
様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  １ 

事 業 名 
とよかわボランティア・市民活動センター登録制度の推進 
 

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、とよかわボランティア・市民活動

センター（以下「センター」という。）に登録することで利用できるサービス内容を広く周知し、登録制

度の推進を図るとともに、市民活動団体の活動を促進する。 

２ 事業内容 
【センター登録制度の推進】 
○平成１８年度に「とよかわボランティア・市民活動センター登録制度」を開設し、活動団体の登録制

度の統一を図っている。 
○登録団体への支援 
・ボランティア・市民活動団体情報誌の発行、ホームページ掲載、広報とよかわ掲載などの情報発信の

支援を行っている。 
・登録団体は、使用料の定めのある市の施設の利用について、５割減免で利用できる。また、一部の公

共施設（ウィズ豊川、ふれあいセンター、一宮健康福祉センター）の利用については、１０割減免で利

用できる。 
・登録団体は、「ウィズ豊川」や「ふれあいセンター」の利用予約については、３ヶ月前から予約できる。 
○センター窓口、社会福祉協議会ホームページ、生活活性課窓口及び市ホームページにおいて登録制度

の周知に努める。 
３ 事業実績 
【センター登録制度の推進】 
登録団体数 
平成１９年３月現在  １８１団体     平成２２年３月現在  ３１７団体 
平成２０年３月現在  ２３５団体     平成２３年３月現在  ３４６団体 
平成２１年３月現在  ２５２団体     平成２４年３月現在  ３５０団体 
○登録団体への支援 
平成２３年度から、生涯学習会館（市内４ヶ所）について、地域での活動が広がるよう１０割減免で

利用できるようになった。 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３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 
福祉課 
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 
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 
 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会に委託して設置した、「とよかわボランティア・市民活動センター」

におけるソフト事業（相談機能・人材育成・情報提供等）が充実できるよう、委託先の体制強化を促進

し、利用向上を図る。また、委託事業については必ず評価を行い、事業内容の見直しを実施する。この

他にも、「ウィズ豊川」利用時における駐車場の取扱いについて、調整等を行う。 

２ 事業内容 
【センターの運営（センター事業委託）】 
○平成１８年４月に「とよかわボランティア・市民活動センター」を開設し、ボランティア・市民活動

への更なる支援を図っている。 
【センターのソフト事業の充実を検討】 
○相談事業、交流事業などの充実を図る。 
【センター事業委託の評価、見直し】 
○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、事業内容の調整・

見直しを行う。 
【「ウィズ豊川」を活動場所として提供】 
○センター登録団体であれば、３ヶ月前から「ウィズ豊川」の予約ができ、無償で使用できる。 
【「ウィズ豊川」の駐車場利用方法について調査･研究】 
○「ウィズ豊川」利用時における駐車場の取り扱いについて、調整等を行う。 
３ 事業実績 
【センターの運営（センター事業委託）】 
（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 

「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。 
（年４回：７月１日号、９月１日号、１２月１日号、３月１日号） 

（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） 
    （全体利用者数：延べ利用人数２，８１０名、延べ利用団体１，６３４団体） 
（３）相談・連絡調整・・・ボランティア・市民活動相談 （６２３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・市民活動交流会及びボランティア・市民活動センターフェスティバ

ルを年１回実施した。また、おいでん祭、ふれ愛フェスティバルへ参加した。 
○専門性を高めるため、センターの運営を「ＮＰＯ法人穂の国まちづくりネットワーク」へ委託し、施

設管理については、引き続き「社会福祉法人社会福祉協議会」へ委託し、体制を強化した。 
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【センターのソフト事業の充実を検討】 
○センターの運営をＮＰＯ法人へ委託したことにより、市民活動団体からの相談が大幅に増えた。 
 相談件数  平成２２年度  ３３８件 
       平成２３年度  ６２３件 
○団体交流会については、テーマを「子育て」にしぼり、小グループに分かれて意見を出し合うなど、

内容を充実させた。 
 開催日  平成２３年９月９日（金） 
 開催場所 ウィズ豊川 
 参加者  ２５名  
【センター事業委託の評価、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。 
○センターの運営をＮＰＯへ委託したため、専門性が高まった。 
○新たなセンターを設置するため、ボランティア・市民活動団体に対してセンター利用に関するアンケ

ート調査を行った。 
【「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２０年度 延べ利用人数 １８，５０１名 
  平成２１年度 延べ利用人数 １９，１６０名 
  平成２２年度 延べ利用人数 １９，５９９名  
  平成２３年度 延べ利用人数 １９，５１８名 
○新たなセンターを設置するため、登録団体を対象に説明会を開催した。 
 延べ参加者 ５月 １２３団体 １４９名 
       ７月  ７２団体  ８４名 
       １月  ３８団体  ４５名 
【「ウィズ豊川」の駐車場利用方法について調査･研究】 
○「ウィズ豊川」を利用する際に、車は乗り合わせていただくよう周知し、団体同士の車は詰めて駐車

するように促した。また諏訪公共駐車場の利用も案内した。 
 
 
 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

４，３１４千円 ６，９７３千円 ２０，５８０千円 

 
 
 
 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ３ 

事 業 名 
公共施設の利用可能施設等の情報の公表及び有効利用 
 

担当課名 
管財契約課 
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 
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 
 身近な活動場所として活用できる公共施設の空きスペースや使用可能な備品等について調査・検討し、

施設の有効利用を図る。また、市町の合併により、センター登録団体が利用可能となっている施設の情

報等を登録団体に公表する。 

２ 事業内容 
【関係各課へ調査】 
○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、関係各課に調査を行い、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、調整を進める。 
【利用可能な施設等の検討】 
【利用可能施設等の公表】 
○センター登録団体が利用可能となっている施設の情報等を登録団体へ公表する。 
○生活活性課のホームページから市内公共施設イラストマップにより、利用可能な施設を確認できる。 

３ 事業実績 
【関係各課へ調査】 
【利用可能な施設等の検討】 
○ファシリティマネジメントを活用し、合併後の庁舎の空きスペース利用を検討している。 
【利用可能施設等の公表】 
○生活活性課のホームページから市内公共施設イラストマップにより、利用可能な施設を確認できる。 
○平成２３年度から、生涯学習会館（市内４ヶ所）について、地域での活動が広がるよう１０割減免で

利用できるようになった。 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ４ 

事 業 名 
企業所有の空きスペース等の調査 
 

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 
 市民や市民活動団体に開放できる企業所有の施設や、使用可能な備品等はないか、市内企業などに調

査を行い、利用可能な施設等については開放や利用できるよう調整を進める。 
  

２ 事業内容 
【調査のための検討】 
【市内企業などへの調査】 
【利用可能施設等の調整】 
【利用可能施設等の公表】 
○企業所有の空きスペース等を調査し、利用可能なものについて利用できるよう調整する。 

３ 事業実績 
【調査のための検討】 
【市内企業などへの調査】 
【利用可能施設等の調整】 
【利用可能施設等の公表】 
○施設の空き室状況についての調査は未実施だが、５年ごとの市民意識調査の中で、企業の市民活動に

関するアンケート調査をし、企業の社会貢献に対する意識、考え方などをまとめた報告書を作成した。 
○合併により利用可能施設が増え、庁舎の空きスペースの利用の検討、さらに新たなセンターの会議室

を利用するなどを優先して考える必要があることから、企業の空きスペース利用については再検討して

いる。 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ５ 

事 業 名 
公共施設の予約窓口の統一 
 

担当課名 
情報システム課 
 

「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 
 各施設の利用予約はそれぞれの窓口で実施しており、施設の空き状況についても個別にそれぞれの施

設に確認しなければならないため、インターネットなどを通じた公共施設の統一的な予約窓口等の整備

を進める。 

２ 事業内容 
【施設予約サービスの導入・利用促進】 
○公共施設の窓口統一を図るため、「施設予約サービス」を各施設において順次導入している。（「施設予

約サービス」とは、従来の窓口での手続きに加え、自宅や職場のパソコン・携帯電話からインターネッ

トを通じて、市内の施設の空き状況検索・予約等を行うことができるサービスである。）また、本サービ

スを導入するにあたっては、開発・運用経費を抑えるため、県内３０団体で共同開発・運用を行ってい

る。 

３ 事業実績 
【施設予約サービスの導入・利用促進】 
○施設予約サービス導入施設数 
  平成１８年度 無料の屋外スポーツ施設       ９施設 
  平成１９年度 有料の屋外スポーツ施設       ９施設 
  平成２０年度 屋内スポーツ施設及び文化施設等  １８施設 
  平成２１年度 旧音羽・御津施設          ５施設 
  平成２２年度 旧小坂井町施設           ４施設 
  平成２３年度 新規導入施設            なし 
○施設予約サービスシステム改修（多機能版の追加） 
 多機能版では、１画面で様々な操作が可能となり、画面遷移の数を少なくすることでパソコン操作に

慣れていない利用者に配慮した利便性の高い画面デザインとした。 
○平成２４年度新規導入予定の施設に対して、システム管理会社による説明会に参加し、データ入力な

ど導入に向けての準備をした。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

６，０９８千円 ２，０７６千円 ２，０７９千円 
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平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ６ 

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 
情報システム課 
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 
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」の有効活用をするとともに、生

活活性課やセンターのホームページ、「どすごいネット」への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する。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化】 
○市民活動推進事業の一環として「情報の収集・提供」を（特非）穂の国まちづくりネットワークへ委

託する。 
○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」をホームページから閲覧できる。 
○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

活性課のホームページと、センターホームページやどすごいネットのホームページとがリンクしている。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では登録した団体が各自でイベント情報などを

掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、企業との連携も強化する。 
○市民活動団体に対して、地域ポータルサイト「みてみン！」を周知し、活動情報などを掲載すること

で一般市民の市民活動への理解を深める。 
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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２３年度 計６団体を紹介） 
○男女共同参画関連講座及び市民活動フェスティバルなどの情報を広報へ掲載した。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化】 
＜豊川市生活活性課ホームページ＞ 
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 
 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：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 
 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：旭化成ライフサポート株式会社 
＜地域ポータルサイト＞ 
 掲載内容：豊川市のコミュニティ情報、イベント情報など 
 団体向け講座の際に、「みてみン！」のチラシを配るなどのＰＲを行った。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 
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平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ７ 

事 業 名 
活動情報の収集・提供と一元管理の推進 
 

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、生活活性課や、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･企業･助成情報等）（センター事業委託）】 
○（特非）穂の国まちづくりネットワークに「情報の収集・提供」を委託。 
○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･企業･助成情報等）（センター事業委託）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」をセンターにて発行し、全戸配布を行う。 
○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

掲載する。 
３ 事業実績 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント･企業･助成情報等）（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･企業･助成情報等）（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 
 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 
○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： ６７２団体（うち豊川市１２９団体） 
 市民会員登録数： ３１１名 
 イベント開催案内登録： ２３６件 
 ボランティア募集情報登録： ３６件 
  （平成２４年３月末現在） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 



様式１ 

 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ８ 

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や企業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（センター委託事業）】 
○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（平成２３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するとともに、市

内公共施設へ配布する。 
○掲載内容については各団体に毎年、新しい情報の提供を求めるとともに、団体登録及び団体登録更新

時に併せて情報を収集する。 
＜対象団体＞ 
市内で活動し、社会貢献活動をしているセンター登録団体 
＜掲載内容＞ 
団体名・活動内容・どすごいネットへの登録状況 
情報公開となっている団体：代表者名・連絡先 
【団体情報をホームページへ掲載】 
○生活活性課のホームページからセンターホームページに掲載されている情報へリンクしている。 
３ 事業実績 
【市民活動団体情報誌の発行（センター委託事業）】 
○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 
○平成２０年度 発行部数：１，１００部 掲載団体：２４４団体 
○平成２１年度 発行部数：１，２００部 掲載団体：２４４団体 
○平成２２年度 発行部数：１，３００部 掲載団体：３２２団体 
○平成２３年度 発行部数：  ７００部 掲載団体：３４０団体 
 市内公共施設へ常設し、その他は必要に応じて配布した。 
【団体情報をホームページへ掲載】 
○生活活性課のホームページからセンターホームページに掲載されている情報へリンクしている。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№  ９ 

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、テーマ

別での「市民活動団体と企業・行政との懇談会」を希望に応じて開催し、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り、

交流を通して協働できる環境づくりを進める。 

２ 事業内容 
【団体交流会（センター委託事業）】 
○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する。 
○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」を開催する。 
【市民活動団体と企業・行政との懇談会】 
○市民活動団体と企業・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。 
【企業の社会貢献活動情報の収集、提供】 
○企業の社会貢献活動に対して、情報の収集、提供を行う。 

３ 事業実績 
【団体交流会（センター委託事業）】 
○団体交流会の開催 
・ボランティア・市民活動交流会         ・どすごい交流会 
日にち：平成２３年９月９日           日にち：平成２３年１２月１８日 

  会場：ウィズ豊川                会場：豊橋市男女共同参画センター 
  参加者数：１５団体 ２５名           参加者数：１２５名       
 
・ボランティア・市民活動フェスティバル 
日にち：平成２４年２月２６日 
会場：勤労福祉会館 
参加者数：３７団体 １７０名 
 
 
 
 



様式１ 

 
【市民活動と企業・行政との懇談会】 
○新たなセンターを設置するにあたり市民活動団体との意見交換を行った。 
日にち：平成２３年４月１３日 
会場：ウィズ豊川 
参加者数：１３団体 １５名 
 

【企業の社会貢献活動情報の収集、提供】 
○どすごいネット登録企業に対して、どすごいネット情報を提供している。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２００千円 ２００千円 ２００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １０ 

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 
 ボランティア・市民活動フェスティバルにおいて、市民活動団体の活動をＰＲする機会を提供する。

また、市民が大勢にぎわう「おいでん祭」などにおいても市民活動のＰＲを行う。 

２ 事業内容 
【ボランティア・市民活動フェスティバル（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し、活

動発表を行うことができる機会を提供する。 
○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する。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パネル展示や交流会を行う。 
【おいでん祭へブース出展（センター事業委託）】 
○市民が大勢にぎわう「おいでん祭」などにおいて、ボランティア：市民活動紹介ブースの出展を行う。 

３ 事業実績 
【ボランティア・市民活動フェスティバル（センター事業委託）】 
 ・ボランティア・市民活動フェスティバル 
 日にち：平成２４年２月２６日 
  会場：勤労福祉会館 
  参加者数：３７団体 １７０名 
 
【おいでん祭へブース出展（センター事業委託）】 
○市民が大勢にぎわう「おいでん祭」において、ボランティア・市民活動紹介ブースの出展を行った。 
 参加団体数 パネル展示：２０団体  チラシ配布：８団体  
        
 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２００千円 ２００千円 ２００千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １１ 

事 業 名 
地縁組織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

内会等の地縁組織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に

支援する。 

２ 事業内容 
【地縁組織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、地域へ市民活動

情報を提供する。 
【マッチング内容・方法の検討】 
○地縁的な町内活動を発展させて、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 
【地縁組織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。 
○豊川市民活動総合補償制度のパンフレットのチラシを連区長会臨時総会、体育振興会及び子ども会連

絡協議会などにおいて配布し周知した。 
【マッチング内容・方法の検討】 
○防犯ボランティア講習会を実施し、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。 
応募団体数 ２団体 ２事業  採択数 ２団体 ２事業（継続のみ対象） 
 ①事業名：海のギフトで環境啓発 ～マリンアートキャンドルナイト２０１１～ 
  主 催：豊川工業高等学校HSV.ボランティア部、八南小学校校区青少年健全育成推進協議会、 
      ハピスマＦａｍｉｌｙ 
 ②事業名：千両・諏訪交流いもほり木工大会 
  主 催：千両会、千両町子ども会、豊川木材組合、諏訪子ども会 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２３４千円 １１８千円 ５０千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １２ 

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 
 市民活動団体の発展を支援する手段としての金銭的支援等を実施し、協働事業を促進するとともに、

ＮＰＯ法人等が安定的に市民活動を行うことができるように支援を行う。 

２ 事業内容 
【豊川市市民協働のまちづくり事業交付金】 
○ＮＰＯ法人や任意団体であるボランティア・市民活動団体が、町内会や子ども会などの地縁組織、学

校、企業などと協働して行うまちづくり事業に対して、必要経費の一部を助成する。 
【ボランティアユニフォーム等購入費補助金】 
○市民の連携強化を図るとともに、市民や企業との協働のまちづくりを推進するために、ボランティア・

市民活動団体が活動を行うときに必要なユニフォーム等の購入時に経費の一部を補助する。 
【コラボレーション支援補助金】 
○ボランティア・市民活動団体と企業との連携及び企業の市民活動への参加を促進し、団体と企業との

協働によるまちづくりを推進するための事業について必要経費の一部を助成する。 

３ 事業実績 
【豊川市市民協働のまちづくり事業交付金（再掲）】 
○応募団体数 ２団体 ２事業  採択数 ２団体 ２事業（継続のみ対象） 
 ①事業名：海のギフトで環境啓発 ～マリンアートキャンドルナイト２０１１～ 
  主 催：豊川工業高等学校HSV.ボランティア部、八南小学校校区青少年健全育成推進協議会、 
      ハピスマＦａｍｉｌｙ 
 ②事業名：千両・諏訪交流いもほり木工大会 
  主 催：千両会、千両町子ども会、豊川木材組合、諏訪子ども会 
 
【ボランティアユニフォーム等購入費補助金】 
○補助団体 １８団体 
 
【コラボレーション支援補助金】 
○応募団体数 １団体 １事業  採択数 １団体 １事業 
 事業名：食育セミナー（自然農法産大豆・こうじを使った味噌作り） 
 主 催：食育推進ネットワーク、株式会社鈴木敏商店 
  

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

１，４３４千円 １，１７０千円 １，１００千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １３ 

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 
企画政策課 
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 
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、市民や企業が社会貢献活動の一環で寄付をするときの窓口の一本化や、寄

付をしやすくする制度等について、先進都市の取り組みや税制等を調査・研究し、実施を目指す。 

２ 事業内容 
【調査研究】 
【実施】 
○寄付行為をしやす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研究する。 

３ 事業実績 
【調査研究】 
【実施】 
○寄附条例を制定し、新たに設置した「とよかわ応援基金」に寄附金を積み立て、市民活動の推進のた

めの事業などに活用することとしている。 
 寄附実績 
 平成２１年度 （特非）穂の国まちづくりネットワーク 500,000円 
平成２２年度 ㈱香月堂 1,000,000円 
平成２３年度  ０円 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １４ 

事 業 名 
税制優遇措置の継続についての調査・検討 
 

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法人が収益事業を行うことで発生する税負担の軽減について、活動を支援し発展させることを

目的に実施している、法人市民税の減免制度を引き続き制度が実施できるように調整を進めるとともに、

他の手法も含め、同様の支援が行える方法を検討する。 

２ 事業内容 
【法人市民税均等割減免についての調整・改善】 
○ＮＰＯ法人の法人市民税均等割減免制度を引き続き実施できるよう補助金制度の検討を行う。 
【法人市民税均等割減免の実施】 
○ＮＰＯ法人の法人市民税均等割の減免ができるＮＰＯ法人であること認定する。 
【運営支援補助金制度】 
○ＮＰＯ法人が安定的、継続的に運営できるよう、ＮＰＯ法人の運営費の一部を補助する。 
 
３ 事業実績 
【法人市民税均等割減免についての調整・改善】 
○平成１７年４月１日より、ＮＰＯ法人も法人市民税均等割の減免団体を拡大してきたが、ＮＰＯの立

ち上げ期の安定経営を図るための期間限定のものであるため、平成２１年度にＮＰＯ法人の法人市民税

均等割を補助する「運営支援補助金制度」を整備し、実施している。 
【法人市民税均等割減免の実施】 
○平成２２年度において終了 
【運営支援補助金制度】 
○ＮＰＯ法人運営支援補助金 
  平成２１年度 補助団体  １件 
  平成２２年度 補助団体  １件 
  平成２３年度 補助団体  １件 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

５０千円 ５０千円 ３００千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １５ 

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 
 既存の市民活動団体の活性化や市民活動への参加の裾野を広げるため、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
活動体験型講座を実施する。 
 講座受講後に、活動につなげることができるようなフォローアップの体制を整備していく。 
２ 事業内容 
【人材育成講座の実施】 
○市民活動団体やボランティアの人材を育成する。 
【各分野における市民活動団体やボランティア養成講座の実施、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する。 
【市民活動体験講座の実施】 
○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に対して公募し、企画が選定され
た団体に運営を委託して講座を実施する。 
【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。 
【講座受講後等のフォローアップ体制の整備・充実】 
○ボランティア・市民活動センター、どすごいネットを紹介し、個人登録や講座受講者での団体登録を
促進する。 
 
 
３ 事業実績 
【人材育成講座の実施】 
○団体の人材育成のためのスキルアップ講座を実施した。（別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」
参照） 
【各分野における市民活動団体やボランティア養成講座の実施、充実】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」のとおり 
【市民活動体験型講座の実施】 
○ボランティア・市民活動体験・養成講座企画・運営事業を実施した。 
 応募１団体、選定１団体（小坂井手話サークルたんぽぽ） 
【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、開催日時及び講座への希望を確認するアンケートを実施し、市民ニ
ーズを把握するとともに、次の講座開催に活かした。 
【講座受講後等のフォローアップ体制の整備・充実】 
○ボランティア・市民活動センターあるいはどすごいネットを紹介した。 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

７，７２８千円 ９，３２０千円 １０，２１４千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １６ 

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 
 先進都市の市民活動団体との協働事業の情報を収集し、豊川市において協働できる事業の洗い出しや、

市民活動団体から協働事業を募集するなど協働体制を推進する。また、企業や行政の対等なパートナー

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のできる事業型

ＮＰＯの支援について調査研究する。 

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】 
○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いついて、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 
 ・平成２１年度実績 委託３５事業、補助２８事業、その他６５事業、計１２８事業 
・平成２２年度実績 委託３６事業、補助３１事業、その他７０事業、計１３７事業 
 ・平成２３年度実績 委託３７事業、補助２９事業、その他７５事業、計１４１事業 
 
【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。 
 
【事業型ＮＰＯの支援について調査研究】 
○未実施 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １７ 

事 業 名 
相談員の育成と相談窓口の充実 
 

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 
 センターにおける市民活動相談窓口のＰＲと、そこに従事する職員等の相談技能の向上と、コーディ

ネート業務の強化を図る。また、生活活性課職員も同様とし、センター相談事業との連携を深め、市民

活動の振興を図る。 

２ 事業内容 
【センター相談窓口のＰＲ】 
○相談業務を（特非）穂の国まちづくりネットワークに委託し、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する。 
○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。 
【センター職員等と、生活活性課職員の相談技能育成】 
○各種研修に参加するなど、相談業務に対する技能を育成する。 
【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

る相談があった場合、センターと生活活性課で情報共有し、連携を図る。 
３ 事業実績 
【センター相談窓口のＰＲ】 
○ボランティア・市民活動センター相談件数 
 ・平成２１年度相談件数  ３１０件 
・平成２２年度相談件数  ３３８件 
・平成２３年度相談件数  ６２３件 
○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。 
【センター職員等と、生活活性課職員の相談技能育成】 
○センター職員については、自主的に研修会へ参加するなど、技能向上に努めている。 
【センター相談事業との連携】 
○センターの運営をＮＰＯに委託し、専門的な相談が受けることができるような体制を整えた。 
○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

する相談を受け付けられる窓口となっている。また、センターや生活活性課で受けた相談は、共有する

など連携を図った。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
（パート人件費を

含む） ２，５３４千円 ５，４８２千円 １７，６２８千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １８ 

事 業 名 
リーダー養成事業の実施 
 

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 
 市民活動団体の問題点として上げられる後継者不足を解消するために、各団体でリーダーとなれるよ

うな人材を育成し、市民活動団体の継続を支援する。 

２ 事業内容 
【リーダー養成事業の検討】 
【リーダー養成事業の実施】 
○企画・運営に必要なコミュニケーション術や、コーディネート能力を身に付け、組織の中核となる人

材を育成する「コミュニティリーダー養成講座」に参加し、市民活動団体のリーダー養成を図る。 
○自主防災会の防災意識を向上させるため、防災リーダーを養成する。 
 
 
３ 事業実績 
【リーダー養成事業の検討】 
○町内会役員を対象に行っているコミュニティリーダー養成講座にボランティア・市民活動団体も参加

し、リーダーの養成を図った。 
【リーダー養成事業の実施】 
○コミュニティリーダー養成講座 
  日時：平成２３年９月１７日 
  場所：勤労福祉会館大研修ホール 
  参加者：１３５名 
○防災リーダー養成講座 
  日時：平成２３年６月１９日、６月２６日 
  場所：消防署本署 
  参加者：４７名 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

１１５千円 １１０千円 １５５千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ １９ 

事 業 名 
活動保険制度の充実・制度の周知 
 

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 
 市民活動中の不慮の事故に備えた「豊川市市民活動総合補償制度」について広くＰＲを行うとともに、

現在の制度では対応していない「有償ボランティア」の保険について調査を行う。 

２ 事業内容 
【保険制度の周知・制度の充実】 
○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」の周知のため、ホームページで情報を

発信する。 
○市内の連区長・町内会長、体育振興会及び子ども会連絡協議会にパンフレットを配るなど周知する。 
【有償ボランティアに対する保険制度の調査・研究】 
○「有償ボランティア」の保険加入状況について調査する。 

３ 事業実績 
【保険制度の周知・制度の充実】 
○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」の周知のため、ホームページに情報を

掲載している。 
○連区長会臨時総会、体育振興会及び子ども会連絡協議会などにパンフレットを配るなどの周知をした。 
＜平成２３年度実績＞ 
 申請４８件 保険対象事故４８件（対象外なし） 
 内訳 町内会活動７件、体育活動３８件、市民活動３件 
    ３月末支払い金額 ４６９，２２５円 
 
【有償ボランティアに対する保険制度の調査・研究】 
○同制度を行っている、豊橋市、田原市においても、豊川市と同様、明確に定めることが難しく、ケー

スバイケースとなっている。 
○交通費程度の小額の支払いがされるボランティアは、制度の対象となる。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３，２７７千円 ３，１７８千円 ３，５００千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２０ 

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、地球温暖化防止を題材とした出前講座を各小中学校や児童クラブで実施。 
  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い、子どもたち自身が 
自分たちにできることは何か考える機会を提供する。 

３ 事業実績 
【参加体験型ボランティア学習の実施、充実】  
○学校での取り組み 
 ・福祉実践教室（車椅子介助、視覚障害者ガイドヘルプ、点字、手話） 
 ・地域交流（高齢者施設訪問、障害者との交流など） 
 ・清掃奉仕活動 
 ・エコキャップ、ベルマークの収集 
 
【環境学習など出前講座の実施】  
○環境出前講座 

場所 内容 延べ人数 

小学校 生活排水学習会 ３回 ２２６名 

児童クラブ 生活排水学習会 １３回 ３１６名 

 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

１４１千円 １８１千円 １４９千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２１ 

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裾野を広げるため、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

市民活動体験型講座を実施する。 
２ 事業内容 
【人材育成講座の実施（再掲）】 
○市民活動団体やボランティアの人材を育成する。 
【各分野における市民活動団体やボランティア養成講座の実施、充実（再掲）】 
○福祉・男女共同参画・生涯学習などの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する。 
【市民活動体験型講座の実施（再掲）】 
○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に対して公募し、企画が選定さ
れた団体に運営を委託して、講座を実施する。 
【社協主催講座との調整】 
○ボランティア・市民活動に参加をする人材の裾野を広げるよう社協自主事業の講座と市主催の講座と

の調整をする。 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討（再掲）】 
○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。 
３ 事業実績 
【人材育成講座の実施（再掲）】 
○団体の人材育成のためのスキルアップ講座を実施した。（別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」

参照） 
【各分野における市民活動団体やボランティア養成講座の実施、充実（再掲）】 
○別紙「市民活動・ボランティア関連講座一覧」のとおり 
【市民活動体験型講座の実施（再掲）】 
○ボランティア・市民活動体験・養成講座企画・運営事業を実施した。 
 応募１団体、選定１団体（小坂井手話サークルたんぽぽ） 
【社協主催講座との調整】 
○ボランティア・市民活動に参加をする人材の裾野を広げるよう社協主催の講座と市主催の講座との調

整をした。 
【市民ニーズの把握、新規プログラムの検討（再掲）】 
○講座終了時に、講座内容、講師、開催日時及び講座への希望を確認するアンケートを実施し、市民ニ

ーズを把握するとともに、次の講座開催に活かした。 
平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 

 
７，７２８千円 ９，３２０千円 １０，２１４千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２２ 

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 
【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。 
【とよかわオープンカレッジ等の各種講座の実施】 
＜とよかわオープンカレッジ（通常、特別講座）＞ 
○通常講座として、知識や特技などを教えたい方が講師登録し、講座の開設をする。 
○特別講座として、通常講座以外で市民に必要な知識、技術、教養等を提供するための講座を開設する。 
＜地域の生涯学習講座＞ 
○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する。 
【各種講座の企画運営方法の調整・研究】 
○「豊川市地域生涯学習事業実施状況」について校区別・分野別の集計をするほか、健康づくり推進事

業や、子どもが参加した講座の一覧などを作成し、講座について分析をする。 
【情報誌「生涯学習ガイドブック」の発行】 
○半期に一度、近隣市町村や各関係部署に講座等の紹介をかけて、活動機会や学習機会の情報源として

作成する。 
【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１０名と、地域ごとに生涯学習推進員３８名を設置し、講話や「生涯

学習の手引き」等により養成する。 
 



様式１ 

３ 事業実績 
【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２０年度 登録数 個人：１２７名 団体：１７団体 紹介件数：４件 
平成２１年度 登録数 個人：１１２名 団体：１８団体 紹介件数：９件 
平成２２年度 登録数 個人：１１３名 団体：１８団体 紹介件数：６件 
平成２３年度 登録数 個人：１２１名 団体：１９団体 紹介件数：７件 
【とよかわオープンカレッジ等の各種講座の実施】 
＜とよかわオープンカレッジ＞ 
        通常講座              特別講座 
平成２１年度 第１期 １７講座   ２１９名   ・開講記念講演会  ３２１名 
                         ・「健康」再発見！   ５９名 
 平成２２年度 第２期 ４３講座   ５３７名   ・やさしいマネー講座 ８１名 

第３期 ６６講座   ７４６名   ・大切な家族への思いやり相続 １１４名 
・季節の簡単おりがみ  ７４名 

平成２３年度 第４期 ８３講座   ９７８名   ・やさしい税金講座 
～あなたは大丈夫？相続税～  ８３名 

       第５期 ８６講座 １，０７８名 
＜地域生涯学習講座＞ 
 平成２０年度 講座数 ３２２（８１３回） 受講者数 ６，１３８名 
 平成２１年度 講座数 ３３１（８０９回） 受講者数 ６，３８０名 
 平成２２年度 講座数 ３０４（６６４回） 受講者数 ６，２５８名 
 平成２３年度 講座数 ３０５（６５５回） 受講者数 ５，８６５名 
【各種講座の企画運営方法の調整・研究】 
 「豊川市地域生涯学習事業実施状況」の作成・分析 
  地域生涯学習講座について、生涯学習指導員の先進地視察（瑞浪市・知多半島） 
【情報誌「生涯学習ガイドブック」の発行】 
平成２０年度 前期 ３，０００部 後期 ３，０００部 
平成２１年度 前期 ３，０００部 後期 ３，０００部 
平成２２年度 前期 ３，０００部 後期 ３，０００部 
平成２３年度 前期 ３，０００部 後期 ３，０００部 
その他 市ホームページ掲載（半期ごとに更新） 
【生涯学習指導者の調整、養成】 
 生涯学習推進会議 年２回開催 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

８，０６５千円 ９，１５２千円 １０，６０３千円 

 
 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２３ 

事 業 名 
活動情報紙の発行 
 

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 
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・企業・助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○（特非）穂の国まちづくりネット－ワークに「情報の収集・提供」を委託する。 
○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・企業・助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」をセンターにて発行し、全戸配布を行う。 
○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

掲載する。 
 
３ 事業実績 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・企業・助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○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・企業・助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○「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 
 発行方法：全戸配布広報折込 
 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 
○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： ６７２団体（うち豊川市１２９団体） 
 市民会員登録数： ３１１名 
 イベント開催案内登録： ２３６件 
 ボランティア募集情報登録： ３６件 
  （平成２４年３月末現在） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２４ 

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 
情報システム課 
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 
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」の有効活用をするとともに、生活

活性課やセンター、「どすごいネット」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」活用（再掲）】 
○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する。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
○市民活動推進事業の一環として「情報の収集・提供」を（特非）穂の国まちづくりネットワークへ委

託する。 
○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」をホームページから閲覧できる。 
○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

活性課のホームページと、センターホームページやどすごいネットのホームページとがリンクしている。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では登録した団体が各自でイベント情報などを

掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、企業との連携も強化する。 
○市民活動団体に対して、地域ポータルサイト「みてみン！」を周知し、活動情報を掲載することで一

般市民の市民活動への理解を深める。 
 
３ 事業実績 
【「広報とよかわ」活用（再掲）】 
○「集まれＮＰＯ」題して市民活動団体を紹介（偶数月の１日号）  
  （平成２３年度 計６団体を紹介） 
○市民活動フェスティバルなどの情報を広報へ掲載した。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
 ＜豊川市生活活性課ホームページ＞ 
  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 



様式１ 

 ＜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：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 
  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：旭化成ライフサポート株式会社 
 ＜地域ポータルサイト＞ 
  掲載内容：豊川市のコミュニティ情報、イベント情報など 
団体向け講座の際に、「みてみン！」のチラシを配るなどのＰＲを行った。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２５ 

事 業 名 
企業情報紙の活用 
 

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 
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 
 企業が発行する情報紙の空きスペース等を調査するとともに、市民活動に関する情報の掲載について

調査・研究を行い、情報の掲載に向けての調整を行う。 

２ 事業内容 
【企業広報紙等の調査・研究】 
【団体情報の掲載の調整・掲載】 
○商工会議所の「メセナ」、各企業のフリーペーパーなどにボランンティア・市民活動団体の活動内容の

紹介、イベント情報などが掲載可能かを調整する。 

３ 事業実績 
【企業広報紙等の調査・研究】 
【団体情報の掲載の調整・掲載】 
○調整中 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２６ 

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 
地域安心課、道路維持課、

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 
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。また、地域住民や企業の自主

的、継続的な活動に向けての支援を行う。 

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。 
【アダプトプログラム活動の推進】 
○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行う事業である。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、

啓発活動を行う。 

３ 事業実績 
【地域課題を解決する組織の育成支援】 
○社協事業として、地域福祉委員会を組織した。 
○町内会における防犯意識を啓発し、支援物品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 
 ＜２１年度＞ 団体数：３３団体  延べボランティア数：２，４１５人 
 ＜２２年度＞ 団体数：３３団体  延べボランティア数：２，６１３人 
 ＜２３年度＞ 団体数：３４団体  延べボランティア数：２，６４９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。 
【アダプトプログラム活動の推進】 
○登録者数 
平成２２年３月現在  登録数６１団体・個人１，２３０名 
平成２３年３月現在  登録数７５団体・個人１，５７１名 
平成２４年３月現在  登録数９１団体・個人１，８８０名 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

２９０千円 ３４６千円 ５０７千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２７ 

事 業 名 
町内会やＰＴＡ役員任期満了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

員がその任期満了後に経験を活かし、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】 
○町内会役員任期満了後にも引き続き地域活動に携わっていただくよう促進した。（社協事業） 
○町内会における防犯意識を啓発し、地域の防犯ボランティア組織の設立を促進した。 
○コミュニティリーダー養成講座を実施した。（ボランティア・市民活動関連講座一覧」参照） 
○町内会未加入世帯に対して、町内会加入を促進するため、「加入啓発グッズ」を、希望する町内会に対

して配布を行うとともに、「町内会加入促進マニュアル」を町内会に配布した。 
○町内会未加入の集合住宅に対して、町内会加入を促進するため「町内会加入促進チラシ」及び「町内

会加入促進パンフレット」の各戸配布を行った。 
○町内会等が地域の活性化やまちづくりのために取り組む新たな事業について、「地域活性化事業支援補

助金」を交付し、地域活動への参加促進を図った。 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ２７０千円 １，１００千円 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２８ 

事 業 名 
参加しやすい体験プログラムの企画 
 

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 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民活動参加者の裾野を広げるため、誰も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（再掲）】 
○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に対し公募し、企画が選定された
団体に運営を委託して講座を実施する。 
別紙「ボランティア・市民活動関連講座一覧」を参照 

 
 

３ 事業実績 
【市民活動体験型講座の実施（再掲）】 
○ボランティア・市民活動体験・養成講座企画・運営事業を実施した。 
 応募１団体、選定１団体（小坂井手話サークルたんぽぽ） 
別紙「ボランティア・市民活動関連講座一覧」を参照（講座番号 №５） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 
 

千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ２９ 

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 
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 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 誰もが気軽に参加できるよう、身近な地域や主要な駅に近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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」を参照（講座番号 №４～９、１２，１３） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３０ 

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 
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 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 年齢や就労状況等に応じて、それぞれ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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」を参照（講座番号 №３～８、１０～１３） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３１ 

事 業 名 
講座や研修における託児の配慮 

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 
（４）参加しやすい環境整備 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 育児中の親等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する。 
○予算策定時に、講座開催時には、各課に要望する。 

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 6/12  ０ ０ 
男女共同参画フェスティバル 11/13 ０  ０ 
エンパワーメント講座 6/25、7/2、7/7 ７ ６ 
男女共同参画協働型事業Ⅰ 10/27、11/4、11/10、11/24、12/1 ４３ 委託 
男女共同参画協働型事業Ⅱ 11/11、11/8、11/25、12/2、12/9 ５ 委託 
男女共生セミナー① 9/10、9/17、9/22、10/1、10/8    １０ 委託 
男女共生セミナー② 3/27 ２ ２ 
たのしい手話講座 3/25 ２ ２ 
ボランティア・市民活動フェスティバル 2/26 ０ ０ 
色でおはなし会を活性化 11/25 ０ ０ 
素話を学ぼう 11/29、12/6 ３ ３ 
人権講演会 12/10 ５ ３ 
防災講演会 12/18 ２ ２  

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

１８千円 １８千円 １４３千円 

 



様式１ 

 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３２ 

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 
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 
（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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」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「ボランティア・市民活動関連講座一覧」を参照（講座番号 №１０，１１） 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

千円 千円 千円 



様式１ 

 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３３ 

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）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」や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。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
○市民活動推進事業の一環として「情報の収集・提供」を（特非）穂の国まちづくりネットワークへ委

託する。 
○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」をホームページから閲覧できる。 
○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

活性課のホームページと、センターホームページやどすごいネットのホームページとがリンクしている。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では登録した団体が各自でイベント情報などを

掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、企業との連携も強化する。 
○市民活動団体に対して、地域ポータルサイト「みてみン！」を周知し、活動情報を掲載することで一

般市民の市民活動への理解を深める。 

３ 事業実績 
【「広報とよかわ」、ホームページなどを活用】 
○各課ホームページにおいて、各種施策等の行政情報を公開 
  平成２０年度アクセス件数 ４７２，３４７件（内外国語２，５７５件） 
  平成２１年度アクセス件数 ５５７，９７５件（内外国語１，８０８件） 
  平成２２年度アクセス件数 ５６５，８７９件（内外国語２，３１０件） 
  平成２３年度アクセス件数 ６１３，６４７件（内外国語１，７１６件） 
○講座への参加募集や「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。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
＜豊川市生活活性課ホームページ＞ 
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 



様式１ 

＜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：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 
 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：旭化成ライフサポート株式会社 
 「どすごいネット」に「みてみン！」のバナーを貼り、連携をとっている。 
＜地域ポータルサイト＞ 
 掲載内容：豊川市のコミュニティ情報、イベント情報など 
 団体向け講座の際に、「みてみン！」のチラシを配るなどのＰＲを行った。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

１，５５４千円 １，７１２千円 １，０３８千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３４ 

事 業 名 
市民活動に関する情報の収集及び提供 

担当課名 
情報システム課 
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 
（１）情報の公開・人材登用 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 協働事業がさらに広がりをもてるよう、市民活動に関する情報を広く収集するとともに、センターの

ホームページを活用し、市民活動団体に対して有益な情報を提供していく。 

２ 事業内容 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○（特非）穂の国まちづくりネットワークに「情報の収集・提供」を委託 
○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･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」をセンターにて発行し、全戸配布を行う。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では、登録した団体が各自でイベント情報など

を掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、連携をとっている企業は２

企業であるが、今後連携企業の増加を図る。 
【センターホームページの充実（センター事業委託）】 
○センターホームページを活用し、ボランティア・市民活動団体へ有益な情報を提供する。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
○市民活動推進事業の一環として「情報の収集・提供」を（特非）穂の国まちづくりネットワークへ委

託する。 
○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」をホームページから閲覧できる。 
○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

活性課のホームページと、センターホームページやどすごいネットのホームページとがリンクしている。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では登録した団体が各自でイベント情報などを

掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、企業との連携も強化する。 
○市民活動団体に対して、地域ポータルサイト「みてみン！」を周知し、活動情報を掲載することで一

般市民の市民活動への理解を深める。 
 



様式１ 

３ 事業実績 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○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･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○「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 
 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 
○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： ６７２団体（うち豊川市１２９団体） 
 市民会員登録数： ３１１名 
 イベント開催案内登録： ２３６件 
 ボランティア募集情報登録： ３６件 
  （平成２４年３月末現在） 
【センターホームページの充実（センター事業委託）】 
○社会福祉協議会ホームページ内にセンターホームページを設置している。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
＜豊川市生活活性課ホームページ＞ 
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 
 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：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 
 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：旭化成ライフサポート株式会社 
＜地域ポータルサイト＞ 
 掲載内容：豊川市のコミュニティ情報、イベント情報など 
 団体向け講座の際に、「みてみン！」のチラシを配るなどのＰＲを行った。 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 

 
 
 
 
 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３５ 

事 業 名 
市民活動者など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）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養成、

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】 
【市民活動者の人材養成、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１７機関）における登用＜Ｈ２３．４．１現在＞ 
  ＮＰＯ：延べ１５団体（実１１団体） 地縁団体：延べ１６団体（実 １団体） 
 要綱や規約等に基づき設置されている懇談会等（全６機関）における登用 

＜Ｈ２３．４．１現在＞ 
  ＮＰＯ：延べ１０団体（実 ９団体） 地縁団体：延べ４団体（実 １団体） 
【市民活動者の人材養成、確保】 
○上記機関に登用されている人材  実２５名 
【市民公募の推進】 
○市民公募をした機関  １  ＜Ｈ２３．４．１現在＞ 
 
 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３６ 

事 業 名 
協働の手引きの普及・啓発 

担当課名 
生活活性課 
協働事業実施各課 

「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 
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 
 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体制を推進する。また、

行政と市民活動団体との協働におけるルールを定めた「協働の手引き」を、行政職員や市民活動団体、

企業へ広く普及・啓発を行う。 
２ 事業内容 
【協働可能な事業の洗い出し（再掲）】 
○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（再掲）】 
○市民活動団体から協働事業を募集し、協働推進を図る。 
【協働の手引きの普及・啓発】 
○行政と市民活動団体との協働におけるルールを定めた「協働の手引き」を行政職員、市民活動団体お

よび企業へ広く普及・啓発を行う。 
【協働の手引き研修の開催】 
○職員を対象に協働の手引きの研修を行う。 
３ 事業実績 
【協働可能な事業の洗い出し（再掲）】 
○本市における協働事業の実施状況、今後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 
 ・平成２１年度実績 委託３５事業、補助２８事業、その他６５事業、計１２８事業 
・平成２２年度実績 委託３６事業、補助３１事業、その他７０事業、計１３７事業 
 ・平成２３年度実績 委託３７事業、補助２９事業、その他７５事業、計１４１事業 
【市民活動団体から協働事業を募集（再掲）】 
○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。  
【協働の手引きの普及・啓発】 
○新規採用職員研修に協働についての講義を実施し、「協働の手引き」を配布した。 
 日時：平成２３年４月８日（金）１４時～１６時 
 場所：豊川市役所 本３４会議室 
 受講者：８名 
○「協働の手引き」を全庁キャビネットへ掲載した。 
【協働の手引き研修の開催】 
○新規採用職員研修で「協働の手引き」を使用した研修「ＮＰＯ協働の話」を実施した。 
○職員を対象に（特非）穂の国まちづくりネットワーク代表による協働の研修会を開催した。 
 日時：平成２３年１０月４日（火）１３時３０分～１６時 
 場所：豊川市役所 本３１会議室 
 受講者：４４名 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３７ 

事 業 名 
市民と行政の協働推進委員会の開催 

担当課名 
生活活性課 
協働事業実施各課 

「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 
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 
 市民活動者と行政職員で構成される「市民と行政の協働推進委員会」において、実施計画に基づく事

業の評価や進行管理を行い、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開催】 
○市民活動者で構成される「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を行う。 

３ 事業実績 
【市民と行政の協働推進委員会の開催】 
○「市民と行政の協働推進委員会」を設置 
  構成員：市民活動者６名 
      （評価時以外は、行政職員２名を追加し計８名） 
  開催回数：５回（８月１１日、１２日、９月５日、２９日、１月３０日） 
  協議内容：平成２２年度市民活動活性化施策の評価 

市民活動意識調査アンケート項目の検討 
       「豊川市コラボレーション支援事業」の審査 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

６９千円 ９０千円 １６２千円 

 



様式１ 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３８ 

事 業 名 
協働事業の実施と評価制度の充実 

担当課名 
生活活性課 
協働事業実施各課 

「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 
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、市民活動団体や企業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、市民と行政の協働推進委員会で行う評価制度を充実し、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充実】 
【評価制度の実施】 
○市民と行政の協働推進委員会で行う評価制度を実施する。 
 

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した。 
○市民活動団体からいつでも協働事業提案が可能な環境にし、提案を受けた事業については、生活活性

課が担当課と調整を図り、協働を推進する体制を整えている。 
【協働事業評価制度の充実】 
【評価制度の実施】 
○各担当課において協働事業評価を実施し、市民と行政の協働推進委員会で総合的な評価を実施した。 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ３９ 

事 業 名 
とよかわボランティア・市民活動センターの事業内容の充実 

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 
 センターが市民活動団体、企業や行政、その他の団体等とのパイプ役を担うとともに、センターにお

けるコーディネート業務の強化やソフト事業の充実を目的に、協働の拠点として、さらに協働体制が充

実していくことを目指す。 
２ 事業内容 
【センターソフト事業の充実を検討（再掲）】 
○センターのパソコンから東三河の情報サイト「どすごいネット」へアクセスし、情報提供ができる。 
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント・企業・企業助成情報等）（センター委託事業）（再掲）】 
○（特非）穂の国まちづくりネットワークに「情報の収集・提供」を委託。 
○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

を掲示する。 
【市民活動団体と企業・行政との懇談会（再掲）】 
○市民活動団体、企業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 
【センターソフト事業の充実を検討（再掲）】 
○センターの運営をＮＰＯ法人へ委託したことにより、市民活動団体からの相談が大幅に増えた。 
 相談件数  平成２２年度  ３３８件 
       平成２３年度  ６２３件 
○団体交流会については、テーマを「子育て」にしぼり、小グループに分かれて意見を出し合うなど、

内容を充実させた。 
 開催日  平成２３年９月９日（金） 
 開催場所 ウィズ豊川 
 参加者  ２５名  
【情報収集の拡充（ボランティア・イベント･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○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。 
【市民活動団体と企業・行政との懇談会（再掲）】 
○新たなセンターを設置するにあたり市民活動団体との意見交換を行った。 
日にち：平成２３年４月１３日 
会場：ウィズ豊川 
参加者数：１３団体 １５名 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４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２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ４０ 

事 業 名 
協働推進研修の実施 

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）協働推進に向けての意識啓発 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 市民活動団体や行政職員等に対して協働に関する研修会を行い、理解を深めるとともに、協働体制を

促進する。 

２ 事業内容 
【協働の手引き研修の実施（再掲）】 
【協働に関する研修の調査・研究】 
【協働に関する研修の実施】 
○平成１６年度に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」を作成し、

全庁的に協働の意識の向上を図る。 

３ 事業実績 
【協働の手引き研修の実施（再掲）】 
【協働に関する研修の調査・研究】 
【協働に関する研修の実施】 
○新規採用職員研修で「協働の手引き」を使用した研修「ＮＰＯ協働の話」を実施した。 
 日時：平成２３年４月８日（金）１４時～１６時 
 場所：豊川市役所 本３４会議室 
 受講者：８名 
○職員を対象に（特非）穂の国まちづくりネットワーク代表による協働の研修会を開催した。 
 日時：平成２３年１０月４日（火）１３時３０分～１６時 
 場所：豊川市役所 本３１会議室 
 受講者：４４名 
 
  

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

０千円 ２５千円 ２５千円 



様式１ 

 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ４１ 

事 業 名 
行政職員研修の実施 

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）協働推進に向けての意識啓発 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 行政職員のボランティア・市民活動関連研修を充実するなど、職員の市民活動に関する理解を深め、

市役所全体として市民活動団体との協働意識を醸成する。 

２ 事業内容 
【ＮＰＯ、協働推進関連研修の実施】 
○ＮＰＯの実務に携わることにより、ＮＰＯへの理解を深め、ＮＰＯと協働できる職員を養成すること

を目的として、ＮＰＯ短期派遣研修を実施する。 
○関係各課への協働事業調査説明会の時に、担当職員に対して協働の理解を深める。 
○市職員を対象に、ボランティア・市民活動関連の研修をする。 
【協働の手引き研修の実施（再掲）】 
○職員を対象に協働の手引きの研修を行う。 
３ 事業実績 
【ＮＰＯ、協働推進関連研修の実施】 
○ＮＰＯ短期派遣研修 
・受講者数 ２名  ・派遣日数 １０日間 
・派 遣 先 （特非）ボラみみより情報局、（特非）ボランタリネイバーズ 
○新規採用職員研修「ＮＰＯ協働・男女共同参画の話」 
・受講者数 ８名 ・研修時間 ２時間 
・講  師 生活活性課職員 
○一般職員前期研修「福祉体験研修」 
・受講者数 ３名  ・研修時間 １日 
・派 遣 先 （特非）どんぐりの会 
【協働の手引き研修の実施（再掲）】 
○新規採用職員研修で「協働の手引き」を使用した研修「ＮＰＯ協働の話」を実施した。 
 日時：平成２３年４月８日（金）１４時～１６時 
 場所：豊川市役所 本３４会議室 
 受講者：８名 
○職員を対象に（特非）穂の国まちづくりネットワーク代表による協働の研修会を開催した。 
 日時：平成２３年１０月４日（火）１３時３０分～１６時 
 場所：豊川市役所 本３１会議室 
 受講者：４４名 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

４１千円 ６４千円 ２５千円 



様式１ 

 

平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ４２ 

事 業 名 
市民活動情報の提供による意識啓発 

担当課名 
人事課、情報システム課 
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）協働推進に向けての意識啓発 

事業区分 
□新規   ■継続 

１ 事業目的 
 ボランティア休暇制度など、市民活動への参加時の制度について周知するとともに、市民活動に関す

る情報提供の充実を図り、市民や行政職員などの市民活動に対する意識を啓発する。 

２ 事業内容 
【ボランティア休暇制度等の周知、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とともに、ボランティア休暇制度等の周知を図る。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
○市民活動推進事業の一環として「情報の収集・提供」を（特非）穂の国まちづくりネットワークへ委

託する。 
○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」をホームページから閲覧できる。 
○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

活性課のホームページと、センターホームページやどすごいネットのホームページとがリンクしている。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では登録した団体が各自でイベント情報などを

掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、企業との連携も強化する。 
○市民活動団体に対して、地域ポータルサイト「みてみン！」を周知し、活動情報を掲載することで一

般市民の市民活動への理解を深める。 
【活動情報紙の発行（ボランティア・イベント･企業･助成情報等）（センター事業委託）（再掲）】 
○「とよかわボランティア・市民活動センターだより」をセンターにて発行し、全戸配布を行う。 
○東三河５市の市民活動情報サイト「どすごいネット」では、登録した団体が各自でイベント情報など

を掲載できる。また携帯電話でも気軽に情報を得ることができる。さらに、連携をとっている企業は２

企業であるが、今後連携企業の増加を図る。 
 
 
 
 
 



様式１ 

３ 事業実績 
【ボランティア休暇制度等の周知、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した。 
○新規採用職員研修でボランティア休暇制度の趣旨と内容の説明を行った。４３名受講。 
【ホームページの充実、センターホームページや「どすごいネット」との連携強化（再掲）】 
○生活活性課のホームページからセンターホームページ、どすごいネットにそれぞれ移動できるように

した。 
＜豊川市生活活性課ホームページ＞ 
 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 
＜東三河市民活動情報サイト「どすごいネット」＞ 
 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。 
 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 
【市民活動情報誌の発行（センター委託事業）（再掲）】 
○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 
○平成２０年度 発行部数：１，１００部 掲載団体：２４４団体 
○平成２１年度 発行部数：１，２００部 掲載団体：２４４団体 
○平成２２年度 発行部数：１，３００部 掲載団体：３２２団体 
○平成２３年度 発行部数：  ７００部 掲載団体：３４０団体 
＜配布先＞ 
 市内公共施設へ常設し、その他は必要に応じて配布した。 
 

平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 
 

３５０千円 ３５０千円 ３５０千円 
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平成２３年度 とよかわ市民活動活性化事業総括票 
№ ４３ 

事 業 名 
実施計画の進捗状況についての評価、公表、改善 

担当課名 
生活活性課 
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 
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 
 本実施計画に掲げる施策の実効性を高めるため、「市民と行政の協働推進委員会」において施策の進捗

状況を評価するとともに、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。また、指摘され

た問題点については、各課において適宜見直しや改善をして、より効果の高い内容に変更をしていく。 

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、

１３施策４３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。 
【事業内容の検討・改善】 
○委員会より指摘された問題点について適宜見直し、改善する。 
 
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施策について、市の評価と

あわせ、委員会評価を実施した。 
 開催日：８月１１日、１２日、９月５日、２９日、１月３０日 
 平成２２年度評価 
  市評価：評価Ａ－３、評価Ｂ－１０ 
  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。 
【事業内容の検討・改善】 
○委員会評価内容について、市長あてに報告書を提出するとともに、関係各課に対し、検討・改善を促

した。 
平成２２年度決算額 平成２３年度決算額 平成２４年度予算額 ４ 予算・決算額 

 
３８千円 ９０千円 １６２千円 



様式１ 

 


