上下水道施設課

健全な事業経営に努めるため、下水道
事業全般における適正執行の審査に努
めた。

85.3 83.6 － －

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ない市民の割合は、前年度より１．７％減少した。ただ
し、不満と感じる市民の割合も減少しており、一方「わからない」「無回答」の割合が増加している。
地方公営企業法による財務諸表等を公開し、経営の透明化を図っているが、良好な経営状況を知っていただくため、
より一層の周知が必要と考える。

草津市下水道事業第８期経営計画（平成２９～３３年度）に基づき事業経営を行った。
節水型社会の浸透により使用料収入の大幅な伸びが期待できないなか、下水道事業を取り巻く環境の変化に注視し
ながら、安定的な経営を行った。
下水道事業の経営状況や今後の展開について、上下水道運営委員会で確認いただいた。

草津市下水道事業第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行う。また、水道
事業の経営状況や今後の展開について、上下水道運営委員会に報告・確認いただくとともに、広報くさつやＨＰなど
で、下水道事業への理解と関心を持っていただけるよう情報提供を行っていく。

 平成２９年度においても、災害や重大な事故が発生せず、市民が安心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

事務事業 担当課
水洗便所改造資金貸付事業 上下水道施設課
受益者負担金等賦課徴収事務 上下水道総務課
下水道使用料賦課徴収事務 上下水道総務課
農業集落排水施設事務 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。

16－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

広域主要幹線道路等の整備促進

17－01－①

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（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

25.0

平成30年度 平成31年度

26.0 27.0

基本方針

　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。

国・県道路整備対策事業

まちづくりの基本方針

土木管理課

市民意識調査の結果、安全で快適な道路の整備ができていることに対し、満足している市民の割合は前年度より3.5
ポイント減少しており、山手幹線等の主要幹線道路工事が完了しておらず、目に見えた新たな道路の開通に至ってい
ないことが要因として考える。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

県の「道路整備アクションプログラム」に位置付けられた路線や都市計画道路平野南笠線整備の早期着手を要望して
いきます。

事務事業

分野

担当課
  

24.9

これまで山手幹線の整備については、明確な整備時期が定まっていなかったが、過去の要望活動の成果が実り、平
成36年に開催される国民体育大会までに整備を行うと滋賀県が表明された。また、平成28年度予算から新たに創設さ
れた補助制度に山手幹線が採択されたことにより、今後、より継続的・集中的な予算措置による計画的な事業展開が
見込めるようになり、平成29年度末から草津川の橋梁工事に着手されるなど、工事着手の段階に至った。
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づ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、滋賀県に対する早期事業化の要望を継続して行っていく。

各路線の整備促進につながるよう引き続き国・県要望以外でも機会あるごとに強く働きかけていく。

－21.4 －

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３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 89.1

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31年度の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

（※基準値） 10.7 26.9 61.4

まちづくりの基本方針

分野

17－01－② 基本方針

幹線道路の整備

南北の幹線道路である都市計画道路大江霊仙寺線の整備に努めます。

大江霊仙寺線（南笠工区）の整備進捗率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

大江霊仙寺線整備事業 道路課 計画変更により進捗に遅れが生じた。

3.0 3.0 － －

平成２９年度実施樹予定内容について見直しを行い計画変更を行った。

平成２９年度は、大江霊仙寺線南笠工区のうち、南草津プリムタウン土地区画整理事業区域内（その１区間）の整備
にかかる設計委託業務を協定により土地区画整理組合で実施した。

南草津プリムタウン土地区画整理事業の進捗と調整を図りながら整備を進めていく。

南草津プリムタウン土地区画整理事業の計画変更に伴い、組合事業が６ヶ月遅れ、都市計画道路整備の進捗に遅れ
が生じたため。

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

17－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 700 700 700

まちづくりの基本方針

分野

17－01－③ 基本方針

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。

市道の新設・改良延長（m）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

道路新設改良事業 道路課 計画変更により進捗に遅れが生じた。

780 565 － －

平成２９年度実施予定内容について、見直しを行い計画変更を行った。

市民に身近な道路整備を行い、安全性や利便性の向上を図った。

必要性等を勘案しながら、順次、道路整備を進める。

国費や交付金を充当し実施する事業であることから交付率の減少より整備予定箇所の実施が困難となったため。

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

17－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 3,500

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31年度の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

（※基準値） 3,500 3,500 3,500

まちづくりの基本方針

分野

17－01－④ 基本方針

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。

歩道・自転車道等の整備延長（m）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

歩道整備事業 道路課 計画変更により進捗に遅れが生じた。

3,741 2,870 － －

平成２９年度実施予定内容について、見直しを行い計画変更を行った。

歩道の整備を行い、歩行者の安全性の向上図った。

必要性等を勘案しながら、順次、道路整備を進める。

国費や交付金を充当し実施する事業であることから交付率の減少より整備予定箇所の実施が困難となったため。

主要事業 担当課 達成度評価理由

交通安全施設整備事業 道路課 計画どおり事業進捗を図れた。

事務事業 担当課
草津栗東地区交通対策協議会事業 交通政策課
草津・栗東交通安全協会補助金事務 交通政策課
交通安全事務 交通政策課
交通安全啓発事業 交通政策課
放置自転車対策事業 交通政策課
自転車安全安心利用推進事業 交通政策課

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。

17－01－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
安全・安心な道路の

整備

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 5 8 17

まちづくりの基本方針

分野

17－01－⑤ 基本方針

道路施設の長寿命化と維持管理

日常的な維持補修や道路パトロールによって道路を維持管理するとともに、橋梁等の道路施設については、修繕計画
に基づいた点検・修繕を行います。

修繕計画に基づく橋梁修繕工事の実施数（橋）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

道路維持補修事業 道路課
必要に応じ道路補修を行うことで、適切
な道路環境を維持することができた。

3 2 － －

平成２９年度実施予定内容について、見直しを行い計画変更を行った。

道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持することができた。また、橋梁等の道路施設につい
ては、点検、修繕を実施することができた。

今後も引続き、道路パトロールや道路の維持補修を行い、良好な道路環境を維持するとともに、橋梁等の道路施設の
点検、修繕を実施する。

国費や交付金を充当し実施する事業であることから交付率の減少より工事予定箇所の実施が困難となったため。

主要事業 担当課 達成度評価理由

道路パトロール事業 道路課
道路・パトロールを行うことで陥没等の
早期発見・早期補修を行うことができ、
適切な道路維持管理ができた。

事務事業 担当課
未登記路線測量登記事務 土木管理課
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
道路等管理事務 土木管理課

道路関係団体負担金事務 道路課
道路等管理事務 道路課

土木設計積算システム運用料支払事務 道路課
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

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。

17－01－⑤



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
公共交通ネットワーク

の構築

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 110,500

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31年度の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

（※基準値） 109,000 109,500 110,000

まちづくりの基本方針

分野

17－02－① 基本方針

公共交通ネットワークの充実

異なる交通機関・手段の円滑な連絡や公共交通の利用環境の整備を行い、市民（地域）・事業者・行政の協働と連携
強化によって、地域の特性に応じた公共交通ネットワークの充実を図ります。

まめバスの年間利用者数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

公共交通対策事業 交通政策課
まめバスの年間利用者数が目標値を上
回っているため。

108,500 127,437 － －

まめバスの年間利用者数は目標値を上回る実績となっている。

本格運行移行後、路線ダイヤの定着化が進み、利用者もバスの運行時間帯に合わせた行動になりつつあることや、
地域からの提案により路線の一部改編等を行ったことが、地域に根付いたバスとして確立しつつあり、目標値を上回
る結果にも結び付いている。

「コンパクトシティ＋ネットワークのまちづくり」を実現するため、市民（地域）・事業者・行政の三者の協働と連携強化に
よる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図る目的で策定した草津市地域公共交
通網形成計画に基づき、バス路線の再構築やダイヤ調整等の施策を実施する。

高齢者数の増加や運転免許証自主返納者数の増加等により、公共交通機関を利用するきっかけが増えたことが考え
られる。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
草津駅西口・西口第２自転車駐車場運営事業 交通政策課
草津駅東自転車駐車場運営事業 交通政策課
南草津駅駐輪・駐車場運営事業 交通政策課
草津駅前地下駐車場運営事業 交通政策課

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。

17－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「心地よさ」が感じられ

るまちへ

道路・交通

施策番号
バリアのないまちづく

り

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 1,200

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31年度の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

（※基準値） 1,200 1,200 1,200

まちづくりの基本方針

分野

17－03－① 基本方針

まちのバリアフリー化の促進

ＪＲ草津駅、南草津駅を中心とする重点整備地区内でのバリアフリー化を促進し、市内の公共公益的施設等へ安全に
安心して移動できる環境を整備します。

重点整備地区内での歩道のバリアフリー化実施延長（ｍ）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

駅周辺バリアフリー化事業 道路課 計画変更により進捗に遅れが生じた。

0 160 － －

平成２９年度実施予定内容について、見直しを行い計画変更を行った。

重点整備地区内のバリアフリー化整備を行い、歩行者および交通弱者の移動環境の向上を図った。

必要性等を勘案しながら、順次、移動空間の整備を進める。

国費や交付金を充当し実施する事業であることから交付率の減少より整備予定箇所の実施が困難となったため。

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

17－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 農業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 72.0

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31年度の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

分野

担当課
担い手育成支援事業 農林水産課
畜産振興対策事業 農林水産課
農業者年金運営事業 農業委員会事務局

74

新規認定が１件あったものの、高齢や体調不良を理由として認定の更新を行わない農業者が10件あったことから大幅
な減少となった。

今後も高齢等を理由として更新を行わない農業者がいると想定されることから、認定を受けていない方に対して、認定
農業者を要件とする施策や支援措置の周知を図り、認定農業者となるよう働きかけていく。

草津ブランド力強化事業

65 －

まちづくりの基本方針

水田営農推進事業

農林水産課

農林水産課

認定農業者数は前年度より９件の減少となった。いずれも５年おきの認定更新において、高齢による規模縮小や今後
の規模拡大を検討していないことを理由に更新しなかったもの。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。また、草
津ブランドの促進や６次産業化等、農業の持続的な発展を図ります。

事務事業

－

草津ブランド推進協議会において、認
証品目のPRや販売促進およびブランド
力強化の取組の支援を行った。

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。

持続的・安定的な農業経営の確立

18－01－①

認定農業者数（件）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

72

平成30年度 平成31年度

72 72.0

基本方針

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３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 農業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 55.0

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31年度の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

捕獲の実施や、侵入防止柵設置等の
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。

農業委員会運営事業 農業委員会事務局

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。ま
た、『農地等の利用の最適化の推進に
関する指針』を定め、「遊休農地の解
消」「担い手への農地利用集積」に向け
た具体的な推進方法を決めるための調
整を図った。

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。

土地改良事業費補助金事務 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。

平成29年度に計画策定予定であった
が、平成30年度内での策定となり、事
業繰越となったため。

38.6 44.6 － －

担い手への農地集積率は前年度より６ポイント増加した。個人間、農協、中間管理機構を介した利用権設定がいずれ
も増加しており、実績値の向上につながった。

目標値に対する実績値の達成度は約９４．３％であった。引き続き担い手への利用集積が図られるよう各種事業の周
知に努める必要がある。

農業振興地域整備計画の策定を完了することにより、計画に基づいた優良農地を確保することに併せて、農地中間
管理事業等を推進することで、農地の担い手への集積・集約化を図る。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

52.5

まちづくりの基本方針

分野

18－01－② 基本方針

農地の保全と農業的土地利用の増進

未整備地域の整備や農地の保全による優良農地の確保と併せ、担い手への農地集積など農業的土地利用の増進を
図ります。また、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。

担い手への農地集積率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（※基準値） 47.3 49.9

農業振興地域整備計画策定事業 農林水産課

有害鳥獣捕獲事業 農林水産課

18－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策に含まれるその他の事業一覧

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
団体営農道舗装事業 農林水産課
農地基本台帳整備事業 農業委員会事務局

事務事業 担当課
人・農地問題解決加速化支援事業 農林水産課
農地中間管理事業 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。

18－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 農業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 70.0

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31年度の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

（※基準値） 67.0 68.0 69.0

まちづくりの基本方針

分野

18－01－③ 基本方針

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
等、生産者と消費者の結びつきを強めます。

地元の農産物を購入するよう心掛けている市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

「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。

51.5 49.5 － －

市民意識調査の結果、地元農産物を購入するよう心掛けている市民の割合は、前年度より0.2％減少した。草津産農
産物紹介パンフレット「ベジクサ」を草津市へ転入されるた方や各種イベントで配布したり、広報やシティセールスＨＰ、
各種マルシェ等で草津産野菜「ベジクサ」をＰＲしたが、成果に結びつくには、時間が必要と考える。

草津野菜マルシェ（2日）や次世代マルシェ（４日)の開催を支援することで、生産者と消費者が交流しながら、地元農産
物「ベジクサ」をPRし購入していただくことができた。また、平和堂におけるJA草津市インショップの常設を支援（アル・
プラザ草津、志津東草津店）することで、市民を中心に地元農産物「ベジクサ」を手に取っていただく機会を増やすこと
ができた。

地元農産物の認知度を高め、購入していただくために、より一層地元農産物のＰＲに努める必要がある。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

　

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。

18－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 農業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 2,000

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31年度の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

（※基準値） 1,850 1,900 1,950

まちづくりの基本方針

分野

18－01－④ 基本方針

「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。

農業体験に参加した人の数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

農業多面的機能発揮促進事業 農林水産課
事業取組目標の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。

1,770 1,885 － －

農業体験に参加した人の数が１１５人増加した。市内１４小学校でのたんぼの子体験事業の支援を通して、農業を体
験する児童の数が増加したことが大きな要因と考える。

たんぼの子体験事業の支援では、子ども達が農業体験を通じて、食の大切さや、自然環境について学ぶことができ
た。また、草津市農業振興協議会と連携した市民農園等を通して、農業に親しむ機会を提供できた。

引き続き市内１４校でたんぼのこ体験事業を実施いただき、支援していく必要がある。また、市民農園についても、草
津市農業振興協議会と連携し、適正に運営していく必要がある。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

農業振興対策事務（たんぼのこ体験事業） 農林水産課
市内１４小学校における、たんぼのこ体
験事業を支援した。

事務事業 担当課
環境保全型農業支援事業 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。

18－01－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 水産業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 29.0

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31年度の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

（※基準値） 26.0 27.0 28.0

まちづくりの基本方針

分野

18－02－① 基本方針

水産業の経営の安定化

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

地元の水産物を購入するよう心掛けている市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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に努めた。

25.3 26.4 － －

地元の水産物を購入するよう心掛けている市民の割合は前年度に比べ、１．１％増加した。市民が直接水産物と触れ
合うことができる水産まつりをはじめとするPR活動の成果と考えられる。

水産まつりや草津ホンモロコ生産組合による試食販売等のPR活動の成果が表れた。

今後のさらなる水産振興のため、草津ホンモロコ生産組合等各関係機関と連携を図りながら取り組んで行く。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

18－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

農林水産

施策番号 水産業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 26,500 26,500 26,500

まちづくりの基本方針

分野

18－02－② 基本方針

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。

漁獲量(kg)

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

漁港管理事業 農林水産課
指定管理者による適切な漁港管理を行
うことができた。

27,067 25,095 － －

昨年に引き続き、水草の刈り取り等漁場環境の保全活動を行ったが、漁獲量の実績は、昨年度に比べ１，９７２ｋｇ減
少した。

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。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

水産業振興対策事業 農林水産課
市章の制作等、淡水真珠の加工品の
開発が展開できた。

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。

18－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 中心市街地の活性化

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 38.0

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31年度の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

32.0

平成30年度 平成31年度

34.0 36.0

まちづくりの基本方針

市民意識調査の結果、中心市街地に魅力があると感じる市民の割合は、前年度より3.5%増加した。
草津市中心市街地活性化協議会が実施している「みんなdeつなご　草津まちイルミ」の実施や「草津まち歩き新聞」に
よる情報発信事業など、中心市街地における活性化事業の取組に対する市民の評価が表れたものと考える。

　

主要事業

31.3

草津市中心市街地活性化協議会が実施している「みんなdeつなご　草津まちイルミ」により、その実施主体の構成員
である草津駅周辺の商業施設や地域関係者の間に連帯が生まれ、賑わいの創出に対する取り組みが一定の成果を
あげたものと評価する。

中心市街地のさらなる活性化を図るために、本陣周辺エリアのすぐれた街並みを活用した事業を拡大し、新たな賑わ
いの創出を図る。

34.8 －

担当課 達成度評価理由

（※基準値）

分野

－

平成29年度

基本方針

中心市街地活性化推進事業（商工費）

担当課

都市再生課
中心市街地における歩行者通行量の
増加や空き店舗率の減少に一定の効
果があった。

中心市街地のにぎわいの創出

19－01－①

中心市街地に魅力があると感じる市民の割合（％）

平成28年度

中心市街地の高い利便性と魅力ある資源を生かしながら、活性化事業を推進するとともに、経済活力の向上を図り、
にぎわいの創出に取り組みます。

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。

19－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 商業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 76.0

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31年度の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

商工業振興対策事務 商工観光労政課

事務事業 担当課
小規模企業者小口簡易資金貸付事業 商工観光労政課
観光物産協会物産振興活動費補助事業（物産振興） 商工観光労政課

商工団体等活動費補助事業 商工観光労政課
商工関係団体への支援を行い、地域の
活性化に寄与した。

商店街活性化推進事業 商工観光労政課
草津街あかり華あかり夢あかりへの支
援等を通して、商店街へ誘客した。

72.5 71.1 － －

昨年比１，４％の低下となり、目標値におよばなかった。引続き買物環境の整備に努める。

商工会議所への経済講演会の開催支援などを通し、市内事業者の意識高揚を図った。また、納涼まつりや草津街あ
かり華あかり夢あかり、みなくさまつりなどの開催支援を通し、地域への誘客を行い、地域商業の振興を図った。

商業の活性化ため、商工会議所や商店街連盟等の関係団体との連携を強化し、引き続き各事業を行う。誘客催事に
ついては、一過性の集客イベントに終わることのないよう、商店の魅力発信を行うなどして、恒常的な店舗利用を増や
す工夫をすることにより、地域商業の活性化を図る。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 73.0 74.0 75.0

まちづくりの基本方針

分野

19－02－① 基本方針

地域商業の活性化

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、地域活性化に寄与する様々な事業の実施に協働で取り
組みます。

買物をする環境が整っていると思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

19－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 工業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 16

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31年度の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

（※基準値） 13 14 15

まちづくりの基本方針

分野

19－03－① 基本方針

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。

コーディネータによるマッチング数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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、企業間等
のマッチングについては、目標件数の
13件に対し、計23件の創出となり、期待
を超える成果となった。

12 23 － －

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、支援機関５件、産学間４件、企業間１
４件の計２３件と、目標値である１３件を１０件上回る２３件のマッチング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。

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。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

19－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 工業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 1 1 1

まちづくりの基本方針

分野

19－03－② 基本方針

企業の誘致と集積促進

草津市工業振興計画に位置付けた「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
誘致と集積を図ります。

誘致企業数（企業）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

工業振興事業 商工観光労政課

首都圏で開催された展示会に市内企業
4社の出展支援を行い、販路拡大を図
ることができたことに加え、工場等設置
助成金については昨年と同様の8件の
助成となり、企業立地の促進を図ること
ができた。

0 0 － －

前年と同様、問い合わせはあるものの、市内にまとまった工業用地がなく、魅力的な企業の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。

　市内にまとまった工業用地がないことから、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。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

19－03－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 工業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 15

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31年度の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

（※基準値） 12 13 14

まちづくりの基本方針

分野

19－03－③ 基本方針

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
業と雇用の創出を促進します。

大学連携型起業家育成施設入居企業補助件数（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

企業家育成施設入居企業賃料軽減事業 商工観光労政課
目標とする補助件数12件を達成するこ
とができた。

11 12 － －

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、12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。

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14年を経過することから、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。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

19－03－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 工業の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 2 2 2

まちづくりの基本方針

分野

19－03－④ 基本方針

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、企業訪問活動等を通じてビジネスマッチングを図ります。

首都圏における産業展出展企業数（企業）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

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3回実施した。

2 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企業の首
都圏の展示会等に出展を行っており、平成29年度についても、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3回開催し、経営革新の
支援を図ることができた。

大津・草津地域産業活性化協議会の設立根拠である、企業立地促進法に基づく大津・草津地域の基本計画が平成３
０年度をもって終了となることから、今後の事業展開については、大津市および関係団体と協議を行い方向性を検討
する。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

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。

19－03－④



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 観光の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 22.0 23.0 24.0

まちづくりの基本方針

分野

19－04－① 基本方針

観光資源の活用と草津のブランド力の強化

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と合わせて、草津のブランド力の強化を図ります。

まちに誇れるもの（ブランド）があると思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

観光物産協会活動費補助事業
（観光振興）

商工観光労政課

観光パンフレットの作成や案内看板の
改修、熱気球事業の実施などの事業実
施を通して、平成２９年度の観光入込客
数は282万人を記録した。

21.3 20.4 － －

昨年より0.9％の減少となり、目標値に及ばなかった。観光地としての草津のブランド力を強化する取組を進めたい。

「宿場町くさつ」「びわ湖くさつ」を核にポスターやパンフレットの作製などの広報活動を行いブランドの強化に努めまし
た。
烏丸半島での熱気球フライト実施や志那三郷の藤まつり開催支援などを通し地域資源を活用した観光振興に努めま
した。

新たな観光資源の掘り起こしなどを行い、着地型観光の振興を図ります。また、ＳＮＳやＨＰでの情報発信を積極的に
行い、引き続き草津のブランド力強化に努めます。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
広域観光事業 商工観光労政課
烏丸半島維持管理事業 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。

19－04－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 観光の振興

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 31.0

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31年度の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

（※基準値） 28.0 29.0 30.0

まちづくりの基本方針

分野

19－04－② 基本方針

出会いとふれあいの魅力の発信

草津の見どころを案内する観光ボランティアガイドや、地域の観光資源・イベント等を活用し、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（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

宿場まつり開催費補助事業 商工観光労政課

草津川跡地公園を活用し、事業を行っ
た結果、約８万人の来場者でにぎわう
催事となり、宿場町くさつのＰＲが出来
た。

27.2 26.5 － －

昨年より０，７％の減少となり、目標値に及ばなかった。引き続き草津市観光ボランティアガイド協会などの関係団体と
連携を強めながら、満足度の向上を図りたい。

宿場まつりは本市の観光振興事業の中核であり、市内外から約８万人の来場があり、宿場町くさつにおける出会いと
ふれあいの魅力の発信につながったと考える。また、ＪＲ草津駅の観光案内所やまちなか交流施設くさつ夢本陣での
観光案内を通して、本市の魅力発信を行うことが出来た。

宿場まつりについては、事業内容の再検討を行い、問題点などを改善しながら来場者の増加と満足度の向上を図って
いきたい。
また、観光振興の推進には観光ガイドが重要となってくることから、引き続き草津市観光ボランティアガイド協会と連携
して、来訪者のおもてなしを充実させ、本市の理解や愛着を深めていく。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

観光宣伝事業 商工観光労政課
ＪＲ草津駅観光案内所、まちなか交流
施設くさつ夢本陣を拠点に、観光案内を
充実させることができた。

事務事業 担当課
観光振興事務 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。

19－04－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

商工観光

施策番号 勤労者福祉の増進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 7,100

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31年度の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

市民交流プラザ運営事業 商工観光労政課
市民交流プラザ施設維持管理事業 商工観光労政課

勤労者福祉施設運営審議会事業 商工観光労政課
勤労者福祉施設運営審議会を開催し、
市民交流プラザの運営状況を説明して
了承をいただいた。

勤労者福祉団体育成事業 商工観光労政課

勤労者福祉サービスセンターにおける
余暇活動、体育事業などについて、利
用人数が減少し、目標達成率は90.2％
であったが、実施された福祉事業数に
変動がないので、目的は達成できた。

6,900 6,266 － －

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6,266人であった。

勤労者福祉サービスセンターにおける余暇活動、体育事業などについて、利用人数が減少したが、実施された福祉事
業数に変動がないことから、勤労者福祉への支援は達成できた。

引き続き、各勤労者福祉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） 6,950 7,000 7,050

まちづくりの基本方針

分野

19－05－① 基本方針

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。

各種事業利用者数（人）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

19－05－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

コミュニティ・市民自治

施策番号 市民自治の確立

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 21.0

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31年度の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

市民自治の確立のための環境整備

20－01－①

市民主役のまちづくりが進んでいると思う市民の割合（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

18.0

平成30年度 平成31年度

19.0 20.0

基本方針

－

地域一括交付金、がんばる地域応援交
付金などを活用した取り組みが、各地
域で展開され、協働のまちづくりが推進
された。

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
活動を推進した。

地域まちづくりセンターの管理・運営に
ついて、円滑な施設運営が図られた。

まちづくりの基本方針

地域まちづくりセンター管理運営事業 まちづくり協働課

まちづくりセンター管理運営事業

まちづくり協働課

まちづくり協働課

市民意識調査の結果、市民主役のまちづくりが進んでいると思う市民の割合が前年度より0.4ポイント減少している。
実質的には、ほぼ変化がないものと考える。

草津市協働のまちづくり条例に基づき、中間支援組織として指定する（公財）草津市コミュニティ事業団、（社福）草津
市社会福祉協議会の活動により、さらなる協働のまちづくりが促進される。

主要事業 担当課 達成度評価理由

地域まちづくり拠点の充実を進めて、まちづくり協議会の組織運営や地域人材育成への支援、また、まちづくりの多様
な主体間の連携・協働を促進します。

事務事業

分野

担当課
協働のまちづくり条例推進事業 まちづくり協働課
地域まちづくりセンター整備事業 まちづくり協働課

16.2

まちづくり協議会の活動内容や草津市立まちづくりセンターでの各種活動団体の活動内容等の情報発信に努め、市
民や地域が中心となった自治の確立に向けて取り組む必要がある。

地域のまちづくりの拠点施設である地域まちづくりセンターの地域の特性を活かした活用が促進されるよう、指定管理
者であるまちづくり協議会や中間支援組織、各種団体との連携を図り、交付金等による財政支援や取組等の周知啓
発など必要な支援を行う。

まちづくり協議会推進事業

15.8 －

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。

20－01－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

コミュニティ・市民自治

施策番号
基礎的コミュニティの

活性化

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 55.0

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31年度の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

（※基準値） 52.0 53.0 54.0

まちづくりの基本方針

分野

20－02－① 基本方針

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市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

コミュニティハウス整備補助事業 まちづくり協働課

当初の予定どおり、補助事業を実施し
た。また、次年度以降の相談受付およ
び、全町内会へ集会所の整備改修につ
いて、意向調査を実施した。

48.9 48.6 － －

町内会の加入率は９０．８％（平成30年3月末時点）と高い水準にあるものの、市民意識調査の結果、「町内会の活動
に参加している市民の割合」が、前年度より0.2ポイント減少していることから、町内会に加入されているものの、実際
の活動に参加できていない方が多くいるものと考えられる。

市民に町内会活動の意義が十分に伝わっていないと考えられることから、啓発活動をさらに充実させるとともに、町内
会への支援制度、行政事務委嘱の内容のあり方について検討を行う必要がある。

町内会の運営実態の把握を目的に、平成３０年度に町内会へアンケート調査を実施し、町内会等の活動支援や行政
事務委嘱の内容のあり方について検討する。

近年、京阪神のベッドタウンとして住宅開発が進み、転入者超過傾向にある。

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
行政事務委託事業 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
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

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３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

コミュニティ・市民自治

施策番号 市民公益活動の促進

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 57

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31年度の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

市民提案制度推進事業 まちづくり協働課

事務事業 担当課
市民活動推進事業 まちづくり協働課
市民活動保険加入補助事業 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
市と草津市コミュニティ事業団とが連
携・協力し、各種講座や交流イベントを
計画通り実施した。

49 51 － －

平成２８年度から２団体の増加となった。

市民公益活動団体を支援する市の事業をとりまとめた「市民活動資料集」の発行や保険加入に対する補助を行った。
草津市コミュニティ事業団が実施した各種講座事業に対し支援を行った。

引き続き情報の発信や保険補助を行う。また、草津市コミュニティ事業団と連携・協力し市民公益活動支援を行う。

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） 51 53 55

まちづくりの基本方針

分野

20－03－① 基本方針

市民公益活動の支援

中間支援組織である（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
活用や、まちづくり講座、交流イベントの積極展開等に努めます。

市内のＮＰＯ法人数（団体）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

20－03－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
まちづくり情報の提供

の充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の取組みについての考え方

施策実績に影響を与えた外的要因その他特記事項

■施策に含まれる主要事業一覧

成果達成度
（主要事業のみ）

○

■施策に含まれるその他の事業一覧

地域のまちづくり情報の提供

21－01－①

地域のまちづくり情報が簡単に手に入ると思う市民の割合（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

25.0

平成30年度 平成31年度

26.0 27.0

基本方針

－

(公財)草津市コミュニティ事業団や、ま
ちづくり協議会のＨＰ、情報紙等で積極
的に地域の情報を発信に努めた。

まちづくりの基本方針

まちづくり協働課

(公財)草津市コミュニティ事業団やまちづくり協議会の情報発信について、ＨＰ等でまちづくり情報を発信しているもの
の、まだまだ認知されていないのが現状である。

(公財)草津市コミュニティ事業団やまちづくり協議会の情報発信力が大きく影響する。

主要事業 担当課 達成度評価理由

市内の地域づくりの取組に係る情報受発信の基盤を充実させ、協働のまちづくりの活発な展開に資するよう、地域の
まちづくり情報の積極的な提供に努めます。

事務事業

分野

担当課

24.1

まちづくりの情報発信については、草津市協働のまちづくり推進計画においても各団体の期待される取組に位置付け
ており、今後も市の積極的な支援・協力が必要である。

市民公益活動団体や各地域の活動情報を積極的に発信していただけよう(公財)草津市コミュニティ事業団やまちづく
り協議会協力し、可能な範囲で市も情報発信に取り組んでいく。

地域まちづくり情報事業

20.7 －

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３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
まちづくり情報の提供

の充実

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 475

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31年度の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

（※基準値） 460 465 470

まちづくりの基本方針

分野

21－01－② 基本方針

行政情報の提供

行政情報の提供を進めることにより、市民との情報の交流と共有化を促進し、市民による活発なまちづくり活動が展開
されるよう図ります。

ホームページアクセス数（万件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

広報くさつ発行事業 広報課

世帯数の増加に伴い、順調に部数を伸
ばしている。また、特集記事の内容を深
め、紙面に職員の写真を掲載するな
ど、よりわかりやすく、市民に親しみや
すい紙面づくりができた。

430 462 － －

シティセールスページを開設し、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
夫により、目標値以上の実績を達成できた。さらにホームページの行政情報を充実させるとともに、平成30年度にホー
ムページのリニューアルを行うことから、より多くの市民に活用いただける見やすいホームページ作りに努める。

インターネット広報事業において、スマートフォンアプリでの広報紙の配信や民間情報誌での広告枠の連載など継続し
て行い、引き続き多様な媒体での情報提供に努めた。また、庁内担当者級会議で情報共有を行い、既存の広報ツー
ルとシティセールスツールを効果的にリンクさせ、積極的な情報発信ができた。

広報紙、ホームページ、フェイスブック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、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。特に、ホームページにおいては、平成30年度にリ
ニューアルを行うことから、スマートフォンユーザーの増加など、現在の情報ツールの流れに沿って、市民にとってわ
かりやすいホームページ作成に努める。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

インターネット広報事業 広報課
スマートフォンを中心にアクセス数は増
加しており、より広く情報を発信すること
ができた。

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
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
コミュニティＦＭ放送設備更新事業 広報課

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。

21－01－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
多様な交流活動の展

開

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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
事務事業 担当課

アーバンデザインセンター運営事業 草津未来研究所

共同研究推進事業 草津未来研究所
大学の知見を活かし、効果的な調査研
究を進めることができた。

1 1 － －

高等教育機関との共同研究を行うことにより、専門的な知識や手法を活用することができ、効果的な調査研究ができ
た。

共同研究により、データ収集分析に際して専門的な知見を活かすことができたものの、必ずしも未来の目的に沿った
成果を得られたとは言えない。共同研究であることから、テーマ選定時からお互いの目的や課題を共有して研究を進
める必要がある。

共同研究により、データ収集や分析に専門的知識や手法を用いることができるが、研究テーマの方向性は両者で綿
密な事前調整が必要である。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 1 1 1

まちづくりの基本方針

分野

21－02－① 基本方針

産学公民との協働によるまちづくりの展開

大学等と行政による共同研究や産学公民との協働により、複合化した課題に対して取り組み、様々な市民活動ととも
に新たな活動の創出を図りながら、まちづくりを展開します。

立命館大学等との共同研究（件）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

21－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
多様な交流活動の展

開

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 20.0

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31年度の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

湖南広域行政組合負担金事務（議会総務費） 企画調整課

広域行政推進事業 企画調整課
近隣自治体と連携し、本市単独での対
策が困難な課題等に対して取り組むこ
とができ、一定の成果があったため。

15.8 10.9 － －

市民意識調査の結果、多様な交流活動の展開に満足している市民の割合は、前年度（基準値）よりも4.9ポイント減少
した。この要因としては、本市が関係する自治体等と協力・連携して取り組んでいる事業について、その内容を十分に
発信できていないことが要因の一つと考える。

JR草津線沿線の市町および県で構成する「滋賀県草津線複線化促進期成同盟会」において、平成29年2月から運行
を開始したJR草津線を走る忍者列車（SHINOBI－TRAIN）や沿線の観光素材を活かした観光誘客の促進など、関係市
町と協力・連携して取り組むことができた。

引き続き、SHINOBI－TRAINなどの観光素材を活かした取組やイベント情報など、本市単独では対策が困難な課題
や、複数の自治体で発信した方がより効果的なものについては、関係する自治体間で連携・協力しながら取り組む。ま
た、新たな課題などの解決に向けて、新しい連携の模索や既存の枠組みでの連携強化などを検討する。

 

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 17.0 18.0 19.0

まちづくりの基本方針

分野

21－02－② 基本方針

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交流し、協力して取り組
むことができるよう、自治体間の連携を強めます。

多様な交流活動の展開に満足している人の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

成果達成度の表示について

◎ 期待を超える成果があった

○ 期待どおりの成果があった

△ 期待未満の成果であった

※施策に含まれる事務事業のうち、主要

事業についてのみ記載しています。

21－02－②



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート
「活気」があふれるま

ちへ

情報・交流

施策番号
多様な交流活動の展

開

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 2,450

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31年度の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

姉妹都市等交流事業 まちづくり協働課

国際交流推進事業 まちづくり協働課
気軽に多文化交流、多文化共生に触れ
る事業の展開により、多くの市民参加
がみられた。

2,262 2,630 － －

草津市国際交流協会が実施した国際交流事業の延べ参加者数は年々増加傾向にあり、講座や多文化交流イベント
の定着化が図れてきており、多文化交流の推進に寄与された。

外国籍の方との交流イベントや国際理解講座等を実施する草津市国際交流協会の支援を行い多文化交流の促進を
図った。また、姉妹都市であるポンティアック市からの使節団を受け入れ都市間交流の促進を図った。

引き続き草津市国際交流協会を支援し、市民の多文化共生に対する意識向上に努める。

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

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）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

まちづくりの基本方針

分野

21－02－③ 基本方針

多文化交流の促進

（※基準値） 2,300 2,350 2,400

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３期基本計画

■施策評価シート 行財政マネジメント

行財政マネジメント

施策番号 健全な市政運営

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 33.8％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31年度の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

－－

将来負担比率は算定されず、「財政規律ガイドライン」に定めるその他の項目においても概ね目標値を達成しているこ
とから、健全な財政運営が維持できていると考えている。

成果指標である将来負担比率の目標
値33.8％以内を達成することができた。

達成度評価理由

出納事務 会計課

税徴収事務 納税課
国保税徴収事務

分野

引き続き、「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」や「財政規律ガイドライン」に基づき、
各種財政指標について、目標値に対する達成状況を公表するとともに、目標達成に向けた取組を通じて財政規律を
確保し、健全で持続可能な財政運営に努める。また、現行のガイドラインの目標計画年次が平成32年度であるため、
次期ガイドラインの策定に向けた調査・研究を行う。

財政管理運営事務

－ －

納税課

担当課
債権適正管理事務 総務課

資産税賦課事務 税務課

固定資産税台帳整備事務

収納率向上特別対策事務 納税課

財政課

税務課

事務事業

市民税賦課事務 税務課

税務証明等事務 税務課

まちづくりの基本方針

交付税措置のある市債の活用による実質的な長期債務の抑制や、基金の計画的な積立や効果的な活用等に努めた
結果、平成29年度（平成28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。

　

主要事業 担当課

33.8％以内

基本方針

財政規律の確保を図り、将来にわたって健全で持続可能な財政運営に努めます。

軽自動車税賦課事務

税務課

健全な財政運営の維持

22－01－①

将来負担比率（％）

平成28年度

（※基準値）

平成29年度

33.8％以内

平成30年度 平成31年度

33.8％以内

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３期基本計画

■施策評価シート 行財政マネジメント

行財政マネジメント

施策番号 健全な市政運営

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

（※基準値） 100 100 100

まちづくりの基本方針

分野

22－01－② 基本方針

市有財産の適正な維持管理・更新

公共施設等総合管理計画に基づいて、施設の配置の最適化、財政負担の軽減・平準化のための長寿命化や維持保
全費の縮減および各種点検の実施と適正化に向けた取組を進めます。

建築基準法第１２条に基づく法定点検の実施率（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

ファシリティマネジメント推進事業 総務課

建築基準法に基づく定期点検の実施、
維持管理費の縮減および施設の長寿
命化のための修繕計画の年次更新を
実施した。

100 100 － －

法定対象施設の点検を確実に実施した。

点検の実施により施設を適正に維持管理を行った。保全計画に基づいて長寿命化工事が実施した。維持管理費の縮
減方策の実施により費用の縮減ができた。草津市公共施設等総合管理計画の策定により、将来の公共施設マネジメ
ントのあり方等について、課題や方向性を示すことができた。

適正な時期に適正な点検を実施する。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

事務事業 担当課
庁舎維持管理事業 総務課
庁舎管理事業 総務課
旧法務局管理事業 総務課
公有財産台帳整備事務 総務課
市有財産管理事務 総務課

公用自動車管理事業 総務課

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

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
財産区管理運営事業 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３期基本計画

■施策評価シート 行財政マネジメント

行財政マネジメント

施策番号 健全な市政運営

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32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31年度の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

情報化推進事業 情報政策課　
コンピュータ管理事業 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
自衛官募集事務 市民課

事務事業 担当課
総合計画推進事務 企画調整課
総合企画調整事務 企画調整課

行政システム改革推進事業 行政経営課

ＢＰＲ手法による業務分析や業務見直
し工程表（スクラップロードマップ）の策
定など、目標としていた新たな改革の取
組を実現できた。

未 100 － －

第３次草津市行政システム改革推進計画（平成２９年度～平成３２年度）のアクション・プラン１８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、１０項目については十分な成果が得られた。また、残りの８項目につい
ても、概ね成果が得られたため、目標値を達成することができた。今後も、現在までの取組を後退させることなく、引き
続き、行政システム改革の取組をすすめていく。

国の業務改革モデルプロジェクトを活用し、窓口業務および会計事務の業務分析を行い、総合窓口化とアウトソーシ
ングが可能な業務領域の切り分けを行った。また、事業の見直しを進めるため業務見直し工程表（スクラップロード
マップ）を策定するなど、新たな取組を開始し、これまで以上に行政システムを改革するための取組に努めた。

これまでアウトソーシングが進んでいなかった窓口業務や会計事務の業務分析に基づき、総合窓口とアウトソーシン
グを一体的に導入することにより、行政事務の効率化と市民サービスの向上を図る。また、業務見直し工程表（スク
ラップロードマップ）については、不断の取組として継続的に実施することにより、事業の最適化を進める。

平成29年度に総務省の業務改革モデルプロジェクト（住民の利便性向上につながる窓口業務改革と庶務業務等の内
部管理業務改革に取り組むためのもの）の採択を受けたことにより、ＢＰＲ手法による業務分析を実現することができ
た。

主要事業 担当課 達成度評価理由

（※基準値） 100 100 100

まちづくりの基本方針

分野

22－01－③ 基本方針

事務事業の効果・効率の向上

行政システム改革を推進し、公民連携の推進や各部局の主体的なマネジメントによる事業の最適化等に取り組み、行
政事務の効率化と市民サービスの向上を図ります。

各年次のアクション・プランにおける成果を得られたと評価する項目の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

中長期在留者住居地届出等事務 市民課

設計監理事務（内部事務） 建築課

戸籍住民票等受付証明書交付事務 市民課
個人番号カード交付事務 市民課
エコオフィス推進事業 環境政策課

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。

22－01－③



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 行財政マネジメント

行財政マネジメント

施策番号 職員力の向上

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 45.0

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31年度の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

職員課
職員課
職員課
職員課
職員課

職員採用事務

職員福利厚生事業

人事服務管理事務
職員派遣事業

事務事業 担当課

適時研修を行い、適切な人材の育成を
図ることができた。

32.3 33.9 － －

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よりわずかに上昇した（1.6％増）ものの、
目標とする値を下回る結果となった。市民ニーズが多様化していることに加え、職員の年齢構成が若年化していること
もあり、実績値を大きく伸ばすことができていないものと考える。目標値を上回るよう、さらなる取り組みが必要である。

研修計画に基づき、適時研修を行った結果、適切な人材の育成を図ることができた。
市民ニーズの多様化や、職員年齢構成の若年化を踏まえ、さらなる取り組みが必要である。

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、職員の資質向上を図る。

　

主要事業 担当課 達成度評価理由

41.0

まちづくりの基本方針

分野

22－02－① 基本方針

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等を進め、政策形成能力・業務遂行能力の強化
やＣＳ（市民満足）の向上を図ります。

職員の対応に満足を感じている市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

労働安全衛生事業

（※基準値） 35.0

職員研修事業 職員課

職員課
職員課

臨時職員等雇用事務
給与等管理事務

38.0

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。

22－02－①



第５次草津市総合計画第３期基本計画

■施策評価シート 行財政マネジメント

行財政マネジメント

施策番号
市民との情報共有の
推進と公正の確保

施策名

施策の概要

成果指標（単位）

平成32年度

目標値 31.0

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31年度の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

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。

まちづくりの基本方針

分野

22－03－① 基本方針

情報提供・情報公開の推進

情報公開請求に対して適切に対応することができた。

市政情報等が手に入りやすいと思う市民の割合（％）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

（※基準値） 28.0 29.0 30.0

27.0 27.4 － －

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。

市政功労者表彰事業 秘書課

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 適正に対応することができた。

契約審査等事務 契約検査課 適正に対応することができた。

事務事業 担当課

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
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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