
 

 

 

山武市東京オリンピック・パラリンピック 
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令和元年６月 
 

 山武市東京オリンピック・パラリンピック 

        戦略推進本部 



はじめに 

 

  山武市東京オリンピック・パラリンピック戦略推進アクションプランは、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催効果を山武市の発

展に結びつけていくため、山武市東京オリンピック・パラリンピック戦略推

進基本計画に示された基本事業を効果的にどのように実施していくのかを具

体的な事務事業で示すものです。 

  なお、このアクションプランは毎年度ローリングを行い、具体化・拡充を

図っていきます。 



ソフト事業
部　会　名 ＮＯ 基　本　目　標 ＮＯ 基　本　事　業 ＮＯ 事　務　事　業 主管課 H30年度

決算見込額
R1年度
計画額

R2年度
計画額 備　　考

１-①-１ 　図書館オリンピック啓発事業 図書館 814 824 701

１-①-２ 　世界記録可視化事業 教育総務課 1,159 990 1,000 地方創生関連交付金

１－② 　運動能力向上 １-②-１ 　トップアスリートスポーツ教室事業 スポーツ振興課 4,540 3,441 3,441 地方創生関連交付金
ホストタウン構想

２-①-１ 　イングリッシュカフェ開催事業 学校教育課 32 23 25

２-①-２ 　多文化交流事業（各種講座事業） 公民館 46 79 79

２-①-３ 　山武市青少年派遣事業 生涯学習課 3,583 3,701 0 ホストタウン構想

２-①-４ 　スリランカ青少年招へい事業 生涯学習課 551 611 611 地方創生関連交付金
ホストタウン構想

２-②-１ 　他国紹介出前講座事業（各種講座事業） 公民館 30 40 40

２-②-２ 　招致国芸術文化紹介事業（成東文化会館自主事業） 公民館 1,062

２－③ 　一校一国運動 ２-③-１ 　一校一国運動事業 学校教育課 276 488 488 地方創生関連交付金

３ 　人権教育の推進 ３－① 　ボッチャ大会開催 ３-①-１ 　ボッチャ大会開催事業 スポーツ振興課 202 277 277 地方創生関連交付金
ホストタウン構想

12,295 10,474 6,662

１ 　事前キャンプ地の招致活動等 １－① 　外国招致（招へい・交流・支援パッケージ化の実施） １-①-１ 　招致国事前交流事業 市民自治支援課 265 46 ホストタウン構想

２－① 　未来（あした）への道１０００ｋｍ縦断リレー及び
　東京2020大会聖火リレーの招致 ２-①-１ 　聖火リレー招致事業 市民自治支援課 324 380 地方創生関連交付金

２－③ 　市民の気運の醸成 ２-③-１ 　聖火リレー協力事業 市民自治支援課 500 地方創生関連交付金

３－① 　公式ボランティア登録人材発掘・育成及び支援 ３-①-１ 　ボランティア人材育成・活動支援事業 市民自治支援課 176 182

３－② 　キャンプ地ボランティア支援及び人材育成 ３-②-１ 　市民ボランティア運営事業 市民自治支援課 300

765 608 800

１－① 　障がい者スポーツの普及・振興 １-①-１ 　障がい者スポーツ選手等講演会開催事業 社会福祉課 19 116 116 地方創生関連交付金

１－② 　障がい者スポーツへの支援 １-②-１ 　障がい者スポーツ審判資格等取得事業 社会福祉課 30 50 50 地方創生関連交付金

49 166 166

1 　「さんむ」の魅力の発信 １－② 　メディア等を活用したＰＲ活動 １-②-１ 　モザイクアート作成（経済活性化推進係事務費） わがまち活性課 39 39 39

２－① 　観光情報発信ツール整備 ２-①-１ 　外国語版ガイドマップの修正、増刷（観光PR事業） わがまち活性課 0 0 0

２－② 　観光客受け入れ体制整備 ２-②-１ 　レンタサイクル事業（観光推進支援事業） わがまち活性課 0 0 0

２－③ 　グリーン・ブルーツーリズム構築 ２-③-１ 　体験型観光推進事業 わがまち活性課 230

269 39 39

１ 　施策の総合推進 １－① 　教育委員研修 １-①-１ 　教育委員研修事業 教育総務課 1,256

1,256 0 0

１ 　異文化交流の推進 １－① 　異文化交流の推進・支援 １-①-１ 　さんむグローバルセンター運営事業 オリ・パラ推進室 2,480 2,580 2,580 地方創生関連交付金
ホストタウン構想

２ 　山武市ブランドの確立 ２－① 　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進 ２-①-１ 　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業 オリ・パラ推進室 1,219 3,526 2,452

３ 　事前キャンプの実施 ３－① 　事前キャンプの実施 ３-①-１ 　事前キャンプ実施事業 オリ・パラ推進室 13,976 地方創生関連交付金
ホストタウン構想

3,699 6,106 19,008

18,333 17,393 26,675

ハード事業
部　会　名 ＮＯ 基　本　目　標 ＮＯ 基　本　事　業 ＮＯ 事　務　事　業 主管課 H30年度

決算見込額
R1年度
計画額

R2年度
計画額 備　　考

2,150
(525)

2,150
(525)

2,150
(525)

※（　）は、前年度からの繰越予算額

小  計 (38,382)

総　　計 (38,382)

２-①-１ 　成東総合運動公園陸上競技場改修事業 スポーツ振興課 (38,382) 合併特例債

推進本部・
幹事会事務局

小  計

総　　計

（単位：千円）

障がい者スポーツ部会
２ 　障がい者に優しいまちづくり ２－① 　市内スポーツ施設の整備

 障がい者スポーツ部会
１ 　障がい者スポーツの振興

小  計

まちづくり部会 ２ 　観光客の受け入れ体制の整備・強化

小  計

招致部会

３ 　ボランティア人材の育成及び活動支援

小  計

　九十九里浜に聖火リレーを招致２

　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ気運醸成・啓発

２ 　国際感覚を身に付けた人材の育成

２－① 　グローバルコミュニケーション能力向上

小  計

　他国紹介出前講座２－②

教育委員会
小  計

山武市東京オリンピック・パラリンピック戦略推進アクションプラン2019　 事務事業一覧
令和元年６月現在 （単位：千円）

教育部会

１ 　スポーツによる青少年の健全育成
1－①
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[1860]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 02

区　分

活動指標① 冊 289,543 292,280 280,000 280,000

活動指標②

成果指標① 冊 283 309 300 300

成果指標②

千円 927 814 824 701

千円 0 0 0 0

[1862]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 10 11 8 8

活動指標② 人 3,501 3,383 3,253 3,085

成果指標① 回 20 21 19 19

成果指標② 人 3,857 4,283 3,603 3,435

千円 557 1,159 990 1,000

千円

各体育行事等のイベント数

児童生徒数

可視化事業実施回数

可視化実体験者数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

スポーツ活動の充実 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民（児童生徒等）

オリンピックや公式競技会での世界記録を実際に可視化し、記録の
偉大さや世界トップレベルの選手を感じてもらうことにより、オリ
ンピックやスポーツへの興味関心を促します。
　・走り高跳び記録ボードの設置（全小中学校及び庁舎）
　・スポーツを科学する展の実施（参加体験型展示イベント）
　・オリンピアンの招致（体育祭事業との合同実施）

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

市民（児童生徒等）の東京オリンピック・パラリンピックに対する関
心が高まるとともにスポーツへの意識向上が図られます。

アクションプラン事業名 世界記録可視化事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　教育総務課

スポーツの振興 事業区分 継続事業

蔵書冊数

関連図書購入冊数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

生涯学習施設の充実 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民

各スポーツ種目、語学、オリンピックの歴史に関する資料等を収集
し、図書館内にオリンピックコーナーを設けることで、オリンピッ
クの啓発を行います。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

市民の東京オリンピック・パラリンピックに対する関心が高まるとと
もに、人材の育成が図れます。

アクションプラン事業名 図書館オリンピック啓発事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　図書館

生涯学習の推進 事業区分 継続事業

1



[1864]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 10 4 3 3

活動指標②

成果指標① 人 816 187 150 150

成果指標②

千円 2,760 4,540 3,441 3,441

千円

[1857]

政策名 05

施策名 01

基本事業名 03

区　分

活動指標① 人 3,370 3,262 3,085 2,990

活動指標②

成果指標① 人 229 308 169 304

成果指標②

千円 25 32 23 25

千円

児童生徒数

ＡＬＴとの英語教室やイングリッシュカフェに参加した
児童生徒数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

「豊かな心」を育む 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内小中学生

ＡＬＴとの英語教室やイングリッシュカフェの開催など外国語に触
れる機会や場所を提供します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

ネイティブスピーカーであるＡＬＴと会話することにより、英語の発
音や外国文化や習慣など異文化に触れることができ、国際感覚のある
子どもの育成を行う。

アクションプラン事業名 イングリッシュカフェ開催事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　学校教育課

学校教育の充実 事業区分 継続事業

教室の開催回数

参加者数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

スポーツ活動の充実 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内在住・在学の小中学生 スポーツに対する関心を高めることはもとより、より高いレベルを
目指す児童・生徒の育成を図るため、市内の小中学生を対象とした
トップアスリートによるスポーツ教室を開催します。

1．内容の検討・決定
2．講師等の決定・依頼
3．広報、チラシなどによる周知
4．参加者募集
5．教室等の実施
6．アンケート結果などを踏まえての反省会の実施

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

一流の選手から直接指導を受けることにより、スポーツに対する関心
を高めるとともに、体力・技術力の向上を図ります。

アクションプラン事業名 トップアスリートスポーツ教室事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　スポーツ振興課

スポーツの振興 事業区分 継続事業

2



[1051]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 4 4 4 4

活動指標② 人 94 62 120 120

成果指標① % 100 100 90 90

成果指標② 人 94 62 120 120

千円 49 46 79 79

千円

[1858]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 7 7 7 －

活動指標②

成果指標① ％ 100 100 100 －

成果指標②

千円 2,695 3,583 3,701 0

千円

講座実施回数（延べ）

講座参加者数（述べ）

企画講座の成立割合

講座参加者数（総数）

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

主体的な学習の推進 計画年度 平成28年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民（市内在住・在勤）

市民自らが参加する芸術文化活動への支援、学習成果の発表の
機会、出会いふれあいの場を目的に次の事業を実施します。
○多文化交流事業
　城西国際大学の留学生と山武市民との交流を図ることにより、国
際社会に通用する人材の育成を目指す。
○他国紹介出前講座
　一校一国事業に基づく学校からの要望に応え、５年間で市内の小
中学校に国際教育に対応可能な講師を派遣する。
○成人学校 ６月～翌年３月迄開催
　語学・健康増進・工芸など
○チャイルドカレッジ（幼児・小学校低学年向け講座）
○小中学生学習支援
　親子科学教室、英語
○主催講座４月～翌年３月
　一般教養・工芸など

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

様々な講座が開催され知識・技術を習得していただき、受講
後は地域で指導できるようになっていただきます。

アクションプラン事業名 多文化交流事業（各種講座事業）
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　公民館

生涯学習の推進 事業区分 継続事業

打合せ回数（面接・結団式・研修会）

スリランカ国への派遣により、異文化理解能力及びコ
ミュニケーション能力が向上したと思う参加者の割合

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

青少年の育成 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内に住所を有する中学生・高校生または市内の中学校、高等学校に
通う生徒
山武市青少年スリランカ派遣団

市内に住所を有する中学生・高校生または市内の中学校、高等学校
に通う生徒をスリランカ国へ派遣し、同国の自然、社会、文化、ス
ポーツ等に触れることにより、異文化理解力及びコミュニケーショ
ン能力の育成を図るとともに、同国の発展のため活躍する日本人の
活動を視察することにより、国際社会における日本の役割への認識
を深めることを目的とします。

・山武市青少年スリランカ派遣団からの補助金申請に対して、内容
を審査し交付の可否を決定し補助金を交付します。（6月）
・研修生の決定は、募集時に提出した作文及び面接により選考しま
す。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

スリランカ国の自然、社会、文化、スポーツ等に触れることにより、
異文化理解力及びコミュニケーション能力の育成を図るとともに、同
国の発展のため活躍する日本人の活動を視察することにより、国際社
会における日本の役割への認識を深めることを目的とします。

アクションプラン事業名 山武市青少年派遣事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　生涯学習課

生涯学習の推進 事業区分 継続事業
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[1859]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 3 3 3 3

活動指標②

成果指標① ％ 100 100 100 100

成果指標②

千円 585 551 611 611

千円

[1051]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 4 3 4 4

活動指標② 人 237 243 200 200

成果指標① % 100 100 90 90

成果指標② 人 237 243 200 200

千円 40 30 40 40

千円

打合せ回数

異文化理解能力とコミュニケーション能力が向上したと
思う市内中・高生の割合

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

青少年の育成 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

ホームステイ受け入れ家庭、市内の中高生

スリランカ国から日本の中学生に該当する年代の研修生を招へい
し、地域の家庭（中高生の家庭等）でホームステイを実施し、市内
学校での体験授業や文化交流などを行ってもらいます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

スリランカ国研修生とのふれあいを通して、異文化理解能力とコミュ
ニケーション能力の育成を図ります。また、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックを見据えた地域人材の育成が図れます。

アクションプラン事業名 スリランカ青少年招へい事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　生涯学習課

生涯学習の推進 事業区分 継続事業

アクションプラン事業名 他国紹介出前講座事業（各種講座事業）
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　公民館

生涯学習の推進 事業区分 継続事業

主体的な学習の推進 計画年度 平成28年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

山武市内の小中学生

市民自らが参加する芸術文化活動への支援、学習成果の発表の
機会、出会いふれあいの場を目的に次の事業を実施します。
○多文化交流事業
　城西国際大学の留学生と山武市民との交流を図ることにより、国
際社会に通用する人材の育成を目指す。
○他国紹介出前講座
　一校一国事業に基づく学校からの要望に応え、５年間で市内の小
中学校に国際教育に対応可能な講師を派遣する。
○成人学校 ６月～翌年３月迄開催
　語学・健康増進・工芸など
○チャイルドカレッジ（幼児・小学校低学年向け講座）
○小中学生学習支援
　親子科学教室、英語、数学
○主催講座４月～翌年３月
　一般教養・工芸など

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

山武市の将来を担う子供達に、国際的な感覚を身に着ける機会を提供
し世界に通じる人材を育成します。

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

講座実施回数（延べ）

講座参加者数（述べ）

企画講座の成立割合

講座参加者数（総数）

事　業　費
当該年度予算額

繰越額
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[1856]

政策名 05

施策名 01

基本事業名 03

区　分

活動指標① 人 3,370 3,262 3,085 2,990

活動指標②

成果指標① 校 19 19 17 17

成果指標②

千円 219 276 488 488

千円

[1865]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 1 1 1 1

活動指標②

成果指標① 人 29 64 100 100

成果指標②

千円 210 202 277 277

千円

大会の開催回数

参加者数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

スポーツ活動の充実 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民 障がいのある方、老若男女問わず参加者皆がスポーツを楽しむこと
ができる機会を提供するため、パラリンピックボッチャ競技の選手
等をお招きしてボッチャ大会を開催します。

１．大会内容、開催時期等の検討・決定
２．講師等の決定・依頼
３．広報、チラシなどによる周知
４．参加者募集
５．大会の開催
６．アンケート結果などを踏まえての反省会の実施

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

パラリンピック競技の普及を図ることにより、障がいのある方とない
方がともにスポーツに親しめる機会を増やします。

アクションプラン事業名 ボッチャ大会開催事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　スポーツ振興課

スポーツの振興 事業区分 継続事業

児童生徒数

一国（一地域を）調べることができた学校数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

「豊かな心」を育む 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内小・中学生
市内小・中学校で、一校、一国（一地域）を決め、その国（地域）
の文化や言語等を調べ触れます。
2020年では、学校全体で、選んだ国（地域）の選手たちを応援
し、山武市が、東京オリンピック・パラリンピックの成功に貢献し
ます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

市内小・中学生が、文化や言語等を調べ触れることで、異文化を理解
し、グローバル社会の中で他者を尊重することのできる国際人として
の資質を育みます。

アクションプラン事業名 一校一国運動事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　学校教育課

学校教育の充実 事業区分 継続事業
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[1850]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 1 1 1 ー

活動指標②

成果指標① ％ 100 90 90 ー

成果指標②

千円 172 265 46 ー

千円

[1851]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 団体 12 12 12 ー

活動指標② 団体 2 2 2 ー

成果指標① 人 500 300 300 ー

成果指標② Km 2.7 2.7 2.7 ー

千円 361 324 380 ー

千円

参加団体数

環境美化活動に取り組んだ団体数

参加者数

沿道の環境整備改善が図られた距離

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画
指　標　名　称

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

未来（あした）への道1000㎞縦断リレー関係者、地域住民
市民
職員
コース（道路）の環境美化
県及び近隣市町

東京都の行う「未来（あした）への道1000㎞縦断リレー」を継続的に招致
し、市民と職員が積極的に応援し、2020年東京オリンピック・パラリンピ
ックの聖火リレーの招致につなげます。

H26　近隣市町と連携し、九十九里地域へのコース変更の要望
H27　コース変更、大船渡市との連携、近隣市町と連携し沿道応援体制の整
　　　 備、蓮沼海浜公園における1000㎞縦断リレーの中継地点イベント
        （ふれあいコース）についての検討
　　　周知活動：広報（5月・6月・8月・9月）、ホームページ
　　　各団体との連携：
　　　（こども園・小中学校・高校・地域・障害者施設・千葉レク・
　　　　観光協会・オライはすぬま・むらづくり協議会等）
H28～市民団体等と連携し、さらなる応援体制の強化
R１  聖火コースとしての招致活動
R2　聖火リレー招致が決定した場合は、リレー成功に向けた協力事業を実施

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

・積極的に取り組むことによりシティセールスにつながります。
・1000㎞リレー・聖火リレーが通過します。
・山武市の知名度が向上します。
・地域が元気になります。
・地域全体としての環境美化運動が活発になります。
・市民と行政の連携による応援活動による連帯感の醸成が進みます。

アクションプラン事業名 聖火リレー招致事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　市民自治支援課

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業

招待実施回数

アンケートによる満足度

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

招致国
市民
職員

事前キャンプ招致国を市に招待し、文化・観光等の交流・理解を図り絆を
深め異文化交流の推進を図ります。
H26　・2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた連絡会議の
            実施。（山武市、大網白里市、横芝光町、芝山町、九十九里町、
            東金市）
H27　・招致国事前交流事業の実施。
            事前キャンプ招致国（スリランカ国）との絆を深めるため、スリ
            ランカ国から日本に受け入れているJICA短期研修員を市に招待し
　　　　 交流を図ります。
　       ・スリランカ事前キャンプ招致決定記念講演会の実施。
　　　　（スリランカ国オリンピアン　スリヤーニ・クラワンシャ氏）
H28～R1
          ・スリランカ事前キャンプ関係者の招へい及び交流を通じた友好関
             係の深化と事前キャンプ体制の確立への推進。
R2     ・スリランカ選手団の事前キャンプ招致

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

山武市をPRし、招致国との友好関係と絆を深めます。
異文化の交流を通じて活力あるまちづくりにつながります。

アクションプラン事業名  招致国事前交流事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　市民自治支援課

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業
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[　　　　]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 人 － － － 1,000

活動指標② － － －

成果指標① ％ － － － 90

成果指標② － － －

千円 － － － 500

千円 － － －

[1852]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 1 15 21 ー

活動指標② 人数 24 125 288 ー

成果指標① 人数 0 0 0 ー

成果指標②

千円 260 176 182 ー

千円

参加者数

アンケートによる参加者の満足度

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画
指　標　名　称

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進 計画年度 令和2年度

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

聖火ランナー
市民
職員

山武市内のルートを東京2020オリンピック・パラリンピックの聖
火リレーが通ることに伴い、多くの市民・職員に参加いただき、応
援、盛りあげることにより、オリンピック・パラリンピックの機運
の醸成を図るとともに市および地域の活性化に努めます。
東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーが成功するよう全
面的に協力します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

・聖火ランナーの安全、事故防止に努め、聖火リレーの成功に協力し
ます。
・聖火リレーが市内を通ることで、市のシティセールス、知名度の向
上に繋げ、市民の連帯感が高まり絆が深まります。
・市民や職員が応援、盛り上げることで市内及び地域の活性化が図れ
ます。

アクションプラン事業名 聖火リレー協力事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　市民自治支援課

協働と交流によるまちづくり 事業区分 新規事業

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

研修会受講者数（延べ人数）

公式ボランティア登録数

計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

指標･事業費の推移

総務部　市民自治支援課

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業

２　事業概要・全体計画

 ボランティア人材育成・活動支援事業アクションプラン事業名

市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課

市民・職員

～H27
・外国人向けホームページを作成しました。
　（英語・中国語・韓国語・シンハラ語・日本語）
・H27設立の「さんむグローバルセンター（国際交流組織）」
　と連携しボランティア人材の育成に努めます。
・公式ボランティア募集等の情報収集に努め、一人でも多くの資格
を満たす人材の発掘・育成のための研修会等を開催します。
・Ｈ30オリンピックおもてなしのための英語ボランティア育成講座
を開催します。
・R１オリンピックおもてなしのための英語ボランティア育成講座
及び外国人おもてなし語学ボランティア育成講座（県と共催）を開
催します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

公式ボランティアに一人でも多くの山武市民や職員が参画し、東京オ
リンピック・パラリンピックを盛り上げます。
ボランティア活動を通じて、市民が元気になり、絆が深まります。

R2年度計画
指　標　名　称

H30年度実績 R1年度計画

研修会開催

H29年度実績
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[　　　　]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 人 － － － 500

活動指標② 日 － － － 1,500

成果指標① ％ － － － 80

成果指標② ％ － － －

千円 － － － 300

千円 － － －

担当部課 総務部　市民自治支援課

市民ボランティア運営事業アクションプラン事業名

計画年度 令和2年度

協働と交流によるまちづくり 事業区分 新規事業

市民と行政が協働してつくるまちづくり

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

・スリランカ選手団が万全な状態で競技大会に出場できるようおもてなしする
とともにサポートします。
・山武市を訪れた外国人が安心・満足して滞在できるように努めます。
・多くの市民や職員が積極的にボランティア活動に参加することにより、東京
2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げます。
・ボランティア活動を通じて、市民の連帯感や絆が深まります。

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか）

R1年度計画

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

２　事業概要・全体計画

市民
職員
スリランカ選手団
市訪問外国人

東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、スリランカの
ホストタウンとしての自覚を認識し、スリランカ選手団や本市を訪
れる外国人を歓迎、おもてなしを行うため、多くの市民や職員によ
るボランティア活動を展開します。

R2年度計画
指　標　名　称

市ボランティア登録者数

市ボランティア登録者活動日数（延べ日数）

アンケートによる満足度（スリランカ選手団）

アンケートによる満足度（市民・職員ボランティア）

指標･事業費の推移
H29年度実績 H30年度実績
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[1853]

政策名 04

施策名 05

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 1 1 1 1

活動指標②

成果指標① 人 29 70 80 80

成果指標②

千円 100 19 116 116

千円

[1854]

政策名 04

施策名 05

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 1 1 3 3

活動指標②

成果指標① 人 12 22 6 6

成果指標②

千円 30 30 50 50

千円

講習会等　参加回数

講習会等　参加・出席人数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

地域福祉の担い手育成 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市職員、関係団体

パラリンピック種目のボッチャをはじめとした障がい者スポーツの
審判員や指導者を養成するための講習会等に参加することにより、
多くの指導者を確保し、市内で実施する障がい者スポーツ大会等で
中心的な役割を果たすとともに、障がい者スポーツの普及振興を通
して障がい者への理解を深めます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

ボッチャをはじめ、オリンピック・パラリンピックに関わらず、その
他障がい者スポーツの講習会や審判員の講習会を受講することによ
り、市職員や関係団体の障がい者スポーツに対する意識を向上させ、
障がい者と健常者の交流を図る事業等を推進することが出来ます。

アクションプラン事業名 障がい者スポーツ審判資格等取得事業
だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり 担当部課 保健福祉部　社会福祉課

地域福祉の充実とセーフティネットの推進 事業区分 継続事業

講演会等実施回数

講演会等参加者人数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

地域福祉の担い手育成 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民、関係団体、市職員

パラリンピック種目である「ボッチャ」又はその他の障がい者ス
ポーツに関連する選手等を講師に迎え、講演会や競技指導を行うこ
とにより、障がい者スポーツや障がい者に対する理解を深めます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

講演会等を通じ、障がい者や障がい者スポーツに対する市民等の意識
を変えます。

アクションプラン事業名 障がい者スポーツ選手等講演会開催事業
だれもが生きがいを持って安心して暮らせるまちづくり 担当部課 保健福祉部　社会福祉課

地域福祉の充実とセーフティネットの推進 事業区分 継続事業
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[1530]

政策名 03

施策名 02

基本事業名 99

区　分

活動指標① 回 59 60 60 60

活動指標②

成果指標① 枚 654 836 1,000 1,000

成果指標②

千円 0 39 39 39

千円

[544]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 03

区　分

活動指標① 部 0 0 0 0

活動指標②

成果指標① 部 100 670 1,500 2,500

成果指標②

千円 302 0 0 0

千円

発行部数

持帰り数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

観光情報の発信 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

外国人観光客

市内を来遊する外国人のうち、使用する者が比較的多いとされる言
語を選定し、英語、中国語及び韓国語版のガイドマップを作成しま
す。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

山武市の魅力発信の一助とし、外国人来遊者の増加を図ります。

アクションプラン事業名 外国語版ガイドマップの修正・増刷（観光PR事業）
にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 担当部課 経済環境部　わがまち活性課

観光の振興 事業区分 継続事業

アクションプラン事業名 モザイクアート作成（経済活性化推進係事務費）
にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 担当部課 経済環境部　わがまち活性課

商工業の振興と地域経済活性化 事業区分 継続事業

施策の総合推進 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民
市内来遊者

東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成の一環とし
て、市民等の笑顔の写真を使用し、誰でも参加できるイベントとし
てモザイクアートを作成します。
完成したモザイクアートは市民の目に触れる場所に展示します。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運が醸成されます。
市内来遊者が増加します。

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

広報、協力依頼の回数

写真応募数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額
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[545]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 日 71 359 350 350

活動指標②

成果指標① 人 68 228 300 300

成果指標②

千円 600 0 0 0

千円

運営日数

レンタサイクル利用者数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

魅力ある観光事業の推進 計画年度 平成29年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市内来遊者 ＪＲ成東駅前観光案内所と道の駅オライはすぬまにサイクルステー
ションを設け、レンタサイクル事業を展開するものです。
事業運営はＮＰＯ法人山武市観光協会に委託し、来遊者のニーズを
満たす観光を提案できる態勢を整えます。
起点となるＪＲ成東駅前観光案内所にはコインロッカーを設置する
ことで来遊者の利便性の向上を図ります。
また、片道利用の来遊者は自転車の代替移動手段として山武市基幹
バスを利用することも見込め、コミュニティバス運営事業の収益確
保に資する取り組みにもなります。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

市内の散策を気軽にできる環境を整備することで国内外からの来遊者
が増加し、地域経済及び人々の交流活性化に繫がります。

アクションプラン事業名 レンタサイクル事業（観光推進支援事業）
にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり（産業経済の振興） 担当部課 経済環境部　わがまち活性課

観光の振興 事業区分 継続事業
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[1896]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 事業 5 5 6 6

活動指標②

成果指標① 事業 17 12 6 6

成果指標②

千円 2,480 2,480 2,580 2,580

千円

[1815]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 事業 25 21 21 22

活動指標②

成果指標① 事業 21 21 21 22

成果指標②

千円 1,618 1,219 3,526 2,452

千円

アクションプラン事業名 さんむグローバルセンター運営事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業

多文化共生社会の推進 計画年度 平成28年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民
　民間主導の国際化、市民参加による2020年東京オリンピック
・パラリンピックの応援及びこれを契機に全市的な視点で国際
化推進事業を推進する。

さんむグローバルセンター計画事業
１．外国人のためのHP作成
２．外国語理解推進事業
３．外国人学習支援事業
４．研修視察事業
５．国際理解推進事業
６．招致国交流事業

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機に、
山武市の国際化を推進する。

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

オリ・パラ活動事業数

提案事業実施数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

アクションプラン事業名 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進 計画年度 平成27年度 ～

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

市民、東京2020大会組織委員会等関係機関

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する各事
業を実施するにあたり、所管する部署と連携しながら、スリランカ
及び各関係機関との渉外、事業全体の進行管理を行っていきます。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

大会の成功に協力し、青少年スポーツ及び障害者スポーツの振興を図
り、大会の開催効果を市の発展に結び付けます。

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

事業計画数

事業実施数

事　業　費
当該年度予算額

繰越額
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[　　　　]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 05

区　分

活動指標① 回 1

活動指標②

成果指標① ％ 80

成果指標②

千円 13,976

千円

アクションプラン事業名 事前キャンプ実施事業
市民と行政が協働してつくるまちづくり 担当部課 総務部　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室

協働と交流によるまちづくり 事業区分 継続事業

東京オリンピック・パラリンピック関連事業の推進 計画年度 令和2年度

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

東京2020大会参加者（オリンピアン・パラリンピアン・スタッフ）
市民

2020年７月から8月
（東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催直前）
キャンプ期間については、スリランカ国と協議し決定する。

練習場所
山武市所有のスポーツ施設を無償で提供

宿泊及び市内移動手段
山武市が負担又は提供

交流会
スリランカ国選手団は山武市が主催する市民・青少年との交流会に
参加する。

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

大会参加者が良い成績を残せるようコンディションを調整する、大会
の成功に協力し、青少年スポーツ及び障害者スポーツの振興を図り、
大会の開催効果を市の発展に結び付けます。

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

大会に参加する選手との交流会開催回数

交流会に参加した市民の満足度

事　業　費
当該年度予算額

繰越額
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[1894]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 03

区　分

活動指標① 回 6 4 6

活動指標② ％ 90 92 100

成果指標①

成果指標②

千円 268,444 2,150

千円 100,000 525 38,382

打合せ回数

進捗状況

事　業　費
当該年度予算額

繰越額

指標･事業費の推移
単位 H29年度実績 H30年度実績 R1年度計画 R2年度計画

指　標　名　称

体育施設の利用促進 計画年度 平成28年度 ～ 令和元年度

１　対象（誰、何に対して事業を行うのか） ２　事業概要・全体計画

成東総合運動公園陸上競技場

　成東総合運動公園陸上競技場を全天候型舗装に改修し、必要
な施設等の整備を行います。

平成28年度
　改修工事に必要な実施設計書の作成
　散策路改修工事
平成29年度
　改修工事の実施
平成30年度
　倉庫設計業務・用具購入
令和元年度
　倉庫新築工事・用具購入

３　意図（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

成東総合運動公園陸上競技場を全天候型舗装に改修をするこ
とにより、青少年の競技能力の向上を目指します。

アクションプラン事業名 成東総合運動公園陸上競技場改修事業
生涯を通じて人と人とがふれあい共に学びあえるまちづくり 担当部課 教育部　スポーツ振興課

スポーツの振興 事業区分 新規事業
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