
■概要

進捗状況 実施状況
収入増加額
支出削減額

件数 136件以上 115件以上
割合 95％以上 80％以上
件数 143件 109件
割合 100.0% 76.2%

Ａ評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価 計
進捗度 2件（1件） 134件（59件） 7件（1件） 0件（0件） 143件（61件）

効果の達成度 6件（5件） 95件（44件） 8件（3件） 109件（52件）

将来像1市⺠・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
進捗度 3点 3点 4点 2点 3点

効果の達成度 3点 2点 2点 3点 3点

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２６年度分） 概要版

１ 全体の取組結果

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）のうち、進捗状
況は目標値を上回りましたが、実施状況と収入増加額・支出削減額は目標に至りませんでした。
②進捗度評価では、Ａ評価が２件ある⼀⽅で、Ｃ評価が7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６件ある⼀⽅で、Ｃ評価が８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も２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１項目、３点が３項目、２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。効果の達成度では３点が３項目、２点が２項目となり、こちらも⼀部の項目で目標に至りませんでし
た。
⑥進捗度評価について、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。
⑦効果の達成度評価については、⾏政経営改革審議会により４件の評価を主管課による評価から変更しました。

■集計結果

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。

目標 3億円以上

実績 2.7億円

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：計画を超える進捗度 Ｂ：計画どおりの進捗度 Ｃ：計画に至らない進捗度 Ｄ：中⽌・保留
効果の達成度評価 Ａ：目標を超える効果達成度 Ｂ：目標どおりの効果達成度 Ｃ：目標に至らない効果達成度
※（ ）内の数字は、重点取組の件数
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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.11 保留地処分の転売禁止条項の見直し 進捗度 P.15 施策の成果の見直し

P.5
双方向性コミュニケーションツールの
導入

P.4
「みてみン！」の有効活用（市政情報
の発信）

P.6 情報提供の充実 P.10 差押え物件のインターネット公売の推進

債務の削減（市債繰上償還の実施） P.12 ファシリティマネジメントの導入

債務の削減（地方債発行額の抑制）

P.12
市有地や市施設の空きスペースの有
効活用と処分

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.30 予算編成方法の見直し P.24 民間企業との活動連携（草刈業務）

効果の達成度 P.26 新たな広告収入の獲得 P.26 新たな広告収入の獲得

P.27 外部経営アドバイザーの導入

P.30 組織と定員の最適化

申請時などの負担軽減策の実施

統合型ＧＩＳを活用したワンストップ
サービスの実施

P.24 ＣＳＲ活動情報の収集・提供

P.25 団体単位のパソコン教室の開催

事務事業などの見直し

体育施設などのネーミングライツ実施

公共施設への広告募集

※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27年7⽉8⽇開催）がさらに掘り下げて評価を実施

テーマ 主管部課 総務部収納課

詳細

審議会による
意⾒等

効果の達成度

　・滞納者への対応など、研修があった方がいいと思う。
　・今後の具体的な取組み予定としてマニュアルを配るのも一つの手法だと思う。
　・もう少し踏み込まないと、税収は確保できないと思う。
　・徴収が困難な債権については放棄するとあるが、他の納税者との公平性もあるので表現に気をつけた方が
いいと思う。

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

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。

別掲 重点評価の主な結果

滞納徴収の一元化と債権管理条例の制定について

効果の達成度

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

P.26

P.31

進捗度

効果の達成度

P.11
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⾏政経営改革アクションプラン
概要版（別紙）【⾏政経営改革審議会による主な意⾒概要⼀覧】

報告書
ページ

取組件名
（主管（回答）課）

取組概要 進捗度評価
効果の
達成度評価

審議会の意見

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。

Ｂ Ｂ
・町内会加入率が年々下がってきているのなら、せめて一つは新規取組があった方がいいと思う。
・他の地区から来た方が、町内会に加入しやすい環境づくりやＰＲ方法を検討してほしいと思う。
・町内会活動の活性化という部分があまりないので、取組みに入れた方がいいと思う。

ボランティア・市民活
動センターの機能の
充実

市民活動の拠点施設を充実
する。 Ｂ Ｂ

・ボランティアセンターの登録団体と利用実績、相談件数は前年度数値と比較できる表記の方がわかりやすいと思
う。

P.4
「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。

Ｂ Ｃ

・閉鎖になることを加味した評価がされるべきだと思う。
・閉鎖となる要因を分析したり、新しい手段を考えるなどすべきではないか。
・今後は、計画段階で費用対効果を見込んで実施することを望む。
・審議会の評価で効果の達成度評価をＢからＣに変更した。

P.5
双方向性コミュニ
ケーションツール※
の導入

双方向コミュニケーション
ツールとなるＳＮＳ※を導入
する。

Ｂ Ａ
・非常に活発に情報がアップロードされている。
・審議会の評価で効果の達成度評価をＢからＡに変更した。

情報提供の充実

情報提供のガイドライン※
やパブリシティ※の手引きを
見直し、実用的なものとす
る。

Ｂ Ａ
・目標に対して大幅なクリアではないにしても、ある程度評価していいのではないか。
・審議会の評価で効果の達成度評価をＢからＡに変更した。

予算編成過程の公
開

予算編成の過程として各部
課の要求状況や新規・重点
事業の内容を公表する。

Ｂ Ｂ
・予算をどう使っているかを市民に知らせようとする努力が少ないように思う。議会などで大幅な予算の変更があった
項目などはＳＮＳで出して市民に知らすべきと思う。

P.8
外郭団体に関する情
報公開

外郭団体の経営状況などを
公開する。 Ｂ Ｂ ・本質的に外郭団体がどういうものかを公開しているかが重要だと思う。

金銭給付の廃止の
検討

市単独の現金給付の制度
について廃止を含めて見直
しを行う。

Ｂ ・敬老給付金の代替策を検討する形の方が良いのではないか。

企業誘致の推進
各種優遇策の活用や誘致
活動を展開し、企業を積極
的に誘致する。

Ｂ Ｂ
・まだ企業誘致すべき土地があり、効果の達成度がＢというのは甘いと思う。補助事業があったとしても、企業誘致の
推進からすると若干遅れ気味だと思う。

P.2

P.6

P.10
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⾏政経営改革アクションプラン
概要版（別紙）【⾏政経営改革審議会による主な意⾒概要⼀覧】

報告書
ページ

取組件名
（主管（回答）課）

取組概要 進捗度評価
効果の
達成度評価

審議会の意見

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。

Ｂ Ｂ
・徴収困難な債権について権利放棄していくとあるが、他の納税者との公平性から表現に気をつけた方がいいと思
う。

差押え物件のイン
ターネット公売の推
進

差押えた物件をインターネッ
トを活用した公売により処分
する。

Ｂ Ｃ
・目標の金額に達しなかったので効果の達成度がCという評価は、厳しいと思う。
・予定に対して何％のプラスマイナスの評価にすれば評価しやすいと思う。

P.11
不用物品のインター
ネット公売の推進

不用となった物品の整理を
行い、売却可能なものにつ
いて、インターネットで売却
する。

Ｂ Ｂ
・不用物品はお金になれば余剰金のようになり、全くのゼロからプラスということで、審議会で効果の達成度評価をＣ
からＢに変更した。
・不用なものを売るだけでなく、滅多に使わないものはリースすることも検討してほしい。

施設の見直し及び処
分

施設配置計画などに基づき
既存施設の見直しや処分を
実施する。

Ｂ
・ずっと検討だけして着手しないのでは、答えが出ないと思う。譲渡を考えると、実施するのは景気が良いこの数年で
やるしかと思う。

市有地や市施設の
空きスペースの有効
活用と処分

将来的に利用見込みのない
市有地の売却を進めるとと
もに、施設の空きスペースを
民間などへ貸付ける。

Ｂ Ａ
・平成27年、28年は実施期間になっているにもかかわらず、取組みの方向性で民間を活用した売却手法を検討する
となっているのは違和感がある。この部分についての検討をお願いしたい。

P.14 外郭団体※の見直し
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。

Ｂ Ｂ
・事業の見直し状況も取組内容に記載したほうが良いと思う。
・ホームページに公開しているので、URLを追記してはどうか。

P.16 職員研修の充実化
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。

Ｂ Ｂ ・職員に研修を受けた後の達成度を確認した方がと良いと思う。

P.18
定員の適正化の推
進

少数精鋭計画に基づく定員
の適正化を推進する。 Ｂ Ｂ ・保育士はパートも足りていない状況なので、正規職員を減らせばよいというものではないと思う。

P.10

P.12
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⾏政経営改革アクションプラン
概要版（別紙）【⾏政経営改革審議会による主な意⾒概要⼀覧】

報告書
ページ

取組件名
（主管（回答）課）

取組概要 進捗度評価
効果の
達成度評価

審議会の意見

P.18
多様な採用形態の
活用

任期付職員、再任用職員、
嘱託員、臨時職員のそれぞ
れの特徴に合った配置を行
う。

Ｂ Ｂ ・外部の人材を期限付きで採用する取組みなども考えてみてはどうか。

P.20
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。

Ｂ Ｂ
・人数を削減し、残業を増やすことはないと思う。ワークライフバランスで適正に働くことで、職員の育休の取得率や
市民活動の参加率などを捉えれば分かりやすいと思う。
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