
とよかわ市民協働基本方針実施計画 委託事業一覧 

番号 
事業名 

（主管課等） 
委託先 事業目的・実施内容 課題や今後の方針 自己評価 自己評価の理由 

１ 

つどいの広場事業 

（子ども課） 

NPO法人 

とよかわ子育てネット 

子育て中の親の子育てへの不安や精神的負担感の

軽減・解消を図るなど子育て支援主に乳幼児（０～

３歳）を持つ子育て中の親が気軽に集い、打ち解け

た雰囲気の中で語り合うことで、育児不安解消の受

け皿となる広場（場所）を、子育て支援を専門的に

取り組んでいる NPO法人に委託して開催します。 

開設日：毎週月～金曜日の午前 10時～午後 3時 

    年間開設日：２２９日 

参加者：年間延べ２９，７１４人 

参加者が多く、評価も高いと言え、今後も継続が必

要な事業である反面、児童館の休館日や雨の日など

条件が重なるほど、集中して来場者が増え、１日の

利用者が２００人を超える日もあった。来場者が多

い日は、受け入れ態勢的に協働相手がかなり苦労を

していたことが課題である。担当課は、協働相手か

らの運営に関する相談を受け、事業へのできる限り

の協力をして、運営の更なる向上を図りたい。 

 

４ 

利用者が多く、運営に苦労をす

るほどニーズが高く、市の子育

て支援に大いに貢献した。 

２ 

子育てサポーター養成事業 

（子ども課） 

NPO法人 

とよかわ子育てネット 

地域の活動や市事業において、主にボランティアで

子育て支援に関わる人材を育成し、支援者同士が出

会い、交流することで一層の子育て支援推進を図る

ことを目的として、子育て支援に関心があり、講座

終了後、様々な子育て支援活動を行う意思のある方

を対象に講座を開設。本講座を子育て支援を専門的

に取り組んでいる NPO 法人に委託して開催しま

す。 

開催回数：１回（全８講座） 

参加者：１４人 

チラシを配布して周知を図ったが、定員に余裕があ

るため、ホームページにも掲載する等、事業周知を

積極的に行い、参加者の増加を図りたい。 

 

３ 

受講後、多くの方が、子育てサポ

ーターとして、直後に活動を始

めているため、評価できる。しか

し、まだ定員に余裕があるため、

参加者をさらに増やすなどの向

上すべき余地がまだある。 

３ 

高齢者の生きがいと健康づ

くり推進事業 

（介護高齢課） 

老人クラブ連合会 高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊か

な経験と知識・技能を生かし、生涯を健康で、かつ

生きがいをもって社会活動ができるよう、地域の各

団体の参加と協力の下に、高齢者の生きがいと健康

づくり推進の実践活動を総合的に展開することを

目的とし、老人クラブ連合会に委託し、高齢者の社

会活動についての広報活動、三世代交流活動、健康

増進活動、教養講座の開催など総合的な企画、運営

を図る。 

高齢者大学：295人（卒業生） 

三世代交流事業：15,073人（参加者） 

スポーツまつり：580人（参加者） 

 

 

高齢者の生きがいと健康づくり推進のために平成

18 年度から継続している事業である。委託先であ

る老人クラブ及びクラブ会員、事業参加者からおお

むね良い評価を得ているので、今後も事業を継続す

る予定。 

ただし、一部の老人クラブより委託にかかる事務負

担の軽減等、委託内容に関する提案をいただいてお

り、老人クラブ連合会事務局と調整のうえ、委託内

容の見直しを進める予定である。 

3 

昨年度と比較し、①高齢者大学の

卒業生数及び③スポーツまつり参

加者数は若干減少したが、②三世

代交流事業参加者数は増加した。

老人クラブ会員数もわずかではあ

るが、昨年度より増加しているこ

とから、高齢者の生きがいと健康

づくり推進に一定の成果はあった

と考える。事業の更なる推進のた

めには老人クラブの基盤強化が必

要であり、会員の加入促進を図る

ことが課題である。 
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４ 

相談支援事業 

（福祉課） 

NPO法人 

メンタルネットとよかわ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律第 77 条第 1 項第 3 号の規定に基づ

き、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供

や権利擁護のために必要な援助を行うことにより、

障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、専門知識を有するNPO法人に

委託して実施する。 

件数：1,384回 

時間：43,545分 

今後も継続して実施する予定。 

5 

専門知識を有する NPO 法人の

職員が相談に応じることによ

り、障害者等の生活の向上に繋

がっているため。 

５ 

みんなの消費生活展 

（商工観光課） 

NPO みんなの消費生活展実

行委員会 

消費者意識の高揚と消費生活の安定を図ることを

目的に、市民まつり等における、消費生活に関する

知識の普及と啓発に関する催し物を委託する。 

開催日：５月２５日(土)２６日(日) 

参加者：不明 

事業スペースが縮小したことにより、事業内容が縮

小されたが、その分、個々の消費者との距離が縮ま

り、消費生活に関する知識をより内容濃く伝えるこ

とができた。 

よって、今後も市民まつりにおいて開催を実施す

る。 

3 

スペースの都合上、事業内容が

限定されるが、パネル掲示によ

る知識の普及と工作による啓発

は、計画どおりできた。 

６ 

若年者就労支援事業 

（商工観光課） 

NPO法人 

青少年自立支援センター北斗

寮 

若年者及びその家族に対するセミナー等による就

労支援を実施し、自己の適性や就業経験などに応じ

た職業選択及び就職に関する知識や能力の向上を

図ることを目的に、若年無業者及びその家族・保護

者向けセミナー、若年者就労支援ワークショップを

若年者に対する支援を専門的に行っているNPO法

人に委託して実施する。 

開催日・回数：９月５日、１１日、１３日、２０日、

２４日（５回） 相談者：８０人 

ワークショップ、セミナー各参加者より良い評価を

得られたので、今後も継続して開催する予定。 

就職活動だけでなく、就労に対する様々な悩みも含

めて本人だけでなく家族も対象としているため、幅

広い内容の相談が寄せられ、就労に対するセーフテ

ィーネットの役割を果たしている。周知方法により

工夫を加え、必要としている方々へより多くの参加

を促していきたい。 

４ 

ワークショップ等に関して定員

以上の参加者数があり、また概

ね好評を得られており、企業よ

り内定を得られたケースもある

ため、事業の目的達成度や効果

は良好であり、継続して行うべ

きと判断できるため。 

７ 

御油第二墓園草刈作業 

（環境課） 

御油老人クラブ連合会 高齢者の社会活動参加による生きがいづくりのた

め、御油第二墓園の清掃及び草刈作業を御油老人ク

ラブ連合会へ委託する。 

実施回数：５回 

会員の高齢化と若手会員の減少により、事業の継続

性が懸念される。会員の増加と若手会員の加入が今

後の課題となる。 

４ 

怪我や事故なく、無事に当該事

業を終了できたことを評価す

る。今後も継続して行ってほし

い。 
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８ 

公共施設アダプトプログラ

ム 

（道路維持課） 

町内会、自主グループ、 

個人等 

美化ボランティアとなる市民が「里親」となって道

路、公園、河川等を自らの養子とみなして清掃美化

を行い、親が大切に子供の面倒を見るように公共施

設の面倒をみるという美化活動。具体的には、活動

する場所を決めて、空き缶、紙くず、落ち葉などの

収集や除草などの清掃活動に対し、市がその活動に

必要な資材の提供等の支援をおこなう事業である。

美化ボランティア団体として登録団体の増加を図

るため、啓蒙活動を行う。 

登録数：102団体・個人 

登録者数：2,301人 

ボランティアとして行っていたことを、本プログラ

ムに登録することによって、市が認識しているとい

う安心感や連帯感を感じてもらっているが、適度に

連絡をとるなどの情報交換をすることが必要。本制

度の知名度はまだ低く継続的に周知を図っていく。 

3 

制度の啓発および申し込み案内

を広報誌・ホームページを通じ

て行うことができ、申し込みも

あったため。 

９ 

樋門地元管理 

（道路維持課） 

泙野、赤根、西方、下佐脇の各

町内会 

台風等による出水時や高潮時等に樋門を操作して

御津海岸、豊川本流及び音羽川等から逆流を防ぐた

め、迅速に対応できる地元町内会に委託し、災害防

止を図る。 

非常時での安全確保のため、施設管理者に対して改

善の要望を必要とする。 

4 

地域の実情を反映した迅速な対

応が実施できている。 

10 

佐奈川草刈作業 

（道路維持課） 

音羽川の会 

信楽会 

音羽川を愛する会 

佐奈川の金屋橋からふれあい公園の草刈及びゴミ

拾い等を NPO 法人佐奈川の会へ委託し、NPO の

河川環境整備活動の支援を行う。 

組織の高齢化等による作業継続の不安がある 

4 

地域の実情を反映した迅速な対

応が実施できている。 

11 

白川草刈作業 

（道路維持課） 

財賀町内会 白川の市管理区間である財賀町内の境から栃ノ木

橋間の草刈及びゴミ拾いを財賀町内会へ委託し、地

域住民による河川環境整備活動の支援をする。 

引き続き行う 

４ 

地域の実情を反映した迅速な対

応が実施できている。 
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12 

西古瀬川草刈作業 

（道路維持課） 

八幡桜を育てる会 県が平成 17年度に定めた「愛知コミュニティーリ

バー推進事業」により草刈の地域住民団体への委託

が可能となり、西古瀬川の上宮前橋から番皿橋間の

県管理部分の草刈及びゴミ拾い等を「八幡桜を育て

る会」が受託している。それに伴い、市も市管理部

分を委託し、地域住民による河川環境整備活動の効

率的な支援をするものである。 

引き続き行う 

４ 

地域の実情を反映した迅速な対

応が実施できている。 

13 

西原・足山田工業団地調整

池作業 

（道路維持課） 

西原町内会 市管理区域の草刈及びゴミ除去等の清掃を実施す

る地域団体に対して、報償費を支払うことで、環境

整備活動への支援を行う。 

民間への施設移管手続きにより、平成２７年度以降

は作業を行わない。 

４ 

地域の実情を反映した迅速な対

応が実施できている。 

14 

児童遊園・ちびっ子広場等

の地元管理 

（公園緑地課） 

地元町内会 地元に密着した施設であり、地元町内会へ委託する

ことで施設への愛着を持ってもらい、悪戯等の減

少、不具合の連絡、対応、措置の円滑化を図る。 

箇所数：１２ 

町内会からも概ね良い評価を得たので今後も継続

する予定。現在地元管理委託できていないその他広

場があるので拡大したい。しかし一部では地元委託

の継続が難しくなった町内会がある。また、管理委

託の履行の確認が難しいという問題がある。 

 

３ 

概ね順調に委託できている 

15 

都市公園の地元管理 

（公園緑地課） 

地元町内会 都市公園の清掃、除草、低木剪定、トイレ清掃等を

地元町内会等に委託し、施設の適正な管理を図ると

伴に、作業を通じて地域住民のコミュニケーション

を図る。 

箇所数：７１ 

町内会からも概ね良い評価を得たので今後も継続

する予定。現在地元管理委託できていない都市公園

があるので拡大したい。しかし一部では地元委託の

継続が難しくなった町内会がある。また、管理委託

の履行の確認が難しいという問題がある。 

 

 

３ 

概ね順調に委託できている 

16 

本宮まつり 

（地域振興課） 

本宮まつり実行委員会 新市としての一体感の醸成や地域振興を図るため、

「本宮の湯」「いかまい館」周辺で豊川市の名物商

品や地場産品を広く周知する。 

 

 開催日：１１月２４日（日曜日） 

 参加者：１万１千人 

 役割分担の明確化。 

 参加者に喜ばれる催しとして、一層充実した内容

で継続する。 

４ 

 出店（展）団体、参加者共に増

加している。 
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17 

町民広場の地元管理 

（一宮地区建設課） 

地元町内会 

東上区町内会（丸塚町民広場） 

上長山区町内会（東山町民広

場） 

一宮区町内会（下新切町民広

場） 

地元施設の維持管理を目的に、地元の町民広場の草

刈や清掃等を委託する。  

丸塚町民広場については、現況は遊具の有る公園で 

土地についても所管が公園緑地課となっているこ

とから、公園管理課で管理するべき施設であると考

えられる。 

また、東山・下新切両町民広場については、施設の

無い雑種地で所管が道路維持課となっているが、管

財契約課で管理するべき土地であると考えられる。 

5 

町内会の協力の下、維持管理が

できている。特に草刈では草が

伸びる前に刈っているため、町

民広場を快適に利用できてい

る。 

18 

樋門地元管理 

（一宮地区建設課） 

地元町内会 

東上区町内会清水組(清水川

ひ門) 

東上区町内会西組（シャラ川

ひ門） 

台風等による出水時に、樋門を操作して豊川本流か

ら逆流を防ぐことを目的として、出水時には、迅速

に対応できる地元の組織に委託し災害防止と施設・

機械の保全を図る。 

今後ともコミュニティ－活動の推進の観点からも、

継続して実施していくべきである。 

5 

災害に対する備えを個々ではな

く、町内会組織で行っているた

め、地域での防災意識を高めて

いる。 

19 

河川草刈作業 

（一宮地区建設課） 

地元町内会 

大木区町内会（土々川） 

西原区町内会（土々川） 

河川周辺の環境整備・美化の促進を目的に、河川法

面の草刈及びゴミ拾い等の河川環境整備活動の支

援を行う。 

ここ３年ほどで、従事者の高齢化が問題となり、３

町内会が河川管理を市に任せることとなったが、コ

ミュニティ－活動の推進を図ることを考えると、実

施町内会との調整が必要になって来ている。 5 

河川敷などの草刈を中心に行っ

ており、周辺の環境が良好に保

たれている。 

20 

御油松並木愛護推進事業 

（生涯学習課） 

御油松並木愛護会 国指定天然記念物「御油のマツ並木」の保護・保存、

文化財保護意識の高揚のため、御油松並木愛護会に

よる、御油のマツ並木の草刈り・清掃・パトロール・

樹勢回復作業・植樹作業を行う。 

平成２１年度より毎年植樹作業をしているものの

思うように本数が増えていないため、今後も愛護会

と連携した保護活動や計画的な植樹を行う必要が

ある。また、将来的には松並木公園の育苗場におけ

る後継樹育成の仕組みを愛護会とともに作ってい

きたい。 

５ 

継続した保護活動の実施により

愛護会メンバーに経験が蓄積さ

れ円滑な保護活動が実施されて

いる。 

21 

子どもセンター事業 

（生涯学習課） 

豊川少年少女発明クラブ 

豊川工業高校ボランティア部 

学校週５日制の実施に伴い、余暇を利用した様々な

体験活動を実施することにより子どもの地域活動

を推進するため、豊川少年少女発明クラブ、豊川工

業高校ボランティア部と協働し、ものづくり教室を

開催する。 

メセナ、市広報、市ホームページで周知しているが、

FaceBookなどのメディアも活用し、積極的なメデ

ィアも活用し、積極的な情報発信につとめる。 

４ 

定員に達する月も増えたが、周

知不足で定員に満たない月もあ

ったため。 

実施日については「学校の日」や

ＰＴＡの会議の日程を踏まえ、

重複しないよう設定したい。 



とよかわ市民協働基本方針実施計画 委託事業一覧 

番号 
事業名 

（主管課等） 
委託先 事業目的・実施内容 課題や今後の方針 自己評価 自己評価の理由 

22 

放課後子ども教室推進事業 

（生涯学習課） 

豊川子どもセンター協議会 文部科学省が全国的に推進する事業であり、スポー

ツ、文化活動や体験活動を通して子ども達に安全安

心な居場所づくりを提供するため、週末等に公共施

設を会場とし、地域の団体や指導者と連携して各種

教室を開催する。 

教育活動推進員の高齢化、教室の固定化等により、

参加者数が伸び悩んでいる。 

今後は新しい教育活動推進員の発掘に努め、子ども

のニーズに応じた教室の開催につとめる。 ４ 

地域の大人の協力を得て、子ど

もの居場所づくりが図られてお

り、継続して利用する児童も多

いため。 

23 

赤坂の舞台公演事業 

（生涯学習課） 

金沢歌舞伎・小屋掛けの会 赤坂の舞台の活用と金沢歌舞伎の保存・継承のた

め、赤坂の舞台における金沢歌舞伎をはじめとした

伝統芸能の公演事業、赤坂の舞台の公演にあわせ

た、小屋掛けの会による小屋掛け（観客席）設置。 

開催日：平成 26年 10月 6日（日） 

参加者数： 

継続した事業実施のためには、会員の後継者育成が

課題である。 

４ 

委託団体と連携した事業実施が

でき、またテレビにもとりあげ

られたこともあり例年より多く

の来場者があった。 

24 

伊奈城趾公園・花ケ池公園

管理 

（生涯学習課） 

伊奈城跡保存会 伊奈城趾公園・花ケ池公園の効果的な管理のため、

伊奈史跡保存会による樹木剪定作業等 

保存会で対応できない管理作業については業者対

応等になるが、より効率的に行えるよう、保存会と

連絡をとりあう。 

４ 

Ｈ２４年より作業を委託してい

るが、以前より管理が効率的に

行えるようになっている。 

26 

庁舎日常清掃作業 

（小坂井支所） 

NPO法人 

メンタルネットとよかわ 

小坂井庁舎の日常清掃について、障害者自立支援の

観点から就労継続支援Ｂ型施設「レインボーホー

ム」に委託している。 

自立支援の観点からいえば、特に問題はない。 

今後も継続して委託する予定 

 

 3 

指導員のもと日常清掃作業業務

が行なわれている。 

 


