
〔都市整備部 都市計画課 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】

【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）】

08040105 景観形成推進事業 313

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,822 2,780 958

国庫支出金

県支出金

地方債

その他 1,205 1,177 △ 28 屋外広告物許可申請手数料

一般財源 617 1,603 986

　市民共有の財産である良好な都市景観を守り，次世代に引き継ぐために「守谷市景観計画」に即した景観まち
づくりを進めていく。
　また，「守谷市屋外広告物条例」に基づき屋外広告物を適切に管理することにより，街並みの良好な環境の保
持に努める。

　平成29年度から事務の効率化を図るため「屋外広告物管理事業」と統合し，違反広告物の是正指導を継続して
行った。

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）

是正指導に基づく許可件数 件 2 11 6 2

是正指導に基づく違反広告物削減件数 件 6 9 10 5

　是正指導の結果，違反屋外広告物が減少している。

事業費 125,079 125,397 318

国庫支出金

08040107 アワーズもりや管理事業 315

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

県支出金

地方債

その他 124,617 119,595 △ 5,022 貸店舗貸付料　外

一般財源 462 5,802 5,340

　守谷市景観計画に基づき，届出対象となる建築物等に良好な景観の形成のための指導を行う。また，良好な都
市景観は市民共有の財産であり，引き続き，違反屋外広告物の是正指導を行う。

　守谷駅東口商業街区において，市民の利便性や都市機能の向上を図るための「アワーズもりや」の適正な管理
を行い，利用者や出店者の更なる利便性の向上を図るとともに，収益の改善を図る。
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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】

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】

91,876 93,916 2,040

・公共交通空白地帯の解消し，市内バス交通の充実と利便性を向上を図る。
・自動車運転が困難な高齢者・交通弱者のための交通手段を確保する。
・自家用車から公共交通利用への転換促進による低炭素のまちづくりを行う。

　守谷市公共交通基礎調査の報告書を基に，公共交通再編に取り組むための「守谷市公共交通網形成計画」につ
いて検討を行った。また，モコバス利用者数は横ばいである中，地方創生活性化交付事業を活用した公共交通の
利便性向上策としてバスロケーションシステム「見えバス」を平成29年2月に導入したが，評価検証の結果，平成
30年3月をもって実証実験終了とした。新たに時刻表検索・乗換案内検索等ができるナビゲーションシステム「Ｎ
ＡＶＩＴＩＭＥ」および「ジョルダン」の利用対象路線となった。

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）

08040109 公共交通運行事業 315

地方債

地域公共交通調査事業交付金

県支出金

その他

一般財源

（実績） （目標値）

人 138,243 137,395 140,400 ※

　守谷市は道路網が整備され交通渋滞も少ないこと，守谷駅周辺の駐車場が多いことなどが，モコバスの利用者
数が増加しない原因のひとつと考えられる。また利用促進を図っているが，市民のニーズに合った路線でない可
能性がある。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 91,876 94,536 2,660

国庫支出金 620 620

（実績） （目標値）

モコバスの年間利用者数

　2つの空区画の内，「アワーズもりや」最大の区画である1階の区画にエニタイムフィットネスの誘致ができ
た。

　引き続き収益安定のため，3階の空き区画のリーシングを進め
るとともに，大規模修繕への対応，駐車場棟の契約更新に向け
た検討を行う。
　また，未利用地を活用し，時間貸しの自転車駐輪場を計画
し，利便性向上と収益改善に繋げる。

商業施設入居テナント数 件 12 14 16 17

　1階の区画にエニタイムフィットネスが入居し，収益が改善した。

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）

アワーズもりや
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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】

【指標】

【成果の動向】

【今後の事業の方向性】

決算書Ｐ．

【財源内訳】

08040112 空家等対策事業 317

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 58 7,087 7,029

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 58 7,087 7,029

　平成29年7月に「守谷市空家等対策計画」を作成し，個別の空家苦情に対応し管理不全の空家が減少した。
また，危険と思われる空家が2件に対し，指導したことにより解体を行ってもらうことができた。

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）

　苦情等により個別に指導を行った空家等については，管理不全が改善されたものが多数であった。

　空家バンクをはじめとする空家の利活用を進め，管理不全の空家等を減少させる。

　管理不全空家等の戸数（平成28年
空家実態調査におけるB（軽度の損
傷がある）・C（重度の損傷がある）
判定の空家の戸数）

戸 145

08040202 保存緑地等事業 317

（実績） （目標値）

125 70

　空家等に関する施策を実施し，地域住民の生命，身体及び財産を保護すること並びに生活環境の保全と空家等
の活用を促進し，地域の活性化を図る。

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

36,645 3,386 △ 33,259

一般財源 36,645 3,386 △ 33,259

　「守谷市公共交通網形成計画」に沿った施策を行い，デマンドタクシーの導入検討など地域の意見を取り込み
公共交通網の充実を図る。
　※平成31年度からモコバスの運行について事業の実施を見直すため，現時点での平成33年度目標値はない。

地方債

その他

国庫支出金

県支出金

事業費
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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】

保存緑地指定面積 ㎡ 780,757 780,757 780,757 780,757

　「守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例」に基づき，緑豊かな自然環境を形成している緑地等を所有者の
協力を得て保存樹木及び保存緑地として指定し保全することにより,地域の美観，風致を維持することができる。
　また，緑の拠点と位置付けられている愛宕谷津一帯を，借地することにより恒久的に保全していく。

　平成29年度から事務の効率化を図るため，「保存緑地等指定助成事業」と「保存緑地取得事業」を統合した。
愛宕谷津については，さらなる保全を進めるため，地権者の理解を求め，賃貸借契約を進める。

指標名 単位

保存樹木指定面積 本 61 59

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）

59 59

（実績） （目標値）

　保存樹木及び保存緑地については，平成23年
に市内全域の対象となる緑地・樹木を指定した
ため，新たな拡大は見込めない。

　愛宕谷津については，緑地保全に向け賃貸借
契約の更なる拡大を目指す。

愛宕谷津と保存緑地
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