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平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 18

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 スポーツ基本法，第三次スポーツ推進計画

事業の性質

事業期間 単年度 期間限定 年度から
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市民サービス
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自治事務
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管理経費
建設事業 その他

　その他(スポーツ振興くじ助成金) 5,044
10,832 13,864 51,064

5,044 5,044 5,044

16,108

財
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内
訳
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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）

50成人スポーツ実施率 ％ －

1,030

2,606

健康づくりスポーツ教室

2,800

1,800 1,800

5,200

目的達成のため
の手順

サッカーフェスティバル大会
ビーチサッカー大会

駅伝大会

スポーツ振興事業補助金

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

合　計
　国県支出金
　地方債

数
値
目
標

卜伝武道（柔道・剣道）大会

２　事業概要（Plan）

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催決定を契機として，国
を始め，国民、団体、企業等が「スポーツ」への関心が高まっている。
・茨城県では，平成３１年茨城国体を契機として，スポーツに対する関心意欲を更に高揚
させ、健康・体力の保持増進と競技力向上に取り組んでいる。
・市民からスポーツ環境（施設・事業）の充実についての要望が多い。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

H29.6.30

事務事業の
概要・背景

１　事業の位置づけ

重点目標 6 1

①

年度繰返し

担当課名 スポーツ推進課

　シンボルスポーツを中心にしたスポーツコンベンション事業を開催するとともに，情報提供や既存
大会の規模拡大，大規模な大会の誘致を図り，スポーツを体験する機会を多く設け，スポーツを通し
た健康づくりの推進を図る。

茨城国体開催経費

30年度２9年度２8年度

主要事業名 スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進
作　成　日

スポーツ交流の推進
スポーツ活動の推進

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）

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

565,000

（実績）

１
２

１
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

スポーツでつながるまちづくり

笑顔あつまるスポーツのまち
健康で活気みなぎるまち

550,000

31年度

全体計画

スポーツ実践者数（施設利用者） 人

幅広い年代が楽しめるスポーツ・レク
リェーション活動の推進

スポーツ事業の開催と体験する機会の提
供

体系項目 (1)

個別施策

単位目標内容

　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）

①第７４回国民体育大会(2019年茨城大会)サッカー競技成年男子・少年男子
　※リハーサル大会：第５４回全国社会人選手権大会
②スポーツコンベンション事業・健康づくりスポーツ教室等の開催
③成人の週１回以上スポーツ実施率５０％以上（目標年度平成３３年度）

・(国体)実行委員会内に専門委員会を設置し，実施計画の策定などの準備にあたる
・各スポーツ大会，教室等の開催
・スポーツ団体に対する支援
・健康づくり（障がい者）スポーツの開催，支援
・スポーツ関連情報の提供

515,858 520,000 535,000



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

26

【比率： 40 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

20

【比率： 20 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

18

【比率： 20 ％】 評価： Ｂ 評価： Ａ 評価： Ａ

3

【比率： 5 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ｂ

10

【比率： 10 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ

5

【比率： 5 ％】 評価： Ａ 評価： Ａ 評価： Ａ
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

改善策

総合評価結果

成果に関する指標

　平成２８年度は，２０１９年茨城国体開催に向けて鹿嶋市実行委員会を設立し，茨城県，サッカー協会，鹿行５市で情報の共有化や事業の効率化の検討を行った。また，スポーツによる海岸活用を推進す
るため，観光セクションと連携して「鹿嶋シーサイドビーチラン」を開催した。今後もスポーツと観光が連携して地域活性化を図る。

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。
　２０１９年茨城国体や２０２０年東京オリパラの機運を活用したスポーツ事業の拡充・健康づくりの推進を図る必要がある。

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

充実

①茨城国体開催事業

　鹿行５市で取り組むＤＭＯとの連携によるスポーツの産業化と，市民，地域，スポーツ団体や民間事業者などと行政が連携して「健康・スポーツ健康都市宣言」などの検討を通じて，スポーツによる本市
の活性化を図る。

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。

個別事業実績評価点：

[課題]
　新しい情報の更新をスピー
ド感をもって行う。

Ｃ：合計点数が５０点以下

A

[課題]
　地区によって活動の回数に
開きがある。

[課題]
　夏休み期間中の大会開催の
ため，他事業と重複する可能
性が高い。

②広域大会の開催

　今回改善された。スポーツ
種目別の検索がダイレクトに
できる，スポーツ団体から書
き込みが出来る，SNS活用で
広がりができる。

課題

実績

個別事業実績評価点：

[課題]
　 指導者等の高齢化

　１０地区公民館　平均で年
4.5回健康スポーツ教室を開催

[課題]
　大会へのリピーター獲得の
ためのイメージアップへ向け
た取り組み。

[課題]
　本大会はもとより，平成３
０年度開催のリハーサル大会
に向け，詳細な事業計画策定
が必要となる。

　活動向上のため，スポーツ
推進連絡協議会の中で情報交
換をし，地区活動につなげ
た。

　アマチュアスポーツの経済
的負担軽減を目的に補助金支
援と施設利用料の減免を合わ
せ団体の支援を行った。

個別事業実績評価点：

・鹿嶋市体育協会補助金交付
・鹿嶋市硬式野球（リトル，リ
トルシニア）協会補助金交付

個別事業実績評価点：

総合評価
方法

・サッカーフェスティバル
　93ﾁｰﾑ以上の参加
・剣道　76ﾁｰﾑ以上の参加
・柔道　81ﾁｰﾑ以上の参加

・鹿嶋市体育協会補助金交付
・鹿嶋市硬式野球（リトル・リト
ルシニア）協会補助金交付

・鹿嶋市体育協会補助金　支援団
体数　３００団体以上
・鹿嶋市硬式野球協会補助金　支
援団体数　３団体７０名以上

・１０地区公民館（各種健康づく
りスポーツ）　年随時開催
・スポーツセンター前「ふれあい
広場」（グラウンドゴルフなど利
用）を新規開放

⑥スポーツ情報の発信
（スポーツホームペー
ジ）

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。

③シンボルスポーツの推
進

④スポーツ団体の支援

⑤健康づくりスポーツ

理由

・サッカーフェスティバル　年１
回開催（実行委員会２回，監督者
会議２回）
・卜伝杯武道大会　年１回（剣
道・柔道種）開催

・１０地区５０回1,000名以上
の参加者

・スポーツ関連情報を提供する
ホームページ開設、運営（ＪＶ共
同事業体と連携した各スポーツ情
報の発信）

・スポーツ専用ホームページの充
実，市民のスポーツ対する関心を
高める。
（閲覧件数：H27
　　　　　　約21,000件）

個別事業実績評価

合計
点数

　スポーツは，健康増進，地域コミュニティの形成・活性化などに様々な効果が期待されており，今後もニーズが高いと考えられる。また，東京オリンピック等
の決定や茨城国体（鹿嶋市サッカー競技会場）を契機としてスポーツへの関心が高まってきている。

・鹿嶋市体育協会補助金　支援団体
数　３３８団体
・鹿嶋市硬式野球協会補助金　支援
団体数　支援団体３団体７０名
以上団体の運営支援ができた。

　１０地区５６回１，０２９人
の多くの参加があり，健康増進
を図ることができた。

82.2

Ａ：合計点数が８０点超　

Ｂ：合計点数が５０点超８０点以下

事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

・実行委員会（１回）
・大会ＰＲイベント（講演会や
カウントダウンボード披露な
ど）（３回）

・ビーチサッカー大会　年１回（小
学生・一般の部開催，実行委員会１
回）
・駅伝大会　年１回開催（実行委員
会3回，監督者会議１回）
・ビーチランに向け、名称公募，参
加者募集

・各スポーツ大会情報及び市民
スポーツや健康づくり事業の推
進を図るための情報提供
・情報更新の適正化

・スポーツ別閲覧や絵，表など
を使い感覚的に見やすくなっ
た。
（閲覧件数：約2７,000件）
　約２０％増加

・サッカーフェスティバル年１
回開催（実行委員会２回，監督
者会議２回）
・卜伝杯武道大会（剣道・柔
道）年１回開催（実行委員会４
回）

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）
　茨城県，県サッカー協会と
の連携，鹿行５市連絡会議な
どを開催，情報の共有化や事
業連携を図った。

　ビーチサッカーと他のイベント
とを組み合わせることで相乗効果
がもたらされ活性化が図られた。
また，新たなビーチスポーツ
（ビーチラン）の取り入れ，広域
大会の充実を図ることが出来た。

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

事業実施に直接関連する指標

・実行委員会の設置
・大会ＰＲ
・岩手国体視察
・各種事業計画案の策定

・実行委員会の設置
・大会ＰＲ
・岩手国体視察
・各種事業計画案の策定

・ビーチサッカー大会　年１回
（一般の部，小学生の部新設）開
催
・駅伝大会　年１回開催
・鹿嶋シーサイドビーチラン

・ビーチサッカー
　一般２０ﾁｰﾑ
　小学生12ﾁｰﾑ以上
・駅伝大会　１８０ﾁｰﾑ以上
・ビーチラン大会
　参加者　5００人以上

主要事業名：スポーツ活動の推進，スポーツを通じた交流の推進

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

・実行委員会を設置し，大会開
催に向けた準備が本格化した。

･ビーチサッカー　一般20ﾁｰﾑ，
小学生12チーム参加
・駅伝大会　187ﾁｰﾑ参加
・ビーチラン大会の開催に向け
て，各関係団体と連携した運営
体制の整備を行った。

・サッカーフェスティバル
　４部門　101ﾁｰﾑ参加
・剣道　91ﾁｰﾑ参加
・柔道　69ﾁｰﾑ参加
昨年度以上の参加チームがあ
り、市外チームとの交流が出来
た。

個別事業実績評価点：

　各実行委員会（団体）と連
絡を密にするなど連携を強化
し，参加チームの増加に努め
た。

個別事業実績評価点：



○
○

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）

　日本サッカー協会規定に基づく，サッカーグラウンド及び付帯施設（フェンス，観覧席，照明設
備，トイレ等）の整備
①北海浜多目的球技場（天然芝）　②卜伝の郷多目的球技場（人工芝）　③高松緑地多目的球技場
（人工芝or天然芝）

・施設管理，大会運営，工事施工等について担当課との調整及び近隣住民，関係者等への説明
・設計業務委託の発注
・工事発注及び工事監督，工事監理業務の発注
・付帯施設の改修，修繕

1 1 1 0

31年度

　一般財源

全体計画

市内国体施設の整備会場数 箇所

スポーツ環境の整備・充実

広域的な大会に対応できる施設整備

体系項目 (3)

個別施策

ライフステージに応じたスポーツ活動の
推進

①第Ⅱ期鹿嶋市教育振興基本計画における位置づけ

0

（実績）

2

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

スポーツでつながるまちづくり

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）

健康で活気みなぎるまち

単位目標内容

担当課名 教育総務課

　平成３１年に茨城県で開催される国内最大のスポーツの祭典である国民体育大会において，本市は
サッカー競技（成年男子・少年男子）の開催地となる。このため，国民体育大会サッカー競技施設ガ
イドラインに基づき，競技会場となる北海浜多目的球技場，卜伝の郷多目的球技場，高松緑地多目的
球技場を整備する。

実施設計業務委託費

30年度２9年度２8年度

主要事業名

スポーツ活動の推進

基本目標

平成３１年度茨城国体の開催準備
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 6 1

①

数
値
目
標

工事監理業務委託料

２　事業概要（Plan）

　茨城県では国体による地方スポーツの普及・振興と地方文化の発展を目指して，県民総
参加の国体開催を推進しており，県内の自治体は，平成３１年第７４回国民体育大会の開
催に向けて，施設整備等の準備を進めている。

２8年度 ２9年度 30年度 ３2年度

目的達成のため
の手順

工事請負費（北海浜多目的球技場）

工事請負費（卜伝の郷多目的球技場）

工事請負費（高松緑地多目的球技場）

投
入
コ
ス
ト

事
業
経
費

10,347

0

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）

0 0 0 0
0 13,231 0 0 0

211,778 0 2,000 1,000 0

0 220,644 8,000 4,000
0
0

849,067 10,000 5,000

10,000222,125 1,082,942 20,000合　計
　国県支出金
　地方債 0

0

財
源
内
訳

37,009 428,440 0 0

0

0

62,784 137,211 0 0
92,200 434,300 0 0

1

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) 0
30,132 82,991 20,000

0

法定受託
事務

自治事務
（義務）

3 3 1

市民サービス

年度繰返し 期間限定 平成28 年度から

1 1 0 0
1

10,000

平成２8年度　教育行政評価シート（自己評価）NO. 19

年度まで

国・県・他自治体の動向，
又は市民，その他の意見等

平成31

根拠法令等 スポーツ基本法

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

26

【比率： 35 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

49

【比率： 65 ％】 評価： Ｂ 評価： Ｂ 評価： Ａ

【比率： ％】 評価： 評価： 評価：
 

４　総合評価結果に基づく対応（Action）

執行工夫・日常業務改善
の取組に係る評価

　国体整備に係る全体的な
工程を踏まえ，密に関係課
と調整し，準備を進めた。
説明会を開催し，地域の方
の意見を聴くことができ
た。

　施工者と積極的に工程会
議や現場打合せを実施し，
工法を見直すことで，工期
どおりに施工することがで
きた。
　屋外トイレは，打合せの
中で細部の設計を見直すこ
とでコストを抑えた。

　日本サッカー協会公認の人
工芝グラウンドの整備
（40,000㎡　サッカーコー
ト2面）
　観覧席並びにＬＥＤ照明設
備の整備（新設2基＋改修2
基）の設計業務

・設計請負業者の入札によ
る選定
・改修内容の調整，検討，
協議
・設計図書の完成
・住民説明会の実施

・天然芝のサッカーグラウン
ドの整備（サッカーコート1
面）
・駐車場整備（舗装駐車場＋
砕石駐車場）
・屋外トイレ整備の実施設計
業務

・設計書の単価を見直し，
工事の発注
・工事，工程の監督
・週1回の工程会議の実施
・天然芝グラウンド及び舗
装，砕石駐車場の整備
・設計図書の作成
・確認申請書（確認済証）

達成目標　※指標別に具体的目標（値）を設定

・補助対象工事や改修内容
の確認及び調整，先進地視
察の実施（2回15か所）
・設計者との定期的な打合
せ（月4回程度）
・住民説明会の開催（1回
3月）

主要事業名：平成３１年度茨城国体の開催準備

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

　工事を発注するための設
計図書（設計図面，設計内
訳書，工事仕様書）が完成
し，工事発注の準備が整っ
た。

・天然芝グラウンド
（10,350㎡　1面），舗
装駐車場（3,146㎡　普通
者５１台，大型６台，車い
す用４台），
砕石駐車場（2,130㎡　９
０台）の工事完了により，
国体対応のグラウンドが整
備された。
・屋外トイレの実施設計
木造平屋建（築面積97.92
㎡）

事業実施に直接関連する指標 成果に関する指標
事業実施に直接関連する指標

に係る評価　※何を行ったか

・工程会議の実施（週１
回）
・定期的な施工状況の確認
（随時），材料搬入時の立
会い検査，施工状況の検
査，完成時の現場，書類検
査
・設計内容の協議，調整，
内容確認

個別事業実績評価

合計
点数

　平成３１年の第７４回国民体育大会までは整備を継続して進めていくため

具体的施策名

個別事業実績評価点：

　関係課や施工者と綿密に
調整を行ってきたため，工
法を見直し，工期内の完成
をすることができた。
　屋外トイレは，当初の二
次製品の使用案を見直し，
設計を行うことで工事金額
を下げ，担当課の要望を取
り入れた設計ができた。

　関係課と調整しながら設
計を組むことができた。ま
た，先進地を参考に適切な
材料等を選定することがで
きた。

個別事業実績評価点：

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

個別事業実績評価点：

[課題]

総合評価
方法

　利用者には広報等により早めに周知し，工事について理解を頂くとともに，鹿島ハイツスポーツプラザなどの近隣施設や小・中学校のグラウンドなどの学校開放の活用などで対
応していく。合せて可能な範囲で工程を調整し，利用者に工事の影響が出ないよう配慮していく。

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。

　国体施設の整備については，平成３１年の国民体育大会の開催に向けて県内全域で施設整備等の準備を進めています。鹿嶋市においては，厳しい財政状況を踏まえ，国庫補助金
や県補助金，toto（サッカーくじ助成）を活用しながら『可能な限り既存施設の活用』『施設整備については必要な整備に限定し，大会後も広く活用されるよう配置』『競技運営
に支障が無いように関係機関と調整を行う』ことを競技施設の整備方針としています。これらを踏まえ，平成２７年度の北海浜多目的球技場及び高松緑地多目的球技場の設計を皮
切りに，計画的な整備を行っています。

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。

　国体施設整備については，比較的短期間での施設改修となるため，人工芝の施工期間や芝生（天然芝）の養生期間等が生じ，卜伝の郷多目的球技場，高松緑地多目的球技場，北
海浜多目的球技場の３施設全てが使用できない期間ができてしまう。

課題

実績

理由

75.5

③

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卜伝の郷多目的球技
場改修工事

②北海浜多目的球技場
整備工事

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

改善策


