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豊川市行政経営改革プラン行政経営改革アクションプラン

取組状況報告書（平成２４年度分）　概要版
１　全体の取組結果
■概要

■集計結果

進捗状況 実施状況

目標
件数

割合

実績
件数

割合 85.9% 53.5%

Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 計

進捗度

効果の達成度

進捗度

効果の達成度

①行政経営改革アクションプランで掲げた３つの目標（進捗状況、実施状況、収入増加額・支出削減額）は全て目標値を上回りました。
②進捗度評価では、Ａ評価が2件ある一方で、Ｃ評価が6件、Ｄ評価は0件でした。
③効果の達成度評価では、Ａ評価が4件ある一方で、Ｃ評価が6件ありました。
④収入増加額・支出削減額では、目標を超えるものが4件ある一方で、目標に至らないものが4件ありました。
⑤重点取組別将来像別の評点は、進捗度では4点が2項目、3点が3項目となりすべての項目で目標を以上となった一方で、効果の達成度では
3点が3項目、2点が1項目、1点が1項目となり、一部の項目で目標に至りませんでした。
⑥進捗度評価、効果の達成度評価とも、行政経営改革審議会と本市の主管課による評価は、すべて同じ評価となりました。

収入増加額
支出削減額

114件以上 71件以上
3億円以上

80％以上 50％以上

122件 76件
3.8億円

参考1　進捗度評価及び効果の達成度評価の状況
進捗度評価　　　　Ａ：計画を超える進捗　Ｂ：計画どおり進捗　Ｃ：計画に至らない進捗　Ｄ：中止・保留
効果の達成度評価　Ａ：目標を超える効果達成　Ｂ：目標どおりの効果達成　Ｃ：目標に至らない効果達成
※（）内の数字は、重点取組の件数

2件（2件） 114件（51件） 6件（0件） 0件（0件） 122件（53件）

4件（3件） 66件（25件） 6件（5件） 76件（33件）

参考2　重点取組別将来像別の評価結果による点数
5点：「Ａ」評価がある取組が25％以上あり、かつ、「Ｃ」評価がない。4点：「Ａ」評価がある取組が25％未満あり、かつ、「Ｃ」評価がない。
3点：すべて「Ｂ」評価である。　2点：「Ｃ」評価が25％未満ある。1点：「Ｃ」評価が25％以上ある。　0点：「Ｄ」評価がある。

将来像1市民・協働 将来像2情報・共有 将来像3財政・資産 将来像4組織・仕組 将来像5人材・品質

3点 4点 4点 3点 3点

3点 3点 1点 3点 2点

将来像1市民・協働

将来像2情報・共有

将来像3財政・資産将来像4組織・仕組

将来像5人材・品質

0点

3点

進捗度
効果の達成度
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２　重点取組の主な評価結果
※行政経営改革審議会による主な意見等は、別紙【行政経営改革審議会による外部評価　主な意見概要一覧】参照
■Ａ評価の取組 ■Ｃ評価の取組

指標 報告書ページ 取組件名 指標 報告書ページ 取組件名

進捗度
P.5 情報提供の充実

効果の達成度

P.9 企業誘致の推進

P.11 施設の見直し及び処分 P.10 不用物品のインターネット公売の推進

効果の達成度
P.9 差押え物件のインターネット公売の推進 P.11 市有地や市施設の空きスペースの有効活用と処分

P.10 債務の削減（市債繰上償還の実施） P.16 多様な採用形態の活用

P.15 定員の適正化の推進 P.17 職員の働きやすい職場環境の構築

３　重点取組以外の取組の主な評価結果
■Ａ評価の取組 ■Ｃ評価の取組

指標 報告書ページ 取組件名 指標 報告書ページ 取組件名

効果の達成度 P.22 新たな広告収入の獲得

進捗度

P.20 民間企業との活動連携（草刈業務）

P.22

事務事業などの見直し

給与制度の見直し

新たな広告収入の獲得

P.26 組織と定員の最適化

P.27

効果の達成度 P.22 預金の効率的な運用

別掲　重点評価の主な結果

テーマ ファシリティマネジメントについて 主管部課 総務部管財契約課

詳細 公共施設白書などの内容をもとに現状を整理し、対応方針や実施方法の妥当性について審議する。

テーマ 人材育成・時間外勤務手当の増加対応策について 主管部課 企画部人事課

詳細

FAQデータベースの構築

※重点取組の評価結果により項目を抽出し、行政経営改革審議会（平成25年7月19日開催）がさらに掘り下げて評価を実施

審議会による
意見等

■市民へのアンケート実施に関して、信頼性の向上を図ること、調査項目を見直すこと、全体と地域の区分を設定することについて意
見があった。
■今後のファシリティマネジメントの実施方針に関して、使用頻度を見直し基準の１つに加えること、全体構想や目的を明確化すること、
思い切りのよい方向転換が必要なこと、民間委託を視野に入れること、優先順位をもつこと、設置目的にとらわれない活用を図ることに
ついて意見等があった。
■検討方法に関して、スケジュールを早期に示すこと、維持や使い方を地域で考えること、地域性の高い施設は地域で議論することに
ついて意見等があった。
■市民の理解醸成に関して、現状の周知・理解のうえ市民から意見をもらうこと、財政的な事情から検討が進められていることをＰＲす
ること、建替えと改修での差を明示すること、ＨＰだけでなくアンケートや掲示を通じて説明・周知すること、建替えや改修等での費用を
明確にして選択肢を示すこと、情報を積極的に提供して市民と一緒に議論する時間をとることについて意見等があった。。 

・人材育成の根幹となる「人財育成基本方針」の内容をもとに現状を整理し、研修内容、取組の効果、実施方法の妥当性に
ついて審議する。
・時間外勤務手当の増加に関する現状や対応状況について整理し、対応策について審議する。

審議会による
意見等

■人材育成の実施内容に関して、上司の指導力が大切なこと、ＯＪＴの推進が重要なこと、職員が効果的と考える研修を実施すること、
民間人も参加できる研修を行って研修の質を高めること、研修を企画・運営する側として参加すること、職員による研修の自主的な選択
の幅を増やすことについて意見等があった。
■研修の効果に関して、目指す効果を明確にすること、受講者に対する研修後の意識確認やフォローが必要なことについて意見等が
あった。
■時間外勤務手当の増加対応策に関して、フレックスタイムなど柔軟な勤務体系を採用することについて意見等があった。
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取組概要 進捗度評価 審議会の意見

P.3 Ｂ Ｂ

P.5 Ｂ Ｂ

P.7 Ｂ Ｂ

P.9

Ｂ Ｂ

所得制限の見直し Ｂ

P.10 Ｂ ・実際に返済できない人はかなりいるので、効果的な整理を検討する必要があると思う。

■平成25年6月21日（金）午前10時～正午　本34会議室

報告書
ページ

取組件名
（主管（回答）課）

効果の
達成度評価

町内会の加入促進と
活動活性化

町内会の加入促進策を実施
し、町内会の積極的な取組
に対し支援する。

・ある程度数字で目標を定めた方がいいと思う。ただし、今の水準を維持することが一つの目標とするのであればそれでよい。
・単身世帯の割合も留意する必要がある。
・一概に加入促進を目標とするよりも、違った取組みが必要かと思います。数字で評価することがメインだとは思うが、それだけ
では無理が出ると思う。評価に工夫が必要である。
・強制的に入った人が町内会活動に協力しているのか疑問がある。
・全町内会に対する交付金により活性化ということも理解できるが、もう少し考えたほうがよいのではないかと思う。
・町内会の加入促進活動で３日間の窓口開設ということだが、以前は市の職員が各世帯を回っていたと思うので、後退している
イメージを受ける。
・町内会活動への参加率の分析が弱いと思う。

「みてみン！※」の有
効活用（市政情報の
発信）

イベント等を含めた市政情
報の発信で、「みてみン！」
の動画機能などを積極的に
活用する。

・ページの場所も分かりにくく、更新状況も遅れている。根本的に考えていく必要がある。
・とにかく登録しにくいという意見を聞くので、使いやすさに留意する必要がある。
・動画配信されていても見る方がいなければ仕方がないので、多くの市民の方に観てもらえる方向にもっていく必要がある。
・全体をみた時に市全体でバックアップしようとしているのか疑問に思う。課によって取組みに温度差がある。みてみンにも市の
ホームページにも、両方へ掲載することを全課で実施する必要があると思う。
・市のホームページで足りない部分をみてみン！で企業や市民団体が入るなどして取り組めばいよいと思う。
・知っている人は情報が伝わるが、知らない人には意味がないと思う。自分にとって利用価値がある方が使っているとすれば、
自己満足でしかないと思う。
・市政情報のメール会員を募集し、新しい情報が「みてみン！」に載ったことを知らせ、ホームページへ誘導してはどうか。

審議会等の会議の公
開

審議会等の会議の公開に
関するガイドラインを作成し
て会議を公開する。

・情報公開において、ホームページでは階層を重ねないと該当ページにたどり着けないため、トップ頁から入りやすくしてほしい
。
・市民の意見を聴くことは大切だと思うので、情報を公開するのと併せて審議会への公募の採用を進めてほしい。

サンセット方式※の
徹底

新規補助金には終期を設定
し、再度継続の可否を検討
するサンセット方式を徹底す
る。

・削減はよいと思うが、実績がないからすぐに削減というのではなく、長い目で見通してほしいと思う。単に削減では短絡的と思
う。
・削るのはいいが、代替案を提案したり、新しい制度を作る等があってもいいと思う。
・一般市民は補助金については熟知しておらず、分からない人は、あきらめる場合が多いと思うので、て認知度を深めたり、窓
口を広げるなどしてほしい。
・企業対象のものとか、まちづくりに限るものなど規制が多く、使い先が限られて使いづらいものになっている。
・市民が補助金を活用して意欲的に何かを作り上げることが大事だと思う。

生活に困窮しない高額所得
者への市単独扶助を縮小す
る。

・所得制限の適用に際し、初めから所得制限を課すのでなく、相手方から「支援は必要ありません」と言ってもらうことがいい関
係だと思うので、検討してほしい。

滞納徴収の一元化と
債権管理条例※の制
定

すべての公金債権を把握し
、徴収困難なものを集約し
て一元化を図るとともに、債
権管理条例を制定する。
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取組概要 進捗度評価 審議会の意見
報告書
ページ

取組件名
（主管（回答）課）

効果の
達成度評価

P.12 Ｂ ・現状を踏まえ、早く行動に移してほしいと思う。

P.13 外郭団体※の見直し Ｂ

P.15 職員研修の充実化 Ｂ Ｂ

P.16 Ｂ Ｂ

P.18 Ｂ Ｃ

ファシリティマネジメン
ト※の導入

公共施設に係る経費の最小
化や施設効用の最大化を図
る経営管理の手法であるフ
ァシリティマネジメントを導入
する。

今後の外郭団体のあり方や
市との関係を示す指針を作
成し、外郭団体を見直す。

・シルバー人材センターについて、会員となっているが、仕事がないという方がある。仕事量を増やす対策が必要である。
・外郭団体の活動と市の活動で、同じようなことがありムダだと思う。国際交流協会の教室や社会福祉協議会のボランティア講
座など重複している。市と団体で適正な関係を図るべきだと思う。

平成24年度に人材育成基
本方針を改訂し、今後の職
員研修を充実化する。

・研修で仕事の時間と被り、結果として仕事ができず残業してしまう職場を見た。民間だと研修は時間外にやる場合もある。研
修の時間など実施方法を検討する必要があると思う。

上司の人材育成能力
の向上策の実施

ＯＪＴ※推進のための職場
指導者養成研修※（実践編
）を実施する。部下の成長度
自己チェックを適性申告書
※に盛り込む。

・上司の人材育成能力など色々な取組みがあるが、重点項目の中にこれらの項目が入ってくること自体に疑問がある。管理職
の仕事として、しっかり行ってほしい。

職員の働きやすい職
場環境の構築

ワーク・ライフ・バランス※の
推進できる職場環境を構築
する。

・残業が多いことに対し、市民の要望は際限なく広がり、全部引き受けていたら残業は減らない。ＥＮＤの法則（「エッセンシャル」
「ニード」「デザイア」の段階に事業を仕分け）を適用するなど、仕事の仕分けをしないと、エッセンシャルの仕事が手抜きになる。
業務の仕分けやムダの排除を管理職が中心になって取り組んでほしい。
・仕事量に応じフレキシブルに配分したり、場合に応じて各課が横断的に応援や連携できるための検討が必要だと思う。
・女性は子育て等により時間内にフル活動しているので、男女の活動レベルを合わせる必要がある。
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