
 

 1 

行政経営改革アクションプラン（平成３１年度～平成３３年度） 

前計画（平成３０年度～平成３２年度）からの変更点 

 

１ はじめにと共通項目の変更点 

番

号 
頁 タイトル 項目 変更前 変更後 理由等 

1 3 ２ 計画期間 文中 平成 30年度から平成 32年度まで 平成 31年度から平成 33年度まで 期間変更のため 

2 図表４「計画期間」 平成 29年度から平成 32年度まで 平成 30年度から平成 33年度まで 

3 平成 30年度～平成 32年度に推進す

る取組を計画化 

平成 31年度～平成 33年度に推進す

る取組を計画化 

4 8 ５ 目標 図表８「計画の目標

指標と目標値」 

目標値 平成 29年度に実績を追加表記 目標と実績との比較を明示する

ため 

5 ６ 全体スケ

ジュール 

図表９「全体スケジ

ュール」  

平成３０年３月から平成３１年９月

まで 

平成３１年３月から平成３２年９月

まで 

期間変更のため 

6  ■アクションプラン策定（平成３０

年度～平成３２年度） 

■アクションプラン策定（平成３１

年度～平成３３年度） 

資料１ 
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２ 具体的な取組内容の変更点 

 ■全体の変更点 

  ・現状に合わせて各種文言を見直し 

  ・改革工程の期間を平成３０年度～平成３３年度に修正 

 ■個別の変更点 

番

号 
頁 件名 項目 変更前 変更後 理由 

1 12 2 ワークショップの活用 その他 ‐ 実施時期未定 時点の修正 

2 13 1 とよかわ市民協働推

進計画の推進 

改革工程 ・とよかわ市民協働基本方針に基づく実
施計画施策の実施 
（～平成２９年度） 
・とよかわ市民協働推進計画に基づく実
施施策の展開 
（平成３０年度～） 

削除 
 
 
とよかわ市民協働推進計画に基づく実施
施策の展開 
（削除） 

時点の修正 

3 3 アダプトプログラ

ムの推進 

主管組織 道路維持課 道路河川管理課 組織機構改革による 

4 15 2 企業・民間団体と連携

した福祉 サービスの展

開 

改革工程 平成 31年度以降  
事業の実施 

平成 31年度以降  
企業・民間団体との連携 

開設準備経費の補助、地域

密着型サービス事業所（介

護）の開所業務が東三河広

域連合へ移行したため、平

成 31年度以降の実施内容

及び効果を修正するもの。 

5 

 

効果 ・在宅医療、介護連携の促進 

・待機者の解消 
・介護離職の減少 

民間による市民サービスの充実 

 

6 

 

24 2 体育施設の指定管

理者公募の実施 

効果 ・経費の削減：【11,786千円減】 ・経費の削減：【11,158千円減】 消費税増税に伴う指定管理

料の増加によるもの。 

7 26 2 公共施設への広告

募集 

効果 ・自主財源の確保：【1,232千円増】 ・自主財源の確保：【1,160千円増】 小坂井支所の取組終了のた

め。 

8   主管組織 小坂井支所 削除  
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番

号 
頁 件名 項目 変更前 変更後 理由 

9 27  番号 ５ 小坂井支所での広告募集 
６ 武道館などの市内体育施設での広告

募集 
７ 市役所での広告付番号案内表示シス

テム等設置事業者の募集 

削除 

５ 武道館などの市内体育施設での広告 

募集 

６ 市役所での広告付番号案内表示シス

テム等設置事業者の募集 

 

10 28 1 企業誘致の推進 効果 ・自主財源の確保：【16,239千円増】 ・自主財源の確保：【65,857千円増】 時点の修正 

11 28 2 差押え物件のイン

ターネット公売等の推

進 

件名 差押え物件のインターネット公売 の推

進 

差押え物件のインターネット公売等の推

進 

表現の変更 

12 概要 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。 

差押えた物件をインターネット等を活用

した公売により処分する。 

13 効果 ・自主財源の確保：【1,000千円増】 ・自主財源の確保：【2,000千円増】 

 

時点の修正 

14 30 4 預金の効率的な運

用 

主管組織 財政課 財政課 

水道業務課 

水道業務課が新たに債券

運用を開始するため。 

15 33 2 公共施設の広域利用

推進 

その他 ‐ 実施時期未定 時点の修正 

16 34 1 市有地や市施設の

空きスペースの有効活

用と処分 

効果 ・自主財源の確保：【76,391千円増】 ・自主財源の確保：【85,860千円増】 時点の修正 

17 35 1 電力自由化による

電力契約の変更 

効果 ・電気料金の削減：【27,303千円減】 ・電気料金の削減：【34,876千円減】 時点の修正 

18 42 4 ＥＱ＊
検査の実施 その他 ‐ 実施時期未定 時点の修正 

19 46 2 より身近で便利で

快適な窓口サービスの

実現 

概要 支所で iPadを利用し、テレビ電話の機

能を用いた事務手続きを行う。 

窓口でのコミュニケーションを円滑にす

るためにタブレット端末の活用を推進す

る。 

支所以外の窓口においてタ

ブレット端末の活用方法を

検討するため。 
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番

号 
頁 件名 項目 変更前 変更後 理由 

20 改革行程 新たなサービス利用の検討 平成 30年度まで 

新たなサービス利用の検討 
平成 31年度以降  
新たなサービス利用の実施 

21 関係組織 各支所 関係各課 

22 48 1 GIS＊の活用（工事

箇所情報、災害時の情

報等の提供） 

その他  平成３２年度に次期システム運用予定 次期システムの更新に合わ

せたものとするため。 

23 48 2 ＩＣタグ＊
利用システム

の検討 

その他 ‐ 実施時期未定 時点の修正 

24 54 用語解説 た行  <ページ> 

28・30 

<用語> 

中期財政計画 

<用語解説> 

財政状況や財政制度を参考に将来にわたる財

政の姿や運営上の課題を明らかにし、安定した

財政運営を実現することを目的とした計画。 

用語の追加 

25 55 ら行  <ページ> 

33 

<用語> 

リーディング事業 

<用語解説> 

事業全体を進める上で核となり、先導的な役割

を果たす事業のこと。 

用語の追加 

 


