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平成25年度 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況
 総務課☎32-2054

情報公開制度
請求件数 52件
対象行政
文書

187件
（全部開示 59件・一部開示 101件・不開示 27件）

行政文書
の内容

法務関係 1件
財務関係 26件
入札関係 5件
環境・衛生関係 12件
福祉関係 9件
上・下水道関係 57件
議会関係 10件
教育関係 3件
情報公開・個人情報保護
関係 49件

その他 15件

異議申立
件数とそ
の処理状
況

前期継続審査 26件
本年度異議申立て 27件
取下げ 0件

決
定
内
容

認容 0件
一部認容 1件
棄却 2件
却下 0件

次期継続審査 50件

個人情報保護制度

個人情報取
扱事務の届
出件数

実施機関 届出件数
市長 427件
教育委員会 66件
選挙管理委員会 17件
公平委員会 1件
監査委員 1件
農業委員会 13件
固定資産評価審査委員会 1件
水道事業管理者 5件
議会 2件

合計 533件
自己情報の
開示請求・
訂正などの
請求と請求
に対する決
定の状況

１．自己情報の開示の請求 10件
実施機関 請求件数 全部開示 一部開示 不開示 却下
市長 9件 0件 5件 4件 0件
市長以外 1件 1件 0件 0件 0件
合計 10件 1件 5件 4件 0件
２．自己情報の訂正などの請求 ０件

異議申立件
数とその処
理状況

実施
機関

前期
継続

今期
申立 取下

決定内容 次期
継続認容 一部

認容 棄却 却下
市長 13件 4件 0件 0件 1件 1件 0件 15件
市長
以外 5件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 5件
合計 18件 4件 0件 0件 1件 1件 0件 20件

軽自動車税の納付
  税制課（市役所２階２番窓口）☎32-2017
または各支所市民生活課

　５月は軽自動車税の納付時期です。忘れないよう、納付期限
までに納めましょう。

納付期限　６月２日㈪
●納付方法
納税通知書で納める場合　５月中旬に納税通知書を送付します。
市指定金融機関で納めてください
口座引き落としで納める場合　納付期限日に指定口座から引き
落とします。事前に口座残高をご確認ください。（残高不足
の場合、再引落としはありません）
●口座引き落としで納める人の納税証明書の発行
　 ６月中旬に納税証明書を送付します。それ以前に納税証明書
が必要な人は申請してください
申請に必要なもの　軽自動車税の引き落とし内容が記帳された
通帳
●身体・精神に障害のある人の軽自動車税の減免
　 障害の等級などにより軽自動車税が減免になる場合がありま
す。詳しくは、お問い合わせください

減免の申請期限　５月26日㈪

樹木の所有者の皆さんへ
道路上の枝木・倒木処理のお願い

 管理課☎32-2089

　道路上にはみ出している木の枝や倒
木は、車の運転時などの視界を妨げ、
道路標識を見づらくして、歩行者を危
険にさらすなど交通事故の原因になる
ことがあります。
　安全な通行のため、樹木の所有者は、
枝払いや伐採などの処理をお願いしま
す。
　枝木・倒木が原因で事故が発生した
場合、所有者に対して事故の責任を問
われることがあります。

第９回津山国際総合音楽祭プログラム
  津山国際総合音楽祭委員会（津山文化センター内）☎24-7744、
文化課☎32-2121

　音楽を通したまちづくりを目指し、３年に１度開催している津山国際総合音楽祭のプログラムが決定しまし
た。期間中、クラシックからポピュラー音楽まで、幅広いジャンルの音楽が奏でられます。
　チケット販売など、詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページ（http://www.tsuyama-ongakusai.
jp/）をご覧ください。

９月 ♪ ♬♪♬ ♪ ♩
ところ　ベルフォーレ津山

（アルネ・津山７階）

♪アコースティックナイト
「僕らの街の音楽を」

13日㈯ 18:30開演
♪響き合う音の贈りもの
（ピアノリレーコンサート）

19日㈮ 18:30開演
♪ベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団

20日㈯ 14:00開演
♪砂川涼子＆村上敏明 デュオ・リサイタル

22日㈪ 18:30開演
♪星田一山プロデュース
魂響く尺八と箏の音空間

28日㈰ 13:00開演

10月

９月 ♪ ♬♪♬ ♪ ♩
ところ　津山文化センター（山下）

♪職場対抗カラオケのど自慢大会

７日㈰ 12:00開演
♪西本智実指揮
オープニング・コンサート

14日㈰ 15:00開演
♪西本智実指揮
イルミナート
フィルハーモニー
オーケストラコンサート

15日㈷ 14:00開演
♪津軽三味線／民謡民舞
ふるさとの唄と踊り日本一

21日㈰ 13:00開演
♪藤岡幸夫指揮
　関西フィルハーモニー管弦楽団
マーラー交響曲第６番演奏会

23日㈷ 14:00開演
♪津山ジャズフェスティバルⅠ
26日㈮ 18:30開演
♪津山ジャズフェスティバルⅡ
27日㈯ 14:00･18:30開演

10月

♪市民コンサートⅠ
日本音楽コンサート

５日㈰ 10:00開演
♪市民コンサートⅢ
ブラスフェスティバル

13日㈷ 13:30開演
♪きんちゃい座ミュージカル
「しもやけライオン」

19日㈰ 14:00開演

指揮者　西本智実

指揮者　
藤岡幸夫

ジャズピアノ奏者
カウントベイシー
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♪津山城下の舞と響

５日㈰ 13:00開演

♪鼓笛ミュージックフェスティバル

18日㈯ 13:00開演

ところ　津山総合体育館

♪現代音楽と邦楽の夕べ

14日㈫ 19:00開演

ところ　本源寺（小田中）

♪加茂郷コンサート　シエナ・スピリッツ

11日㈯ 15:00開演

♪市民コンサートⅡ
合唱・室内楽コンサート

12日㈰ 10:00開演

日本音楽コンサート

砂川涼子
（宮古島市出身）

村上敏明

僕らの街の合唱団

10月

♬♪♪ところ　アルネ津山東広場

10月

♬♪♪ところ　加茂町文化センター
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