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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をグローバル化の

チャンスととらえ、大会の開催効果を本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、固定的なものとせず、今後の状況に応じ

て見直しを行い、具体化・拡充を図っていきます。 



部　会　名 ＮＯ 基　本　目　標 ＮＯ 基　本　事　業 ＮＯ 事　務　事　業 主管課 H27年度予算額 H28年度計画額 H29年度計画額 備　　考

1-①-1 　　　　小中学生小中学生小中学生小中学生オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック啓発啓発啓発啓発アイディアアイディアアイディアアイディア募集事業募集事業募集事業募集事業 教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課 17171717

1-①-2 　　　　図書館図書館図書館図書館オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業 図書館図書館図書館図書館 967967967967 967967967967 967967967967

1-①-3 　　　　世界記録可視化事業世界記録可視化事業世界記録可視化事業世界記録可視化事業 教育総務課教育総務課教育総務課教育総務課 39393939 1,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,000

１－② 　　　　運動能力向上運動能力向上運動能力向上運動能力向上 1-②-1 　　　　トップアスリートスポーツトップアスリートスポーツトップアスリートスポーツトップアスリートスポーツ教室事業教室事業教室事業教室事業 スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課 1,5721,5721,5721,572 1,5721,5721,5721,572 1,5721,5721,5721,572

2-①-1 　　　　イングリッシュカフェイングリッシュカフェイングリッシュカフェイングリッシュカフェ開催事業開催事業開催事業開催事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 34343434 60606060 70707070

2-①-2 　　　　山武市青少年派遣事業山武市青少年派遣事業山武市青少年派遣事業山武市青少年派遣事業 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 3,2163,2163,2163,216 3,2163,2163,2163,216 3,2163,2163,2163,216

2-①-3 　　　　スリランカスリランカスリランカスリランカ青少年招青少年招青少年招青少年招へいへいへいへい事業事業事業事業 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 1,0931,0931,0931,093 1,0931,0931,0931,093 1,0931,0931,0931,093

2-①-4 　　　　スポーツスポーツスポーツスポーツ用品等送付事業用品等送付事業用品等送付事業用品等送付事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 339339339339 339339339339 339339339339

２－③ 　　　　一校一国運動一校一国運動一校一国運動一校一国運動 2-③-1 　　　　一校一国運動事業一校一国運動事業一校一国運動事業一校一国運動事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 58585858 500500500500 500500500500

3 　　　　人権教育人権教育人権教育人権教育のののの推進推進推進推進 ３－① 　　　　ボッチャボッチャボッチャボッチャ大会開催大会開催大会開催大会開催 3-①-1 　　　　ボッチャボッチャボッチャボッチャ大会開催事業大会開催事業大会開催事業大会開催事業 スポーツスポーツスポーツスポーツ振興課振興課振興課振興課 293293293293 293293293293 293293293293

7,6287,6287,6287,628 9,0409,0409,0409,040 9,0509,0509,0509,050

1 　　　　事前事前事前事前キャンプキャンプキャンプキャンプ地地地地のののの招致活動等招致活動等招致活動等招致活動等 １－① 　　　　外国招致外国招致外国招致外国招致（（（（招招招招へい・へい・へい・へい・交流交流交流交流・・・・支援支援支援支援パッケージパッケージパッケージパッケージ化化化化のののの実施実施実施実施）））） 1-①-1 　　　　招致国事前交流事業招致国事前交流事業招致国事前交流事業招致国事前交流事業 市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課 861861861861 861861861861 861861861861

2 　　　　九十九里浜九十九里浜九十九里浜九十九里浜にににに聖火聖火聖火聖火リレーをリレーをリレーをリレーを招致招致招致招致 ２－①
　　　　未来未来未来未来（（（（あしたあしたあしたあした））））へのへのへのへの道道道道１０００１０００１０００１０００ｋｍｋｍｋｍｋｍ縦断縦断縦断縦断リレーリレーリレーリレー及及及及びびびび
　　　　聖火聖火聖火聖火リレーのリレーのリレーのリレーの招致招致招致招致

2-①-1 　　　　聖火聖火聖火聖火リレーリレーリレーリレー招致事業招致事業招致事業招致事業 市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課 80808080 230230230230 230230230230

3 　　　　ボランティアボランティアボランティアボランティア人材人材人材人材のののの育成及育成及育成及育成及びびびび活動支援活動支援活動支援活動支援 ３－① 　　　　公式公式公式公式ボランティアボランティアボランティアボランティア登録人材発掘登録人材発掘登録人材発掘登録人材発掘・・・・育成及育成及育成及育成及びびびび支援支援支援支援 3-①-1 　　　　ボランティアボランティアボランティアボランティア人材育成人材育成人材育成人材育成・・・・活動支援事業活動支援事業活動支援事業活動支援事業 市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課市民自治支援課 223223223223 600600600600 1,0001,0001,0001,000

1,1641,1641,1641,164 1,6911,6911,6911,691 2,0912,0912,0912,091

１－① 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの普及普及普及普及・・・・振興振興振興振興 １-①-１ 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者スポーツスポーツスポーツスポーツ選手等講演会開催事業選手等講演会開催事業選手等講演会開催事業選手等講演会開催事業 社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課 117117117117 117117117117 117117117117

１－② 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者スポーツへのスポーツへのスポーツへのスポーツへの支援支援支援支援 １-②-１ 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者スポーツスポーツスポーツスポーツ審判資格等取得事業審判資格等取得事業審判資格等取得事業審判資格等取得事業 社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課 225225225225 225225225225 225225225225

342342342342 342342342342 342342342342

1 　「　「　「　「さんむさんむさんむさんむ」」」」のののの魅力魅力魅力魅力のののの発信発信発信発信 １－② 　　　　メディアメディアメディアメディア等等等等をををを活用活用活用活用したしたしたしたＰＲＰＲＰＲＰＲ活動活動活動活動 1-②-1 　　　　モザイクアートモザイクアートモザイクアートモザイクアート作成事業作成事業作成事業作成事業 わがまちわがまちわがまちわがまち活性課活性課活性課活性課 170170170170

２－① 　　　　観光情報発信観光情報発信観光情報発信観光情報発信ツールツールツールツール整備整備整備整備 2-①-1 　　　　韓国語版韓国語版韓国語版韓国語版ガイドマップのガイドマップのガイドマップのガイドマップの作成作成作成作成・・・・英語英語英語英語とととと中国語版中国語版中国語版中国語版のののの増刷増刷増刷増刷 わがまちわがまちわがまちわがまち活性課活性課活性課活性課 2,1572,1572,1572,157 1,8671,8671,8671,867 1,8671,8671,8671,867

２－② 　　　　観光客受観光客受観光客受観光客受けけけけ入入入入れれれれ体制整備体制整備体制整備体制整備 2-②-1 　　　　レンタサイクルレンタサイクルレンタサイクルレンタサイクル事業事業事業事業 わがまちわがまちわがまちわがまち活性課活性課活性課活性課 965965965965

２－③ 　　　　グリーン・ブルーツーリズムグリーン・ブルーツーリズムグリーン・ブルーツーリズムグリーン・ブルーツーリズム構築構築構築構築 2-③-1 　　　　田田田田んぼアートんぼアートんぼアートんぼアート作成事業作成事業作成事業作成事業 わがまちわがまちわがまちわがまち活性課活性課活性課活性課 3,3003,3003,3003,300 3,0003,0003,0003,000 3,0003,0003,0003,000

5,6275,6275,6275,627 4,8674,8674,8674,867 5,8325,8325,8325,832

1 　　　　山武市山武市山武市山武市ブランドのブランドのブランドのブランドの確立確立確立確立 １－①  東京 東京 東京 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・パラリンピックｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・パラリンピックｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・パラリンピックｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・パラリンピック戦略推進戦略推進戦略推進戦略推進 １-①-1 　　　　東京東京東京東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック戦略推進事業戦略推進事業戦略推進事業戦略推進事業 オリ・パラオリ・パラオリ・パラオリ・パラ推進室推進室推進室推進室 3,0023,0023,0023,002 3,0023,0023,0023,002 3,0023,0023,0023,002

3,0023,0023,0023,002 3,0023,0023,0023,002 3,0023,0023,0023,002

17,76317,76317,76317,763 18,94218,94218,94218,942 20,31720,31720,31720,317

　（注）　平成27年度予算額のうち着色した予算は、平成26年度において地方創生関連の事務事業として補正予算措置をし、繰り越しをしたものです。　　

（単位：千円）

１－① 　　　　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ気運醸成気運醸成気運醸成気運醸成・・・・啓発啓発啓発啓発

招致部会招致部会招致部会招致部会

小  計

教育部会教育部会教育部会教育部会

1 　　　　スポーツによるスポーツによるスポーツによるスポーツによる青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成

平成２７年６月現在

小  計

2 　　　　国際感覚国際感覚国際感覚国際感覚をををを身身身身にににに付付付付けたけたけたけた人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

２－① 　　　　グローバルコミュニケーショングローバルコミュニケーショングローバルコミュニケーショングローバルコミュニケーション能力向上能力向上能力向上能力向上

小  計

山武市東京山武市東京山武市東京山武市東京オリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピックオリンピック・パラリンピック戦略推進戦略推進戦略推進戦略推進アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン　 　 　 　 事務事業一覧事務事業一覧事務事業一覧事務事業一覧　　　　

総　　計

推進本部推進本部推進本部推進本部・・・・
幹事会事務局幹事会事務局幹事会事務局幹事会事務局

小  計

障障障障がいがいがいがい者者者者
スポーツスポーツスポーツスポーツ部会部会部会部会

1 　　　　障障障障がいがいがいがい者者者者スポーツのスポーツのスポーツのスポーツの振興振興振興振興

小  計

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり部会部会部会部会 2 観光客観光客観光客観光客のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備・・・・強化強化強化強化
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[1861]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 人 3,642

活動指標② 人 5

成果指標① 人 1,200

成果指標② 個 3

千円

千円 17

[1860]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 02

区　分

活動指標① 冊 279,599 279,599 279,599

活動指標②

成果指標① 冊 320 320 320

成果指標②

千円 967 967

千円 967

蔵書冊数

関連図書購入冊数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 図書館オリンピック啓発事業図書館オリンピック啓発事業図書館オリンピック啓発事業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 新規事業

児童生徒数

アイディア表彰者数

応募者数

アイディア事業化数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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

市内小中学生

東京オリンピック・パラリンピックが素晴らしい大会になるよう、
山武市が協力できること、また、この大会を契機に山武市の知名度
が上がり、本市の活性化にもつながるアイディアを小中学生から募
集し、表彰された優秀なアイディアの中から事業化します。

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
まるとともに郷土愛が深まります。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 小中学生オリンピック啓発アイディア募集事業小中学生オリンピック啓発アイディア募集事業小中学生オリンピック啓発アイディア募集事業小中学生オリンピック啓発アイディア募集事業
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 新規事業

1



[1862]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 10 10 10

活動指標② 人 3,642 3,492 3,384

成果指標① 回 5 5 5

成果指標② 人 400 400 400

千円 1,000 1,000

千円 39

[1864]

政策名 05

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 3 3 3

活動指標②

成果指標① 人 150 150 150

成果指標②

千円 1,572 1,572

千円 1,572

教室の開催回数

参加者数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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

小中学生

市内の小中学生を対象に、年３回程度トップアスリートによるス
ポーツ教室を開催し、スポーツに対する関心を高めることは元よ
り、より高いレベルを目指す児童・生徒の育成を図ります。

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）

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・技術の向上を図ります。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 トップアスリートスポーツ教室事業トップアスリートスポーツ教室事業トップアスリートスポーツ教室事業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 新規事業

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
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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（小中学生等）

オリンピックや公式競技会での世界記録やを実際に可視化し、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。

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（小中学生等）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を図ります。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 世界記録可視化事業世界記録可視化事業世界記録可視化事業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 新規事業

2



[1857]

政策名 05

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 人 3,642 3,492 3,384

活動指標②

成果指標① 人 30 50 55

成果指標②

千円 60 70

千円 34

[1858]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 人 10 10 10

活動指標②

成果指標① ％ 100 100 100

成果指標②

千円 3,216 3,216

千円 3,216

山武市青少年スリランカ派遣団研修生の人数

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
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

学習ニーズに対応した学習機会の提供 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

市内の中学校及び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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 山武市青少年派遣事業山武市青少年派遣事業山武市青少年派遣事業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 新規事業

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
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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
子どもの育成を行います。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 イングリッシュカフェ開催事業イングリッシュカフェ開催事業イングリッシュカフェ開催事業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 新規事業

3



[1859]

政策名 05

施策名 02

基本事業名 01

区　分

活動指標① 人 50 50 50

活動指標②

成果指標① ％ 100 100 100

成果指標②

千円 1,093 1,093

千円 1,093

[1855]

政策名 05

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 人 3,642 3,492 3,384

活動指標②

成果指標① 個 200 500 500

成果指標②

千円 339 339

千円 339

児童生徒数

提供数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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

市内小中学校の児童生徒および保護者に対して、スポーツ用品や文
房具の提供を呼びかける。回収したスポーツ用品や文房具をスリラ
ンカ国に向けて輸送し、届けます。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）

豊かな心の育成および東京オリンピック・パラリンピックに対しての
興味関心を高めます。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スポーツ用品等送付事業スポーツ用品等送付事業スポーツ用品等送付事業スポーツ用品等送付事業
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 新規事業

スリランカ国の青少年と交流をした市内中・高生の人数

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
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

学習ニーズに対応した学習機会の提供 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、スリランカ国青少年

スリランカ国から日本の中学生と同年代の青少年を招へいします。
市内の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実施します。

・対象招へい者人数：２名（年齢13～15才）
・期間　　　　　　：１０月中に１週間程度

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）

スリランカ国の青少年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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 スリランカ青少年招へい事業スリランカ青少年招へい事業スリランカ青少年招へい事業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 新規事業

4



[1856]

政策名 05

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 人 19 19 19

活動指標②

成果指標① 校 2 19 19

成果指標②

千円 500 500

千円 58

[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

活動指標②

成果指標① 人 100 100 100

成果指標②

千円 293 293

千円 293

大会の開催回数

参加者数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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

ボッチャ大会の開催
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）

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、年1回パラリンピック競技種目である
ボッチャ大会を開催します。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 ボッチャ大会開催事業ボッチャ大会開催事業ボッチャ大会開催事業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 新規事業

市内小中学校数

一国（一地域を）調べることができた学校数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29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る学習を行います。
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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 一校一国運動事業一校一国運動事業一校一国運動事業一校一国運動事業
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 新規事業

5



 

 

 

 
～Beautiful Sammu faces to the world～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

招致部会 



[185０]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 04

区　分

活動指標① 回 2 2 2

活動指標②

成果指標① ％ 80 85 90

成果指標②

千円 861 861

千円 861

[185１]

政策名 ０３

施策名 ０４

基本事業名 ０２

区　分

活動指標① 団体 8 10 10

活動指標② 1 1 1

成果指標① 人 700 1,300 1,800

成果指標② 2.7 2.7 2.7

千円 80 230 230

千円

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名  招致国事前交流事業 招致国事前交流事業 招致国事前交流事業 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 新規事業

異文化交流の推進 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～H31
          ・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。
H32　・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。

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

招待実施回数

アンケートによる満足度

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 聖火リレー招致事業聖火リレー招致事業聖火リレー招致事業聖火リレー招致事業
にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 担当部課 総務部　市民自治支援課

シティセールスの充実 事業区分 新規事業

山武市ブランドの確立 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年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの聖火ﾘ
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）、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
　　　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・村づくり協議会等）
H28～市民団体等と連携し、さらなる応援体制の強化
H3１  聖火コースとしての招致活動
H32　聖火を招致

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）

・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。

単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画
指　標　名　称

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
当初予算

平成26年度繰越額
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[1852]

政策名 06

施策名 01

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 1 12 24

活動指標② 人数 35 480 1,080

成果指標① 人数 0 0 0

成果指標② ％

千円 223 600 1,000

千円

研修会開催

研修会受講者数（延べ人数）

公式ボランティア登録数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

市民活動の活性化 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・職員 ～H27
・情報発信や市民との交流のため、山武市公式オリパラFacebook
　ページ等を立ち上げます。（H27年度中）

～H３２
・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。
・ソーシャルネットワーキングサービス等を利用し、ボランティア
　募集や研修開催等の情報を発信します。

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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名  ボランティア人材育成・活動支援事業 ボランティア人材育成・活動支援事業 ボランティア人材育成・活動支援事業 ボランティア人材育成・活動支援事業
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

H26年度当初 H27年度計画
指　標　名　称

H28年度当初 H29年度当初
指標･事業費の推移
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障がい者スポーツ部会 



[1853]

政策名 04

施策名 05

基本事業名 99

区　分

活動指標① 回 1 1 1

活動指標②

成果指標① 人 80 80 80

成果指標②

千円 117 117

千円 117

[1854]

政策名 04

施策名 05

基本事業名 01

区　分

活動指標① 回 2 3 3

活動指標②

成果指標① 人 4 6 6

成果指標②

千円 225 225

千円 225

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 障がい者スポーツ選手等講演会開催事業障がい者スポーツ選手等講演会開催事業障がい者スポーツ選手等講演会開催事業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 事業区分 新規事業

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、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。

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

講演会等実施回数

講演会等参加者人数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 障がい者スポーツ審判資格等取得事業障がい者スポーツ審判資格等取得事業障がい者スポーツ審判資格等取得事業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 事業区分 新規事業

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。

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

講習会等　参加回数

講習会等　参加・出席人数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額
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[　1867　]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 02

区　分

活動指標① 回 25

活動指標②

成果指標① 枚 500

成果指標② 人 100

千円

千円 170

[　５４４　]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 部 6,500 6,000 6,000

活動指標②

成果指標① 部 6,500 6,000 6,000

成果指標②

千円 2,157 1,867 1,867

千円

発行部数

持帰り数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

観光事業推進体制の整備 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。

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 韓国版ガイドマップの作成・英語と中国語版の増刷韓国版ガイドマップの作成・英語と中国語版の増刷韓国版ガイドマップの作成・英語と中国語版の増刷韓国版ガイドマップの作成・英語と中国語版の増刷
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 新規事業

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 モザイクアート作成事業モザイクアート作成事業モザイクアート作成事業モザイクアート作成事業
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 新規事業

観光関連団体との連携によるイベントの開催 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 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

広報、協力依頼の回数

使用写真枚数

完成イベント参加者数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額
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[　　]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 01

区　分

活動指標① 日 200

活動指標②

成果指標① 人 300

成果指標② 人 300

千円 965

千円

[1868]

政策名 03

施策名 03

基本事業名 02

区　分

活動指標① 回 3 3 3

活動指標②

成果指標① 人 200 200 200

成果指標②

千円 3,000 3,000

千円 3,300

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 レンタサイクル事業レンタサイクル事業レンタサイクル事業レンタサイクル事業
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 新規事業

観光事業推進体制の整備 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。

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

運営日数

レンタサイクル利用者数

コインロッカー利用者数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

事務事業名事務事業名事務事業名事務事業名 田んぼアート作成事業田んぼアート作成事業田んぼアート作成事業田んぼアート作成事業
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 新規事業

観光関連団体との連携によるイベントの開催 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

世界から一番近い田舎、また、成田空港圏・東京オリンピック・パラ
リンピックの開催など地域特性や時流をとらえつつ、首都圏や海外観
光客等と交流できる観光モデルとして田んぼアートを作成し、山武市
の魅力の発信を行います。

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）

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 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

イベント実施回数

イベント来場者数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額
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[1815]

政策名 03

施策名 04

基本事業名 02

区　分

活動指標① 事業 19 17 18

活動指標②

成果指標① 事業 19 17 18

成果指標②

千円 3,002 3,002 3,002

千円

事業計画数

事業実施数

事　業　費
当初予算

平成26年度繰越額

指標･事業費の推移
単位 H26年度当初 H27年度計画 H28年度計画 H29年度計画

指　標　名　称

山武市ブランドの確立 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、組織委員会等関係機関

オリンピック・パラリンピック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。

実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名実施計画事業名 東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業東京オリンピック・パラリンピック戦略推進事業
にぎわい豊かな暮らしを創出するまちづくり 担当部課 総務部　東京オリンピック・パラリンピック戦略推進室

シティセールスの充実 事業区分 新規事業
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