
◆目標管理者

【取組】
　・第5次草津市総合計画第2期基本計画の総括評価（事業費152千円）
  ・第5次草津市総合計画第3期基本計画の進捗管理（事業費790千円）
　・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略および「ずっと草津」宣言ロード
マップの進捗管理（事業費539千円）

【成果目標】
　・第5次草津市総合計画第2期基本計画の総括評価を実施します。
  ・第5次草津市総合計画第3期基本計画の進捗管理を行うために、市民
意識調査を実施します。
　・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略および「ずっと草津」宣言ロード
マップの確実な進捗管理を実施します。

・第5次草津市総合計画第2期基本計画等の総括評価を実施すると
ともに、第5次草津市総合計画第3期基本計画（計画期間：平成29
年度から平成32年度）に基づく取組を進める必要があります。
・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略および「ずっと草津」宣言
ロードマップの進捗管理を行う必要があります。
・草津市健幸都市基本計画に基づく「しごとの健幸づくり」の重点的
な取組である、地域資源を活用した「ヘルスツーリズム」を開発し、
旅行という非日常的な楽しみを体験することで、住む人も訪れる人
も健康になれるまちの実現に向けた取り組みを進めていく必要が
あります。

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

《平成２９年度　総合政策部　組織目標の達成状況》　

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

【取組実績】
　・第5次草津市総合計画第2期基本計画の評価を行い、期末評価
として取りまとめ、公表しました。
　・第5次草津市総合計画第2期基本計画の全ての施策116項目に
対する平成28年度の取組への施策評価を行い、進捗管理を実施し
ました。
　・第3期基本計画の進捗管理の一環として平成29年度の取組に対
する市民意識調査を実施しました。
　・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略および「ずっと草津」宣言
ロードマップの進捗管理を行いました。

【成果目標実績】
　・第5次草津市総合計画第2期基本計画の計画期間中の取組実績
や環境変化および今後の課題等について評価を行い、期末評価と
して取りまとめて公表しました。
　・第5次草津市総合計画第3期基本計画の進捗管理の一環として、
無作為抽出による市民3,000人に対する市民意識調査を実施しまし
た。
　・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗管理を行うため、
「草津市まち・ひと・しごと創生推進懇話会」にて、各事業の効果検
証を行いました。また、「ずっと草津」宣言ロードマップについて、確
実な進捗管理を実施しました。

①
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・性別による固定的役割分担意識は、いまだに根強く残っており、
男女共同参画に対する意識の醸成が必要です。
・家庭・地域・職場において、男女が真に対等な市民として、性別に
かかわりなく持てる力が発揮でき、生涯を通じ様々な分野で活躍す
ることを可能にするための学習機会の充実等が求められていま
す。
・草津市の女性の労働力率を見ると、子育て期の離職とその後の
復職を示す顕著な「Ｍ字」を描いており、各年代で国、県平均を下
回っています。また、平成26年度に実施した市民意識調査結果に
おいても「職場での男女間格差がある」と答えた人が前回調査と比
べ15ポイント以上増加したこと等からも、女性にとって働き続けにく
い環境となっていると考えられることから、女性の能力開発や起業
支援、意思決定の場・機関への参画推進等の「女性の活躍推進」
の取り組みが必要です。

③

・男女共同参画に関する啓発や学習会を開催し、男女共同参画につい
ての意識の高揚を図ります。
・市内事業者のワークライフバランス推進の勧奨を行うとともに、女性の
活躍推進に向けた気運の醸成、女性の就業・起業支援を行います。
・女性の起業や従業等の働くことに関する相談や家庭生活に関する相
談等に対応できる女性の総合的な相談を行い、地域における女性の活
躍をきめ細かく支援します。

③

①

・第5次草津市総合計画の総括評価を確実に実施するとともに、平成29
年度からスタートする第5次草津市総合計画第3期基本計画に基づき、
草津市が目指す将来ビジョンである「出会いが織りなすふるさと“元気”
と“うるおい”のあるまち草津」の実現に向けた取り組みを進めます。
・草津市まち・ひと・しごと創生総合戦略および「ずっと草津」宣言ロード
マップの進捗管理を実施します。

①

【取組】
　男女共同参画推進事業を実施します。（事業費　1,062千円）

【成果目標】
　男女共同参画が進んでいると思う市民の割合　20％（平成28年度：
17.9％）

④

【取組】
　女性活躍推進事業を実施します。（事業費　5,147千円）

【成果目標】
　ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業者数　19社（平成28年度：
14社）
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②

【取組】
　草津版ヘルスツーリズム調査検討事業（事業費10,010千円）

【成果目標】
　地域資源の掘り起こしや、ノルディックウオーク、草津川跡地の活用な
ど多様なメニューを含むヘルスツーリズムを企画し、実証実験としてモニ
ターツアーを実施します。

②
　多様なメニューを含むヘルスツーリズムを企画し、市民の健康増進や
観光振興等につなげ、交流人口の増加や草津を訪れれば「健幸」が享
受できる都市としての魅力向上を図ります。

部長　　　　　　𠮷本　勝明

専門理事　　　横江　藤雄

理事　　　　　　田中　祥温

危機管理監　 河邊　芳次

②

【取組実績】
　草津版ヘルスツーリズムの構築に向けて、本市の多様な地域資源
（素材）の掘り起こしやワークショップ（5回）、実証実験としてのモニ
ターツアー（4回）を実施し、平成32年度以降に民間主体の自立的な
運営が可能となるよう、草津版ヘルスツーリズムの商品化に向けた
調査・検討を行いました。
　
【成果目標実績】
　平成32年度以降に民間主体の自立的な運営が可能となるよう、ツ
アーの受入施設等の関係者とワークショップを行い、関係者の意見
を踏まえたヘルスツーリズムを企画し、実証実験としてモニターツ
アーを実施しました。

③

【取組実績】
　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
事業を実施しました。
  ・中高生を対象とし、「デートＤＶ防止」をテーマに研修を実施しまし
た。
　・「男女共同参画」をテーマに職員研修を実施しました。
　・男女共同参画啓発紙「みんなで一歩」を年2回発行しました。
　・ジェンダーに関する学習会を3回開催しました。

【成果目標実績】
　男女共同参画が進んでいると思う市民の割合　15.8％

④

【取組実績】
　地域女性活躍推進交付金を活用し、くさつ女性活躍応援事業を実
施し女性活躍推進を図りました。
　・女性の総合相談窓口業務
　・女性のチャレンジ応援塾
　　講演会・起業塾・フォローアップ講座・チャレンジショップの実施・
助成金交付
　・女性活躍応援会議
　　調査、研究を行うための会議、市内事業所のワーク・ライフ・バラ
ンス等に関する状況調査の実施
　・働き方改革促進事業
　　働き方改革セミナーの実施
　・女性活躍推進事業
　　女性の管理職セミナーの実施

【成果目標実績】
　　ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録事業者数　14社

重

平成29年度予算重点施策に関連する項目
には、「4.課題解決に向けた平成29年度の
具体的な取組」欄に、左の記号を記載して
います。

重

【報１－２】

総合政策部～1～
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・協働のまちづくりを進めるには、パートナーである市民に市政情
報を提供し、情報の共有を図る必要があり、市民との信頼関係を築
き、市政参画の気運を高めるためにも、広報広聴業務の重要性は
ますます高まっています。
・少子高齢社会の到来による人口減少を見据えて、都市が活力を
維持し、都市の魅力を充実させる仕掛けづくりとして、市内外に向
かって積極的に本市のシティセールスをアピールすることにより、ひ
と、もの、情報等を継続的に呼び込み、地域を活性化させていくこと
が必要です。

④
　多様な媒体と手段を活用し、情報の入手しやすさと伝わりやすさを意
識した市政情報の提供に努めます。

⑤

【取組】
　・関係課と連携を強化し、戦略的な広報活動に取り組みます。
　・市民レポーターとともに「市政情報協働発信事業」を展開し、さらなる
市政情報の発信と市政参画への意識の高揚を図ります。

【成果目標】
　・市民レポーターによるフェイスブック記事数　50件以上（平成28年度：
37件）
　・広報紙掲載記事数　3件以上（平成28年度：3件）

⑤
　草津市のまちの魅力を効果的に情報発信し、ひと、もの、情報等を惹
きつけ、市場を創出、拡大し、地域経済を活性化することで、市民がずっ
と住み続けたいと感じ、魅力ある都市として活力の向上を図ります。

⑦

【取組】
　次の重点アクションを実施し、草津市シティセールス戦略基本プランお
よび平成29年度アクションプランを推進します。
　・クラウドファンディングを活用し、たび丸の着ぐるみを新調します。
　・市のＨＰを活用した、情報発信のリニューアルをします。
　・ふるさと寄附ポータルサイトを2社追加します。

【成果目標】
　・草津市に住み続けたいと思う市民の割合　76.0％（平成28年度：
75.0％）
　・ふるさと寄附金額の目標額　106,000千円（平成28年度：84,339千円）

⑥

【取組】
　わかりやすい冊子・印刷物の作成とインターネット広報等による情報発
信を推進するため、職員の資質向上を目指します。

【成果目標】
　・広報力アップ研修を実施する。
　・マニュアル「わかりやすい印刷物の作り方」に基づき、庁内の印刷物を
適宜チェックする。
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・平成26年度をピークとした大量退職時代を越え、職員構成が大き
く若返る中、職員の早期育成が課題となっています。
・人材育成を効果的に推進するとともに、職員の能力を最大限に発
揮することによる、組織力の向上を図ることを目的に、平成28年度
に人材育成基本方針の改訂を行いました。
・全国的にも長時間勤務の縮減、育児や介護と仕事の両立、仕事
の進め方が社会問題となっており、国においても働き方改革の取り
組みが進められる中、本市においても、ワーク・ライフ・バランスの
推進や長時間勤務の縮減に向けた働き方改革に積極的に取り組
む必要があります。

⑥

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

⑧

【取組】
　人材育成基本方針に掲げる、個別取り組み事項を推進します。

【成果目標】
　個別取り組み事項の実施

⑨

【取組】
　働き方改革を推進します。

【成果目標】
　職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間数　25.0時間以下（平成28
年年度：26.7時間）
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・平成24年2月に、市隣保館等運営審議会から「隣保館がさらに福
祉の向上、人権啓発および住民交流の拠点となるコミュニティセン
ターの役割を果たすよう『新たな隣保館等の今後のあり方』の答申
を受けました。
　この答申を尊重し、各施策を効果的・積極的に推進するため、市
の基本方針を平成25年3月に策定しました。

⑦

・地域ごとの実態や特性を踏まえたうえで有効な施策・事業を検討し、展
開していきます。
・隣保館等の運営と職員の適正配置等について検討を行い、アウトソー
シングや指定管理者制度への移行について取り組みを進めます。

⑩

【取組】
　隣保館等における事務事業について統廃合等の見直しを行い、業務の
アウトソーシング化を進めます。

【成果目標】
　条件整備が整い、可能な隣保館等から指定管理者制度を導入します。

【取組実績】
・多様な人材の確保について、専門職の任期付職員の採用につい
て検討し、次年度から実施できるよう進めました。
・組織の見直しについて、グループ制から係制に移行することで、各
職位の役割を明確化し、指揮命令系統の明確化、人材育成および
組織マネジメント機能の強化を図りました。
・複線型人事制度について、自己申告書にキャリア形成に関する事
項を追加し、職員の意向や適性を尊重し、業務経験や能力を最大
限生かせるよう適材適所の人材配置に努めました。

【成果実績】
　上記のとおり

【取組実績】
　働き方改革プランを策定し、各課での業務効率化アクションの取組
みや、イクボス推進事業など、9項目に取り組みました。

【成果実績】
　職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間数　25.5時間（平成29
年度実績）（平成28年度：26.7時間）

【取組実績】
　隣保館の事務事業について、委託業務を拡大するなどアウトソー
シングを進め、事務の効率化を進めました。

【成果実績】
　橋岡会館、新田会館の指定管理者制度導入に向けて、地元ＮＰＯ
法人へ説明会を4回実施しました。

⑧

⑨

⑩

⑤

⑥

【取組実績】
・各総括副部長で構成される広報戦略調整会議(5回開催)やグルー
プ長級による担当者打合せ（2回開催）を開催するなど、連携強化に
努めました。
・市民レポーター「草津ファン☆プロ」と協働の情報発信に努めまし
た。

【成果実績】
・市民レポーターによるフェイスブック記事数　50件
・広報紙掲載記事数　3件（9/15号・10/15号・3/15号）

【取組実績】
  マニュアル「わかりやすい印刷物の作り方」のほか、各所属からの
広報等の相談に随時対応し、情報発信力の向上に努めました。

【成果実績】
・広報力アップ（パブリシティ）研修　11月実施（2回、参加：計37人）
・庁内印刷物等アドバイス件数　45件

⑦

【取組実績】
・クラウドファンディングを実施し、目標額の100万円達成したことか
ら、着ぐるみを新調しました。
・シティセールスＨＰの市のＨＰへの移行し、ＨＰからも積極的なシ
ティセールスを推進しました。
・ふるさと寄附ポータルサイトについて、「さとふる」と「ふるさとぷら
す」を開始し、より多くの寄附を集めることができました。
【成果実績】
・草津市に住み続けたいと思う市民の割合　75.7％
・ふるさと寄附金額　約126,000千円

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

総合政策部～2～
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　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
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・昭和63年10月、「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言を行
い、基本的人権の尊重と恒久平和の実現に向け、人権と平和を一
体的に捉えた中で各種の取り組みを進めてきました。
　しかし、依然として各地で地域紛争やテロ行為などが発生してお
り、かけがえのない平和が脅かされています。
・同和地区に対する忌避意識や差別事象が後を絶たないことや、
いじめや児童虐待など身近な生活の中にある問題に気づかないほ
か、人権課題の解決に向けて自主的に学び、行動する意識が低い
など、人権問題が必ずしも自分自身のものになっていない現状が
あり、平成25年度に実施した『 「人権・同和問題」 に関する市民意
識調査』の結果では、市民全体の人権意識の低下がみられること
から、人権教育・啓発活動の効果的・継続的な実施の必要性と、人
権問題・人権侵害に関する相談支援体制の充実・強化の必要性を
課題としています。

⑧

・人権と平和が脅かされている現状に鑑み、過去の戦争体験などを風化
させず、平和の大切さが実感できるような取り組みを進めるとともに、人
権教育・啓発については、市民のニーズ、ライフスタイルやライフステー
ジに応じた効果的な方法を継続的に検討し、工夫・改善するとともに、人
権が尊重される住みよいまちづくりを市民との協働のもとに効果的に推
進します。
・市民が日常生活で直面する人権問題・人権侵害については、誰もが身
近で安心して相談できる相談支援機関・窓口の周知を図るとともに、必
要に応じて専門の関係機関・窓口と連携を円滑にできる態勢の充実・強
化に努めます。

⑪

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

【成果目標】
　参加者アンケートで「平和に対する関心が大変深まった・深まった」と回
答した参加者の割合　46％（平成28年度：45.1％）

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

【成果目標】
　「人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい」で「大変良かった」と回答
した参加者の割合 85％（平成28年度：84.5％）

【取組】
　これまでの学区同推協の取組の成果を後退させないため、まちづくり協
議会の自主性を尊重しながら連携と支援に努めるとともに、「女性のつど
い」や「青年集会」等を開催し、人権意識の向上を図ります。

【成果目標】
　町内学習懇談会の市民参加者の増加を目指します。 3,700人（平成28
年度：3,686人）
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・ＩＴインフラの整備が進むとともに、各種手続きのオンライン利用、
電子申請、コンビニ交付など行政サービスの形態も多様化・高度化
しています。
・ＩＴサービスの形態が、従来のオンプレミス（庁内に設置したサーバ
を自ら運用）からクラウド（サーバを庁外に設置し、ネットワークを介
して利用すること）へと移行しつつあります。
・国においても電子自治体の取組みを加速するため自治体クラウド
を推進しています。

⑨ 　情報システムの共同利用を推進します。 ⑭

【取組】
　平成27年10月に設立したおうみ自治体クラウド協議会の構成市（草津
市・守山市・栗東市・野洲市、湖南市）に平成29年4月から近江八幡市が
加わり、情報システムの共同化をさらに進めるための調査を実施します。
（事業費　756千円）

【成果目標】
　共同化の実現していない情報システムで共同化が有効な情報システム
について洗い出します。

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑭

【取組実績】
　おうみ自治体クラウド協議会にて情報システムの共同化を進め、
図書館システムの共同化を実施する事業者を決定しました。

【成果目標実績】
　共同化の実現していない情報システムである図書館システムにつ
いて共同化を実施する事業者を決定しました。

⑬

【取組実績】
　人権相談窓口の周知とあわせ、相談員のスキルアップや相談ネッ
トワークとの連携を図りながら、相談活動を充実させました。
　・人権擁護委員による特設人権相談／毎週月曜日
　・相談員による常設相談　　　　　　　　／火曜日～土曜日
　・弁護士による人権相談　　　　　　　　／毎月第4火曜日

【成果実績】
　相談者の満足度の向上に努めました。　72.4％（平成28年度平均
満足度70.3％）

⑬

【取組】
　人権相談窓口の周知とあわせ、相談員のスキルアップや相談ネット
ワークとの連携を図りながら、相談活動を充実させます。
　・人権擁護委員による特設人権相談／毎週月曜日
　・相談員による常設相談　　　　　　　　／火曜日～土曜日
　・弁護士による人権相談　　　　　　　　／毎月第4火曜日

【成果目標】
　相談者の満足度の向上に努めます。　72.0％（平成28年度平均満足度
70.3％）

⑫

⑪

【取組実績】
　戦争の惨禍を風化させることなく、人権尊重と恒久平和の願いを
後世に引き継ぐことを目的に、平成祈念のつどいを開催しました。

日時：平成29年10月14日（土）13：00～16：00
場所：草津アミカホール
内容：第1部　戦没者追悼式典（詳細は健康福祉部欄に記載）
　　　　第2部　平和講演等
　　　　宣言文朗読、平和学習発表、知覧訪問発表、平和講演

【成果実績】
　「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言を具現化するため、
戦争の惨禍を風化させることなく、人権尊重と恒久平和の願いを後
世に引き継ぐことを目的に開催しました。
　参加者アンケートの「平和に対する関心は深まった」と感じる参加
者の割合は83％であり、成果目標を達成することができました。

⑫

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

【成果実績】
　「人権尊重と部落解放をめざす市民のつどい」で「大変良かった」と
回答した参加者の割合 78.9%（平成28年度：84.5％）

【取組実績】
　これまでの学区同推協の取組の成果を後退させないため、まちづ
くり協議会の自主性を尊重しながら連携と支援に努めるとともに、
「女性のつどい」や「青年集会」等を開催し、人権意識の向上を図り
ました。

【成果実績】
　町内学習懇談会の市民参加者の増加を目指します。 3,675人（平
成28年度：3,686人）
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【取組実績】
・自転車盗については、商業施設、学生マンションなど、民間施設の
自転車盗難多発箇所ランキングを作成・公表するとともに、ランクイ
ン上位事業者を対象に、実際に自転車盗が多発する駐輪場にて巡
回啓発を実施し、市民の防犯意識向上と、官・民一体となった自転
車盗対策に取り組みました。
・街頭防犯カメラの設置補助（12学区17台）を行いました。
・駅前などの人が多く集まる場所を中心に、継続した街頭啓発活動
を実施し、特殊詐欺や万引き防止等の犯罪抑止および防犯意識向
上を図り、また、市防犯灯の整備（18灯）、防犯灯設置補助（17灯）な
どを通じて、犯罪が起こりにくい環境を総合的に構築し、被害の未然
防止を図りました。

【成果目標実績】
　H29犯罪率　94.7件/1万人（ワースト2位）
　犯罪率前年比　12.1％の低減
　犯罪率ワースト1位から脱却することができました。

⑲

【取組】
　以下をテーマとした調査研究を実施します。
　①草津市の「住みやすさ」に関する調査研究（続編）
　②草津市の雇用に関する調査研究
　（事業費4,608千円）

【成果目標】
　関係者・市民に調査研究結果を提供し、次のように活用します。
　①市民の住みやすさ実現に向けて注力していくべき取り組みの参考と
して
　②草津市における雇用概観をもとにした、雇用政策の参考として

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

⑯

【取組】
　①新たな拠点を整備し、産学公民のそれぞれの立場で活躍する個人や
組織が気軽に自由に草津の未来のあり方について対話する場を運営し
ます。
　②対話から浮き彫りになった都市課題を解決するために必要な知識等
を学び合う機会を提供します。
　③都市課題の解決策の有効性を検証するための社会実験をデザイン
するための事前調査事業を行います。（事業費50,533千円）

【成果目標】
　①多様な方が参加できるよう様々なテーマのプログラムを実施します。
　②対話から浮き彫りになった都市課題の解決策を検討するための調査
研究会を立ち上げます。
　③都市課題の解決策を検証する社会実験事前調査事業を実施しま
す。

【取組実績】
  以下をテーマとした調査研究を実施し、報告書にまとめました。
  ①市民調査に基づく「住みやすさ」に関する調査研究
  ②草津市における雇用の概観に関する調査研究報告書

【成果目標実績】
  各調査研究の過程において、それぞれ研究会等を開催し、関係者
間で内容の共通理解を図りました。今後、それぞれの立場におい
て、調査研究結果を活用いただく予定です。

⑯

【取組実績】
  ①平成29年8月に新拠点に移転し、利用しやすい環境作りを行い
ました。
  ②アーバンデザインスクール（10回）や未来創造セミナー（10回）等
を実施しました。
  ③社会実験事前調査委託（3大学）を行いました。

【成果目標実績】
  オープンスペース利用者数　5,656人
  セミナー等、イベント参加者数　1,359人
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・地方分権が進むなかで、自治体が自己責任、自己決定のもとに、
自治体経営感覚を養い、将来の草津市の姿を描くことが求められ
ています。
・人口減少と超高齢社会を見据え、時代を先取りした中長期な展望
に立ち、市政に関する問題や課題を早期に発見し、その対策を練
ることが求められています。
・複合化・複雑化する都市課題に対応できるよう、産学公民が連携
して様々な未来の選択肢を準備していくことが求められています。

⑩

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

⑮
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　市民ニーズの多様化・複雑化や社会保障関係経費等の義務的
経費の増加、インフラ資産を含めた公共施設等の老朽化、また、将
来必ず訪れる人口減少、高齢化社会への対応など、課題が山積し
ている中で、人員や財源には限りがあることから、本市が保有する
資源だけではなく、草津市を構成する多様な主体を含めた社会資
源・地域資源を、有効に活用した公共サービスの提供が求められ
ます。

⑪

・行政中心の公共サービスの提供では、多様化・複雑化する市民ニーズ
に十分に応えることができないため、「第3次草津市行政システム改革
推進計画」に基づき、草津市を構成する様々な社会資源や地域資源を
活用する「地域経営」のための公共の再編を行うことにより、持続可能な
共生社会の構築を目指します。
・「ＰＰＰ（公民連携）の推進方針」に基づき、本来、行政が担うべき業務
への適正な職員配置と市民サービスの向上を図るため、窓口業務をは
じめとした新たな分野への積極的なアウトソーシングの導入を推進しま
す。

⑰

【取組】
　将来にわたって持続可能な地域経営を目指したシステムの構築を推進
するため、計画期間の初年度となる第3次行政システム改革推進計画の
着実な推進を図ります。（事業費570千円）

【成果目標】
　第3次行政システム改革推進計画の適切な進捗管理を行います。

⑱

【取組】
　国の業務改革モデルプロジェクトの活用等により、業務分析による現行
の業務フローの見直しやマニュアル整備等を行い、窓口業務等へのアウ
トソーシングの導入に向けた効果的なプロセスの検討を行います。（事業
費21,000千円）

【成果目標】
　次年度以降のアウトソーシング導入について、対象業務やスケジュー
ル等の具体的な導入プランを策定します。

⑰

【取組実績】
　第3次行政システム改革推進計画のアクション・プランに基づき、
事務事業の効率化のための業務見直し工程表の策定や市民負担
の公平性を図るための使用料等の見直しを実施しました。

【成果目標実績】
　推進計画のアクション・プランの取組を進めるとともに、外部委員
会である「草津市行政システム改革推進委員会」を4回開催し、取組
内容や進捗状況の確認等を行いました。

⑱

【取組実績】
　国の業務改革モデルプロジェクトを活用し、業務分析による現行の
業務フローの見直しやマニュアル整備等を行い、窓口業務等へのア
ウトソーシングの導入に向けた効果的なプロセスの検討を行いまし
た。

【成果目標実績】
　総合窓口の導入とアウトソーシングの一体的推進に向けて、対象
業務やスケジュール等を示した計画（推進方針）を策定しました。
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・防犯：平成28年の本市の件数は1,404件で、対前年比11.7％減（-
186件）と昨年から減少しました。特に自転車盗の減少が大きく寄与
しており、当該罪種単体では16.4％減（-77件）となっています。しか
し、犯罪率は依然として県下ワースト1位と厳しい状況にあり、自転
車盗、万引き、器物損壊等が主要犯罪となっています。
・防災：今後、琵琶湖西岸断層帯地震や南海トラフ地震、昨今の異
常気象による災害など大規模な被害発生が危惧されています。
大規模災害では、自助、共助の役割が欠かせないことから、日頃
からの備えが重要になります。

⑫

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

⑲

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

【成果目標】
　犯罪率ワースト1位からの脱却
　犯罪率10％低減　平成28年:107.7件/1万人　⇒　平成29年:97件/1万人

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑮
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㉒

【取組実績】
・市内一斉緊急放送システムを1基増設と市防災行政無線の拡充を
図り、情報伝達体制の充実を図りました。
・自主防災組織に対する備品購入補助に消防ホース枠を拡充し、防
災体制の支援を図りました。
・消防団に救助用半長靴、新基準活動服を整備し、充実強化を図り
ました。
・地震による被害想定の見直しにより、毛布とアルファ米の備蓄を進
めました。

【成果目標実績】
　・市内一斉緊急放送システム　1基
　・市防災行政無線の拡充　　 　4台
　・自主防災組織備品購入補助金（ホース補助）　281万円
　・救助用半長靴／新基準活動服　　119足／70着
　・毛布／アルファ米　　3,190枚／12,300食

⑳

【取組実績】
　平成29年度のシェイクアウト訓練においては、約6万6千人の参加
登録があり、学区や町内会、学校、事業所等で実施していただきま
した。

【成果目標実績】
　シェイクアウト2017　参加登録者66,414人

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

㉑

【取組実績】
・民生委員の協力や出前講座において、災害時要援護者制度の登
録の推進、町内会との協定の締結、取り組み例の情報提供を行い
ました。また、自主防災組織や学区への補助金等による自主的な防
災訓練の促進を行いました。
・2学区の地区防災計画の策定を支援しました。

【成果目標実績】
　・災害時要援護者登録者数　3,584人（平成29年7月1日現在）
　・協定締結町内会数　190町内会
　・地区防災計画の作成支援を行う学区数　2学区

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

【成果目標】
　シェイクアウト参加者55,000人（平成28年度　53,680人）

㉑

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

【成果目標】
　・災害時要援護者登録者数　3,478人（平成28年度　3,315人）
　・協定締結町内会数　188町内会（平成28年度　187町内会）
　・地区防災計画の作成支援を行う学区数　2学区（平成28年度　1学区）

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

10

・防犯：平成28年の本市の件数は1,404件で、対前年比11.7％減（-
186件）と昨年から減少しました。特に自転車盗の減少が大きく寄与
しており、当該罪種単体では16.4％減（-77件）となっています。しか
し、犯罪率は依然として県下ワースト1位と厳しい状況にあり、自転
車盗、万引き、器物損壊等が主要犯罪となっています。
・防災：今後、琵琶湖西岸断層帯地震や南海トラフ地震、昨今の異
常気象による災害など大規模な被害発生が危惧されています。
大規模災害では、自助、共助の役割が欠かせないことから、日頃
からの備えが重要になります。

⑬
　防災：自助、共助、公助が一体となった防災体制を強化するため、各
種防災対策を実施し、および支援します。

⑳

㉒

公助
【取組】
　・市内一斉緊急放送システムを１基増設と市防災行政無線の拡充を図
り、情報伝達体制の充実を図ります。
　・自主防災組織に対する備品購入補助に消防ホース枠を拡充し、防災
体制の支援を図ります。
　・消防団に救助用半長靴、新基準活動服を整備し、充実強化を図りま
す。
　・地震による被害想定の見直しにより、毛布とアルファ米の備蓄を進め
ます。

【成果目標】
　・市内一斉緊急放送システム　1基
　・市防災行政無線の拡充　　　4台
　・自主防災組織備品購入補助金（ホース補助）　200万円
　・救助用半長靴／新基準活動服　　119足／70着
　・毛布／アルファ米　　3,190枚／12,300食

重

重

総合政策部～5～



◆目標管理者

《平成２９年度　総務部　組織目標の達成状況》　

3

　市税収入をはじめとする歳入の見通しが不透明な状況にある中、
社会保障関係経費等の義務的経費は増加の一途をたどっており、
今後も慢性的な財源不足が予想されます。また、多額の財政負担
を伴う大規模事業を一斉に実施する重要な時期を迎えていること
から、事業実施による後年度の財政運営への影響を十分に見極め
た上で、慎重かつ計画的な事業執行に努めていくことがより一層重
要となっています。

③

・「財政規律ガイドライン」に定める各種指標の目標遵守を目指すととも
に、その達成に向けた取組を推進し、健全な財政運営を維持します。
・各部局の財政マネジメントを促進し、効果的・効率的な予算編成を実
現するため、従来の枠配分方式を基本に分権型予算制度を推進し、各
部局の自主性や主体性を尊重した予算編成を行うとともに、事業の選
別を厳しく行い、「スクラップ・アンド・ビルド」を徹底することで財源不足
の解消を図ります。
・地方公会計制度では、国からの要請により、各自治体は、新たな統一
的な基準に基づく財務書類を平成29年度末までに作成する必要がある
ことから、その移行へ向けて、平成29年度は、平成28年度決算分の財
務書類を作成・公表するとともに、公会計情報の活用方策について、先
進地の取組事例等を参考に調査・研究を行います。

⑤

【取組】
　プライマリー・バランスは平成29年度に引き続き、平成30年度において
も単年度で赤字となる見込みですが、財政運営計画や当初予算の審査
において、事業の見直しや「スクラップ・アンド・ビルド」の徹底により、過度
な市債発行を抑制するなど、財政規律の確保を図ります。また、市債の発
行を極力交付税措置のあるものに限定するなどして、実質的な長期債務
残高の増加を抑制し、財政健全化判断比率である「実質公債費比率」お
よび「将来負担比率」について、下記の水準を維持します。

【成果目標】　草津市財政規律ガイドラインの目標値
　　　実質公債費比率　 7.1％以内
　　　将来負担比率　　33.8％以内

（参考）平成27年度決算
　　　　実質公債費比率 　5.0％
         将来負担比率　    －　（算出されず）

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

②

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

【成果目標】
　12回発行（毎月）

【取組実績】
　不当要求撲滅だよりを発行し、コンプライアンス意識の高揚を図
りました。本市における対応の好事例を紹介しました。

【成果目標実績】
　不当要求撲滅だよりを毎月1回発行しました。（№121～№132）

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

【成果目標】
　研修参加率　50％
　（参考）平成28年度実績：34.9％

1
　公平、公正に業務を行うため、草津市政の透明化の推進および
公正な職務執行の確保に関する条例等に基づき、職員のコンプラ
イアンス意識のさらなる向上が求められています。

① 　コンプライアンス意識のさらなる向上を図ります。

① ①

【取組実績】
維持管理費縮減に関する具体的方策を追加しました。

【成果目標実績】
今後設計する建物の屋根を、施設管理者が点検可能な形状とす
ることによる、点検外注費の縮減や、コンクリート強度の基準を設
け60年以上の寿命を持たせることにより、建替え周期を延ばすな
どコスト縮減を図りました。

【取組実績】
　6月28日（am・pm）、29日(am)に職員を対象として不当要求行為
等防止対策研修会を開催しました。ロールプレイングを取り入れま
した。

【成果目標実績】
　研修参加率　39.8%

②

2

　公共施設等総合管理計画が策定されましたが、ハコモノについて
は先行して取り組んできたファシリティマネジメント推進基本方針等
が、計画の一部として位置づけられました。今後も、ファシリティマ
ネジメントの手法を取り入れた戦略的な施設の維持管理を進めるこ
とが求められています。

②
　ファシリティマネジメントの手法を取り入れ、施設の計画的な修繕や更
新を行うことにより、建築物のライフサイクルコストの縮減や保全費等の
平準化および施設の長寿命化を図ります。

③

【取組】
　ファシリティマネジメント推進事業
　各施設の定期点検・劣化度調査を実施します。　(事業費30,265千円）

【成果目標】
  定期点検完了：128施設
　（参考）平成28年度実績：122施設

部長　　　岸本　宗之

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

④

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

【成果目標】
　維持管理費縮減に関する具体的方策の追加を行います。

③

【取組実績】
 各施設の定期点検を実施しました。点検結果は各施設に配布し、
施設の適切な維持管理に活用しました。

【成果目標実績】
 定期点検完了施設数　128施設

④

⑤

【取組実績】
　「財政規律ガイドライン」の目標達成に向けた取組内容を反映し
た予算編成を行うとともに、歳出全般にわたる徹底した見直しや事
業・施策の優先順位の的確な選択により、平成30年度当初予算に
おけるガイドラインの各種財政指標については、「人口1人当たり
人件費・物件費等の合計」を除き、全て目標値の基準内となりまし
た。なお、「人口1人当たり人件費・物件費等の合計」につきまして
も、過去の実績から勘案すると、決算時には基準内に収まる見込
みです。
　また、地方公会計制度に関しては、平成28年度決算分より新た
に統一的な基準に基づき、市民目線で見やすく分かりやすい財務
書類を作成し、公表しました。

【成果目標実績】
 ・平成28年度決算
　　実質公債費比率　5.7%　　将来負担比率　－%
　（参考）平成30年度当初予算
　　実質公債費比率　6.0%　　将来負担比率　－%
　（参考）平成28年度決算　県内13市平均
　　実質公債費比率　8.2%　　将来負担比率　40.7%
 ・草津市の財務書類（平成28年度決算分　平成30年3月作成）

総務部～1～



　建設業界を取り巻く環境は価格競争や人材不足等、厳しい状況
にあり、技術力や経営力による競争を損ねる影響が懸念されます。
　また、建設工事の入札においては、予定価格は事前公表とし、最
低制限価格は平成24年度より事後公表としています。
入札執行については、入札結果を分析すると、依然としてくじ引き
による落札数が減少しておりません。

④
　入札の透明性を確保し、公正な競争の促進や適正な施工の確保に取
り組みます。

⑦

【取組】
・確実な事務処理と日程管理を徹底し、適正な課税事務を行います。合わ
せて市民にわかりやすい説明を行い納税に対する理解を深めていただけ
るように努めます。
 ・新たな滞納を抑制するため、現年課税分の未納者に対する徴収強化を
進めます。また、滞納繰越額の縮減に向けて、滞納処分の強化に努めま
す。

【成果目標】
　市税現年収納率　　98.7％以上（財政規律ガイドライン）
　国保税現年収納率 90％以上

（参考）平成27年度決算
　　　　 市税現年収納率 　　99.0％
          国保税現年収納率　92.3％

5

・毎年の税制改正に伴い複雑化する市税および国民健康保険税の
制度の改正状況を的確に把握し、適正な事務処理を行う必要があ
ります。
・景気は緩やかに回復しているものの、物価上昇の影響などによ
り、固定資産税をはじめとした地方税の納税環境は非常に厳しい
状況にあります。また、高齢化・核家族化による世帯当たりの可処
分所得低下により、将来的に税収確保が困難となることが懸念され
ます。
・債権管理条例等に基づき、適正な債権管理・回収に取り組んでい
ます。引き続き適正な債権管理・回収の徹底を図り、未収金対策を
推進することが求められています。

⑤
・市税および国民健康保険税の適正な賦課を行います。
・収納率の維持・向上を目指すとともに、滞納整理の早期着手・早期処
分により滞納繰越額の縮減に取り組みます。

⑥

【取組】
　平成29年度から予定価格および最低制限価格の設定について、端数処
理を行わずに入札執行することにより、くじ引きによる落札数が減少する
か検証を行います。

【成果目標】
　実施期間　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　削減率　　　5％以上
　（※目標達成＝前年度くじ実施率×0.95＞今年度くじ実施率）

4

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

⑥

【取組実績】
　予定価格および最低制限価格の設定については、端数処理を行
わずに入札を執行しました。

【成果目標実績】
　実施期間　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
　削減率　　　30％
　　　　　　　　　（前年度：37％×0.95＞今年度：26％）

⑦

【取組実績】
・適正な課税事務を行うため、確実な事務処理と日程管理に努め
ました。また、市民にわかりやすいチラシ等を作成し、納税に対す
る理解を深めていただけるよう努めました。
・新たな滞納者の発生を防ぐため、現年度課税分の催告を発送す
る対象者を拡大するとともに、分割納付の指導を行うなど、徴収強
化に努めました。
・納税者の利便性を向上するため、従来から行っている口座振替
やコンビニエンスストアでの納付に加え、平成29年度から開始した
クレジットカードや、スマートフォンを利用した納付など納付環境の
改善を行うとともに、チラシの配布等により周知啓発しました。
・債権の差押や差押物件の公売など、滞納処分の強化を図りまし
た。

【成果目標実績】
・現年収納率目標
・平成29年度実績数値（3月末現在）
　　市　 税 ： 95.78％（前年度3月末96.90%）
　　国保税 ： 85.23％（前年度3月末85.32%）
 ・平成28年度実績数値（決算）
　　市　 税 ： 99.12％
　　国保税 ： 92.94％

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

総務部～2～



◆目標管理者

《平成２９年度　まちづくり協働部　組織目標の達成状況》　

【取組】
　協働のまちづくり条例に基づき策定した「草津市協働のまちづくり推進計
画」に沿って事業を推進します。（事業費　491千円）

【成果目標】
　協働のまちづくり推進計画の進捗管理を実施します。

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

1

②

【取組】
　まちづくり協議会による、地域主体の特色あるまちづくりの推進を図るた
め、その活動や運営を総合的に支援します。
（事業費）
　・まちづくり協議会運営交付金　38,565千円
　・地域一括交付金　52,834千円
　・がんばる地域応援交付金　14,000千円
　・地域まちづくりセンター管理運営費　259,699千円

【成果目標】
　市民主役のまちづくりが進んでいると思う市民の割合
　　　平成29年度　18.0%　　（平成28年度　16.2%）

③
・常盤まちづくりセンターの建替え工事を完了します。
・志津まちづくりセンターの建替えに向けた地元調整を行います。

2
『基礎的コミュニティの活性化』
　住民の価値観の多様化や共働き世帯の増加、都市化の進展によ
り地域コミュニティに対する関心が希薄化しています。

②
・顔の見える一番身近なコミュニティの場である町内会の加入促進等を
通じた町内会の活性化を促進します。
・マンションにおけるコミュニティ振興を推進します。

③

【取組】
　開発などにより新たに市内に住まわれた方の町内会加入や町内会設立
の機運を高める取り組みを行い、町内会加入や町内会設立につなげてい
きます。

【成果目標】
　町内会活動に参加している市民の割合
　　平成29年度　52.0%　　（平成28年度　48.9%）

⑤

【取組】
　建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる志津まちづ
くりセンターの建替えに向けて平成30年度に設計が行えるよう地元調整を
行います。

【成果目標】
　志津まちづくりセンターの建替えに向けて地元調整を行います。

③

【取組実績】
　開発などにより新たに市内に住まわれた方の町内会加入や町内会
設立の機運を高める取り組みを行い、町内会加入や町内会設立につ
なげました。

【成果目標実績】
　町内会活動に参加している市民の割合　　48.6%

④

【取組実績】
　常盤まちづくりセンターの新施設を建設し、4月から共用を開始しま
した。

【成果目標実績】
　常盤まちづくりセンターの建替え工事（建築）が完了しました。

⑤

【取組実績】
　建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる志津ま
ちづくりセンターの建替えに向けて平成30年度に設計が行えるよう地
元調整を行いました。

【成果目標実績】
　志津まちづくりセンターの建替えに向けて地元調整を行いました。

部長　　　岡野　則男

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　協働のまちづくり推進計画に基づき、本市の中間支援組織である草
津市コミュニティ事業団と連携し、まちづくり協議会や市民公益活動団
体への支援を行いました。

【成果目標実績】
　協働のまちづくり推進計画に基づき、平成28年度の事業実績および
平成29年度の事業予定について、草津市協働のまちづくり・市民参加
推進評価委員会に報告しました。

②

【取組実績】
　まちづくり協議会による地域主体の特色あるまちづくりの推進を図る
ため、その活動や運営を総合的に支援しました。がんばる地域応援
交付金については、交付金制度の2年目にあたり、地域での拡がりを
見せてはおりますが、目標値より低くなりました。
（事業費（見込額））
　・まちづくり協議会運営交付金　38,365千円
　・地域一括交付金　52,834千円
　・がんばる地域応援交付金　10,386千円

【成果目標実績】
　市民主役のまちづくりが進んでいると思う市民の割合　　15.8%

『市民自治のさらなる強化』
・将来的な人口減少と年齢構成の急激な変化が予測されているな
か、行政や地域を取巻く環境が大きく変貌してきており、市民と行
政の適切な役割分担のもと自助、共助、公助による、協働のまちづ
くりが求められています。
・今後、地域課題の解決は、行政だけではなく身近な課題は地域の
自主・主体的な意思決定により解決していくことができるよう新たな
住民自治の仕組みを充実していく必要があります。

・まちづくり協議会や基礎的コミュニティ、市民公益活動団体、教育機
関、中間支援組織等の多様な主体との連携・協力による「協働のまちづ
くり」を推進します。
・区域を代表する総合的な自治組織であるまちづくり協議会による、市
民自治のさらなる強化に向け、まちづくり協議会の運営や活動を総合的
に支援します。
・指定管理者制度導入後の地域まちづくりセンターの運営の安定化に
向けて取り組みます。
・常盤まちづくりセンターへの指定管理者制度導入に向けて取り組みま
す。

①

①

3

『地域まちづくりセンターの建替え』
　建築後相当年数が経過し、施設自体の老朽化が進んでいる常盤
まちづくりセンターについて、平成30年4月のオープンを目指して建
替え工事を進めます。
　また、常盤まちづくりセンターに次いで建築年度が古く、老朽化が
進む志津まちづくりセンターの整備に向け、地元調整を進めていき
ます。

④

【取組】
　常盤まちづくりセンターの建替え工事を行います。

【成果目標】
　常盤まちづくりセンター建替え工事を完了します。

平成29年度予算重点施策に関連する項目には、「4.課題解

決に向けた平成29年度の具体的な取組」欄に、左の記号を

記載しています

重

重

重
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【取組実績】
　消費生活に関する相談に対応するとともに、被害の防止に向けた消
費者教育や啓発を実施しました。
　消費生活相談件数　1,009件（平成29年度実績）
　
【成果目標実績】
　広報くさつ（6回）やメール配信サービス（20回）による情報提供、出
前講座・各種イベントへの出演等（30回）による啓発を実施しました。

7
　高齢者や障害者、若年者等の契約弱者を狙った悪質商法が増加
しており、市内でもこれらに起因する被害が発生している。

⑦
　商品やサービスの多様化に伴い悪質商法の手口が巧妙化しているこ
とから、相談の実施と合わせて被害の防止に努めます。

⑨

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

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

⑨

⑥

【取組実績】
・市民公益活動を推進するため、本市の中間支援組織である草津市
　コミュニティ事業団の活動を支援しました。
・市民公益活動団体が加入する各種保険の保険料の一部を補助し、
保険の加入を促進することによって、市民公益活動団体が積極的か
つ安全に活動できるよう支援しました。

【成果目標実績】
　市民活動等の団体数：265団体

4

『市民公益活動の推進』
・少子高齢化の進展や世帯構造が変化する中で、地域課題の解決
に向けて、福祉や災害時の高齢者支援など、行政だけ、市民だけ
では解決できない問題が増大しています。
・地域や世代、主体を越えたまちづくりの関心が高まっています。

④

　市民公益活動を推進するため、第5次草津市総合計画第2期基本計画
および草津市協働のまちづくり推進計画に基づき、本市の中間支援組
織として指定した（公財）草津市コミュニティ事業団等と連携し、市民公
益活動団体への各種支援策の充実に向けて取り組みます。

⑥

【取組】
・市民公益活動団体を支援する補助金制度、講座、交流イベント等を展開
する（公財）草津市コミュニティ事業団の活動を支援します。
（事業費）
　（公財）草津市コミュニティ事業団運営費補助金
　　　　　　66,969千円　（うち事業費補助金　4,500千円）
　
・市民公益活動団体が加入する各種保険の保険料の一部を補助し、保険
の加入を促進することによって、市民公益活動団体が積極的かつ安全に
活動が行えるよう支援します。
　（事業費）市民公益活動保険加入補助金　200千円

【成果目標】
　市民活動等の団体数
　　平成29年度270団体　　（平成28年度　263団体）

⑧

【取組実績】
・平成29年12月より業務委託を開始しました。
・執務室のレイアウトを見直しました。
・チーム制（チームごとに担当業務を月替わりで固定）を導入し各自の
役割を明確化しました。

【成果目標実績】
・戸籍届出から証明発行が可能となるまでの期間　50％短縮
・委託した業務に従事していた職員が窓口業務に専念することが出来
たことによる窓口処理時間の短縮による待ち時間　30％減少

5

　平成28年度末をもって、市民センターでの諸証明発行業務が終
了したことで、市役所窓口利用者の増加が予想されます。市民
サービスの低下とならないよう、マイナンバーカードの普及を図り、
諸証明のコンビニ交付利用を推進します。

⑤
　コンビニ交付の利用促進のため、マイナンバーカードを一人でも多く交
付するよう努めます。

⑦

【取組】
　マイナンバーカード取得の周知・啓発を進めていきます。

【成果目標】
　マイナンバーカードの申請者数　(累計）26,000人（平成28年度　16,542
人）

⑦

【取組実績】
　広報くさつや市ホームページへの掲載、啓発物品の配布、また、職
員が地域に出向いてマイナンバーカードの申請を受け付ける「申請受
付ひろば」を開催しました。

【成果目標実績】
・申請受付ひろば：23回開催、667人申請（全申請者のうち申請受付
ひろば利用者11.6％）
・マイナンバーカード申請者数：5,760人
・コンビニ交付利用件数：6,715件（コンビニ交付可能な証明のうちコン
ビニ交付利用率6％）

6
　人口増加に伴う諸証明の発行などの窓口取り扱い件数の増加に
よる慢性的な窓口の混雑と待ち時間が増加しています。 ⑥ 　内部業務の一部を委託し、証明発行関係業務を強化します。 ⑧

【取組】
　内部事務の一部を業務委託します。

【成果目標】
　業務委託契約の締結
　戸籍届出から証明発行が可能となるまでの期間　50％短縮
　窓口処理時間の短縮による待ち時間　10％減少

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】
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◆目標管理者

　草津の特産物や新たな特産品の育成に取り組み、草津ブランドの具
現化を推進します。

⑥

【取組】
　農水産物に加えて、工芸品等についてもブランド認証ができるよう、既
存の枠組みを拡充するなどの手法を検討します。（事業費　0千円）

【成果目標】
　草津ブランド推進協議会における工芸品等を認証する仕組みの構築

2

　市の魅力を全国に発信しながら観光振興を進めるとともに、集客
力のある商業集積やイベントの開催によって交流人口の増加を図
り、賑わいあふれるまちなかづくりに取り組むことが必要となってい
ます。

　草津市観光物産協会や草津商工会議所等の関係団体の活動を支援
し、交流人口の増加と、商業・観光の振興を図ります。
　また、中心市街地活性化基本計画に基づき、草津市中心市街地活性
化協議会、草津まちづくり株式会社と連携を図り、まちなかの回遊性の
向上を図ります。

④

《平成２９年度　環境経済部　組織目標の達成状況》　

②

【取組実績】
　雨水タンクの購入および蓄電池等の設置に要する費用の一部を補
助しました。

【成果目標実績】
　雨水タンク補助件数　21件
　蓄電池等補助件数　 17件

③

【取組実績】
　環境保全に関する話題提供、実践例の紹介等の場として7月21日
に「草津エコフォーラム」を開催しました。また、地球温暖化について
の理解を深めていただくため、11月18・19日に「草津市地球冷やした
い推進フェア」を開催しました。
　
【成果目標実績】
・草津エコフォーラム参加者数　160人
・草津市地球冷やしたい推進フェア参加者数　2,140人

【取組実績】
　宿場まつりの開催やヨシ松明まつり、イナズマロックフェスの支援な
どを行い、「宿場町草津」・「びわ湖草津」の魅力の発信に努めまし
た。また、観光物産協会の委託事業者と連携しながら、くさつサイク
ルフェスタを実施するなど観光物産協会の体制の強化を支援するこ
とと合わせて、自転車での観光誘客を推進しました。
　近隣市やびわこビジターズビューローと連携し、県内外でのキャン
ペーン活動などを行い、観光誘客を進めました。

【成果実績】
　観光の振興に満足している市民の割合　平成29年度　26.5％（平成
28年度：27.2％）

⑥

【取組実績】
　工芸品等のブランド認証について検討を行いましたが、現在の草津
ブランド推進協議会の枠組みが農水産物に限定されているなど、現
在の認証制度を根本から変更する必要があることから非常に困難で
した。

【成果実績】
　草津ブランド推進協議会における工芸品等を認証する仕組みの検
証

1
　環境にやさしいまちづくりを進めるうえで、環境学習の推進や低炭
素社会への転換が求められています。

①

②

【取組】
　こどもと大人が身近な環境について一緒に話し合い、日ごろ環境への取
り組みを行っている学校や市民団体、企業などが取り組みを発表・交流す
る場として「こども環境会議」を開催します。（事業費　800千円）

【成果目標】
　こども環境会議参加団体数　62団体（平成28年度：53団体）

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

③

【取組】
　主に事業所を対象に、環境保全に関する話題提供、実践例の紹介等の
場として「草津エコフォーラム」を開催します。また、地球温暖化について
の理解を深めていただくため、「草津市地球冷やしたい推進フェア」を開催
します。（事業費　1,589千円）

【成果目標】
・草津エコフォーラム参加者数　160人（平成28年度：130人）
・草津市地球冷やしたい推進フェア参加者数　1,700人（平成28年度：
1,650人）

④

【取組】
　草津商工会議所や草津市商店街連盟等の関係団体による活動を支援
するとともに、草津街あかり華あかり夢あかりなど、地域と商業者が一体
となったイベントの開催を支援し、商業の活性化と賑わい創出を図りま
す。（事業費　商工団体活動費補助金　14,074千円、商店街活性化推進
費　10,127千円）

【成果目標】
　買物をする環境が整っていると思う市民の割合　73％（平成28年度：
72.5％）

④

【取組実績】
　草津納涼まつりやみなくさまつり、クサツハロウィンなどのイベント
を、関係団体と連携して開催し地域経済の活性化を図りました。ま
た、草津街あかり華あかり夢あかりにおいては、「あかり銀河」を復活
させるなど草津川跡地公園ｄｅ愛ひろばを活用した企画を実施するこ
とにより、中心市街地の活性化を図りました。

【成果実績】
　買物をする環境が整っていると思う市民の割合　平成29年度71.1％
（平成28年度：72.5％）

⑤

【取組】
　雨水タンクの購入に要する費用および蓄電池等の購入に要する費用の
一部を補助します。（事業費　3,813千円）

【成果目標】
・雨水タンク補助件数　30件（平成28年度：22件）
・蓄電池等補助件数　35件

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

①

②

　省資源対策として、雨水タンク購入補助制度により雨水タンクの導入
を進めるとともに、地球温暖化対策として、蓄電池等購入補助制度を新
設します。
　また、省エネ・省CO2に配慮した生活・事業活動を促進するためにイベ
ントを開催します。

⑤

【取組】
　「宿場町草津」・「びわ湖草津」の魅力の発信や、地域の観光資源を生か
した「着地型観光」の推進などを進めるため、観光物産協会の活動を支援
するとともに、観光物産協会の行政からの機能独立を目指して運営体制
の強化も合わせて支援します。
　また、びわこビジターズビューローや近隣市とも連携し広域観光を進め
ます。
（事業費　草津市観光物産協会観光振興活動費補助金　26,618千円、第
49回草津宿場まつり開催費補助金　13,500千円、広域観光費　1,380千
円）

【成果目標】
　観光の振興に満足している市民の割合　28％（平成28年度：27.2％）

③

部長　　　竹村　徹

理事　　　脊戸　拓也

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　日頃から環境学習に取り組んでいる学校、市民団体、企業などの
団体の発表・交流の場として「こども環境会議」を1月に開催しました。

【成果目標実績】
　こども環境会議参加団体数　57団体
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　　３．目標達成のための取組と成果目標

【取組】
　草津イノベーションコーディネータ（2名）による企業訪問（情報収集と提
供）活動やセールスプロモーション支援事業により、市内企業の交流・商
談・マッチングによる販路の拡大活動を促進します。（事業費　11,408千
円）

【成果目標】
　草津イノベーションコーディネータによる企業対応件数およびマッチング
件数
　　平成29年度　対応　650件数　マッチング件数　100件
　 （平成28年度　対応　642件数　マッチング件数　88件）

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

　２．重点目標

⑪

【取組実績】
　北山田漁港内に実験プラントを設置し、野菜残さや水草を原料とす
る液肥の生成実験および生成液肥での野菜栽培実証実験を支援し
ました。
（事業費　9,327千円）

【成果目標実績】
　液肥の生成実験を実施（単一材料による発酵不良の傾向あり）
　湖南農高でのハウスほ場試験を実施

⑧

【取組実績】
　公的インキュベーション退去企業立地促進助成金の活用により、市
内製造業の投資を促進した結果、製造業の誘致には至りませんでし
たが、システム開発事業所等2件の誘致を行うことができ、地域産業
の活性化を図りました。

【成果実績】
　公的インキュベーション退去企業立地促進助成金に基づく製造業
新規誘致件数　平成29年度　0件　（平成28年度：0件）

⑨

【取組実績】
　「人・農地プラン」に基づき、担い手に対し、県・ＪＡ草津市・農業者等
の関係機関と連携し支援を行い、また、農地中間管理機構や農地利
用最適化推進員を通じ、農地の利用集積を図りました。

【成果目標実績】
　担い手への農地集積率　58.5％
　（目標比+6.5％　平成28年度比+7.9％）

⑩

【取組実績 】
　県営事業による、草津用水土地改良区の基幹的な土地改良施設
の機能更新事業（県営草津用水二期事業）の円滑な推進と早期完了
を図るため、安定的な予算の要望を行いました。また、必要な経費の
一部を負担するなど、農業生産施設の適正な機能更新を図りまし
た。
（市負担金　40,937千円　（平成28年度：23,311千円））
　
【成果目標実績】
　草津用水二期事業全体進捗率　26.2％（平成28年度：22.6％）
      ・草津用水二期事業（2期地区1工区）進捗率　6.8%
　　　　　　　　　　　　　　　 （平成28年度：事業着手　1.7%）
　    ・草津用水二期事業（2段地区）進捗率　68.6%
                                      （平成28年度：46.5%）

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑦

【取組実績】
　草津イノベーションコーディネータ（2名）による企業訪問（情報収集
と提供）活動やセールスプロモーション支援事業により、市内企業の
交流・商談・マッチングによる販路の拡大活動を促進しました。

【成果実績】
草津イノベーションコーディネータによる企業対応件数およびマッチン
グ件数
　　平成29年度　対応　717件数　マッチング件数　117件
　 （平成28年度　対応　642件数　マッチング件数　88件）

3
　日本経済に持ち直しが見られるものの、中小企業の経営や雇用
情勢には依然として厳しい環境が継続していることから、引き続き、
市内産業の活性化を図っていくことが必要となっています。

⑤

　草津市工業振興計画に基づき、引き続き、ビジネスマッチング等によ
る販路拡大を推進するとともに、市内への新規立地を含め、市内製造
業の継続的な事業展開に対する支援を充実し、設備投資の誘引による
市内産業の活性化を図り、雇用の拡大につなげていきます。

⑦

⑧

【取組】
　公的インキュベーション退去企業立地促進助成金の活用により、市内製
造業の投資を促進し、地域産業の活性化を図ります。（事業費　3,200千
円）

【成果目標】
　公的インキュベーション退去企業立地促進助成金に基づく製造業新規
誘致件数　１件　（平成28年度：0件）

⑩

【取組】
　県における草津用水土地改良区の基幹的な土地改良施設の機能更新
事業（県営草津用水二期事業）の円滑な推進と早期完了を図るため安定
的な予算の要望を行うとともに、必要な経費の一部を負担するなど、農業
生産施設の適正な機能更新を図ります。
（市負担金　28,438千円（平成28年度：23,311千円））
　
【成果目標】
　草津用水二期事業全体進捗率　24.9％（平成28年度：22.6％）
      ・草津用水二期事業（2期地区1工区）進捗率　4.7%
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度：事業着手　1.7%）
　    ・草津用水二期事業（2段地区）進捗率　68.6%
                                      （平成28年度：46.5%）

4

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

⑥

　国の新たな農業・農村政策である「攻めの農林水産業」を推進するた
め、「人・農地プラン」に基づき、効率的かつ持続可能な農業を実現する
ため、担い手の育成や農地の集積など関係機関と連携して取り組みま
す。
　また、農業生産を支える基幹的な土地改良施設の機能更新により、安
定した地域農業経営の確立に向けた取り組みを進めます。

⑨

【取組】
　持続可能な地域農業の実現を目指す「人・農地プラン」に基づき、担い
手に対し、県・JA草津市・農業者等の関係機関と連携し支援を行うととも
に、農地中間管理機構や農地利用最適化推進員を通じ、農地の利用集
積を図ります。

【成果目標】
　農用地区域における担い手への農地集積率　52.0%　（平成28年度：
50.6% ）

⑪

【取組】
　北山田漁港内に実験プラントを設置し、野菜残さや水草を原料とする液
肥の生成実験および生成液肥での野菜栽培実証実験を行います。
（事業費　9,327千円）

【成果目標】
　液肥の生成実験およびほ場実証実験
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【取組】
・食品残渣の減量を推進するため、ごみ問題を考える草津市民会議と連
携し、家庭で手軽に取り組める「段ボールコンポスト」の普及啓発やエコレ
シピコンテストの開催、3010運動による啓発等を行います。
・焼却ごみに多く含まれている古紙類のリサイクルを推進するため、地域
の資源回収活動を促進するほか、雑紙の分別を容易にする雑紙保管袋
を作成し、古紙類の資源回収量や行政回収量の増加を図ります。
・ごみの減量とリサイクルの啓発を出前講座等により実施します。
・事業系ごみの減量のため、3010運動による取組を行うとともに、分別徹
底・リサイクルを推進するため、事業所訪問等により啓発活動を実施しま
す。

【成果目標】
　リサイクル率　 21.8%　(平成28年度：20.2％)
 （リサイクル率：資源化ごみ量/ごみ発生量×100）

【取組】
・廃棄物処理施設建設室との連携を密にし、新クリーンセンターへのス
ムーズな業務の移行を行います。
・ごみ収集業者等に対し、搬入移行時期、搬入方法等について、事前に
十分な周知を行います。

【成果目標】
　業務の移行が滞ることによるトラブルの件数　0件（平成28年度：0件）

⑮

【取組実績】
 当初計画通り、プラント設備据付、仕上、試運転を実施しました。

【成果実績】
　クリーンセンター更新整備事業進捗率　100%
  （3月14日工事完了、3月15日施設引渡、3月16日本格稼働）

⑭

【取組実績】
・ごみ焼却処理施設の定期的な補修や不具合箇所の補修を実施しま
した。
　（事業費　ごみ焼却処理施設定期修繕他　　実績額　16,873千円）

【成果実績】
・ごみ処理に多大な影響を及ぼす重大故障の件数　0件

⑬

【取組】
　ごみ焼却処理施設の定期的な補修を実施します。
　　（事業費　ごみ焼却処理施設定期修繕　　予算額　58,298千円）

【成果目標】
　ごみ処理に多大な影響を及ぼす重大故障の件数　0件　（平成28年度：0
件）

⑫5

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

⑦

　ごみ処理基本計画（改訂版）で定めている平成33年度のリサイクル率
24％の達成に向け、食品残渣の減量や古紙類のリサイクルの推進、事
業系ごみの分別徹底・リサイクルの推進等により、ごみ発生量の削減と
資源化ごみ量の増大を図ります。

⑨ 　ごみ搬入が滞ることにより市民生活に影響が出ないよう、新クリーンセ
ンターへのスムーズな業務の移行を行います。

⑮

【取組】
　平成29年度は工事の最終年度であり、主にプラント設備据付、仕上、試
運転を実施します。（クリーンセンター更新整備事業費 8,829,915千円　※
平成28年度予算明許繰越）

【成果目標】
　クリーンセンター更新整備事業進捗率　100%（平成28年度：34.6％）

8
　昭和52年度から稼働している廃棄物処理施設の老朽化に伴い、
新たな施設を整備することが必要になっています。

⑩
　平成27年度に現場工事に着手しており、平成29年度中の施設稼働に
向けて確実に工事を進めていきます。安全で安定した施設、環境に配
慮した施設、経済性・効率性を考慮した施設として整備を行います。

6

ごみ焼却処理施設における不測の故障増加

　平成5年度から平成8年度にかけて焼却炉延命化工事を実施し、
また平成18年度から平成20年度にかけて焼却炉基幹的整備を実
施したものの、ごみ焼却処理施設の老朽化に伴う予測外の突然の
故障や今までに例のない箇所の補修を要する頻度が増加していま
す。

⑧
　市民生活に影響が出ないよう、ごみ焼却処理施設の定期的な補修を
実施し、適正に維持管理していきます。

⑫

【取組実績】
・ごみ問題を考える草津市民会議と連携し、エコレシピコンテストや親
子料理教室を開催したほか、3010運動＋の啓発を行いました。また、
同会議の段ボールコンポスト部会と連携し、段ボールコンポスト講座
を実施しました。
・雑紙保管袋や雑誌・雑紙分別辞典を作成・配布して古紙類の資源
化について啓発するとともに、地域の資源回収活動を推進するため、
奨励金の交付を行いました。
・リサイクルフェア、ふれあいまつりその他各種イベント、出前講座等
で、ごみの減量とリサイクルの啓発を実施しました。
・事業系ごみの分別の徹底とリサイクルの推進のため、事業所へ直
接訪問し事業系ガイドブックによる啓発指導を行うことに加えて、
3010運動＋についての啓発活動を行いました。

【成果実績】
　リサイクル率　 平成29年度：19.3%
 　（リサイクル率：資源化ごみ量/ごみ発生量×100）

⑬

⑭

【取組実績】
・クリーンセンターと廃棄物処理施設建設室の合同会議を定期的に
開催するとともに、日頃からも連携を密にするよう努めました。
・ごみ収集業者や資源化物等の搬出事業者に対し、新クリーンセン
ターへの移行時期や搬入・搬出方法について、事前に説明を行いま
した。

【成果実績】
・業務の移行が滞ることによるトラブルの件数　0件

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

7

新クリーンセンターへの業務移行

　新クリーンセンター（平成30年3月竣工予定）へのスムーズな業務
の移行を行い、ごみ処理において市民生活に影響が出ないように
することが必要となっています。
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②

【取組実績】
　雨水タンクの購入および蓄電池等の設置に要する費用の一部を補
助しました。

【成果目標実績】
　雨水タンク補助件数　21件
　蓄電池等補助件数　 17件

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

1
　環境にやさしいまちづくりを進めるうえで、環境学習の推進や低炭
素社会への転換が求められています。

①
　環境学習等に関わる様々な活動情報を提供・発信できる場づくりや、
環境学習に取り組む人・団体などの活動支援を図ります。

③

【取組実績】
　環境保全に関する話題提供、実践例の紹介等の場として7月21日
に「草津エコフォーラム」を開催しました。また、地球温暖化について
の理解を深めていただくため、11月18・19日に「草津市地球冷やした
い推進フェア」を開催しました。
　
【成果目標実績】
・草津エコフォーラム参加者数　160人
・草津市地球冷やしたい推進フェア参加者数　2,140人

①

【取組実績】
　日頃から環境学習に取り組んでいる学校、市民団体、企業などの
団体の発表・交流の場として「こども環境会議」を1月に開催しました。

【成果目標実績】
　こども環境会議参加団体数　57団体

②

③

【取組】
　主に事業所を対象に、環境保全に関する話題提供、実践例の紹介等の
場として「草津エコフォーラム」を開催します。また、地球温暖化について
の理解を深めていただくため、「草津市地球冷やしたい推進フェア」を開催
します。（事業費　1,589千円）

【成果目標】
・草津エコフォーラム参加者数　160人（平成28年度：130人）
・草津市地球冷やしたい推進フェア参加者数　1,700人（平成28年度：
1,650人）

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

　省資源対策として、雨水タンク購入補助制度により雨水タンクの導入
を進めるとともに、地球温暖化対策として、蓄電池等購入補助制度を新
設します。
　また、省エネ・省CO2に配慮した生活・事業活動を促進するためにイベ
ントを開催します。

②

【取組】
　雨水タンクの購入に要する費用および蓄電池等の購入に要する費用の
一部を補助します。（事業費　3,813千円）

【成果目標】
・雨水タンク補助件数　30件（平成28年度：22件）
・蓄電池等補助件数　35件

①

【取組】
　こどもと大人が身近な環境について一緒に話し合い、日ごろ環境への取
り組みを行っている学校や市民団体、企業などが取り組みを発表・交流す
る場として「こども環境会議」を開催します。（事業費　800千円）

【成果目標】
　こども環境会議参加団体数　62団体（平成28年度：53団体）
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◆目標管理者

③

※【取組実績】、【成果実績】は子ども家庭部14-⑯-㉑-㉑に記
載
 
 
 
 
 
 

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　「草津市健幸都市基本計画」に位置付けられた各種事業につ
いて、健幸都市づくり推進委員会等で進捗管理を行いながら取
組を進めました。（事業費　5,051千円）
　・健幸都市くさつシンポジウムや健幸フェア等
　・シニア世代のセカンドライフ支援のためのリーフレット作成
　・産学公民が連携した健康関連事業の実施
　（階段利用を促すデザイン・メッセージを設置、健康増進アプリ
「ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ」運用開始

【成果実績】
　・健幸都市宣言賛同事業所36か所増
　（平成28年度末　80団体→平成29年度末　116団体）
　・南草津駅および市役所の階段に階段デザインの設置
　・健康増進アプリ「ＢＩＷＡ－ＴＥＫＵ」を平成30年1月に運用開始

②

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

②

【取組実績】
　市民や医療機関へ周知のうえ、平成29年10月から小学1年生
から小学3年生についての現物給付による医療費助成を開始し
ました。
　その結果、「子育てしやすいと思う市民の割合」は、目標値に
は届かなかったものの、平成28年度を上回りました。

【成果実績】
　子育てしやすいと思う市民の割合（平成29年度アンケート結
果）　82.9％

1 ①

　「健幸都市くさつ」の実現を目指し、「草津市健幸都市基本計画」を策定し
ました。計画では、「まちの健幸づくり」「ひとの健幸づくり」「しごとの健幸づく
り」の３つを柱として、従来の健康施策に加え、公共インフラの整備、社会的
なつながりの強化、健康産業の創出なども含め、産学公民等、あらゆる主
体が連携し、市の総合政策による健幸都市づくりを進めます。

①

　子どもに対する医療費の助成を充実させることによって子育て世帯の経済
的負担の軽減を図り、より子育てしやすいまちづくりを目指します。

部長　　　西　典子

理事　　　冨安　知翔

<健幸>
・少子高齢化の進展やそれに伴う人口構造の変化を見据え、市民一人ひ
とりの日ごろからの心がけや病気・介護予防の強化が必要です。
・わたしたちの健康には、個人の意思や行動だけでなく、家族や地域をは
じめ、人々を取り巻く社会や環境など、あらゆるものが大きな影響を与え
ることから、社会的なつながりの強化やハード・ソフト両面からの施策の
展開等により、市全体で、市民が生きがいをもち、健やかで幸せに暮らせ
るまちづくりを進めていくことが必要です。

《平成２９年度　健康福祉部　組織目標の達成状況》　

【取組】
　小中学生の中でも医療にかかる機会が多い小学１年生から小学３年生に
ついて、入院・通院とも現物給付による医療費助成を実施します。

【成果目標】
　子育てしやすいと思う市民の割合　83.0％（平成28年度82.1％）

②

【取組】
　「草津市健幸都市基本計画」に位置付けられた各種事業について、「草津
市健幸都市づくり推進本部」や有識者、関係団体、公募市民で構成される
「草津市健幸都市づくり推進委員会」で進捗管理を行いながら進めます。（事
業費　5,765千円）
　・健幸都市シンポジウムおよび草津川跡地公園でのイベント開催
　・生涯活躍社会の構築に向けた検討・実施
　・産学公民連携による保健事業の検討・実施　　等
※健幸都市づくり推進本部会議関連事項

【成果目標】
　・健幸都市宣言に賛同いただける企業・団体数の増加　30か所（平成28年
度末時点（初年度）　80か所）
　・高齢者の社会参加、生涯活躍に向けたリーフレットの作成
　・産学公民が連携した健康関連事業の実施

【取組】
・妊娠初期から子育てまでの総合相談窓口として開設した子育て相談セン
ターの周知に努めます。
・関係機関との連携の強化を図るとともに、地域における相談体制等につい
て検討し、切れ目ない支援の充実による子育て不安の軽減を図ります。
・産後ケアなど特に産後早期の母親への支援の充実を図ります。
　事業費　総合相談事業　　4,005千円
　　　　　　 妊娠・出産包括支援費　5,232千円

【成果目標】
　産後、退院してからの一カ月程度、指導・ケアを十分に受けられたと感じた
人の割合　87%　　(平成28年度実績 86.4%）

2

＜子育て支援の充実＞
　本市の人口は現時点では増加が続いていますが、将来的には人口局
面を迎えることが想定されるため、社会減に陥らないための対策を講じる
必要があります。

＜子育て支援の充実＞
　平成２８年６月に子育て相談センターを開設し、妊娠から子育てに関す
る総合相談を行っていますが、気軽に相談できる窓口としてさらに多くの
方に知ってもらうとともに、必要な支援につながる体制を充実させる必要
があります。

3 ③ ③
・妊娠から子育てに関する不安を解消するとともに切れ目ない支援につなげ
るため、子育て相談センターの周知に努めます。
・地域における子育て相談のあり方や体制などを検討します。

重 平成29年度予算重点施策に関連する項目に
は、「4.課題解決に向けた平成29年度の具体
的な取組」欄に、左の記号を記載しています。

重
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⑥

【取組実績】
　要支援1・2の人へのサービスの一部（訪問介護・通所介護）を
総合事業に移行し、多様なサービスを展開するとともに、地域に
おいて、住民主体による介護予防が展開されるよう、いきいき百
歳体操等の活動グループへの支援を行いました。（事業費
109,604千円）

【成果実績】
・短期集中予防サービスの実施　6クール
・地域サロンの開催累計箇所数　156カ所

⑦

【取組実績】
　市社会福祉協議会に委託を行い、第2層（各小学校区）に生活
支援コーディネーターの配置を行いました。
　学区の医療福祉を考える会議において、高齢者の課題を共感
する場から、高齢者支援の活動を生み出そうとする気運が出て
きた学区については協議体と位置付けて事業推進を図りまし
た。
（事業費　19,907千円）

【成果実績】
  小学校区ごとにおける話し合いの場（協議体）の設置数　3学
区
　　　　　　　　　　　（学区の医療福祉を考える会議11学区）

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

④

【取組実績】
　在宅医療介護連携に向け、医師会や病院、多職種との協議を
行い、在宅療養者の支援に関係する多職種の連携を推進する
相談窓口の設置を行いました。
　また、在宅チーム医療推進地域リーダー会議（多職種合同会
議）の開催を通じて、在宅医療と介護連携を推進するとともに、
在宅療養に対する市民啓発を行いました。（事業費　186千円）

【成果実績】
　草津市医療・介護連携支援窓口の設置（平成30年度より）

⑤

【取組実績】
　「認知症初期集中支援チーム」が認知症の高齢者や家族を訪
問し、必要な医療、介護の導入等の支援を行いました。（事業費
756千円）
　また、認知症簡易チェックシステムを平成29年5月より市ホー
ムページにて導入し、認知症の早期発見や認知症の啓発に努
めました。（年間アクセス件数　11,215件）

【成果実績】
  支援をした人のうち、医療・介護サービス等につながり引き継
いだ方の割合　　60％

⑥

　介護保険制度の改正により、４月から「介護予防・日常生活支援総合事業
（総合事業）」を開始し、従来の介護サービス事業所のほか、NPO法人や民
間企業などによる多様なサービスを展開するとともに、「参加」「活動」に重
点を置いた介護予防を推進します。
　また、総合事業の介護予防・生活支援サービスと位置づけられた地域に
おける住民主体による支援の充実に向け、住民同士の支え合いや見守り活
動の促進を図ることで、独居高齢者や高齢者のみ世帯の人も安心して暮ら
せる地域づくりを進めるとともに、高齢者の社会参加や生きがいづくり等を
進めます。

　「認知症があっても安心して生活できるまちの実現」に向け、平成25年度
に策定した「草津市認知症施策アクション・プラン」に基づき、一層の取り組
みを進めます。特に、早期対応を目指した取り組みを進めます。

　介護の必要な高齢者の在宅での生活を支えていくため、医療と介護の連
携のもとで高齢者の退院・在宅復帰支援や、医療ケアが必要な高齢者の在
宅生活支援の充実など、地域で安心して医療・介護サービスを受けることの
できる基盤づくりに取り組みます。

⑤⑤

④

【取組】
　（仮称）在宅療養支援センター機能の整備に向けて、医師会をはじめ多職
種間との連携を図るため、在宅チーム医療推進地域リーダー会議（多職種
合同会議）の開催やかかりつけ医紹介ルールのモデル運用を行うとともに、
在宅療養に対する市民啓発に努めます。（事業費　318千円）

【成果目標】
・（仮称）在宅療養支援センターの設置（平成30年4月）

⑥

【取組】
　介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を実施し、多様なサービス
を展開します。また、「参加」「活動」に重点を置いた介護予防の推進を図り
ます。　（事業費　124,112千円）

【成果目標】
・短期集中予防サービスの実施　6クール　（平成28年度実績　2クール「モデ
ル事業」）
・地域サロンの開催累計箇所数　155カ所 （平成28年度実績　149カ所）

⑦

【取組】
　住民同士の支え合いや見守り活動等の促進を図るため、生活支援コー
ディネーターを配置し、小学校区ごとに高齢者が安心して暮らせる地域づくり
を目指し話し合いの場（協議体）の設置を進めます。（事業費　19,907千円）

【成果目標】
　小学校区ごとにおける話し合いの場（協議体）の設置数　14学区
　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度実績　10学区「医療福祉を考える会
議」）

④

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

　２．重点目標

4

【取組】
　認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」に
よる、早期診断・早期対応に向けた支援を実施します。（事業費　2,197千円）
　また、ホームページからセルフチェックができる「認知症簡易チェックシステ
ム」を導入します。

【成果目標】
 ・支援をした人のうち、医療・介護サービス等につながり引き継いだ方の割
合　　60％(平成28年度実績 60％）

　　３．目標達成のための取組と成果目標

＜長寿・いきがい＞
・少子高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯が増加し、家庭
の中の介護力が低下してきています。
・疾患や障害を抱えながら自宅で療養する高齢者や認知症高齢者など、
支援や介護を要する高齢者が増加しています。加えて、高齢者をとりまく
地域との関係の希薄化が危惧されています。
・高齢になるにつれ日常生活への不安が高まる中、できるだけ自立した
生活が営めるよう、また、支援や介護が必要になっても、住み慣れた地域
で必要な医療や介護を受けながら、安心して暮らし続けられる地域づくり
を目指した地域包括ケアシステムの構築を進める必要があります。

重

重
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⑨

【取組実績】
　一人ひとりのニーズに適したサービス等利用計画を作成し、
サービスを提供するとともに、モニタリングにより、適切なケアマ
ネジメントを行いました。　（事業費　17,223千円）

【成果実績】
　計画作成等件数　1,071件（計画作成率100％）

⑩

【取組実績】
・民生委員児童委員による日常の見守りや相談活動を支援する
とともに、災害時要援護者登録制度の推進を図りました。民生
委員制度100周年と合わせて活動の啓発を行いました。（事業費
27,412千円）
・市社会福祉協議会に補助金を交付し、地域福祉活動の推進を
図りました。（事業費　3,064千円）

【成果実績】
・市民コーディネーター養成講座（連続講座5回・延べ参加者217
人、ステップアップ講座・参加者135人）の実施
・「地域支え合い運送」事業について、志津南、山田の2学区に
加え、新たに老上・老上西学区の開始

⑧

【取組実績】
・市広報紙やワークショップの開催等を通じて、障害者差別解消
法の周知や障害者理解促進のための啓発を行いました。
・当事者アンケートや関係団体等のヒアリング、前計画の分析評
価等を踏まえ、次期計画について草津市障害者施策推進審議
会において審議しました。　（事業費　2,078千円）

【成果実績】
  「第2次草津市障害者計画」および「第5期草津市障害福祉計
画・第1期草津市障害児福祉計画」を策定し、今後6年間の障害
者施策の方向性と、今後3年間の障害福祉サービス等の目標値
や各年度の見込量の設定を行いました。

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

<地域福祉>
　少子高齢化や小世帯化、商店街の衰退等を背景に隣近所のつながり
が希薄化し、地域コミュニティの持つ「地域力」が低下しています。高齢
者、障害者などの生活上の支援を要する人々が孤立しないよう、平成28
年3月に策定した第3期地域福祉計画に基づき、「地域力」のあるまち草
津　未来へつなぐ地域福祉　人にやさしい福祉のまちを理念として取り組
んでいく必要があります。

⑧

　「地域力」を高めていくため、第3期草津市地域福祉計画に掲げる重点プロ
グラム「地域の中で活動する人を広げる」「住民同士の暮らしに根ざした交
流を深める」を重点目標とします。 ⑩

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

【取組】
　健康くさつ２１（第２次）および食育推進計画（第２次）を推進するため、栄養
士会団体など関係団体との連携強化やライフステージに応じた健康づくり、
生活習慣病予防に関する市民への啓発、健幸ポイント制度の実施、企業と
連携した禁煙しようとする人への支援など、くさつヘルスアッププロジェクトに
取り組みます。
（事業費）1,811千円

【成果目標】
　健幸ポイント制度参加人数　800人（平成28年度実績　703人）

【取組】
　女性特有のがん検診について、受診率の向上を図るためクーポン券を配
布します。
（事業費）57,527千円

【成果目標】
　無料クーポンを利用した受診者数
　子宮頸がん　1,019人（平成28年度実績　414人）
　乳がん　 　　 1,035人（平成28年度実績　539人）

⑧

⑦

【取組】
・障害者差別解消のための地域ネットワークの組織づくりを自立支援協議会
で進めるとともに、障害者理解促進のための啓発を行います。
・当事者アンケートや関係団体等のヒアリングを行い、障害者ニーズや課題
を把握し、草津市障害者施策推進審議会において、本市にふさわしい障害
者施策を検討します。
（事業費　3,102千円）

【成果目標】
　中期の障害福祉サービスの目標値と各年度の見込量の設定

⑪

【取組実績】
　生活習慣病予防・介護予防・健康づくりに関する市民啓発や健
幸ポイント制度を実施するとともに、食と運動のヘルスチェック
デーを開催しました。また企業と連携し禁煙しようとする人への
支援などに取り組みました。
（事業費　1,735千円）

【成果実績】
健幸ポイント制度参加人数　827人
　
【取組実績】
　「生涯を通じた女性の健康支援」として子宮頸がん・乳がん検
診の無料クーポン券の対象者を拡大し、クーポン券を配布しまし
た。
（事業費　49,823千円）
　
【成果実績】
無料クーポンを利用した受診者数
　子宮頸がん　1,012人
　乳がん　 　　   929人

⑪

・「障害のある人もない人も、誰もがいきいきと輝けるまち」の実現のため、
「障害」と「障害のある人」への理解の促進のための啓発を行うとともに、障
害のある人が安心して暮らすことができるための総合的な障害者施策を検
討します。
・障害者自身のニーズをくみ取りながら、適切なケアマネジメントを行いま
す。

　　３．目標達成のための取組と成果目標

【取組】
　障害福祉サービス等を利用する全ての障害者にサービス等利用計画を作
成し、一人ひとりのニーズに適したサービスを提供します。
（事業費　17,793千円）

【成果目標】
　計画作成等件数　1,116件
　　　　　（平成28年度実績　1,010件）

＜障害福祉＞
　障害のある人の暮らしを支えるサービスの充実を図り、「障害」と「障害
のある人」への理解の促進と尊厳の保持に努め、社会のあらゆるバリア
を無くし、福祉のまちづくりのさらなる推進に取り組む必要があります。
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＜健康＞
・高齢化の進展や生活習慣病の増加等を背景に、健康上の問題で日常
生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）の延伸が必要と
なっています。
・第2次草津市食育推進計画では、男女ともに過剰な塩分、脂質の摂取
や若い世代での野菜の摂取の不足、学童期から青年期の朝食の欠食な
どの食習慣の乱れに対する取り組みの推進が必要です。

⑨

⑨

【取組】
・民生委員児童委員の活動を支援し、セーフティーネットの強化に努めます。
（事業費　28,187千円）
・市社会福祉協議会を支援し、各種地域福祉関連事業を推進します。（事業
費　3,281千円）

【成果目標】
・民生委員児童委員の活動内容や必要性についての周知・啓発
・市社会福祉協議会による市民コーディネーター養成講座（連続講座5回、ス
テップアップ講座2回）の実施支援による地域福祉の担い手の育成
・「地域支えあい運送」事業について、実施学区の拡大(平成28年度現状値
志津南　山田の2学区)

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

　２．重点目標

5
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⑬

【取組実績】
・未受診者には、個別の受診勧奨通知を年2回行うとともに、本
市の保健師（嘱託職員）による受診勧奨電話を年間で2,495件実
施しました。
・平成29年8月と9月に集団健診を合計4回実施した結果、105人
の被保険者が受診されました。

【成果実績】
  特定健康診査実施率　　・・・ 26.7％（平成30年2月末時点）

⑭

【取組実績】
・生活困窮者自立支援事業において自立相談支援、住居確保
給付金等 の事業に取り組むとともに、庁内関係課、関係機関へ
のリーフレットの設置や広報くさつへの掲載により周知を図りま
した。また、庁内関係課の相談支援を共有するため支援調整会
議を開催しました。
・生活保護の申請があった場合には調査を行い、適切に保護の
適用を行いました。また、ハローワークと連携を図り、就労支援
を行いました。

【成果実績】
・自立相談支援事業：109件　　　住居確保給付金：6件
　一時生活支援事業：10件
・生活保護相談件数300件、生活保護申請件数142件
　生活保護開始件数130件、生活保護廃止件数117件（うち就労
による廃止30件）

⑫

【取組実績】
・地域のすべてのライフステージの住民を対象とした相談に応
じ、関係機関等との連携を図りながら支援を行いました。
・地域の健康課題については十分な把握には至らなかったが、
機会を捉え地域に出向くことで地域との関係づくりが進み、地域
の健康づくりの取組みへの支援・協力が図れました。また活動を
広く市民に周知することで地域の健康づくりの機運を高める支
援が行えました。
(事業費　213,960千円)

【成果実績】
健康に関する地域分析が完了していなかったことから未実施

8

<健康>
　少子高齢化や、家族機能の低下、地域のつながりの希薄化による地域
コミュニティの脆弱化が進む中、個人や世帯の抱える健康課題は複雑化
しています。こうしたことから、人々の健康を守るため、保健、医療、福
祉、介護等の人々の暮らしに関わる各分野の関係機関が連携し、また市
民との協働のもと、地域特性を生かした健康なまちづくりを推進すること
が求められてます。

⑩
　個別の健康課題の解決に向けて関係機関等と連携を図りながら取り組む
とともに、住民参加のもと地域特性を踏まえた健康づくりの支援の充実を目
指します。

⑫

11

<健幸・子育て支援の充実・長寿・いきがい・障害福祉・地域福祉・健康・
保険・生活安心>
　平成２９年度は、国の制度改正等に伴い、「健康くさつ２１」や「あんしん
いきいきプラン」、「障害者計画」等、健康福祉関連計画の改定等が必要
です。

⑬
　第5次総合計画第3期基本計画や健幸都市基本計画を踏まえ、各計画の
改定等を進めます。

⑮

⑭

【取組】
　生活困窮者自立支援事業として、自立相談支援、住居確保給付金、就労
準備支援、一時生活支援の各事業を実施し、福祉の総合的な相談窓口とし
ての取り組みを行います。また生活保護が必要な方には生活保護を適用し
ます。（事業費　生活困窮者自立支援事業：15,894千円、生活保護：
1,937,153千円）

【成果目標】
・生活困窮者自立支援事業の実施による生活安定の支援を行います。
・生活保護の必要な方には、速やかに生活保護を適用し、最低限度の生活
を保障するとともに、自立への支援をします。

⑬

【取組】
・特定健康診査の未受診者には、引き続き本市の保健師（嘱託職員）が通
知および電話等による受診勧奨を実施します。
・特定保健指導の対象者には、土日に利用勧奨および指導を実施します。
・協会けんぽとの事業連携による集団健診を実施し、受診機会の確保に向
けた環境を整えます。

【成果目標】
・平成29年度　特定健康診査実施率達成目標　60％
・平成29年度　特定保健指導実施率達成目標　60％

　相談者の実情に合わせて、早期の自立支援を図る生活困窮者自立支援
事業と、直接生活費の給付を行なう生活保護制度を効果的に適用し、生活
安定の支援を行います。

【取組】
各計画に関する本市の現状分析、市民ニーズの把握等を行い、課題解決に
向けて各計画の改定等を実施します。
〔平成２９年度に改定を予定している健康福祉部内の計画〕
　・健康くさつ21（健康増進課）
　・草津市糖尿病対策ガイドライン（健康増進課）
　・草津市食育推進計画（健康増進課）
　・草津市特定健康診査等実施計画（保険年金課）
　・国保データヘルス計画（保険年金課）
　・草津あんしんいきいきプラン（長寿いきがい課）
　・草津市認知症施策アクション・プラン（長寿いきがい課）
　・草津市障害者計画（障害福祉課）
　・草津市障害福祉計画（障害福祉課）
　・草津市地域福祉計画（健康福祉政策課）

【成果目標】
　　上記健康福祉関連計画の改定

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑮

【取組実績】
  第5次草津市総合計画や草津市健幸都市基本計画を中心に、
全体の調和を図りつつ計画の改定等を進めました。

【成果実績】
  健康福祉関連の各計画については、外部委員会での審議や
パブリックコメントを経て策定しました。

【取組】
・保健師の地区担当制の体制により、すべてのライフステージの住民の相談
に応じ、関係機関等との連携を図りながら支援を行います。
・個人の健康課題の共通点や地域特性から、地域の健康課題を総合的に捉
え、関係機関との連携や住民との協働のもと、健康なまちづくりの推進を図
ります。
(事業費)　281,193千円

【成果目標】
健康に関する地域特性の情報提供を行った小学校区数　１４学区

　　３．目標達成のための取組と成果目標
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　生活習慣病の早期発見や予防を図るため、特定健康診査の受診率およ
び特定保健指導の実施率の向上に向けた取り組みや協会けんぽとの事業
連携により集団健診の実施および特定保健指導への利用勧奨を行いま
す。

＜保険＞
・高齢化の進展や医療の高度化に加え、保険料の負担能力が低い方々
の加入割合が高いなど、国民健康保険制度の運営は厳しい状況です。
・平成２８年度に策定しました草津市国民健康保険保健事業実施計画
（データヘルス計画）のデータ分析結果では、若い世代（４０歳代以降）の
糖尿病を含む生活習慣病患者の医療費の適正化や生活習慣病の重症
化予防が健康課題となっています。
・生活習慣病の早期発見や予防を図るために実施する特定健康診査の
受診率および特定保健指導の実施率が低い状況が続いています。

⑪

<生活安心>
　働きたくても働けない、住む場所がない、また非正規・低賃金就労等の
理由により、生活に困窮する人々が多く、セーフティネットの整備が求め
られています。

⑫

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

　２．重点目標
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◆目標管理者

①

・保育の質の向上のための研修事業の推進
　保育の質の向上を図るために、保育所等の職員の研修の充実を図り
ます。
・就学前教育サポート事業の推進
　保育現場における特有の課題や問題について、臨床心理士や社会福
祉士などの保育カウンセラーを活用し、就学前教育段階での適切なケ
アや保育環境の質の向上をめざします。また、保育者自身のスキル
アップのための研修会を行います。
・「草津市就学前教育・保育カリキュラム」および「草津市接続期カリキュ
ラム」の実践と検証
　これまでに策定した両カリキュラムを生かした、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ます。
　また、カリキュラムの「質」を高めるための実践研究や検証作業を行い
ます。

①

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
①保育の質の向上のための研修の実施
・保育の質の向上を図るための研修を１8回行い、保育者への研修の充実
を図りました。
・就学前教育サポート事業の推進
・保育現場における特有の課題において、臨床心理士や社会福祉士などの
保育カウンセラーを活用した保育コンサルテーションを年3回実施し、就学
前教育段階での適切なケアや保育環境の質の向上を図りました。
➁「草津市就学前教育・保育カリキュラム」および「草津市接続期カリキュラ
ム」の実践と検証
・平成29年3月31日改訂（改定）、平成30年4月1日実施の幼稚園教育要領、
保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の3法令に基づ
き、それまで策定していた「草津市乳幼児教育・保育指針」を見直し、「草津
市就学前教育・保育指針」ならびに「草津市就学前教育・保育カリキュラム」
を策定しました。
・今年度は草津市就学前教育・保育の質を高めるため、民間保育施設の職
員と共に、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いました。
➂幼稚園等ステップアップ推進事業
・地域の特色や人材（地の利）を活かして幼稚園等の教育内容を充実しまし
た。
・各幼稚園等で研究を推進し、幼児教育の質の向上を図りました。

【成果実績】
・保育のスキルアップの研修　年間18回開催
・カリキュラム検討会の開催　 年間11回開催

②

【取組実績】
  小規模保育事業施設整備補助を行い、2施設・合計38人の定員増を実施
しました。

【成果実績】
・平成30年4月の待機児童はゼロ
・小規模保育施設（Pingu's English老上小規模保育施設、ＴＡＭランド草津
園）定員合計38人/H30.3完了（事業費28,645千円）

②

【取組】
・小規模保育施設（2箇所）への補助を行います。（事業費 38,500千円）

【成果目標】
・待機児童を解消します。
・小規模保育事業　2施設創設　計38人定員（平成30年4月開設）（平成28
年度　2施設創設　計38人定員）

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

③

【取組実績】
保育士確保対策として、私立認可保育所等を対象に支援を行いました。
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（事業費5,808千円）
・保育体制強化事業補助金（事業費5,914千円）
・保育士等処遇改善費補助金（事業費50,035千円）
・保育士確保に向けて保育士再就職トライアル研修（事業費93千円）

【成果実績】
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（事業費5,808千円）（5施設、11人）
・保育体制強化事業補助金（事業費5,914千円）（6施設）
・保育士等処遇改善費補助金（事業費50,035千円）（17施設、678人）

④

【取組実績】
・市立大路幼稚園および市立第六保育所の保育の内容等に関する事項を
円滑に引き継ぐため、民設民営事業者と移行保育会議を11回開催するとと
もに、移行保育の実施に係る人件費等を補助しました。
・公私連携協定に基づき、園の適正かつ円滑な運営を図るため、市、民設
民営事業者および保護者の代表者で構成する三者協議会を設置し、2回開
催するとともに、施設整備用の土地を貸し付けました。
・施設整備事業費を補助しました。

【成果実績】
たちばな大路こども園（平成30年4月開園）　定員200人

⑤

【取組実績】
・（仮称）草津中央認定こども園の開園に向け、改修工事等を行い、園名を
「草津中央おひさまこども園」としました。
・幼保一体化モデル園ワーキング部会において、草津中央おひさまこども
園での保育内容や行事等の検討を行いました。
・（仮称）志津認定こども園の整備工事を実施しました。（事業費213,202千
円）
・（仮称）山田認定こども園の整備に向けて実施設計を行いました。（事業費
8,640千円）
・（仮称）玉川認定こども園の整備に向けて実施設計を行いました。（事業費
21,384千円）

【成果実績】
・草津中央おひさまこども園（平成30年4月開園）　定員200人
・（仮称）志津認定こども園の1期工事（増築棟完成、既存棟の一部改修）を
完了しました。

《平成２９年度　子ども家庭部　組織目標の達成状況》　

　２．重点目標
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〈就学前教育・保育施設の整備〉
 (待機児童の解消)
　「子ども・子育て支援新制度」では、支援の量の拡充を求めており、
本市では、就学前児童の増加と保育需要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、待機児童の解消をめざしています。
  また、保育士や幼稚園教諭等の不足が顕在化しており、その安定
的な確保が求められています。

②

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

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

　　３．目標達成のための取組と成果目標

【取組】
①保育の質の向上のための研修の実施
　保育内容研修・人権研修・マネジメント研修会・健康研修・接遇研修等
(事業費　640千円)
　就学前教育サポート事業を実施します　　(事業費　1,150千円)
　・保育カウンセラーを活用した保育コンサルテーション
　・保育者のスキルアップ研修
　・保護者の子育て支援
②「就学前教育・保育カリキュラム」および「接続期カリキュラム」の実践と
検証を行います。
　・共通カリキュラムを生かした実践・検証
　・研究保育・園内研究会の開催
　・小学校との共同研修の開催
③幼稚園等ステップアップ推進事業　(事業費　1,500千円)

【成果目標】
①保育者のスキルアップの研修　年間18回開催（平成28年度　年間20回
開催）
②カリキュラム検討会の開催　年間10回開催（平成28年度　年間10回開
催）

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

⑤

【取組】
○保育士確保対策として、私立認可保育所等を対象に支援を行います。
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（事業費14,637千円）
・保育体制強化事業補助金（事業費14,040千円）
・保育士等処遇改善費補助金（事業費53,828千円）
保育士確保に向けて保育士再就職トライアル研修を実施します。（事業
費 289千円）

【成果目標】
・保育士宿舎借り上げ支援事業補助金（事業費14,637千円）（平成28年
度事業費2,423千円）
・保育体制強化事業補助金（事業費14,040千円）（平成28年度事業費
2,929千円）
・保育士等処遇改善費補助金（事業費53,828千円）

【取組】
・（仮称）草津中央認定こども園の開園に向け、改修工事等を行います。
　（事業費　11,279千円）
　（事業費 187,553千円※平成28年度予算明許繰越）
・幼保一体化モデル園ワーキング部会において、（仮称）草津中央認定こ
ども園での保育内容や行事等の検討を行います。（事業費662千円）
・（仮称）志津認定こども園の整備に向けて工事を実施します。（事業費
238,841千円※平成28年度予算明許繰越）
・（仮称）山田認定こども園の整備に向けて実施設計を行います。（事業
費10,000千円）
・（仮称）玉川認定こども園の整備に向けて実施設計を行います。（事業
費22,979千円）

【成果目標】
・（仮称）草津中央認定こども園を、平成30年4月に開園します。（平成28
年度改修工事実施）
・（仮称）志津認定こども園の１期工事（増築棟完成）を完了します。（平成
28年度実施設計完了）

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

④

【取組】
・（仮称）大路認定こども園の開園に向け、認定こども園法による公私連
携協定に基づき、民設民営事業者の施設整備や移行保育等を支援しま
す。（事業費346,654千円）

【成果目標】
　（仮称）大路認定こども園を、平成30年4月に開園します。

③

③

3

平成29年度予算重点施策に関連する項目
には、「4.課題解決に向けた平成29年度の
具体的な取組」欄に、左の記号を記載して
います。

重

重

重

重

重

子ども家庭部～1～



＜発達障害児への支援の充実＞
　児童福祉法に基づく児童発達支援センターとして、障害のある子ど
もとその保護者に対して、身近な地域における通所支援（療育）が必
要です。また、障害のある子どもが、地域の保育所や幼稚園等で安
心して過ごしたり、障害児通所支援等の福祉サービスを適切に利用
できるように地域支援の充実が求められています。
　さらに、関係機関と連携しながら、乳幼児期から成人期まで継続し
た相談支援を行う体制を整えていくことが求められています。
　また、児童福祉法の改正に伴って、障害児の福祉サービスに係る
提供体制の計画的な構築を進めるため、障害児福祉計画の策定や
スムーズに福祉サービスを利用できるように障害児相談支援事業所
の整備が求められています。

6

④

【取組実績】
・母子・父子自立支援員による相談対応や支援制度の利用をすすめまし
た。
・ひとり親家庭の中学生を対象に生活習慣の取得、学習支援、食の提供を
行う「子どもの居場所」を実施し、ひとり親家庭の生活の安定を図りました。

【成果実績】
  子どもの居場所「Ｔｕｄｏ　Ｔｏｋｏ」
　　　　年間46回開催　　参加登録者12名

5

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

4

⑩

【取組実績】
　湖の子園では、通所施設として、個々の課題に向き合い、保護者プログラ
ム等を通して、保護者の育児支援を行いながら、より良い療育に努めまし
た。

【成果実績】
　通所支援（湖の子園）利用者数　58人

【取組実績】
　保育所や学校等に在籍する障害児に対して、保育所等訪問支援を実施
し、安心して集団生活を送れるように訪問支援を行いました。また、専門職
を配置し、児童福祉法上の障害児通所支援を希望する方に対して、適切に
サービスを利用できるよう、専門職を配置し相談体制を強化するとともに、
相談支援システムを導入し、各相談業務にかかる支援情報の一元管理を
図りました。

【成果実績】
・保育所等訪問支援　15人
・障害児支援利用計画作成者数　209人

【取組実績】
　巡回相談を実施し、施設からの相談に応じることで早期支援に取り組むと
ともに、5歳相談を実施し、スムーズな就学への移行を図りました。さらに、
関係機関と連携しながら学齢期、成人期の相談支援を行い、切れ目のない
支援に努めました。

【成果実績】
・巡回相談　98人
・5歳相談　 48人
・中学・高校以上の相談者数　166人

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

⑥

【取組実績】
　家庭児童相談員を1名増員し、家庭児童相談体制の充実を図るとともに、
関係機関と連携し、児童虐待の対応と予防に努めました。

【成果実績】
・要保護児童対策地域協議会
　代表者会議　2回（8月31日、1月22日）
　実務者会議　年6回
・児童虐待防止の啓発　（11月1日　JR草津駅前、南草津駅前）
　児童虐待防止啓発研修会　（11月29日）
・CAP研修の開催回数  8回
・子育て講座の実施回数　0回
・子育てサポーター（オレンジメイト）育成講座実施　参加者　8人

⑦
　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。

⑪

【取組】
　保育所や幼稚園等の施設からの依頼に対して、巡回相談を実施しま
す。また、5歳相談を実施することで安心して就学できるように支援しま
す。さらに学齢期、成人期についても相談支援を行います。
（事業費　10,372千円）

【成果目標】
　巡回相談者数　107人（平成28年度　107人）
　5歳相談者数　47人（平成28年度　52人）
　中学・高校以上の相談者数　210人（平成28年度　211人）

【取組】
　地域の保育所や幼稚園等に在籍する障害児に対して保育所等訪問支
援を実施します。また、障害児通所支援等の福祉サービスを利用する方
に対して、新たに専門職を確保し、平成29年度から相談支援システムを
導入することで支援情報を一元化し相談支援を進めます。
（障害児支援利用計画事業費　3,816千円）

【成果目標】
　保育所等訪問支援利用者数　19人（平成28年度　19人）
　障害児支援利用計画作成対象者数　191人（平成28年度　197人）

⑨

　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。

【取組】
　障害者施策審議会や草津市自立支援協議会において、障害児福祉計
画に係る協議を進め、計画を策定します。
　
【成果目標】
　平成29年度に障害児福祉計画の策定

【取組】
　児童虐待の防止のため、家庭児童相談体制の機能を充実します。ま
た、関係機関との連携、啓発の強化や虐待予防のための講座開催に取
り組みます。　（事業費　27,481千円）

【成果目標】
・要保護児童対策地域協議会の開催回数 2回（平成28年度 2回）
・児童虐待防止の啓発および研修の実施 1回（平成28年度 1回）
・CAP研修の開催回数　10回（平成28年度　2回）
・子育て講座の実施回数　1回　（平成28年度　1回）
・子育てサポーター（オレンジメイト）育成講座を実施します。
    育成人数　20人(平成28年度　19人)

⑫⑦

【取組】
　民間の社会福祉法人等が障害児相談支援事業所の指定をうけるよう
協議を進めます。

【成果目標】
　　社会福祉法人等と協議を実施

　障害児福祉計画を策定します。

⑧

⑨

⑩

＜児童虐待の防止と早期発見・早期対応＞
　近年増加傾向にある児童虐待への対応に対して支援が必要となっ
ています。

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

【取組】
・母子・父子自立支援員による相談対応や支援制度の利用をすすめま
す。（事業費　5,769千円）
・ひとり親家庭の子どもを対象に、生活の向上を図るため、生活習慣の習
得、学習支援、食の提供を行う「子どもの居場所」を実施します。（事業費
2,270千円）

【成果目標】
　「子どもの居場所」の数　１カ所 (平成28年度　１カ所)

⑦

⑧

⑥

⑪

【取組実績】
　既存のサービス提供事業者や新規に放課後等デイサービスの指定を受
ける事業者と協議を行いました。

【成果実績】
　平成30年4月から、新規に障害児相談支援事業所が1か所開設

⑫

【取組実績】
　草津市障害児（者）自立支援協議会の参加機関にヒアリングを行いなが
ら、草津市障害者施策推進審議会で3回審議をいただき、障害児福祉計画
を策定しました。

【成果実績】
　障害児福祉計画を策定しました。

⑤

【取組】
　子どもの発達や障害に応じた早期療育とその家族支援を行うために通
所支援「湖の子園」を進めます。（事業費　58,747千円）

【成果目標】
　通所支援(湖の子園）利用者数　60人　(平成28年度　58人）

　
　発達障害がある等、支援が必要な子どもとその家族に寄り添い、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。併せて、民間においての、障
害児相談支援事業所の設置に向けて協議を進めます。

⑥

子ども家庭部～2～



【取組】
　１歳までの乳幼児を養育している家庭に、子育て応援ヘルパーを派遣
します。
　・多胎児家庭育児支援事業（事業費　1,685千円）
　・草津っ子サポート事業（事業費　1,620千円）

【成果目標】
　・多胎児家庭育児支援事業利用世帯数　　13世帯(平成28年度　　2世
帯)
　・草津っ子サポート事業利用世帯数　　 　100世帯(平成28年度　16世
帯)

⑮

　子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 ⑭

⑪

⑰

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

9
＜子育てに伴う経済的負担の軽減＞
　核家族化や都市化等により、子どもと子育て家庭を取り巻く状況が
変化し、子育てに不安や悩みを抱える家庭が増えています。

⑩

8

⑯

・より多くの保護者や児童の交流、子育て相談の充実等を図るため、人
口増加の著しいＪＲ南草津駅周辺に、子育て支援拠点施設を整備しま
す。

7

⑨
＜子育てに伴う経済的負担の軽減＞
　子育て家庭の生活の安定および子どもの健やかな成長に資するた
め、経済的負担の軽減を図ることが必要となっています。

＜児童育成クラブの充実＞
　仕事と子育ての両立をサポートし、安心して就労できる環境づくりを
図るため、放課後における児童の安全、安心な居場所づくりとしての
児童育成クラブの充実が求められています。

11 ⑬

⑧

＜子ども・子育て支援、ネットワークの充実＞
（病児・病後児保育室の充実）
　仕事と子育ての両立をサポートし、安心して就労できる環境づくりを
図るため、病気の児童を安心して預けることができる病児・病後児保
育室が求められています。

⑱
　既存施設と市南部に新たに開設した2施設で、病気の児童を安心して
預けることができる病児・病後児保育室を運営し、児童の心身の健全な
育成を図ります。

⑫

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

　子育て家庭にヘルパーを派遣し、育児・家事の負担を軽減すること
で、家庭環境の安定と家庭の孤立防止を図ります。

10

⑬

【取組実績】
　公設児童育成クラブの管理運営と民設児童育成クラブの運営支援を行う
とともに、待機児童の解消を図り、保護者の多様なニーズに迅速に対応で
きる民設児童育成クラブを3箇所（志津南、老上、笠縫東）開設しました。

【成果実績】
　待機児童数0人【保留児童数15人】（平成30年度当初）

【取組実績】
　児童育成クラブの指導員の質の向上を図るため、県が実施する児童育成
クラブ支援員の認定資格研修への参加を促すとともに、指導員等の研修会
を開催しました。

【成果実績】
　支援員等研修会　4回開催

⑯

【取組実績】
　子育て支援の充実を図るため、各中学校区に1箇所の子育て支援施設を
より活用していただけるよう、市ホームページや子育て応援サイト「ぽかぽ
かタウン」にて周知を図りました。

【成果実績】
　子育て支援センター　　　　　　　　　　16,348人（H28　17,100人）
　地域子育て支援センター 2箇所　　　  8,349人（ H28　7,554人）
　つどいの広場 4箇所　　　　　　　　　  26,825人（H28　28,019人）
　笠縫東児童センター                       12,434人（H28　 9,948人）

⑰

【取組実績】
　ＪＲ南草津駅周辺に約430㎡の子育て支援拠点施設を整備しました。
　（事業費69,950千円）
　【主な機能】
　　遊び広場、絵本広場、子育て相談、子育て情報提供・発信、地域連携

【成果実績】
　ミナクサ☆ひろば（平成30年4月オープン）

【取組】
・公設児童育成クラブの管理運営を行います。（事業費　269,480千円）
・増加が著しい学区に民設児童育成クラブを開設するとともに、民設児童
育成クラブの運営支援を行います。（Ｈ30開設3箇所、運営支援10箇所）
（事業費　67,487千円）
・児童育成クラブの適正な運営や質・サービスの向上に取り組みます。
 
【成果目標】
・待機児童を解消します。
・支援員等研修会の開催回数　4回（平成28年度　4回）

　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。

【取組】
・平成30年4月開設に向けて、ＪＲ南草津駅周辺に約400㎡の子育て支援
拠点施設を整備します。　（事業費　65,409千円）
　
【成果目標】
　新たな子育て支援拠点施設数　　1箇所

【取組】
　児童手当・児童扶養手当等の支給を行います。
　　・児童手当　2,504,040千円
　　・児童扶養手当　395,969千円

【成果目標】
　対象者支給率　100% （平成28年度　100%）

⑬

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑭

【取組実績】
　児童手当・児童扶養手当等の支給を行いました。

【成果実績】
　・児童手当　　　　2,464,900千円
　・児童扶養手当　　342,835千円

⑮

【取組実績】
　1歳までの乳幼児を養育している家庭に子育て応援ヘルパーを派遣し、子
育てへの負担や不安の軽減を図りました。
　・多胎児家庭ホームヘルパー派遣事業
　・草津っ子サポート事業

【成果実績】
　・多胎児家庭ホームヘルパー派遣事業　　9世帯　　398時間
　・草津っ子サポート事業　　　　　　　　　　 37世帯　　111時間

【取組】
・子育て支援センターを運営します。
　　地域子育て支援センター　（事業費　15,606千円）
　　　2箇所（みのり・モンチ）
　　市子育て支援センター （事業費　10,977千円）
・つどいの広場を運営します。（事業費　16,669千円）
　　　4箇所（まめっこ、ぽけっと、くれよん、とまとっこ）
・児童館の運営を支援します。
　  笠縫東児童センター（事業費　9,407千円）
　
【成果目標】
　子育て支援拠点施設の利用者の拡大を図ります。

⑱

【取組実績】
  市北部（オルミス）と、南部（陽だまり）の2箇所の病児保育室を運営しまし
た。

【成果実績】
　オルミス　　　　820人（H28　807人）
　陽だまり　　　　195人

【取組】
　市北部（オルミス）と、南部（陽だまり）の2箇所の病児保育室を運営しま
す。（事業費20,096千円）

【成果目標】
　病児・病後児保育室の利用者の拡大を図ります。

重

重

重
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【取組】
・妊娠初期から子育てまでの総合相談窓口として開設した子育て相談セ
ンターの周知に努めます。
・関係機関との連携の強化を図るとともに、地域における相談体制等に
ついて検討し、切れ目ない支援の充実による子育て不安の軽減を図りま
す。
・産後ケアなど特に産後早期の母親への支援の充実を図ります。
　事業費　総合相談事業　　4,005千円
　　　　　　 妊娠・出産包括支援費　5,232千円

【成果目標】
　産後、退院してからの一カ月程度、指導・ケアを十分に受けられたと感
じた人の割合　87%　　(平成28年度実績 86.4%）

㉑

【取組実績】
・子育て相談センターのポスターを市の関係機関のほか市内医療機関や市
内薬局に掲示しました。
・養育支援会議を毎月行い、虐待リスクの早期把握に努めるとともに、継続
的な支援を行うため関係機関との情報連携を図りました。（急を要する案件
は担当課に直接連絡し、緊急性を損なわないように配慮）
・引き続き産後ケアや産後電話相談などの事業を実施することにより産後
直後の母親を支援し育児不安や負担感軽減を図りました。

【成果実績】
・市内医療機関（産婦人科・小児科・妊婦歯科）75か所・市内薬局47か所に
ポスター掲示
　総合相談件数　H28 647件 →　H29 1,094件
　　　　　　月平均　64.7件/月　　　91.2件/月
・養育支援会議（家庭児童相談室主催）
　H29年度開催数・・・16回（月1～数回）
　養育支援会議への連携件数　94件
　担当課等へ直接連絡した件数　55件
・産後ケア利用者数　H29
　宿泊サービス利用　延べ人数4人　延べ日数21日
　訪問サービス利用　延べ人数3人　延べ日数5日

14

＜子育て支援の充実＞
　平成２８年６月に子育て相談センターを開設し、妊娠から子育てに
関する総合相談を行っていますが、気軽に相談できる窓口としてさら
に多くの方に知ってもらうとともに、必要な支援につながる体制を充
実させる必要があります。

⑯
・妊娠から子育てに関する不安を解消するとともに切れ目ない支援につ
なげるため、子育て相談センターの周知に努めます。
・地域における子育て相談のあり方や体制などを検討します。

㉑

12

＜子ども・子育て支援、ネットワークの充実＞
　（結婚支援の取り組み）
未婚化・晩婚化の進行は少子化の一つの要因となっており、近年、
未婚率、平均初婚年齢ともに上昇を続けています。また、希望する
婚姻の率に比べて実際の婚姻率は大きくかい離し、経済的な理由で
結婚に不安を抱える人も多くいる状況があります。このことから、少
子化対策としての総合的な結婚支援に取り組む必要があります。

⑲

【取組実績】
　経済的理由で結婚に不安を抱える世帯を対象に、結婚に伴う新生活のス
タート時に必要な新居の購入や賃貸、引越しに係る費用を補助しました。

【成果実績】
　補助金交付件数　9件

⑳

【取組実績】
・子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管理お
よび中間見直しを行いました。
・「草津っ子」シンポジウムを開催しました。

【成果実績】
・子ども・子育て会議の開催回数　5回
・平成29年11月に「草津っ子」シンポジウムを開催しました。（参加者83人）

【取組】
　・子ども・子育て会議を開催し、子ども・子育て支援事業計画の進捗管
理および中間見直しを行います。（事業費 1,157千円）
　・「草津っ子」シンポジウムを開催します。（事業費　353千円）

【成果目標】
　・子ども・子育て会議の開催回数　4回（平成28年度　2回）
　・「草津っ子」シンポジウムの開催回数  １回 （平成28年度　1回）

13

＜子ども・子育て支援事業計画の推進＞
　平成27年度から平成31年度までの５年間を計画期間とする「子ど
も・子育て支援事業計画」を策定しており、重点的な取組事項におい
て定める数値目標の達成に向けて、進捗管理を図るとともに、中間
年度での必要な見直しを行う必要があります。

⑮

・事業の実施状況および重点的な取組事項の数値目標について、進捗
管理を行うとともに、計画の中間見直しを行います。
・心豊かでたくましく生き、未来をつくる草津の子ども、「草津っ子」の育
みに向けて、各種事業を推進するとともに、シンポジウムの開催等によ
り、「草津っ子」の普及、啓発を行います。

⑳

【取組】
　経済的理由で結婚に不安を抱える世帯を対象に、結婚に伴う新生活の
スタート時に必要な新居の購入や賃貸、引越しに係る費用を補助しま
す。（事業費　3,800千円）

【成果目標】
　補助金交付件数　20件（平成28年度　11件）

　国・県の結婚新生活支援事業を活用し、引き続き結婚に伴う新生活の
支援を行い、結婚の希望をかなえることにより、少子化対策を推進しま
す。

⑲⑭

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】
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◆目標管理者

理事（交通政策担当）　　　東　隆司

部長　　　　　　　　　　　 　　山本　憲一

理事（都市再生担当）　　　六郷　昌記

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　地域公共交通網形成計画と連携し、立地適正化計画および草津
市版地域再生計画の策定に取り組みました。
　地元調整を十分に行い、地域の意見を取り入れるため、公表時期
および策定スケジュールを見直しました（平成30年3月公表→平成
30年10月公表）
　・市民フォーラムの開催
　・地元調整
　・計画策定に係る中間報告
　・都市計画審議会での協議　等

【成果実績】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　67.4%　（平成28年度　67.6%）

　２．重点目標

【取組実績】
　立地適正化計画および草津市版地域再生計画と連携し、地域公
共交通網形成計画の策定に取り組みました。
　地元調整を十分に行い、地域の意見を取り入れるため、公表時期
および策定スケジュールを見直しました（平成30年3月公表→平成
30年10月公表）
　・市民フォーラムの開催
　・地元調整
　・計画策定に係る中間報告
　・地域公共交通活性化再生協議会での協議　等

【成果実績】
　公共交通機関の利便性に満足している市民の割合
　　41.6% （平成28年度　44.7%）

②

③

　　３．目標達成のための取組と成果目標

【取組実績】
○中心市街地公共空間賑わい創出事業
　・草津川跡地公園「de愛ひろば」やニワタス、本陣周辺エリアにお
いて、子ども向けのイベントや地域の方に参加いただきやすい小市
などを開催しました。複数の施設で共同実施するなど、中心市街地
の回遊性を高められるよう取り組みました。
　・草津駅東西の商業施設や商店街と連携し、駅周辺一帯でイルミ
ネーションを行うことで、中心市街地の広範囲においてにぎわいを
創出できました。
　・中心市街地の空き店舗や空き家の活用について、草津まちづく
り株式会社と共に取り組んでいるものの、平成29年度はその支援制
度である魅力店舗誘致事業費補助金（空き家等の店舗改修に対す
る補助）の活用実績はありませんでした。

○草津まちづくり株式会社等への支援
　・草津まちづくり株式会社の早期経営安定化を目的に、運営支援
に関する補助を行いました。
　・協議会の事業、運営が円滑に行われるよう補助を行いました。結
果として、協議会の事業として、まちなか情報誌の発行やイルミネー
ション事業などが実施されました。

○第2期草津市中心市街地活性化基本計画の策定
　計画策定を効率よく進めるため業務支援委託を行いました。結果
として、平成29年度は、市民アンケートの実施や第２期計画の骨子
案を作成しました。

【成果目標実績】
　中心市街地に魅力があると感じる市民の割合
　　34.8%（平成28年度　31.3%）

【取組実績】
○北中西・栄町地区市街地再開発事業
　解体工事の完了後、区域内に仮設店舗を設置され、本体工事に
着手されました。

○（仮称）市民総合交流センターの整備事業
　定期借地権方式による民間活力を活用し、市の財政負担の軽減
を図るとともに、民間事業者からの提案に基づく新たな機能を付加
した、公民の複合施設として整備するため、用地の買い戻しを行い
優先交渉権者を決定しました。

【成果実績】
　まちなかに魅力があると感じる市民の割合
　　34.7%（平成28年度　30.4%）

《平成２９年度　都市計画部　組織目標の達成状況》　

【取組】
○北中西・栄町地区市街地再開発事業
（事業費）
　・組合への調査設計計画費、補償業務、共同施設整備費補助金
  　　1,045,008千円
　・組合への調査設計計画費、土地整備費、補償業務、仮設店舗設置費
　　　　945,996千円（H28明許繰越予算）
○（仮称）市民総合交流センターの整備事業（事業費：915,310千円）
　　※都市再生本部会議関連事項

【成果目標】
　まちなかに魅力があると感じる市民の割合
　　31.0%（平成28年度　30.4%）

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

②

1

・将来の人口減少を見据え、市街地の拡大を基調とした拡散型の開
発整備から、中心市街地を中心とした集約型都市構造への転換が求
められています。
・市街化調整区域の一部の集落では、すでに人口減少や高齢化が進
行し、農業や漁業の後継者不足も課題となるなど、地域コミュニティを
維持するための対策が必要となっています。

　「コンパクトシティ＋ネットワークのまちづくり」の考え方に基づき、市民
（地域）・事業者・行政の三者の協働、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推進します。

【取組】
○中心市街地公共空間賑わい創出事業
　活性化拠点として整備したニワタスや草津川跡地公園「de愛ひろば」等
の公共空間を回遊いただき、整備効果を中心市街地全体に広げるため、
ソフトイベントの実施や魅力店舗の誘致などの活性化事業に取り組みま
す。
（事業費）
　・中心市街地公共空間賑わい創出委託   　7,282千円
　・草津駅前イルミネーション事業費補助金　2,000千円
　・魅力店舗誘致事業費補助金　　　　　　　　 4,000千円
○草津まちづくり株式会社等への支援
　多様なまちづくり関係者による中心市街地の活性化を促進します。
（事業費）
　・草津まちづくり株式会社への運営支援補助金　16,491千円
　・草津市中心市街地活性化協議会への負担金　　1,000千円
○第２期草津市中心市街地活性化基本計画の策定
　現行の基本計画の効果検証や評価を行い、２期計画の策定を進めてい
きます（事業費　6,902千円）
　　※都市再生本部会議関連事項

【成果目標】
　中心市街地に魅力があると感じる市民の割合
　　32.0%（平成28年度　31.3%）

②

①

【取組】
○地域公共交通網形成計画を策定します。（事業費　4,800千円）

【成果目標】
　公共交通機関の利便性に満足している市民の割合
　　45.0% （平成28年度　44.7%）

　「コンパクトシティ＋ネットワークのまちづくり」の実現を目指し、立地適
正化計画、地域再生計画、地域公共交通網形成計画の計画策定に取
り組みます。

①

【取組】
○立地適正化計画を策定します。（事業費　789千円）
○地域再生計画を策定します。 （事業費　6,405千円）

【成果目標】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　69.0%　（平成28年度　67.6%）

③

④

2
　中心市街地の衰退が市全体の都市機能と経済活力の低下を招く恐
れがあることから、にぎわいやコミュニティの場としての中心市街地の
活性化が求められています。

③

　市街地の整備改善、都市福利施設の整備、まちなか居住の推進、商
業の活性化、公共交通の利便増進の視点で総合的に取り組むなど、歩
いて暮らせる魅力ある都市づくりを引き続き進めていきます。
　また、中心市街地の活性化を継続して推進していくため、平成25年に
内閣総理大臣から認定された現行の中心市街地活性化基本計画にお
ける取組みの検証および評価を行うとともに、平成31年4月を始期とす
る第2期基本計画の策定を進めていきます。

④

重

重

平成29年度予算重点施策に関連する項目
には、「4.課題解決に向けた平成29年度の
具体的な取組」欄に、左の記号を記載して
います。

重
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⑤

【取組実績】
○南草津プリムタウン土地区画整理事業
　・事業計画変更の県認可後に仮換地指定を行われました。
　・補助事業である文化財調査や区画街路築造等の工事に着手さ
れました。

【成果実績】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　67.4%　（平成28年度　67.6%）

3

　南草津プリムタウン地区では、南草津駅周辺地区として、健全かつ
計画的な市街地の形成と地域の発展を図るまちづくりを進めるため、
地権者が土地区画整理組合を設立され、土地区画整理事業に取り組
まれています。

④
　平成29年度は、埋蔵文化財調査、区画街路工事を実施されることか
ら、組合へ支援を行います。

　２．重点目標

⑤

【取組】
○南草津プリムタウン土地区画整理事業
（事業費）
　組合への文化財調査費（公共用地）、区画街路用地・築造費補助金
　　146,057千円

【成果目標】
　良好な居住環境が形成されていると感じる市民の割合
　　69.0%　（平成28年度　67.6%）

　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

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

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取り組みと成果目標

①

【取組】
　大江霊仙寺線南笠工区の整備を進めます。
　　　平成29年度実施事業費  131,000千円
　　　　　　　　繰越47,682千円＋現年83,318千円

【成果目標】
　整備率　10.7%  （H28年度末　3.0%）

⑤

《平成２９年度　建設部　組織目標》　

3

・市民の憩いと安らぎが感じられる、緑地・オープンスペースの確保、
整備が求められています。
・老朽化が進む市内の都市公園において、安全性の確保と機能保全
を図るため、公園施設の維持管理や長寿命化対策を計画的に進める
必要があります。
・公共空間での市民協働によるガーデニング等の取り組みを進める
「ガーデンシティくさつ」を実現し、まちの心地よさ、魅力の向上を図る
必要があります。

②

【取組】
  市道長寿命化事業を進めます。
　   平成29年度実施事業費　243,151千円
　　　　　　　 繰越26,954千円＋現年216,197千円

【成果目標】
  長寿命化を計画した橋梁のうち修繕に着手した橋梁
　進捗率　6.4%  （H28年度末　3.2%）

・緑の基本計画に基づき市民1人あたりの都市公園面積を7㎡にするため、
野路公園および野村公園の整備を進めます。
・野村公園の整備については、中心市街地におけるにぎわい拠点の整備
として、市民スポーツの拠点である野村市民体育館をスポーツのほかにも
各種イベントが実施可能な体育館の建て替え工事に着手します。
・公園施設長寿命化計画に基づき、効率的、効果的な施設の改修または
更新を行います。
・「ガーデンシティくさつ」の推進について、その実現に向けた具体的な施策
展開を図るため、第2次草津市緑の基本計画の見直しを行います。

④

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

【取組】
　雨水幹線の整備を進めます。
　  平成29年度実施事業費　504,030千円
　　　　　　　繰越206,030千円＋現年298,000千円

【成果目標】
　平成27年度末の雨水幹線整備面積に対する
　進捗増加率　0.7％　（H28年度末　0.2％ ）

【取組】
　野路公園および野村公園の整備を行います。
   （野路公園整備費）
　　　平成29年度実施事業費　　　43,038千円
   （野村公園整備費）
　　　平成29年度実施事業費　2,216,097千円
　
【成果目標】
　野路公園の用地を取得します。
　野村公園（体育館建設工事）　進捗率　40％

【取組】
　都市公園内の施設の長寿命化事業を進めます。
　　　平成29年度実施事業費　67,981千円
　
【成果目標】
　都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施します。

⑥

【取組】
　第２次草津市緑の基本計画を見直します。
　　　平成29年度実施事業費　5,921千円
　
【成果目標】
　「ガーデンシティくさつ」の実現に向けた課題整理や具体的施策の
検討を行います。

③

1

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

①

2

・平成25年度の台風18号をはじめ、近年集中豪雨が多発しているな
か、排水能力が不足している河川が市内に一定あることから、河川・
排水路の氾濫が危惧されます。
・雨水幹線整備については、接続先となる一級河川整備の未整備が
多く、雨水幹線整備計画の支障となっています。

②

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

③

技　監　　　　　東　隆司

部　長　　　　　吉川　寛

【取組実績】
　野路公園および野村公園の整備を行いました。
　（野路公園整備費）
　　　平成29年度実施事業費　　　　2,328千円
　（野村公園整備費）
　　　平成29年度実施事業費　1,883,000千円

【成果実績】
　野路公園の用地を取得しました。
　野村公園（体育館建設工事）の整備を実施しました。
　進捗率　40%

⑤

【取組実績】
　都市公園内の施設の長寿命化事業を進めました。
　　　平成29年度実施事業費　55,653千円

【成果実績】
　都市公園および児童遊園の修繕・再整備を実施しました。

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　大江霊仙寺線南笠工区（その１）事業について、南草津プリムタウン土地
区画整理組合の工程にあわせて実施しました。
　　　平成29年度実施事業費  47,682千円
　　　　　　　　繰越47,682千円＋現年0千円

【成果実績】
　整備率　3.0%  （H28年度末　3.0%）

②

⑥

【取組実績】
　第２次草津市緑の基本計画を見直しました。
　　　平成29年度実施事業費　5,451千円

【成果実績】
　「ガーデンシティくさつ」の実現に向けた課題整理や具体的施策の検討を
行い、「第２次草津市みどりの基本計画（改定版）」の案を作成しました。

【取組実績】
　市道長寿命化事業を実施しました。
　　　平成29年度実施事業  166,375千円
　　　　　　　　繰越38,430千円＋現年127,845千円

【成果実績】
　進捗率　4.0%  （H28年度末　3.2%）

③

【取組実績】
　雨水幹線の整備を実施しました。
　　　平成29年度実施事業費　206,854千円
　　　　　　　　繰越206,030千円＋現年824千円

【成果実績】
　平成27年度末からの雨水幹線整備面積に対する
　進捗増加率　0.3％　（H28年度末　0.2％ ）

④

平成29年度予算重点施策に関連する項目
には、「4.課題解決に向けた平成29年度の
具体的な取組」欄に、左の記号を記載して
います。

重

重
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⑧

【取組】
　外部の有識者等で構成する草津市改良住宅譲渡審議会を設置
し、入居者等で組織する譲渡検討委員会の協議を踏まえて作成し
た「改良住宅譲渡基本方針（案）」について諮問します。
　※同和対策本部会議関連事項
  　　平成29年度実施事業費　7,055千円

【成果目標】
　当該審議会の答申を受け、譲渡の基本方針を策定します。

5

・住宅地区改良事業等の一環として、昭和40年代から昭和60年代に
かけて建設された改良住宅は、耐用年数の4分の1（11年3か月）が経
過すると、入居者等に譲渡が可能となりますが、これまでのところ、本
市においては譲渡の実績がありません（滋賀県内では、多くの自治体
が譲渡を進めています。）。
・平成26年度に譲渡価格の設定、譲渡手法等の課題を市内部の方向
性として整理しました。
・平成27年度、平成28年度には、上記の譲渡の基本方針について、
入居者等への説明や検討・協議を進めました。

⑤ 　改良住宅の譲渡に向けて基本方針の策定を進めます。 ⑧

【取組実績】
　有識者、関係団体、公募市民等10名で構成する草津市改良住宅譲渡審
議会を設置し、「改良住宅譲渡基本方針（案）」について諮問を行い、計５回
の審議会を開催しました。
　また、譲渡を行う改良住宅敷地の面積測量を行いました。
　※同和対策本部会議関連事項
　　平成２９年度実施事業費　19,585千円
　　　　　　　　　　（補正予算額　19,153千円）

【成果実績】
　審議会より改良住宅の譲渡に向けた答申を受けました。

4

・平成29年4月1日から、草津川跡地公園（区間2）および草津川跡地
公園（区間5）を都市公園として供用開始し、今後の運営管理が注目さ
れています。
・テナントミックス事業について、4月20日に3店舗がグランドオープンし
ました。
・未整備区間（区間3，4，Ｒ1、6）について、整備着手に向け取り組む
必要があります。
・草津川跡地公園（区間2）「ａｉ彩ひろば」の一部民間活動エリアについ
て、事業者が未決定です。
・草津川跡地公園（区間5）「ｄｅ愛ひろば」については市民活動の醸成
が求められています。

④

・指定管理者や草津まちづくり株式会社などと連携し、魅力的な公園運営
を行うことにより、多くの方に来園していただける公園を目指します。
・一部民間活動エリアについて事業者を選定し、事業者活動を創出しま
す。
・次期整備区間の整備着手に向けて、関係機関との調整を進めます。
・管理運営会議の充実に努めます。

⑦

【取組】
　草津川跡地公園運営および整備を進めます。
　　　平成29年度実施事業費157,988千円

【成果目標】
　年間公園来園者数　300,000人

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取り組みと成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑦

【取組実績】
・平成29年4月1日から都市公園として、指定管理者による公園管理を行う
とともに、草津川跡地公園管理運営会議を毎月実施し、関係者と意見交換
しました。
・草津川跡地（区間6）にかかる基本設計業務を発注しました。
・草津川跡地（区間4）における仮駐車場整備については、草津川跡地公園
（区間5）への動線にあることから、この空地について管理に必要な整備を
行いました。

【成果実績】
　年間公園来園者数　約600,000人

重
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◆目標管理者

②

【取組実績】
（１）中大口径管、医療・災害拠点に至る管を中心に、計画どおり整備更
新を実施しました。
（２）上下水道業務継続計画（ＢＣＰ）を策定しました。

【成果実績】
（１）配水管更新工事
　　　　更新配水管更新延長3.4km （うち平成28年度繰越分0.6km）
（２）上下水道業務継続計画（ＢＣＰ）策定

③

【取組実績】
（１）ロクハ浄水場新館耐震補強工事に着工しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年度から平成31年度完成
　
（２）浄水場長期改修計画に基づき、設備改修工事を実施しました。
　・北山田浄水場配水ポンプ盤取替工事
　・ロクハ浄水場旧館高度処理施設揚水ポンプ取替工事
　・ロクハ浄水場他無停電電源装置取替工事

【成果実績】
（１）ロクハ浄水場新館耐震補強工事に着工しました。
（２）次の機器等の更新工事を実施しました。
　・北山田浄水場配水ポンプ盤取替　　　　　　　取替　9面、増設　3面
　・ロクハ浄水場旧館高度処理施設揚水ポンプ取替　 5台
　・ロクハ浄水場新館など無停電電源装置取替　　　　 3台

③

・草津市水道ビジョンで掲げたロクハ浄水施設耐震率100％（平成31年度）
の目標達成に向けて耐震整備を進めます。
・老朽化が進んだポンプ・電気設備等について、長期計画に基づき設備更
新を行います。

③

【取組】
（１）ロクハ浄水場新館の耐震補強工事を実施します。
　　平成29年度債務負担工事、平成31年度完成
　　　　　　　　　　[監理費]　　　　　　　（H29事業費）　   3,823千円
　　　　　　　　　　[監理費＋工事費]　（総事業費）  1,340,118千円
（２）浄水場長期改修計画に基づき、設備改修工事を実施します。
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　（事業費）　194,344千円
　・北山田浄水場配水ポンプ盤取替工事　　　 　　（155,331千円）
　・ロクハ浄水場旧館高度処理施設揚水ポンプ取替工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15,066千円）
　・ロクハ浄水場他無停電電源装置取替工事 　　 （23,947千円）

【成果目標】
（１）ロクハ浄水場新館耐震補強工事
（２）機器等の更新工事。
　・北山田浄水場配水ポンプ盤取替　　　取替　9面、増設 3面
　・ロクハ浄水場旧館高度処理施設揚水ポンプ取替　　 　5台
　・ロクハ浄水場新館など無停電電源装置取替　　　　　   3台

2

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

②

　水道ビジョンでは法定耐用年数40年を経過した管の一律更新を目標値と
しておりましたが、平成23年度に策定した管路整備更新基本計画に基づき
「基幹管路である中大口径管、医療拠点および災害対策拠点、避難所に
至る管」の更新事業を優先的に進めます。
　また、地震等の大規模災害の発生により、職員や資機材、ライフラインの
使用が大幅に制限される状況下においても、高いレベルで水道機能の確
保と復旧を図り、適切な業務遂行を行うことを目的として水道業務継続計
画（ＢＣＰ）を策定します。

②

【取組】
（１）管路整備更新計画に基づき、中大口径管、医療・災害拠点に
至る管を中心に更新を行います。
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　（事業費）　651,998千円
　　　　　　　　　　 　（うち平成28年度予算明許繰越　80,170千円）
（２）災害時等においても水道供給を短時間で再開できるよう業務
継続計画（ＢＣＰ）の策定を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業費）　　14,040千円

【成果目標】
（１）配水管更新工事　　　　　　　　　　　　 　　更新延長　　5.2km
　　　　　　　　　　　　　　 （うち平成28年度予算明許繰越　 0.5km）
（２）業務継続計画（ＢＣＰ）の策定

《平成２９年度　上下水道部　組織目標の達成状況》　

【取組】
　水道事業および下水道事業について、事業や経営状況の把握
を行い、水道事業経営計画、下水道事業経営計画の進捗管理を
行います。

【成果目標】
　事業計画の目標達成状況や経営状況の確認分析と、今後の展
開について上下水道事業運営委員会への報告および公表を行い
ます。

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

1

＜水道事業（経営）＞
・節水型社会の浸透により使用料収入の大幅な伸びは期待できない
状況です。
・平成27年度に中間見直しを行った水道ビジョンおよび水道事業経営
計画（平成23年度～平成33年度）に基づき事業展開を図っています。
・事業開始から50年が経過し、老朽化した水道管の更新と併せて、震
災等に備えたライフラインとしての機能確保が求められます。
・水需要の減少など水道事業を取り巻く環境の変化を注視し、安定し
た事業経営を続けていくことが必要です。

＜下水道事業（経営）＞
・下水道事業の施設整備率も99.6％となり、未整備箇所の多くは承諾
の得られない私道部分となっております。
・事業着手から40年以上が経過し、老朽化施設の更新や効率的な維
持管理が必要となっています。
・下水道事業は利用者のみなさまからの下水道使用料のほか、総務
省の繰出基準の通知に基づき、環境保全の観点の大きい経費につい
ては一般会計からの繰入金により経営を行っています。
・使用料収入はほぼ横ばい傾向となっていますが、下水道事業を取り
巻く環境の変化に注視しながら、引き続き事業の推進と安定的な経営
を行うことが必要です。

①

＜水道事業（経営）＞
　老朽水道管の更新の順次実施、震災等に備えたライフラインとしての機
能確保を考慮した整備・更新・改修を進めながら、安定的な水道水の供給
と健全な経営を継続して行えるよう、水道事業経営計画に基づき、水道料
金の10％還元を平成33年度末まで実施しながら、計画と実績による経営
状況の確認を行い、分析と改善の検討を行います。

＜下水道事業（経営）＞
　老朽化が進む施設の点検調査および耐震診断を実施し、施設の状況を
把握した上で、老朽化と地震への対策を行うと同時に、集中して実施して
きた初期投資の更新時期の平準化を目指します。
　また、企業債残高は229億円を上回り、資金面では厳しい状況が続きま
すが、順調に減少する計画で進んでおり、下水道事業第8期経営計画にお
いて定めたとおり、サービス水準の維持向上と経営の効率化を行い、長期
的な視点で公営企業としての健全経営を目指してまいります。

①

部長　　寺西　健二　 

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　水道事業については、平成27年度に見直しの計画どおり、水道料金
10％還元を継続しました。また、水道ビジョンの目標との確認を行い、計
画どおり遂行していけることの確認を行いました。
　下水道事業では、第8期経営計画での計画通り、平成29年度より、一
般会計からの操出金の方針を継続しつつ、「分流式下水道等に要する
経費」についての操出金部分を、一般会計からの借入金に変更して実
施しました。また、経営状況の把握を行い、事業の推進を図りました。

【成果実績】
　上下水道運営委員会へ事業の現状や今後の展開を報告するととも
に、その議事内容をホームページに公表しました。
　　　　開催日　　平成29年12月21日（木）
　　　　議事
　　　　　・平成28年度水道事業会計の決算概要について
　　　　　・平成28年度下水道事業会計の決算概要について
　　　　　・草津市水道ビジョンおよび水道事業経営計画の目標と実績に
　　　　　 ついて
　　　　　・草津市下水道事業第７期経営計画（後期）の目標と実績につ
             いて
　　　　　・平成29年度主要な事業内容について
　　　　　・今後の予定について
　　　　　・浄水場耐震補強事業の概要について
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　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

3

＜下水道事業(長寿命化、耐震化、農集排接続）＞
・公共下水道の事業着手から40年以上が経過し、公共下水道施設の
老朽化が懸念されます。
・下水道施設の老朽化により維持管理等にかかる費用は年々増大
し、将来の下水道経営に甚大な影響を及ぼしかねない状況にありま
す。
・東日本大震災で得た教訓をもとに、下水道施設の耐震化の市民意
識が高まっています。
・大震災の発生に備え、災害に強いライフラインの確保が求められて
います。
・市内6地区の農業集落排水施設、処理場が供用開始後20年から28
年が経過し、施設の老朽化により維持管理費が増加しています。

④

　下水道施設ストックは膨大な量となることから、経年変化による計画的な
老朽化対策が必要となっています。下水道長寿命化支援制度を活用した
下水道長寿命化計画に基づき、予防保全型事業を継続的に進めるため、
計画を２年間延伸し、ライフサイクルコストの低減を図ります。
　また、上記支援制度から、新たに創設された下水道ストックマネジメント
支援制度へ移行し、ストックマネジメント計画に基づき調査・点検を進めま
す。

　下水道長寿命化計画　　    平成25年度～平成29年度
     　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成31年度まで延伸）

④

【取組】
　公共下水道長寿命化計画に基づき、マンホール蓋の交換による
長寿命化対策工事および計画の更新を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）　256,500千円
　また、ストックマネジメント計画に基づき、調査点検を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）  　20,057千円

【成果目標】
　・下水道蓋長寿命化工事　　　　　　　　　　　蓋交換 　 825箇所
  ・下水道長寿命化計画の策定（期間延伸）
  ・下水道施設カメラ調査業務　　　　　　　　　調査延長　8,500ｍ

⑥

　処理場施設の老朽化等への対応や効率的な経営を行うため、市内6地
区の農業集落排水の公共下水道への接続について、計画どおりの事業実
施に努めます。
 
　農業集落排水公共下水道接続事業　　平成25年度～平成31年度
                                 　　　　　　　　 　　（平成32年度中接続予定）

⑥

【取組】
　公共下水道への接続に向けた年次計画に基づいた管渠敷設工
事を行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費） 　1,016,599千円
　　　　　　　　  （うち平成28年度予算明許繰越 　339,599千円）

【成果目標】
　農業集落排水公共下水道接続工事　　　整備延長   2,081ｍ
　　　　　　　　　　　　（うち平成28年度予算明許繰越　　  591ｍ）

⑤

　大震災など大規模災害に強い、下水道施設の防災対策を進めるととも
に、災害等の危機に遭遇した場合においても、重要な業務を短時間で再
開できるよう、防災および減災対策を進めます。
　また、平成30年度からの第2期下水道総合地震対策計画の策定を行い
ます。

  下水道総合地震対策計画（第１期）          平成25年度～平成29年度
  下水道総合地震対策計画（第２期）          平成30年度～平成34年度

⑤

【取組】
　下水道施設の防災対策および減災対策を行うため、平成30年
度からの下水道総合地震対策計画の策定を行い、下水道の流下
能力の確保や緊急輸送路の機能確保を図ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事業費）　　15,000千円

【成果目標】
　下水道総合地震対策計画（第２期）の策定

④

【取組実績】
　公共下水道長寿命化計画に基づきマンホール蓋の交換と長寿命化計
画の更新を実施しました。
　また、ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設カメラ調査を行い
ました。

【成果実績】
　・下水道蓋長寿命化工事　　　　　　　　　　　　　蓋交換　　828箇所
　・下水道長寿命化計画を策定（期間延伸）
　・下水道施設カメラ調査業務　　　　　　　　　TVカメラ調査　　8,400ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管口カメラ調査　8,200ｍ

⑤

【取組実績】
　平成34年度までの草津市公共下水道総合地震対策計画の策定を行
いました。

【成果実績】
　下水道総合地震対策計画（平成25年度～平成29年度）の計画を見直
し、平成34年度まで計画期間を延伸しました。

⑥

【取組実績】
　農業集落排水を公共下水道に接続するための管渠敷設を実施しまし
た。

【成果実績】
　管渠敷設工事を実施しました。
　　常盤地区　　　　　　φ200～800　　整備延長1,157ｍ
　　　　　　　　　　　　（うち平成28年度予算明許繰越　616ｍ）
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◆目標管理者

i

《平成２９年度　会計課　組織目標の達成状況》　

会計管理者　　　堀田　智惠子

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　各所属から収入・支出の執行予定の報告を適宜受け、より正確な収
入・支出状況を把握し、公金の適正運用を行いました。

【成果実績】
　日々、必要な資金の状況把握を行い、より多くの資金を定期預金等に
よる安全かつ有利な方法で運用しました。

【取組】
　資金の管理、収入・支出状況を的確に把握し、公金の適正運用
に努めます。

【成果目標】
　日々、必要な資金の状況を的確に把握し、より多くの資金を利
率の高い定期預金等で運用できるよう取り組みます。

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取り組みと成果目標

1

　マイナス金利政策の影響により、国債等の長期金利、借入金の目安
となる長期プライムレート、また各種預金の金利などが下落していま
す。そのため、公金の確実かつ有利な方法による運用が難しくなって
います。

①
　未だ続く低金利の状況下においても、確実かつできる限り有利な公金運
用を図ります。

①

会計課～1～



◆目標管理者

教育部専門理事 八杉　淳

①

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

【取組実績】
・いじめや差別のない明るい学校を築き、児童生徒が好ましい人間
関係のもとで安心して学校生活を送るため、いじめ等問題行動対策
アドバイザーを派遣しました。派遣先の学校では、問題行動等が発
生した際に迅速かつ組織的に対応することができました。国のいじめ
の防止等のための基本的な方針の改定等を踏まえ、平成30年3月に
草津市いじめ防止基本方針の改定を行いました。また、9月には、い
じめ防止啓発強化月間の取組を行い、家庭、地域への啓発を進めま
した。
・市内小中学校にスクールソーシャルワーカーを派遣し、教員や児童
生徒、その家族への指導助言等を行い、学校不適応など課題を抱え
る児童生徒の支援を行いました。
　

【成果実績】
　いじめの認知件数に対する解決率　77.4％（H30.4.1現在）
　⇒残りは3か月の見守り継続中（平成28年度　100％）

②

【取組実績】
　小学校では楽しみながら運動ができるダンス教室、中学校ではス
ポーツ障害を予防するためのスポーツドクターやトレーナーによる講
習会を実施するとともに、立命館大学スポーツ健康科学部や学校関
係者による「小・中学校体力向上プロジェクト推進会議」を設置し、子
どもたちの体力向上について継続的に取り組みました。
（事業実績額）
小学校体力向上プロジェクト推進費　　870千円
中学校体力向上プロジェクト推進費　1,200千円

【成果実績】
 ・小学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
　男子99.6％　女子98.2％
　　　（平成28年度　男子100.2％　女子97.2％）
・ダンス教室の開催回数　14回　　（平成28年度　14回）
・スポーツドクター講習会の開催回数　6回　　（平成28年度　6回）
・スポーツトレーナー講習会の開催回数 18回　　（平成28年度　18
回）

【取組】
・「草津市いじめ防止基本方針」に基づき、各学校でいじめ対策を推進す
るとともに、いじめ等問題行動対策アドバイザーを派遣して、学校体制の
強化を図ります。
・学校不適応の児童生徒の課題解決を図るために、教育と社会福祉の
分野における専門的な知識・技術を有するスクールソーシャルワーカー
を配置します。
（事業費）
　草津市いじめ等問題行動対策アドバイザー派遣費　1,416千円
　スクールソーシャルワーカー配置費　1,638千円

【成果目標】
　いじめの認知件数に対する解決率　100％
    　　　　　　　　　　　   （平成28年度　100％）

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

　２．重点目標

政策監 佐々木　亨

教育部長 明石　芳夫

教育部理事 中瀬　悟嗣

・「草津市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめに対する職員の危機
意識の向上や早期発見、対応等を総合的かつ効果的に推進するととも
に、家庭や地域、関係機関との密接な連携のもと、それぞれの役割と責
任を自覚していじめの根絶に向けた取組を進めます。
・学校不適応行動については、教育と社会福祉の両分野の専門的知
識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを「チーム学校」のスタッフ
として配置しながら、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支
援を行い、個々の課題の解決を図ります。

【取組】
　平成29年度は給食センター用地取得・測量、用地造成設計、建築基本
設計、中学校配膳室実施設計を行います。
（事業費）
　中学校給食センター整備費
  （事業費　237,516千円）

【成果目標】
　・給食センター用地の取得および測量の実施
　・用地造成設計の実施
　・建築基本設計の実施
　・中学校配膳室実施設計の実施

　　３．目標達成のための取組と成果目標

①

＜中学校給食の実施に向けた取組の推進＞
　全国的に中学校給食の実施が進んでいることや、本市における中
学校給食を望む保護者の声、市議会での請願の採択などといった社
会情勢の変化等を踏まえ、さらなる教育環境の向上と食育の推進を
図ることを目的として、平成29年2月に策定した中学校給食実施基本
計画に基づき、平成32年度からセンター方式による中学校給食を実
施する必要があります。

③
　中学校給食実施基本計画に基づき、平成32年度からの中学校給食の
実施に向けて、計画的な取組を推進します。

③ ③

【取組実績】
　中学校給食実施基本計画に基づく取組に着手し、中学校配膳室増
築工事実施設計については計画どおり完了しましたが、用地取得交
渉の難航により、用地取得および測量、用地造成設計、建築基本設
計は実施できませんでした。

【成果実績】
  中学校配膳室実施設計の実施 （24,840千円）

④

【取組実績】
・重点項目の「和食の推進、啓発」、「減塩献立」、「手作り献立」、「同
一アレルゲン1日1品目まで」の4項目に取り組みました。
・行事食献立、青花献立、全国の料理献立、かみかみ献立等や防災
献立（防災おにぎり献立等4回実施）にも取り組みました。
・地場産物の活用に努め、児童に安全、安心で新鮮な野菜等を提供
できました。
給食実施回数　187回（台風で1回中止）

【成果実績】
地産地消率　　草津市産活用率20.2％、草津市産含む滋賀県産
活用率41.5％

1

〈豊かな心と人間性の育成〉
　いじめの認知件数は増加傾向にあります。いじめの根絶に向け、学
校だけにとどまらず、家庭、地域、関係機関との連携を強化し、子ども
の自己肯定感を高め、豊かな感性や人間性を育む取組を進めていく
必要があります。
　また、不登校をはじめとする学校不適応行動には、学校、家庭、地
域社会など子どもを取り巻く環境が影響していることが少なくありませ
ん。子どもたちの課題の解消を図るためには、本人への働きかけとと
もに、取り巻く環境の調整・改善に取り組む必要があります。

①

2

＜児童生徒の体力向上＞
　平成28年度の児童の新体力テストの結果は、前年度より上昇しまし
たが、児童、生徒がより一層運動に関心を持ち、目標である全国平均
を上回るためには、今後も継続して体力向上やスポーツ障害予防に
取り組む必要があります。

3

4
＜安全・安心でおいしい学校給食の提供＞
　学校給食を通して、子どもの健やかな成長を助け、食育と地産地消
の推進を図ることが求められています。

④ 　安全・安心でおいしい学校給食を提供します。 ④

《平成２９年度　教育委員会事務局　組織目標の達成状況》　

②
　児童、生徒が運動する機会や環境の充実を図るための効果的な取組
を行うとともに、体育教科の授業改善により児童、生徒の体力向上を図
ります。

②

【取組】
　児童、生徒が運動に関心を持ち、継続して取り組めるよう、小学校では
引き続きダンス教室を行うほか、体育授業での予備的運動としてチャレン
ジタイムに新たなプログラムを加えて実施するとともに、大学と連携して
児童の体力などに関するデータ収集・分析を行います。中学校ではス
ポーツドクターによる講習会などを引き続き開催し、生徒のケガの防止と
体力向上に向けた取組を行います。
（事業費）
　小学校体力向上プロジェクト推進費　　  870千円
　中学校体力向上プロジェクト推進費　　1,200千円

【成果目標】
 ・小学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
　男子99.4％　女子99.0％
　　　（平成28年度　男子100.2％　女子97.2％）
・ダンス教室の開催回数　14回　　（平成28年度　14回）
・スポーツドクター講習会の開催回数　6回　　（平成28年度　6回）
・スポーツトレーナー講習会の開催回数 18回　　（平成28年度　18回）

【取組】
・重点項目として「和食の推進、啓発」、「減塩献立」、「手作り献立」、「同
一アレルゲン1日1品目まで」に取り組みます。
・献立にテーマを設けたり、行事食等を取り入れ、給食を通じて食の大切
さを学びます。
・地場産物を活用して、生産者や食物への感謝、新鮮で安全な食材の確
保とともに、地域農産物等の利用拡大を図ります。
（事業費　569,079千円）

【成果目標】
地産地消率　　草津市産活用率18％、草津市産含む滋賀県産活用率
40％

平成29年度予算重点施策に関連する項目
には、「4.課題解決に向けた平成29年度の
具体的な取組」欄に、左の記号を記載して
います。

重

重

教育委員会事務局～1～



　学校、家庭、地域の組織的な連携と協働体制を確立するため、学校支
援ボランティアの中心である地域協働合校との連携を強化し、これまで
各校で行われていた学校関係者評価の機能を包含したコミュニティ・ス
クールくさつを推進し、家庭、地域の参画を得ながら学校経営の充実を
図ります。

⑨

【取組】
　市内全小学校においてコミュニティ・スクールくさつを実施します。
（事業費）
　委員・研修会講師謝金　926千円
　先進地視察旅費　64千円

【成果目標】
　学校評価の「コミュニティ・スクールくさつは、学校運営に効果がある」に
　おける5段階評価　　4.0以上

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

　　３．目標達成のための取組と成果目標
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　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

・学校司書の派遣日数を増やし、全小中学校における学校図書館の毎
日開館を実現します。
・管理職、司書教諭、学校司書、学校図書館運営サポーター、学校図書
館ボランティアが参加する学校図書館運営部会の開催などにより、学校
図書館の運営を充実します。

⑤

【取組実績】
・小学校には、全校に配置しているJTE（日本人の英語指導助手）に
加え、新たにALT（外国人英語指導助手）を1名配置して巡回指導を
行いました。また、6年生を対象にしたオンライン授業（ビデオ通話に
よる外国人講師とのコミュニケーション活動）を、7校実施しました。
・中学校では、引き続きALTを2名配置し、巡回指導を行いました。
・新学習指導要領を踏まえ、英語（外国語活動）のカリキュラムの改
定や指導教員の研修を実施するなど英語教育の指導体制の確立に
向けた取組を進めました。

【成果実績】
  英語（外国語活動）が好きと回答した児童生徒の割合　77.7％

【取組実績】
・学校司書の派遣日数を年45日から60日に増やし、全20小中学校で
学校図書館の毎日開館を実現しました。
・管理職、司書教諭、学校司書、学校図書館運営サポーター、学校図
書館ボランティア等が参加する学校図書館運営部会を、各校で年間
を通して定期的に開催し（平均4.9回）、学校図書館の運営の充実を
図りました。

【成果実績】
・学校図書館を毎日開館する学校の割合　　100％
・児童生徒1人当たりの年間貸出冊数　　26.3冊

＜英語教育の推進＞
　平成32年度からの新学習指導要領では、英語教育の充実・強化が
掲げられ、小学校5、6年生の教科化、3、4年生の外国語活動の実
施、それに伴う中学校での指導内容の高度化が計画されています。
　英語を用いた外国人とのコミュニケーション活動の機会を充実させ
るとともに、小中一貫型の英語教育カリキュラムの作成など、より効果
的な指導方法を確立していく必要があります。

⑤

・「草津市英語教育推進計画」に基づき、新しい英語教育の指導体制を
確立するとともに、英語教育の拡充・強化を進めます。
・教員の英語力、指導力の向上や、英語を用いたコミュニケーション活
動の充実を図るとともに、「草津市小中一貫英語カリキュラム」の作成に
取り組み、新学習指導要領に基づく、新しい英語教育に円滑に移行でき
るよう教育環境を整えます。

⑥6

＜学校図書館の充実＞
　子どもが読書に親しみ、生涯にわたっての読書習慣を身につけるた
めには、子どもにとって最も身近である学校図書館の充実が必要で
す。

⑥

＜ICT教育の推進＞
　情報化やグローバル化といった社会的変化が急速に進展しており、
将来を担う子どもには、予測できない変化に対し、受け身ではなく主
体的に向き合うことができる力を身につけさせることが必要です。
　このための学び方として、新学習指導要領では主体的・対話的で深
い学び（いわゆるアクティブ・ラーニング）の実現が求められています。
また、将来どのような職業に就くとしても時代を超えて普遍的に求めら
れる力である情報活用能力やプログラミング的思考を育むことも求め
られています。

⑦
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　２．重点目標

⑦

【取組実績】
・草津型アクティブ・ラーニングの定着を図るために、実践事例集を市
内の全教員に配布するとともに、指導主事による学校訪問を行い、
授業改善を進めました。
・教育情報化推進リーダー養成研修（年7回実施）、スキルアップアド
バイザーによる学校訪問、各種研修等を通して、教員のＩＣＴ活用指
導力を向上しました。
・日本教育工学協会（JAET）の学校情報化優良校認定を2校で取得
し、全20小中学校が認定されました。また、市としても学校情報化先
進地域に認定されました。

【成果実績】
・「電子黒板やタブレットを使った授業は分かりやすい」と感じている
児童生徒の割合　90.5％
・ICT活用指導力について「できるほうである」と回答した教員の割合
　88.7％
・学校情報化優良校認定取得率　100％
・教育情報化先進地域の認定取得（市として）

⑧

【取組実績】
・草津市学校業務改善プランに盛り込まれた6カテゴリー20項目の業
務改善に取り組みました。
・教員の長時間労働を是正し、児童生徒と向き合う時間の確保や教
育の質の向上を図るため、勤務時間や部活動に関する共通基準を
定めました。

【成果実績】
　草津市学校業務改善プランに盛り込まれた20項目の実施率
100％

⑨

【取組実績】
　市内全14小学校でコミュニティ・スクールくさつを実施し、各校での
学校運営委員会の開催（平均で年3.6回）、市での研修会の開催（年2
回）、先進地視察の実施（年1回）等を通して、保護者や地域住民の
参画を得ながら、学校運営の充実を図りました。

【成果実績】
　学校評価の「コミュニティ・スクールくさつは、学校運営に効果があ
る」における5段階評価　　3.4
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＜学校の業務改善の推進＞
　社会情勢の変化に伴い、学校が抱える課題は複雑化・多様化し、学
校の業務は増加の一途をたどっています。
　教職員の業務の増加によって、子どもと向き合う時間や授業の準
備・教材研究などの時間の確保が困難になっています。

⑧

9

＜コミュニティ・スクールくさつの推進＞
　社会情勢の変化に伴い、学校が抱える課題は、複雑化・多様化して
います。こうした課題に対応し、新学習指導要領に盛り込まれた「社会
に開かれた教育課程」を実現するためには、学校と家庭、地域との連
携を深め、家庭や地域の声を学校運営に反映する必要があります。

⑨

⑥

・ICTを活用した効果的な指導方法である草津型アクティブ・ラーニング
による授業改善を進めます。
・研修の充実により、教員のICT活用指導力の向上を図ります。
・学校における教育情報化の取組を促進します。

⑦

【取組】
・昨年度に策定した草津型アクティブ・ラーニングのモデルカリキュラムや
実践事例集の活用を促進し、その定着を図ります。
・教育情報化リーダー養成研修や教育研究所が実施するスキルアップア
ドバイザー事業、各種研修講座等により、教員のICT活用指導力の向上
を図ります。
・日本教育工学協会（JAET）の学校情報化優良校認定を市内全小中学
校で取得し、市としても学校情報化先進地域となることを目指します。
（事業費）
　タブレット端末管理運営費　77,140千円
　電子黒板整備費　17,029千円
　情報教育調査研究費　2,498千円

【成果目標】
・「電子黒板やタブレットを使った授業は分かりやすい」と感じている児童
生徒の割合　91％　（平成28年度90.5％）
・ICT活用指導力について「できるほうである」と回答した教員の割合
　平均87％　　（平成28年度86.4％）
・学校情報化優良校認定取得率　100％　　（平成28年度90％）
・教育情報化先進地域の認定取得（市として）

・平成29年3月に策定した「草津市学校業務改善プラン」に基づき、
(1)業務環境の改善、(2)チーム学校の推進、(3)ボランティアの活動促
進、(4)市から学校へ依頼する業務の見直し、(5)部活動の見直し、(6)学
校運営体制の強化に取り組みます。

⑧

【取組】
　草津市学校業務改善プランに盛り込まれた20項目の業務改善に取り
組みます。

【成果目標】
　草津市学校業務改善プランに盛り込まれた20項目の実施率　100％

⑤

【取組】
・小学校では、全校に配置しているJTE（日本人の英語指導助手）に加
え、新たにALT（外国人英語指導助手）を1名配置して巡回指導を行いま
す。また、6年生を対象にしたオンライン授業（ビデオ通話による外国人講
師とのコミュニケーション活動）を、前年の3校から7校へ拡大して実施し
ます。
・中学校では、引き続きALTを2名配置し、巡回指導を行います。
（事業費）
　JTE、ALT配置費　　19,304千円
　オンライン授業委託費　　1,227千円

【成果目標】
　英語（外国語活動）が好きと回答した児童生徒の割合　60％

【取組】
　毎日開館や学校図書館運営部会の開催などにより、授業での活用や
貸出冊数の増加を図ります。
（事業費）
　学校図書館支援業務委託金　11,988千円
　学校図書館運営サポーター謝金　1,680千円

【成果目標】
・学校図書館を毎日開館する学校の割合　　100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度90％）
・児童生徒1人当たり年間貸出冊数　　24冊

重

重

重

教育委員会事務局～2～



⑫

・学校施設の安全性の確保と教育環境の改善を図るため、老朽化が進
む小中学校施設の改修とバリアフリー対応の設計・工事を行います。
・地震に対する学校施設の安全性を確保するため、小中学校校舎の非
構造部材について耐震対策工事等を行います。
・志津小学校および高穂中学校について、児童数、生徒数の増加に対
応した適正な施設規模を確保するため、校舎増築工事の実施を目指
し、実施設計業務を行います。

＜教育施設の整備＞
・小中学校施設は年数経過に伴い、内装や外壁、照明、給排水等の
付帯設備の老朽化が著しい状態です。このことから、建物の状況を踏
まえ、計画的に改修していくことが必要です。また、プールやグラウン
ド等の屋外施設や受電設備等の付帯設備についても、未改修の学校
もあるため、計画的な改修が必要となります。
・学校施設の構造体に係る耐震化については既に完了しましたが、構
造体以外の天井や窓、備品等のいわゆる非構造部材の耐震対策が
必要となります。
・志津小学校および高穂中学校では、校区内周辺の宅地開発が進
み、児童数、生徒数が年々増加しています。今後、教室数が不足する
ことが想定されることから、校舎の増築が必要となります。

⑩

【取組】
　平成30年度の校舎増築工事の実施を目指し、実施設計業務を行いま
す。
（事業費）41,416千円
・志津小学校校舎増築工事実施設計業務（10,588千円）
・高穂中学校校舎増築工事実施設計業務（30,828千円）

【成果目標】
　実施設計業務の完了

【取組】
　建築後相当年数を経過した校舎等の学校施設の改修を計画的に実施
するとともに、多目的トイレの設置や段差解消等、バリアフリー対応の工
事・設計を行います。
＜平成29年度＞
（事業費）11,681千円
・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設計業務（4,462千円）
・松原中学校武道館他大規模改造工事実施設計業務（3,974千円）
・草津中学校トイレ改修工事実施設計業務（3,245千円）

＜平成28年度予算繰越明許費＞
（事業費）937,128千円
・志津南小学校大規模改造1期工事（188,288千円）
・志津南小学校大規模改造1期工事監理業務（7,139千円）
・玉川小学校グラウンド改修工事（48,000千円）
・玉川小学校グラウンド改修工事監理業務（2,250千円）
・老上小学校トイレ改修工事（39,124千円）
・老上小学校トイレ改修工事監理業務（2,191千円）
・松原中学校大規模改造工事（247,612千円）
・松原中学校大規模改造工事監理業務（7,869千円）
・老上中学校大規模改造工事（386,624千円）
・老上中学校大規模改造工事監理業務（8,031千円）

【成果目標】
　環境にやさしい施設の整備に取り組んだ棟数（累計）66棟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度　累計63棟）

⑩

【取組実績】
老朽化した校舎等学校施設の改修を計画的に進め、多目的トイレの
設置や段差解消等、バリアフリー対応の工事・設計を実施しました。

・常盤小学校体育館大規模改造工事実施設計業務
・松原中学校武道館他大規模改造工事実施設計業務
・草津中学校トイレ改修工事実施設計業務
・志津南小学校大規模改造1期工事
・志津南小学校大規模改造1期工事監理業務
・玉川小学校グラウンド改修工事
・玉川小学校グラウンド改修工事監理業務
・老上小学校トイレ改修工事
・老上小学校トイレ改修工事監理業務
・松原中学校大規模改造工事
・松原中学校大規模改造工事監理業務
・老上中学校大規模改造工事
・老上中学校大規模改造工事監理業務

【成果実績】
環境にやさしい施設の整備に取り組んだ棟数（累計）66棟

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】
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　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

⑪

⑩

⑪

【取組】
　小・中学校の非構造部材の耐震対策を推進するため、校舎棟非構造
部材の調査・点検・実施設計を行います。
＜平成29年度＞
小中学校の非構造部材の耐震対策工事、調査点検実施設計業務を行
います。
（事業費）13,745千円
・小学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務〔老上、笠縫
東〕（9,025千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務〔新堂〕（4,720
千円）
＜平成28年度予算繰越明許費＞
（事業費）83,921千円
・小学校校舎非構造部材改修工事〔玉川、渋川〕（20,049千円）
・小学校校舎非構造部材改修工事監理業務〔玉川、渋川〕（2,429千円）
・小学校校舎非構造部材改修工事〔草津第二、南笠東〕（20,124千円）
・小学校校舎非構造部材改修工事監理業務〔草津第二、南笠東〕（3,893
千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事〔草津中〕（25,454千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事監理業務〔草津中〕（2,429千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事〔玉川中〕（7,596千円）
・中学校校舎非構造部材改修工事監理業務〔玉川中〕（1,947千円）

【成果目標】
　校舎の非構造部材の耐震化実施校率（累計）70％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度10％）

【取組実績】
　小中学校の非構造部材の耐震対策を推進するため、校舎棟非構
造部材の工事、調査・点検実施設計を行いました。
・小学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務（老上、笠
縫東）
・中学校校舎非構造部材改修工事調査点検実施設計業務（新堂）
・小学校校舎非構造部材改修工事（玉川、渋川）
・小学校校舎非構造部材改修工事監理業務（玉川、渋川）
・小学校校舎非構造部材改修工事（草津第二、南笠東）
・小学校校舎非構造部材改修工事監理業務（草津第二、南笠東）
・中学校校舎非構造部材改修工事(草津、玉川）
・中学校校舎非構造部材改修工事監理業務（草津、玉川）

【成果実績】
　校舎の非構造部材の耐震化実施校率（累計）70％
　（平成29年度40％） 8校／20校

⑫

【取組実績】
平成30年度の校舎増築工事の実施を目指し、実施設計業務を行い
ました。
・志津小学校校舎増築工事実施設計業務
・高穂中学校校舎増築工事実施設計業務

【成果実績】
　実施設計業務完了

重
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⑭

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標
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＜「くさつ健幸ウオーク2017」の開催＞
　ウオーキングは、誰もが気軽に始められるスポーツであり、多くの人
が親しみ、楽しんでいます。近年では高齢者をはじめ、体力に自信の
ない人でも始められるスポーツとして、専用ポールを使用するノル
ディックウオークが人気となっています。

⑭

⑮

⑯

【取組実績】
　関係団体で構成する「くさつ健幸ウオーク実行委員会」を設置し、草
津川跡地公園（区間５）イベント広場を発着会場とする「くさつ健幸ウ
オーク2017」を平成29年10月29日（日）に予定しましたが、台風22号
の接近に伴い、大会を中止しました。
　なお、申込者に対しては前日に電話連絡で中止の案内を行うととも
に、後日、記念品を送付しました。

【成果実績】
・「くさつ健幸ウオーク実行委員会」を組織しました。
・大会コースとして、約15ｋｍの健脚コース、約8ｋｍの一般コース、約
4ｋｍの散策コース、約4ｋｍのノルディックウオークコースを設定しまし
た。
・開催要項や運営マニュアルを策定しました。
・平成29年10月29日（日）に予定しましたが、、台風２２号の接近に伴
い、大会を中止しました。
・申込者数は252人であり、目標に到達しなかったことから、次年度は
内容や広報について見直します。

【取組実績】
　スポーツ関係団体や地元町内会等と調整を図りながら、テニスコー
ト（クレーコート4面）を整備しました。
（事業費）
　三ツ池テニスコート整備費（実績額74,225千円）

【成果実績】
　テニスコートを整備し、9月15日に供用を開始しました。

14

＜野村運動公園の整備＞
　スポーツの活動拠点である市民体育館の老朽化による建替えと中
心市街地におけるにぎわい拠点の整備を進めるため、野村公園新体
育館の建設工事を実施するにあたり、野村運動公園テニスコートを閉
鎖する必要があるため、代替施設を確保していく必要があります。

⑭
　野村運動公園テニスコートの代替施設を三ツ池運動公園の隣接地に
整備します。

⑯

【取組】
　スポーツ関係団体や地元住民と調整を図りながら、テニスコートを整備
します。

（事業費）
　三ツ池テニスコート整備費  （事業費89,824千円）

【成果目標】
　・テニスコートの整備　9月供用開始

⑫

・未利用者に利用していただくために図書館サービスの広報活動や、年
齢層・対象者別に各種イベントを実施します。
・レファレンスサービスの認知度を高め、新たな利用者を増やします。
・高齢者・障害者・外国人向け資料を収集し、充実を図ります。
未来の利用者につなげる、児童へのサービスと学校図書館活動の支援
を継続して行います。

【取組】
　未利用者に利用していただくために、ホームページやＦａｃｅｂｏｏｋ、広報
くさつ等で図書館サービスの周知を図り、年齢層・対象別に各種イベント
等を実施します。
1レファレンスサービスの充実・・・認知度を高め、利用者を増やします。
2新たな来館のきっかけとなる事業の実施・・・市民講座、歴史講座、ビブ
リオバトル、図書館まつりなどを実施します。
3中高生の利用拡大・・・中学校のブックトークや高校連携事業を実施しま
す。
4未就学児、児童サービスの展開・・・おはなし会、図書館探検隊等や読
書相談、学校連携事業を充実させます。
5高齢者・障害者・外国人へのサービス・・・高齢者・視覚障害者向けの大
活字本や朗読ＣＤ、録音図書、外国語資料の収集を充実させます。
6ＩＣタグを使った資料の管理と貸出サービス・・・平成30年の図書館シス
テム導入時に向けて、市民の利用のしやすさについて研究を行います。

（事業費）
図書館運営費（本館）　　　（事業費78,843千円）
南草津図書館運営費　　　（事業費38,186千円）
　
【成果目標】
　　アンケート実施による利用者満足度　　70％　（平成28年度60．8％）

⑬

　総合教育会議において、本市の教育の方向性・重点的に講ずるべき
施策などに関し、市長と教育長、教育委員が十分な協議・調整を行い、
本市の教育政策の方向性を共有します。

⑬

【取組】
　総合教育会議を開催し、市長と教育委員会が本市教育の強みや成果
と課題を共有し、教育政策の方向性について協議・調整を行います。
　スケジュール（予定）
　第1回　平成29年5月9日
　第2回　平成29年10月上旬
　第3回　平成30年2月上旬
　
【成果目標】
　総合教育会議の開催回数　3回　（平成28年度　3回）

12

＜生涯学習機会の充実のため「市民の図書館」としてのサービス展開
＞
　図書館利用者は市民の約2割にとどまっており、8割が未利用者であ
ることから、多様な生涯学習ニーズに応えるため、図書館の更なる利
用者拡大を図る必要があります。
　また、インターネットの普及による情報化社会の中、正確な情報資
料の提供が不可欠となっています。
　学校図書館活動の支援を含めた児童サービスを中心に実施してき
ましたが、利用者層の拡大を図るため、図書館の魅力を広く伝える必
要があります。
レファレンスサービス(生活の中の疑問に答えたり、学習を支援する調
べもの相談)の認知度が低く、利用も少ない状況です。
　高齢者・障害者・外国人向け資料は、他の分野と比べて蔵書数が少
なく、充実を図る必要があります。

11

＜総合教育会議の運営＞
　総合教育会議において、地域の実情に応じた教育、学術および文
化の振興を図るための重点施策などに関し、市長と教育長、教育委
員が協議・調整を行う必要があります。

⑪

　市内をステージにした健康イベント「くさつ健幸ウオーク2017」を開催
し、ウオーキングを通じたスポーツ健康づくりを推進します。

⑮

【取組】
　関係団体による実行委員会を設置し、草津川跡地公園（ｄｅ愛ひろば：
区間5）イベント広場を発着会場として、10月下旬にウオーキング、ノル
ディックウオークの大会を開催します。

（事業費）
　ウオーキング大会開催費補助金  （事業費　3,450千円）

【成果目標】
　・大会実行委員会の設立
　・大会コース設定
　・大会実施計画等の策定
　・大会の実施
　・参加者数　500人

【取組実績】
　未利用者に利用していただくために、ホームページやFacebook、広
報くさつ等で図書館サービスの周知を図り、年齢層・対象別に各種イ
ベントを実施しました。

1.レファレンスサービス　認知度38.9%(平成28年度32.1%)

2.市民講座　(南)　2回(43名)
　歴史講座　(本)　2回(82名)
　ビブリオバトル(本)1回(16名)
　図書館まつり(本)1回(参加者のべ1,241名)

3.出張ブックトーク　(本)32回(1,266名)南3回(149名)合計4小学校、4
中学校1,415名
　高校連携交流会　(本)1回(16名)、(南)2回(16名)

4.おはなし会(両館27回)　図書館探検隊(本館3回)　読書相談(11回)
学校連携事業(巡回図書事業ブックん学期毎、全14小学校)

5.大活字本　(212冊)　　朗読CD　(203点)　　外国語資料　(144冊)

【成果実績】
アンケートによる利用者満足度　88.2%　(平成28年度　60.8%)

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

【取組実績】
　3回の開催を計画しましたが、3回目については出席者の調整がつ
かなかったことから、2回の総合教育会議を開催し、本市の教育施策
に関する成果と課題を共有し、今後の方向性について議論を行いま
した。
　　第1回　29年5月9日
　　　　「草津市におけるいじめの現状と取組」
　　第2回　29年10月14日
　　　　「平成29年度全国学力・学習状況調査の結果から」
　 （中止）第3回　29年2月21日
　　　　「子どもの体力向上について」

【成果実績】
　総合教育会議　2回開催

⑬

重

重
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＜文化芸術の振興＞
　生活文化・地域文化・芸術文化を継承し、誰もがこれらにふれる機
会を充実させることで、市民の豊かな感性を育むとともに、”ふるさと
草津の心”を醸成していく必要があります。

　出会いと交流に満ちた草津ならではの文化を創造し、発展させ、文化
の力によって都市の魅力を高めることに取り組みます。
　特に”ふるさと草津の心”を育むため、俳諧の祖 山崎宗鑑生誕の地と
いう特色を生かした俳句のまちづくりを展開し、シビックプライドの醸成と
個性豊かな文化の振興を目指します。

17 ⑰

　市民の文化意識の高揚を図り、計画的かつ戦略的に事業を推進する
ため、文化振興の基本理念や基本施策等を明文化した（仮称）草津市
文化振興条例の施行および文化振興計画の策定に取り組みます。

＜（仮称）草津市文化振興条例の施行および計画の策定＞
　平成27年5月に「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第4次基
本方針）」が閣議決定され、我が国が目指す「文化芸術立国」の姿が
明示されました。これを受け、全国でも自治体において文化条例の制
定等、文化振興の機運が高まっています。
　また、市長マニフェストの実行にあたり、（仮称）草津市文化振興条
例の施行および条例に基づく計画を策定する必要があります。

⑳

【取組】
　音楽・美術・演劇・俳句など、幅広い分野において多種多様な市民の取
組を支援し、出会いと交流に満ちた草津ならではの文化を創造するた
め、各種事業を展開します。

【成果目標】
　文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合　21.0％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度　20.4％）

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

⑰

【取組実績】
①平成29年度計画の史跡草津宿本陣第2期保存整備事業（土蔵2）
を完了しました。
②史跡芦浦観音寺跡の環境整備事業（除草等）を7回実施する中で、
観音寺の市への理解を深めることができ、平成30年度、史跡保存活
用計画の策定について了承を得ることができました。

【成果実績】
①史跡草津宿本陣第2期保存整備事業を完了しました。進捗率83%
（199,948千円（完了事業費）/241,171千円（計画事業費））
②史跡草津宿本陣と草津宿街道交流館の両施設入館者数33,069名
　・草津宿本陣　　　 　18,050人
　・草津宿街道交流館15,019人

⑱

【取組実績】
　文化財調査成果の市民への還元のため、「草津の古代を掘る
2017」や「新指定文化財一般公開」のほか、市民センターと連携して
講座等を開催しました。
（事業費）
　歴史伝統館整備費　539千円
　文化財普及啓発費　218千円

【成果実績】
行事参加者数　1,511人
（主要行事参加者内訳）
草津の古代を掘る57人、観音寺春秋一般公開1,118人、まちづくりセ
ンター講座122人等

⑲

【取組実績】
　史跡草津宿本陣を活用した伝統文化鑑賞講座を年間12回開催しま
した。また、草津宿街道交流館の展示機器リニューアルやスマート
フォン解説システムの導入、東海道草津宿シンポジウムを開催し、草
津宿の魅力発信ができました。

【成果実績】
　両館入館者数は成果目標を上回る33,069人となりました。

⑳

【取組実績】
　市美術展覧会の開催　来場者1,715人　一般出品232人
　ｱｰﾄﾌｪｽﾀくさつの開催　来場者2,705人　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ体験者1,812人
　青少年俳句大会の実施　投句数5,626句
　ふるさと草津俳句会の実施　投句数726句
　俳句ing＆ウォーキングの開催　参加者数22人
　俳句入門講座の開催　受講者数24人

【成果実績】
　文化・芸術の振興が図れていると思う市民の割合　20.9％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度　20.4％）

㉑

㉒

【取組実績】
　定期的な情報交換や研修会を実施し、地域コーディネーター間の
情報共有やネットワークを深め、各小学校での地域協働合校活動の
充実を図りました。

【成果実績】
　小・中学校地域協働合校事業に関わった大人の人数　41,342人

【取組実績】
　平成29年7月1日に草津市文化振興条例を施行するとともに、草津
市文化振興審議会において調査審議を行い、条例に基づき草津市
文化振興計画を3月に策定しました。（審議会：28年度4回、29年度5
回開催）

【成果実績】
・草津市文化振興条例の施行
・草津市文化振興計画の策定

18 ⑱
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＜地域協働合校事業の推進＞
　平成10年度から、学社融合の考え方に立って、学校･家庭･地域が
それぞれの持つ教育機能を生かし、地域文化や自然体験活動など子
どもと大人が協働して取り組むことで、ともに学びあい高めあう（共育
ち）の場として取組を進めてきました。
　培われてきた「地域で子どもを見守り育てる」意識を大切にし、子ど
もの豊かな学びと地域の大人の活躍の場をさらに広げるため、市内
全小学校へ地域コーディネーターを配置し、地域資源や特性を生かし
た活動を行っています。

⑲

　事業開始後、年数が経過し、事業について認知はされていますが、地
域により活動状況に温度差があります。多くの地域の人が子どもたちと
活動をともにし、学び合い・かかわり合い・よろこび合い・認め合うしくみ
づくりをさらに進めるとともに、地域コーディネーター間の情報共有や連
携を図るため、定期的な協議の場や研修の機会を持ち、より広がりのあ
る地域協働合校の充実に努めます。

㉒

【取組】
より多くの地域の人が関わることで、子どもの豊かな経験・学びにつなげ
ます。
（事業費）　地域協働合校推進事業費　　7,959千円

【成果目標】
地域協働合校事業に関わる大人の人数　　46,200人
　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年度　40,884人）

【取組】
　（仮称）草津市文化振興条例を施行し、これに基づいて文化振興計画を
策定します。

【成果目標】
　（仮称）草津市文化振興条例の施行
  （仮称）草津市文化振興計画の策定

⑲

【取組】
　文化財である史跡草津宿本陣の積極的な活用を図るとともに、草津宿
街道交流館では展示機器のリニューアルを実施します。また、両施設に
スマートフォンを利用した解説システムを導入するとともに、東海道草津
宿シンポジウムを開催します。

【成果目標】
　史跡草津宿本陣と草津宿街道交流館の両施設入館者数32,700人
　　　（平成28年度33,329人。例年と異なる要因により850人増。）

15

＜文化財の調査・保存・活用＞
   地域に根差した歴史遺産は、まちの歴史文化や伝統を理解し、ふ
るさと意識の醸成や市民文化を新たに創造していくために不可欠な要
素であることから、 本市の歴史を物語る貴重な歴史遺産である史跡
草津宿本陣・史跡芦浦観音寺跡・史跡野路小野山製鉄遺跡の保全継
承に向けた積極的な取組を進める必要があります。
  また、市民の愛護意識の醸成および文化財を生かしたまちづくりの
推進のため、各種文化財の調査成果や保管資料の公開等、普及啓
発事業に積極的に取り組む必要があります。
  さらに、市域の各種開発から埋蔵文化財を適切に保護するため、調
査体制を整備する必要があります。

⑮

・史跡草津宿本陣第2期保存整備事業を継続して実施するとともに、史
跡芦浦観音寺跡および史跡野路小野山製鉄遺跡の保存活用を進めま
す。
・文化財愛護意識の醸成等を図るため、展示会や講演会など、各種の
文化財普及啓発事業を実施します。また、調査収集資料を広く市民に
公開できるよう、関係施設のあり方を検討します。
・大規模開発や住宅建設などの増加に対応できるよう、職員の適切な配
置、関係機関との連携を進めます。

⑰

【取組】
　史跡草津宿本陣第2期保存整備事業（土蔵2）を継続実施するとともに、
史跡芦浦観音寺跡の保存活用に向けた取り組みを所有者と調整しなが
ら進めます。
（事業費）
　史跡草津宿本陣整備費　　　　　　　　　　 11,667千円
　史跡野路小野山製鉄遺跡保存整備費　  1,735千円
　芦浦観音寺管理運営費　　　　　　　　　　　 4,159千円

【成果目標】
　・第2期保存整備事業（土蔵2ほか)保存修理事業の進捗率　83％
  ・史跡草津宿本陣と草津宿街道交流館の両施設入館者数
  　32,700人　（平成28年度33,329人。例年と異なる要因により850人増。）

⑱

【取組】
　文化財調査の調査成果等を市民へ還元するために、｢草津の古代を掘
る2017｣などの公開事業を実施するとともに、適正な所蔵資料の保管に
努めます。
（事業費）
　歴史伝統館整備費　539千円
　文化財普及啓発費　346千円

【成果目標】
　行事参加者　1,100人（平成28年度実績747人。※草津の古代を掘る
2017参加者数＋黒土遺跡発掘調査現地説明会参加者＋草津宿街道交
流館運営の草津市歴史資料コレクション展10（会期3／18～5／21）前期
（3／18～3/31）入館者数）

　　３．目標達成のための取組と成果目標

＜文化財の調査・保存・活用＞
　市民のふるさと意識の醸成を図るのため、歴史文化に目を向けても
らえる取組が必要です。加えて、史跡草津宿本陣や草津宿街道交流
館は観光面での活用が求められており、幅広い年代層や海外からの
観光客にも関心をもってもらえる事業展開や情報発信が必要となって
います。

16 ⑯

　史跡草津宿本陣と草津宿街道交流館が持つ歴史資源としての魅力を
さらに高めるため、展示機器の改修や解説システムの導入を実施しま
す。また、草津宿の魅力を積極的に発信し、多くの人に草津の歴史や文
化に触れていただく機会を設けます。

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

　２．重点目標

㉑

教育委員会事務局～5～



◆目標管理者

④

【取組】
　事務局職員研修への参加や先進事例の調査を行います。

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

2

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

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

③

【取組】
　所管事務調査や各特別委員会での調査のさらなる充実と、必要
に応じた知見の活用や、政策討論などの手法の活用を推進しま
す。（事業費1,915千円）

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

③

④

【取組実績】
　各常任委員会においては、所管事務調査項目について先進地視察
を行いました。また、必要に応じ外部講師などの知見の活用を行いまし
た。

【成果目標実績】
　常任委員会においては、引き続き所管事務調査を進める中で、執行
機関への意見や提言が充実するよう関係資料の作成や運営の支援を
行いました。また、成果物となる所管事務調査報告書を議会図書室、
市政情報公開室に公開しました。

【取組実績】
　近畿・県・湖南圏域の各市議会議長会が主催する研修会や民間研
修機関主催の研修会に参加しました。

【成果目標実績】
　議会運営等の実務に関し必要な知識を習得しました。

《平成２９年度　議会事務局　組織目標の達成状況》　

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取り組みと成果目標

②

【取組】
　議会だよりの発行や議会中継、スマートフォン・タブレット端末配
信などにより、議会活動の情報を発信します。（事業費6,214千円）

【成果目標】
　時機に合ったわかりやすい議会活動情報を発信します。

1

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

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

①

【取組】
　議会報告会の開催を支援します。（事業費100千円）

【成果目標】
　議会報告会の参加者等に、議会活動に対する一層の理解をい
ただきます。

事務局長　　　寺井　儀政

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　議会報告会の開催支援として、ポスター、チラシを作成し、市民への
参加を呼びかけました。（5/15、17、19の3日間6会場にて実施）

【成果目標実績】
　報告会では議会活動について説明し、参加者から様々な意見をいた
だきました。また、評価として、参加者アンケートにおいて51％の方が
「良かった」と回答がありました。（参加者数：延べ86名）

②

【取組実績】
　年4回、議会だよりを発行し、市内各戸に配付することで議会活動の
情報発信を行いました。また、本会議の中継においては、パソコン端
末・スマートフォン・タブレット端末への配信を行い、広く情報発信に努
めました。
　
【成果目標実績】
　議会だよりの発行（年4回）に際しては、議会広報編集委員会におけ
る意見を取り入れながら、市民に分かりやすい紙面の記事編集を行い
ました。また、議会中継については、スマートフォン・タブレット端末から
のアクセス数がさらに増加するよう、引き続き議会だより等で啓発しま
す。

議会事務局～1～



◆目標管理者

《平成２９年度　監査委員事務局　組織目標の達成状況》　

事務局長　川﨑　廣明

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

④

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

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

③

②

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

【成果目標】
　2団体・施設を対象として監査を実施します。

①

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

【成果目標】
　全部局27所属を対象として監査を実施します。

　第29次地方制度調査会答申から監査機能の充実・強化を図る方策
の検討がさまざま形で行われ、直近の第31次地方制度調査会答申で
は、長による内部統制体制の整備・運用と監査委員によるチェックの
もと、①監査の実効性確保のあり方、②監査の独立性・専門性のあり
方、③監査への適正な資源配分のあり方、などについて必要な見直し
を行うべきとされました。
これらは、地方公共団体全体の資源が限られる中で、監査機能を高
めるために検討されたものです。

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

2

1

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

⑤

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

【成果目標】
　工事1件を対象として監査を実施します。

②

　第31次地方制度調査会の答申を受けて、平成29年3月10日に、①監
査基準の策定と公表の義務化、②勧告制度の創設、③議選監査委員
の選任の義務付けの緩和、④監査専門委員の創設、⑤条例により包括
外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和等、監査制度の
充実・強化を内容とする地方自治法等の一部を改正する法律案が国会
に提出されたことなど、国の動向等を注視し改正内容に対応します。

⑥

【取組】
　地方自治法等の一部を改正される法律案や関連する総務省令等の
動向についての情報収集に努めます。

【成果目標】
　必要な改正手続き等を実施します。

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

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

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

○定期監査
【取組実績】
　当初計画・目的に沿って監査を実施しました。

【成果目標実績】
　全部局28所属を対象に監査を実施し、監査の結果、改善、検討を
要する事項については意見・指摘事項を付し通知しました。また、よ
り迅速な改善を促すため、監査結果を踏まえた措置状況の報告を年
1回から年4回に追加して公表しました。

②

○財政援助団体等に対する監査
【取組実績】
　当初計画・目的に沿って監査を実施しました。

【成果目標実績】
　公の施設の指定管理者について1団体・施設、補助金について1団
体を対象として監査を実施し、監査の結果、改善、検討を要する事
項については意見・指摘事項を付し通知しました。

③

⑤

⑥

【取組実績】
　監査制度の充実・強化を目的に地方自治法の一部を改正する法
律が平成29年6月に公布され、平成30年4月から一部施行されまし
た。

【成果目標実績】
　今回の地方自治法の一部改正のうち、平成30年4月1日から、条例
で議員のうちから監査委員を選任しないことができるとされたことか
ら、担当課が関係部署等と協議を実施するための情報提供を行いま
した。

○工事監査
【取組実績】
　当初計画・目的に沿って監査を実施しました。

【成果目標実績】
　1件の工事監査を実施し、監査の結果、改善、検討を要する事項に
ついては意見を付し通知しました。

○例月出納検査
【取組実績】
　当初計画・目的に沿って審査を実施しました。

【成果目標実績】
　毎月25日を基本に年間12回の検査を実施し、是正すべき事項につ
いて指摘事項を付し通知しました。

○決算審査・財政（経営）健全化審査
【取組実績】
　当初計画・目的に沿って審査を実施しました。

【成果目標実績】
　決算審査、基金の運用状況審査および健全化判断比率等審査を
実施し、市長に審査意見書を提出しました。

④

監査委員事務局～1～



◆目標管理者

【取組】
　農業委員会と関係機関が連携し、農地パトロールを実施するなど、無
断転用地や耕作放棄地の発生防止、解消を推進します。

【成果目標】
　遊休農地の解消目標（遊休農地の割合）
　　平成29年度　0.3％（平成28年度0.4％）

事務局長　　　村井　治夫

　　４．課題解決に向けた平成29年度の具体的な取組
　　　　【年度末実績】

①

【取組実績】
　人・農地プランの見直しにあたり、担い手の意見交換会を開催し、集
積への周知に努めました。

【成果目標実績】
　平成29年度末　45％（担い手の農地利用集積状況調査より）

②

【取組実績】
　平成29年度から農地利用最適化推進委員のよる農地パトロールを
行い、耕作放棄地の所有者に対して適正な管理または請負耕作につ
いての相談・指導等を実施しました。

【成果目標実績】
　平成29年度末　0.5％

【取組】
　農林水産課が実施する「人・農地プラン」の見直し等を通じ、各地域と
農業委員会、関係機関が連携し、担い手への農地利用の集積を推進
します。

【成果目標】
　市内全体の担い手への農地集積率
（農地等の利用の最適化の推進に関する指針より、全農地に対する割
合）
　　平成29年度　48.1％（平成28年度：43.0％）

《平成２９年度　農業委員会事務局　組織目標の達成状況》　

1

・市街化調整区域の農地について、開発行為が増加傾向にあります。
・農業収入では安定的な生活が見込めない不安や、後継者のいない
高齢の農業者が増加し、農地の売却（宅地等への転用）につながって
いるケースや、耕作のできない圃場が増加傾向にあり、耕作放棄地が
発生する要因となっております。

①

・農業委員会と関係機関が連携しながら、担い手への農地利用の集積
を図るとともに、農地パトロールの実施や農地の斡旋を行うなど、無断
転用地や耕作放棄地の解消に努めます。
・農家の農業経営不安について、また耕作放棄地への対策について、
市農林部局との協議を重ねて連携を図ります。

①

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

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

②

農業委員会事務局～1～
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