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（千円）

市民判定員 仕分け人

1 市民相談事業 要改善 不要 1,566 2,816 ▲ 1,250

法律相談の回数･時間を変更。
【変更前】
実施曜日：毎週火曜日及び月２回木曜日
実施時間：13時～17時　1件30分
【変更後】
実施曜日：毎週火曜日
実施時間：13時～16時　1件20分

2 広報紙発行事業※ 要改善 要改善 54,792 51,554 3,238
アンケートを実施し検討した結果、事業内容
は変更せず。配布世帯数の増加により決算
額増額。

3 職員研修事業（派遣研修） 要改善 要改善 1,056 1,522 ▲ 466
長期滞在時の帰省費用及び食事代の支給を
廃止。

4 市税納期前納付報奨金事業※ 不要 不要 87,044 85,637 1,407

平成23年度は周知期間とし，平成24年度か
ら市県民税に関しては全廃，固定資産税に
関しては，限度額を10万円から5万円に減額
(交付率0.3%)。

5 出生祝アルバム給付事業 不要 不要 1,483 1,189 294
耐久性の向上、サイズの見直し、アルバムの
色の選択（３色）ができるよう見直す。

6 福祉バス運営事業※ 要改善 要改善 13,012 18,939 ▲ 5,927
社会福祉協議会の担当職員が本事業の専
属ではないため、平成23年度より委託料から
人件費分を除外。

7
心身障害児（者）福祉手当支給
事業※

要改善 要改善 88,678 87,273 1,405
手当受給者への見直しのための調整準備
中。

8 福祉タクシー利用料金助成事業 要改善 要改善 4,749 5,296 ▲ 547

申請時期により、助成券交付枚数の削減を
実施。
【変更前】申請時期に係わらず36枚。
【変更後】最大36枚。1月ごとに3枚削減。

9 敬老事業 要改善 不要 3,749 9,807 ▲ 6,058

米寿記念品をカタログギフトにするなど、祝
金及び贈呈品の見直しを実施。
【変更前】
（米寿）祝状、祝金2万円
（100歳）祝状、祝金5万円、記念品
（最高齢）祝状、祝金5万円、記念品
【変更後】
（米寿）祝状、記念品
（100歳）祝状、祝金5万円
（最高齢）祝状、記念品

10
ひとり暮らし老人対策関係事業
（愛の定期便事業）

不要 不要 3,286 2,295 991

乳製品の種類を拡大し、事業周知のための
ＰＲ活動を強化したことで利用者が増加。
【変更前】
ヤクルト2本
【変更後】
ヤクルト2本、ジョア、ソフール、黒酢、野菜
ジュースの5種類から選択

11 食生活改善推進事業 要改善 要改善 3,411 1,520 1,891

緊急雇用により非常勤職員を１名増員し、既
存の事業のほか、「おやこ食育教室」、「食善
く教室」等の事業を追加し、栄養・食生活改
善の推進を目的に事業拡大。

12 スズメバチ駆除事業※ 現状通り 要改善 2,073 2,358 ▲ 285
市民の安心・安全を考慮し、従来通り市負担
による駆除を実施、継続。

13
ごみ処理対策事業※
（子ども会廃品回収奨励金）

要改善 要改善 18,133 18,919 ▲ 786
現状通りの実施。今後子ども会、回収業者と
の関係性の見直しを図りつつ事業継続。

14 水生植物による水質浄化事業 不要 不要 0 3,675 ▲ 3,675 平成23年度事業廃止。

平成23年度
決　算　額

平成22年度
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平成23年度事業内容の特徴

（平成22年度からの変更点等）
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（千円）

市民判定員 仕分け人

平成23年度
決　算　額

平成22年度
決　算　額

増減NO 事業名称

事業仕分け結果
平成23年度事業内容の特徴

（平成22年度からの変更点等）

15 市民農園事業※ 民間 民間 0 -                 -                

新規開設農園は，民間施設を考え，一区画
500円を値上げして，4,000円一区画とする。
また，段階的に人件費等を利用料金で賄え
るよう調整するとともに，ＪＡ等に市が運営し
ている市民農園の管理運営の一元化を検討
する。ただし，東日本大震災における原子力
発電所の事故に起因する土壌の放射能汚染
等の影響により，事業実施を見送った。

16 蓮根消費拡大事業 要改善 不要 2,291 2,513 ▲ 222

・団体への補助金は対象経費を限定し，団体
補助金、JA補助金とも定額から限度額に，ま
た，JA補助金にあっては，補助率を変更し
た。
【団体補助】
定額180千円から限度額180千円
【ＪＡ補助】
定額450千円から限度額450千円
補助率　10/10から1/2

17 土地改良区等指導育成事業 要改善 要改善 4,499 4,634 ▲ 135
土浦市外十五ヶ町村土地改良区及び都和土
地改良区について，負担金の交付を廃止。

18 観光案内所運営事業 要改善 民間 4,445 4,787 ▲ 342
開設時間を早めた。その他は，平成22年度
の内容から変更なし。

19 道路維持事業（草刈業務）※ 要改善 要改善 23,997 23,938 59 平成22年度の内容から変更なし。

20 公園・緑地管理事業※ 要改善 要改善 184,264 180,505 3,759 平成22年度の内容から変更なし。

21 市営住宅管理運営事業※ 要改善 要改善 97,105 96,177 928 平成22年度の内容から変更なし。

22 消防車両更新事業※ 現状通り 要改善 109,474 126,164 ▲ 16,690 平成22年度の内容から変更なし。

23 宿泊体験学習事業 要改善 不要 14,624 15,788 ▲ 1,164
事業内容は変更なし。平成23年度に教育委
員会でバスのリースを一括して契約すること
で経費削減。

24 私立幼稚園保護者負担軽減事業 要改善 不要 60,009 72,138 ▲ 12,129

児童手当制度に準じた所得制限を設けた。
【変更前】
所得制限なし
【変更後】
年収換算で860万円を超える世帯は対象外

25
生涯学習推進事業
（ＩＴ講習会）

不要 不要 1,319 1,650 ▲ 331

講習内容の見直しを実施し，ニーズの高い
内容の講習のみを実施した。
・コンピューターの基礎〔一般向け〕…廃止
・コンピューターの基礎〔障害者向け〕…廃止
（茨城県障害者ＩＴサポートセンターを活用）
・パソコン活用講座
　〔ワード・エクセル・デジカメ等〕…継続実施

26 こどもランド運営事業※ 不要 不要 20,631 5,807 14,824

対象者を乳幼児に特化し，施設改修，開館
時間の変更及び指導員の増員を行った。
【施設改修】
・クッションフロアに変更
・湯水を提供できる給水器の設置
・おむつ替え，授乳コーナーの設置
【開館時間】
（変更前）8時30分～5時15分
（変更後）9時00分～4時30分
【指導員の増員】
・社会教育指導員を2名から3名へ増員。

27 水洗化普及事業（下水道展） 不要 不要 495 832 ▲ 337
平成23年度に下水道展を廃止し、下水道促
進コンクールの表彰式のみ実施した。

806,185 827,733 ▲ 21,548

106,982 130,462 ▲ 23,480

　※印の事業は，事業継続等により事業内容に変更がないため，縮減効果額算出から除いています。

事業見直しによる縮減効果額

合　　　計
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平成２３年度体系別主要施策一覧表



　



頁

新庁舎整備事業 37
第７次土浦市総合計画後期基本計画策定事業 38
収納強化対策事業 46

男女共同参画推進事業 40
地域公民館整備事業 41
協働のまちづくり推進事業 42
人権と平和事業 45

道路新設改良事業 78
道整備交付金事業（虫掛66号線・新治南314号線） 80
道路新設改良事業（合併特例債活用路線） 81
地域公共交通活性化・再生総合事業 85
特定幹線道路整備調査事業 87
街路事業 91
朝日トンネル整備事業 92
常名運動公園・常名虫掛線整備事業 93
公園・緑地管理事業 94
新治総合運動公園整備事業 95
中央一丁目地区まちづくり事業 96

地域防災関係事業 44
橋梁耐震対策事業 77
都市下水路整備事業・小規模排水路整備事業 82
既存建築物耐震化推進事業 88
住宅等災害復旧資金利子補給事業 89
消防団車庫整備事業 98
消防施設改修及び長寿命化事業 99
消防拠点施設整備事業 100
小・中学校防犯カメラ設置事業 104
住宅復旧補助事業 116

土浦市イメージアップ戦略事業 39
都市と農村の交流事業 67
県営ほ場整備事業（手野地区，坂田地区） 68
林業振興対策事業 69
プレミア付商品券補助事業 70
企業誘致事業 71
中心市街地活性化基本計画に基づく各種事業の推進 72
中心市街地活性化基本計画策定事業 74
小町ふれあい広場整備事業 75
第80回土浦全国花火競技大会事業 76
都市景観整備事業 86
神立駅西口地区土地区画整理事業 90

【行財政改革の推進と市民サービスの向上】

【市民と行政が一体となった協働のまちづくり】

【将来を展望した広域的な都市づくりを推進し，快適でゆとりあるまちづくり】

【産業の振興を図り，活力とにぎわいのあるまちづくり】

【市民の生活と財産を守り，安心・安全な，明るいまちづくり】

事　　　業

　この一覧表は，平成19年度に策定した第7次土浦市総合計画の「計画推進の基本姿勢」及び「施策の大
綱」にうたわれた8つの柱に基づいて，主要施策を表示したものです。

平成２３年度 体系別主要施策一覧表
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頁

障害福祉計画策定事業 47
老人保健福祉計画及び介護保険事業計画見直し事業 48
小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業 49
高齢者移送サービス利用助成事業 50
介護基盤緊急整備特別対策事業 51
子育て交流サロン事業 52
地域子育て支援センター事業 53
保育所，児童館耐震補強事業 54
医療体制強化事業 55
子宮頸がん予防ワクチン等接種費用助成事業 56
女性特有のがん検診事業 58
不妊治療費助成事業 59
ノンステップバス導入促進事業 83
バリアフリー推進事業 84
地域包括支援センター窓口事業 119
高齢者権利擁護ネットワーク設置事業 120

「いばらき教育の日」推進事業 101
「小中一貫教育」推進事業 102
学力向上対策事業・理科支援員配置事業 103
小・中学校県産材活用（机の天板交換）事業 105
土浦小学校校舎及び屋内運動場改築事業 106
小・中学校施設耐震化事業 107
第五中学校特別教室棟増築事業 108
市立幼稚園預かり保育事業 109
学校支援地域本部事業 110
土浦薪能開催事業 111
新治地区公民館建設事業 112
土浦市国際交流協会設立20周年記念事業 113
青少年健全育成事業 114
川口運動公園整備事業 115

市営斎場整備事業 60
第2次土浦市ごみ処理基本計画策定事業 61
ごみ焼却施設整備事業・管理型最終処分場延命化対策事業 62
第2期環境基本計画策定事業 63
地球温暖化防止対策推進事業・バイオマス利活用事業・小中学校太陽光発電設備設置事業 64
機密文書リサイクル機器導入事業 66
公営住宅管理運営事業 97
公共下水道（汚水）整備事業 121
特定環境保全公共下水道整備事業 122

【心の豊かさとたくましさを育む教育の推進と，子どもや市民の明るさがあふれるまちづくり】

【人と環境にやさしい循環型社会づくり】

【保健・福祉サービスの充実した，人々のあたたかいふれあいのあるまちづくり】

事　　　業
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　　主要施策の成果説明書は再生紙を使っています。


