
　市では、平成27年度までの津山市のあり方や目指すまちの姿を描いた「津山市第４次総合計画」をもとに、
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。施策の実施状況をわ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。
　後期計画の２年目にあたる平成25年度の取り組み状況をお知らせします。

「笑顔あふれる50の指標」をお知らせします
～総合計画後期実施計画　平成25年度 実績値～

 政策調整室☎32-2027

　市では、今年度も住民参加型の市場公募債『つやまっ子・未来債』を発行し
ます。『つやまっ子・未来債』は、市債の１つで、市民の皆さんから資金をお
預かりして、津山の未来を担う子どもたちのための事業の財源としています。
　この財源は、今年度も、草加部学校食育センターの建設費などに活用します。

『つやまっ子・未来債』を発行します
 財政課☎32-2020

指標名 目標値
（平成27年度）

実績値
（平成25年度） 平成25年度の取り組み状況など

ファミリーサポートセンター事
業の会員数 1,140人 1,003人 子育て支援活動の充実、ファミリーサポートセ

ンター制度の周知
一時保育の実施保育所（園）数 18カ所 15カ所 実施予定園と事業開始について検討
放課後児童クラブの開設数 36カ所 34カ所 既存クラブの施設整備
朝食を毎日食べる３歳児数 100.0% 92.8% 食生活アンケートを実施。朝食摂取の啓発
胃がん検診受診率 20.0% 13.3% 検診体制の充実。啓発活動の実施
子宮がん検診受診率 20.0% 17.5% 集団検診の増加。受診しやすい体制を整備
地域包括支援センター相談件数 31,000件 27,026件 権利擁護に関する相談の増加への対応と分析
めざせ元気！こけないからだ講
座実施数 202カ所 181カ所 新たに６地区で実施

療育事業相談件数 250件 138件 電話、来庁相談のほか、巡回相談を実施
小・中学校の耐震化率 100.0% 81.9% ４小学校の屋内運動場が完了
審議会における女性委員の参画
率 38.0% 27.5% 関係部局に更なる女性の登用促進を要請

公民館の利用者数 318,600人 335,849人 地域の特色を生かした生涯学習活動の推進
図書館の利用者数 161,600人 148,986人 各種講演会や音楽会、書評合戦などを実施
文化センター、文化ホールの利
用者数 249,000人 221,201人 さまざまな自主事業公演を開催

スポーツ施設の利用者数 664,000人 991,486人 利便性向上と安全対策のための施設整備
市立博物館、資料館の利用者数 27,500人 23,965人 郷土博物館や洋学資料館の情報を全国へ発信
日本語教室の参加者数 1,100人 1,086人 教室を286回開催
認定農業者数 185人 158人 新規認定者の確保と再認定者の支援
集落営農組織数 35件 34件 集落営農の組織化に向けた説明会などを実施
ほ場整備率 83.5% 83.7% 西吉田地区における事業推進
森林整備の実施面積 7,060ha 5,166ha 森林整備（育林施業）の推進を継続
中心商店街空き店舗新規出店数 28件 ５件 城東・城西地区を対象区域に加え出店者を誘致
つやま産学官夢プラザ会員数 145会員 133会員 産業振興ビジョンとクラスター形成の推進
津山産業・流通センター企業立
地率 54.4% 56.0% 新たに３件、39,329㎡の分譲契約を締結

U・I・Jターン相談件数 180件 143件 定住相談ホットラインを開設や相談会を実施

主要観光地の観光客数 78万人 80万人 美作国建国1300年記念事業や近畿・中国・四
国Ｂ-1グランプリなどを実施

津山観光センターの来客数 66,000人 48,727人 津山さくらまつり期間中の天候不順などが影
響し、観光センター入館者数が減少

河川水質の環境基準達成率 100.0% 100.0% 下水道や合併処理浄化槽などの整備
太陽光発電システム設置数 649件 311件 設置のための助成を継続して実施
省エネ法に基づく市有施設のエ
ネルギー使用量 8,603kl 9,660kl 市長部局 3,945kl、教育委員会 2,913kl、水道局 2,802kl

指標名 目標値
（平成27年度）

実績値
（平成25年度） 平成25年度の取り組み状況など

地球温暖化防止のための市民の
取り組み 66.1% 57.7% グリーンカーテン講習会、ＦＭ放送を活用した

省エネの普及啓発などを実施
地球温暖化防止のための事業者
の取り組み 59.3% 49.2% ＦＭ放送を活用した省エネ啓発、エコドライブ

の普及啓発などを実施
一般廃棄物総排出量（全域） 31,982t 34,506t 排出抑制につながる施策を継続して実施
生ごみ処理機器普及件数 286件 307件 電気式生ごみ乾燥機の購入補助内容を拡充
汚水処理施設整備率（普及率） 56.0% 53.7% 公共下水道の普及啓発。補助枠の拡充
小規模飲料水供給施設の設置数 ４カ所 ２カ所 新規に２地区で設置が完了
騒音の環境基準達成率 100.0% 95.0% １地点で環境基準が未達成
公害等苦情件数 100件 75件 環境パトロールによる注意喚起
建築物の耐震診断件数 27件 14件 個別広報活動や県と連携した啓発活動を実施
自主防災組織率 83.0％ 86.8% 組織活動事業費助成制度を新設
自主防犯組織の数 160団体 155団体 組織設立の推進
刑法犯罪発生件数 900件 1,082件 青色パトロールカーによる啓発活動の強化
交通事故発生件数 650件 656件 広報啓発。交通安全教室、交通査察指導の開催

町並保存（修景等）建造物数 18件 ２件 平成25年８月に、城東地区が国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定

都市計画道路整備率 65.0% 66.4% 総社川崎線、河辺高野山西線、新国道53号線
（津山南道路）の用地買収

バリアフリー整備率（あんしん
歩行エリア内） 91.0% 79.0% 津山観光センター前の歩道改良工事と舗装工

事を施工
市ホームページの年間閲覧者数 1,265,000人 1,396,478人 美作国建国1300年実行委員会との連携
NPO法人の数 52団体 45団体 市民活動に対する支援と相談の受付
市税の収納率
（現年度分・過年度分合計） 94.7% 94.2% 滞納整理強化月間の継続実施、納税よびかけセ

ンターの活用、差し押さえなど滞納処分の強化
津山圏域勤労者互助会の会員数 3,360人 3,089人 新会員勧誘のため企業訪問を継続実施

発 行 総 額 ２億円
募 集 期 間 11月12日㈬～21日㈮（金融機関休業日は除く）先着順。売り切れ次第終了
利 率 11月11日㈫ 決定（国債利回りを参考に若干上乗せして決定）
利 払 日 半年ごと（５月25日・11月25日）
発 行 日 11月28日㈮
償 還 年 限 ５年満期一括償還。償還日は平成31年11月25日
購 入 対 象 市内に在住または通勤する20歳以上の個人、または市内に営業拠点などのある法人
購 入 限 度 額 １人（事業者）10万円～500万円（10万円単位）
取り扱い金融機関 中国銀行の市内各支店・出張所

必 要 書 類 な ど 購入時に取り扱い金融機関窓口へ預金通帳、通帳の届出印、身分証明書（運転免許証・
健康保険証など）をお持ちください
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