
市政だより

第３回津山市版事業仕分けを実施します
問行財政改革推進室☎32-2028

　市民参加による市政を進めていくために、市が行ってき
た事業について、公開の場で仕分け人（有識者など）と市
の担当職員が、事業の必要性や妥当性を議論し、市民評価
委員が事業を評価します。
とき　11月10日㈯、11日㈰午前９時30分～午後４時15分
ところ　市役所２階大会議室
傍聴　約50席（先着順、申し込み不要）
……………………………………………………………
仕分け人　津山市行財政改革推進委員会専門委員６人
市民評価委員　無作為抽出した18歳以上の市民のうち、応
募いただいた人。各日30人程度
仕分け作業　１事業に付き約60分
評価結果　市民評価委員による多数決で行います。ただし、
評価結果がそのまま市の最終判断となるものではありま
せん

～総合計画中期実施計画　平成23年度 実績値～
「笑顔あふれる50の指標」をお知らせします

問政策調整室☎32-2027

　市では、平成27年度までの津山市のあり方・目指すまちの姿を描いた「津山市第4次総合計画」を基に、ま
ちづくりを進めています。また、計画期間を前期・中期・後期の３つに分けて実施計画を作成し、総合計画に
示された施策の実現と計画的な事業推進に努めています。市民の皆さんに施策の進捗状況を分かりやすくお伝
えするため、身近な数値を用いた指標で目標値を設定しています。
　中期計画の最終年にあたる平成23年度の取り組み状況をお知らせします。
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親子ひろば「すくすく」との連携。広報活動
による会員増加の推進
未実施保育所（園）に実施を要請
１クラブを２つに分割
食生活アンケートを実施。朝食摂取の啓発
集団健診を増加して実施。啓発活動
無料クーポン券など受診しやすい体制を整備
安否確認・実態把握の相談が増加

新たに17地区で開始（活動休止１地区）

電話・来所相談のほか巡回相談を実施
６小・中学校が完了。２小・中学校が継続中
担当課に取り組みの強化を要請。実態アン
ケート調査を実施
生涯学習活動の推進
放送大学の津山教室を開設。館内環境の充
実と各種講演会を開催
自主企画事業の充実。施設間連携の共同事
業を開催。津山国際総合音楽祭の開催
利便性・安全性向上の施設整備などを実
施。弓道場の利用開始
特別展や企画展などの開催。「江戸一目図
屏風」などの情報発信
教室を259回開催
新規認定者の確保と再認定者の育成
集落営農の組織化に向けた説明会の開催
久米地区、宮部地区における事業推進
森林整備（育林施業）の推進を継続
空き店舗対策機構による出店者の誘致

誘致優遇制度を拡充した誘致活動の実施

産業振興ビジョンとクラスター形成推進
常設相談窓口、都市部などで相談会を開催
国の事業を活用した情報発信
オリジナル商品の開発・販売への取り組み
下水道や合併処理浄化槽などの整備
セミナーの開催による環境マネジメントシス
テムの普及促進
新規加入者の勧誘活動を実施

ファミリーサポートセンター事 1,060人 971人業の会員数
一時保育の実施保育所（園）数 15カ所 15カ所 達成
放課後児童クラブの開設数 32カ所 34カ所 達成
朝食を毎日食べる3歳児数 100.0％ 92.1％
胃がん検診受診率 50.0％ 13.9％
子宮がん検診受診率 35.0％ 16.9％
地域包括支援センター相談件数 25,000件 30,089件 達成
めざせ元気！こけないからだ講 135カ所 168カ所 達成座実施数
療育事業相談件数 350件 163件
小・中学校の耐震化率 67.0％ 75.0％ 達成
審議会における女性委員の参画 33.0％ 29.3％率
公民館の利用者数 287,000人 312,885人 達成

図書館の利用者数 149,000人 156,378人 達成

文化センター、文化ホールの利 231,000人 229,444人用者数

スポーツ施設の利用者数 664,000人 770,254人 達成

市立博物館、資料館の利用者数 26,700人 22,622人

日本語教室の参加者数 1,340人 1,024人
認定農業者数 185人 174人
集落営農組織数 27件 33件 達成
ほ場整備率 83.1% 83.1% 達成
森林整備の実施面積 4,100ha 4,200ha 達成
中心商店街空き店舗新規出店数 10件 13件 達成
津山産業・流通センター企業立 40.0％ 39.6％地率
つやま産学官夢プラザ会員数 100会員 132会員 達成
Ｕ・Ｉ・Ｊターン相談件数 120件 368件 達成
主要観光地の観光客数 78万人 77万人
津山観光センターの来客数 55,000人 59,354人 達成
河川水質の環境基準達成率 100％ 100％ 達成
環境マネジメントシステム認証 48事業者 41事業者事業者数
子どもエコクラブ加入数 210人 266人 達成

 指　標　名 目標値 実績値 状況 平成23年度の取り組み状況など　　　　　  （平成２３年度） （平成２３年度）

講習会やＦＭラジオ放送などで普及啓発を
実施

ＦＭラジオ放送などによる啓発活動を実施

ごみ排出量の抑制の推進
資源物の搬入量の減少により、リサイクル率
が減少
公共下水道は震災の影響で計画の遅れ。合
併処理浄化槽は申請数が増加
１地区で設置
５地点で騒音の環境基準を未達成
環境パトロールによる注意喚起を実施
個別広報や県と連携した啓発活動を実施
広報活動と出前講座を開催
街頭や広報による啓発活動を実施
自主防犯パトロールなどの実施
広報啓発、交通安全教室などの開催
国土調査事業が完了
大谷一宮線供用を開始。総社川崎線用地買
収。新国道53号線用地買収

国際ホテルから観光センターまで施工中

広告をグループページにも掲載
あいあい祭りを開催
差し押さえの強化（捜索・動産差押）、イン
ターネット公売、日曜納税窓口開設
新会員勧誘活動を実施

地球温暖化防止のための市民の 62.6％ 62.2％取り組み
地球温暖化防止のための事業者 55.3％ 50.2％の取り組み
一般廃棄物総排出量（全域） 32,790ｔ 35,076ｔ
一般廃棄物のうちリサイクルさ 25.0％ 19.9％れた割合（全域）

汚水処理施設整備率 54.9％ 51.4％

小規模飲料水供給施設の設置数 ２カ所 １カ所
騒音の環境基準達成率 90.0％ 75.0％
公害等苦情件数 90件 96件
建築物の耐震診断件数 ９件 18件 達成
自主防災組織の数 85団体 75団体
自主防犯組織の数 120団体 112団体
刑法犯罪発生件数 1,670件 1,244件 達成
交通事故発生件数 900件 774件 達成
国土調査実施済率 100.0％ 100.0％ 達成

都市計画道路整備率 60.1％ 60.1％ 達成

バリアフリー整備率 74.0％ 74.0％ 達成（あんしん歩行エリア内）
市ホームページの年間閲覧者数 764,000人 1,044,380人 達成
NPO法人の数 48団体 45団体
市税の収納率 93.0％ 93.5％ 達成（現年度分・過年度分合計）
津山圏域勤労者互助会の会員数 4,000人 3,135人

 指　標　名 目標値 実績値 状況 平成23年度の取り組み状況など　　　　　  （平成２３年度） （平成２３年度）

※状況欄の矢印は平成22年度と平成23年度の実績値の比較。対前年比３％の増減までは　　（変わらず）で表示

津山市連合町内会補助金
津山市社会福祉協議会運営補助金
学校管理業務委託料
知新館管理運営費
久米山ふれあいロッジ管理運営費
神楽尾公園管理運営費
ライスセンター・氷温貯蔵施設・加
工施設管理委託料
公立幼稚園運営事業
津山市工業設備資金利子補給事業
庁舎管理委託料（電話交換・庁舎案内業務）
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