
〔生活経済部 市民協働推進課 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】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

いばらき公共施設予約システムの受付件数 件 8,818 11,728 12,441 11,000

　利用希望が特定の曜日・時間帯に偏る傾向があり，特に「もりや学びの里体育館」及び土日休祝日の「テニス
コート・野球場」については，予約が取りづらい状態が続いているため，成果は横ばいである。

　今後も屋外運動施設（テニスコート・野球場・自由の広場）の施設貸出を効率的に実施できるよう，屋外運動
施設の利用申請におけるシステム活用の周知を継続する。

　紙台帳で予約管理している施設における，システムの導入を検討したが，以下の理由から導入をしないことと
した。
・システム導入している施設と比較して，施設利用に関する条件（営利判断・免除規定等）が複雑であり，申請
ごとに利用条件に合致するか判断するため。（システムでは一度ＩＤ登録された団体は条件確認無しで予約でき
てしまう。）
・システム導入後は窓口抽選をすべてシステム上で実施することになるが，抽選を希望する団体は年間の利用回
数に問わず，ＩＤ登録及びシステム操作の習得が必要になる。

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）

その他 1,893 1,844 △ 49 テニスコート使用料

一般財源 724 718 △ 6

県支出金

地方債

02070101 施設貸出事業 151

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 2,617 2,562 △ 55

国庫支出金

151

（ 単 位 ： 千円 ）

事業費 565 577

地方債

02070102 人権擁護活動事業

平成28年度 平成29年度 差

国庫支出金

主な名称

12

県支出金

12

その他

一般財源 565 577

　施設の使用申請窓口を一本化し，使用申請を「いばらき公共施設予約システム」によるインターネット予約や
「施設予約専用直通電話」を利用することで，施設の予約における利便性の向上と施設利用の促進を図る。
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【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】

人権教室の様子

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】

02070202 市民活動支援センター運営事業 153

平成29年度 差 主な名称

ふるさと納税

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度

国庫支出金

△ 132事業費 8,975 8,843

地方債

県支出金

101

平成33年度

（実績） （目標値）

平成26年度 平成28年度

（基準値） （実績）

　全ての人々に、どういう行動や意識が人権を守ることになるのかを理解してもらい、いじめや差別のない社会
を築いていく。

　人権擁護委員による中学生を対象とした人権教室を昨年度に続き実施し，いじめ問題などがなくなるよう人権
意識の高揚に努めた。

指標名 単位

人権相談件数 件 98 111

8,975

　既存市民活動団体の強化と新規団体を育成することが必要であり，市民や市民活動団体に対し，情報や交流の
場を提供することで市民のボランティア意識の啓発と活動の支援を行う。これにより地域活動を活発化させ，誰
もが積極的にまちづくりに参画できる協働のまちづくりの推進を図る。

　新たな市民活動者・団体を育成し，地域活動への参加促進につなげるため，啓発活動事業を継続して実施し
た。
　集客については，ＨＰ等の広報手段を活用するとともに，事業案内チラシを参加対象者に合わせた場所で配布
した。

一般財源 △ 8,975

その他 8,843 8,843

人権教室参加者 人 266 635

110

平成29年度

　今後も計画的な人権啓発事業を実施していく。

647 640

　人権相談件数については，横ばい状態であり，相談日
数等を考慮するとこれ以上増加することは難しいと思わ
れる。
　人権教室参加者数については，対象が市内各中学校の
1年生であり,対象者数が決まっているため，今後も横ば
い状態が続くと思われる。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

フリースペースを利用した公益活動事業の紹介

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】

（ 単 位 ： 千円 ）

　今年度も従来の方法で配布を実施したが，現在の配布方法については課題もあるため，配布方法について引き
続き検討する。

02070204 文書配布事業 155

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 32,873 32,189 △ 684

国庫支出金 26 26 0 自衛官募集事務費

県支出金

一般財源 32,847 21,021 △ 11,826

　市からの情報伝達手段の一つである広報紙等を確実に各戸に配布することで，市民への市政情報提供を図る。

地方債

その他 11,142 11,142 ふるさと納税

（実績） （目標値）

配布率 ％ 80.80 79.30 76.00 80.00

自治会・町内会への配布世帯数 世帯 18,275 18,550 18,866 18,853

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）

　市民活動支援センターの認知度が徐々に浸透している。団体活動件数及びボランティア講座の参加者数は減少
したが，目標値に近づいている。

　平成30年4月から，市民活動支援センター業務委託を市内ＮＰＯ団体と3年間契約更新する。
　これまで蓄積された活動団体や公益活動に関する情報を活かし，市民公益活動推進に関するガイドブックの発
行（平成32年度予定）に取り組み，情報発信の拡大を図るなど，市民活動支援センターの「中間支援組織」とい
う役割の成果向上を図る。

4,900

単位

320

平成29年度 平成33年度

（基準値）

平成28年度

ボランティア講座の参加人数 人 4,270 5,015

（目標値）

4,849

指標名
平成26年度

（実績）

団体活動件数 回 292 326 317
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【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】

【今後の事業の方向性】

（ 単 位 ： 千円 ）

・4地区の自治公民館を修繕し地域の活性化に貢献した。
・コミュニティサロンを新規に1件開設し，6件となった。
・コミュニティサロン制度の見直しについて，今年度は他市の事例調査等を実施した。

指標名 単位

ふるさと納税

平成29年度 平成33年度

　自治会等への配布世帯数及び配布率ともに微増しているが，自治会の加入率等を考慮すると今後も現状を推移
すると考える。

・現在の自治会加入者向けの配布方法において，班分けによる梱包や複数の担当者への配達など可能な範囲で要
望を受けているが，明確な基準がないことから各町内会に対してサービスの格差が生じている状況であるため，
配布基準の作成について検討する。
・現状以外の配布方法について検討する。
・平成30年度に文書配布事業から区長制度運営事業へ区長業務委託料分（28,550千円）を移動したため，予算額
が小さくなっている。

主な名称

地方債

県支出金

02070208 自治公民館事業 157

国庫支出金

平成28年度 平成29年度 差

補助金の額 千円 631 14,452 1,038 5,000

（基準値） （実績） （目標値）（実績）

7,685 7,685

　地域住民のコミュニティの場となる自治公民館の新改築・増築や修繕に対し補助金を交付し，地域住民の自主
的なコミュニティ活動を促進する。また，自治公民館を持たない自治会・町内会に対しては，空き家等の活用に
より地域住民の交流の場を提供している。

一般財源 14,452

10補助金の交付件数 件 3 8 4

△ 14,452

平成26年度

　自治公民館建設補助事業の補助金額及び補助件数ともに本年度は低下しているが，本事業は，自治会からの申
請に基づくものであるため，毎年数値は変動するものであり，件数が減少したからといって一概に成果が低下し
ているとは言い難いため，横ばいとする。

　自治会からの申請に応じての補助であるため，補助申請件数・補助金額に増減はあるが，申請に対しては概ね
補助できている。
　また，空き家コミュニティについては，公民館等がない自治会の活動拠点として必要な制度であるが，制度に
公平性を欠く部分もあることなどから，平成30年度において制度の見直しを実施する。

平成28年度

その他

事業費 14,452 7,685 △ 6,767
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　自治公民館建設事業補助金

　現在コミュニティサロンは以下の6箇所：月10万円を限度に家賃を負担

松ケ丘一丁目サロン

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】

157

（ 単 位 ： 千円 ）

市民公益活動支援事業

主な名称

事業費 1,045 4,843

平成28年度 平成29年度 差

3,798

02070210

協働のまちづくり推進活動助成金交付件数 件 61 71

地方債

国庫支出金

県支出金

82 80

（実績）

市民公益活動助成金交付事業数 件 5 6 8 15

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成33年度

（基準値） （実績） （目標値）

　市民，市民活動団体，事業者等がお互いの立場を尊重しながら対等な立場で協力し，協働のまちづくりを推進
する。それらの団体が自主的に行う公益活動を支援し，市民公益活動の創出，継続，発展を促し，市民公益活動
を促進させる。

・市民公益活動助成金事業の周知については，市民大学の終了式等においても制度の説明を行った。
・協働のまちづくり推進活動助成金については，認知度は上がり，申請件数も増えてきているが，助成基準があ
いまいであり，公平性を各部分があるため，助成要綱の改正を視野に事業の精査を行った。

平成29年度

一般財源 58 △ 58

その他 987 4,843 3,798 ふるさと納税　外

  設置サロン 設置年月 

1 下ケ戸町内会（下ケ戸ふれあい館） 平成 22 年 8 月～ 

2 松前台五丁目自治会（コミュニティハウス ＭＧ） 平成 24 年 1 月～ 

3 けやき台二丁目町内会（サローネ けやき） 平成 24 年 9 月～ 

4 御所ケ丘二丁目町内会（みんなの広場） 平成 26 年 1 月～ 

5 松前台三丁目自治会 平成 28 年 9 月～ 

6 松ケ丘一丁目つくし野会（松ケ丘一丁目サロン） 平成 29 年 7 月～ 

 

№ 公民館名（工事内容） 交付決定額（円） 

1 美園北自治会コミュニティハウス（エアコン交換 2 台） 114,000  

2 鈴塚公民館（トイレ改修） 286,000  

3 原自治公民館（和室の改修（フローリングへ）） 282,000  

4 城内公民館（台所修繕及びエアコン取付工事） 356,000  

  合計 1,038,000  
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

山百合の球根・育成事業

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）】

ふるさと納税　外

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

02070213 協働のまちづくり担い手育成事業 157

その他 2,529 2,529

一般財源 2,482 △ 2,482

県支出金

・市民公益活動助成金事業については，少しずつ知名度が上がり，平成29年度は9件の応募に対し8事業が採択さ
れた。平成30年度実施事業は7件の応募があり，5事業が実施予定となっている。
・協働のまちづくり活動助成金についても，区長業務説明会等での周知により，少しずつではあるが申請件数が
増えている。

・協働のまちづくり活動助成金の公平性を確保するため，助成要綱を改正し，制度として維持するとともに，ま
ちづくり協議会における助成事業との関係性を整理する。
・市民公益活動助成金事業については，市民公益活動審査会より「申請に係る手続きの複雑さ」について指摘が
あったことから，申請手続きの簡素化を検討する。

　協働のまちづくり推進のために，地域のことは地域で解決しようという意識を持つ方を増やすことが必要であ
る。市民に対して，様々な分野のまちづくり活動に必要な知識や技能を学ぶ場を提供し，協働のまちづくりの担
い手となってもらう。これにより，市民や地域，団体，事業者と行政がお互いに良きパートナーとしてまちづく
りを行う「協働のまちづくり」を推進する。

地方債

事業費 2,482 2,529 47

国庫支出金

  事業名 団体名 助成額（円） 

1 守谷和太鼓フェスタ第 8回 和太鼓友 87,900 

2 第四回守谷灼熱の雪合戦 守谷市商工会青年部 200,000 

3 守谷産はちみつでつながる地域交流 守谷みつばち夢プロジェクト 64,170 

4 シニアファッションショー シニアファッションショー実行委員会 200,000 

5 もりやクリスマスファンタジー2017 
駅前イベント実行委員会もりやクリス

マスファンタジー実行委員会 
156,172 

6 山百合の球根・育成事業 守谷山百合の会 175,900 

7 ママから広がる守谷の健康元気 ピヨピヨママ 176,700 

6 守谷駅東口イルミネーション設置事業 栄町町内会 136,628 

合     計 1,197,470 
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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】

もりや市民大学開校式

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 356 2,396 2,040 国際交流基金繰入金　外

一般財源 1,692 1,692

・姉妹都市の学生訪問団来市時に守谷高校において交流を行い，異文化理解や英語によるコミュニケーション能
力の向上のための機会を提供した。また，青少年海外派遣団員とその保護者に対し，派遣事業参加後も継続的に
姉妹都市交流の担い手して活動してもらえるよう，当該事業を通じてフォローアップを行い，ホームステイ受け
入れ等の国際交流関連事業に積極的に関わる市民層の拡大を図った。
・平成29年度実施の海外派遣事業から事業の市負担分の上限を10万円に改正し，財政負担の軽減を図った。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 356 4,088 3,732

国庫支出金

県支出金

地方債

02070301 国際交流推進事業 159

　各講座とも定員に近い申込があり，ほとんどの方が講座を修了された。また，アンケート結果についても，講
座終了後に地域活動を実践する団体が発足するなど，意識が向上していることから成果が向上している。

（実績） （目標値）

もりや市民大学修了者数 人

平成33年度

（基準値）

　今後も，講座で学んだ知識やコミュニティを活かして活動する「協働のまちづくりの担い手」の育成を継続す
る。

修了時アンケートにおいて，今後地
域活動等に参加したいと答えた人の
割合

％ 82.00 79.00

150

（実績）
指標名 単位

平成26年度 平成28年度 平成29年度

87.00 87.00

151 156 128

　コース設計，講義講師との連絡及び講義準備等は，運営委員が中心となり実施された。運営委員は各コースに
担当として配置され，市民が主体となった運営がされている。
　また，市のニーズが反映されたコース（茨城国体サポートコース）が開設され，運営委員会と市の充分な連携
が図れた。

　市民の国際意識の醸成を図り，国際姉妹都市との友好関係が市民を中心とした交流に発展させるため支援す
る。
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【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

守谷高校生徒とグリーリー市訪問団の交流授業

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】

　市民に対し，広くドイツ文化に触れる機会を提供し，国際姉妹都市との円滑な連携を図る。また，市民の異文
化理解のための活動や在住外国人への行政サービスの補助を行うなど，多様化する市民のニーズに対応する。

　守谷駅東口「守谷駅前親子ふれあいルーム」での「ザンクト・マーティン（ランタン作り）」イベント，保健
センターでの親子で参加可能なクリスマスクッキー作り教室，市内公立保育所における「ハロー・ドイツ」など
の開催により，普段は参加することが難しい乳幼児やその保護者に異文化体験の機会を提供した。

（実績） （目標値）

国際交流関連事業の延べ参加者数 人 1,219 1,148 1,627 1,150

161

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,555 4,936 381

　従来の事業に加え，県立守谷高校生徒とグリーリー市学生訪問団との交流授業を新たに実施したことにより成
果が向上した。

　国際交流関連事業の開催日数等を考慮すると，新規事業の創出が難しいことから，今後も大幅な参加者数の増
は見込めない。今後は，一人でも多くの市民の参加が得られるよう既存事業の充実を図る。

平成29年度青少年海外派遣事業

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）

02070303 国際交流員事業

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）

国際交流員が実施した講座等の実施回数 回

県支出金

地方債

国庫支出金

その他 4,555 4,936 381 国際交流基金繰入金　外

一般財源

49 81 71 80

国際交流員が実施した講座等の延べ参加者数 人 1,152 1,007 1,341 1,040
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【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】

5,477 5,864

県支出金

クリスマスクッキー作り教室 市内公立保育所における「ハロー・ドイツ」

件 494 476 495 600

地方債

その他 244 243 △ 1 国際交流研修センター使用料　外

事業費 5,721 6,107 386

国庫支出金

　受講希望者が多いドイツ語講座は1クラスで実施する予定だったものを，2クラス開講することで高まるドイツ
語学習ニーズに対応したため，成果が向上した。
　そのほか，多くの参加希望者が期待できる内容で講座を実施したことにより事業1回あたりの参加者数が増加し
た。

02070305 国際交流研修センター維持管理事業 161

（ 単 位 ： 千円 ）

　今後も保育所での訪問講座実施や，子育て中の世代も参加できる事業等を継続的に行い，幅広い市民層に異文
化理解の機会を提供する。

平成29年度 差 主な名称平成28年度

387

平成33年度

（基準値） （実績） （実績）

年間延べ利用者数 人 11,636 12,189 11,304 12,189

年間貸し出し件数

　施設の適切な維持管理により，国際交流活動及び社会教育活動の拠点として本施設を機能させ，市民の国際交
流活動及び社会教育活動の充実及び発展に寄与する。

・平成28年度に設置した床下点検口を活用し，床下のシロアリ防除処理（土壌処理及び木部処理）を実施した。
・大ホールの天井照明については，現在の器具での照度や現在の使用状況における必要照度の調査を実施した。
※平成30年度にＬＥＤ照明灯の設置工事を実施予定。

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

（目標値）

一般財源
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【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】

大ホール 国際交流活動の拠点として使用

平成33年度

477 380

平成26年度 平成28年度 平成29年度

　多くの市民が利用している施設であり，今後も多くの市民に利用いただけるようセンターの適正な維持管理を
実施していくが，築後25年以上が経過しているため，施設の予防保全のための定期的・計画的な修繕が必要であ
る。

　施設の利用件数については，ほぼ横ばいであるが，それに対する利用者数の減は，利用する団体の構成人数に
左右されることから一概に低下していると捕らえるべきではないと考える。
　施設の規模を考慮すると今後も横ばい状態が継続するものと考える。

セミナー・フォーラム・啓発事業の開催数 回 4 2

181 340

1,710 1,824 114

　市民及び市内事業者が市や市民団体が開催するセミナーやフォーラムに参加することで，性別による固定的役
割分担意識の解消など，男女平等意識づくりを行う。

・県との連携により，市独自の啓発プログラムを作成し，市内公立中学校2校237名を対象にデートＤＶ啓発講座
を実施した。
・男女共同参画意識の推進を図るため,男女共同参画推進ネットワーク会員や商工会等の市民，市（総務課・経済
課）が県主催の研修に参加した。
・第三次守谷市男女共同参画推進計画策定のための男女共同参画推進委員会を開催し，第三次計画案に対する答
申が得られたことにより，第三次計画の策定が完了した。

指標名 単位
（基準値） （実績） （実績） （目標値）

3 6

セミナー・フォーラム・啓発の延べ参加者数 人

その他

一般財源

地方債

県支出金

国庫支出金

事業費 1,710 1,824 114

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

02070401 男女共同参画推進事業 163

（ 単 位 ： 千円 ）
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【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

デートＤＶ啓発講座の様子

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】

　啓発事業の開催数については，職員による講座開催ができるようになったことで，費用面，開催回数ともに柔
軟に対応することが可能となったため，開催回数の増加につながった。
　また，開催数が増えたことにより，参加者数も増加している。

　平成29年度同様にデートＤＶに関する啓発プログラムを行うとともに，性的指向や性自認の多様性について理
解を促進するための講座等を市内公立小中学校を対象に継続する。さらに幅広い市民層を対象とした研修を実施
するなど，男女共同参画意識の向上を促進する。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

02070601 同和対策啓発事業 167

（実績） （目標値）

各団体主催の同和問題研修会の回数 回 17 14 13 13

　市民をはじめ，市役所職員，小中学校教職員に対し啓発活動を積極的に実施することで，同和問題を中心とす
る，人権問題に関する正しい認識と理解を深め，差別の解消を図る。

　茨城県教育委員会との共催（講師謝金等の費用は茨城県負担）による同和問題講演会を開催した。

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）

同和問題講演会等に参加した人数 人 471 379 437 460

その他

一般財源 1,588 1,388 △ 200

県支出金

・人権団体主催の研修会の開催回数は，主催者の意向に基づき開催されるものであり，若干の増減はあるもの
の，今後も現状を推移するものと考えられる。
・茨城県教育委員会との共催による同和問題講演会を開催したことで，参加者数が増加しているが，会場のキャ
パシティを考えるとこれ以上の増は難しい。

地方債

事業費 1,588 1,388 △ 200

国庫支出金
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【今後の事業の方向性】

人権教育講演会の様子

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】

・同和問題等の人権問題は心の意識改革が必要な事業であるため，長期継続的に事業を行う必要がある。
・平成30年度に地域改善対策啓発推進補助事業を統合する。

・行政ができることには限界があり，地域内外の細やかなところまで対応できない状況であるため,運動団体が独
自に行う研修や啓発事業への補助の継続が必要である。
・平成30年度予算から同和対策啓発事業に統合する。

　同和問題の解決に寄与することを目的として活動する運動団体に対しての活動費等の補助を行うことで，地域
住民の生活の安定及び福祉の向上並びに同和対策事業の円滑な推進を図る。

　同和問題の解決に寄与することを目的に活動する市が対応する団体の守谷支部への補助金を交付した。
・部落解放同盟全国連合会茨城県連合会守谷支部　1,250,000円
・部落解放愛する会茨城県連合会守谷支部　　　　1,050,000円

指標名 単位

補助金の交付額 千円 2,539 2,300 2,300 2,300

運動団体の開催する各大会・研修会回数 回 17 14 13 17

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）

・人権団体主催の研修会の開催回数は，主催者の意向に基づき開催されるものであり，若干の増減はあるもの
の，今後も現状を推移するものと考えられる。

一般財源 2,300 2,300 0

国庫支出金

その他

地方債

02070602 地域改善対策啓発推進補助事業 167

（ 単 位 ： 千円 ）

事業費 2,300 2,300 0

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

県支出金
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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】

人権研修会の様子

地方債

その他

一般財源 2,488 2,953 465

　施設の大規模な改修工事を10月～11月にかけて実施したことにより，部屋の貸出を休止したこと，また，例年
10月に実施予定の文化会館まつりも中止としたことから利用者数が減ったものと考える。

　今後も来館者に対する人権啓発活動（ポスター掲示，啓発用品の配布，館内活動の掲示等）の実施を継続す
る。また，利用者及び館運営関係者に対する人権啓発研修会（講演会等）の実施や，人権啓発ビデオを活用して
人権尊重の意識の向上を図るなど,事業の成果を維持する。

県支出金 532 903 371 文化会館運営費補助金

02070701 文化会館運営事業 167

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 3,020 3,856 836

　人権尊重活動の一環として，12月の人権週間に併せ人権啓発研修会を実施した。研修会は茨城県人権教育講師
派遣事業を申請して採択されたことにより，経費の削減が図れた。
　また，事務事業の統合については，平成29年度から文化会館運営事業の経費に「隣保館連絡協議会負担金」
「文化会館講座事業」「文化会館まつり事業」の経費を含めて統合を図った。

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）

各種相談件数 件 147 111 172 170

国庫支出金

（実績） （目標値）

利用者数 人 27,293 28,992 27,053 29,000

　隣保館運営事業を行い，様々な人権問題の速やかな解決に努める。また，地域住民の生活上の相談に応じ，関
係機関などと綿密な連携を保ち，必要な指導を行い福祉の向上を図る。
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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】

屋根の防水工事の様子 屋内空調設備交換工事

　文化会館の建設から30年以上経過し老朽化していることから，今後も定期的な保守点検及び修繕の実施により
機能を維持していく。

3

（実績） （目標値）

3,794 8,383 4,589

その他 369

一般財源

△ 9 文化会館使用料　外

国庫支出金

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,670

修繕事業の数 件

　修繕回数については，横ばい状態であるが，今年度は，施設の大規模な改修工事を実施したため,来年度以降に
ついては，修繕回数が減少するものと考えられる。
　また，今回施設・設備（屋根，外壁，空調機）を一括して改修したことにより，今後の修繕計画が立てやすく
なった。

33 5

県支出金 507 14,008 13,501 隣保館整備事業補助金　外

地方債

360

　施設を適切に維持管理することにより，隣保館運営事業が円滑にできる。また，利用者が安全で快適に部屋の
使用ができ住民サービスの向上に繋がる。

　国･県の補助事業により大規模改修工事を実施した。
・屋根及び外壁の防水塗装工事
・屋内空調設備（10組）の交換工事

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）

22,751 18,081

（ 単 位 ： 千円 ）

02070705 文化会館施設維持管理事業 169
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