
重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

【意見】

全体的に抽象的な表現が多く、何をどうした

か良く分からないものが多い。

【意見】

項目として日常業務なのか、行政改革なのか

良く分からない。

【意見】

「目標どおりの効果達成」とされているもの

が大多数を占めていますが、そもそもの「目

標」が概念的なものが多く、効果達成度の外

部評価がし難い事項が多くみられます。

【意見】

継続的な施策なのであれば、前年度と比較し

て、どのような進歩・変化があったのかを自

己評価に記載していただけると、評価しやす

くなると思料します。

【意見】

今まで豊川市で暮らしてきて行政サービスに

対する課題や要望を覚えたことがなかったた

め、それぞれの具体的取組の目標がどのよう

な効果を発揮するのか分からず、取組に対す

る評価をするのが難しく感じた。しかし、普

段からこのような取組を実施していただいて

いることにより、不自由を感じたことがない

のであれば、評価点は「計画どおりの進捗」

で良いと思う。仮に「具体的取組評価結果

票」を見直す機会があるのなら、「どのよう

な課題の解決策なのか」が分かると取組結果

（効果）が分かりやすいと思う。

【質問】

「収入増加額・支出削減額：目標2.5億円以

上」とは、何のことですか。収入と支出の差

額を2.5憶円以上にするという理解で良いの

か。この視点があるのであれば、各具体的取

組の目標に数値目標を設定してあると費用対

効果が分かりやすいと思う。

具体的取組にある効果のうち、数値で表すことができ

る取組みについて、取組みを実施しなかった場合と比

較して得られた収入増加額と支出削減額の合計として

います。

1

パブリックコメ

ント手続制度の

推進

3 行政課

【質問】

・パブリックコメントの件数を増加させるこ

とが目的なのでしょうか。前年度までの取組

結果の評価とあまり差異がないように思われ

ます。

・パブリックコメントの結果を見ると、ほと

んどが「今後の参考にする」という回答にな

る中で、コメントを受けて対応された事例も

見られます。件数の増減だけでなく、対応事

例を紹介するなどして、パブリックコメント

が周知されただけでなく、実効性を伴ってき

たかどうかを効果として図るように前進させ

てはどうですか。

・目的は、市民や職員に対して、制度の周知・啓発を

図ることで、行政への参画意識を向上することとして

います。

・意見として担当課に伝えます。

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

全体

全体

全体

全体

全体

全体

次回からの行政経営改革プラン2025の評価について

は、プラン策定時に目標値の根拠や評価の設定方法に

ついて資料を作成し、委員の皆様に確認していただく

予定です。また、具体的取組評価結果票の実施内容に

ついて、計画策定時に目標として設定した取組項目や

件数に対する実績値等を具体的に記載し、内容に応じ

て裏面の補足資料を活用することで、委員の皆様が評

価しやすいよう適宜修正等を加えていきます。
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

加入世帯数が増えているため、効果達成度評

価点は「３」で良い。
8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

【質問】

町内会の役員となった際に、共働き夫婦では

なかなか活動できない。そうした事情で加入

をためらっている世帯もあると聞く。

こうした世帯への配慮も、町内会への加入を

促進するためには必要ではないか。

町内会役員の業務分担は各町内会で決めるものであ

り、その内容や負担の大きさは町内会によって異なり

ます。そのため市では、運営負担の見直し等を行う町

内会に専門的な知識を有するアドバイザーを派遣した

り、町内運営のICT化を図るために電子回覧板の導入を

促進するなど、町内会の課題解決に向けた取組を支援

しています。

4
企業など他団体

との人事交流
6 人事課

【質問・意見】

取組に対する自己評価で、民間企業の手法を

学び～となっているが、研修内容が分からな

いため、効果の程がはっきりしない。

時間外や休日の派遣というのも理解できな

い。

豊川青年会議所及び豊川商工会議所青年部への派遣に

ついては、民間企業の従業員等と一緒に各種イベント

の企画等を行っているため、公務員の考えに縛られな

い幅広い感覚が身につくものと考えています。これら

は市役所での就業時間外に行われる活動となっていま

す。

審議会等の委員や会長への教授派遣依頼が主

で実質的な連携は少ない。件数は少なくても

いいが、できれば市の重要政策について研究

室単位、ゼミ単位で関わってもらえると良

い。効果達成度評価点は「１」で良い。

6/30審議会で審議済みのため、意見として担当課へ伝

えます。

【質問】

審議会で出たように１６事業の内訳の概要を

提示してください。

7/14審議会で回答済み

【意見】

経済界としても大学との連携は以前から推進

しており成果も上がっている。しかしなが

ら、小規模・零細企業からは大学の敷居も高

く二の足を踏む企業も多い。行政や町内会等

と大学との連携では、課題に対する取り組み

方について、目標が同じであれば良いが、大

学が学術的取組を強く進めると行政の意図と

齟齬が生じるのではないか。報告として整っ

た成果が発表できても、実際の現場ではそれ

程の成果でない事例が往々にして生じていた

こともあったので、期間を設けて検証し続け

ることも必要である。

意見として担当課に伝えます。

2
市民参画機会の

増加
4

市民協働国際

課

【質問】

①町内会の加入率低下は若年層の未加入が原

因ではないかと思います。その部分に対して

直接的な対策が取られていないのはなぜで

しょうか？

②何％加入率が低下し、何件世帯数は増加し

たのでしょうか？そもそも加入しなくても変

わらず生活できるなら面倒なので加入したく

ない若年層は多いと思いますし、そのシステ

ムを変えていく必要があると思います。

①若年層への取り組みとしては、子どもの頃から、自

分の住む地域への愛着心とまちづくり意識を醸成する

ことが重要であると考え、小学生向け町内会啓発冊子

の作成・配付と、小学３年生を対象とした社会科授業

の出前講座を実施しています。

②前年度（4/1現在）比較として、加入率は1％減少し

たが、加入世帯は109世帯増加しました。

町内会は、住みよい豊かなまちづくりを目指して防

災・防犯、交通安全、ごみ処理など生活に密接した問

題解決に取り組む地域住人で組織された任意の団体で

す。本来、町内会加入は損得で判断されるべきもので

はなく、自分の住む地域が安全・安心で良好な人間関

係が築かれている、住みよいまちであること、そして

その一員として役割を担うことこそが、町内会加入の

最大のメリットです。市としては、生活に必要な行政

サービスは、町内会加入の有無に関わらず等しく提供

する義務があり、そのうえで、町内会に加入したいと

思われるような地域の魅力(＝付加価値)づくりやシステ

ム変更は、町内会が主体となって取り組むべきものと

考えています。

そのため、市では例えば、市民協働推進事業補助金等

によりまちづくり事業の活性化と財政支援を行った

り、町内会アドバイザー派遣事業により町内運営の見

直し等を支援したりしています。

5 大学連携の推進 7 企画政策課
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

【意見】

連携事業が多岐に渡り、担当課も複数に分か

れているので、施策として１つに束ねて主管

「企画政策課」として評価する事は無理。

それぞれの連携の取組について個別に評価す

るか、または束ねた企画政策課が、それぞれ

の連携事業の担当をどのように指導し、成果

を出したかのマネージメントについて評価す

るなら可能。

意見として担当課に伝えます。

【質問】

審議会で出たように276事業の内訳の概要を提

示してください。

7/14審議会で回答済み

【意見】

平成の大合併では、豊橋市は一歩引いていた

ように思われ、豊橋市が広域連携を言い出し

た頃には周回遅れであった感も否めない。し

かしながら少子高齢化も進み、奥三河の急速

な人口減少、高齢化を鑑みると広域での取組

みを増やしていくことは自然の流れであると

思う。こうした場合でも、それぞれの自治体

が組織を残しての広域連携を進めると屋上屋

を架するようになることも考えられるので、

無駄を生じないように取り組むことが必要で

ある。

意見として担当課に伝えます。

効果目標の「定住・交流の促進」についての

自己評価がされていない。

【質問】

①魅力の発信や広域的な周知により、何か成

果はありましたでしょうか？

②どのくらいのアクセス数があったのでしょ

うか？

【質問】

「取組による効果」に「本市の特色ある取り

組みを掲載した地域再生計画が内閣府ホーム

ページに掲載されることにより広域的な周知

につながった」とありますが、豊川市のホー

ムページの地域再生計画のページは、令和２

年度の取組がわかる記載がなく、情報が更新

されていません。広域的な周知につながった

ことは審議会委員がどのように評価すればよ

いでしょうか。

豊川市のホームページの「地方創生応援税制（企業版

ふるさと納税） 」に関するページをご覧いただくと、

地域再生計画に賛同いただいている企業様を掲載して

おります。該当する企業様は、企業版ふるさと納税と

いう形で地域再生計画を支援していただいており、内

閣府ホームページへの掲載はこのような支援の一因と

なったと自己評価しています。

9
事業の庁内にお

ける評価の実施
11 企画政策課

【意見】

ワーキング手法を用いて、庁内評価を実践し

施策の形成力の向上を図ることが目的である

が、「取組に対する自己評価」では、キャッ

シュレス化をテーマに複数課間の合意形成が

うまくいった事に終始している。どのように

「庁内評価」を実施し、それが施策決定にど

のように機能したのかといった点が欠落して

いる。あくまでも取組の件名は「事業の庁内

における評価の実施」

意見として担当課に伝えます。

10
予算編成過程の

公開
12 財政課

【意見】

「今後の具体的な取組予定」に記載されてい

ることが実践されるのを望む

意見として担当課に伝えます。

11
民間との連携活

用
13 企画政策課

【意見】

本来の狙いは、直営で行っている事務事業を

民間に委託、または民間と連携することによ

り経費の削減を目指す取組であり、ワーキン

グで民間事業者の意見を聞く程度では十分で

ない。また、このワーキングについてはＰ11

の重点９と同じワーキングであり、一つの

ワーキング事業を２つの取組で取り上げてお

り疑問が残る。

意見として担当課に伝えます。

6
他自治体との連

携の推進
8 企画政策課

9 企画政策課7
国・県の情報発

信ツールの活用

①令和2年度国勢調査の速報値では、豊川市は約2,200

人の人口増加がみられます。この増加の一因として、

情報発信ツールの活用があると考えられます。

②Ｒ２年度のあいちUIJターン支援センターのウェブサ

イトのアクセス数は325です。

参考：豊橋（554）、新城（310）、蒲郡（294）、田

原（292）、サイトのトップページは約２万アクセス
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

【質問】

ふるさと納税は具体的にいくら寄附を目指す

などの目標値はあるのでしょうか？

現在寄付額の目標値は設定しておりませんが、返礼品

の件数を200件に増加することで、寄付額の増額を目指

しています。

【質問】

・ふるさと納税の件数、金額については、前

年比較の数字を提示いただきたいと思いま

す。本施策だけでなく、継続的な施策につい

て、増減が目標達成の尺度になるようなもの

についは、前年度比の計数が必須であると思

います。

・地域猫プロジェクトは目標額の５倍以上の

成果が出ています。これは「計画を超える効

果達成」であり、３点をつけていいのではな

いですか。何かマイナス要因がありますか。

・令和元年度は3,593,600円（２５７件）、令和２年度

は52,396,255円（1,626件）となります。

・マイナス要因はありません。

8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

14
施設の見直し及

び処分
16 財産管理課

【質問】

小坂井生涯学習センターの工事の次にモデル

エリアを一宮に選定し、旧宝飯郡エリアを順

次再編していくと思います。少し説明を加え

ていただけると解りやすいです。一宮を選定

した理由（築年数とか）

次のモデルエリアを一宮地区に選定した理由は、一宮

庁舎は支所庁舎で最も古く、築４７年を経過し、老朽

化や劣化が進行しているためです。

【意見】

土地開発公社や土地取得特別会計の保有土地

について、処分等により適正化を図られたこ

とは大いに評価したい。公共施設等の見直し

により、今後もファシリティマネジメントの

重要性は増してくるが、民間での利活用を含

め、幅広い意見を集約し検討してほしい。

意見として担当課に伝えます。

【意見】

今回は最終的には効果達成度評価点は１と

なった。確かに数字では目標の８５％である

ので、その評価で仕方ない。又、目標値も担

当課の申請なら仕方ない。

それよりも、個々の物件について、どの様な

事をして、４件の売却が出来たのかによって

は評価が違う。

空きスペースの貸付も２～３の例が欲しいと

思いました。

意見として担当課に伝えます。

【質問・意見】

・毎回質問していることですが、「トップマ

ネジメント」の「トップ」に該当する人また

は組織はなんですか。

・企画調整会議が施策決定のトップというこ

とならば、企画調整会議の働き度合いを評価

することになると思いますが、記載されてい

る内容では、どのように力を発揮され、トッ

プマネジメントが「前年度まではこうであっ

たが、今年度はこのレベルまで強化できた」

ということがわかるような記載がないと、評

価できません。

・企画調整会議が該当します。会議の構成員は、市

長、副市長、企画部長、総務部長、所管部長

企画部次長、総務部次長、所管部次長、企画政策課

長、財政課長です。

・Ｒ２年度は、市の最上位計画である総合計画改訂に

際し企画調整会議において審議を行い、マニフェスト

工程計画との整合、ＳＤＧｓの推進等を総合計画に反

映することができ、企画調整会議に期待される機能を

果たしたと考えています。

【意見】

通常「トップ」とは、執行責任を持つ経営者

を指す。しかし、内容的には関係各課の相互

の調整を指しているようだ。それにより強力

なリーダーシップやトップマネジメントの強

化というのは少々おかしい。

意見として担当課に伝えます。

12
とよかわ応援寄

附金の確保
14 企画政策課

15

市有地や市施設

の空きスペース

の有効活用と処

分

17 財産管理課

16
企画調整会議の

推進
18 企画政策課
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

【質問】

人事異動を行う際、担当部署で何年以上勤め

てからと言う条件などはありますか。

一つの部署で何年以上務めた場合異動になるという条

件はありません。

【質問】

・管理職との人事異動ヒアリングというの

は、通常行うことではないのですか。ヒアリ

ングのやり方は何か変えているのですか。こ

のヒアリングの実効性を向上させるためにど

のような取組みを行ったのですか。

・組織改正のヒアリングに人事課が同席する

のは、このアクションプランによって同席す

ることになったのですか。

・管理職との人事異動ヒアリングは、毎年、事前提出

される調書を基に、具体的に聞き取る形で行っていま

す。人事当局は複数人で対応し、重要事項を漏れなく

確認するよう努めています。

・組織改正のヒアリングへの人事課の同席は、アク

ションプランによるものではありません。組織改正に

は人員の要望も含まれるため、人事課も承知している

必要があります。

【質問】

総合計画の実施計画策定にワーキングがどの

ように効果があったのか分かりづらい、令和

２年度に実施した実施計画策定に30の連携が

生まれたとあるが、その策定にワーキングが

どの程度関係したのか？

ワーキングは、担当者以外の職員による事業評価や外

部識者との意見交換を行い事業をより良いものとする

ための取組です。

コスト削減につながったものとして、防犯啓発パト

ロール担当者及び資源持ち去り防止事業担当者でワー

キングを実施し、防犯及び資源持ち去り監視という双

方の視点をもったパトロール事業を実施できたという

事例があげられます。

相乗効果を生み出したものとして、リレーマラソン、

農業、観光担当者及び観光協会でワーキングを実施す

ることで、マラソン参加者へ市の農産物等を提供する

といった、スポーツイベントにおもてなしの要素を加

えた事業を実施できたという事例があげられます。

各課の横断的な課題解決に向けたものとして、窓口で

公金収納を行っている部署間においてワーキングを実

施することで、公金収納のキャッシュレス化に向けた

実証実験につなげることができました。

【質問】

・ワーキングは何回実施されましたか。実施

頻度は計画どおりでしたか。

・「30 の連携を生み出すことができたため、

目標どおりの効果達成度とした」とありま

が、30 は計画していた連携数なのですか。

・Ｒ２年度は、公金等収納キャッシュレス化に関する

ワーキングを４回実施しました。実施頻度の計画はあ

りませんが、キャッシュレス化に向けた関係課の意見

交換や事務調整を行いＲ３年度の実証実験につなげる

ことができました。

・連携数に関する計画はありませんが、各課で連携を

意識した事業展開を行うことができたため、目標通り

の効果達成度としました。今後も、このような連携に

よる質の高い事業の実施を目指し、連携事業を増加さ

せることを目指します。

コロナで中止があったのだから、進捗度評価

点も「１」で仕方がない。恥ずかしい事では

ない。

「職員研修の充実化」を図る１８件の取組みのうち、

書面開催５件、中止２件となっています。事業の実施

については継続して取組中であるため、進捗度評価点

は２点とし、効果達成度評価点を１点としています。

コロナの影響で仕方ない部分があると思いま

す。代替えの研修がしっかりできているなら

評価点は2点でもいいのかなと思います。

8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

【質問】

・「女性職員の登用」とは、どの水準を目標

としていますか。管理職ですか。役務者です

か。例えば管理職比率等の目標値を定めてい

ますか。

・現在の管理職比率はどれぐらいですか。こ

れは同規模自治体と比較し、どれくらいの水

準にありますか。

・「職域の拡大」について、現状の水準と目

標とする水準を明示できますか。

・「豊川市特定事業主行動計画」において、令和2年度

までの目標として、女性職員を①課長補佐級以上は

18%程度、②係長級以上は24%程度とすることとして

いました。これに対して、令和2年度の実績は、①は

22.7%、②は27.6%となっています。

・目標値は、国が示した市町村の目安を参考にしたも

のであるため、本市の状況は全国的にみても高水準で

あると思われます。

・「職域の拡大」については、男性が多く配属される

傾向にある部署等に、女性も積極的に配属していくと

いう考えであるため、水準をお示しすることは困難で

す。

【意見】

女性職員の登用と職域の拡大がうたわれてい

るが、委員は別として審議会等で活躍する女

性職員の姿は目にしたことがない。

意見として担当課に伝えます。

17
組織と定員の適

正化
19 人事課

20
職員研修の充実

化
22 人事課

18

総合計画実施計

画策定方法の充

実

20 企画政策課
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

【意見】

職員数の適正化で目標値を出しておいて目標

値を達成できなかったが、目標どおりと評価

点を付けるのであれば、そもそも目標の立て

方がまずいと思われてしまう部分があると思

います。コロナの影響で人員増しなければな

らないのなら仕方がないと思いますが、その

場合はそのような記載が必要かと思います。

意見として担当課に伝えます。

【意見】

職員数だけで適正かどうか判断してますが、

職員の年代別の数も考慮してはどうでしょう

か。

「就職氷河期」の時代は採用が少なかったと

思います。

意見として担当課に伝えます。

【質問】

19 ページの「組織と定員の適正化」とは異な

るものですか。ダブルスタンダードとなるこ

とはないですか。

「組織と定員の適正化」は、組織体制の整備に伴い人

員を適正に“配置”することを意図しているのに対し、

「定員の適正化の推進」は、人事課が策定した「定員

適正化計画」に基づき、各職種等の人員を適正に“採

用”していくことを意図しています。

24
業務改善運動の

推進
26 行政課

【意見】

かつて豊川市にもQC活動があり、成果の発表

会もあったが、いつの間にか立ち消えとなっ

た。現在はT1グランプリを実施し、業務の改

善に向けて努力していることは評価できる

が、T１グランプリのための業務改善になって

いないか危惧するところである。行政の業務

について、民間企業で行われているところの

生産性やコストの尺度で測ることは難しい面

がある。提案件数や職員の意識の向上など本

質から少し外れたところが目標となっている

のではないかと感じている。

8/4審議会重点評価対象取組

25

職員の働きやす

い職場環境の構

築

27 人事課

【意見】

新規採用職員の定着率や職員全体から見た離

職率から見ても、市役所は働きやすく、ワー

クライフバランスの取れた職場であると思

う。業務内容にょり、休みが取りにくかった

り、時間外勤務が発生することはやむを得な

い面もあるが、それを個人の負担に留めたり

職場の特殊性として結論付けては職場環境の

改善に結びつかないので、市役所全体の課題

として管理職を始め多くの職員が認識するこ

とが肝要である。

8/4審議会重点評価対象取組

インターンシッ

プの拡大・充実
37 人事課

【意見】

学生等のインターンシップは実施した方が良

いと思う。対面が難しいのならオンラインで

も良いので、プログラムを作成して公表すべ

き。市の広報活動の一環として考えれば良い

と思う。

意見として担当課に伝えます。

使用料・手数料

の見直し
61 財政課

コロナで使用料等の改定を先送りしたのな

ら、進捗度評価点も「１」
8/4審議会で進捗度評価点の審議を行います。

音羽支所での広

告募集
音羽支所

一カ所取り下げあったなら、効果達成度は

「１」

御津支所での広

告募集
御津支所

一カ所の継続掲示がなくなったなら、効果達

成度は「１」

武道館などの市

内体育施設での

広告募集

スポーツ課

【質問】

予定額に対して少ないのに、なぜ目標どおり

なのか？（支所も同様）

8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

音羽支所、御津支所、スポーツ課はそれぞれ予定額72

千円に対して実績額48千円。行政課の考え方として

66％以上であれば目標どおりとしています。

23 人事課

63～69

21
定員の適正化の

推進
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重点 件名 ページ 担当課 意見・質問 回答

第4１回　行政経営改革審議会における委員からの意見について

音羽支所での広

告募集

御津支所での広

告募集

武道館などの市

内体育施設での

広告募集

音羽支所

御津支所

スポーツ課

【質問】

・音羽支所の１箇所掲載の取り下げ理由は何

ですか。

・一宮支所では、収入増加予定額が72 千円

で、実績が72 千円で「目標どおりの効果達

成」とされています。一宮支所以外は予定額

を達成できていないのだから、「目標に至ら

ない効果達成」なのではないかと思われま

す。もし、広告料の未達額を補うようなその

他の効果があったのであれば、それをお示し

ください。

・掲載企業が経費削減策として広告掲載場所の見直し

を行った結果、音羽支所は更新しない施設に決定した

ため取り下げたいと申し出がありました。

・音羽支所、御津支所、スポーツ課はそれぞれ予定額

72千円に対して実績額48千円。行政課の考え方として

66％以上であれば目標どおりとしています。また、そ

の他の効果はありませんが、新たな広告主を募集し広

告を増やす等努めていきます。

公共施設への広

告募集

都市計画課

一宮支所

音羽支所

御津支所

スポーツ課

財産管理課

公用車への広告

募集
70

一宮支所

音羽支所

御津支所

小坂井支所

新たな広告収入

の獲得
71～73

清掃事業課

企画政策課

企業誘致の推進 74
企業立地推進

課

収入増加額の実績が予定額を12,225 千円上ま

わっており、「取組に対する自己評価」の内

容を見ても、「目標を超える効果達成」とし

てよいのではないでしょうか。

8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

不要物品のイン

ターネット公売

の推進

76 収納課

・実績額は「0 千円」となっていますが、全く

ないのか千円未満の実績があるのかどちらで

すか。全くないのであれば、「－」ないしは

「なし」と表記していただきたいと思いま

す。

・仮に実績が全くなく、インターネット公売

の公表もしていないのであれば、「目標に至

らない効果達成」ではなく、「工程どおり開

始せず効果がないもの」に該当しないでしょ

うか。

8/4審議会で効果達成度評価点の審議を行います。

再生可能エネル

ギーや新エネル

ギー・省エネ設

備の導入

90 環境課

【質問】

太陽光発電設置やLED化には初期投資がかか

る。その費用を、例えば電力自由化による電

力契約の変更（財産管理課取組み）で削減で

きたコストを当てて賄うことはできないの

か。

環境課は、環境基本計画に基づき、公共施設における

太陽光発電システム導入などを推進する立場にありま

すが、予算要求や予算承認に関するものは、各施設担

当部署と財政課で検討する必要があると考えます。

【質問】

将来的に、安定して広告主を確保できる見通

しはあるのか。

また、広告を増やす予定はあるのか。

（なかなか難しいようにも思えるが）

・周知方法や掲載方法について検討し、改善していくことはできま

すが、社会情勢の変化により、必ずしも安定した広告主の確保は難

しいと考えます。また、豊川市催事場では広告を増やす予定はあり

ません。（都市計画課）

・現在は広告主が広告掲載を継続してくれているが、この先も継続

されるかは不明です。また、広告を増やす予定については、公用車

については既に掲載済であり、施設については、掲載スペースが限

られるため、増やす予定はありません。（一宮支所）

・公用車への広告は、車両を教育委員会へ所管替えしてきており広

告を増やすことは難しいですが、公共施設への広告は、現在お願い

している広告主に引き続き依頼しながら新たな広告主を募集し広告

を増やすよう努めます。（音羽支所）

・現在の広告主に今後も継続依頼していく一方で、新たな広告主募

集に努めていきます。（御津支所）

・将来的に、安定して広告主を確保できる見通しはありませんが、

現在広告募集を実施する体育施設以外でも広告募集を導入できるよ

うに検討中です。（スポーツ課）

・庁舎広告主について、最長５年間まで延長可能な契約を結んでい

ますが、将来的な見通しはありません。車両広告についても、継続

更新を行う企業主や新規の企業主が少なく、現状数を保つのも難し

い状況です。（財産管理課）

・公用車の台数の関係で、広告を増やすことは難しいですが、現在

お願いしている広告主に継続依頼しつつ、新たな広告主の募集に努

めていきます。（小坂井支所）

・資源と家庭ごみ収集カレンダーの広告料は毎年90千円あります

が、広告主の確保には苦慮しています。また、これ以上広告スペー

スを増やすことは難しいと考えます。（清掃事業課）

・広告料収入は、穂の国パスポートによる公共施設の無料利用の周

知ポスターによるものですが、継続的な広告主がおり、引き続き協

力を求めたいと考えています。（企画政策課）

63～69
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外部評価の実施 99 企画政策課

【質問】

まち・ひと・しごと創生総合戦略の外部ヒア

リングは何回実施されましたか。頻度は計画

どおりでしたか。評価を受けることだけが目

的なのですか。外部評価はどのように活かさ

れましたか。または、どのように活かそうと

していますか。

Ｒ２年度は、まち・ひと・しごと創生総合戦略会議で

外部ヒアリングを２回実施しました。頻度は計画通り

です。外部評価を受けること自体が目的ではなく、評

価を所管課にフィードバックすることで、外部評価を

踏まえた事業展開に活かすことを目的としています。

職員の専門性の

向上策の実施
102 人事課

コロナで開催中止や参加を見送ったのだか

ら、進捗度評価点も「１」

「職員の専門性の向上施策」を図る取組みのうち、職

員を派遣する研修については、参加を見合わせたもの

がありますが、資格取得補助制度など取り組み可能な

事業については、継続して取組中であるため、進捗度

評価点は２点とし、効果達成度評価点を１点としてい

ます。

学習的職場風土

の醸成策の実施
103 人事課

コロナで一部の開催しかできなかったのだか

ら、進捗度評価点も「１」

「学習的職場風土の醸成策の実施」を図る取組みのう

ち、庁内オープンカレッジの開催数が少なくなったも

のの書面開催や庁内インターンシップを実施するな

ど、取り組み可能な事業については、継続して取組中

であるため、進捗度評価点は２点とし、効果達成度評

価点を１点としています。
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