
令和3年度　部局経営目標（達成状況）

目標値 実績値

①80％
(109／
137自治
会)、
②2回、2
組織）
③1回
（1校）

①
73.7％
(101／
137自治
会)
②0回
③1回
（1校）

年度 令和3年度 作成日 令和4年3月31日
部局名 勝山振興局 部局長名 河島　賢治

（1）部局の役割・使命（ミッション）・経営方針

（2）事業成果目標 指標名及び目標値

指標：①自主防災組織組織率、②避難所開設・運営訓練回数、③出前講
座回数

評価 次年度への課題

活発な自主防災組織の公開
訓練で設立推進を計画する
も新型コロナの影響で開催で
きませんでしたが、8月の大雨
警報時には、自主防災組織
が避難所等を運営するなど、
取り組み成果を実感できまし
た。
富原小学校への防災出前講
座で防災意識の底上げができ
ました。

活発な自主防災組織と連
携した公開訓練で自主防
災組織の強化と設立推進
を図ります。
今まで開催していない小中
学校で出前講座を開催し
ていきます。

1災害に強いまちづくり　【№11：住み続けられるまちづくりを】
市民の安全安心な暮らしを守るため関係機関・団体と連携を密にし、防災意識の向上と地域連携を図り、地域防災力の強化を
図ります。
2生涯を通じた健康づくりの推進　【№3：すべての人に健康と福祉を】
持続可能な健康長寿社会を実現するための基本となる健康づくりに、各団体等との連携を図りながら取り組みます。
3市民と協働・連携したまちづくり　【№11：住み続けられるまちづくりを】
市民との協働、連携によるまちづくりを推進し、地域課題の解決や地域活性化に向けて自ら取り組む地域づくりを進め、持続可能
な地域社会の実現を目指します。
4地域の強みを活かした地域振興　【№11：住み続けられるまちづくりを】
歴史、文化、風土、景観など地域の強みを活かした市民主体の振興事業や、特産品を活用した商品開発などの地域内経済循
環を推進し、豊かで自立した農山村の実現及び来訪者・関係人口の増加を目指します。
5移住・定住の促進　【№11：住み続けられるまちづくりを】
移住者や関係人口獲得など、持続可能なまちづくりを目指す地域団体等の活動を支援します。
6産み育てやすい環境づくり　【№3：すべての人に健康と福祉を】
安心して子育てができる環境を確保するため、ライフスタイルにあわせた支援をおこないます。
7行政財産の有効活用　【№12：つくる責任つかう責任】
市民の共有財産である「行政財産・公共施設」について、一層の有効活用のため、社会情勢を把握しながら、管理運営形態や
複合的な利用手法を検討します。積極的に実施します。

1-1地域防災力の向上に取り組みます。
・未組織自治会への設立案内や設立推進のた
めの出前講座等により、未結成自治会への自
主防災組織設立に取り組みます。
・消防団と連携した訓練や「私の避難プラン」の
更新・継続等の取り組みにより、既設自主防災
組織の活動強化を図ります。
・地域内小中学校防災訓練時等に出前講座を
実施するなどし、防災意識の向上に取り組みま
す。

1/4



目標値 実績値

①1団体
②2回

①1団
体、②2
回

目標値 実績値

①1団体
②2回開
催

①1団
体、②2
回開催

目標値 実績値

1組織
（関わる
人5人）

1組織
（関わる
人6人）

指標:①働きかけする団体数、②検討会議開催回数

評価 次年度への課題

若代地区2団体が統合す
る形で令和4年4月から運
動型サロンを立ち上げまし
た。

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（社
協や包括支援センター）を
主軸に取組んでおり、振興
局としてできることを積極的
に協力しています。しかし、
振興局が絡まないで設置
が進んでいる地区もありま
す。

指標:①該当団体数、②検討会議開催数

評価 次年度への課題

先行する富原地区団体と
の協議を重ね課題の洗い
出しを行いました。

・富原地区の組織の改編
が必要であると思われます。
・「あしの確保」は、この課
題単独では、協議が進み
難いため、他の課題を絡め
て総合的に進めていく必要
があります。

指標:ゆるやかな組織の結成

評価 次年度への課題

・不定期で開催される若者
会議に継続して関わりまし
た。地域内で活動したい人
たちが少しずつつながり始め
ています。
・富原合築駅舎のトイレ洋
式化工事が3月末で完成
し、4月の桜の時季に駅舎
を活用した一回目の催しを
実施しました。

自分事として関わる人の増
加を目指します。
駅舎を活用した催しは月一
回の開催を目標に、支援を
続けます。富原公民館を会
場とした買物支援も年度
初めに、動きがありそうで
す。継続して取り組める仕
組み作りを支援します。

2-1健康長寿の地域づくりのために高齢者の
居場所づくりを推進します。
・高齢者の生きがい活動や介護予防・健康増進
の場となる居場所づくりとして、新たな「集いの
場」の設置に向けて地域住民への働きかけを行
い、共に検討していきます。

3-1地域の実情に合った新たな移送の仕組み
を検討します。
・高齢者や障がい者などの買い物や通院などの
日常生活に必要な移動手段を拡充するため、
富原地域において住民主体となったデマンド型
乗合タクシー等の新たな生活交通の導入につい
て、共に検討していきます。

3-2地域の困りごとを解決する機能を集約し
た”小さな拠点づくり”を推進します。
・将来的に、地域自治振興センターの設置も視
野に、富原地域内で完結する仕組みの構築を
目指します。
・地域のやりたいことや課題を、若者世代も含み
地域全体で取り組める”ゆるやかな組織”の結成
を支援していきます。
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目標値 実績値

2プログラ
ム（参加
者数80
人）

1プログラ
ム（参加
者数26
人）

目標値 実績値

3軒 0軒

指標:体験コンテンツの造成

評価 次年度への課題

・3/10に「勝山の景観を守
りつなぐ座談会」を開催しま
した（26名参加）。岡山
理科大学学生による県内
町並み保存地区の比較研
究を議題に、勝山のまちの
「これから」を考えました。
・プログラム開発について
は、関係団体、関係機関
に働きかけは行いましたが、
実施には至りませんでした。

・引き継ぐ形で来年度、計
画に基づく事業として、ワー
クショップ、勉強会の開催、
先進地視察などを事業化
しました。議論を深めていき
ます。
・神庭の滝自然公園は、令
和5年度の指定管理移行
を目指し、準備に入ります。

指標:空き家情報バンクへの登録追加

評価 次年度への課題

・若者の定住をメインテーマ
にした「市長と話そう！」を
月田地区で12/2に開催し
ました。「住みやすい家があ
ることが大事」など、活発な
意見交換は行われました
が、空き家の登録にはつな
がりませんでした。
・地域内企業の共同開発
で、健康茶が商品化されま
した。薬草を食べる食事会
「お山てらす」が継続的に開
催されています。情報発信
をサポートしています。

・コミュニティの維持のために
は、地域外への開放が必
要になるという認識を持って
いただくため、継続的にアプ
ローチをしていきます。
・勝山竹細工の唯一の担
い手が市外へ転出されま
す。これからの関わり方を模
索しています。
・新商品の開発を支援、そ
れらが不定期であっても地
域内で購入することが出来
る仕組みづくりを進めます。

4-1勝山地域振興計画に基づき、観光地域づ
くりを推進していきます。
・重要伝統的建造物群保存地区の選定申出も
視野に、今後の町並み景観保全について地域
住民と議論を深めるため、勉強会を開催します。
・近隣（県内）地区の視察を実施するなどし、
保存地区への理解を深め、庁内関係各課で情
報共有し、検討を進めていきます。
・神庭の滝での滝観賞や町並み散策など、with
コロナ期における「新しい旅のスタイル」を推進し、
密にならない、開放的な空間での観光を積極的
に提案、PRします。
・滞在時間の延長や観光消費額の増加につな
げるため、神庭の滝や町並み保存地区での体験
プログラム開発を進めていきます。

5-1新しい風を取り込むための移住・定住施策
を推進するとともに、持続可能なまちづくりを目
指す地域団体等の活動を支援します。
・空き家情報バンクの積極的な活用を促し、地
域人口の人口減少率の抑制を目指します。
・真庭観光局と連携し、発酵文化の継承、再興
に取り組む「まにわ発酵's」の活動（木のまち真
庭との協働企画＝真庭木桶職人育成プロジェク
ト）を支援していきます。（地域内関係者：御
前酒蔵元辻本店、美作ビアワークス、平松竹細
工店）
・地域資源を活用した賑わい創出の取り組みを
支援していきます。(こんにゃく、お茶、薬草)
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目標値 実績値

3回 3回

目標値 実績値

3施設 1施設

指標：聞き取りの結果を伝える場所の開催

評価 次年度への課題
今年度育児相談や読み聞
かせ等で少人数ですが母
親たちに聞き取りを行った結
果、つどいの広場があれば
利用を希望する声が多いこ
とが分かりました。この声を
勝山の現状として自治会
単位選出の愛育委員に伝
え、つどいの広場として活動
するために必要な人材確保
の協力を伝える機会を増や
しましたが、人材確保には
至りませんでした。

つどいの広場への協力者を
募る声かけは、今後も母親
たちのニーズを聞き取りなが
ら行っていきます。また、新し
い子育てサロンが設立され
ており、このサロンの活動を
支援しつつ、さらに大きな、
つどいの広場活動へのつな
がりとなるべく、子育てニーズ
を把握しつつ同時に人材確
保に取り組む必要がありま
す。

指標：営業時間の短縮試験運用

評価 次年度への課題

・観光施設では神庭の滝
自然公園の業務について
令和5年度に指定管理者
制度へ移行するよう準備が
できつつあります。他観光施
設について、営業時間短縮
を試験しましたが、コロナ禍
の中、実績判断がしがたく
今後も継続して研究が必
要です。

・神庭の滝については、令
和4年度に募集を行うよう
準備を進めます。郷土資料
館及び武家屋敷館につい
ては、指定管理者制度へ
の移行を研究検討します。
また、スポーツ施設について
は施設設置目的や社会環
境を判断しつつ検討する必
要があります。

6-1安心してこどもを産み育てる環境作りを推
進します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・出産後できるだけ早期に訪問することで、育児
に関する母親の不安や困りなどを早期にキャッチ
し必要な支援ができるようにしていきます。
・母親が孤立せずに子育てができるよう、地域で
子育ての応援ができ、育児不安が軽減できるよ
う、つどいの広場の必要性を地域の母親たちに聞
き取りをし、その思いを地域の人に知ってもらう機
会を設けていきます。また、同時に広場を担う人
材と安全な場所探しを行います。

7-1観光施設、スポーツ施設及び文化施設に
ついて、管理運営方針の組織的な見直しと施
設を使い切るための方策を検討します。
・観光施設（郷土資料館、武家屋敷館、神庭
の滝）について、営業時間の短縮を試験運用し
ます。
・休館日の設定や管理業務の明確化等、業務
委託や指定管理制度導入の方向性を協議し、
準備を進めます。
・スポーツ施設（運動公園、スポーツセンター）
及び文化施設（勝山文化センター）の効率的
な管理運営方針を検討していきます。
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