
〔総務部市長公室 企画課 所管〕

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

　事務事業の改革改善や職員の意識改革を図る。
　行政評価に基づくＰＤＣＡサイクルを展開していくことで，総合計画を効果的かつ効率的に推進させる。
　評価結果を公表して，市の説明責任を果たすとともに市民に市の事業を理解してもらう。

その他

一般財源 3,075 590 △ 2,485

国庫支出金

県支出金

地方債

02010702 行政評価事業 107

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,075 590 △ 2,485

一般財源 4,320 10,800 6,480

地方債

その他

10,800 6,480

国庫支出金

県支出金

　行政改革推進委員会からの外部評価を受け，ＰＤＣＡサイクルが展開できるような構成にマニュアルを見直し
た。

　目標達成を意識した事業実施まで至っていない。成果指標のみならず行政評価の意義を丁寧に伝えることで，
事務事業レベルにおける目標管理を徹底させ，成果の向上を図っていく。

　研修会等を開催し，特に管理職の意識向上を図ることで，職員に行政評価の意義等を浸透させる。

　市民及び市が守谷駅東口市有地を有効活用できるよう，計画を策定し整備を行う。

　平成28年度に引き続き基本計画の策定に向けたワークショップを開催した。オープンスペースを軸として，地
域，市民の憩いの場となるよう民間活力による事業をプロポーザル方式で実施することとした。
　民間事業者による事業の成立性や可能性を広く把握するため，サウンディング型市場調査を実施した。

02010711 守谷駅東口市有地整備事業 111

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,320
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

電気料　外

県支出金

地方債

その他 8,531 8,531

一般財源 200,554 △ 200,554

事業費 200,554 8,531 △ 192,023

国庫支出金

02010714 みずき野地内商業施設跡地利活用事業 111

（ 単 位 ： 千円 ）

主な名称平成28年度 平成29年度

平成29年度 平成33年度

85.00 100.00

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
指標名 単位

守谷駅東口市有地利活用方針検討状況 ％ 10.00 70.00

平成26年度 平成28年度

　平成30年度の上期を目標に民間事業者の公募（プロポーザル方式）を実施する。

　当該地の利活用方針を定め，地域の活性化に繋がる施設を民間活力により整備することで，まちに魅力や活気
を取り戻し，新たに人を呼び込める循環型のまちづくりを進める。

　筑波大学の協力を受けてみずき野町内会や関係団体と協議を行ったり，みずき野地区内外（周辺）住民から話
を聞くなど，地域からの意見を整理した。
　サウンディング型市場調査を実施し，民間事業者による利活用の可能性を探った。
　これらを踏まえ，平成30年1月に市から利活用方針（案）を提案し，ＷＥＢアンケートやオープンハウスによ
り地域からの意見を集めた。

　年度内の利活用方針については，関係者との調整に時間を要したため未決定である。

　早期の利活用開始に向けて，平成30年度中にプロポーザルによる事業者公募を開始する。

差

　平成29年度は，民間事業者が模索する事業内容や利活用形態の概要を把握することができ，利活用の基本計画
と事業の方向性を決定できたことで，次年度の事業公募に向け進めることができた。

商業施設跡地みずき野商業施設跡地位置図
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

地方創生推進交付金

一般財源 1,961 3,159 1,198

県支出金

地方債

その他

事業費 3,921 6,318 2,397

国庫支出金 1,960 3,159 1,199

02010718 「学生が輝く”まち”」再生プロジェクト 113

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

プロジェクトによる雇用創出 人 8 8 15

　才能豊かなママたちの活躍の場を創出し，ママたちが中心となって企業や行政と協働することにより，「ママ
が活躍するまち」を目指す。この目指す将来像は，魅力ある付加価値となり，本市と同様に東京圏との近接性を
持つ市区町村と差別化し，Ｕ・Ｉ・Ｊターンを促進し，守谷市地方創生総合戦略に掲げる基本方針「『住まう』
まち・守谷」を実現することができる。

指標名 単位

その他

一般財源 204 1,472 1,268

県支出金

地方債

主な名称

事業費 9,007 2,944 △ 6,063

国庫支出金 8,803 1,472 △ 7,331 地方創生推進交付金

　平成28年度に引き続き，活動拠点（ＦＡＭＯ）において（一社）もりやスマイルライフ協会に委託し，ママカ
フェを運営した（4月～7月）。

　ママたちの活動実績は今後の市内のママたちの活動に大きな価値があるものとなったが，運営主体との協議の
結果等を総合的に判断すると今後の事業継続は困難な状況であった。

　運営主体の事業継続が困難と判断し，事業を終了した。

　みずき野地区に学生を呼び込み，地域活動に積極的に携わってもらうことで，学生が輝くまちとして再生（地
区の活性化・若返り）を図ることを目指す。この目指す将来像は，魅力ある付加価値となり，本市と同様に東京
圏との近接性を持つ市区町村と差別化し，Ｕ・Ｉ・Ｊターンを促進し，守谷市地方創生総合戦略に掲げる基本方
針「『住まう』まち・守谷」を実現することができる。

（目標値）

02010717 「ママが活躍する”まち”」プロジェクト 111

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差
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【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

「野鳥の森散策路と鳥のみち」協働推進プロジェクト 決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

その他 4,466

地方債

4,466 ふるさと納税

一般財源

国庫支出金 4,465 4,465 地方創生推進交付金

県支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 8,931 8,931

当該地区に転入した学生（卒業生含む）の数 人 8 9

02010720 113

※

　平成29年度は計画していた9人がシェアハウス
に入居した。

　地区からの要望もあり，シェアハウスを3棟から
4棟に拡大する。平成30年度当初の時点では定員に
空きが生じているため，募集方法を工夫するなど
して，早期の入居者確保に取り組む。

学生シェアハウス夏祭り企画
（みずき野地区夏祭り）

※本事業は，平成30年度を期限とした地方創生事
業であり，その成果等を検証して平成31年度以降
の事業継続を判断するため，現時点での平成33年
度目標値はない。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

　地域資源「守谷野鳥の森散策路と鳥のみち」を活用して，将来の地方への永続的な人の流れ（交流人口から移
住促進へ）を創出し，持続的な経済効果をもたらす環境整備を目指す。この将来像は，魅力ある付加価値とな
り，本市と同様に東京圏との近接性を持つ市区町村と差別化し，Ｕ・Ｉ・Ｊターンを促進し，守谷市地方創生総
合戦略に掲げる基本方針「『住まう』まち・守谷」を実現することができる。

　守谷野鳥のみち（旧守谷野鳥の森散策路と鳥のみち）を管理する守谷市観光協会を主体として，木道の更新の
外，案内板の設置やホタルが生息できる水路環境整備を実施した。（作業は，守谷市観光協会，市民，市，首都
圏新都市鉄道（株）等による協働作業）

　学生向けのシェアハウス事業を継続した。7月に開催されたみずき野夏祭りでは、学生たち自らが提案した
ワークショップ企画「みずき野思い出マップをつくろう！」を実施し，この活動を通して学生たちが感じたこと
や，今後の活動について，市とみずき野町内会役員向けに，報告会を開催した（10/28実施）。
　次年度の長期ビジョン策定に向けたアンケートの分析，シェアハウス事業の検証，ヒアリングやオープンハウ
ス等を実施した。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

守谷野鳥のみちの木道

　庁舎全体の業務に影響が生じることなく，メールサーバの機器更新を行うことができた。
　情報セキュリティに関する事故・事件が発生した場合に対応するための体制を構築するとともに迅速な初動対
応や被害の調査の実施など効果的・具体的な手順を定めた守谷市情報セキュリティ緊急時対応計画を策定した。
　さらに，情報セキュリティ対策の向上を図るための基準を見直した。

　庁内の情報ネットワーク環境を適切に維持するとともに，業務の迅速化，簡素化，情報の共有化を推進し，市
民サービスの向上を図る。また，情報漏えいの未然防止など情報セキュリティの確保とその強化・拡充を図る。
（市民）必要な行政サービスを，必要な時に，システムにより迅速に受けることができる。
（市職員）システムを常時，安定的に使用できる。

その他 415 △ 415

一般財源 155,092 185,312 30,220

県支出金

地方債

国庫支出金 10,150 △ 10,150

事業費 165,657 185,312 19,655

02010802 庁内ネットワーク運営管理事務 115

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

　平成29年度の更新作業により野鳥のみちの利用環境が強化された。今後，市内外の交流人口を拡大させるため
ソフト事業を推進していく。

　守谷の魅力である「守谷野鳥のみち」を市内外の方々に知ってもらい，多くの方に訪れていただけるような地
域経済の活性化に資する事業を，首都圏新都市鉄道（株）等の民間企業と連携して実施していく。

野鳥のみち利用者数 人 0 25,000

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【指標】

【成果の動向】

申請，申込み等件数 件 13,208 14,233 15,175 20,000

　子育てに関する15の手続き（児童手当関係，保育所入所関係，妊娠の届出）が各種申請・届出などをオンライ
ン化することにより，市民の利便性向上を図ることができた。

一般財源 2,828 2,832 4

　市民がインターネットを通じ，各課にある各種の簡易的な申請・手続や，県内の公共施設の空き状況検索や予
約申込をいつでも行うことができるサービスを提供することで，市役所に足を運ぶことなくいつでも各種手続を
行うことができる。
　また，電子申請にマイナンバーを組み合わせることにより，社会保障と税の各制度の効率性・透明性を高め，
住民にとって利便性を高めることを目指す。

　平成29年11月から，茨城県が運営する「いばらき電子申請・届出サービス」を利用して子育てに関する15の手
続き（児童手当関係，保育所入所関係，妊娠の届出）で電子申請が可能となった。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

地方債

その他

国庫支出金 184 △ 184

県支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,012 2,832 △ 180

予期せぬサービス停止期間 時間 16.00 5.20 0.30 0.00

　情報セキュリティに関する事故・事件が発生した場合に，迅速かつ適切に被害の拡大防止，復旧などの対応を
行うため，情報セキュリティに対応するための体制構築，緊急時対応計画を制定し，情報セキュリティ抜本的強
化対策を講じることができた。

02010804 電子サービス提供事業 117

　平成28年度にマイナンバーによる情報連携に活用されるＬＧＷＡＮ環境のセキュリティ強化のため，いばらき
情報セキュリティクラウドを導入し，インターネット回線とＬＧＷＡＮ回線を分離し，ＬＧＷＡＮ回線における
セキュリティレベルを高めた。しかし，両ネットワーク間のファイルの受け渡しにおいて，いばらき情報セキュ
リティクラウドで用意するとされていたファイル無害化システムが導入されないこととなり，総務省が提示する
自治体情報システム強靭性向上モデルに沿って市町村ごとに用意することとなったため，今後，ファイル無害化
システムの導入を進める必要がある。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
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【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

【目的及び期待する効果（誰（何）をどうしたいのか）】

【今年度の取組】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

△ 2,948

　社会保障・税番号（マイナンバー）制度を導入することで，複数の機関に存在する特定個人情報を紐づけ（情
報連携）し，同一人の情報であるという確認を行うことができ，社会保障と税の各制度の効率性・透明性が高ま
ることが期待される。守谷市においては，医療福祉分野においてマイナンバーの独自利用を開始するなど，住民
にとって公平・公正かつ利便性を高めることを目指す。

　生活保護システムにおいて，社会保障・税番号制度への情報連携を本格運用するためにシステムを改修した。
また，子育てに関する各種申請（子育てワンストップサービス）を，インターネット上で行うことができるよ
う，既存システムを改修した。

その他

一般財源 3,165 1,444 △ 1,721

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 6,113 1,444 △ 4,669

国庫支出金 2,948

県支出金

地方債

　現在，子育てに関する手続き4事業15手続きがマイナポータルを介して電子申請を行える状況だが，国が高齢
福祉に関する手続きなど事業の拡大を検討しており，今後も電子申請が拡大する見込みである。
　いばらき電子申請・届出サービスについては，パソコンからの利用のみとなっており，スマートフォンからの
利用ができないため，今後の機能拡充について，引き続き要望していく。

02010805 社会保障・税番号制度整備事業 117

　情報連携において，国のシステムの不具合により健康保険，年
金，保育の情報連携が延期され，平成30年7月から情報連携が開始さ
れるため，今後さらに市民の利便性向上が見込まれる。

　情報連携の本格運用が開始されたことで，市民の利便性及び職員
の事務効率向上を図ることができた。

社会保障・税番号制度（マイナンバー）の
マスコット
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