
平成３０年度サマーレビュー実施結果

判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

環境福祉部
低炭素都市

推進係
津山版クレジットによるカーボンオフセッ
ト事業

二酸化炭素排出削減分をクレジット化（数量化）し、カーボンオ

 フセットを実施。
 910  733 

現行制度終了予定の平成３２年度をもって事業終
了とする。

農林部 森林課
Ｊ－クレジット活用少花粉スギ等導入事
業

少花粉スギ等の新品種に対する事業助成。  -  - 廃止とする。

農林部 森林課 美作材輸出促進事業 韓国における美作材展示場の運営に係る経費の一部補助。  3,000  3,000 平成30年度を持って終了すること。
(10,400)
10,400

1

生涯学習部 スポーツ課 スポーツ大会開催運営費補助事業 スポーツ大会を開催する団体に対する補助。  1,100  1,100 廃止とする。
(1,100)
1,100

総合企画部 秘書広報室 企画一般事務費 市政記者室の管理と行政内部との連絡調整。  2,489  2,489 
市政記者室への専属職員の配置について廃止を
検討すること。

（2,489）
2,489

総合企画部 秘書広報室 縁組都市交流事業
本市と協定を締結している姉妹・縁組都市との友好交流に係
る事務費。

 6  6 
事業廃止し、必要時には秘書事務費で対応するこ
と。

（6）
6

総務部 危機管理室 危機管理一般事務費 事務用品等経費。  163  163 
当事業を廃止して、地域防災関係事務費に組み込
むこと。

環境福祉部 くらし安全係 消費者行政活性化事業 消費生活講座の実施による啓発事業等。  1,227  1 補助期間終了後に廃止すること。
(1)

1,227

こども保健
部

こども課 公郷保育所管理運営事業 公郷保育所の管理運営費。  17,514  14,700 H30年度末で閉園により廃止。
（14,308）
14,308

こども保健
部

こども課
幼稚園教育振興費（ワイワイまつり開
催）

津山市立幼稚園の合同保育。年１回実施。  357  357 廃止とする。
(357)
357

産業経済部 経済政策課 中心市街地活性化基本計画策定事業 中心市街地活性化基本計画事業にかかる事務費。  277  277 計画期間終了に伴い事業終了とする。
（277）
277

農林部 農業振興課 農業共済事務組合負担金 農業共済事務組合管理運営経費に係る負担金。  59,926  59,926 
平成31年度の共済事業の一元化に向け、効率的
な運営となるよう負担金及び人員配置の協議を行
うこと。

（67,326）
67,326

1

農林部 森林課 林業研修集会施設管理事業 阿波地区の林業研修施設の維持管理費。  42  42 施設廃止に向け、関係団体と協議を行うこと。
（42）
42

農林部 森林課 大ヶ山スカイ愛ランド管理事業 大ヶ山スカイ愛ランドの管理委託費。  193  193 
施設廃止を前提に地元及び関係団体と協議するこ
と。

都市建設部 下水道課 合併浄化槽設置関係費 合併処理浄化槽設置における改造資金の融資利子補給。  222  222 
改造資金融資あっせん及び利子補給制度の廃止
について検討を進めること。

地域振興部 協働推進室 津山市コミュニティセンター管理運営費 市民活動団体やボランティア団体の支援事業。  6,467  4,699 
H30.9末をもって閉館し、今後の活用策について検
討すること。

（4,699）
6,467

学校教育部 学校教育課 中学校生徒指導対策事業
いじめ問題に対する小中学校児童生徒の交流事業等の実施
等。

 491  491 廃止とする。
（491）
491

　　　　　  　（千円）
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

学校教育部 学校教育課 落ち着いた学級づくり支援事業
hyper-QU検査を実施し、児童生徒及び学級の状態を客観的
に把握する。

 1,686  843 
H31年度から県補助が廃止されることに伴い、事業
廃止のこと。

（843）
1,686

生涯学習部
生涯学習推

進係
生涯学習施設管理運営費 生涯学習施設の管理運営費。  7,475  7,475 

まなび館については、陶芸作業場所移転について
調整を図り、廃止への条件整備を進めること。

生涯学習部 中央公民館 公民館分館管理運営費 関係施設の維持管理費。  5,452  5,452 地元町内会への譲渡を進めていくこと。

総務部 情報政策課 地図情報整備活用事業
国土調査事業の成果の閲覧及びメンテナンス業務。共同利用
統合型ＧＩＳの運用等。

 5,616  3,480 
データ異動更新業務の民間委託を検討し、人員体
制の見直しを行うこと。

（7,400）
7,400

1

地域振興部 協働推進室 地域振興関係費（グラウンド管理委託）
コミュニティ施設の管理委託（山形グラウンド・上原グラウン
ド）。

 478  478 山形グラウンドの地元譲渡を検討すること。

生涯学習部
生涯学習推

進係
陶芸の里管理運営費

勝北陶芸の里工房及び久米ふれあい陶芸センターの管理運
営費。

 6,462  2,974 

久米ふれあい陶芸センターの事業を、勝北陶芸の
里工房の事業に集約し、指定管理、貸付、譲渡な
どの選択肢から、実現可能な方策の方向性を今年
度中にとりまとめること。

生涯学習部 スポーツ課 グラスハウス管理運営費 グラスハウス管理運営費。  109,200  109,200 
Ｈ33年度から民間へ譲渡・貸付、または取り壊しを
含めた廃止を検討すること。

総務部 危機管理室
防災無線・ＦＭラジオによる災害時情報
伝達手段の整備（緊急告知）

防災ラジオ購入費用等の一部助成と自主防災組織等への防
災ラジオの設置業務委託。

 2,219  401 
委託販売先の拡大を図るなど、引き続き、購入機
会の拡大に努めること。あわせて、携帯電話等新
たな情報伝達手段の検討を行うこと。

(401)
2,219

総務部 危機管理室 自主防災組織活動支援事業
自主防災組織活動事業費補助、自主防災組織の設立に係る
資材の交付等。

 1,868  981 中期実施計画策定の中で整理。
（981）
1,868

環境福祉部 生活福祉課 民間福祉関係団体育成事業 民間福祉関係団体への補助。  7,413  7,413 中期実施計画策定の中で整理。
（7,413）
7,413

こども保健
部

こども課 子どもの貧困対策事業
子どもの貧困対策連絡会議等、行政と地域等で一体となった
子どもの貧困対策を推進。

 204  156 

「相対的貧困」の実態を把握することは簡単ではな
いが、必要な支援を効果的に提供するために、少
なくとも対象者数（需要）の把握と、効果の検証を行
い、実施する事業の選択と集中を行うこと。

こども保健
部

健康増進課 授乳室等整備事業補助金 授乳室等の施設を整備する事業者に対する一部補助。  200  200 

総合戦略の計画期間の最終年にあたるH31年度ま
では現行維持とするが、県の補助金などを利用し、
一般財源の削減に取り組むこと。
なお、来年度にこれまでの実績の検証を行い、事
業効果が薄い（KPIの達成が困難）ものは、H32年
度以降の事業実施について廃止も含め抜本的に
見直すこと。

(200)
200

こども保健
部

健康増進課 歯周疾患検診事業 歯科医療機関にて歯周疾患（歯周病）検診を実施。  600  422 
当初の事業評価結果のとおり、前期の実績の検証
を行った結果、需要が少ない事業は中期（H31年
度）以降廃止を含め抜本的に見直すこと。

産業経済部 経済政策課
公共交通網形成計画及び公共交通利
便性向上・利用促進事業

「津山市地域公共交通網形成計画」を策定し、公共交通ネット

 ワークを再構築。
 15,783  13,283 中期実施計画策定の中で整理。

(13,283)
15,783

産業経済部 観光振興課 地域発観光支援事業 観光プラットホーム事業（着地型商品流通促進事業）の推進。  13,636  13,636 中期実施計画策定の中で整理。
(13,636)
13,636

1
廃止・休
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

産業経済部 観光振興課
おもてなしの心による受入体制整備事
業

観光ボランティアガイド活動支援強化事業等。  1,496  1,496 

おもてなしの拡充のためにも、観光ボランティアガ
イドの育成は重要と考えるが、目標を大幅に下回る
以上、事業の進め方等の見直しが必要と判断され
る。

農林部 農業振興課 環境保全型農業直接支援対策 生物多様性保全に効果の高い営農活動等の支援事業。  1,666  417 中期実施計画策定の中で整理。
(417)
1,666

農林部 農業振興課
内水面漁業創造事業に係る調査研究
事業

海水魚を含めた魚の特産品化（ブランド化）の調査研究。  300  300 
養殖の実現性、収益性について十分に検証するこ
と。

農林部 森林課 地域材利用促進事業 地域材を活用した新築・リフォーム等補助。  38,300  24,748 中期実施計画策定の中で整理。
(24,748)
38,300

農林部 森林課 木材需要拡大事業 モデル住宅展示事業や、森林・林業・木材産業づくり補助。  406  406 中期実施計画策定の中で整理。
(406)
406

農林部 森林課 搬出間伐促進事業  間伐材搬出に対する補助。  2,960  2,960 中期実施計画策定の中で整理。
(2,960)
2,960

農林部 森林課 生活・里山・森づくりアダプト事業 里山林保全活動、竹林・雑木整備活動の推進。  581  352 中期実施計画策定の中で整理。
(352)
581

農林部
ビジネス農
林業推進室

地域農畜産物活用推進事業
地域農畜産物活用推進事業、地域資源を活用した商品化・ブ
ランド化の推進事業。

 4,230  4,230 中期実施計画策定の中で整理。
(4,230)
4,230

都市建設部 都市計画課
津山駅周辺整備事業（都市再生１～２
期）

都市再生整備計画を策定し津山駅周辺整備事業を実施。  28,561  - 
第2期整備内容については、費用対効果を考慮し
ながら検討を行うこと。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

苅田家町家群整備事業 苅田家町家群整備事業。  20,822  926 
指定管理者制度の導入ではなく運営権の設定や民
間からの提案などを募り、コンセッション方式導入
の検討を進めること。

都市建設部 住宅係 公営住宅整備事業 市営住宅団地の再編計画を策定。  -  - 
立地適正化計画の策定を加味し、民間活力の導入
も含めた公営住宅のあり方について検討すること。

都市建設部 下水道課 公共下水道事業 汚水管渠の建設・浄化センターの改築更新等。  1,336,130  1,336,130 
今後の事業の進め方を検証し見直しを図ること。ま
た、効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節
減を図ること。

都市建設部 下水道課 農業集落排水事業（機能強化対策） 劣化状況等の機能診断を実施し、最適整備構想を策定。  9,126  9,126 
処理場の統廃合等、維持管理費の削減について、
検討を行うこと。

地域振興部 協働推進室
「共創・協働の地域づくり応援事業」Ⅰ．
協働推進事業（ソフト）

地域チャレンジ！公募提案型協働事業の実施。  1,536  1,036 
地域の自立につながるよう制度を含めた事業の再
構築を図ること。

地域振興部 協働推進室
「共創・協働の地域づくり応援事業」Ⅱ．
地域づくり応援事業

地域の維持・再生や地域の課題解決にとりくみに対する補助。  11,628  4,228 
地域の自立につながるよう制度を含めた事業の再
構築を図ること。

地域振興部 協働推進室
「共創・協働の地域づくり応援事業」Ⅳ．
域学（地域と大学等）連携事業

大学等と住民自治協議会との連携に対する補助。  643  643 
地域の自立につながるよう制度を含めた事業の再
構築を図ること。

地域振興部 協働推進室
「共創・協働の地域づくり応援事業」Ⅴ．
小さな拠点（地域再生拠点）

住民自治協議会に対する補助等。  6,000  1,000 
地域の自立につながるよう制度を含めた事業の再
構築を図ること。

3
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

学校教育部 学校教育課
生徒指導・不登校対策事業（教育支援
アドバイザー派遣事業）

問題行動等の問題解決のため専門家（臨床心理士など）を派
遣。

 1,650  1,650 中期実施計画策定の中で整理。
(1,650)
1,650

学校教育部 学校教育課
生徒指導・不登校対策事業（登校支援
員配置事業）  登校支援員の配置による登校・相談支援。  11,140  1 中期実施計画策定の中で整理。

(1)
11,140

学校教育部 学校教育課
確かな学力向上対策事業（学力実態把
握事業）

ｈyper-QUによる学力等の検証、教科学習や学習状況の改
善。

 1,700  1,700 中期実施計画策定の中で整理。
(1,700)
1,700

学校教育部 学校教育課
確かな学力向上対策事業（わかる授業
推進事業）

「問題データベース」の導入による、授業、補充学習等の支援。  5,581  5,581 中期実施計画策定の中で整理。
(5,581)
5,581

学校教育部 学校教育課
確かな学力向上対策事業（教師力向上
対策事業）

校内研究テーマに沿った講師を招聘、授業公開・研究協議等

 を実施。
 1,440  1,440 中期実施計画策定の中で整理。

(1,440)
1,440

学校教育部 学校教育課
確かな学力向上対策事業（学級編制弾
力化事業）

学級編制における非常勤講師の雇用。  14,279  10,662 中期実施計画策定の中で整理。
(10,662)
14,279

生涯学習部 文化振興係 津山国際総合音楽祭 津山国際総合音楽祭の開催。  30,000  30,000 中期実施計画策定の中で整理。
(30,000)
30,000

総合企画部
みらいビジョ

ン戦略室
津山広域事務組合負担金 津山広域事務組合の事業に対する分担金。  8,851  8,851 

３セク、外郭団体等のあり方を検証することとし、そ
の中で広域事務組合について検討すること。

財政部 管財係 車両管理費（管財） 庁用自動車の管理業務。  16,638  16,638 車両管理システムの導入を推進すること。
（7,400）
7,400

1

環境福祉部
環境保全衛

生係
斎場管理運営費 斎場管理運営に係る指定管理者料等。  48,011  1,405 

総合斎場と加茂町斎場の統合及び平成32年度の
指定管理者制度の更新に向け、調整すること。

環境福祉部 環境事業課
ごみ減量・リサイクル推進事業（加茂地
域古紙回収）

加茂地域における古紙類回収事業。  1,064  - 
加茂地域の古紙回収を集団回収制度に切り替え、
コスト削減を図ること。

環境福祉部 高齢介護課 勝北保健福祉施設管理運営事業
養護老人ホーム塩手荘の管理運営等を行っている勝田郡老
人福祉施設組合への分担金。

 29,474  29,474 
指定管理者制度について、平成３２年度からの導
入に向け、検討を進めること。

（14,800）
14,800

2

こども保健
部

こども課
幼稚園教育振興費（幼稚園教育研究大
会開催）

公立幼稚園における研究発表及び講演会の実施。  50  50 
公立幼稚園の統合により、他の研修事業との統合
等、手法を検討すること。

農林部 農業振興課 堆肥処理施設管理費 堆肥処理施設の管理委託等。  11,017  10,689 
加茂堆肥製造施設は、畜産農家の自家処理を支
援し、製造施設の今後について検討を行うこと。

農林部 農業振興課 一般水産業振興事業 稚鮎の購入と放流事業。  910  910 
放流から養殖への転換について検討を進めるこ
と。

農林部 農村整備課 単独農業土木事業
被災した農業用施設の修繕料、土砂撤去のための重機借上
げ料等。

 21,656  21,656 
国県補助の伴わない元利償還事業実施方式の単
独事業移行への検証においては、効果的な事務手
法の見直しを検討すること。

農林部 農村整備課 農村集落環境整備事業 基金活用事業の実施。  34  1 基金活用方針を明確化し、効果的活用を行うこと。

農林部 農村整備課 借入金償還助成事業（農村整備課） 日本政策金融公庫借入金償還に対する補助。  30,101  20,034 
国県補助の伴わない元利償還事業実施方式につ
いて単独事業移行への検証を行い、費用対効果を
ふまえた適切な事業実施を検討すること。

3
抜本的見
直しを検
討するも

の
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

農林部 農村整備課 非補助小規模かんがい排水事業
単県補助の対象とならない小規模な水路改良等の借入に対す
る元利償還助成事業。

 4,061  2 
国県補助の伴わない元利償還事業実施方式につ
いて単独事業移行への検証を行い、費用対効果を
ふまえた適切な事業実施を検討すること。

農林部 農村整備課 非補助小規模農道整備事業
単県補助の対象とならない小規模な農道改修等の借入に対す
る元利償還助成事業。

 1,343  1 
国県補助の伴わない元利償還事業実施方式につ
いて単独事業移行への検証を行い、費用対効果を
ふまえた適切な事業実施を検討すること。

農林部 農村整備課 ラビンの里管理運営事業 奥津川ラビンの里管理運営に係る指定管理料等。  4,141  4,141 
次期指定管理期間中に管理者や地元住民との協
議を行い、民営化等の運営の見直しを検討するこ
と。

（20）
20

都市建設部 公園緑地係 公園管理運営費 所管する公園施設の維持管理費。  91,592  83,066 
衆楽園について指定管理者制度の早期導入と収
入確保策について検討を進めること。

都市建設部 公園緑地係 グリーンヒルズ津山管理運営費 グリーンヒルズ津山公園緑地部分の管理運営。  50,647  23,082 
リージョンセンターの指定管理者制度導入を検討す
る中で併せて検討すること。

都市建設部 公園緑地係 リージョンセンター管理運営費 リージョンセンター管理運営費。  27,300  15,412 
グリーンヒルズ津山を含めた指定管理制度の導入
を検討すること。

都市建設部 住宅係 市営住宅維持管理事業 市営住宅管理運営に係る指定管理料等。  84,036  9,098 あり方検討会議で検討を進めること。

生涯学習部 鶴山塾 鶴山塾管理運営費 鶴山塾管理運営費。通塾や家庭訪問による相談等を実施。  12,130  11,416 
鶴山塾と青少年育成センターの機能連携と機能向
上に取り組むこととし、移転の調整を進めること。

生涯学習部 文化振興係 知新館管理運営費 知新館の管理運営。  719  719 
鶴山塾移転計画等の動向を踏まえながら計画の再
構築を行うこと。

生涯学習部 スポーツ課 スポーツセンター管理運営費 津山スポーツセンターの管理運営。  18,284  5,759 指定管理者制度導入について検討すること。

生涯学習部 スポーツ課 加茂町スポーツセンター管理運営費 加茂町スポーツセンターの管理運営。  16,634  12,058 
指定管理者制度導入について検討すること。
プール運営について、プールのあり方検討会議で
方向性をとりまとめること。

生涯学習部 スポーツ課 勝北総合スポーツ公園管理運営費 勝北総合スポーツ公園の管理運営。  23,644  15,530 
指定管理者制度導入について検討すること。
プール運営について、プールのあり方検討会議で
方向性をとりまとめること。

生涯学習部 スポーツ課 久米総合文化運動公園管理運営費 久米総合文化運動公園の管理運営。  29,974  26,627 
指定管理者制度導入について検討すること。
プール運営について、プールのあり方検討会議で
方向性をとりまとめること。

環境福祉部
低炭素都市

推進係
地球温暖化対策地域推進計画改定事
業

地球温暖化対策地域推進計画の進捗管理。  4,061  4,061 
今後は、協議会及びグリーンカーテン事業の経費
のみとする。

環境福祉部
低炭素都市

推進係
超小型モビリティ導入実証事業 超小型モビリティ「コムス」の普及推進。  1,034  1,034 今後は、コムスの維持費のみとする。

環境福祉部 くらし安全係 防犯カメラ設置費補助事業 防犯カメラ設置補助。  2,882  2,882 

補助率（9/10　上限30万円）の引き下げを検討する
こと。
なお、本年度購入する貸出用防犯カメラを優先的
に活用すること。

4
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

農林部 農村整備課
黒木キャンプ場及び黒木ダム親水公園
再整備事業

黒木キャンプ場及び黒木ダム親水公園再整備事業。  46,978  3,632 
ニーズを十分に把握した上で施設の必要性を判断
し、効率的な整備に努めること。

農林部 森林課 林道橋補修事業 橋梁補修の実施。  33,760  2,058 
国県補助制度、工事内容を十分に検証し、安全確
保を優先の上、経費の削減に努めること。

総務部 人権啓発課 人権啓発給付事業
岡山県都市人権推進事業連絡協議会負担金及び人権啓発事
業等補助金。

 7,666  7,666 団体補助金の年5％削減を継続していくこと。
(286)
286

産業経済部 観光振興課
デスティネーションキャンペーン関連推
進事業

県事業等と連動したデスティネーションキャンペーン。  550  550 
キャンペーンの終了に伴い事業規模の縮小を行う
こと。

農林部 農業振興課 食肉処理センター特別会計繰出金 食肉処理センター特別会計への繰出金。  67,853  67,853 
設備・備品の年次更新計画を作成し、計画的な更
新を行うこと。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

まちづくり支援事業
城東むかしまち実行委員会、城西まるごと博物館フェア実行委
員会への活動助成等。

 1,168  790 イベント助成等の見直しについて取り組むこと。
（13）
13

総合企画部 秘書広報室 津山シティプロモーション戦略事業 津山シティプロモーション戦略に基づくプロモーション事業。  19,569  9,785 
効果的なプロモーションに努めるとともに、コストの
縮減を図ること。

総務部 危機管理室
消防団施設・装備の整備事業（消火栓
設置）

消火栓の新規設置・維持管理に係る負担金。  5,551  5,551 
工事手法の検討により、コストの低減に努めるこ
と。

総務部 危機管理室 特殊車両整備事業 特殊消防車両の更新整備。  67,500  3,400 
長寿命化を図るとともに有利な財源を最大限活用
しつつ更新を図ること。

総務部 危機管理室 高規格救急車整備事業 高規格救急自動車の更新整備。  35,000  2,300 
長寿命化を図るとともに有利な財源を最大限活用
しつつ更新を図ること。

総務部 人権啓発課 男女共同参画推進事業 男女共同参画社会実現に向けた推進施策の実施。  840  840 
審査マニュアルの作成を行うなど、事務量の改善を
図ること。

環境福祉部
低炭素都市

推進係
低炭素都市津山スマートエネルギー導
入応援事業

住宅用太陽光発電システム機器を導入に対する経費の一部
助成等。

 1,589  1,589 
国や県による財政支援の動向に注視しつつ、需要
や効果を検証し、補助対象とする省エネ機器の種
類の検討・見直しを行うこと。

環境福祉部 高齢介護課 地域包括支援センター設置・運営事業 地域包括支援センター委託事業。  90,406  90,406 

委託先である社会福祉協議会の運営能力・機能に
ついて評価・検証し、必要な助言、指導等を行いな
がら、効果的、効率的なセンター運営がなされるよ
う努めること。

こども保健
部

こども課 保育士養成委託事業
児童福祉施設に委託し、雇用の機会拡大と保育士の確保を図
るとともに、人材の育成、定着を支援するもの。

 2,329  2,329 

総合戦略の計画期間の最終年にあたるH31年度ま
では現行維持とするが、これまでの実績から、期待
した事業効果が見込めないことが明らかなものは、
H32年度以降の事業実施について廃止も含め抜本
的に見直すこと。

こども保健
部

こども課 一時預かり事業  一時的に預かりを行い必要な保育を実施。  36,353  11,155 
課題となっている実施施設の確保について、引き続
き様々な手法を検討すること。

こども保健
部

こども課 放課後児童健全育成事業（ソフト） 児童クラブ運営委員会等へ事業委託。  263,941  81,265 

厚生労働省は、現在義務付けている「放課後児童
クラブ1ヶ所につき2名以上の職員配置」について、
人材確保が困難な実状から、職員基準の緩和を検
討している。将来、基準が緩和されても、利用者の
安全が確保できるよう、ハード面も含めて望ましい
あり方を検討すること。
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内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

こども保健
部

こども課 放課後児童健全育成事業（ハード） 老朽化した施設の整備を実施。  24,989  1 

「放課後こども総合プラン（Ｈ26文科省、厚生省）」
において、小学校の教室を積極的に活用するよう
示されている。市内の小学校は全て耐震化工事が
完了しており、利用者の安全確保の面からも、教室
の活用に対する課題解決に積極的に取り組み、今
後ソフト面で見込まれるコスト増加を吸収しつつ、
利用者にとっての最大の効果を目指すこと。

こども保健
部

こども課 幼稚園再構築施設整備事業
公立幼稚園１４園の再構築を行い津山地区に新設園２園を整
備。

 645,261  75 

つやま西幼稚園の2学期開園を着実に実施し、開
園後に予定している2期工事を適切に実施するこ
と。
また、廃止した幼稚園についても放置することなく、
財産活用課と連携し、効果的な跡地活用につなげ
ること。

(48,906)
48,906

4

こども保健
部

健康増進課
幼児・児童・生徒のインフルエンザ予防
接種費用一部助成事業

幼児・児童・生徒のインフルエンザ予防接種費用一部助成。  8,916  8,916 

総合戦略の計画期間の最終年にあたるH31年度ま
では現行維持とするが、来年度にこれまでの実績
の検証を行い、事業実施前（H27以前）に比べ、接
種率の向上やインフルエンザの受診者数の減少に
つながっていない場合は、廃止を含めて検討するこ
と。

こども保健
部

健康増進課 不妊治療支援事業 不妊治療支援事業助成。  5,552  5,552 

総合戦略の計画期間の最終年にあたるH31年度ま
では現行維持とするが、来年度にこれまでの実績
の検証を行い、事業効果が薄い（KPIの達成が困
難）ものは、H32年度以降の事業実施について廃止
も含め抜本的に見直すこと。

産業経済部 経済政策課 商業振興事業
商業活性化事業や地域工業振興に関する支援と補助金交
付。

 16,046  16,046 
地域ニーズに即した補助制度の設計変更を行うと
ともに、広く制度の周知を図ること。

産業経済部 経済政策課 まちなかシネマ賑わい創出事業
ベルフォーレ津山にて映画の上映を行い、商店街等の周辺部
への波及効果を創出。

 2,265  2,265 
コスト削減に努めるなど、事業のあり方については
見直しを図ること。

産業経済部
仕事・移住

支援室
ＩＪＵ（いじゅう）トータルサポート事業

津山市への移住希望者に対する情報発信や移住相談窓口の
設置等。

 27,097  18,548 一部事業の見直しを図り、コスト削減に努めること。

産業経済部
仕事・移住

支援室
新規学卒者地域内就職応援事業

津山地域内企業の説明会や面接会、インターンシップの開催
等。

 7,076  5,371 一部事業の見直しを図り、コスト削減に努めること。

産業経済部
仕事・移住

支援室
出会い・結婚サポート事業 地域における結婚支援体制の整備を図る。  1,588  1,588 

国・県等の補助金活用を検討するとともにコスト削
減に努めること。

産業経済部
みらい産業

課
つやま産業支援センター戦略的企業サ
ポート事業

革新製品・付加価値製品・サービスの開発、個別企業支援等。  122,304  62,877 
事業の充実を図り、効果的な事業推進に努めるこ
と。

産業経済部
みらい産業

課
ロボット産業における先進地化事業  ロボットコンテストの事業委託。  4,000  - 

コスト削減に努めるなど、事業のあり方については
見直しを図ること。

農林部 農村整備課 多面的機能支払交付金事業
日本型直接支払制度（多面的機能支払交付金）を活用した農
地維持活動等。

 170,541  41,399 
関係者と十分連携しながら事務の効率化に努める
こと。

農林部 森林課 農作物鳥獣害防止対策事業 有害鳥獣対策の防護柵設置に対する資材及び補助金交付。  28,867  428 
事務の効率化を図るとともに年度途中の申請への
対応についても検討すること。

農林部 森林課 林業専用道整備事業（阿波地区） 林業専用道の開設事業。  14,759  3,129 
工事内容の見直し等により経費の削減に努めるこ
と。
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都市建設部 土木課
【合併特例債事業】（都）総社川崎線
（沼・林田工区）道路改築事業

道路改築事業。  172,942  2,829 
未同意者への対策を検討し、理解が得られるよう
努めること。また、効率的な発注計画や設計積算に
努め、経費節減を図ること。

都市建設部 土木課 道路新設改良事業（単市） 道路新設改良事業。  84,645  84,645 
用地取得に難航している箇所は事業の中止も検討
すること。また、効率的な発注計画や設計積算に努
め、経費節減を図ること。

都市建設部 土木課
道路施設長寿命化事業　　防災・安全
交付金

道路施設の点検・計画策定・修繕。  181,673  17,114 

計画的な予防保全を行い、施設の長寿命化を図
り、予算の平準化を検討していくこと。また、効率的
な発注計画や設計積算に努め、経費節減を図るこ
と。

都市建設部 土木課 交通安全施設整備事業（単市）
ガードレール、転落防止柵、カーブミラー、区画線等の交通安
全施設整備。

 29,682  29,682 

整備箇所の選定にあたっては地元要望を勘案しつ
つ交通事故等の恐れを分析・調査の上、十分精査
し事業を実施すること。また、効率的な発注計画や
設計積算に努め、経費節減を図ること。

都市建設部 土木課
【合併特例債事業】神庭６６号線（Ｎ６６
号線）道路改良事業

道路改良事業。  82,808  4,208 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。また、ＪＲへの工事委託に係る経費につ
いては、十分精査すること。

都市建設部 土木課 県営道路改良事業等負担金 道路改築事業。  71,216  18,816 地元調整等を県と連携し、事業推進に努めること。

都市建設部 土木課 道整備交付金事業 道路改良事業。  24,824  1,312 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部 土木課
新クリーンセンター周辺対策事業（土木
課分）

津山圏域クリーンセンター周辺整備事業。  25,137  - 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部 土木課
【防災・安全交付金】院庄５９号線（Ｆ５９
号線）視距改良事業

視距改良事業。  9,000  450 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。また、ＪＲへの工事委託に係る経費につ
いては、十分精査すること。

都市建設部 土木課
【防災・安全交付金】福岡４３号線（Ｈ４３
号線）歩道整備事業

歩道整備事業。  178,500  8,035 

現場状況を勘案し、部分的には歩道幅員の最小値
を採用するなどして、補償費の抑制に努めること。
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部 土木課
【防災・安全交付金】勝部川崎線（１０１
４号線）歩道整備事業

歩道整備事業。  86,200  3,790 

現場状況を勘案し、部分的には歩道幅員の最小値
を採用するなどして、補償費の抑制に努めること。
また、効率的な発注計画や設計積算に努め、経費
節減を図ること。

都市建設部 土木課
【防災・安全交付金】西苫田１４４号線
（Ｃ１４４号線）交差点改良・歩道整備事
業

交差点改良・歩道整備事業。  35,040  1,668 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部 土木課 除雪機械整備事業　過疎対策事業 除雪機械整備事業。  14,320  74 
除雪機械の状態が良好な場合は、更新時期の延
伸を検討すること。

都市建設部 土木課
【過疎対策事業】中学校線（Ｘ３０４０号
線）歩道整備事業

歩道整備張事業。  644  - 
施工方法について、地元及び関係地権者と十分協
議行うこと。また、効率的な発注計画や設計積算に
努め、経費節減を図ること。

都市建設部 土木課
【過疎対策事業】西加茂８７号線（Ｕ３０８
７号線）道路改良事業

道路改良事業。  24,200  - 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。
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都市建設部 都市計画課 立地適正化計画策定事業 立地適正化計画の策定を行う。  4,022  2,647 
同時進行の都市計画マスタープランと調整しなが
ら、効果的・効率的な策定作業を進めていくこと。

都市建設部 都市計画課
（都）総社川崎線（山北工区）道路改築
事業　街路事業

街路事業として社会資本整備総合交付金を活用して実施。  95,445  1 
未同意者への対策を検討し、理解が得られるよう
努めること。また、効率的な発注計画や設計積算に
努め、経費節減を図ること。

都市建設部 都市計画課 津山南道路関連事業 市道改良・修繕、水路改修等。  15,309  919 
津山南道路事業に伴う市関連事業は地元調整を
十分行い、効率的な発注計画や設計積算に努め、
経費節減を図ること。

都市建設部 都市計画課 都市計画マスタープラン関連事業 都市計画マスタープランの改訂等。  8,532  8,532 
同時進行の立地適正化計画と調整しながら、効果
的・効率的な策定作業を進めていくこと。

都市建設部 都市計画課 中心市街地都市再生整備事業（第２期）
都市再生整備計画を策定し社会資本整備総合交付金を活用
して実施。

 29,001  - 
山下児童公園の老朽施設更新や樹木は、需要や
ランニングコストを考慮し、撤去も含めて検討するこ
と。

都市建設部 都市計画課
拠点線（Ｑ２９８号線）道路改築事業（河
辺・押入地区都市再生）

都市再生整備計画（河辺・押入地区）を策定し、社会資本整備
総合交付金を活用して実施。

 43,933  26,360 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部 都市計画課
河辺高野山西線関連事業（河辺・押入
地区都市再生１～２期）

県事業で対応できない市道改良、水路改良。  64,092  38,455 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

城下町町並保存対策事業　（城西地区・
武家地地区）

「津山市町並み保存助成制度」を活用し、城西地区の修理修
景補助金交付を行う。

 4,506  3,757 
城西地区重伝建選定に向け、補助制度の再検討を
行うこと。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

安岡町押入線（１００６号線）道路改良事
業

道路改良事業。  110,778  140 
効率的な発注計画や設計積算に努め、経費節減を
図ること。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

防災計画策定事業（城東地区） 重要伝統的建造物群保存地区の総合的な防災計画を策定。  1,998  - 
防災計画の策定にあたっては、防災設備の経費節
減に努めること。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

城東地区観光駐車場整備事業 城東重伝建地区（東部・中央部・西部）に観光駐車場を整備。  9,000  720 
まちの駅、城東地区西部駐車場整備のあり方につ
いて検討を行うこと。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

歴史的風致維持向上事業（城東周辺地
区）

カラー舗装・無電柱化・道路側溝整備により、歴史的町並みの
景観を整備。

 -  - 
低コスト工法による無電柱化実施可能区間の検討
を行うこと。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

歴史的風致維持向上事業（城西周辺地
区）

作州民芸館・城西浪漫館・津山城下町歴史館への案内板の設
置。城西地区内の出雲街道沿い道路の美装化。

 -  - 
案内板の設置については、街中サインの統一等を
加味し、実施の可否について検討を行うこと。

都市建設部 公園緑地係
史跡津山城跡「鶴山公園」景観整備事
業

城内の樹木伐採等の景観整備。  2,984  1,585 
保全管理計画に基づき、効率的な景観整備を行
い、経費節減に努めること。

都市建設部 公園緑地係 公園施設機能向上安全安心事業
災害時の一次避難地としての機能を向上、低炭素都市を目指
した公園施設の整備、安全度を高めた遊具を再整備。

 7,350  1 
設備機材等については、コストの比較検討を行い、
効率的な設計積算に努め、経費節減を図ること。

都市建設部
建築指導審

査係
アスベスト改修事業

建築物に吹きつけられた、アスベストの分析調査、除去等対策
工事費用の一部補助。

 272  - 事業推進のため、制度の周知を図ること。

都市建設部
建築指導審

査係
住宅・建築物耐震診断事業

旧耐震基準で建築した住宅や建築物の耐震診断に要する費
用の一部補助。

 2,380  693 事業推進のため、制度の周知を図ること。

都市建設部
建築指導審

査係
木造住宅耐震改修事業 耐震改修等に要する費用の一部補助。  -  - 事業推進のため、制度の周知を図ること。
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都市建設部 下水道課 合併処理浄化槽設置整備事業
一般家庭が設置する合併処理浄化槽の設置費用の一部補
助。

 103,309  7,818 事業推進のため、制度の周知を図ること。

地域振興部 協働推進室 町内会集会施設整備費補助事業 町内会が所有する集会施設の整備費用の一部補助。  5,787  5,787 

集中的に事務を行うために、申請受付期間を設け
るなど、事務改善を図ること。
また、複数の町内会で制度を活用できるなど使い
やすい支援メニューについて検討すること。

地域振興部 協働推進室
「共創・協働の地域づくり応援事業」Ⅲ．
地域おこし協力隊

３大都市圏内等の人材を誘致しその定住及び定着を図る。  15,287  15,287 
協力隊員が複数名になってきたので、業務の精査
を行うこと。

水道局 経営企画室 水道施設更新・耐震化事業 水道施設の更新工事、水道施設の耐震工事。  7,344  7,344 

今後の水需要の動向を踏まえ、配水池等の統廃合
や更新時における管路等の適正な施設能力を検
討し、事業を実施すること。また、効率的な発注計
画や設計積算に努め、経費節減を図ること。

水道局 経営企画室 老朽管更新・耐震化事業 老朽管の更新工事、管路の耐震化工事。  127,842  94,444 

今後の水需要の動向を踏まえ、更新時における管
路等の適正な施設能力を検討し、事業を実施する
こと。また、効率的な発注計画や設計積算に努め、
経費節減を図ること。

水道局 経営企画室 小田中浄水場設備等更新事業 小田中浄水場設備等の更新工事。  107,308  107,308 
更新基準年数の設定の見直しの検討をすること。
また、効率的な手法による計画や設計積算に努
め、経費節減を図ること。

水道局 経営企画室 草加部浄水場等更新事業 草加部浄水場等の更新工事。  10,310  4,370 
更新に合わせて耐震化を効率的に進め、コストの
縮減を図ること。また、効率的な発注計画や設計積
算に努め、経費節減を図ること。

水道局 経営企画室 緊急給水拠点確保事業 緊急遮断弁の設置工事。  22,691  22,691 
緊急給水拠点の配置方針や考え方を整理の上、事
業を実施すること。また、効率的な発注計画や設計
積算に努め、経費節減を図ること。

学校教育部 学校施設課 小学校施設整備事業 津山市学校施設更新整備方針に基づく施設整備。  2,062,333  1,018 
厳しい財政状況を踏まえ、既存ストックの再生・有
効活用について、調査研究すること。

学校教育部 学校施設課 中学校施設整備事業 津山市学校施設更新整備方針に基づく施設整備。  385,286  1 
厳しい財政状況を踏まえ、既存ストックの再生・有
効活用について、調査研究すること。

生涯学習部
生涯学習推

進係
公民館整備事業 津山市公民館整備方針に基づく公民館整備。  312,334  1 今後の公民館のあり方について再整理を行うこと。

生涯学習部 健全育成係
奨学金を活用した大学生等の定着促進
事業

日本学生支援機構奨学金、津山市奨学金、磯野計記念奨学
金の返還金の一部補助。

 53,846  49,729 

学生に対して機会を捉えて補助金交付制度のＰＲ
を行うこと。企業に対しては、制度の趣旨を理解し、
協力してもらえるような工夫を行うこと。その上で、
基金の積み立て目標について現実的な見直しを行
うこと。

生涯学習部
文化財保護

係
史跡美作国分寺跡保存整備事業 史跡美作国分寺跡を史跡公園として整備。  25,093  7,219 

用地買収の早期完了に努めること。
公園整備計画を策定すること。

総合企画部
みらいビジョ

ン戦略室
企画調整一般事務費

市の内部及び国、県、友好交流都市、一部事務組合等関係機
関との総合的な調整を実施。

 1,922  1,922 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（58）
58

総合企画部
行財政改革

推進室
行財政改革関係費 第１０次行財政改革大綱に基づき行財政改革を推進。  262  262 一般財源の3%削減に取り組むこと。

(7)
7
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総合企画部 秘書広報室 秘書事務費 交際費や負担金等の執行。  5,855  5,855 経費削減に取り組むこと。

総合企画部 秘書広報室 広聴広報事業関係費
広報津山の発行、コミュニティ放送を活用した市政情報番組の
制作委託等。

 25,871  21,102 
市ホームページでの情報発信の充実と広告の確保
に取り組むこと。

総合企画部 秘書広報室 津山珈琲倶楽部関係費
公式ホームページを通して、定期的に津山の出来事やニュー
スを情報発信。

 399  399 
津山珈琲倶楽部及びシティプロモーションに関係す
る事務について、所管替えも含め、業務分担の見
直しに取り組むこと。

総合企画部
みらいビジョ

ン戦略室
地方創生関係事業 地域創生総合戦略事業の推進。  494  494 一般財源の3%削減に取り組むこと。

（14）
14

総務部 総務課 総務一般事務費 条例、規則等の制定改廃等の審査、顧問弁護士の調整等。  7,585  7,585 
一般財源の3%削減に取り組むこと。
また、条例改正資料等のペーパーレス化について
研究すること。

（227）
227

総務部 人事給与係 人事一般事務費（経常） 津山市特別職報酬等審議会の開催経費。  547  547 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（16）
16

総務部 研修労務係 職員研修関係費 職員研修における外部講師謝礼金及び委託料等。  6,757  5,181 
人材育成方針の見直しにより、効果的かつ効率的
な研修計画を作成し、職員意識の向上に取り組む
こと。

総務部 研修労務係 職員福利厚生関係費 職員へ貸与する被服経費及び互助会負担金。  10,414  10,414 
被服貸与については、現在の貸与品が使用可能な
職員については、辞退の申し出が容易にできるよう
事務改善を図ること。

総務部 危機管理室 消防・防災活動事業 消防団運営にかかる事務執行、貸与資機材の更新等。  4,366  4,366 

消防団員の被服、資機材は、団員の安全確保等に
配慮しつつ、製品規格の見直しや購入数量等の工
夫や団事務局事務経費などの削減に取り組むこ
と。

総務部 情報政策課 電算処理関係費 情報ネットワーク及び情報システムの運用保守管理事務。  137,392  124,595 
一般財源の3%削減に取り組むこと。
システム委託について、プロポーザル方式の導入
を推進していくこと。

（3,737）
3,737

総務部 情報政策課 地域情報化推進事業 加茂・阿波地域高速情報通信施設設備の維持・管理。  5,393  5,393 
次の更新（H35年度）に向けて、事業者にリースして
いる通信線について、払い下げを検討すること。

総務部 人権啓発課 人権啓発推進事業
児童遊園地・集会所等の地元への譲渡、ひと・ふれあいメッ
セージ（人権メッセージ）の募集等実施。

 8,683  8,432 
児童遊園地・集会所等の地元への譲渡を推進して
いくこと。

総務部 人権啓発課 人権教育推進事業費
津山市人権尊重の教育推進協議会の人権啓発活動に対する

 補助、人権出前講座の実施等。
 6,150  6,150 学校人権教育事業との連携を図ること。

総務部 人権啓発課 男女共同参画推進事業 男女共同参画社会実現に向けた推進施策を実施。  1,842  1,842 一般財源の3%削減に取り組むこと。
(55)
55

総務部 人権啓発課
人権啓発推進事業（人権擁護委員協議
会補助金等）

津山市人権擁護委員協議会への補助。  405  405 
委員定数について、他の自治体の考え方を確認す
ること。確認結果に応じて見直しを検討すること。

財政部 管財係 財政一般管理費（経常） 財政課にかかる一般経常経費等。  27,606  27,606 一般財源の３%削減に取り組むこと。
(828)
828

財政部 管財係 庁舎管理費 本庁舎の設備・機器等の維持管理、美観保持等。  74,477  56,648 
庁舎管理の民間委託の可能性について研究するこ
と。

5
事務改善
(経費節

減)を検討
するもの
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

財政部 管財係 東庁舎管理費 東庁舎の設備・機器等の維持管理、美観保持等。  9,562  9,562 
庁舎管理の民間委託の可能性について研究するこ
と。

財政部 管財係 すこやか・こどもセンター管理費
すこやか・こどもセンターの設備・機器等の維持管理、美観保
持等。

 11,893  11,663 
庁舎管理の民間委託の可能性について研究するこ
と。

財政部 FM推進係
都市計画関係事務費（建築営繕係事務
費）

市有建築物等の工事監督・市有建築物等の設計業務等。  636  636 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（19）
19

財政部 税制課 税務庶務関係費（経常）
固定資産評価審査委員会の運営、税務関係団体等負担金補
助。

 3,656  3,656 負担金を除く予算の3%削減に取り組むこと。
(54)
54

環境福祉部 市民係 戸籍住民基本台帳事務費 住民基本台帳法・戸籍法に基づく審査、発行等。  35,086  9,927 

正規職員、嘱託職員、臨時職員の人員体制につい
て検討していくこと。
また、住民票のコンビニ交付の利用者増を図るこ
と。

環境福祉部 市民係 印鑑登録証明事務費
国の事務処理要領、条例、規則に基づく処理、印鑑登録証明
書の発行等。

 1,093  1 

正規職員、嘱託職員、臨時職員の人員体制につい
て検討していくこと。
また、住民票のコンビニ交付の利用者増を図るこ
と。

環境福祉部
低炭素都市

推進係
環境対策事務費（環境基本計画、カー
ボンオフセット）

環境基本計画に掲げるリーディングプロジェクトの実施（森の
学校・水の学校）等。

 670  187 
環境対策に係る個々の事業について、効果やコス
トを踏まえ、内容を精査し、取組内容を見直すこと。

環境福祉部
環境保全衛

生係
飼犬登録事務費 飼犬登録事務、狂犬病予防注射の実施等。  1,642  - 

予防接種率が向上するよう啓発や指導を積極的に
行うこと。

環境福祉部
環境保全衛

生係
環境対策事務費

自動車騒音常時監視業務、市内の河川・中核工業団地水質
調査等。

 4,119  4,119 経費削減に取り組むこと。

環境福祉部
環境保全衛

生係
環境対策事務費（美しいまちづくり運
動、河川清掃）

 美しいまちづくり運動推進事業。花いっぱいコンクール、河川
清掃の実施等。

 2,700  2,700 
企業参加（協賛金、物品など）の取組や委託料の
削減について検討し、経費削減に取り組むこと。

環境福祉部 環境事業課 清掃関係事務費 ごみ処理に係る事務費及び一般管理費。  1,884  1,035 経費削減に取り組むこと。

環境福祉部 環境事業課 家庭ごみ指定袋制実施事業 家庭用指定ごみ袋の製造・配達・保管等。  49,666  26 
ごみ袋倉庫の移転を計画的かつ効率的に実施し、
コスト維持を図ること。

（-）
1,110

環境福祉部 生活福祉課 福祉一般事務費
社会福祉事務所の一般事務、社会福祉法人指導監査事務、
津山市戦没者追悼式の開催等。

 3,399  3,333 経費節減に取り組むこと。

環境福祉部 生活福祉課 民間福祉関係団体育成事業 民間福祉関係団体に係る補助。  40,915  40,915 

各団体の事業内容や収支計算書を精査し、財政状
況や活動効果の把握に努め適正な補助金を支出
すること。
社協については、経費削減や自主財源の確保を促
進し、積立金や基金の運用の見直しや活用を求め
ていくこと。

環境福祉部 生活福祉課 生活困窮者自立支援事業 自立支援策を強化するため、生活困窮者の相談・支援を行う。  16,585  7,163 
運営手法について、他自治体の事例等を研究・検
討すること。

環境福祉部 障害福祉課 障害者移動支援事業
重度心身障害者の社会参加を促進するためにタクシー利用料
金、バス利用料金、自家用車の給油代のうちいずれかの一部
を助成。

 19,544  281 
財源確保に向け、ふるさと納税の活用を研究するこ
と。
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

環境福祉部 高齢介護課 敬老の日記念事業
満１００歳の記念品の贈呈、老人福祉大会における市長感謝
状の贈呈。

 161  161 
執行体制・手法は現行維持とし、市内産品活用に
ついて検討すること。

環境福祉部 高齢介護課 加茂福祉センター管理運営事業 加茂福祉センター管理運営に係る指定管理料等。  5,916  5,916 事業内容について精査すること。
（254）
254

環境福祉部 高齢介護課 久米保健福祉施設管理運営事業
生きがい活動支援通所事業・居住部門運営事業の管理運営
業務委託。

 8,422  8,238 
国の回答から10年経過しており、再度見解を確認
すること。確認結果に応じて見直しを検討すること。

環境福祉部 高齢介護課 老人福祉センター運営事業
津山市社会福祉協議会が設置運営している津山老人福祉セ
ンター「さら楽」の管理運営に対する補助。

 10,306  10,306 

大規模修繕への補助は行わないことを基本に、事
業内容や補助対象経費、社協の収支状況を精査
のうえ、必要最小限の補助金額を支出すること。木
彫の家について、社協への移譲を検討すること。

環境福祉部 高齢介護課 めぐみ荘管理運営事業 めぐみ荘管理運営に係る指定管理料等。  16,933  16,933 
あり方検討会議にて、運営状況・周辺環境等を検
証し、今後の方向性について検討すること。

環境福祉部 高齢介護課 ふれあいサロン運営事業 ふれあいサロン運営に係る指定管理料等。  14,020  14,020 事業内容について、精査すること。
（205）
205

こども保健
部

こども課 児童福祉法施行事務費 こども課事務の運営に関する経費。保育所指導業務等。  10,730  10,396 こども課分室の廃止に取り組むこと。
 （4,986）

4,986

こども保健
部

こども課 はぐくみ岡山事業
子育て家庭を対象とした参加・提案型イベント「おぎゃっと２１」
の実施にかかる経費の一部補助。

 700  - 

H14年から15年間継続した結果、子育て支援事業
は大きく拡充し、子育て環境は充実してきている。
イベントによる子育て応援社会のPR効果や目的の
達成度合い、子育て世代のニーズに照らし、実施
内容を随時見直すよう実行委員会へ働きかけるこ
と。

こども保健
部

こども課 幼稚園一般管理費 公立幼稚園の管理運営費。  76,197  62,241 
12園から2園への再構築に向け、適正な人員体制
や事業経費の見直しを行うこと。

こども保健
部

こども課 勝北こども園管理運営事業 勝北風の子こども園の管理運営費。  90,205  66,618 民間活力導入について、検討を継続すること。

こども保健
部

こども課
ファミリーサポートセンター管理運営事
業

育児の援助をしたい提供会員と育児の援助を受けたい依頼会

 員が有償による一時預かり等の相互援助活動を行う。
 5,872  1,958 

広域化後の事業の状況、課題等を検証し、民間委
託に向けた検討を行うこと。

こども保健
部

健康増進課 がん検診推進事業 がん検診の啓発や受診勧奨を推進。  97,506  91,430 受診率向上に向けた取組を行うこと。

産業経済部 経済政策課 移動制約者対策事業  福祉巡回バス（勝北４路線、加茂４路線、久米２路線）及び交
通空白地有償運送事業（阿波地域）。

 11,371  442 
小型乗合交通の検討を行い、効率的かつ地域の実
情に合った導入を図ること。

産業経済部 経済政策課 商業関係事務費 経済政策課の事務費。  799  751 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（22）
22

産業経済部 経済政策課 ふるさと納税推進事業
寄付の使途に賛同いただき、返礼品として地域の特産品等を
送付することで地場産業の振興を図る。

 84,743  84,743 
返礼品の充実を図り、委託内容の範囲拡大につい
ても検討を行うこと。

産業経済部 経済政策課 中心市街地商業活性化事業
津山まちなか活性化委員会が実施するイベントや情報発信に
対する助成。

 1,130  1,130 
効果的な情報発信の仕方やイベント支援方法につ
いて検討を行い、取り組むこと。

産業経済部 経済政策課 地域交流センター管理運営事業 地域交流センター管理運営に係る指定管理料等。  29,675  29,675 
館内施設と連携した取り組みを実施し、利用者数
の増加を図ること。

5
事務改善
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判定 担当部 担当所属 事業名 事業概要 事業費 一般財源 見直し方針 見直し対象事業費
※括弧は一般財源

内人員
相当分

(人)

　　　　　  　（千円）

産業経済部
仕事・移住

支援室
勤労者融資対策費

津山市と津山圏域内５町で労働金庫に預託を行い、これを原
資に生活資金を貸付。

 80,000  - 真に必要な事業か構成自治体と検討を行うこと。

産業経済部
仕事・移住

支援室
三世代研修宿泊施設運営管理費

三世代研修宿泊施設ウッディハウス加茂及び合宿施設の管理
運営に係る指定管理料等。

 8,553  8,553 事業内容について精査すること。
（28）
28

産業経済部
仕事・移住

支援室
雇用労働対策事務費（雇用労働セン
ター管理運営事業）

雇用労働センター管理運営に係る指定管理料等。  3,395  3,395 
指定管理者との連携により、市民サービスの向上
および経費削減に取り組むこと。

（2,394）
2,394

産業経済部
みらい産業

課
人づくり事業

つやま産業塾の企画・運営及び人づくり事業運営委員会の運
営管理等。

 2,107  - 
同種事業との合同開催へ向けた調整を図るととも
に、講座の内容充実に取り組むこと。

産業経済部 観光振興課 一般観光振興事業
観光振興課の事務経費、津山工芸展、阿波フォトコンテストの
市長賞贈呈に係る費用。

 179  174 
経費節減に取り組むこと。
阿波フォトコンテストは芸術文化振興事業（写真展）
への統合を検討すること。

産業経済部 観光振興課 観光キャンペーン事業
津山観光キャンペーン推進会議において実施する事業に係る
負担金等。

 7,061  7,061 費用対効果を検証し、事業実施すること。

産業経済部 観光振興課 観光施設管理事業 観光関連施設の運営にかかる維持管理経費。  15,372  15,372 事業内容について精査すること。
（1,000）
1,000

農林部
ビジネス農
林業推進室

あば農業振興施設管理事業 阿波地域の農業振興施設における管理委託料。  13,732  13,732 
阿波地域内公共施設の効率的なあり方について検
討し、施設管理経費の縮減を図ること。

農林部
ビジネス農
林業推進室

農商工連携推進事業
農商工・産学官民が連携して地域の特色を活かした新商品開
発、販売力強化等に取り組む。

 3,823  3,491 事業効果を検証し、取組を進めること。

農林部
ビジネス農
林業推進室

農産物フリーマーケット事業（宮川朝市） 作州津山宮川朝市の運営経費の一部補助。  90  90 
出展者の増加、にぎわいの創出を図るための取り
組み行うこと。

農林部 農業振興課 一般農業振興事業
農業者や農業団体の活動や果樹・野菜等の産地化への取組
みの支援等。

 2,063  1,575 経費節減に取り組むこと。

農林部 農業振興課 農業研修施設維持管理事業 農業研修施設の維持管理に係る費用。  1,757  116 
FM計画に沿った検討を進めるとともに、引き続き経
費節減に取り組むこと。

農林部 農業振興課 農地中間管理事業
農地中間管理事業の円滑な推進と、地域との調和に配慮した
担い手への農地集積を図る。

 2,764  - 
農地の集約化を促進するため、制度周知を行うとと
もに、マッチングにつながる対策に取り組むこと。

農林部 農業振興課 有機の里づくり推進事業
加茂堆肥製造施設、久米堆肥処理施設で製造された堆肥の
購入に対し助成を行う。

 629  629 
販路拡大と需要の喚起を図るとともに、利用の推移
を年次検証し、適切な補助率について検討を進め
ること。

農林部 農業振興課 一般畜産振興事業
畜産振興を図る上で必要な経費や各種団体への負担金の支
出、畜産共進会の開催。

 5,058  4,624 
平成３２年開催のホルスタイン共進会にあたり、事
業実施者や農家等と協議し事業に係る経費の見直
しを行うこと。

農林部 農村整備課 農業関係事務費 農業関係事務費。農業用施設事故賠償責任保険料等。  607  496 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（14）
14

農林部 農村整備課 黒木キャンプ場管理運営事業
黒木キャンプ場、黒木ダム周辺親水公園の維持管理・指定管
理。

 5,033  4,993 事業内容について精査すること。
（489）
489

農林部 森林課 林業関係事務費 林業関係事務費。林業関係団体への負担金及び補助金等。  4,918  4,398 経費節減に取り組むこと。
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農林部 森林課 阿波森林公園管理事業 阿波森林公園の整備、施設管理。  4,435  4,435 

阿波地域内公共施設の効率的なあり方について検
討し、施設管理経費の縮減を図ること。
また、集客を上げるため、委託内容の見直しや、設
備や備品の改修等を行うこと。

農林部 森林課 里山ふれあい創造事業 ボランティアグループ「きこりの会」の活動費助成。  145  79 
職員の事業実施における関わり方について検討を
行うこと。

農林部 森林課 被害林危険箇所解消事業
被害林等の探査（航空探査・地上探査）、伐倒・燻蒸駆除を行
う。

 4,050  1,013 
被害木の有効な処理方法について引き続き検討を
行うこと。

農林部 森林課 林道整備事業 町内会等に管理委託、原材料の支給等を行う。  17,709  17,709 修繕工法について費用対効果の検討を行うこと。

農林部 森林課 市有林等管理事業 市有林の保育・管理に必要な経費等。  2,303  2,055 
市有林の管理における費用対効果及び活用につ
いて検討を行うこと。

都市建設部 管理課 土木関係事務費
関係省庁への要望活動及び協議会出席、指定管理施設の管
理運営等。

 318  318 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（9）
9

都市建設部 土木課 道路維持管理費
市道路肩・側溝等の修繕、街路樹の維持管理、市道路肩の草
刈り等。

 113,083  113,083 
ネーミングライツ等歳入確保策の検討を進めるこ
と。

都市建設部 都市計画課 都市計画関係事務費 都市計画決定（変更）に伴う事務。都市計画審議会の開催等。  2,073  1,941 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（58）
58

都市建設部 都市計画課 津山駅北口・城下駐車場管理事業
市営駐車場について、指定管理者制度を活用して管理運営す
る。

 681  681 
さらなる利用促進のため、わかりやすい駐車場情
報の発信と料金体系の見直しの検討を進めるこ
と。

都市建設部 都市計画課 津山駅北口広場管理運営費
津山駅北口広場、交通観光案内所及びにぎわい交流館の施
設の管理運営を行う。

 5,311  108 

全面共用開始後の管理施設の利用状況を検証し、
更なる利便性の向上に向けて取組を行うこと。ま
た、今後、指定管理制度の導入など、一元的な管
理運営について検討を進めること。

都市建設部
歴史まちづ
くり推進室

歴史まちづくり推進関係事務費
津山市歴史的風致維持向上計画に係る各種協議会負担金及
び委員報酬、事務的経費等。

 172  172 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（5）
5

都市建設部 住宅係 市営住宅政策空家事業
老朽化した市営住宅への新規入居募集を停止し、現入居者の
他市営住宅や民間賃貸住宅等への転居を促す。

 194  194 退去勧奨に向けた取組を積極的に進めること。

地域振興部 協働推進室 連合町内会関係費
津山市連合町内会行事への随行及び広報津山等の文書を町
内会から各世帯へ配布するための手数料を執行。

 32,572  32,229 事業内容について精査すること。

地域振興部
加茂支所市
民生活課

加茂支所管理費 窓口業務を中心とした市民サービスの提供。  19,838  17,885 経費節減に取り組むこと。

地域振興部
勝北支所市
民生活課

勝北支所管理費 窓口業務を中心とした市民サービスの提供。  19,481  15,850 経費節減に取り組むこと。

地域振興部
久米支所市
民生活課

久米支所管理費 窓口業務を中心とした市民サービスの提供。  21,816  18,197 経費節減に取り組むこと。

地域振興部
阿波出張所
地域振興課

阿波出張所管理費 窓口業務を中心とした市民サービスの提供。  12,944  12,907 経費節減に取り組むこと。
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　　　　　  　（千円）

選挙管理委
員会

選挙管理委
員会

選挙管理委員会管理運営費（経常）
選挙管理委員会通常事務費(電算委託料、事務機器等賃借料
及びシステム利用料等)。

 3,860  3,851 投票所の再編について、取組を進めていくこと。

監査事務局 監査事務局 監査事務費
地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の財政健全化
に関する法律に定める監査委員制度による監査等を実施。

 3,505  3,505 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（105）
105

学校教育部 教育総務課 教育委員会運営費
教育委員報酬、教育長交際費等の教育委員会の運営に関す
る経費。

 4,087  4,087 
引き続き事務連絡手段等について工夫をし、効率
化を図ること。

学校教育部 教育総務課 事務局運営費（経常） 教育委員会及び教育委員会事務局の運営に関する事業。  4,933  4,921 一般財源の3%削減に取り組むこと。
（147）
147

学校教育部 教育総務課 小学校一般管理費（教育総務課分）
小学校の教育活動のために使用する消耗品や備品等の購
入。

 289,736  269,811 経費節減に取り組むこと。

学校教育部 教育総務課 中学校一般管理費（教育総務課分）
中学校の教育活動のために使用する消耗品や備品等の購
入。

 134,440  125,234 経費節減に取り組むこと。

学校教育部 学校教育課 就学指導及び学事事務費 教育支援委員会の開催、児童生徒の就学・学籍関係事務等。  4,816  4,816 
就学援助システム導入による効果を検証し、改善
事項については適切な対応を行うこと。

学校教育部 学校教育課 教職員指導研修事業  小中学校の教職員を対象にした研修等を実施。  72  72 
成果の検証を行い、より効果的な実施について検
討を行うこと。

学校教育部 学校教育課 小学校教科充実事業
小中学校をグループに分け、毎年度、数校ずつパソコン教室
の学習用パソコンを更新。

 46,104  100 
ICT環境整備においては、現在の設置状況もふま
え、導入手法について十分に検討のこと。

学校教育部 学校教育課 岡山チャレンジ・ワーク１４事業 中学生の職場体験活動の実施。  342  335 
他事業（つやまエリアオープンファクトリーなど）との
連携について検討を進めること。

学校教育部 学校教育課 学校人権教育事業
市全体及び各中学校ブロック、学校・園において研修会を実
施。

 472  472 人権教育推進事業との連携を図ること。

学校教育部 学校教育課 学校教育研究センター関係費
津山市立幼小中の教職員が教科領域別に３０部会を編成し、

 研修を実施。また、教職員全員研修会を開催。
 660  660 成果の検証を行い、取組を進めること。

学校教育部 学校教育課 ふるさと学習推進事業 地域の伝統行事や芸能等体験的な学習を行う。  3,381  3,381 来年度に向けて効果的な取組を検討すること。

学校教育部 保健給食課 小学校保健事業
児童の健康診断、教職員の健康診断及びストレスチェック、就
学時健康診断等。

 41,807  40,011 
全小学校に導入の校務支援システムにより、デー
タ管理にて経費削減できるものについては調整を
行うこと。

学校教育部 保健給食課 中学校保健事業 生徒の健康診断、教職員の健康診断及びストレスチェック等。  15,508  13,957 
全小中学校に導入の校務支援システムにより、
データ管理にて経費削減できるものについては調
整を行うこと。

生涯学習部
生涯学習推

進係
社会教育総務一般事務費 社会教育委員会事務局経費等。  746  746 一般財源の3%削減に取り組むこと。

（22）
22

生涯学習部
生涯学習推

進係
生涯学習推進事業

第４次津山市生涯学習推進計画に基づく、生涯学習の啓発推
進と学習機会の充実。

 2,041  2,041 

関連する部署や関係団体との情報共有を図り、事
業実施において連携や共催等に取り組むこと。
「まなびぃ」の発行方法について、広報紙を活用す
るなど見直しを図り、経費の削減に取り組むこと。
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生涯学習部
生涯学習推

進係
つやまっ子家庭教育推進事業 小・中学校保護者に学びの場の提供等。  1,080  360 

家庭教育推進事業は、ＰＴＡの研修会など他の事
業との共同開催を行うこと。

生涯学習部
生涯学習推

進係
健全育成事業 ＰＴＡ（社会教育関係団体）の活動支援。  4,069  4,069 

ＰＴＡの研修会は、家庭教育推進事業など他の事
業との共同開催を推進すること。
学校プール開放事業については、プールのあり方
検討会議で方向性を検討していくこと。

生涯学習部
生涯学習推

進係
放課後子どもプラン推進事業

放課後や週末、夏休み等における様々な体験活動や地域住
民との交流活動、学習活動などを推進。

 5,058  1,586 
地域の子どもの居場所づくり、学習や体験活動など
の取り組みを公民館と連携して実施することで、コ
ストの削減に努めること。

生涯学習部
生涯学習推

進係
学校支援地域本部事業

地域学校協働本部を設置し、地域コーディネーターが学校の
要望に合わせてボランティアを配置。

 6,393  2,131 
国が示す方向性や補助金の減額など変化に対応
して、協働による体制づくりに取り組むこと。

生涯学習部
生涯学習推

進係
つやま子ども未来塾事業

地元企業や事業所の見学、市内の高校や大学と連携した子ど
も向け講座等を実施。

 500  500 

事業実施において連携できる部署との合同開催な
どを検討すること。
また、協力企業との調整や共同実施の手法を進め
て、事務の改善を図ること。

生涯学習部 健全育成係 成人式関係費 成人を祝う会を開催。  998  998 
広告ハガキの無償納品など事業見直しに取り組
み、かつ事務の効率化を図ること。

（30）
30

生涯学習部 健全育成係 少年団体等育成事業
津山市子ども会連合会に対する補助、少年団体等の育成関係
事務等。

 912  912 

サマーキャンプ事業について、主催団体の主体的
運営に向けて取り組むこと。
とんぼの里公園について、今後のあり方を地元町
内会と協議して方向性をとりまとめること。

生涯学習部 中央公民館 地区公民館管理運営費 関係施設の事務費及び維持管理費用。  31,010  30,407 
公民館を住民自治協議会の活動拠点施設とするこ
とについて、他市の事例を研究し、協議を進めるこ
と。

生涯学習部 中央公民館 中央公民館生涯学習推進事業 全市を対象とした社会教育の向上、生涯学習活動を推進。  782  782 

趣味的な講座の見直しを行い、子育てや高齢化社
会対策などの、地域課題に取り組む講座に集中し
た事業を推進すること。
生涯学習推進係の事業との関係を整理すること。

生涯学習部 中央公民館 地区公民館生涯学習推進事業 各地域を対象とした社会教育の向上、生涯学習活動を推進。  5,331  5,331 
趣味的な講座の見直しを行い、子育てや高齢化社
会対策などの、地域課題に取り組む講座に集中し
た事業を推進すること。

生涯学習部
青少年育成

センター
青少年育成センター運営費

街頭指導、継続指導等、青少年の健全育成に向けた取り組み
を行う。

 13,278  13,278 
鶴山塾と青少年育成センターの機能連携に取り組
むこと。

生涯学習部 図書館 視聴覚ライブラリー管理運営事業 視聴覚機材、教材の充実・整備及び貸出を行う。  262  262 
デジタル化に課題がある教材については、移管・売
却・処分など整理を検討していくこと。

生涯学習部 文化振興係 芸術文化振興事業 本市の文化振興を図るため西東三鬼顕彰事業等を実施。  5,254  4,076 
経費節減に取り組むこと。
写真展について、他部署事業との統合を検討する
こと。

生涯学習部 文化振興係 文化振興財団助成事業
文化に関する情報の収集及び普及・啓発事業、文化施設の管
理運営等。

 27,150  27,150 
市との役割分担の整理に加え、文化振興財団のあ
り方について検討すること。

生涯学習部 文化振興係 文化振興事業基金運用事業 基金及びその果実を文化振興活動事業の助成にあてるもの。  71  1 
H21年度以降事業実施ができていないことや当面
金利上昇が見込めないことから、原資を取り崩して
の事業実施について検討すること。
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生涯学習部 文化振興係 ベルフォーレ津山等管理運営事業
ベルフォーレ津山及び津山市立文化展示ホール管理運営に係
る指定管理料等。

 56,770  56,770 
モニタリングを通じて事業進捗確認を行い、人件費
を含めた経費削減や自主事業の収益増加を指定
管理者に求め、指定管理料の削減を図ること。

生涯学習部 文化振興係 津山文化センター管理運営費 津山文化センター管理運営に係る指定管理料等。  26,877  26,877 
事業内容を精査すること。
リニューアル後のサービス向上やネーミングライツ
など収入増加策について取り組むこと。

（5,696）
 5,696

生涯学習部 文化振興係 加茂町文化センター管理運営費 加茂町文化センター管理運営に係る指定管理料等。  14,365  14,365 

指定管理者へ自主事業の活性化等を働きかけ、利
用促進に取り組むこと。
今後の管理方法について、効果・効率的な方法を
研究すること。

生涯学習部
文化財保護

係
歴史民俗資料館管理運営事業

歴史・民俗・考古関係の資料をそれぞれの地域で収集、保管、
展示するための管理運営費。

 243  243 
今後の方向性について、歴史民俗資料館あり方検
討会議でとりまとめること。

生涯学習部 スポーツ課 施設管理事務費 関係施設の修繕・維持管理等。  4,873  3,400 

包括的な管理運営の委託や指定管理について研
究すること。
また、ネーミングライツの導入について検討するこ
と。

生涯学習部 スポーツ課 西部体育館管理運営費 西部小体育館の管理運営。  1,979  1,979 受益者負担について検討すること。

生涯学習部 スポーツ課 東部体育館管理運営費 東部小体育館の管理運営。  1,710  1,623 受益者負担について検討すること。

生涯学習部 スポーツ課 福岡体育館管理運営費 福岡体育館の管理運営。  269  269 受益者負担について検討すること。

生涯学習部 スポーツ課 阿波体育施設管理運営費 阿波体育施設の管理運営。  823  768 民間活力の導入について検討すること。

5
事務改善
(経費節

減)を検討
するもの
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