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平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 16-①

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から

4 4 3 3
6

590

3

法定受託
事務

自治事務
（義務）

7 6 6

市民サービス

6

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他(参加者負担金)
574 590 590

590

財
源
内
訳 590

590574 590 590

400 400 400
174 190 190 190 190

31年度 ３2年度
（決算額：千円） （予算額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

400 400

目的達成のため
の手順

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

芸術祭

２　事業概要（Plan）

　市民や関連団体と共創することで，更なる芸術・文化活動にふれる機会や充実した文化活
動が行うことができる施設の充実などが求められている。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.20

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 5 2

②

年度繰返し

担当課名 中央公民館

　市民の日頃の芸術・文化創作活動の成果を発表する機会を提供する。また，今後の創作意欲の醸成
を図るとともに芸術・文化を身近に親しむ機会とする。

市美術展覧会

30年度２9年度２8年度

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
作　成　日

芸術活動の活性化

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

伝統文化・芸術の振興

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

3,200

196 198

（実績）

5

3

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域のつながるまち
づくり

全体計画

来館者数
（市美展，芸術祭，フェスティバル）

市美展出品者数

人

人

豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会
の提供

学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の
提供

体系項目 (1)

個別施策

単位目標内容

3,150

183 192 194

31年度

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　市民の芸術・文化活動に関する関心を高め，意欲的な創作活動を促し，地域文化を育む。

・市民が気軽に多様な芸術・文化にふれ合い，また自分の作品を発表する機会の充実を図るととも
に，文化活動をとおした市民間交流の場の提供に努める。
・芸術・文化団体間の連携を図り，団体活動の活性化が図れるよう支援する。

3,006 3,050 3,100



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

43

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ

43

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

主要事業名：芸術文化に親しむ機会の提供

成果に関する指標に係る評価
※どれだけの成果が上がったか

・出品点数183点
　絵画：47／書：39
　写真：39／工芸：58
・鑑賞者数927人
・審査を経て，表彰者38人
　絵画：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞5人，会員賞1人
　書：最優秀賞1人，優秀賞2人，奨
励賞5人，会員賞1人
　写真：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞5人，会員賞1人
　工芸：最優秀賞1人，優秀賞2人，
奨励賞6人，会員賞1人
・運営委員会委員8人，実行委員会委
員56人の協力を得て，怪我人等もな
く円滑に実施することができた。
・広報活動
　広報鹿嶋5月15日号，7月15日号
掲載，かなめーる配信5月16日配
信，市民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載，市民ｾﾝﾀｰ
広報紙6月15日号掲載，FMかしまｽ
ﾎﾟｯﾄ放送，かわら版6月26日号掲
載，毎日新聞6月29日掲載，茨城新
聞7月2日，16日掲載

・出品点数278点
　絵画：39　書：41
　写真：35　工芸：37
　洋裁：0　  編物：3
　手芸：53　華道：30
　和紙絵：40　自由創作：0
・鑑賞者数985人
・代表者7人，実行委員会委員61人
の協力を得て，予定どおり円滑に実施
することができた。
・広報活動
　広報かしま9月15日号掲載，かな
めーる配信9月19日，市民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑ
ﾍﾟｰｼﾞ掲載，市民ｾﾝﾀｰ広報紙9月15日
号掲載，FMかしまｽﾎﾟｯﾄ放送，毎日新
聞10月27日掲載，NHK10月25日
掲載

事業実施に直接関連する指標
に係る評価　※何を行ったか

・第1回運営委員会6月27日
・第1回実行委員会5月11日
・第2回運営委員会6月8日
・審査員会議6月25日
・表彰式7月3日
・第2回実行委員会7月29日
・申込期間を5月31日（火）～6
月5日（日）6日間とり，土・日曜
日に申込ができるようにした。
・申込場所は市内公民館11館で
行った。
・広報活動（掲載依頼等）
　広報鹿嶋，かなめーる配信，市
民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ，市民ｾﾝﾀｰ広報
紙，FMかしま，かわら版，記者ｸﾗ
ﾌﾞへの情報提供

・第1回代表者会議8月26日
・第1回実行委員会9月9日
・第2回代表者会議9月28日
・作品搬入10月23日
・華道生けこみ10月24日，27日
・作品搬出10月30日
・第2回実行委員会11月10日
・申込期間を9月20日（火）～25
日（日）6日間とり，土・日曜日に
申込ができるようにした。
・申込場所は市内公民館11館で
行った。
・広報活動（掲載依頼等）
　広報鹿嶋，かなめーる配信，市
民ｾﾝﾀｰﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ，市民ｾﾝﾀｰ広報
紙，FMかしま，記者ｸﾗﾌﾞへの情報
提供

　運営委員会，実行委員会を組
織することで，事業の円滑な実
施を図る。

第20回鹿嶋市美術展覧会 開催
期間：6月28日（火）～7月3
日
　　　（日）
会場：まちづくり市民センター
　　　体育館
公募展：絵画／書／写真／工芸

総合評価
方法

理由

個別事業実績評価

合計
点数

　市内で最大規模を誇る市美術展覧会と市芸術祭は，市民が気軽に多様な芸術・文化にふれる大切な場となっていること，そして市内の芸術家の創作活動（意欲）を高める機会
となっており，ゆとりと潤いを実感できる心豊かな市民生活を実現するためには，必要な事業である。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・運営委員会，実行委員会を組織
し，運営していることにより，作
品の搬入，展示レイアウト，搬出
に至るまで出品者と協働して催す
ことができたことは今後も継続す
べき内容である。
・特別展として「熊本地震災害支
援作品展・募金」を行い，出展数
88点（343,000円），募金
（39,901円）計382,901円の義
援金を募ることができたことは，
業務を文化協会に委託し，市民の
発想と行動力が伴って実施できた
ことである。

・代表者会議，実行委員会を組織
し，運営していることにより，作
品の搬入，展示レイアウト，搬出
に至るまで出品者と協働して催す
ことができた。また，鹿嶋市文化
協会との連携は，本事業を実施す
るうえで不可欠な存在となってい
る。今後も引き続き，文化団体
（文化協会）への支援は必要であ
る。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４割）・執行工夫・日常業
務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）を乗じ，個別事業実績評価
点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

総合評価結果

個別事業実績評価点：

[課題]
・代表者会議，実行委員会
委員の新しい人材の発掘及
び育成が必要である。
・洋裁，自由創作の部門の
出品がなかった。事前の周
知活動の徹底に努める必要
がある。

[課題]
・運営委員会，実行委員会
委員の新しい人材の発掘及
び育成が必要である。

個別事業実績評価点：

・文化に関する専門的な知識，技
術を有する指導者やボランティア
で運営委員会，実行委員会を組織
する。
・申込期間に土・日曜日を入れ
る。
・部門ごとに「最優秀賞」「優秀
賞」「奨励賞」「会員賞」を表彰
する。
・申込場所を市内公共施設で行
い，申込者の利便性を図る。
・広報については，新聞社等マス
メディアを活用し，周知を図る。
・出品点数目標値：190点
・鑑賞者数：1,000人

第15回鹿嶋市芸術祭 開催
期間：10月25日（火）～30日
　　　（日）
会場：まちづくり市民センター
　　　体育館
公募展：
絵画/書/写真/工芸/洋裁/編物/
手芸/華道/ちぎり絵/自由創作

・文化に関する専門的な知識，技
術を有する指導者やボランティア
で代表者会議，実行委員会を組織
する。
・申込期間に土・日曜日を入れ
る。
・申込場所を市内公共施設で行
い，利便性を図る。
・広報については，新聞社等マス
メディアを活用し，周知を図る。
・出品点数目標値：300点
　※10部門×30点
・鑑賞者数：1,000人

改善策

課題

実績

　地域の文化振興の担い手として，市民による自主的な活動を促進するため，更に文化団体への支援が必要である。また，関係団体と連携して講座や教室の充実や，芸術分野に関わる人材の育成を図り，市民の文化力の向
上を促進する必要がある。

社会情勢や財政，他市での取り組みなどを考慮し，事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

86.0

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標

　市美術展覧会や芸術祭を開催することで，市内芸術家の創作活動への意欲を増進させる機会となっている。また，市民に気軽に芸術・文化に親しむ機会を創出することができている。

継続する場合，現状認識を踏まえた課題について記入してください。

　文化協会構成員の高齢化が進んでいる。事業の継続にあたり、新しい人材の掘り起こしや後継者の育成等が求められる。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

現状維持

①市美術展覧会の開催

②芸術祭の開催



○

○

　一般財源

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　市民が本市に対する誇りや愛着を感じられるよう，郷土に残る伝統文化や行事，歴史などを次世代
に継承していくことが必要である。そのため，鹿嶋市の伝統文化に触れる機会として，「鹿嶋の民
話」や「市民音頭」の普及活動を実施するとともに，伝承する担い手となる後継者育成も行ってい
く。また，中学校２年生を対象に開催される「いばらきっ子郷土検定」を通じて，子どもたちの郷土
を愛する心を育成する。

・語り部の会による出前講座や語り部養成講座の開催
・舞踏連盟による祭り等での市民音頭の普及活動，市民音頭のＣＤ・カセット等の販売
・郷土検定の問題作成，大会への参加

2,015 2,300 2,400

単位目標内容

2,500

３1年度

全体計画

鹿嶋の民話語り事業参加者数 人

豊かな感性を育む芸術文化に親しむ機会
の提供

学校や様々な場所で芸術に親しむ機会の
提供

体系項目 (1)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

2,600

（実績）

5

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

学び・楽しみ，地域がつながるまち

郷土教育の推進

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

伝統文化・芸術の振興

担当課名 社会教育課

　鹿嶋市には多くの歴史遺産が残り，鹿島神宮をはじめ，古くから伝統が伝わる地域である。「鹿嶋
の民話」や指定文化財，史跡などから先代の守り伝えるものを次世代に継承し，本市に移転してきた
市民にも愛着がもてるような，郷土の歴史・文化・伝統を大切にしたまちづくりの推進につなげる。

鹿嶋の民話普及事業（謝礼）

30年度２９年度２８年度

主要事業名 芸術文化に親しむ機会の提供
作　成　日 H29.6.27

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 5 2

②

数
値
目
標

市民音頭普及事業（謝礼）

２　事業概要（Plan）

　昨年度に引続き，茨城県では，「いばらきっ子郷土検定」事業を県内中学２年生を対象
に実施した。鹿嶋市では予選大会を市内中学校で一斉に行い，代表校として高松中学校が
県大会に出場し準決勝まで進出した。また，鹿嶋まつりや桜まつりにおいて市民音頭を披
露し，普及活動を行った。

２８年度 ２９年度 30年度 32年度

目的達成のため
の手順

いばらきっ子郷土検定事業
投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

60

3１年度 ３２年度
（決算額：千円） （予算額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

60 60 60 60
40 40 40 40 40

7 6 6 6 6

106107 106 106合　計
　国県支出金
　地方債

106

財
源
内
訳 100

5 6 6 6

2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業 その他

　その他（雑入）売払収入等 6
102 100 100

1

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

1 1 1 1
2

100

平成28年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 16-②

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 　教育基本法　教育の目標（２条）

事業の性質

事業期間 単年度



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

33

【比率： 50 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ
38

【比率： 50 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

主要事業名：芸術文化に親しむ機会の提供

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・児童クラブや市内幼稚園・
保育園等でをはじめ，そのほ
かさまざまな施設等に出向い
て，語り部を実施し，より多
くの人に伝承を伝えることが
できた。
・語り部養成講座を開催し，
人材の育成を行った。
・鹿嶋まつり等のイベントに
参加し，市民音頭を通して地
域交流をすることができた。

　子どもたちが郷土の歴史文
化や風土について理解，関心
を深める機会になった。ま
た，高松中学校が県大会へ出
場し，敗者復活で準決勝進出
を果たした。

②いばらきっ子郷土検
定事業

個別事業実績評価

個別事業実績評価点：

事業実施に直接関連する指標

・郷土検定の問題を５０問作
成した。
・市町村大会（鹿嶋市５校参
加）を開催し，高松中学校が
鹿嶋市の代表校として県大会
（４５校参加）に出場した。

具体的施策名
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・地元の言葉で地元の民話
を語り，鹿嶋市の文化を伝
えた。また語り部養成講座
を開き，方言で語れる後継
者の育成も図った。
・イベントに参加すること
により，市民音頭の普及を
図った。

　子どもたちが鹿嶋の歴史
や風土について関心が高ま
り，学んでいけるような問
題作成に努めた。また，高
松中学校の県大会の成果を
告知し，他の中学校の意欲
向上を図った。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

近隣

　郷土検定（市大会・県
大会）への参加をとおし
て，子どもたちの郷土の
歴史文化や風土への理解
関心の向上を図る。

・検定問題の作成（50
問）
・市大会の実施
・県大会出場

事業実施に直接関連する指標 ・

・語り部の活動を６６回開催
・出前講座で54回，児童ク
ラブで１２回開催
・語り部養成講座を実施（全
６回）
※参加人数８名
※民話の地めぐりを２月に開
催
・民音頭普及のため，桜まつ
り，鹿嶋まつりのイベントに
参加

・出前講座による普及活
動を行う。
・語り部出前講座の開催
を行う。
・語り部養成講座を実施
し，次世代に継承する。
・祭りやイベントなど
で，市民音頭の普及活動
を行う

[課題]
・語り部養成講座の受講
人数をどう増やすか。語
り部活動を広く伝えるた
めの活動場所を設置す
る。
・イベントのほかに，市
民音頭に触れる機会をふ
やすため，地域の行事等
での活用も検討する。

個別事業実績評価点：

成果に関する指標

理由現状維持

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関
する指標（４割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそ
れぞれの判定による率（A=1.0,B=0.65,C=0.4）を乗じ，個別事業実績評
価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃの区分により総合評価とする。

総合評価結果
合計
点数

個別事業実績評価点：

[課題]
・問題の修正，関心のも
てる新しい問題の作成。
・今後も子どもたちの郷
土への興味理解を伸ば
し，楽しく学びかつ成績
を残すための方策の検
討。

実績

①鹿嶋の民話・市民音
頭の普及

　郷土に残る伝統文化
や，行事歴史などを次世
代に継承する。
・多くの市民に伝承をす
るため，鹿島の民話の普
及活動を行う
・市民音頭の普及活動を
行う

社会情勢や財政，他市での取り組みなどを考慮し，事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。
　市外からの転入者などが，鹿嶋市の歴史や伝統文化に触れる機会が減ってきている。郷土に残る歴史や文化，それに係る行事は，地元住民と新しい鹿嶋市民の人間関係を構
築する一助になる事業である。そこで，「鹿嶋の民話」や「市民音頭」の普及活動を実施し，郷土の歴史文化へ触れる機会を提供し，地元住民はもとより鹿嶋の新しい住民や
子ども達にもその理解と興味を深められた。児童クラブや幼稚園・保育園等でも普及活動を行い，子どもたちが鹿嶋の民話に触れる機会を提供することができた。

70.3

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

B

　鹿嶋市の貴重な歴史文化の周知を通じて，郷土への理解と郷土愛，郷土への誇りを醸成するためこれらの事業は継続していきたい。

③

改善策

課題

総合評価
方法

継続する場合，現状認識を踏まえた課題について記入してください。
　郷土の歴史や文化を伝えていくために，まず地元の人に興味を持ってもらい，その上で子どもたちの興味や理解の向上に努め，語り部などの後世へ伝えていける人の育成や
広報活動の充実が重要な課題である。鹿嶋の民話の普及活動と併せて，語り部の養成講座を開催するなど，後世に伝えていく人材の育成が必要である。郷土検定では，市の代
表校が県大会でも上位に進出する活躍が続いている。継続してさらに盛り上げるため，事業への関心が高まるような方法を検討する必要がある。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

　語り部の養成講座を充実させる。大人も子どもも，伝統行事に参加する機会や，歴史文化について学ぶ機会を増やす。広報活動を充実させ，広く市民や市外の人達にもＰＲ
を行い，観光ＰＲの一つとして活用できるように取り組んでいく。
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年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

根拠法令等 　文化財保護法

事業の性質

事業期間 単年度
その他

２　事業概要（Plan）

　鹿島郡家跡は，奈良時代に編纂された『常陸国風土記』に記載された古代鹿島郡役所跡
であり，鹿島神宮とその摂社である沼尾神社，坂戸神社とともに，「鹿島神宮境内附郡家
跡」として国の史跡に指定されている。その重要性の周知，公開並びに，用地の効果的な
活用が求められている。また近年，史跡に隣接している斜面地の崩壊が進んでおり，早急
な対応が必要となっている。また，どきどきセンターの休日開館や，ミニ博物館ココシカ
で実施している土曜塾，休日子ども教室の開催日や定員の増加を検討する必要がある。

伝統文化・芸術の振興

担当課名 社会教育課

　史跡整備事業は，『常陸国風土記』にも記載されている古代の鹿島郡の郡役所跡である鹿島郡家跡
（昭和６１年８月４日に国の史跡に指定）を史跡公園として整備し，体験学習や社会教育的な場所と
して活用しながら，歴史的遺産として後世に残すために保存整備及び活用を図る。
　収集資料や出土品の保存・活用事業は，鹿嶋市内の文化財を後世に伝え残すために，市民や一般の
人たちに周知できるよう展示や体験活動を行う。

主要事業名
国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及
び保存活用

作　成　日 H29.6.27

１　事業の位置づけ

３

法定受託
事務

自治事務
（義務）

2 2 2

市民サービス

年度繰返し 期間限定 年度から

３ ３ ３ ３
2

43,992
2

自治事務
（任意）

管理経費
建設事業

38,216 38,635 39,912

49,492

財
源
内
訳

2,835 3,672 6,380 500

48,742

750
44,492

　一般財源

41,051 42,307 46,292

　その他

547547 547 547投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

6,392

496

（決算額：千円） （予算額：千円）

8,097
27,945 27,945

6,218 5,718

合　計
　国県支出金
　地方債

28年度

27,945 27,945 27,945
6,000

史跡整備事業費

30年度29年度28年度

6,000 6,000

31年度 ３2年度
（計画額：千円） （計画額：千円） （計画額：千円）

11,800 10,000 15,000

重点目標 5 2

①

数
値
目
標

歴史・文化遺産（有形・無形）の保存・
保全と継承

国・市指定の史跡の整備

体系項目 (2)

個別施策

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

1,900

10,000 10,000

（実績）

5

1

②第三次鹿嶋市総合計画後期基本計画における位置づけ

未来を創るひとづくり・まちづくり

29年度

学び・楽しみ，地域がつながるまち

郷土教育の推進

基本目標

基本政策

基本施策

３　数値目標と実績（Do）

（予定･見込） （予定･見込） （予定･見込） （予定･見込）

事務事業の
概要・背景

30年度 32年度

目的達成のため
の手順

従事職員数
正規職員（フルタイム勤務者）

その他職員（再任用（短），嘱託職員等）

目的（事業の目
指すところ）

　史跡整備事業は，神野向遺跡を史跡公園として郷土学習や体験学習の場や，市内外の人たちが鹿嶋
市の歴史に触れる場として保存整備・活用を行っていく。前段として，遺跡内容の把握のため確認調
査，発掘調査を行っていく。
　収集資料や出土品の保存・活用事業は，市内遺跡出土品や文化財を活用し，直に体験できる活動な
どを通して歴史に触れ，学べる機会を設けるもの。

・遺跡の保存・整備のための公有化
・鹿島神宮を含めた保存活用計画の策定
・出前講座の実施
・子どもたちが体験し，学べる場の提供

1,599 1,700 1,800

単位目標内容

1,900

8,731 9,000 9,500

31年度

全体計画

どきどきセンター入館者数

ミニ博物館ココシカ入館者数

人

人

どきどきセンター施設管理（指定管理）

　　　　　　　　　　　（展示替業務委託）

ミニ博物館ココシカ事業（運営委託料）



３　具体的施策評価（Check)
「事業実施に直接関連する指標」，「成果に関する指標」，「執行工夫・日常業務改善の取組」は，以下の3段階評価を行う。A:予定を上回る　B：概ね予定通り　C：予定を大きく下回る

55

【比率： 55 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

34

【比率： 45 ％】 評価： Ａ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

　史跡整備においては，保存活用計画策定の見直しを図ったが，公有化や基本計画，実施設計に係る費用，環境整備の問題などがある。収集資料や出土品の保存・活用事業は，
見学者を増やすための活動の見直しを検討する必要がある。

課題に対する改善策について，期限や具体的な数値などを記入してください。

充実，現状維持，
見直し，休止・廃止

[課題]

現状維持

改善策

課題

実績

　史跡内の地権者については，現状を理解してもらい，地道に交渉を続けていく必要がある。保存活用計画を策定するにあたり，今後の基本計画，実施設計の基礎となる資料作
りを行い，速やかに史跡整備が行えるようにする。どきどきセンターやミニ博物館ココシカの運営は，学校との連携を図り，地域の子ども達に周知することを検討する。

社会情勢や財政，他市での取り組みなどを考慮し，事業の取り巻く環境と事業の現状について記入してください。

　史跡整備については，検討委員会や文化庁，県と協議しながら，保存活用計画を平成30年度に策定することになり，平成28年度は測量調査を進めた。収集資料や出土品の保
存・活用事業においては，どきどきセンターやミニ博物館ココシカの出前講座や土曜塾，休日子ども教室など，子ども達が郷土の歴史を学べる機会を設けた。

継続する場合，現状認識を踏まえた課題について記入してください。

理由

総合評価
方法

　史跡整備は，保存活用していくため，収集資料や出土品の保存・活用事業は郷土の歴史を伝えるため事業を継続していく必要がある。

具体的施策別の比率に，事業実施に直接関連する指標（３割）・成果に関する指標（４
割）・執行工夫・日常業務改善の取組（３割）の割合及びそれぞれの判定による率
（A=1.0,B=0.65,C=0.4）を乗じ，個別事業実績評価点を算出する。その合計点数をＡ～Ｃ
の区分により総合評価とする。

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

Ｃ：合計点数が５０点以下

89.0

個別事業実績評価点：

A総合評価結果

・どきどきセンターでは，
市内遺跡から出土した埋蔵
文化財の展示や講演会，企
画展示，出前講座などを行
い，ミニ博物館ココシカに
おいては，神宮の歴史や郷
土の歴史を展示し，観光客
に周知活動を行った

[課題]
・どきどきセンターは，平
日開館となっているが，土
日開館の要望もあり，今後
検討していく必要がある。
・ミニ博物館は，立地条件
が良い場所であるが，施設
が小規模のため団体客の見
学等が難しいところであ
る。また，市内小学校との
連携なども検討する必要が
ある。

・HP，新聞，FMかしま，
情報誌などのメディアを活
用したり，鹿島神宮へチラ
シを置くなど，展示やイベ
ントの情報を広く発信し
た。
・ミニ博物館ココシカで
は，土曜塾や休日子ども教
室を開催し，子ども達へ郷
土の歴史などを体験して学
べるように務めた。

合計
点数

主要事業名：国指定史跡「鹿島神宮境内附郡家跡」（神野向遺跡）整備及び保存活用

成果に関する指標に係る評価

※どれだけの成果が上がったか

・坂戸神社・沼尾神社（縮
尺1,000分の1）及び鹿島
神宮（縮尺2,500分の1）
の地形図を作成した。
・２件の土地所有者と話し
合いを実施し，どちらも買
上げ希望の意向を確認し
た。
（郡家跡土地公有化は，
H28現在で71665.01㎡
で97.36％まで進んでい
る）

・どきどきセンター入館者
数
　1,599人（前年1,571
人）
・ミニ博物館ココシカ入館
者数
　8,731人（前年8,456
人）

事業実施に直接関連する指標

[課題]
・基本計画を進めるにあた
り保存活用計画の策定が必
要となり，平成28年度から
3か年計画で策定を行う。
28年度は測量調査を行い，
29年度からコンサルタント
委託を行い策定をする。
・地権者の要望にどのよう
に応えていけるか，県や国
とも協議を進めていく必要
がある。

個別事業実績評価点：

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

成果に関する指標
執行工夫・日常業務改善

の取組に係る評価

（評価をふまえた改善点）
・国・県と協議を行い，当
初２か年計画であった保存
活用計画策定事業を３か年
に見直した。
・地権者の自宅へ訪問し，
地権者の要望を聞き，柔軟
な対応を心がけた。
・公有化を進めるため，遺
跡保護の必要性のある箇所
について追加指定の同意を
得るようにした。

個別事業実績評価点：

個別事業実績評価

①国指定史跡鹿島神宮境
内附郡家跡保存活用計画
策定事業

　国指定史跡鹿島神宮境内附
郡家跡の史跡整備計画の推進
を図る
・史跡指定面積：
469,955．24㎡
　鹿島神宮：375,034．00
㎡
　坂戸神社：10,904．71㎡
　沼尾神社：10,409．52㎡
　郡家跡：73,607．01㎡
・史跡内の土地の公有化

に係る評価　※何を行ったか事業実施に直接関連する指標

　鹿嶋市内の文化財を収集
し，保存・活用を行い，市民
に公開する。

・史跡整備のための保存活
用計画を平成28～30年度
において策定する。
・郡家跡の史跡内で未買地
の土地の公有化を進める。

・どきどきセンターにおい
て市内出土品の埋蔵文化財
の展示や講演会の開催を行
い，歴史の知識を深めても
らう。
・ミニ博物館ココシカにお
いて常設・企画展示や土曜
塾などの体験事業を行い，
鹿嶋の歴史や伝統文化に触
れてもらう。

・史跡整備検討委員会を３
回開催し，史跡整備保存活
用計画の内容を精査し，平
成28年度は測量調査を行
い，平成29・30年度で保
存活用計画策定のための業
務委託を行う。

具体的施策名

③

②収集資料や出土品の保
存・活用事業


