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おもしろ理科実験教室 読み聞かせ

〔教育委員会 生涯学習課 所管〕

　留守家庭児童を対象として，放課後帰宅しても保護者（父・母）及び同居親族の就労又は疾病等により，留守
家庭となる小学生を預り，安全な居場所や遊びの場を与えて児童の健全な育成と保護者の就業継続に寄与する。

　利用者の増加のため，平成30年度から守谷小学校・松ケ丘小学校・大井沢小学校に各1児童クラブ支援単位を
増やし，合計で3児童クラブを増やす予定である。建設を伴わない，小学校特別室等を利用した児童クラブの開
所を行うために，必要備品や消耗品や通信費の確保，学校と委託先と協議し，適正な人員配置を行い，利用者増
加に対応できるようにする。

　守谷小学校，黒内小学校では児童数が増加しているが全体では増えていない。しかし,共働き世帯の増加によ
り，大井沢小学校や松ケ丘小学校など入所希望が増えている学校が出てきている。入所児童が増加しており成果
は向上している。

　平成30年度から定員数を上回ってしまうクラブに対応するため，支援単位を3児童クラブ増やす予定だが，今
後の運営についても協議していく。

58 78

（基準値） （実績） （実績） （目標値）

支援員数 人 52 52

36,584 8,322

地方債

平成28年度 平成29年度 平成33年度
指標名 単位

平成26年度

参加児童数 人 823 1,150 1,256 1,560

その他 42,768 43,106 338 児童クラブ入所負担金　外

一般財源 28,262

（ 単 位 ： 千円 ）

110,663 131,604 20,941

平成29年度 差 主な名称

03020111 児童クラブ運営事業 219

県支出金 19,826 28,496 8,670 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）

平成28年度

事業費

国庫支出金 19,807 23,418 3,611 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）
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アーティスト・イン・レジデンス　プログラム

オープンスタジオ

・アーカス事業計画会議やアーカイブスに関する会議等は行われたが，いずれも一般市民ではなくアート関係者
向けのイベントが多かったため，成果として停滞が見受けられた。

1 茨城県主催のアーカスプロジェクトに参画することにより，市民に対し芸術文化活動の体験機会を提供すると
ともに，地域の文化活動の推進と市のイメージアップを図る。
2 アーティストとの交流機会を提供することで，子どもたちの豊かな心と感性を育てる。

・アーカス事業自体や現在までの事業内容等を振り返り，今後のアーカス事業の方向性を確認する会議を開催し
た。
・アーティストインレジデンシーの事業として，3組4名のアーティストを招聘した。
・平成29年度から新たに，エクスチェンジレジデンシープログラムを実施し，台湾と日本のアーティストの交換
留学制度を行った。

・さらに市民参加型，特に子どもに向けたイベント開催を計画して，イベント内容の見直しを図る。

指標名 単位

事業に参加した市民の数 人

6,019

1,799 1,819 1,900 2,000

その他

一般財源 6,019 4,500 △ 1,519

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）

国庫支出金

県支出金

地方債

10040102 アーカスプロジェクト参画事業 385

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 4,500 △ 1,519
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　市民が日常的に芸術に親しむことにより，生活の中での生きがいや楽しみが生まれ，更には庁舎で開催するこ
とで，行政を身近に感じてもらいながら守谷市への愛着心を養う。
　また，プロと同じステージに出つことで，音楽サークルの活動意欲の向上を図る。

　出演団体数，観客数ともに，前年と比べ多少増えたが，ここ数年，猛暑や急な雷雨及び花火大会や夏祭りなど
の行事と日程が重なっていることもあり，集客力の伸び悩みにも影響していると思われる。

市内サークル プロ出演者

　広報誌へ出演団体の参加募集を行った。
　市内企業や守谷高校，市外のバンドに直接参加の呼びかけを行った。また，実行委員会を開きプロの出演者を
決定し，参加依頼を行った。

　観客に対して，気軽にいろいろなジャンルの音楽を鑑賞できる機会を提供し，守谷市に住んでいる楽しみをつ
くる。
　出演者に対して，日頃の練習の成果を発表する場を提供し，生きがいをつくる。また，アンケートで出演要望
の多かった出演者に次回の出演を依頼する。

18 16

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績） （実績） （目標値）
指標名 単位

平成26年度

出演団体数 組 17 15

来場者数 人 844 549 676 750

平成28年度

主な名称

事業費 1,341 1,299 △ 42

差

その他 1,299 1,299 ふるさと納税

国庫支出金

一般財源 1,341 △ 1,341

地方債

10040110 夕べのコンサート事業 389

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

県支出金
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もりや学びの里使用料（一時使用分）　外

　世代を超えて利用できるコミュニティ施設として，市民が安全で快適な学習や趣味活動ができる環境を整え，
社会教育活動の充実及び推進を図る。

　施設・設備の不具合による修繕を行った。
〔内容〕身障者用トイレ交換，陶芸窯室排熱換気設備設置，郷土資料室改修，はん登棒撤去，シャワー室スト
レーナー詰まり，点灯不良照明，トイレ建具交換，陶芸用電気窯上部排気栓，自動火災報知設備配線，バーベ
キュー施設流し台，体育館暗幕，体育館建具及び雨樋修繕

9 11

（実績）

延べ利用者数 人

一般財源 11,684 12,274

33,090 32,546 32,000

指標名 単位

もりや学びの里入口

　利用者が安心・安全で快適に学習活動ができるよう，適切な施設整備を行う。

　陶芸窯や防音設備の整った音楽活動室，体育館，バーベキュー施設など他の施設にはない設備があり，市民の
学習，趣味や余暇活動の場として，多くの団体・サークルに活用されている。
　今後も適切な施設の維持・管理を行い，サークル活動の支援と学習機会と場の提供を図る。

施設の改善（修繕）件数 件 8 8

30,000

（目標値）

927 116811

平成33年度

（基準値） （実績）

その他

平成26年度 平成28年度 平成29年度

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 12,495 13,201 706

国庫支出金

590

県支出金

地方債

10040111 もりや学びの里施設維持管理事業 389
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　スポーツ及び文化の振興を図り，市民の健康づくりと文化意識の高揚に寄与する。

　年間の奨励金交付者数には毎年変動があり，交付者数の増減がスポーツ・文化の振興につながっているとは一
概に言えない。交付案件をいかに市内外へ周知・ＰＲしていくかが成果の向上に繋がる。

　広報紙に加え，市公式ＳＮＳを活用した情報配信をした。配信内容もスポーツ振興奨励金に併せて，各種大会
での選手の活躍状況（例：森田歩希選手（青山学院大学3年）の箱根駅伝での快走）を加え，市及び選手を広く
ＰＲできた。

主な名称

　今後も，継続して功績をあげた市民の栄誉を讃え，市のスポーツ及び文化の振興と発展に寄与してもらう。な
お，交付基準について，近隣市町村の状況や時勢により見直す点があれば，改正していく必要がある。

交付者数（文化） 人 4 4

（目標値）

交付者数（スポーツ） 人 66 73

5

393

差

事業費 998 1,154 156

10040117

スポーツ振興奨励金授与式にて
トランポリン　高木　裕美選手

スポーツ振興奨励金授与式にて
青山学院大学駅伝部　森田　歩希選手

（基準値） （実績）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

スポーツ・文化振興奨励事業

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

（実績）

一般財源 998 1,154 156

88 75

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
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12

・事業の時期や開催場所についての見直しを協議した。
・会長職が交代となった。

　芸術文化の振興を目的に活動する守谷市文化協会の自主的な事業を支援し，市民の交流と芸術文化活動の向上
を図ることで，市の活性化を目指す。
　文化協会会員の経済的負担を軽減し，文化事業（美術展，音楽会，各種講座など）を実施してもらう。

県支出金

　平成29年度の実施事業が，従来どおりであったため，集客数が伸びなかった。
　若い世代が関心が持ちにくい事業ではあるが，シルバー世代には人気が高い。

　中央公民館で行っていた，芸術祭のⅡ・Ⅲ期の開催時期を，例年の11月から6月に見直したこと及び集客の見
込めるイオンタウンと市民交流プラザのギャラリーで開催することにより，事業の活性化が見込まれる。

実施事業数（共催事業を除く）

第41回芸術祭（菊花展）

地方債

その他

事業費 920 0

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

568 532 530

指標名 単位

920

文化協会会員数 人 580

10040121 文化協会補助事業 395

国庫支出金

（基準値）

回 12 11 12

（目標値）（実績） （実績）

一般財源

平成26年度 平成28年度 平成29年度 平成33年度

920 920 0
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493

70.00

（目標値）

平成33年度

666 770

　毎年，新成人者の7割が参加している。成果は上がっており，成人式を開催することが目的であることからこ
れ以上の成果の余地はない。

　守谷を担っていく市民として期待できる若者の成人を祝う大事な式であり，成人式を開催することが目的であ
るため，事業を維持していく。

　各中学校への運営協力員推薦依頼時に対象要件の拡大を図り，多数の協力を得ることができたので，引き続き
次年度以降も依頼したい。運営協力員募集では，運営協力員同志のつながりでＳＮＳを活用して協力を得ること
ができた。

　新成人者を対象に人生の節目を記念して成人式を実施し，次代の担い手として今後の活躍を願い祝福する。新
成人による運営委員会を組織し成人式典を開催する。祝福を受けることで，成人としての自覚を持ってもらう。

その他

国庫支出金

104一般財源

770 104事業費 666

地方債

県支出金

成人式運営協力員の皆さん

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

395

新成人に対する参加者の割合 ％ 70.00 73.56 70.85

式典参加者数 人 473 501 508

指標名 単位

10040122 成人式事業

差 主な名称

平成26年度 平成28年度 平成29年度

（基準値） （実績） （実績）
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25,000

9

（目標値）

平成33年度

放課後子ども教室事業保護者負担金

　放課後に小学校の施設を活用して，子ども達の安心・安全な活動場所を設け，異年齢で遊んだり地域の方々に
子ども達の活動を支援してもらうことにより，子どもの交友関係の広がりや地域の教育力の向上につながり，子
ども達が地域社会の中で，心豊かで健やかに育まれる。

　実行委員会において，無料日廃止の承諾が得られたため，市内各小学校保護者に周知・規則改正を行った。無
料日を廃止することについては，保護者からは苦情はなく理解をいただけた。また，社会教育委員の会議におい
ても，「放課後子ども総合プランの充実と在り方」について議論していただき，提言を受けた。

読み聞かせ 放課後子どもプラン作品展

　平成29年度末に，子ども教室に参加する児童（児童クラブ・子ども教室）を対象に，簡単なアンケートを実施
した。平成30年度にかけてアンケート結果をまとめ，参加児童の意見を参考に活動内容の見直しを運営委託会社
と協議していく。

放課後子供教室推進事業費補助金

人/年子ども教室参加児童数

平成26年度 平成28年度

地方債

その他 5,715 4,952 △ 763

31,097

12,834 162

37,640 34,434

一般財源 37,958 38,384 426

単位

子ども教室開設数 教室 9 9 9

指標名
平成29年度

（基準値） （実績） （実績）

事業費 56,345 56,170 △ 175

国庫支出金

差 主な名称

県支出金 12,672

　平成30年度4月からの子ども教室参加登録児童（新2年生から新6年生まで）は，前年度3月現在の有料登録児童
数（1年生から6年生）とほぼ同じである。

10040123 放課後子ども教室事業 395

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度
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22

　歴史文化に興味のある人が限られてしまっている状況にある。

　市内に現存・保管している古文書の解読作業，デジタルアーカイブ化に積極的に取り組むなどの必要がある。

守谷歴史さんぽの様子

39710040202 文化財保護事業

　市内に存する有形無形の文化財を保護し，未来に伝えていく。
　また，適切に活用することで文化財愛護や郷土理解の心を育てる。

・歴史に触れる場の整備として，多くの市民が利用する中央公民館の郷土資料コーナーの見直しを行うととも
に，新たな郷土資料展示のパネル等を作成した。
・文化財保護強調週間のイベントとして郷土の歴史を知ってもらうため，「もりや歴史さんぽ」を開催した。
・今年度から文化財保護事業として統合した文化財保護審議会事業において，委員とともに自主研修で県で開催
する文化財愛護推進セミナーに参加した。

平成33年度

その他

国庫支出金

県支出金

地方債

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

（基準値） （実績）

1市内の指定文化財件数（無形）

（実績）

市内の指定文化財件数（有形） 件 20 20

件 1 1

（目標値）

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,024 1,099 75

一般財源 1,024 1,099 75

20
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決算書Ｐ．

【財源内訳】

10040301 東板戸井集会所施設維持管理事業 399

平成28年度 平成29年度 差

7,967 7,419

国庫支出金

主な名称

　利用者が安全で快適な学習や趣味活動ができる場所を提供する。

事業費 496 488 △ 8

21

県支出金

その他 548 ふるさと納税

事業費 115,700 119,593 3,893

指標名 単位

施設の改善（修繕）件数 件 1 2

差

674 881 781 1,201

401

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度

21 0

地方債

一般財源 115,152 111,626 △3,526

平成28年度

（基準値） （実績）

10040401 公民館運営管理事業

一般財源 475 467 △ 8

平成29年度

主な名称

1 1

利用者数

平成26年度

その他

地方債

　人権意識の向上や地域改善を図る目的で建設されたものであり，生涯学習の
場として市民に提供しているが，サークル活動の利用は少なく，地区の行事に
活用されている程度で成果は停滞している。

　今後は老朽化の進行を見据えながら，可能な範囲で施設の改善を図り，市民
が安心・安全で快適に集える場所を提供する。

人

国庫支出金

（ 単 位 ： 千円 ）

平成33年度

（実績） （目標値）

東板戸井集会所使用料（一時使用分）　外

　施設・設備の不具合による修繕（畳表及び建具類交換）を行った。

県支出金

東板戸井集会所
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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】

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）】

　市民の文化教養の向上を目指し，自由で公平な資料提供を中心とする図書館活動により文化の発展に資する。

　指定管理者と公民館運営協力員，サークル代表者，地域住民が連携・協力して講座，イベント等を作り上げる
体制を継続させる。
　老朽化している施設を計画的に修繕する。

中央公民館 郷州公民館 高野公民館 北守谷公民館

183,835

　利用者が安全で快適な学習活動ができる場所を提供する。
　指定管理者による管理・運営により，市民ニーズに効果的，効率的に対応し，民間の能力活用とサービス向上
を図る。

　公民館運営協力員会議のほかに，講座検討会議や公民館まつり実行委員会を組織し，地域と公民館のつながり
を強化した。
　各公民館における施設・設備の不良箇所を計画的に修繕し，機能改善を図った。

　指定管理者の提案で，市民提案型講座やサークル応援事業を実施し，高齢化等により定期サークルの規定（10
人以上）に満たないサークルの救済として，公民館とサークルが協働で講座を開催し，新規会員の獲得や活動の
継続につながった。

図書等購入紹介料

27

208,866

国庫支出金

△ 5,978

県支出金

地方債

その他 1 1 0

一般財源 189,813

10040501 図書館運営管理事業 403

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 189,814 183,836 △ 5,978

（目標値）

平成33年度

（基準値） （実績）

207,315

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

施設の改善（修繕）件数 件 11 25 35

（実績）

延べ利用者数（4館） 人 203,184 209,343
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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】

　指定管理者との連携を密にし，施設の不良箇所を把握し，迅速な修繕に努めた。
　指定管理者の運営評価を行うに当たり，市のモニタリング書式「指定管理者総合評価シート」によるプレ評価
を実施するとともに，図書館独自の評価項目を加えた「指定管理者総合評価追加項目シート」を作成して評価を
実施した。評価結果を指定管理者と共有し，課題等の把握に努めた。
　

985,860

　施設の不良箇所の迅速な修繕に努め，利用者に快適な利用環境を提供した。
　市民一人当たり500円を目安に図書資料費が確保された上で，開館日，開館時間の拡張による利用者，貸出冊
数の増加があった。

　設備の老朽化に対応するため，今後も計画的な修繕を継続する必要がある。
　今後も市民一人当たり500円を目安に図書資料費を確保し，市民の求める資料の提供に努める。開館日，開館
時間については，費用対効果を鑑み現状維持とする。

455,000

（目標値）

10050103 夏休みプール開放事業 407

国庫支出金

644 △ 263

県支出金

地方債

　夏休み期間中の児童への安全な活動場所を提供するとともに，公共の場における公徳心を養う。

　プール開放施設を1つ増やし，児童がプール施設を使用しやすくした。

その他

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 907 644 △ 263

一般財源 907

985,864

（実績）

蔵書数 点 425,097 443,362 454,596

指標名 単位
平成26年度

総貸出し数 点 864,539 952,042

平成28年度 平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

館内の図書資料
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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】

【今後の事業の方向性】

プール利用者 人 5,306 5,461 4,552

指標名

市内小学校児童数 人 4,174 4,205 4,213

指標名 単位
平成26年度

（実績）

　使用できるプール施設が増えたにもかかわらず，利用者数は減少した。使用可能日時が増加できるように取り
組み，利用者数の向上を図る。
　理由としては，天候不順であったことと，常総運動公園屋外プールにおいて小学生に人気がある「スライダー
プール」が利用中止になっていたことも大きいと考えられる。

4,300

5,900

（目標値）

　ジョイフルアスレティッククラブの利用可能回数を増やし，成果の向上を図る。

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）

体協会員数 人 1,734 1,848

　スポーツを通じて多方面へ貢献しているとともに，市のイベントへの協力も得られた。
　また，平成29年度には「水泳」，平成30年度には「テニス（硬式テニス）」と部会が新設され，協会としての
活動の幅を広げている。

1,861

8,000

1,900

体協主催事業参加者数 人 8,000 8,000 8,000

　次年度は体育協会50周年となり，周年事業としてより多くの一般市民にスポーツをする機会・場を増やしてい
くとともに体協だより等を活用し，体育協会自体，また各部会によるイベントや活動の広報活動に努めていく。

1,600 0

　加盟していない競技団体の調査・ヒアリングを行い，新規団体の設立につながった。

県支出金

地方債

平成29年度 平成33年度

（基準値） （実績）

その他

一般財源 1,600

（目標値）（実績）

平成28年度

10050104 市体育協会補助事業 407

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,600 1,600 0

国庫支出金

　市民の健康増進と体力向上のため，各種運動競技の普及発展と競技力向上を目的に活動する体育協会の自主的
な事業を支援し，市民交流とスポーツ活動の推進を図る。
　また，市が主催するスポーツ大会やイベントへの協力などの積極的参画にも期待する。
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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】

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

28

（目標値）

　年2回行う講習会のうち，1回は参加者少数のため実施できなかった。今後は講習会の内容の検討を行い，成果
の向上を図る。

　交流会や講習会を今後も継続することで，青少年の健全育成や体力向上を図ることができる。

指標名
平成28年度 平成33年度

　各種運動競技の普及・発展，競技力向上と各少年団間の交流を目的に活動するスポーツ少年団本部の自主的な
事業を支援し，青少年健全育成と児童の体力向上に寄与する。

　土日は練習試合や大会があることから，会議を平日に行うようにした。講習会については，十分な講義時間を
確保するために土曜日に開催した。

団員数 700

平成29年度

（基準値） （実績）

その他

市内のスポーツ少年団数 団体 27 27 25

人

（実績）
単位

平成26年度

636 685 631

国庫支出金

△ 500

県支出金

地方債

事業費 1,802 1,302 △ 500

一般財源 1,802 1,302

10050105 市スポーツ少年団補助事業 407

体育協会バスケットボール連盟大会

県南取手ブロック交流会
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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】

ふるさと納税

　参加費を一律500円上げ（高校生以上4,500円，小・中学生2,500円），ナンバーカード，参加賞（Ｔシャツ）
を含め全てを事前送付にすることで参加者の利便性を図るとともに，当日の受付事務量を削減した。
　引き続き，大会専用ホームページで情報発信に努めた。

　参加賞を含め全てを事前送付にしたこと及び，荷物預りの規則をランナー側の意見を基に改善したことで，ラ
ンナーの利便性が大幅に向上した。課題としては，現在のゴミ処理方法が多くの人員・時間を要する点がある。

　今後も参加者及び運営ボランティアの意見を基に，参加者の利便性向上・両者の負担軽減を目指して取り組ん
でいく必要がある。

第34回守谷ハーフマラソンスタート風景

（ 単 位 ： 千円 ）

県支出金

　守谷ハーフマラソンに多くの人に参加してもらうことで，幅広い年齢層の人の健康増進をもたらすとともに，
全国からの参加者に守谷市のすばらしさをＰＲする。
　また，大会運営に多くのボランティアが参加しており，市民相互の交流を深める機会になっている。

（目標値）
指標名 単位

平成26年度

市内参加申込者数のうち完走者数 人 1,821

参加申込者数のうち完走者数 人 5,160

（基準値）

1,728 1,669 2,000

409

2,000 2,000 0

国庫支出金

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費

その他 2,000 2,000

一般財源 2,000 △ 2,000

5,168 4,727 5,300

平成28年度 平成29年度 平成33年度

（実績）

10050108 守谷ハーフマラソン開催補助事業

（実績）

地方債
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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】

110

第32回守谷市中学生富士登山　山頂

登頂に成功した人数 人

　中学生が日本最高峰である富士山を登山することにより，自然のすばらしさを知り，仲間と協力し合うことの
大切さを学ぶ。また，団体行動を通して，社会の一員としての自覚を養う。

　前年に引き続き，登山ガイドを3名配置し，山小屋との対応が迅速に図れるようにし，子どもたちの安全確保
に努めた。

参加者数 人

指標名 単位
平成26年度 平成28年度 平成29年度

（実績）

平成33年度

（基準値） （実績） （目標値）

116 99 84

　守谷市として32回目の実施となった。国の施策において，社会教育・学校教育の両面から子どもの体験活動の
推進が求められる中，富士登山を通して，感動したり，驚いたりしながら考えを深め，実際の生活や社会，自然
の在り方を学んでいく機会を提供する事業である。
　今後も，子どもたちの成長の糧であり，「生きる力」をはぐくむ基礎となる体験活動として，事業の実施を継
続していく。

124 100 90 120

　旅行業務の委託・登山ガイドの配置により，事務量・引率者の負担は軽減されたが，日程の都合上（7月最終
の木・金は各部活動の県大会と重なる可能性があった）参加者（中学3年生）が前年より減少したため，次年度
は，日程を変更して事業を実施する。

国庫支出金

県支出金

地方債

その他

一般財源 1,195 1,101 △ 94

409

（ 単 位 ： 千円 ）

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

事業費 1,195 1,101 △ 94

10050110 中学生富士登山事業
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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】

（ 単 位 ： 千円 ）

事業費 10,011 15,000 4,989

国庫支出金

県支出金

　3市共同開催として年次積立を行うことで，各市の負担を抑えるだけではなく，国体開催年に掛かる経費を抑
えることにもつながり，事務局運営の成果は向上している。
　今後は，運営ボランティアの募集やボランティアリーダーの養成など，市民が活躍できる場を提供すること
で，国体に参画する市民を増やし，更なる向上を図る。

　8月のリハーサル大会及び平成31年国体開催に向けて，守谷市市民協働推進アクションプログラムに沿った市
民運動を展開する。
　リハーサル大会開催に向けて，庁内推進本部が中心となり，大会に携わる職員の配置やおもてなしコーナー設
置に関する協議を行う。

国体関係事業に関わった市民の数 人 454 650

一般財源 10,011 15,000 4,989

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）

　平成31年の第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」開催の準備を進めるため，守谷市・常総市・坂東市
がハンドボール競技共同開催地として必要な事業を行い，ハンドボール競技の普及とスポーツの振興に寄与する
とともに，市民一人ひとりが国体に参加する機運を高め，市全体で国体を盛り上げ，協働のまちづくりの推進に
つなげる。

・各専門委員会の実施
・市と実行委員会の連携による開催ＰＲ
・守谷市市民協働推進アクションプログラムの策定
・ボランティアリーダー養成講座の実施
・運営ボランティア募集
・日本ハンドボールリーグ招致
・関東学生ハンドボールリーグ招致

（実績）

国体ＰＲイベントの数 件 40 52

（目標値）

地方債

その他

平成28年度 平成29年度 差 主な名称

10050111 国民体育大会開催事業 411

9月 関東学生ハンドボールリーグの招致

「日本体育大学 4年 今野利彦選手（守谷市出身）」
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