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第２３回豊川市行政経営改革審議会 会議録要旨 

 

日時：平成２８年９月２８日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分 

場所：豊川市役所 議会協議会室 

出席者： 

愛知大学教授 阿部 聖委員 

豊橋創造大学准教授 花岡 幹明委員 

豊川青年会議所理事長 白井 正和委員 

連合愛知三河東地域協議会事務局長 瀬野 弘志委員 

豊川信用金庫執行役員経営支援部長 平松 俊浩委員 

豊川市文化のまちづくり委員会委員 石黒 貴也委員 

豊川市社会教育審議会委員 伊奈 克美委員 

公募 中村 信彦委員 

事務局： 

総務部長、総務部次長、行政課長始め行政課員３名 

説明者 

 企画部秘書課長始め秘書課員２名 

欠席者： 

豊川商工会議所専務 松下 紀人委員 

東海税理士会豊橋支部 佐竹 宏仁委員 

ひまわり農業協同組合理事 早川 久代委員 

豊川市市民協働推進委員会委員 牧 昌夫委員 

公募 麻生 佳子委員 

 

◎行政経営改革アクションプラン取組状況の評価について（資料１・２） 

①重点取組の評価 

 ○将来像５「人材・品質」の重点取組の評価（資料２ Ｐ．１６～Ｐ．２１） 

（事務局 説明） 

・重点⑮ 少数精鋭の推進 

  職員研修の充実化では、庁内オープンカレッジなどの新規事業の取組みにより、様々な研修

を実施しました。 

定員の適正化の推進、優秀な人材の確保、多彩な採用形態の活用により業務遂行能力の向上

などの人材育成に関する取組と業務量に応じた定員の適正化に関する取組を実施しました。定

員の適正化の金額の効果については、人件費が人事院勧告により 351,914 千円の増となってい

ますが、計画期間中の効果として実人員の削減により 501,041 千円の削減の効果となっていま

す。 

・重点⑯ 総合窓口の設置の検討 

  総合窓口の設置では、アクションプランの計画上で実施時期は未定で平成２７年度までには

検討を行うことになっており、検討の結果、カウンタースペースや待合スペースの確保できな

いので、現在の庁舎機能では対応が困難であるとの判断から取組を廃止することとしました。 

・重点⑰ 情報システムの全体最適化の推進 

  行政情報システムの構築では、近隣の新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村と共同して

システム構築を進め、平成２８年４月１日時点で全てシステムが稼動しています。 
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・重点⑱ 業務改善の推進 

  業務改善の推進では、とよかわ仕事カイゼングランプリを実施し、業務の効率化や職員の改

善意識の向上を図っています。 

 

以上の４つの重点事項に２１の取組があり、将来像５については、進捗度、効果の達成度と

もにすべてＢ評価となっています。将来像５「人材・品質」についての概要説明は以上です。 

 

（各委員 質疑応答、意見等） 

 ○全体意見 

 

 ○重点⑮「少数精鋭の推進」 

・学習的職場風土の醸成策の実施にある庁内オープンカレッジについて、7 講座が開設されて

57名が受講したとありますが、予定していた人数と比べてどうですか。カレッジを開催して

目的達成ということでもよいですが、カレッジを開催したからといって風土が醸成されたと

いえないのではないですか。相当の人数が参加したことによりカレッジが活性化すれば、風

土が醸成されているとみなすことができると思いますが、カレッジ自体は手段の１つでしか

ないと思います。同様に、学び続ける意欲の保持・向上策の実施で業績評価シートに自己啓

発目標を追加したとありますが、項目を追加したからといって意識の向上が図れたとはいえ

ないのではないと思います。ただ、向上策としては実施しているのでその部分を否定するも

のではありません。今後評価いただく場合は、学習する組織風土になっているのか、学び続

ける意欲が保持できているかの観点で評価していただければと思います。 

⇒（事務局）庁内オープンカレッジについてはある程度の人数がいないと開催できないため、

全部で 68講座中の 7講座が実施されています。庁内オープンカレッジは職員が職員に対し

て実施するものであるため、教える側も勉強しますし、教わる側も興味を持ってもらうと

いうことで、自身のキャリアプランを作るうえで重要な位置づけになっています。ただ、

豊川市の職員数も多いので、やり方については今後検討していく必要があると思います。

豊川市としても、講座の上限人数を 10名から 5名にするなど、受講者を増やすための工夫

を行っており、平成 28年度についても 57講座を設けて実施しています。職員が職場につ

いての学ぶことができる重要な場だと思いますので、学び続けるという意味からも引き続

き事業を継続していきます。 

 ⇒（会長）評価内容の記述について、記述が主観的すぎると思いますが、受講者が庁内オ

ープンカレッジについてどういう評価をしているかを入れてはどうでしょうか。 

⇒（事務局）庁内オープンカレッジでは受講者にアンケートを行っており、有意義であ

った、新しい講座メニューを追加してほしい、ニーズの高さを実感できるなどの意見

があります。今後も職員のキャリアプランを考える機会としていきたいと思います。 

 

・定員適正化の推進で効果の達成度評価の内容について、前段の部分に対前年比で 5人を削減

したと記述があり、後段の部分で約 500,000 千円の人件費の削減ができたとありますが、5

人で 500,000千円の削減ができたということですか。 

⇒（事務局）前段の記述については対前年の数であり、後段の記述については定員適正化に

係る計画期間内の数となっています。5人で 500,000千円ということではありません。 

 ⇒取組内容に職員の能力向上と人材育成とありますが、具体的にどのようなことを行って

いますか。 

  ⇒（事務局）定員適正化計画では適正化について、人事評価制度の効果的な運用、接遇

向上の充実、人材育成基本方針のブラッシュアップなどを行い、人材育成を推進して
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市民サービスの維持、向上を目指すことになっています。人材育成について具体的に

は、自学、ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴなどがあります。また、人材育成基本方針にしたが

って、個々の職員の能力向上を図っています。 

 ⇒効果の達成度評価内容に職員の能力向上について記述がないので、そこが達成され

ていることがわかるように記述したほうがよいと思います。 

  ⇒（事務局）能力向上について記述がないということですね。能力向上について取

組内容があれば記述します。 

 ⇒（会長）削減できた金額として記述があるのは計画期間とのことでしたが、5

年間の総額ということですか。 

 ⇒（事務局）定員適正化計画が平成 22 年度から平成 27 年度までの計画になり

ます。 

 ⇒（会長）計画期間について記述があると前段との違いがわかると思います。 

 

・多様な採用形態の活用について、再任用の記述がメインになっていますが、中途採用や民間

からの雇用については含まれていますか。今後、そういった枠を広げていく予定はあります

か。 

⇒（事務局）多様な採用形態の活用は、職員採用のあり方の話ではなく、再任用職員、嘱託

員、臨時職員を特徴にあった配置を行うという話になります。職員採用のあり方について

は、優秀な人材の確保で採用形態や職員採用の試験のあり方について記述されています。 

 ⇒意見になりますが、民間でも定年後に能力のある人材に職場に残ってもらう枠を増やす

ような動きもあり、それも重要だと思いますが、大手企業では大学卒業の新規採用だけで

なく、３０代前半の方の採用枠を設けようという動きもあります。優秀な人材の確保につ

いては、なんらかの経験や免許などを持っている民間経験者が対象になっていると思いま

すが、そういった方以外の３０代前半くらいの方についても、一般の大学卒業の新規採用

と同じように採用できる枠を設けることを検討してもよいのではないでしょうか。 

  ⇒（事務局）豊川市としては社会人採用の枠は 10 年以上前から設けており、上限は設

けてはいますが、年齢にこだわらず採用する取組を行っています。民間の経験、未経

験は条件にありますが、採用試験としてＳＰＩを活用するなどして優秀な人材の確保

に努めています。今後も採用試験のやり方についても工夫をしていかなければならな

いと考えています。 

 ⇒（会長）行政でも大学でも中途採用も機会は以前に比べて増えています。豊川市で

も何人か入っていると思いますがどうですか。 

⇒（事務局）10年以上前から社会人採用を行っており、今年は 5名採用しています。

採用の条件として、技術を持っている方は専門職として採用枠を設けていますが、

優秀であっても資格や実務経験がない方については採用枠を設けていない状況

です。民間で資格や実務経験にとらわれない採用を行う動きがあれば、今後の参

考にさせていただきたいと思います。 

 

・多様な採用形態の活用について、全計画期間の効果欄に職員の業務量抑制との記述がありま

すが、「効果の達成度評価内容の欄には職員数の削減や業務量の増加により、時間外勤務労働

は増加しているが、サービス水準の維持、人件費の抑制には一定の効果が上がっているので

目標どおりの達成度とした。」とあります。この評価をみるとサービス水準の維持は効果がで

ているので、職員の業務量抑制については達成できなくてもしょうがないと記述されている

ようにみえます。ワーク・ライフ・バランスの観点から時間外勤務が増えるのはよくないで

す。サービス水準の維持や人件費の抑制ばかりでなく、時間外勤務を減らすことも行ってい
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ただきたいです。この多様な採用形態のために一般職の残業が増えているのであれば、多様

な採用形態の効果を狙いすぎたために、逆にデメリット部分がでてきているということでは

ないのでしょうか。採用形態を多様化するのもよいことばかりでなく、正規職員にいてほし

い部署に嘱託職員や臨時職員を配置していると責任のとり方や勤務時間の問題などがあるの

で、正規職員の減らしすぎもよくないと思います。 

⇒（事務局）第５次定員適正化計画に基づき、職員数については、事務職、技術職は減りま

すが、保育職については増やす計画になっており、総人数も増えることになります。福祉

業務やファシリティマネジメントの業務など業務量が増える部署に職員を配置し、サービ

スが低下しないように努めます。 

 ⇒（会長）書き方をもう少し工夫して、総時間数は増えているがサービス水準の維持のた

めやむを得ないなどの記述があるとよいと思います。 

 

 ○重点⑰「情報システムの全体最適化の推進」 

・住民情報関連システムの再構築について、35％以上の削減効果があったとありますが、支出

削減額はどのくらいですか。また、行政情報システムの構築についても、30％以上の削減効

果があったとありますがどのくらいですか。「収入増加額 支出削減額」の欄に削減効果があ

った額を入れてはどうでしょうか。 

⇒（事務局）住民情報関連システムについて、現行システムを継続利用した場合と新規シス

テムを利用した場合の比較ですが、現行システムでは 7年 3か月で 1,950,000千円、新規

システムでは同期間で1,240,000千円となります。したがって支出削減額は710,000千円、

36.4％の削減効果となります。 

 ⇒7 年 3 か月分の削減効果ということですね。そのほかの取組状況については、単年での

比較でよろしいですか。 

  ⇒（事務局）取組状況については前年度との比較になりますので、単年度での評価にな

ります。住民情報システムの最適化の支出削減効果を単年度で考えれば、およそ

100,000 千円になります。また、行政情報システムについては、自庁で処理を行う自

庁方式との比較になりますが、自庁方式では 8年 3か月で 756,000千円、新規システ

ムでは同期間で 479,000千円となります。したがって支出削減額は 277,000 千円とな

ります。 

 

 ○７重点⑱「業務改善の推進」 

・職員の働きやすい職場環境の構築について、今まで時間外労働は増加していたが、平成２６

年度から減少に転じたとの記述がありますが、多様な採用形態の活用では職員数の削減や業

務量の増加により、時間外勤務労働は増加しているとの記述があります。職員１人で考えた

場合は減少しているが、市全体で考えた場合は増加しているということでよいですか。 

⇒（事務局）総時間数で考えた場合は増加していますが、職員１人あたりの時間数は若干減

少しています。対前年比で総時間数は 1,396時間増加していますが、１人あたりの時間数

は 1.7時間減少しています。総時間数を減らしていけるよう努力したいと思います。 

 ⇒（会長）書き方をもう少し工夫して、１人あたりの時間外労働時間は減少しているなど

の記述があるとよいと思います。また、総時間外勤務労働をどのくらい減少するかにつ

いては、今回の取組内容にはない別の話になりますので、市で努力を続けてください。 

 

・時間外と人と仕事について、製造業であれば１日の製造量に対して、どれだけの人と時間を

費やしてやるかで、できなかった部分が時間外となりますが、市ではどれくらいの業務を行

えば市民に対してサービスが低下しないといえるのか、サービスを向上したといえるのか、
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その分類が難しいと思います。主管課評価結果表は取組別でそれぞれ書いてあるので、相関

性がある取組について、それぞれの評価結果を比較した時に内容が異なることにもなってき

ます。したがって、関連項目も含めた１つの内容について、課題から順に整理していって、

どの面から見ても正しい内容となるように評価してもらいたいです。また、時間外勤務は、

１日の残った業務について時間外に管理監督者が部下に指示をするのが相関性の構図であり、

市の業務では各業務の進捗度を上司が監督しづらい状況はありますので、難しいかもしれま

せんが、市の業務についても、まわりが見てわかりやすいようなやり方をして透明化を図っ

てもらいたいと思います。 

 

②行政改革アクションプラン取組状況の重点評価について（資料５・６・７） 

○広報に関する職員の意識改革の実施について 

⇒（事務局）－重点評価の進め方について説明－ 

⇒（会長）今の点についてご質問ありましたら、お願いします。特になければ重点評価に移りた

いと思います。担当課から説明をお願いいたします。 

⇒（秘書課）－１点目の取組内容・取組状況について説明－ 

⇒（会長）前回の意見と今回の意見をふまえて評価が妥当かどうかを判断することになりますが、

今のお話しの内容についてご質問、評価についてのご意見がありましたらお願いします。 

・広報の発行が月２回から１回になるため、意識改革とリニューアルを行い、広報の機能強化を図

ろうとのことですが、発行回数が減っていることは広報機能としては低下していると感じます。

区長の配布作業の負担軽減で発行回数を減らしているとのことですが、それが理由であれば配布

を民間と協働するなど配布方法を考えてもよかったのではと思います。発行回数が減ることに対

しては、内容が充実していたとしても、行事などのタイムリーな話題は市民に提供できないとい

うことになるので、それを補完するための取組を自己評価に記載すべきではないでしょうか。 

⇒（担当課）広報誌のタイムリー性が失われたとの話ですが、確かにそういった部分はあります。

まず、発行回数を減らした理由として、区長の負担軽減との話がありましたが、結果として喜

ばれた部分もありますが、それが主目的ではありません。昨今ホームページで情報を収集する

方が増え、逆に広報誌を見ない方が増えてきている状況にあり、広報誌離れが進んできていま

す。それであれば、読みやすい広報にしようということが大前提にあります。ただ、記事を掲

載する時期について、期間が空いて掲載が難しくなるということもありますので、情報提供が

遅れないようにホームページなどに情報を掲載し、案内ができるように取り組んでいるところ

です。 

   ⇒（会長）回数が減ったことに対して、その補完の手段についても質問があったかと思います

が、どうですか。 

    ⇒（担当課）広報の掲載の記事数が減ったと言われますが、掲載記事数が激減したというこ

とはありません。広報のタイムリー性の観点から、時期を逸したので記事を載せにくいと

の話はありますが、あくまで掲載時期的な問題であり、掲載する枠がないということでは

ないと認識しています。ただ、この問題につきましても、広報ではできる限り今までより

簡便な言葉を使うなどして掲載記事数を減らさない努力をしていますし、ホームページに

詳細を掲載するなどして連携を図るなどの取組を進めています。 

 

・乳幼児の予防接種などの情報について、月２回で掲載されていた内容が月１回で間に合いますか。 

⇒（担当課）市長も「子育てするなら豊川市」と子育てに力をいれるとの話をしていますので、

広報誌についても、子育て業務だけではありませんが、力をいれていきたいと考えています。

予防接種については、保健センターで個別通知を送るなど、広報誌だけに頼らないやり方も進

めていますので、いろいろな事業と連携をし、必要な情報が漏れないように情報提供していき



6 

たいと考えています。 

・市ホームページのアクセシビリティについて、耳の不自由な方に向けてホームページを掲載して

いるとの話を聞きましたが、どのような内容ですか。 

⇒（担当課）耳が聞こえず、文字も読めないが、手話はわかる方がおみえになるので、そういっ

た方に対して豊川市のろうあ協会の協力で、広報誌から何点か記事を選び、その記事を動画に

してもらうという取組になります。本格実施は１０月号からになります。 

 

・（会長）広報活動に際して高齢者に対する配慮はありますか。 

⇒（担当課）高齢者の方はホームページなどになじみがない方が多いので、広報誌が市政情報を

得るうえでの柱になります。そういった面からも広報誌のリニューアルで、文字数は掲載記事

の都合上大きくできないので、図表、写真、カラー化による色分けなどにより、見やすい広報

誌を作ることで高齢者に対する配慮ができているのではないかと考えています。 

 

・ホームページとのリンクについてですが、例えば講演やコンサートの情報の周知は難しいので、

ホームページで空メールを打つとメルマガ登録ができ、登録者に対して定期的に講演情報などが

発信できるようにシステム化することはできないでしょうか。 

⇒子育て分野については、そのようなシステムがあり、登録者に対して保健センターや子育て支

援センターの情報が届くような仕組みになっていますが、人によっては受信料がかかる場合も

ありますし、子どもの検診情報も年齢によっては必要ない情報となりますので、送る内容も子

育て分野については難しい部分もあります。 

⇒（担当課）全庁的にメールによる情報発信ができればとの話でしたが、介護高齢課では欲し

い分野の情報について選択しておくとメールで情報提供してもらえるようになっており、そ

ういった取組も少しずつ始めています。希望した方に希望した情報を提供する仕組みづくり

については、まだ全庁的に取り組むというところまで進んでいるわけではありませんが、研

究していきたいと思います。 

⇒介護高齢課がやっているということは、課によってはやろうと思えばできるということで

すか。 

⇒（担当課）どのようなシステムで実施しているか把握していないので、簡単にできるの

かどうかわかりません。 

 

・リニューアル前に半月ごとに掲載されていたイベントなどの情報について、リニューアル後に、

掲載記事におけるイベントなどの情報はどのように掲載されていますか。また、若者の広報誌離

れが進んでいるので月２回を月１回にしたとの話がありましたが、広報誌を手にとる機会を逆に

減らしてしまっているように感じます。ホームページを代替手段としてあげていましたが、ホー

ムページは必要な情報を調べるだけで、それ以外の情報は入ってこないです。若者に向けて、市

から情報を発信する手段を減らしてほしくないです。また、市がやっていることを伝える機会を

増やすために、同じ情報であっても何度も手元に情報が届くのはよいことだと思います。 

⇒（担当課）不掲載記事は減っていないことはさきほどもご説明しましたが、以前に紙面の都合

などで掲載を断ってしまったために掲載要望が出されていないことがあるかもしれません。掲

載要望を的確に把握し、できる限り掲載できるように配慮します。 

 

・広報をするにあたって、市民が望んでいる情報をどのような方法で集めていますか。 

⇒（担当課）常からご意見を窓口、電話などでいただくこともありますが、個別意見になってし

まうのでなかなか整理が難しい状況です。また、デジモニのアンケートでいただいた意見を収

集していますが、中でも子育て、高齢者福祉、イベントに関する意見は要望が高いものだと認
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識していますので、できるだけ取り組んでいければと考えています。 

 

・広報とよかわの費用、発行部数、残数について確認させてください。 

⇒（担当課）発行部数については５８，５００部で発行しています。費用については、１ページ

あたりの単価で行っており、１ページあたり０．７２円なので、１部およそ２８ページで２０．

１６円が平成２７年度実績となっています。世帯数や配布数を考慮して、コンビニや公共機関

でも配布していて、あまった分を廃棄していますが、１００～２００部くらいが残っています。 

⇒お店の中などは取りづらい雰囲気があるので、駅などの公共交通機関の施設も活用してみて

はどうかと思います。 

⇒（会長）費用がそれなりにかかっていると思いますので、広報とよかわや豊川市ホームペ

ージに広告を載せて収入源とするような取組はやっているのですか。 

⇒（担当課）広報とよかわの１０月号を例にみると、裏面一面で広告記事として活用して

いますし、豊川市ホームページもバナー広告ということで収入源を得ています。平成２

７年度決算で広報とよかわについては約４００万円の収入があり、豊川市ホームページ

については約１６０万円弱の収入があります。 

 

・（会長）広報リーダーはどんなイメージですか。一般市民の方ですか。職員ですか。 

⇒（担当課）職員になります。各課で各課の持っている情報を積極的にホームページや広報など

に掲載するよう積極的に働きかけてもらうことになります。実態としてはホームページの掲載

などに精通している職員が広報リーダーになっていることが多いと認識しています。 

 

・（会長）意識向上、意識改革が進んでいるとありますが、いかがですか。 

⇒（担当課）数字で推し量れない部分がありますが、例えば図書館やスポーツ課などは広報とよ

かわの該当ページをそのまま任せており、掲載方法などを進んで考えてくれている状況もある

ので、そういった意識が職員全員に少しずつ広まっていってくれているものだと思っています。 

 

⇒（秘書課）－２点目の取組内容・取組状況について説明－ 

⇒（会長）今の説明の内容についてご質問、評価についてのご意見がありましたらお願いします。 

・（会長）前回意見であった「とよかわはなまる」と市との関わりはどのようになっていますか。 

⇒（担当課）「とよかわはなまる」については、株式会社プライズメントが編集、発行を行ってい

ます。豊川市については、行政ページとして「とよかわはなまる」の中の１ページ分もしくは

半ページ分をもらって、そのもらったページについて編集を行っているものです。 

⇒（会長）「とよかわはなまる」は何ページくらいあるのですか。 

⇒（担当課）４０ページくらいです。 

 

・「とよかわはなまる」への掲載料はいくらですか。 

⇒（担当課）無料となっています。 

⇒資料にある他の情報誌への掲載料はいくらですか。 

⇒（担当課）基本的に全て無料です。 

 

・（会長）広報アドバイザーはどのような方がどのようなことを行っていますか。 

⇒（担当課）平成２７年度については、中京テレビの記者の方にアドバイザーになってもらって、

動画の撮り方の研修会を開いたり、撮った動画をどのように編集するかのアドバイスをもらい

ました。 

⇒（会長）職員の担当者が教わるのですか。 
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⇒（担当課）基本的には秘書課の広報広聴係の職員が教わっています。 

 

・公の情報発信ではあると思いますが、広報に興味のある大学生もいますので、地元の大学生と協

働して動画を撮るなど協働の取組があると、職員の意識改革にもなると思います。 

⇒（会長）愛知大学では社会貢献活動ということで、豊橋市の広報の方と協働で豊橋市のまちな

かの学生が利用するお店の情報やマップ、働いている人のことを毎年発行しています。学生も

よく見ているので、意外と役立っていると思います。 

⇒（担当課）今はまだやっていませんが、高校の放送部とタイアップしたりなどの取組を考え

ていきたいと思っています。 

 

・ＣＣＮｅｔと何かを協働でやることはないのですか。 

⇒（担当課）ＣＣＮｅｔとはいろいろな関わりがあり、情報番組の枠を豊川市が買って豊川市の

情報を流している部分もありますし、逆にＣＣＮｅｔが取材に来てＣＣＮｅｔの放送枠で豊川

市を取り上げてもらうこともあります。また、災害時における情報は協定を結んでおり、ＣＣ

Ｎｅｔで情報発信してもらっています。 

 

・（会長）重点評価について、おおむねこの評価で妥当ということでよろしいでしょうか。ご意見な

ければこの評価でいきたいと思います。 

 

 以 上 

 


