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基本方針１　市民活動に関する情報収集・提供
　実施施策１　紙媒体による情報提供の充実

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

5月にボランティア適正診断シートを作成し、おいでん祭や市民協働国際
課が開催する講座等で受講者にシートを200部配布し、ボランティアへの
意識啓発を図った。

市民協働
国際課

気軽に市民活動へ参加する
きっかけづくりとして、簡
単にできるボランティア適
正診断シートを作成し、イ
ベントや講座などでの活用
を推進します。

ボランティア適
正診断シートの
作成

企業の社会貢献活動との連
携を図ることで、企業紙や
民間フリーペーパーへの市
民活動情報の掲載を促が
し、若年層や働く世代の市
民活動参加の促進を図りま
す。

2

企業などが発行
する情報紙への
市民活動情報の
掲載促進

秘書課

市民協働
国際課

商工観光課

市内で配布されているフ
リーペーパーへの情報掲
載は進んだため、今後は
企業紙への掲載促進を図
りたい。

●豊川はなまる：3件

●豊川はなまる：4件　●羅針盤：2件　●サプリ：3件
●スポーツとよかわ：12件　●東海理化ボランティア情報紙：1件

●メセナ（豊川商工会議所月報）：1件
とよかわボランティア・市民活動センターの施設利用案内や、市民活動中
の事故などを補償する市民活動総合補償制度、ＮＰＯ法人の運営費の一部
を補助するＮＰＯ法人運営支援補助金、協働のまちづくりについての出前
講座などの周知を行った。

№

●センターだより
4回/年発行（7.9.12.3月）
センタープリオが初めて開催した「えがおフェス2018」や、センタープリ
オのホームページリニューアルの周知、市内で行われる協働事業の紹介な
どを掲載した。また、市民活動団体11団体の活動紹介や、団体が行うイベ
ント情報・講座情報20件を掲載し、市民活動の情報発信の充実を図った。

秘書課
市民活動に関する情報を広
く市民に提供するため、市
民活動に関する情報を積極
的に収集し、広報とよかわ
やボランティア・市民活動
センターだよりへの掲載内
容の充実を図ります。

市民協働
国際課

広報とよかわや
ボランティア・
市 民 活 動 セ ン
ターだよりの充
実

1

事業名 改善点実績概要 担当課

●広報とよかわ
10月号で市民協働の特集を組み、市民活動団体の活動紹介や、市が取り組
む若者施策、ボランティアセンターを周知する記事を掲載した。

評価基準 A:順調に進捗している、B:概ね順調であるが、改善の余地あり、C:遅れている（改善が必要である。）



進捗度
前年比

基本方針１　市民活動に関する情報収集・提供
　実施施策１　紙媒体による情報提供の充実

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

№ 事業名 改善点実績概要 担当課

Ａ

－

－

－

町内会活動を周知するた
め、町内会の活動事例を紹
介した小学生向けの冊子を
作成し、副読本として授業
で取り入れてもらうなど活
用を推進します。

多様なスキルを持った人材
を市民活動に生かすことが
できるよう、定年退職者を
対象としたボランティア啓
発冊子を作成し、周知を図
ります。

小学生向け町内
会活動啓発冊子
の作成

定年退職者向け
ボランティア啓
発冊子の作成

4

5

市内の全小学校26校の3年生に1,789部配布し、22校において授業の中で町
内会の取り組みを学んでもらった。
また、御油小学校、長沢小学校では、啓発冊子を利用した出前講座を行
い、小学生133人が受講した。なお、町内会役員に講師を依頼し、小学生
が身近な方から町内会活動を学ぶ機会を設けた。

未実施

市民協働
国際課

市民協働
国際課

評価基準 A:順調に進捗している、B:概ね順調であるが、改善の余地あり、C:遅れている（改善が必要である。）



進捗度
前年比
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主に若年層の参加を促進 す
るため、いつでも、どこで
も講座等の申込み手続きが
できるよう、インターネッ
トを活用した手軽に参加で
きる環境を整えます。

講座申込みのイ
ンターネット手
続きの推進

8

市民協働
国際課

情報を必要としている市民に、センタープリオからボランティア情報や養
成講座情報を提供する「市民ボランティア情報提供システム」の利用促進
を図るため、システムの運用手順を改め、簡易にメール登録ができる
フォームを作った。
　情報発信件数：13件
　システム登録者数：49人

システムの利用促進と登
録者の拡大が必要であ
る。

9
市民ボランティ
ア情報提供シス
テムの利用促進

気軽な活動参加を促進する
ため、市民活動団体や企
業、市が求める様々なボラ
ンティア募集情報につい
て、希望者にメールで提供
するシステムの利用促進を
図ります。

Facebook、Twitterのフォ
ロアー数が少ないため、
アカウントの周知をして
いく必要がある。

市民協働
国際課

市ホームページを活用した市民活動情報の発信の充実を図った。
　情報掲載件数　25件

　

市民協働
国際課

環境課

スポーツ課

インターネットの「あいち電子申請届出システム」を活用して講座等に申
込める環境を整備した。
　システム活用件数：8件

●若者ボランティア体験講座申込
●市民ボランティア登録申込
●広報リポーター登録申込
●春の里山体験講座申込
●子ども環境体験ツアー申込
●夏休みに酸性雨を調べよう講座申込
●トヨカワシティマラソン大会ボランティア申込
●豊川リレーマラソンボランティア申込

申込が必要な事業全てに
インターネット申込を取
り入れていく。

6
市ホームページ
の内容の充実

市民活動に対する意識を高
めるため、市ホームページ
やフェイスブックなどの情
報媒体を有効に活用し、タ
イムリーな情報を掲載しま
す。

市民協働
国際課

とよかわボランティア・市民活動センタープリオのホームページをリ
ニューアルし、掲載内容の充実を図った。
また、若者等への情報発信の強化を図るためFacebookやTwitterに市民活
動情報を掲載した。
　情報掲載件数：84件

市民活動に関する情報を広
く市民に提供するため、ボ
ランティア・市民活動セン
ターホームページについて
リニューアルを検討するな
ど内容の充実を図るととも
に、どすごいネットの運用
支援を行います。

ボランティア・
市 民 活 動 セ ン
ターホームペー
ジなどの内容の
充実

7

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針１　市民活動に関する情報収集・提供
　実施施策２　インターネットなどの効果的な活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針１　市民活動に関する情報収集・提供
　実施施策２　インターネットなどの効果的な活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

10
情報収集・発信
ボランティアの
育成

市民活動情報を収集・発信
するボランティアを育成
し、SNSをはじめ、情報発
信に効果的な新たな媒体、
手法について調査・研究・
実施します。

市民協働
国際課

●広報リポーター登録制度の設置
市民活動情報を効果的に発信するための取材の仕方、記事の書き方、写真
の撮り方についての講座を開催し、講座に参加してくれた市民を情報発信
ボランティアとして登録した。また、登録者から積極的に情報提供をして
もらい、センターのTwitterやFacebookに掲載した。
　登録者：6名
　原稿提供回数：10回
●愛知大学生との調査・研究
愛知大学生と協力し、高校生へのアンケート調査等を実施して、若者目線
で多くの若者に届く新たな情報発信の手法を研究した。その結果、若者に
効果的な情報発信ツールとしてセンタープリオにTwitterを開設し、新た
な情報発信を行った。
　研究会開催件数：3回
　高校生アンケート：1回（3校）



進捗度
前年比

Ａ

－

Ｂ

－

Ａ

－

Ａ

－

参加のきっかけ
となる講座など
の充実

市民の市民活動へのきっか
けづくりのため、多様化す
る市民ニーズに対応した講
座などの企画・運営を行
い、土日の開催や親子での
参加、託児の実施など、参
加しやすい環境を整えま
す。

福祉課

若 年 層 ボ ラ ン
ティア体験講座
の実施

11

若者の地域活動への参加促
進と意識啓発を図るため、
高校生や大学生などを対象
とした参加・体験型のボラ
ンティア講座を開催しま
す。

12

介護高齢課

●介護・生活支援サポーター養成講座
高齢者等の生活支援や介護予防のお手伝いなど、住民主体の支え合い活動
を実施するサポーターの養成講座と、前年度までの受講者を含むフォロー
アップ研修を行った。
①養成講座
　開催日：11月21日～12月19日（各回水曜）　全５回
　受講者：9人
②フォローアップ研修
　開催日：2月20日（水）
　受講者：84人

子育て
支援課

●子育てサポーター養成講座
ボランティアで子育て支援に関わる人材を養成する講座を開催した。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ができ
た。
　開催回数：１回（全６講座）
　受講者：22人（修了証発行19人）

●豊川市手話奉仕員養成講座《入門・基礎》
手話の語彙を増やし、手話でコミュニケーションする楽しさを学ぶことに
より、聴覚障害者の生活の安定と社会参加をサポートする手話奉仕員の養
成を行った。また、受講者が入門編から基礎編へのスムーズな移行ができ
るよう整備を行った。
　開催日：昼の部：5月8日～2月19日（各回火曜）　全４０回
　　　　　夜の部：5月11日～3月8日（各回金曜）　全４０回
　受講者：18人（昼7人、夜11人）

受講後のフォロー等につ
いて検討する必要があ
る。

市民協働
国際課

高校生から概ね25歳までの若者を対象としたボランティア体験講座を実施
した。多くの参加者から、「今後もボランティア活動を続けていきたい」
と回答があり、若者のボランティア活動のきっかけづくりとなった。
　体験事業数：20事業（市15事業、民間4事業、NPO法人1事業）
　開催日：オリエンテーション：6月17日（日）
　　　　　ボランティア体験　：6月18日～11月30日
　　　　　ふり返りの会　　　：12月 8日（土）
　受講者：延べ129人

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策１　担い手の育成と活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策１　担い手の育成と活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ｂ

－

Ａ

－

Ａ

－

参加のきっかけ
となる講座など
の充実

市民の市民活動へのきっか
けづくりのため、多様化す
る市民ニーズに対応した講
座などの企画・運営を行
い、土日の開催や親子での
参加、託児の実施など、参
加しやすい環境を整えま
す。

保健
センター

中央図書館

●読み聞かせボランティア養成講座（隔年）
読み聞かせボランティアとして活動したい方を対象に、読み聞かせの基本
やおはなし会で使えるわらべうたを学ぶ講座を開催した。
　開催日：2月15日（金）、22日（金）
　受講者：24人

12

●健康づくり推進員養成講座
健康を様々な視点から考え、自分や市民の健康づくりのため、組織的かつ
継続的に支援可能な健康づくりのためのボランティアの養成を目的に講座
を開催。今年度は受講者が主体的にまちづくりに寄与できるよう、講座の
一部を市民協働国際課の職員と協働で実施した。
　開催日：11月8日～2月14日　全７回
　受講者：延べ77人
●健康づくり推進員学習会
健康づくりに関するボランティアとして活動するため、必要な知識を得る
とともに、活動意欲や継続意欲につなげることを目的に学習会を開催し
た。市内の介護施設職員、介護高齢課との協働実施につながった。
　テーマ：いつまでも支える側でいるために～今から防ごう認知症～
　開催日：7月9日～10月15日　全３回
　受講者：延べ162人

・周知が不十分。チラシ
やポスターなどの媒体を
早めに作成し機会がある
毎に周知していきたい。
・受講しやすいよう開催
回数や開催期間を検討。
・外部講師や内容を検
討。

市民協働
国際課

●ボランティア・市民活動・体験養成講座
ＮＰＯ法人ちぇるぼとてとりんが企画・運営するボランティア体験講座を
開催した。参加者の多くから今後ボランティア体験をしてみたいとの意見
があり、参加者１名が団体へ加入するなど、団体の活性化にもつながっ
た。
　開催日：9月20日(木)、27日（木）
　受講者：31人
●情報発信ボランティア養成講座
市民活動の情報発信を目的に、写真の撮り方や取材原稿の書き方等を学ぶ
講座を、秘書課の職員が講師となって開催した。受講後に4名が市民広報
リポーターに登録し、市内イベントに出向いて取材記事を提供してくれ
た。
　開催日：11月11日（土）
　受講者：15人



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策１　担い手の育成と活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

リーダー養成講
座の開催

13 防災対策課

市民協働
国際課

●とよかわ防災リーダー養成講座
自主防災会から推薦された方を対象に、地域防災活動のけん引役となる防
災リーダーを養成するための講座を実施した。
　開催日：6月10日（日）、6月17日（日）
　受講者：68人
●とよかわ女性防災リーダー養成講座
自主防災会から推薦された方などを対象に、地域防災活動のけん引役とな
る女性防災リーダーを養成するための講座を実施した。
　開催日：11月3日（土）、11月17日（土）
　受講者：41人

環境課

●里山保全リーダー養成講座
里山保全活動の基礎知識と技能を修得し、里地・里山の保全活動の推進に
協力してくれる人材の育成を目指して全７回の連続講座を開催した。
　開催日：7月6日～11月10日　全７回及び終了式（うち土日開催数５回）
　受講者：延べ118人

14
コ ー デ ィ ネ ー
ター養成講座の
開催

市民活動団体、町内会、企
業、市が協働しやすい体制
づくりや地域での連携を推
進するため、各組織や市民
同士を繋ぐコーディネー
ターを養成します。

防災対策課

●防災ボランティアコーディネーターフォローアップ研修
防災ボランティアコーディネーター養成講座修了者を対象に、大規模災害
時、災害ボランティアセンターでボランティアと被災者との調整役を果た
せるよう、養成講座で習得した知識及び技術の維持・向上を図る研修を実
施した。
　開催日：9月2日（日）、1月13日（日）
　受講者：11人

●コミュニティリーダー養成講座
町内会役員等を対象に、コミュニティ活動の活性化を図るための事例等を
紹介する講座を実施した。先進的な事業に取り組んだ前諏訪一部町内会長
を講師としたため、身近な事例として参加者の関心が高かった。
　開催日：7月2日（火）
　受講者：120人（町内会役員等）

市民活動団体や町内会が、
継続して効果的な活動を展
開できるよう、組織のリー
ダーとなる人材を養成しま
す。



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策１　担い手の育成と活用

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

－

－

15
協働のまちづく
り人材バンクの
設置

専門的なスキル・知識を
持った人材を市民活動団体
や町内会などに派遣し、活
動の活性化と協働のまちづ
くりに生かす仕組みづくり
として、人材バンクを創
設・活用します。

市民協働
国際課

未実施



進捗度
前年比

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策２　協働意識の醸成

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

16
市民向け協働研
修などの開催

市民の協働への関心を高め
るため、研修会や出前講座
を実施するとともに、協働
の手法を分かりやすく説明
した「協働の手引き」の普
及・啓発を図ります。

市民協働
国際課

●「協働のまちづくり」出前講座
豊川市市民協働事業補助金の補助対象団体や、各課が実施する養成講座受
講者を対象に、協働を周知・啓発する出前講座を開催した。
　開催期間：6月14日～2月20日（9回開催）
　受講者：119人
●啓発冊子の作成
より手軽に手に取って見てもらえる「協働ガイド」を作成。
　作成部数：15,000部

人事課

●新規採用職員研修：新規採用職員を対象に、ボランティア休暇制度の趣
旨・内容説明を行った。
　受講者：129人
●新規採用職員実地体験研修：新規採用職員を対象に、福祉施設での福祉
体験を実施した。
　受講者：33人

人事課

市民協働
国際課

●一般職員中期研修
採用5年程度の職員を対象に、市民活動団体3団体を見学し活動内容等を学
ぶことで、今後の業務で市民活動団体などとの協働を考える研修を行っ
た。
　見学先：（特非）どんぐりの会、（特非）とよかわ里山の会、
　　　　　（特非）穂の国まちづくりネットワーク
　受講者：20人

全課に市民協働推進員を設置し、５５名を選任するとともに、市民活動や
協働について学ぶ研修を2回開催した。
・第1回：7月19日（木）
　講師：（特非）穂の国まちづくりネットワーク 代表 神谷典江氏
　事例発表：前諏訪連区長兼諏訪一部町内会長 乙部法行氏
　受講者：47人
・第2回：11月9日（金）
　講師：首都大学東京 法学部教授 大杉覚氏
　受講者：49人

市民協働
国際課

ひまわり農業協同組合の新入職員研修に赴き、協働ガイドを使用して協働
の説明、若者ボランティア体験講座等の周知を実施した。
　開催日：3月11日（月）
　受講者：13人

市民協働
国際課

企業の社会貢献活動への意
識向上と従業員のボラン
ティア参加促進を図るた
め、企業向けのボランティ
ア出前講座を開催します。

企業向けボラン
ティア出前講座
の開催

19

市職員の協働意識の向上を
図るため、研修を行うとと
もに、「協働の手引き」の
活用を推進します。

17
市職員向け協働
研修などの開催

全庁的に協働を推進するた
め、各課単位で市民協働推
進員を１名任命し、研修な
どにより協働の手法を学ぶ
機会を設けるとともに、各
課の施策に活用します。

市民協働推進員
の設置

18



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針２　人材育成と協働意識の醸成
　実施施策２　協働意識の醸成

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ａ

－

●豊川市小中学校ＰＴＡ連絡協議会研修集会
ＰＴＡ活動を進める中での問題点などを話し合う研修会を開催した。
　開催日：1月26日（土）　参加者：241人

20
団体交流会など
の開催

市民協働による取り組みを
促進するために団体交流会
などを開催し、市民活動団
体や町内会、企業などが、
活動紹介、意見交換、相互
理解、情報共有を図る機会
を提供します。

市民協働
国際課

とよかわボランティア・市民活動センタープリオで、登録団体交流会を３
回開催した。
①「おたのしみ交流会」
　開催日：6月27日（水）　参加団体：12団体　参加者：23人
②「防災グッズづくりで交流会」
　開催日：12月20日（木） 参加団体：11団体　参加者：26人
③「豊川市防災関係市民活動団体交流会」
　開催日：1月17日（木）　参加団体： 5団体　参加者：21人

生涯学習課



進捗度
前年比

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ｂ

－

Ａ

－

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策１　活動拠点の充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

21
ボランティア・
市 民 活 動 セ ン
ターの機能充実

ボランティア・市民活動セ
ンターについて、市民活動
に関心のある市民や団体、
企業が、情報収集・相談の
ために気軽に立ち寄ること
ができるよう、利便性の向
上を図るとともに、市民活
動団体が活動しやすい環境
を整備します。

市民協働
国際課

●土曜日に相談窓口開館（４月から）
仕事や学業などで平日にボランティア等に関する相談ができないという方
のために、４月から土曜日の相談窓口の開設を行い、利用しやすい施設運
営の強化を図った。
●センタープリオ運営委員会の開催
施設を利用する団体との意見交換を実施し、登録団体が利用する会議室の
利用制限について、必要に応じて緩和措置を講じるなどの利用しやすい環
境を整えた。
 開催日：5月8日（火）　　参加団体：8団体
　　　　 3月14日（木）　 参加団体：7団体

24
地区集会施設整
備事業の補助

地域コミュニティ活動の活
性化を図るため、町内会な
どの地縁組織が、活動拠点
となる地区集会施設の新築
や改修などを行う際に、経
費の一部を補助します。

市民協働
国際課

地区集会施設の新築・改修・土地取得・空調設備・掲示板設置に補助を行
い、活動拠点の整備を支援した。
 改修　　　：3件　5,125,000円
 空調設備　：7件　2,559,000円
 掲示板設置：3件　　210,000円

22

多様な市民活動団体の活動
拠点の充実を図るため、生
涯学習・文化・スポーツ施
設など公共施設の利用料金
を減免します。

公共施設の利用
料金減免制度

23

地域のコミュニティ活動の
拠点施設である地区市民館
は老朽化が進んでいるた
め、建替え・再編を計画的
に推進するなど、利用者の
利便性を高めます。

地区市民館整備
事業

市民協働
国際課

とよかわボランティア・市民活動センタープリオに登録する市民活動団体
に対して、公共施設等使用料を減免した。登録団体情報を施設管理所管課
へ周知し、団体が円滑に施設利用できるようにした。

一部団体の予約の仕方が
悪いと施設側から苦情あ
り。団体登録制度の見直
し検討が必要。

市民協働
国際課

令和2年度に建替え予定の平尾、古宿地区市民館について、基本設計を実
施した。また、地区市民館営繕計画やＦＭに沿って、施設の長寿命化を
図った。

財政課

市内の公共施設35施設において、市民活動団体等の会館施設等使用料減免
制度を設け、団体の活動支援を図った。
　10割減免：7施設
　5割減免：28施設



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策１　活動拠点の充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

－

－

Ｃ

－

商工観光課

●空き店舗情報の発信
小売業やサービス業の開業等促進を目的に、空き店舗を所有する者を登録
し、購入、賃借等を希望する者に紹介する環境を整えた。
　登録件数：1件
　紹介件数：0件

登録数が少ないため、登
録制度の周知を徹底する
必要がある。

25
新たな活動拠点
の調査･発掘

市民活動団体の新たな活動
拠点を確保するため、企業
の社会貢献活動による施設
提供の意向や空き店舗など
の状況を調査し、市民活動
団体に周知を図ります。

市民協働
国際課

未実施



進捗度
前年比

Ｂ

－

Ａ

－

Ｂ

－

Ａ

－

Ａ

－

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

27
ＮＰＯ運営支援
補助金

安定的・継続的に法人運営
ができるよう、ＮＰＯ法人
を運営する上で必要とする
法人市民税の均等割額を補
助します。

市民協働
国際課

●ＮＰＯ運営支援補助金
市民活動団体として登録しているＮＰＯ法人で、前年度赤字で法人税額が
0円、法人市民税の均等割のみ市に納付した6団体に5万円を補助した。Ｎ
ＰＯ法人15団体に制度を周知した。

26
市民協働推進事
業への補助

市民の連携強化と市民協働
のまちづくりの推進を図る
ため、市民活動団体や地縁
組織が他団体や企業と協働
して行う事業に対して補助
を行います。

市民協働
国際課

●豊川市市民協働推進事業補助金：7事業　補助額959,000円
・萩町内会三世代交流事業（萩町内会）
・三世代大交流会（中部小学校校区会）
・三蔵子連区合同防災訓練（三蔵子連区）
・御油音羽川桜まつり（御油連区）
・イザ！カエルキャラバン！inとよかわ（防災塾ライフボート）
・権利擁護支援（成年後見制度）の普及・啓発と他職種連携によるネット
ワーク構築プロジェクト（NPO法人東三河後見センター）
・一度しかない人生、思い切り輝く（豊川共生ネットみらい）

多くの団体から補助申請
があるように、市民活動
団体や企業の取り組み等
を把握しておく必要があ
る。

町内会活動の活性化を図る
ため、用途の定めのない交
付金や活動の活性化に繋が
る補助を行います。

町内会への財政
的支援

28

介護高齢課

●老人クラブ運営補助
友愛活動、生活支援活動、清掃・奉仕・環境活動、文化・学習サークル活
動、スポーツサークル活動、安全活動を実施した老人クラブに対し、実施
内容に応じて補助金を交付した。
・127単位老人クラブ：補助額5,869,200円
・老人クラブ連合会：補助額1,648,632円

クラブ加入者数は減少傾
向にあるため、各単位老
人クラブの新規加入者を
増やすための方策を検討
する必要がある。

市民協働
国際課

●地域活動交付金
地域の活性化と町内会の健全な発展を図ることを目的として、官公署から
の依頼により広報紙配布や各種委員の推薦、行事の伝達などを行う町内会
に対して、交付金を交付した。
　186町内会　交付額128,375,000円
●町内会加入促進事業補助金
町内会への加入促進を図ることを目的として、地域の実態に合った独自の
手法や積極的な働きかけなどの事業を行う連区・町内会等に対して、補助
金を交付した。
　3団体　補助額192,000円
　・四ツ谷一区町内会夏祭り（四ツ谷一区町内会）
　・西方地区市民館納涼祭（西方町内会）
　・上宿町内会ガイドブック配布事業（上宿町内会）



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

生涯学習課

●校区青少年健全育成推進協議会補助
次代を担う青少年の心身ともに健全な育成を図るため、各校区で取り組む
家庭教育振興事業に対し必要な経費の一部を補助した。
　26団体　補助額3,845,000円

町内会活動の活性化を図る
ため、用途の定めのない交
付金や活動の活性化に繋が
る補助を行います。

町内会への財政
的支援

28

●自警団運営事業助成
豊川市自警団連絡協議会に加入する自警団に対して、運営事業を促進する
ために、必要な経費の一部を助成した。
　23団体　補助額2,300,000円
●自警団消防施設等整備費補助
消防施設等の強化を図るため、小型動力ポンプを購入する自警団に対し、
購入金額の一部を補助した。
　1団体　補助額350,000円

清掃事業課

●ごみ対策事業推進交付金
ごみの減量、資源の有効利用と市民のごみ問題に対する取り組みの増進を
図ることを目的に、ごみのリサイクルや不法投棄の抑制、ふれあい収集・
「清掃の日」等の地域での清掃に取り組む町内会に対し、加入世帯数に応
じて補助金を交付した。
　186団体　補助額9,480,000円

建築課

●地域空家等対策モデル事業費補助
効果的で継続的な空家等の適正管理を図るため、地域において空家の発生
抑制、実態調査、適正管理、有効活用など空家等対策に関する活動を行う
団体に対し、補助金を交付した。
　3団体　補助額90,000円

消防本部
総務課

人権交通
防犯課

●校区安全なまちづくり推進協議会補助
交差点での街頭監視や子どもの登下校の見守り、交通安全、防犯パトロー
ル等の活動を行う各校区安全なまちづくり推進協議会に対し、世帯数に応
じて補助金を交付した。
　26団体　補助額1,720,320円



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ａ

－

Ｂ

－

Ａ

－

福祉課

●相談支援事業
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法人メンタルネット豊川に委
託した。
　相談者　：411人
　相談件数：1,090件

秘書課

●声の広報・点字広報「とよかわ」の発行
広報の音訳・点訳をボランティア団体に委託して作成し、社会福祉協議会
を通じて希望者に配付。
　12回/年発行（毎月）
●広報「とよかわ」の手話動画制作を、豊川市ろうわ者福祉協会（障害者
団体）に委託して、市ＨＰに掲載。
　29本/年制作（月1～4本）

子育て
支援課

●つどいの広場
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）の運営を、ＮＰＯ法人とよかわ子育
てネットに委託した。
　開設日：毎週月～金曜日の午前10時～午後3時
　　　　　年間開設日：226日

介護高齢課

●高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
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、運営を図るため、老人クラブ連合会に
委託した。
　高齢者大学：387人（卒業生）
　三世代交流事業：14,481人（参加者）
　スポーツまつり：599人（参加者）

●高齢者の生きがいと健康づ
くり推進事業
参加者の減少・固定化解
消のため、各活動の内容
等を見直しと、周知・参
加促進必要。

29 協働事業の委託

市民サービス向上のため、
市民活動団体や町内会の専
門性が生かせる事業につい
ては、委託などの手法によ
る協働事業を推進します。



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書
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№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

保育課 ●保育園駐車場草取りを大和町内会に委託した。

環境課

●御油第二墓園草刈作業
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した。
　実施回数：5回

商工観光課

●みんなの消費生活展
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、市民まつりにお
いて、消費生活に関する知識の普及と啓発に関する催しを、みんなの消費
生活展実行委員会に委託した。
　開催日：5月25日(土)、26日(日）
●若年者就労支援事業
若年者に対して、個別相談形式による就労支援を、ＮＰＯ法人がまごおり
サポートステーションに委託した。
　開催期間：９月～３月
　相談者：43人（２月末時点）

市民協働
国際課

●ボランティアセンター指定管理
センタープリオの管理・運営を、ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワー
クに委託した。
●地区市民館指定管理
各地区市民館の管理・運営を、地元が組織する地区市民館運営委員会に委
託した。
●ボランティア・市民活動・体験養成講座の委託
ボランティア体験講座の企画・運営を、市民活動登録団体「ちぇるぼとて
とりん」に委託した。
・アロマハンドタッチボランティア体験講座
　開催日：9月20日(木)、27日（木）
　参加者：31人

29 協働事業の委託

市民サービス向上のため、
市民活動団体や町内会の専
門性が生かせる事業につい
ては、委託などの手法によ
る協働事業を推進します。



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ｂ

－

29 協働事業の委託

市民サービス向上のため、
市民活動団体や町内会の専
門性が生かせる事業につい
ては、委託などの手法によ
る協働事業を推進します。

道路維持課

●公共施設アダプトプログラム
市民自らが行う、道路、公園、河川等の清掃美化に対して、必要な資材の
提供等の支援を行った。
　登録団体：152団体・個人
　登録者：4,628人
●樋門地元管理
台風等による出水時や高潮時等に樋門の操作を迅速に対応できる地元町内
会に委託し、災害防止を図った。
　箇所数：7町内会
　参加者：24人
●河川草刈作業
河川の草刈やゴミ拾い等を地元町内会や市民活動団体へ委託し、地域住民
等による河川環境整備活動の支援を行った。
　箇所数：4町内会
●河川愛護活動
地域の団体などが行う草刈やゴミ拾い等の清掃活動に対して、報償金を支
給した。
　団体数：10団体（連区、市民活動団体）
　参加者：2,242人
●調整池管理作業
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、環
境整備活動への支援を行った。
　団体数：1町内会
●川と海のクリーン大作戦
地元住民、地方自治体、国が一体となった、川と海の清掃活動を呼び掛け
実践し、ゴミ袋と軍手を支給した。
　開催日：10月28日（日）
　参加者：340人

制度の周知や組織の育成
等が必要である。

清掃事業課

●リサイクル運動推進運営委託
清掃工場の見学やごみの分別釣りゲームなどを実施する、小学生ごみ分別
チェック隊講座を、豊川リサイクル運動市民の会に委託して実施した。
　開催日：7月23日（月）
　参加者：市内小学4～6年生とその保護者　33名



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ｂ

－

Ａ

－

Ａ

－

生涯学習課

●御油松並木保護増殖事業
御油松並木愛護会に、御油のマツ並木の草刈り・清掃・パトロール・樹勢
回復作業・植樹作業を委託した。
●子どもセンター事業
豊川少年少女発明クラブに、子どもものづくり教室を委託して、開催し
た。
●放課後子ども教室推進事業
豊川子どもセンター協議会に委託し、放課後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した。
●赤坂の舞台公演事業伝統芸能支援事業
赤坂の舞台の活用と金沢歌舞伎の保存・継承のため、赤坂の舞台を使った
公演とこれにあわせた小屋掛けを、金沢歌舞伎・小屋掛けの会に委託して
実施した。
　開催日：10月28日（日曜）
　参加者：450人
●伊奈城趾公園・花ヶ池公園管理
伊奈城趾公園・花ヶ池公園の効果的な管理のため、伊奈史跡保存会に樹木
剪定作業等を委託した。

29 協働事業の委託

市民サービス向上のため、
市民活動団体や町内会の専
門性が生かせる事業につい
ては、委託などの手法によ
る協働事業を推進します。

議事課

●声の広報・点字広報「議会だより」の発行
年４回（6、8、11、2月）発行の議会だよりを、ボランティア団体に音
訳、点訳を委託して作成し、社会福祉協議会を通じて希望者に配付した。
　配付対象者数：声の広報30件、点字広報10件

公園緑地課

●都市公園管理委託
都市公園の管理・運営を地元町内会等に委託し、施設の適正な管理を図っ
た。
　箇所数：77箇所
●児童遊園・ちびっこ広場管理委託
児童遊園・ちびっこ広場の管理・運営を地元が組織する運営委員会に委託
し、施設の適正な管理を図った。
　箇所数：94箇所
●広場等管理委託
広場等の管理・運営を地元町内会等に委託し、施設の適正な管理を図っ
た。
　箇所数：18箇所

委託料を算定するための
単価が低く、現状に合っ
ていないことから、単価
の見直しが必要。



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策２　財政的支援などの充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ｂ

－

Ａ

－

－

－

Ａ

－

Ａ

－

30
市民活動総合補
償制度

市民活動者が安心して活動
できるよう、公益性のある
市民活動や地縁組織の活動
中に発生する不慮の事故に
対し、市が保険料を負担し
て補償に備えます。

市民協働
国際課

補償対象件数
　傷害事故：町内会行事21件、市民活動6件、市事業5件
　賠償事故：町内会行事1件

制度の周知がまだ足りな
いので、機会がある毎に
対象団体等へ周知してい
きたい。

32
まちづくり活動
への企業の協賛
制度

市民活動への財政的な支援
を充実させるため、企業が
市民活動を応援する手法を
調査・研究します。

市民協働
国際課

未実施

31
町内会応援事業
所の募集

町内会活動を地域全体で支
えるため、町内会行事など
で利用する場合に特別な
サービスを提供する事業所
を募集し、町内会へ利用案
内をします。

市民協働
国際課

●町内会応援事業所制度
9月に制度を整備し、10月に登録事業所の募集を行い、11月から町内会に
サービス提供を開始した。
制度の周知・啓発のため、広報配布に合わせて町内会へ２回「登録事業所
一覧」を送付するとともに、市ホームページや広報に掲載した。
　登録事業所：36事業所
　利用実績：延べ35件

33
寄附制度に関す
る情報提供や意
識啓発

寄附による市民活動への参
加を推進するため、寄附制
度の周知と寄附文化の醸成
に必要な意識啓発を行いま
す。

市民協働
国際課

●おもやいっこステーション
東三河ヤクルト販売（株）でインターネットを利用した商品購入代金の
0.5％をパートナー登録している団体へ寄附する仕組みに対して、豊川市
は平成29年度にパートナー登録し、10月に5,287円寄附を受領した。ま
た、豊川市更正保護女性会が、11月にパートナー登録された。

企画政策課

●とよかわ応援寄附金
ふるさと納税制度について、返礼品を市内事業者に無償で提供してもらう
ことで、協力事業者にも寄附制度への理解を得た。記者発表の実施や全国
チェーンのファミリーレストランでの卓上チラシ設置等、幅広い周知を実
施した。
　寄附件数：356件（前年度比164件増）
●クラウドファウンドの活用
保育園のエアコン設置にクラウドファンディング制度を新規に活用した。
　寄附件数：124件　寄附額：4,721千円



進捗度
前年比

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

36

協働のまちづく
り人材バンクの
設置【再掲】

37

市民活動をする上での知識
や技術を向上させるための
講座を開催し、市民活動団
体のスキルアップを図りま
す。

スキルアップ講
座の開催

人権交通
防犯課

●防犯ボランティア養成アカデミー
防犯ボランティア団体を対象に、より安全で効果的な活動の向上を図るた
めの講座を開催した。
 開催日　平成30年11月6日
 受講者　29名

市民協働
国際課

●ＮＰＯスキルアップ講座
市民活動者を対象に、活動に生かせるスキルを身につける講座を開催し
た。
・チラシの作成講座
　開催日：11月28日（水）受講者：18名
・スマホの使い方を学ぼう
　開催日：12月4日（火）受講者：18名

№15参照

中央図書館

専門的なスキル・知識を
持った人材を市民活動団体
や町内会などに派遣し、活
動の活性化と協働のまちづ
くりに生かす仕組みづくり
として、人材バンクを創
設・活用します。

●修理本ボランティアスキルアップ講座（隔年）
修理本ボランティア養成講座修了生を対象に、修理技術の向上を目的とし
たスキルアップ講座を開催した。
　開催日：11月29日（木）　受講者：15名

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策３　人的支援の充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

34
リーダー養成講
座 の 開 催 【 再
掲】

市民活動団体や町内会が、
継続して効果的な活動を展
開できるよう、組織のリー
ダーとなる人材を養成しま
す。

№13参照

35
コ ー デ ィ ネ ー
ター養成講座の
開催【再掲】

市民活動団体、町内会、企
業、市が協働しやすい体制
づくりや地域での連携を推
進するため、各組織や市民
同士を繋ぐコーディネー
ターを養成します。

№14参照



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針３　市民活動団体の支援
　実施施策３　人的支援の充実

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

－

－

市民協働
国際課

未実施

市民活動団体や町内会が抱
える課題を解決するため、
専門的な知識をもつアドバ
イザーの派遣制度について
調査・研究します。

アドバイザー派
遣制度の調査・
研究

38



進捗度
前年比

Ａ

－

Ａ

－

Ａ

－

Ｂ

－

Ａ

－

Ａ

－

－

－

子育て
支援課

●豊川市子ども・子育て会議
事業に従事する者4名（うち市民活動団体1名）、一般公募2名、
保護者代表3名、学識経験者1名、市長が認める者1名　計11名

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針４　市民協働推進の仕組みづくり
　実施施策１　推進・連携体制の整備

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

市民活動団体の意見を積極
的に市政に反映させるた
め、市民活動団体の代表者
などの審議会への登用を促
進します。

市民活動者の審
議会などへの登
用の促進

人権交通
防犯課

生涯学習課

市民協働
国際課

●市民協働推進委員会
市民活動者4名、一般公募2名、企業関係者1名、市長が認める者1名、
市職員1名　計9名

●社会教育推進協議会
各種団体を代表する者11名、市長が認める者1名、
関係行政機関の職員1名　計13名

●豊川市地域公共交通会議
地域住民・利用者8名（連区長、町内会長及び市民活動者）、
交通事業者4名、学識経験者2名、関係行政機関等の職員10名
計24名

環境課
●豊川市環境審議会
各種団体を代表する者8名、学識経験者4名、
関係行政機関の職員3名　計15名

今後、継続して各団体か
ら環境審議会委員を推薦
してもらえるか、また、
委員をどの団体の代表者
などに委嘱するかなどを
検討する必要がある。

協働のまちづくりを推進す
るため、市民協働推進委員
会を設置します。

市民協働
国際課

市民協働推進委員会で平成30年3月に策定した「とよかわ市民協働推進計
画」の実施事業評価方法を決定するとともに、「協働の手引き」の増刷を
検討する中で、もっと気軽に手にとってもらえる情報紙「協働ガイド」を
作成した。
　開催日：6月21日、9月20日、12月13日、3月23日

41
市民協働推進員
の設置【再掲】

全庁的に協働を推進するた
め、各課単位で市民協働推
進員を１名任命し、研修な
どにより協働の手法を学ぶ
機会を設けるとともに、各
課の施策に活用します。

№18参照

39

40
市民協働推進委
員会の設置



進捗度
前年比

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針４　市民協働推進の仕組みづくり
　実施施策１　推進・連携体制の整備

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

Ａ

－

Ｂ

－

団体の要望に応じたマッ
チングができる土壌づく
りが必要である。

42
協働事業提案制
度の推進

市民サービスの向上を図る
ため、市民活動団体からの
提案による協働事業を推進
します。

防災対策課

●穂の国まちづくり塾講演会
ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワークからの提案を受けて、市民の防
災意識を高め、災害への備えの充実、強化を図るための講座を協働で実施
した。
　開催日：2月16日（土）
　受講者：300人

43

市民活動団体、
町内会、企業の
マッチングの仕
組みづくり

市民協働のまちづくりを推
進するため、市民活動団体
や町内会、企業をマッチン
グする仕組みづくりに取り
組みます。

市民協働
国際課

先進的な取り組みをしている町内会の代表者を、依頼のあった町内会へ派
遣し、町内会の活性化の手法について、団体同士の交流を図った。
　新丁町内会＆諏訪一部町内会



進捗度
前年比

Ａ

－

Ａ

－

とよかわ市民協働推進計画事業実績報告書

基本方針４　市民協働推進の仕組みづくり
　実施施策２　協働事業の評価・公表

№ 事業名 概要 担当課 実績 改善点

44
市が取り組む協
働事業の公表

市が行う協働事業を推進す
るため、市が取り組む協働
事業を広く公表します。

市民協働
国際課

各課で行う協働事業を調査し、取りまとめてリスト化したものを、市ホー
ムページで広く公表した。

45
とよかわ市民協
働推進計画の施
策の評価と公表

本計画に基づいて市が実施
した事業の進捗管理を行う
ため、市民協働推進委員会
に取り組み状況を報告し、
その評価内容を広く公表し
ます。

市民協働
国際課

平成30年3月に策定した、「とよかわ市民協働推進計画」の実施事業評価
の方法を決定した。


