
様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １  

事 業 名 
 市民活動団体登録制度の推進 

 

担当課名 
 生活活性課 
 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（１）活動場所の確保・充実 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
使用料の定めのある公共施設の減免手続きを簡略化するとともに、社会福祉会館「ウィズ豊川」の利

用を可能とした登録制度を広く周知し、市民活動団体の活動を促進する。 

２ 事業内容 
【登録制度の推進】 
○平成１３年１２月、市民活動情報の市民向け発信や公共施設の減免手続きの簡略化など、さまざまな

形で市民活動を支援するため、市民活動団体登録制度を設置した。しかし、社会福祉協議会ボランテ

ィアセンター登録、生活活性課登録等、複数の登録制度があり、どこへ登録すればよいか、という分

かりにくさの解消を図るため、平成１８年度から、とよかわボランティア･市民活動センター登録に改

め、登録制度の統一を図った。 
○登録団体への支援内容 
・ボランティア・市民活動団体情報誌の発行、ＨＰ掲載、広報とよかわ掲載など情報発信の支援を行

う。 
・市公共施設（文化会館、勤労福祉会館、体育施設、地域文化広場、市民のスクエア、農業者トレー

ニングセンター、いこいの広場、上長山庭球場、東上・足山田野球場、一宮体育センター、サッカ

ー場、一宮生涯学習会館、音羽運動公園、音羽文化ホール、音羽生涯学習会館、御津文化会館、御

津体育施設、御津生涯学習会館）の利用について、事業支援がなくても５割減免で利用できる。 
・登録制度を統一したことで、一部の市公共施設（ふれあいセンター、一宮健康福祉センター）の利

用ついて、事業支援がなくても１０割減免で利用できるようになった。 
・登録制度を統一したことで、「ウィズ豊川」や「ふれあいセンター」の利用予約について、福祉系の

団体だけでなく、センター登録団体であれば３ヶ月前から予約できるようになった。 
○センター窓口及び社会福祉協議会ホームページ、生活活性課窓口、市ホームページにおいて登録制度

の周知に努めるとともに、３月に実施される「ボランティア・市民活動フェスティバル」時に、次年

度登録更新用紙の配布を行った。 
 
３ 事業実績 
【登録制度の推進】 
〈登録団体数〉 
・平成１４年３月現在 
生活活性課登録２４団体                計  ２４団体 

・平成１５年３月現在 
生活活性課登録２８団体  社協登録団体 ６７団体   計  ９５団体 
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・平成１６年３月現在 
生活活性課登録３１団体  社協登録団体 ７０団体   計 １０１団体 

・平成１７年３月現在 
生活活性課登録４０団体  社協登録団体 ８８団体   計 １２８団体 

・平成１８年３月現在 
  生活活性課登録５０団体  社協登録団体 ８５団体   計 １３５団体 
※社協登録団体とは、社協ボランティアセンター登録団体で生活活性課へも登録している団体 
・平成１９年３月現在 
  とよかわボランティア・市民活動センター登録団体      １８１団体 
・平成２０年３月現在 
 とよかわボランティア・市民活動センター登録団体      ２３５団体 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２  

事 業 名 
市民活動拠点施設の機能強化 

 

担当課名 
生活活性課 
福祉課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（１）活動場所の確保・充実 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
NPO 法人穂の国まちづくりネットワーク（以下、「穂の国ネット」と言う。）社会福祉法人豊川市社
会福祉協議会（以下「社協」という。）に委託し設置された「ほっと！」「とよかわボランティア・市民

活動センター」におけるソフト事業（相談機能・人材育成・情報提供等）が充実するよう、穂の国ネッ

ト社協との調整を進め、利用の向上を図る。一方、ボランティア活動の拠点施設である「ウィズ豊川」

を市民活動団体が利用するうえでの利便性の向上を図る。 
２ 事業内容 
【「ほっと！」「センター」運営】 
○平成１４年８月、「市民活動推進事業」をＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワークに委託し、市民活

動の拠点施設として開設し運営していたが、ボランティア・市民活動への更なる支援を目的に「ウィ

ズ豊川」内に「ほっと！」及び「社協ボランティアセンター」を統合した施設として、社協に委託し

「とよかわボランティア・市民活動センター」を平成１８年４月から開設した。 
【「ウィズ豊川」を活動場所として提供】 
○従来、「ウィズ豊川」は福祉団体の利用に限られていたが、平成１３年度より、生活活性課登録団体も

１ヶ月前からの予約ができるようになった。市民活動団体も福祉団体と同じように利用可能とし、活

動場所を提供（福祉団体は３カ月前から予約可能）してきた。平成１８年４月からは、登録制度を一

本化したことに伴い、センター登録団体であれば、すべての団体が３カ月前からの予約が可能になっ

た。 
 【「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」ソフト事業の充実を検討】 
【市民活動推進事業委託の評価、見直し】 
○「とよかわボランティア・市民活動センター」が、単に作業場所としての利用にとどまらず、ボラン

ティア・市民活動の情報収集、発信・相談場所、人材の交流・育成場所としてボランティア・市民活

動団体の利用が進むよう、社協と事業内容の調整・見直しを行う。 
○ハード面での「ほっと！」の問題（バリアフリー等）やソフト面（団体間の交流・窓口の一本化など）

を解決するため、市民活動拠点機能の強化を目的に、社協のボランティアセンターと「ほっと！」を

統合した新たなセンター整備を行い、平成１８年４月にオープンした。 
【市民活動団体の「ウィズ豊川」利用について調整】 
○ボランティア・市民活動の拠点施設である「ウィズ豊川」をボランティア・市民活動団体が利用する

うえでの利便性の向上を図るため、活動拠点の統合の検討にあわせ、平成１８年４月から予約可能期

間も３ヶ月前からに統一した。 
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３ 事業実績 
【「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」運営】 
委託事業として実施しているものと、社協事業として実施しているものがある。 
（１）情報収集・提供…チラシホルダー、情報紙などによる情報収集・提供 
            平成１８年５月より情報紙「とよかわボランティア・市民活動センターだよ

り」を発行し全戸配布を行う。 
（７月１日号、９月１日号、１２月１日号、３月１日号については全戸配布） 

（２）活動場所の提供…交流コーナー、作業コーナー、会議室（ウィズ豊川） 
（全体利用数：延べ利用人数２，３３６名、延べ利用団体数１，５５９団体） 

（３）相談・連絡調整…ボランティア・市民活動相談（２６９件） 
           センターにコーディネーターを配置し、連絡調整機能の充実を図った。 
（４）その他…ボランティア・市民活動交流会を年２回実施した。 
【「ウィズ豊川」を活動場所として提供】 
ボランティア・市民活動団体の利用実績  
平成１５年度 延べ利用人数 ２，４０４名、実利用団体数２７団体 
平成１６年度 延べ利用人数 ２，０００名、実利用団体数１３団体 
平成１７年度 延べ利用人数 ２，８００名、実利用団体数１５団体 

   ※平成１７年度までは「生活活性課登録団体」、平成１８年度以降は「センター登録団体」 
平成１８年度 延べ利用人数１６，２９７名 

センター利用団体数５３団体 
平成１９年度 延べ利用人数１９，１０６名 

センター利用団体数５７団体 
【「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」ソフト事業の充実を検討】 
【市民活動推進事業委託の評価、見直し】 
○とよかわボランティア・市民活動センター内に「意見箱」を設置し、利用者から気軽に意見を聴取で

きる体制を整えている。 
 平成１９年度投函件数 ２件 
○センター交流会時のアンケートで「センターに対する意見」の設問を設け、意見を聴取した。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２，８０２千円 ３，０８６千円 ３，６８１千円 

（見え消し部分については、実施計画内記載事項） 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３  

事 業 名 
公共施設の空きスペースの有効利用 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（１）活動場所の確保・充実 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
公共施設の余裕スペースの有効利用を進め、市民活動団体の活動場所の充実を図る。 

２ 事業内容 
【利用可能な施設の検討】 
○市民や市民活動団体に開放できる市施設の余裕スペースについて関係各課に行った調査結果に基づき

（平成１５年度実施）、開放状況、余裕スペースの有無、今後開放するにあたっての条件などを考慮し

て、引き続き開放できるよう調整を進める。 
○平成１８年２月１日の旧一宮町との合併により、ボランティア・市民活動団体などが利用できる施設

が増えた。また、登録制度の統合により、利用する場合の使用料の減免制度についても整備し、従来

５割減免であった施設が、一部１０割減免で利用できるようになった。 
○平成２０年１月１５日の旧音羽町及び旧御津町との合併により、ボランティア・市民活動団体などが

利用できる施設が増えた。 

３ 事業実績 
【利用可能な施設の検討】 
○公共施設の余裕スペース調査の結果、施設の設置目的やセキュリティの面から開放は難しく、今後は、

利用にあたっての条件整備を担当課と調整する。 
○調査結果から把握した、市民活動団体が各地区市民館を利用する場合の費用負担や条件等を、市ホー

ムページ等で情報公開している。 
○生活活性課「ＮＰＯ・市民活動のページ」に、豊川市の公共施設イラストマップへのリンクを貼り付

け、ホームページ上で施設を検索する場合の利便性を向上させた。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ４  

事 業 名 
 活動情報の広報やホームページへの掲載 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 広く市民活動情報を提供するため、月２回発行する「広報とよかわ」の有効活用や、生活活性課と「ほ

っと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」のホームページ掲載情報を随時更新し、タイムリ

ーな情報提供を行う。 
２ 事業内容 
【「広報とよかわ」の活用】 
○偶数月の１日号に市内で活動する市民活動団体を紹介。なお、掲載団体は、とよかわボランティア・

市民活動センター登録団体を対象に、できるだけ様々な活動分野から選ぶ。 
○市民活動団体との協働事業の紹介や、各種講座・イベント等の案内を随時掲載。 
【ホームページの充実、「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」との連携強化】 
○市民活動推事業の一環として「情報の収集・提供」を社協に委託。センターにおいて作成している、

団体情報の紹介などを行う「とよかわボランティア・市民活動センターだより」を市ホームページに

掲載した。 
○豊川市の生活活性課ホームページにボランティア・市民活動に関する情報を掲載するとともに、生活

活性課のページから、市内の公共施設イラストマップのページに移動できるようにした。 
○市民活動情報サイトの調査・研究を実施し、平成１８年４月に、東三河５市で「東三河市民活動推進

協議会」を立ち上げるとともに、同年９月から市民活動情報サイト「どすごいネット」を開設し、サ

イトに登録した団体が各自でイベント情報などを掲載できる体制を整えた。また、同年１２月からは

携帯サイトも開設し、携帯電話などで気軽に情報を得ることができる体制も整えた。 
３ 事業実績 
【「広報とよかわ」の活用】 
 「集まれＮＰＯ」と題してボランティア・市民活動団体を紹介（偶数月の１日号） 
  （平成１４年４月１日号より年間６団体、計３６団体を掲載）  
  随時、講座やイベント情報を掲載 
【ホームページの充実、「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」との連携強化】 

<豊川市生活活性課ホームページ> 平成１５年８月開設 
    掲載内容：市民と行政の協働推進委員会の会議録、団体登録制度や基本方針等の行政施策、 

講座の紹介、市民活動団体の紹介 各事業の紹介など  
作成・管理：豊川市生活活性課 

<とよかわボランティア・市民活動センターホームページ> 
   掲載内容：センターの紹介、社協主催の福祉講座情報の掲載、登録団体一覧 
   作成・管理：豊川市社会福祉協議会 
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<東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」開設> 平成１８年９月開設 
    掲載内容：東三河５市の団体情報、ボランティア募集情報、イベント情報などを掲載。 
    登録団体数：４５８団体、うち豊川市１２５団体（平成２０年３月末現在） 
    市民会員登録数：１１７名、うち豊川市３３名（平成２０年３月末現在） 
    情報管理等：東三河市民活動推進協議会加盟各市（豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市） 
    システム管理：旭化成株式会社 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

６００千円 ５００千円  ４００千円 

（見え消し部分は、実施計画内記載事項） 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ５  

事 業 名 
 活動情報の収集・提供と一元的管理の推進 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市内外の市民活動関連情報を提供するため情報収集に努め、様々な市民活動のＰＲと活動の発展に必

要な情報を掲載する情報紙を発行するとともに、生活活性課と「ほっと！」「とよかわボランティア・市

民活動センター」ホームページを活用し、広く情報を提供する。 
２ 事業内容 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・助成情報等）】  
○社協に「情報の収集・提供」を委託。 
○各種団体の行う助成金情報や、団体の活動にとって有益な情報を「どすごいネット」へ、「助成金情報」

や「耳より情報」として掲載する。 
○とよかわボランティア・市民活動センター内の掲示板において、助成金情報やボランティア募集方法

を掲示する。 
【活動情報紙の発行（ボランティア・イベント・助成情報等）】 
○センターの統合にあわせて、以前それぞれで発行していた「ほっと！通信局」、「ボランティア通信」

及び「市民活動ニュース」統合し、「とよかわボランティア・市民活動センターだより」を発行し、全

戸配布を行っている。 
○東三河５市で活躍するボランティア・市民活動に関する情報が掲載されたサイト「どすごいネット」

を活用し、この地域で活躍するボランティア・市民活動団体のイベント情報やボランティア募集情報

を掲載できる体制を整えた。 
○「どすごいネット」に「市民会員」として登録している者に対し、Ｅメールによるボランティア募集

情報やイベント情報の提供を行った。 
３ 事業実績 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・助成情報等）】 
○各種団体の行う助成金情報や、団体の活動にとって有益な情報を「どすごいネット」へ、「助成金情報」

や「耳より情報」として掲載した。 
○とよかわボランティア・市民活動センター内の掲示板において、助成金情報やボランティア募集情報

を掲示した。 
 
【活動情報紙の発行（ボランティア・イベント・助成情報等）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」の発行（社協予算） 
   発行部数： Ａ３サイズ両面２つ折  

配布方法：全戸配布広報折込み 
編集方法：とよかわボランティア・市民活動センターにて編集、発行 
発行回数：４回 
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○ホームページの設置 
   生活活性課のホームページの内容充実を図った 
   社協ボランティアセンターホームページを「とよかわボランティア・市民活動センターホームペ

ージ」へ変更 
○東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」の運営 
   登録団体数：４５８団体（うち豊川市１２５団体） 
   市民会員登録数：１１７名（うち豊川市３３名） 

イベント開催案内登録：３６３件 
   ボランティア募集情報登録：５２件 
   ※（平成２０年３月末現在） 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

６００千円 ５００千円 ４００千円 

（見え消し部分は､実施計画内記載事項） 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ６  

事 業 名 
 市民活動団体情報誌の発行 

担当課名 
生活活性課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民活動の社会的認識を高め、また参加を希望する市民への活動情報を提供するため、市内で活動す

る市民活動団体の活動状況を取りまとめた情報誌を発行するとともにホームページへ掲載する。 
２ 事業内容 
【市民活動団体情報誌の発行】 
○市内で活躍するボランティア・市民活動団体の情報を掲載した冊子「豊川市のボランティア・市民活

動団体（H１９年度版）」をとよかわボランティア・市民活動センターにおいて発行。市内公共施設や
連区長や町内会長等へ配布。 
○掲載内容については各団体に毎年、新しい情報を提供してもらうとともに、団体登録及び団体登録更

新時に併せて情報を募る。 
＜対象団体＞ 
  市内に活動拠点があり、自発的に不特定多数を対象とした社会貢献活動をしている団体 
＜掲載内容＞ 
  団体名・代表者名・発足年月日・連絡先・会費・会員数・定例会の日程と活動場所（会場） 
  活動目的・活動内容・団体ＰＲ等 
【団体情報をホームページへ掲載】 
○生活活性課ホームページに団体情報誌の内容を掲載した。また、市職員を対象とした庁内ＬＡＮ掲示

板にも情報誌（データ）を掲載。 

３ 事業実績 
【市民活動団体情報誌の発行】 
○平成１４年度  発行部数：１，０００部 掲載団体： ８６団体 
○平成１５年度  発行部数：１，０００部 掲載団体：１０４団体 
○平成１６年度  発行部数：１，０００部 掲載団体：１２１団体 
○平成１７年度  発行部数：１，０００部 掲載団体：１２９団体 
○平成１８年度  発行部数：１，５００部 掲載団体：１６４団体 
○平成１９年度  発行部数：１，１００部 掲載団体：１８１団体 
＜配布先＞ 
 市内公共施設、情報提供団体、ボランティア・市民活動登録団体、各課、連区長及び町内会長 
【団体情報をホームページへ掲載】 
○生活活性課ホームページに団体情報誌の内容を掲載 
○市職員向け庁内ＬＡＮ掲示板に団体情報誌（データ）を掲載 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ７  

事 業 名 
 団体間の交流会の開催と行政・企業との交流機会の提供 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 団体間の交流会を開催し、市民活動団体同士の交流を深め、活動の連携を促進するとともに、市民活

動団体と行政との懇談会を定期的に開催し、意見交換と情報の共有化を図る。また、企業の社会貢献活

動に関する情報収集・提供に努め、市民活動団体とのマッチングを図る。 
２ 事業内容 
【団体交流会（市民活動推進とよかわボランティア・市民活動センター事業委託）】 
○とよかわボランティア・市民活動センターにおいて、「ボランティア・市民活動交流会」を開催し、団

体同士の交流を図る。 
○ボランティア・市民活動者の有志の企画、運営により、ボランティア・市民活動を広く市民へＰＲす

るとともに、団体間の交流が図られるよう、ボランティア・市民活動フェスティバルを開催。 
 平成１９年度は、ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワークの主催する「穂の国ＮＰＯフェスタ２０

０８」と同時開催とした。 
○「どすごいネット」の開設にあたり、東三河市民活動推進協議会において、東三河５市の市域で活躍

するボランティア・市民活動団体などが参加できる「どすごい交流会」を開催。 
【市民活動団体と行政との懇談会】 
○市民活動団体と行政との懇談会を開催し、意見交換と情報の共有化を図る。 
３ 事業実績 
【団体交流会】 
○団体交流会の開催（H１４、H１５については、ＮＰＯフェスタにて実施） 

<平成１４年度>                 <平成１５年度> 
  日 時：平成１５年３月８日～９日         日 時：平成１６年３月２８日 
  会 場：とよかわＮＰＯセンター「ほっと！」    会 場：勤労福祉会館 
  交流会参加者数：約３０名             交流会参加者数：約４０名、１０団体 
 <平成１６年度>   
  未実施  団体交流会は実施せず、利用者懇談会で団体交流を図る 
 
 <平成１７年度>                  
  ボランティア団体・市民活動団体交流会      
日 時：平成１８年３月１１日           

  会 場：勤労福祉会館 大研修ホール             
  交流会参加者数：１５８名、９６団体         
 
 <平成１８年度> 
  東三河市民活動団体ミーティング       ボランティア・市民活動フェスティバル 
  日 時：平成１８年９月３０日          日 時：平成１９年３月２５日 
  会 場：豊橋市市民センター           会 場：勤労福祉会館 大研修ホール 
  参加者数：５８名 ２４団体           参加者数：１２０名 ５７団体 
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＜平成１９年度＞ 
  どすごい交流会              ボランティア・市民活動フェスティバル 
  日 時：平成２０年１０月６日       日 時：平成２０年３月１６日 
  会 場：豊橋市女性会館          会 場：豊川市文化会館 
  参加者数：４７名 ３１団体        参加者数：１３２名 ４６団体 
                       ※ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワークの主催 
                        する「穂の国ＮＰＯフェスタ２００８」と同時開 
                        催 
 
【市民活動団体と行政との懇談会】 
  日 時：平成１７年３月２８日     
  会 場：勤労福祉会館          
  参加者数：３１名、２７団体 
 
  日 時：平成１７年８月３０日       日 時：平成１８年３月１１日 
  会 場：市役所第一会議室         会 場：勤労福祉会館 
  参加者数：３７名、２８団体        参加者数：１５８名、９６団体 
 
  日 時：平成１９年２月７日     
  会 場：市役所第４会議室           
  参加者数：２団体７名 行政２課７名 
 
  平成２０年度実施に向けての調整 １件 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

４０千円 ３４千円 
（センター事業委託：消耗品） 

 ２００千円 
（センター事業委託） 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ８  

事 業 名 
 活動発表の機会の提供 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民が大勢にぎわう「おいでん祭」などにおいて市民活動のＰＲを行う。また、市民活動団体交流会

や市民活動団体と行政の懇談会において、団体交流及び活動発表の場を提供する。 

２ 事業内容 
【ＮＰＯフェスタ（市民活動推進とよかわボランティア・市民活動センター事業委託）】 
○ボランティア団体や市民活動団体が参加したボランティア・市民活動団体交流会において各団体同士

で活動内容の紹介をするなどの交流を、とよかわボランティア・市民活動センターにおいて実施｡ 
○ボランティア・市民活動者の有志による企画運営で、ボランティア・市民活動フェスティバルを実施。

参加者同士の意見交換や、市内で活躍するボランティア・市民活動団体の活動内容の紹介ビデオの上

映や、交流会を行った。平成１９年度は、ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワークの行う「穂の国

ＮＰＯフェスタ２００８」と同時開催とした。 
また、定期的に開催したボランティア・市民活動団体交流会でも活動発表を行うことができる機会を

提供した。 
【おいでん祭、活動紹介ブース出展の検討】 
○市民が大勢にぎわう「おいでん祭」にいて、ボランティア・市民活動紹介ブースの出展を行った。 
 
３ 事業実績 
○平成１６年度【ＮＰＯフェスタ（市民活動推進事業委託）】 
 日 時：平成１７年３月２１日 
 会 場：勤労福祉会館 
 事業発表団体：９団体  掲示等参加団体：１７団体 
 
○平成１７年度 
ＮＰＯフェスタ 
日 時：平成１８年２月２５日 
 会 場：勤労福祉会館 
事業発表団体：５団体  掲示等参加団体：９団体 

 
○平成１８年度 
 ボランティア・市民活動フェスティバル 
 日 時：平成１９年３月２５日 
 会 場：勤労福祉会館 
 参加者数：１２０名 ５７団体 
 ビデオ参加団体：１９団体 
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○平成１９年度 
 ボランティア・市民活動フェスティバル 
 日 時：平成２０年３月１６日 
 会 場：文化会館中ホール及び展示室等 
 参加者数：１３２名、４６団体 
 ビデオ参加団体：２３団体 
 
【おいでん祭、活動紹介ブース出展】 
○市民が大勢にぎわう「おいでん祭」における市民活動紹介ブースの出展について検討し、平成１７年

より出展した。 
 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

４０千円 ３４千円 
（センター事業委託：消耗品） 

 ２００千円 
（センター事業委託） 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ９  

事 業 名 
地域の既存団体と市民活動団体との調整 

 

担当課名 
生活活性課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（２）市民活動情報の提供と団体交流の推進 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
地域における市民活動の認識が深まり、活動が活性化することによって住民福祉が向上するよう、町

内会等へ市民活動情報を積極的に提供し、両者が協働して事業を進めることができるよう支援する。 

２ 事業内容 
【町内会等へ市民活動情報を提供】 
○とよかわボランティア・市民活動センターだよりを年４回全戸配布することにより、市民及び町内会

等へ市民活動情報を提供する。 
○各連区長及び町内会長宛てに、「とよかわボランティア・市民活動団体情報誌」を配布する。 
【マッチング内容・方法の検討】 
○地縁的な町内会活動を発展させて、市民活動・ボランティア活動へとつなげる。 
○専門性の高いＮＰＯ団体の力を借りて、地域のボランティア活動者を支援する。 

３ 事業実績 
【町内会等へ市民活動情報を提供】 
○とよかわボランティア・市民活動センターだよりの配布により、市民活動意識の啓発に努めた。 
○各連区長及び町内会長宛てに、「とよかわボランティア・市民活動団体情報誌」を配布した。 
○豊川市市民活動総合補償制度のパンフレットや、平成１９年度から開始した「豊川市市民協働のまち

づくり事業交付金」のチラシを町内会長へ送付するとともに組回覧を行った。 
【マッチング内容・方法の検討】 
○防犯ボランティア養成講座を実施し、地域ボランティアを養成した。 
 （別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照） 
○豊川市市民協働のまちづくり事業交付金を利用して、ボランティア・市民活動団体と地縁組織が協働

した事業が実施された。（実績はＮｏ．１０、「資金助成制度の整備」に記載） 
平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 

 
５千円 ７５６千円 １，０５０千円 
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平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 10  

事 業 名 
資金助成制度の整備 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（３）資金的な支援制度の整備 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
市民活動団体への金銭的支援により、市民活動団体の発展・活性化を図る。 

２ 事業内容 
【調査研究】 
○市民活動団体に対する資金助成制度の必要性や方法等について、「寄付行為をしやくするする独自の仕

組み」と併せて、先進都市の取り組み等を調査研究する。 
○平成１９年度から「豊川市市民協働のまちづくり事業交付金」及び「豊川市ＮＰＯ法人ステップアッ

プ事業補助金」制度を実施する。 

３ 事業実績 
【調査研究】 
○他県、他市町村の取組みについて資料収集し、取りまとめた結果を平成１７年度に市民と行政の協働

推進委員会にて報告を行った。 
○合併特例債を利用した「まちづくり基金」を平成１８年度に積立てて、平成１９年度より「豊川市市

民協働のまちづくり事業交付金」及び「豊川市ＮＰＯ法人ステップアップ事業補助金」制度を実施し

た。 
 
○豊川市市民協働のまちづくり事業交付金事業 
 応募団体数 ３団体、３事業  採択数 ３団体、３事業 
①事業名：ふれ愛の大切さを学ぼう！～あいさつから始まるコミュニケーション～ 
主 催：ボランティアグループこころの力、豊川小学校、豊川小学校校区青少年健全育成協議会 
参加者：約４００名 
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②事業名：みんなでまちを考えよ～！ 
 主 催：「国府まちづくり実行委員会」（信楽会、国府小学校区コミュニティ推進委員会） 
 協 力：ＮＰＯ法人佐奈川の会､愛知県立国府高等学校、愛知県立御津高等学校、豊川市立西部中学校 
 参加者：延べ約３９０人 
 
③事業名：「ふれあいウォークロード」をみんなで造ろう！ 
 主 催：「ふれあいウォークロード実行委員会」 
    （ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワーク、豊川小学校運営協議会、ＰＴＡ、小学校区内町

内会、老人クラブ） 
 協 力：地元業者の方  々
 参加者：延べ約１７０名 
 
○豊川市ＮＰＯ法人ステップアップ事業補助金 
 応募団体数４団体  採択団体数４団体 
 ※「市民と行政の協働推進委員会」にて審査を実施 
・ＮＰＯ法人 東三河後見センター （パソコン、デジタルカメラ、ＩＣレコーダー等） 
・ＮＰＯ法人 いまから （パソコン、プリンタ） 
・ＮＰＯ法人 恵の実 （ワイヤレススピーカー、チューナーユニット） 
・ＮＰＯ法人 ゆう （デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等） 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 １，１５９千円 １，５００千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 11  

事 業 名 
寄付行為をしやすくする独自の仕組みの調査・研究 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（３）資金的な支援制度の整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
市民活動を促進するための寄付をしやすくする独自の仕組みを整備し、それを基に市民活動団体に金

銭的支援を行い、市民活動団体の発展・活性化を図る。 

２ 事業内容 
【調査研究】 
○寄付行為をしやくする独自の仕組みの必要性や方法等について、市民活動団体に対する「資金助成制

度」と併せて、先進都市の取り組み等を調査研究する。 
 

３ 事業実績 
【調査研究】 
○他県・他市町村の取り組みについて資料収集し、Ｎｏ１０「資金支援制度」とあわせて、市民と行政

の協働推進委員会に、平成１７年度に報告。 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 12  

事 業 名 
税制優遇措置についての調査・研究 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（３）資金的な支援制度の整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
ＮＰＯ法人が税法上の収益事業を行うことで発生する税負担を軽減することで、ＮＰＯ法人の発展・

活性化を図る。 

２ 事業内容 
【法人市民税均等割減免について調整・実施】 
○ＮＰＯ法人の法人市民税均等割等の減免ができるＮＰＯ法人であることを認定した。 

 

３ 事業実績 
【法人市民税均等割減免について調整・実施】 
○平成１７年４月１日より、ＮＰＯ法人の法人市民税均等割の減免対象団体を拡大した。 
 <減免対象団体>  
  豊川市内での活動の公共性が高く、かつ前事業年度の収益事業に係る益金の額が損金の額を超えな

いＮＰＯ法人（益金≦損金） 
<減免の期間> 
(1) 法人設立（所轄庁による認証）が平成１７年３月３１日までの団体は、平成１７年４月１日以降
に申告すべき事業年度分から連続する 3事業年度分に限り、減免を受けることができる。 

(2) 法人設立が平成１７年４月１日から平成２０年３月３１日までの団体は、最初に申告すべき事業
年度分から連続する３事業年度分に限り、減免することができる。 
・平成１７年度減免団体 １団体 

  ・平成１８年度減免団体 ２団体 
  ・平成１９年度減免団体 ２団体 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 13  

事 業 名 
市民活動団体やボランティア育成講座の開催 

 

担当課名 
生活活性課 
講座実施各課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（４）人材育成と組織運営の支援 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
市民活動団体リーダーのスキルアップや人的ネットワークの構築により、既存の市民活動団体の活性

化を図るとともに、様々な分野において人材育成講座やボランティア育成講座を実施することにより、

市民活動・ボランティア活動の参加者拡大を図る。 

２ 事業内容 
【人材育成講座（市民活動推進事業委託）】 
【各分野における市民活動団体やボランティア育成講座の実施、充実】 
○福祉・男女共同参画・生涯学習など様々な分野において、市民活動に繋がる人材育成講座やボランテ

ィア育成講座を実施（別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照）。 
【市民活動体験型講座の実施】 
○市民活動への参加意欲がありながら参加に至っていない人や、経験はあるが中断してしまっている人

などが気軽に参加できる市民活動(ボランティア)体験型講座を市民活動団体より公募し、企画が選定
された団体に運営を委託して講座を実施（別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照）。 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討】 
○講座等の実施後にアンケート調査を行い、市民ニーズの把握に努めるとともに、それを活かす事業を

展開した。 
３ 事業実績 
【人材育成講座（市民活動推進事業委託）】 
【各分野における市民活動団体やボランティア育成講座の実施、充実】 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」のとおり 
【市民活動体験型講座の実施】 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」のとおり 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討】 
○講座終了時に、講座内容、講師、開催日及び講座への希望を確認するアンケートを実施 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３，７８０千円 ４，６５６千円 ５，３７４千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 14  

事 業 名 
事業型ＮＰＯの起業支援 

担当課名 
生活活性課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（４）人材育成と組織運営の支援 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
福祉・環境等各分野における事業型ＮＰＯの起業を支援し、行政のパートナーとして協働事業を行う

ことができ、公共的なサービスを継続的・安定的に提供することができるＮＰＯの育成を図る。 

２ 事業内容 
【協働可能な事業の洗い出し】 
○先進都市における市民活動団体と行政の協働事例について情報収集。 
○豊川市において協働可能な事業を行政側から洗い出す。 
【市民活動団体から協働事業を募集】 
○市民活動団体から協働事業を募集し、協働推進を図る。 
【事業型ＮＰＯの支援について調査研究】 
○事業型ＮＰＯの支援について調査研究する。 
３ 事業実績 
【協働可能な事業の洗い出し】 
○協働の先進事例について情報収集、資料収集。 
○本市における協働事業の実施状況、今後協働可能な事業の洗い出しについて、全課を対象に調査を実

施。調査の結果の概要は次のとおり（本調査は町内会など地縁組織も対象に含めた）。 
・１６年度実績 委託１６事業、補助２１事業、その他３１事業、計 ６８事業 
・１７年度実績 委託２０事業、補助２１事業、その他３０事業、計 ７２事業 
・１８年度実績 委託２５事業、補助２８事業、その他４３事業、計 ９６事業 
・１９年度実績 委託２６事業、補助２９事業、その他６３事業、計１１８事業（音羽、御津含む） 
・２０年度予定 委託３０事業、補助２４事業、その他５０事業、計１０４事業 
・洗 い 出 し ９課１５事業 
【市民活動団体から協働事業を募集】 
○「協働の手引き」（１７年３月策定）に市民活動団体からの協働事業提案を位置づけ、いつでも提案を

受け付ける環境を整備した。（平成１９年度：協働事業提案２事業） 
【事業型ＮＰＯの支援について調査研究】 
○ＮＰＯ法人の立ち上げ支援として税の優遇制度を整備した。（詳細はＮｏ．１２のとおり） 
 また、平成１９年度より、ＮＰＯ法人ステップアップ事業補助金を整備した。（詳細はＮｏ．１０のと

おり） 
○県事業ではあるが、ＮＰＯ法人向けの、事業報告書作成のための「出張相談」を開催した。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ４９５千円 ６００千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 15  

事 業 名 
相談員の育成と相談窓口の設置 

担当課名 
生活活性課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（４）人材育成と組織運営の支援 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
ＮＰＯに関する基礎知識、ＮＰＯ法人の設立・運営、ボランティアマッチング、企業・行政等とのマ

ッチングなど、市民・市民活動団体からのＮＰＯ・ボランティアに関する相談に対応できる場・人材の

確保・育成を図る。 
２ 事業内容 
【「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」相談窓口のＰＲ】 
○社会福祉協議会に委託し、ボランティア・市民活動相談窓口をとよかわボランティア・市民活動セン

ターに設置するとともに、様々なコーディネートが行えるように、センターにコーディネーターを配

置した。 
○とよかわボランティア・市民活動センターにおけるボランティア・市民活動相談窓口の設置を、広く

市民にＰＲする。 
【社協ボランティアセンター相談事業との連携】 
○活動拠点であるとよかわボランティア・市民活動センターにおいてボランティア及び市民活動に関す

る相談を受付けられる窓口としている。 
３ 事業実績 
【「ほっと！」「とよかわボランティア・市民活動センター」相談窓口のＰＲ】 
○「ほっと！」における相談体制と相談件数 
・平成１４年度相談件数  １４件（８月から） 
・平成１５年度相談件数  ２１件 
・平成１６年度相談件数  ４８件  
・平成１７年度相談件数  ２８件 
・平成１８年度相談件数 １７７件（とよかわボランティア・市民活動センター相談件数） 
・平成１９年度相談件数 ２６９件（とよかわボランティア・市民活動センター相談件数） 
○生活活性課窓口及びホームページにおいて、とよかわボランティア・市民活動センターの相談窓口の

ＰＲに努めた。また、市内の公共施設及び、一部ではあるが市内の金融機関や商業施設にもセンター

にて作成した「パンフレット」の配布を依頼し、ＰＲに努めた。 
【社協ボランティアセンター相談事業との連携】 
○活動拠点である、とよかわボランティア・市民活動センターにおいてボランティア及び市民活動に関

する相談を受付けられる窓口とすることを検討し、平成１８年４月より相談窓口を設置するとともに、

コーディネーターを配置している。 
平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 

※委託料うち人件費 １，６５０千円 １，６５０千円 ２，０４６千円 

（見え消し部分は、実施計画内記載事項） 



様式１ 

 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 16  

事 業 名 
保険制度の調査・研究 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
１ 活動環境整備のための施策 
（５）保険制度の整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
不慮の事故に備えた活動保険を整備し、誰でも安心して市民活動に参加できるよう環境整備を図る。 
２ 事業内容 
【保険制度の整備】 
○市民の誰もが安心して市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営する保険制度を整備した。 
○保険制度の周知のために、広報やチラシなどで情報を発信するとともに、町内会に対し出向いて説明

をするなど、町内会及び市民活動団体への制度の周知を行う｡ 
３ 事業実績 
【保険制度の整備】 
○市民の誰もが安心して市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営する「豊川市市民活動総

合補償制度」を平成１７年４月１日より整備。 
 <補償の対象者> 

(1) 市民により構成され、市内を中心に活動する市民活動団体（構成員５名以上）が市民活動を行う
場合の、指導者、スタッフ、参加者の方 

(2) 市または市に準ずる団体が主催・共催する事業のスタッフ、参加者の方 
 <補償の対象となる市民活動> 
  地域社会活動や社会福祉活動、環境保全活動等の社会貢献活動で次の条件をすべて満たす活動 

(1) 活動が計画的・継続的に行われていること 
(2) 無報酬で行われていること（交通費の実費支給など有償ボランティアも含む。） 
(3) 公共の利益を目的とした自発的な活動であること 
(4) 日本国内の活動であること 
(5) 政治、宗教または営利を目的とする活動でないこと 
(6) 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと 

 <平成１９年度実績> 
  申請５３件 保険対象事故５３件（対象外なし） 
  内訳 町内会活動３件、町内等体育活動２９件、子ども会活動１５件、老人クラブ活動１件、 
     市民活動３件、市行事２件、 ３月末支払い金額６３１，９９９円 
○保険制度の内容について検討を行い、手術補償金を明確に記載するとともに、通院補償金の内容につ

いて見直しを行い、制度の一部を変更した。 
○保険制度の周知のために、ホームページで情報を発信している。また、町内会への説明会については、

希望があれば随時実施している。 
○市内の各連区長・町内会長へパンフレットを送付するとともに、各組に組回覧を依頼した。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２，６９１千円 ２，７５９千円 ３，２００千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 17  

事 業 名 
 総合学習における参加体験型ボランティア学習の充実 

担当課名 
環境対策課、学校教育課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（１）活動機会や学習機会の提供 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 小さい時から社会貢献活動への興味・関心を抱かせ、活動への参加意識を高めるため、各小中学校に

おいて環境学習など出前講座を実施するとともに、参加体験型ボランティア学習プログラムの充実を図る。 

２ 事業内容 
【参加体験型ボランティア学習の実施、充実】 
○各小中学校において参加体験型ボランティア学習を実施し、社会貢献活動への関心と参加促進を図る。 
【環境学習など出前講座の実施】 
○生活排水対策や、ごみ処理施設の見学などの環境出前講座を各小中学校において開催する。 
生活排水が河川を汚してしまうことを、水質実験を通じて知ってもらうことや、ごみの処理施設を実際に見ることによって、自分たち

の捨てたごみ等がどのようになっていくかを知ってもらい、子どもたち自身が自分たちにできることは何かを考えてもらう機会を提供。 

３ 事業実績 
【参加体験型ボランティア学習の実施、充実】 
○清掃奉仕活動（公園、神社、駅、道路、河川等の清掃） 
  実施校：６小学校、３中学校     
○福祉実践教室（車椅子介助、盲人ガイドヘルプ、点字、手話） 
  実施校：市内全小学校、４中学校 
○障害のある人との交流活動 
  やまびこ交流（豊川養護学校との交流）：平尾小学校  
  出会いの会 （      〃   ）：中部中学校  
○高齢者とのふれあい 
  実施校：１３小学校、３中学校 
○その他活動 
  リサイクル活動、資源回収、福祉施設訪問 
 
【環境学習など出前講座の実施】 
○環境出前講座 

 
 
 
 
 
 
 

 

場所 開催日 内  容 人数 備 考 
中部小学校 ５／３０ 生活排水学習会 １２３名 ４年生 

代田小学校 ９／２８ 〃 ９０名 ４年生 

豊小学校 １１／３０ 〃 ８４名 ４年生 

合   計 ２９７名  



様式１ 

 
○最終処分場（資源選別施設）見学会 

参加者 開催日 人数 参加者 開催日 人数 
中部小学校 ５／９ １２８名  御油小学校 １０／１０ １２８名  
平尾小学校 ５／１５ ４２名  東部小学校 １０／１７ ３２名  
金屋小学校 ６／１３ ４５名  桜町小学校 １０／２４ ５７名  
牛久保小学校 ６／２０  ８８名  一宮西部小学校 １０／２４ １０２名  
千両小学校 ７／４ ４９名  

 

合    計 ６７１名 
 
○ごみ分別出前講座 
 
 
 

場所 開催日 対 象 人数 
金屋小学校 ５／１０ ４年生 ４２名 

東部小学校 ５／１４ 〃 ６８名 

一宮西部小学校 ５／１７ 〃 １０２名 

中部中学校 ５／１９ 全校生徒 ４６０名 

御油小学校 ５／２２ ４年生 １２３名 

一宮南部小学校 ５／２３ 〃 ２８名 

一宮東部小学校 ５／２９ 〃 ４２名 

天王小学校 ６／２１ 〃 ３０名 

合     計 ８９５名 

 
 
 

 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 
 

３６千円 ５６千円 ７２千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 18  

事 業 名 
 多様なニーズに応じた講座の開催 
 

担当課名 
生活活性課 
 講座実施各課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（１）活動機会や学習機会の提供 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 既存の市民活動団体の活性化やボランティア活動参加の視野を広げるため、人材育成講座やボランテ

ィア育成講座を実施する。また、多様化する市民ニーズの把握に努め、市民活動団体の能力を活用した

市民活動体験型・養成型プログラムを検討する。 

２ 事業内容 
【人材育成講座（市民活動推進事業委託）】 
【各分野における市民活動団体やボランティア育成講座の実施、充実】 
○福祉・男女共同参画・生涯学習など様々な分野において、市民活動に繋がる人材育成講座やボランテ

ィア育成講座を実施（別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照）。 
【市民活動体験型講座の実施】 
○市民活動への参加意欲がありながら参加に至っていない人や、経験はあるが中断してしまっている人

などが気軽に参加できる市民活動(ボランティア)体験型講座を実施。 
また、市民活動団体より講座の企画を公募し、選定された団体に運営を委託して、市民活動体験型講

座を実施した。（別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照）。（Ｎｏ１３再掲） 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討】 
○講座等の実施後にアンケート調査を行い、市民ニーズの把握に努めるとともに、それを活かす事業を

展開した。（Ｎｏ１３再掲） 

３ 事業実績 
【人材育成講座（市民活動推進事業委託）】 
【各分野における市民活動団体やボランティア育成講座の実施、充実】 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」のとおり 
【市民活動体験型講座の実施】 
 市民活動（ボランティア）体験講座企画・運営事業 
 応募２団体、選定２団体（ＮＰＯ法人どんぐりの会、ＮＰＯ法人メンタルネットとよかわ） 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」のとおり 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討】 
○講座終了時に、講座内容、講師、開催日及び講座への希望を確認するアンケートを実施 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３，７８０千円 ４，６５６千円 ５，３７４千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 19  

事 業 名 
 生涯学習の充実 

担当課名 
生涯学習課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
 （１）活動機会や学習機会の提供 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民大学等の各種講座の充実を図るとともに、生涯学習指導者の確保・育成を図る。 

２ 事業内容 
【市民大学等の各種講座の実施】 
<市民大学（総合、専門講座）> 
○総合講座として、年１講座（２回）各界の著名人を講師に迎え、自らの生涯学習を発見するきっかけ

作りとして開催する。 
○専門講座として、年３講座（１講座５回）各分野をより深く学ぼうという市民のニーズに応え、近隣

高等教育機関等からその分野を専門とする方を講師に迎え、講座に大テーマ及び各回の小テーマを設

けて講義方式で開催。 
<地域生涯学習講座> 
○地域の生涯学習の促進を図るため、健康・歴史・文化・環境・趣味等の幅広い分野で講座を開催。 
 
【情報誌「生涯学習ガイドブック」の発行】 
○半期に１度、近隣市町村や各関係部署に講座等の照会をかけて、活動機会や学習機会の情報源として

作成、発行。 
 
【生涯学習支援ボランティア一覧作成及びコーディネート】 
○自分の学習成果や特技・能力などをボランティアとして活かしたいという個人・団体を募集・登録し、

地域や学校、各種グループ等からのボランティアの指導・支援を必要とする声に応え、内容に応じた

ボランティア登録者を選定・紹介。 
 
【生涯学習指導者の調整、養成】 
○中学校区ごとに生涯学習指導員９名と、地域ごとに生涯学習推進員３６名を設置し、講話や「生涯学

習の手引き」等により養成する。 
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３ 事業実績 
【市民大学等の各種講座の実施】 
<市民大学>    総合講座   専門講座 
  平成１４年度 ５９５名   心理学 ４３名  民俗学  ５７名  歴史学 １１５名 
  平成１５年度 ５７２名   暮らしと法律 ３７名  歴史学 ６９名  心理学  ５０名 
  平成１６年度 ５５４名   法律探究 ２５名  人間探究 ２４名   歴史探究 ５８名 
  平成１７年度 ５０４名   法律探究 ２５名  自然・環境探究１６名  歴史探究４０名 
  平成１８年度 ４６６名   経済探究 ４４名  国際化探究２６名  歴史探究 ６６名 
  平成１９年度 ３００名   心理学研究３９名  文化探求 ６１名  歴史探求 ３５名 
 
<地域生涯学習講座> 
  平成１５年度 講座数 ２１５（７３１回） 受講者数 ４，８２２名 
  平成１６年度 講座数 ２０８（６７２回） 受講者数 ４，３７１名 
  平成１７年度 講座数 ２１２（７０５回） 受講者数 ４，４７４名 
  平成１８年度 講座数 ２２１（７６８回） 受講者数 ４，６０２名 
  平成１９年度 講座数 ２３０（７５７回） 受講者数 ５，４７５名 
 
【情報誌「生涯学習ガイドブック」の発行】 
  平成１４年度 前期発行部数 ３，０００部  後期発行部数 ３，０００部 
  平成１５年度 前期 〃   ２，５００部  後期 〃   ２，０００部 
平成１６年度 前期 〃   ２，０００部  後期 〃   ２，１１５部 
平成１７年度 前期 〃   ２，１８４部  後期 〃   ２，３３０部 
平成１８年度 前期 〃   ２，５９０部  後期 〃   ２，５００部 
平成１９年  前期 〃   ２，５００部  後期 〃   ２，５００部 
その他 市ホームページ掲載（半期ごとに更新） 

 
【生涯学習支援ボランティア一覧作成及びコーディネート】 
  生涯学習支援ボランティア 
平成１５年度 登録数 個人：８６名  団体：２０団体  紹介件数：８件 

  平成１６年度 登録数 個人：８８名  団体：１７団体  紹介件数：４件 
  平成１７年度 登録数 個人：８９名  団体：１６団体  紹介件数：６件 
  平成１８年度 登録数 個人：９４名  団体：１７団体  紹介件数：７件 
  平成１９年度 登録数 個人：９９名  団体：１７団体  照会件数：７件 
 
【生涯学習指導者の調整、養成】 
  生涯学習推進員会議 年３回開催 
 

 
平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 

 
８，８７０千円 ５，３９６千円 ５，６８２千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 20   

事 業 名 
 活動情報紙の発行（Ｎｏ．５の再掲） 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（２）活動情報のＰＲ 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市内外の市民活動関連情報を提供するため情報収集に努め、様々な市民活動のＰＲと活動の発展に必

要な情報を掲載する情報紙を発行する。 

２ 事業内容 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・助成情報等）】 
○各種団体の行う助成金情報や、団体の活動にとって有益な情報を「どすごいネット」へ、「助成金情報」

や「耳より情報」として掲載する。 
○とよかわボランティア・市民活動センター内の掲示板において、助成金情報やボランティア募集方法

を掲示する。 
【活動情報紙の発行（ボランティア・イベント・助成事業等）】 
○センターの統合にあわせて、以前それぞれで発行していた「ほっと！通信局」、「ボランティア通信」

及び「市民活動ニュース」統合し、「とよかわボランティア・市民活動センターだより」を発行し、全

戸配布を行う。 
３ 事業実績 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・助成情報等）】 
○各種団体の行う助成金情報や、団体の活動にとって有益な情報を「どすごいネット」へ、「助成金情報」

や「耳より情報」として掲載した。 
○とよかわボランティア・市民活動センター内の掲示板において、助成金情報やボランティア募集方法

を掲示した。 
【活動情報紙の発行（ボランティア・イベント・助成事業等）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」の発行（社協予算） 
   発行部数：Ａ３サイズ両面２つ折 

配布方法：全戸配布広報折込み 
編集方法：とよかわボランティア・市民活動センターにおいて編集、発行 
発行回数：４回 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 21  

事 業 名 
 活動情報の広報やホームページへの掲載（Ｎｏ．４の再掲） 

担当課名 
生活活性課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（２）活動情報のＰＲ 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 広く市民活動情報を提供するため、月２回発行する「広報とよかわ」の有効活用や、生活活性課と「ほ

っと！とよかわボランティア・市民活動センター」のホームページ掲載情報を随時更新し、タイムリー

な情報提供を行う。 
２ 事業内容 
【「広報とよかわ」の活用】 
○偶数月の１日号に市内で活動する市民活動団体を紹介。なお、掲載団体は、とよかわボランティア・

市民活動センター登録団体を対象にできるだけ様々な活動分野から選ぶ。 
○ボランティア・市民活動団体との協働事業の紹介や、各種講座・イベント等の案内を随時掲載。 
【ホームページの充実、「ほっと！とよかわボランティア・市民活動センター」との連携強化】 
○豊川市の生活活性課ホームページにおいてボランティア・市民活動に関する情報を掲載。 
○平成１８年４月に、東三河５市で「東三河市民活動推進協議会」を立ち上げるとともに、同年９月に

は市民活動情報サイト「どすごいネット」を開設し、サイトに登録した団体が各自でイベント情報な

どを掲載できる体制を整えた。また、同年１２月からは携帯サイトも開設し、携帯電話で気軽に情報

を得ることができる体制も整えた。 
３ 事業実績 
【「広報とよかわ」の活用】 
 「集まれＮＰＯ」と題して市民活動団体を紹介（偶数月の１日号） 
  平成１４年４月１日号より年間６団体、計３６団体を掲載  
  随時、講座やイベント情報を掲載 
 
【ホームページの充実、「ほっと！とよかわボランティア・市民活動センター」との連携強化】 

<豊川市生活活性課ホームページ> 平成１５年８月開設 
    掲載内容：市民と行政の協働推進委員会の会議録、団体登録制度や基本方針等の行政施策、 

講座の紹介、市民活動団体の紹介 など  
作成・管理：豊川市生活活性課 

<とよかわボランティア・市民活動センターホームページ> 
   掲載内容：センターの紹介、社協主催の福祉講座情報の掲載 
   作成・管理：豊川市社会福祉協議会 
  <東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」> 
    掲載内容：ボランティア・市民活動団体情報、イベント及びボランティア募集情報など 
    設置主体：東三河市民活動推進協議会（構成市：豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市） 
    システム管理：旭化成株式会社 



様式１ 

平成１７度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 
 ６００千円 ５００千円 ４００千円 

（見え消し部分は、実施計画内記載事項） 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 22  

事 業 名 
 地域コミュニティを母体とした組織の育成 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（３）地域の市民活動の促進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 身近な地域における課題を解決する市民活動により住民サービスが向上するよう、町内会関係者への

啓発を行い、町内会役員やそのＯＢを中心とした組織の育成を支援する。 

２ 事業内容 
【地域課題を解決する組織の育成支援】 
○町内会関係者等への意識啓発を行い、ボランティア組織の育成について支援する。 
 

３ 事業実績 
【地域課題を解決する組織の育成支援】 
○町内会における防犯意識を啓発し、啓発グッズを提供するなどして、地域の防犯ボランティア組織の

設立を促進。 
 <１５年度>  団体数： １団体   延べボランティア数：   ７４人 
 <１６年度>  団体数： ６団体   延べボランティア数：  ５０３人 

<１７年度>  団体数：２２団体   延べボランティア数：１，６００人 
<１８年度>  団体数：２４団体   延べボランティア数：２，１２２人 
<１９年度>  団体数：２６団体   延べボランティア数：２，３２０人 
○防犯ボランティア育成講座を開催し、地域ボランティア組織の育成を支援した。（別紙講座一覧「市民

活動体験型講座」のとおり） 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
※啓発グッズ関連費 

１，３２１千円 １２８千円 １，２９６千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 23  

事 業 名 
 町内会やPTA役員後の地域活動参加の促進 
 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（３）地域の市民活動の促進 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 身近な地域における課題を解決する市民活動により住民サービスが向上するよう、町内会やＰＴＡ役

員がその任期後に地域活動に取り組むよう啓発し、参加の促進を図る。 

２ 事業内容 
【町内会、ＰＴＡ関係者への啓発、促進】 
○町内会、ＰＴＡ関係者等への意識啓発を行い、地域活動への参加促進を図る。 
○講座等を実施し、意識啓発を図る。 
○町内会の加入啓発を行う。 

３ 事業実績 
【町内会、ＰＴＡ関係者への啓発、促進】 
○情報紙配布等による市民活動意識の啓発を実施。 
○町内会における防犯意識を啓発し、啓発グッズを提供するなどして、地域の防犯ボランティア組織の

設立を促進。（詳細はＮｏ．２２のとおり） 
○コミュニティ合同会議において、「地域防災」に関する講座を実施。 
○コミュニティリーダー養成講座を実施した。 
○町内会未加入者に対して、町内会加入を啓発するための「加入啓発グッズ」を、希望する町内会に対

して配布を行った。 
 
 
 
 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
※啓発グッズ関連費 

１，３２１千円 １２８千円 １，２９６千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 24  

事 業 名 
 参加しやすい体験プログラムの企画 
 

担当課名 
 講座実施各課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民活動参加者の視野を広げるため、市民活動に関心のある人が気軽に参加できるような体験型講座

を企画する。 

２ 事業内容 
【市民活動体験型講座の実施】 
○気軽に参加できる市民活動(ボランティア)体験型の講座を開催。また、市民活動団体より講座の企画
を募集し、団体に講座の運営を委託し開催（Ｎｏ．１３再掲）。 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照 

３ 事業実績 
【市民活動体験講座の実施】 
○別紙講座一覧「市民活動体験型講座」参照 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
※市民活動体験講座委

託料 １４０千円 １６０千円 ２００千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 25  

事 業 名 
 参加者の交通手段に配慮した会場の設定 
 

担当課名 
講座実施各課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民活動に関心のある人が気軽に参加できるよう、身近な地域や主要な駅に接した会場で体験型講座

を企画する。 

２ 事業内容 
【身近な地域での体験型講座の企画】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 

 
 
 
 

３ 事業実績 
【身近な地域での体験型講座の企画】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 
 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 26  

事 業 名 
 参加しやすい時間帯や曜日に配慮した日時の設定 
 

担当課名 
講座実施各課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 勤労者・学生・主婦層など、それぞれ関心のある市民が参加しやすい開催日時に配慮した体験型講座

を企画する。 

２ 事業内容 
【開催日時に配慮（休日、夜間、昼間、長期休暇など）】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 

 
 
 
 

３ 事業実績 
【開催日時に配慮（休日、夜間、昼間、長期休暇など）】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 
  

 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 27  

事 業 名 
 講座や研修における託児の配慮 
 

担当課名 
講座実施各課 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 育児中の親などが参加しやすいよう、講座実施各課は、託児付き講座・研修を実施する。 

２ 事業内容 
【託児付き講座の実施】 
○託児協力者登録制度を設置。託児協力者を募り、リストを作成して管理する。 
○講座開催時には、開催日時や託児希望者数に合わせた託児必要人数を登録者から確保。 
○予算策定時に、講座開催時には託児を付けるよう、各課に要望。 
 
 

３ 事業実績 
【託児付き講座の実施】 

講 座 名 開 催 日 延べ託児数 延べ託児協力者数 
男女共同参画週間記念講演会 6/24    ０ ０ 
エンパワーメント講座 9/4、9/11、9/18 ６ ６ 
男女共同参画協働型事業Ⅰ 10/2､10/9､10/16､10/23､10/31 ０ ０ 
男女共同参画協働型事業Ⅱ 11/8、11/15、11/22、11/29 １２ １０ 
市民活動（ボランティア）体験講座（どんぐり） 11/18 ０ ０ 
市民活動（ボランティア）体験講座（メンタル） 10/31、11/14､12/2 ０ ０ 
市民活動（ボランティア）体験講座（傾聴） 11/3、12/1 ０ ０ 
市民大学総合講座 10/27、11/10 ０ ０ 
合計 延べ託児数１８名・延べ託児協力者数１６名 

 
平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 

※託児に係る費用 
５４千円 １７千円 ９０千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 28  

事 業 名 
 親子や夫婦、家族での参加が可能なプログラムの企画 
 

担当課名 
講座実施各課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
２ 活動参加促進のための施策 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 親子・夫婦・家族等で気軽に参加できるよう、生活に身近な課題を解決する体験型講座を企画する。 

２ 事業内容 
【家族で参加できる体験型講座の企画】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 

 
 
 
 

３ 事業実績 
【家族で参加できる体験型講座の企画】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」を参照 
 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 29  

事 業 名 
行政情報の公開 
  

担当課名 
全庁 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 
 (１) 行政情報の公開・人材登用 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
市民活動団体の能力を生かして協働で施策に取り組めるよう、「広報とよかわ」・ホームページなどを

利用して行政情報を積極的に公開し、情報の共有化を図る。 

２ 事業内容 
【「広報とよかわ」・ホームページなどを活用】 
○「広報とよかわ」・ホームページなどの利用により、行政情報を積極的に公開し、市民活動団体との 
間で情報の共有化を図る。 
 

３ 事業実績 
【「広報とよかわ」・ホームページなどを活用】 
○各課ホームページを平成１５年８月に開設し、各種施策等の行政情報を公開 
  平成１５年度アクセス件数 ２０１，７７３件 （参考：１４年度 １１４，４１２件） 
    平成１６年度アクセス件数 ２３２，６２９件（内外国語２，３９８件） 
  平成１７年度アクセス件数 ３０４，９９３件（内外国語１，７７６件） 
  平成１８年度アクセス件数 ３３１，６５９件（内外国語１，４３２件） 
  平成１９年度アクセス件数 ４１８，１７８件（内外国語２，７１２件） 
○ＮＰＯ・市民活動情報についてのホームページを見やすくするなどの改良を図った。 
○講座への参加募集や結果、「協働の手引き」等をホームページに掲載し、積極的に情報公開に努めた。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
※豊川市ホームペー

ジに係る経費 １，５５４千円 １，５５４千円 １，５５４千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 30  

事 業 名 
市民活動者の審議会委員への登用推進 
  

担当課名 
全庁 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 
 (１) 行政情報の公開・人材登用 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
政策決定や企画・立案過程への市民参画を推進するため、各課へ推薦できる市民活動者の人材育成、

確保に努めたり、一般市民の公募を推進するなどして、市民活動者や公募市民の各種審議会委員への登

用を推進する。 

２ 事業内容 
【登用推進】 
【市民活動者の人材育成、確保】 
【市民公募の推進】 
○市民活動者や公募市民の各種審議会委員への登用を推進する。 
○人材育成のための講座を実施する。 

３ 事業実績 
【登用推進】 
 条例等に基づき設置されている機関（全２４機関）における登用<Ｈ１９．４．１現在> 
  ＮＰＯ：延べ１４団体（実１１団体） 地縁組織：延べ１４団体（実８団体） 
 要綱や規約等に基づき設置されている懇談会等（全１９機関）における登用<Ｈ１９．４．１現在> 
  ＮＰＯ：延べ１４団体（実１２団体） 地縁組織：延べ３１団体（実１０団体） 
【市民活動者の人材育成、確保】 
  上記機関に登用されている人材  実２３名 
【市民公募の推進】 
  市民公募をした機関 1 <Ｈ１９．４．１現在>  
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 31   

事 業 名 
協働の手引きの作成 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 

(２) 協働推進体制の整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
政策決定や企画立案、事業実施、評価など、全庁的に市民活動団体との協働を進めるため、先進都市

協働事業の取り組みを調査し、協働可能な事業の洗い出しや市民活動団体から協働事業を募集するなど

協働推進体制を整備するとともに、それらの内容を反映し、行政と市民活動団体との協働におけるルー

ルを整備した「協働の手引き」を作成する。 
２ 事業内容 
【協働可能な事業の洗い出し】 
○豊川市において協働可能な事業を行政側から洗い出す。 
【市民活動団体から協働事業を募集】 
○市民活動団体から協働事業を提案できる環境を整備する。 
【協働の手引きの作成】 
○行政と市民活動団体との協働におけるルールを整備した「協働の手引き」を作成する。 
３ 事業実績 
【協働可能な事業の洗い出し】 
○本市における協働事業の実施状況、今後協働可能な事業の洗い出しについて、全課を対象に調査を実

施。（調査の結果の概要はＮｏ．１４参照） 
【市民活動団体から協働事業を募集】 
○市民活動団体からいつでも協働事業の提案ができる環境を整えた。 
【協働の手引きの作成】 
○行政と市民活動団体との協働におけるルールを整備した「協働の手引き」を作成。作成にあたっては、

「市民と行政の協働推進委員会」と協働で実施し、市民活動者の意見を反映させるとともに、先進協

働事例を掲載した。ポケット版も作成。この手引きを基に全庁的に意識啓発を図り、協働を推進して

いく。 
○協働の手引きに関する研修の実施 
 協働の手引き研修 
 日 時：平成１９年８月１日（水） １４：００～１６：３０ 
 場 所：豊川市社会福祉会館「ウィズ豊川」視聴覚室 
 出席者：３８名（係長及び補佐級職員） 
 講 師：とよかわボランティア・市民活動センターコーディネーター及び生活活性課職員 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
※「手引き」作成に係る委

員会の報酬等 千円 千円 千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 32  

事 業 名 
市民活動団体との協働事業研究会の設置 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 

(２) 協働推進体制の整備 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
市民活動者の代表者と行政職員で構成される「市民と行政の協働推進委員会」を設置し、「協働の手引

き」の作成や協働事業の評価を実施するなど、市民と行政の協働事業の推進を図る。 

２ 事業内容 
【市民と行政の協働推進委員会の設置】   
○市民活動者等で構成される「市民と行政の協働推進委員会」において、「とよかわ市民活動活性化基本

方針」に基づき、市民活動活性化施策の評価や「協働の手引き」作成について協議。 
○市民と行政の協働推進委員会において、「とよかわ市民活動活性化基本方針」の見直しを行うとともに、

基本方針の見直しに合わせ「実施計画」の見直しを行う。 

３ 事業実績 
【市民と行政の協働推進委員会の設置】 
○「市民と行政の協働推進委員会」を設置。 
  構成員：市民活動推進会議及び市民活動団体懇談会委員２名、市民活動者４名 
     （評価時以外は、行政職員３名、社協職員１名追加し計１０名） 
  開催回数：６回（事業評価２回、基本方針見直し等４回） 
  協議内容：平成１８年度市民活動活性化施策の評価 

「とよかわ市民活動活性化基本方針」の見直し 
「とよかわ市民活動活性化基本方針実施計画」の修正報告 
「豊川市ＮＰＯ法人ステップアップ事業」の審査 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３９千円 １０９千円 ７９千円 



様式１ 

 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 33  

事 業 名 
協働事業の実施と評価制度の整備 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 

(２) 協働推進体制の整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
行政側から洗い出した協働事業、市民活動団体から提案を受けた協働事業を実行に移していくととも

に、協働事業の評価制度を整備・実施し、事業の効率化を促進する。 

２ 事業内容 
【洗い出した事業、提案された事業の協働推進】 
○行政側から洗い出した協働事業、市民活動団体から提案を受けた協働事業を実行に移していく。 
【協働事業評価制度の整備】   
○協働事業について、行政側と市民活動側双方で評価を実施する環境を整備する。 

３ 事業実績 
【洗い出した事業、提案された事業の協働推進】 
○行政側から洗い出した協働事業の情報公開をするとともに、市民活動団体からいつでも協働事業提案

が可能な環境を整備。提案を受けた事業について、生活活性課が担当課と調整を図り、協働を推進す

る。 
平成１９年度提案件数２件  
 
【協働事業評価制度の整備】   
○「協働の手引き」において、「ふりかえりシート」による行政側と市民活動団体側双方による評価の必

要性を位置付けた。各担当課において協働事業評価を実施。 
平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 

 
 ０千円 ０千円 ０千円 



様式１ 

 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 34  

事 業 名 
職員研修の実施 

 

担当課名 
人事課、生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 
 (３) 行政職員の意識改革 

事業区分 
■新規   ■継続 

１ 事業目的 
 職員の市民活動・ボランティア関連研修を充実するなど職員の意識啓発を推進し、市民活動団体との

協働意識を醸成する。 

２ 事業内容 
【市民活動、ボランティア関連研修の充実】   
○市職員を対象に、市民活動・ボランティア関連の研修を実施。 
 

３ 事業実績 
【市民活動、ボランティア関連研修の充実】   

研 修 名 テーマ・内容 受講人員 

① 
ＮＰＯ短期派遣研修 

ＮＰＯの理解を深め協働できる職員を養

成するため、県内の NPO法人に短期派
遣する（１０日間） 

２名 

② 
新規採用職員福祉体

験研修 

新規採用職員福祉体験研修において、Ｎ

ＰＯ法人が運営する福祉施設に依頼し研

修を実施。 
３名 

③ 
新規採用職員後期研

修 
「男女共同参画・ＮＰＯとの協働の話」 １３名（旧御津町職員含む） 

③ 
一般職員後期研修 

「男女共同参画・ＮＰＯとの協働の話」 １７名 

④ 
協働の手引き研修 

協働事業を実施している関係各課の、課

長補佐及び係長級の職員を対象に、協働

の手引きの説明とグループワークを実

施。 

３８名 



様式１ 

 
 〔講 師〕  
   ①派遣先･･･（特非）子どもの虐待防止ネットワーク・あいち、（特非）愛知ネット 

②派遣先･･･（特非）どんぐりの会 
②生活活性課職員 
③生活活性課職員、豊川市社会福祉協議会職員 
④とよかわボランティア・市民活動センターコーディネーター、生活活性課職員 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

５７千円 ８６千円 ５４千円 

 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 35  

事 業 名 
職員の市民活動への参加促進 

 

担当課名 
人事課、生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
３ 協働推進のための施策 
 (３) 行政職員の意識改革 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 職員に対して、ボランティア休暇制度を周知して利用を促進するとともに、職員向けに市民活動・ボ

ランティアに関する情報提供の充実を図り、職員の市民活動への参加を促進する。 

２ 事業内容 
【ボランティア休暇制度の周知・利用促進】  
○「豊川市人材育成基本方針」において「職員が仕事を離れて市民活動に参加することへの推進と支援」

という項目を設け、職員の市民活動参加を推進する。 
○ボランティア休暇制度を周知して、制度の利用を促進する。 
【職員向けの市民活動・ボランティア情報提供による参加促進】 
○職員向けに市民活動・ボランティアに関する情報を提供し、参加促進を図る。 
 
 

３ 事業実績 
【ボランティア休暇制度の周知・利用促進】   
○新入職員採用職員研修（受講者３６名）で、ボランティア休暇制度の趣旨と内容を説明。 
【職員向けの市民活動・ボランティア情報提供による参加促進】 
○団体情報誌を全課に配布するとともに、職員用庁内ＬＡＮ掲示板に「団体情報誌」を掲載 
○ボランティア・市民活動フェスティバルの企画・運営の職員ボランティアの募集を実施 １名参加 
 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成２０年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ０千円 ０千円 



様式１ 

平成１９年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ 36  

事 業 名 
実施計画の進捗状況について評価、公表 

 

担当課名 
生活活性課 

 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画での位置付け 
４ 施策推進に向けて 
（１）実施計画の進捗状況について評価、公表 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
「とよかわ市民活動活性化基本方針」をより実効性を高いものとするため、実施計画に位置づけた１

３施策３６事業について、事業の目的達成度・効果等を客観的に評価し、事業の見直しや手法等の改善

を図る。また、「市民と行政の協働推進委員会」による市民評価も取り入れ、より市民ニーズに合った事

業内容となるよう改善を図る。 

２ 事業内容 
【進捗状況の評価〔市民と行政の協働推進委員会〕】 
○市民と行政の協働推進委員会を設置し、「とよかわ市民活動活性化基本方針」実施計画に位置づけた１

３施策３６事業の実施内容や進捗状況について、市と委員会で評価を実施する。 
【進捗状況・評価内容の公表】 
○ホームページなどにおいて進捗状況・評価内容を公表する。 
※参考 
○平成１８年度に「とよかわ市民活動活性化基本方針」及び「実施計画」の見直しのため、市民、企業

及びボランティア・市民活動団体への意識調査を実施した。 
○平成１９年度に「とよかわ市民活動活性化基本方針」及び「実施計画」の見直しを行った。 

３ 事業実績 
【進捗状況の評価〔市民と行政の協働推進委員会〕】 
○「とよかわ市民活動活性化基本方針」に基づく市民活動活性化施策の１３施策の評価を実施。市の評

価とあわせ、２回の委員会において、委員会評価を実施。 
  市 評 価：評価Ａ－７、評価Ｂ－６ 
  委員会評価：評価Ａ－４、評価Ｂ－９  
【進捗状況・評価内容の公表】 
○ホームページなどにおいて進捗状況・評価内容を公表した。 
○「基本方針」及び「実施計画」の見直しを行い、素案や審議内容、新たな基本方針等についてホーム

ページに掲載するなどし、公表した。 

平成１８年度決算額 平成１９年度決算額 平成１９度予算額 ４ 予算・決算額 
※評価に係る委員会の

報酬等 ３９千円 １０９千円 ７９千円 

 


