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第２６回豊川市行政経営改革審議会 会議録要旨 

 

日時：平成２９年６月２８日（水） 午前１０時００分～午前１１時５５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 

豊川商工会議所専務理事 松下 紀人委員 

豊川青年会議所直前理事長 白井 正和委員 

東海税理士会豊橋支部 佐竹 宏仁委員 

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 

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 仲野 雅俊委員 

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 麻生 佳子委員 

事務局： 

総務部長、総務部次長、行政課長始め行政課員４名 

説明者： 

 企画部企画政策課長始め企画政策課員３名 

 総務部行政課課長補佐１名 

欠席者： 

公募 中村 信彦委員 

 

◎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２～４） 

①概要説明 

（事務局 説明） 

○評価の目的（資料２） 

・行政経営改革ビジョンの中で、アクションプランは毎年度検討を加え見直し、実施内容を検証・

評価し取組状況をまとめ、検討から取組状況の報告までの各過程で市民に公表していくことに

なっています。 

○評価の実施手順（資料３） 

・評価の手順としては、重点取組と重点取組以外に分かれています。 

・評価方法としては、取組のスピード感などの「進捗度評価」と、効果の質や量などの「効果達

成度評価」について、主管課評価が妥当かどうかを評価していただきます。 

・評価の実施手順としては、まず全体の概要を事務局が説明します。次に、将来像ごとに重点取

組の自己評価が妥当かどうかのご意見をいただき、評価します。今回の審議会では、将来像１

及び２の審議を予定しており、次回以降の審議会で、将来像３、４及び５について、同様の審

議を行います。また、重点取組以外の具体的取組についても任意にご指摘いただきます。 

・点数化の方法については、評価点の項目が「取組の進捗度」と「効果の達成度」の２つであり、

それぞれ３点から０点の４区分になっています。２点が及第点です。将来像ごとに審議が終了

したら、審議会の評価点を合算し、１将来像２０点満点で点数換算し、当該将来像の点数を算

出します。 

○全体の取組結果（資料４ Ｐ．２～Ｐ．３） 
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・実施率について、全１１３件の取組中、実施状況が「取組開始」「取組中」「実施」「完了」とな

った件数は１０４件で、割合は９２．０％です。目標は、件数が１０１件以上で、割合が８９％

以上であったので、目標を達成している状況です。  

・収入増加額・支出削減額については、目標を２．５億円以上と設定したことに対して、実績は

４．１億円でした。また、目標を超えるものが４件、目標に至らないものが４件ありました。 

・進捗度評価については、３点（計画を超える進捗）が３件、２点（計画どおり進捗）が１１０

件の合計１１３件で、点数化した結果６７．６点です。 

・効果の達成度評価については、３点（目標を超える効果達成）が６件、２点（目標どおりの効

果達成）が９７件、１点（目標に至らない効果達成）が１件の合計１０４件で、点数化した結

果６８．２点です。 

 

②重点取組の評価 

○将来像１「市民・協働」の重点取組の評価（資料４ Ｐ．４～Ｐ．９） 

（事務局 説明） 

・重点２ 市民参画機会の増加 

   三者協定（連区長会、JAひまわり、宅建協会東三河支部）を活用した加入促進 PR活動など

を行い、年度末の２日間の勧誘活動が新聞報道されるなど情報発信を行っており、町内会が主

体となった独自の加入促進活動を支援する町内会加入促進活動事業費補助では、２つの町内会

が加入の取組を行いました。町内会加入率は、前年度と同水準となっています。自己評価では、

進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点３ とよかわ市民協働基本方針の推進 

   市民活動６団体が補助金を活用し、市民協働によるまちづくり活動を行うなど、とよかわ市

民協働基本方針に基づく実施計画により各種の取組を推進したため、自己評価では、進捗度及

び効果達成度ともに２点としています。 

・重点４ 企業など他団体との人事交流 

   公務職場では学ぶことのできない民間企業の手法などを学び、異業種交流を通じ、職員自ら

の気づきによる行政視野の拡大と意識改革の促進を図ることができたとして、自己評価では、

進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点５ 大学連携の推進 

   大学の知識や人材を活用し、質の高い行政運営を図るという取組に対し、愛知大学などと３

４事業で連携を図ることができたため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点とし

ています。 

・重点６ 他自治体との連携の推進 

   各分野で２５６件の連携体制が継続されており、業務の効率化を図るとともに、業務対応力

を強化することができているため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としてい

ます。 

以上が、将来像１市民・協働の重点取組の概要となります。 

 

（各委員 質疑応答、意見等） 

 ○全体意見 

・取組の予定内容は記載されていますが、目標は記載されていないように見受けられます。目

標を達成することに対し、行った取組に効果があったかどうかを評価することが必要だと感

じるのですが、今の記載方法だと計画した取組を行ったかどうかが評価になってしまうよう

に思います。そのため、この取組を行ったことで、目標を達成するための効果があったとい

うことが評価できる方法であった方がいいのではないでしょうか。 
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⇒（事務局）今後の具体的な取組予定が、翌年度には前年度に掲げた取組予定内容・目標と

なっていくので、翌年度以降この部分が上手くつながっていくと、取組の進捗度や効果の

達成度が測れるようになると考えています。 

 ⇒（会長）現在のアクションプランは、目標を数値化するなど目に見える形にできない部

分があり、効果をどのように測定するのかが明確ではないため、今後の改善点の一つと

する必要があるように思います。 

○重点２ 市民参画機会の増加 

・（会長）単身世帯や集合住宅の場合、町内会への加入率が低いと思いますが、特にどのよう

な取組をされていますか。 

⇒（事務局）三者協定を活用し、情報のやり取りをしています。例えば、町内会加入の啓発

ポスターや加入促進チラシを置かせていただいたり、住宅等の販売や賃貸借契約をした方

に対し町内会加入を勧めていただいたり、町内会未加入者に対して町内会への加入の啓発

を行っていただいたりしています。 

・（会長）この取組を推進することに対して、問題点や克服すべき課題はありますか。 

 ⇒（事務局）課題にはなっていないかもしれませんが、地道に続けていくことが必要である

と考えています。また、町内会への加入率は減少していますが、町内会への加入世帯数は

増加していることもあり、単純に町内会への加入率のみで取組の良し悪しを評価するのは

難しい部分もあります。 

・町内会加入促進活動事業費補助について、市が町内会にお願いして取り組んでもらっている

事業ですか、それとも、町内会が主体的に取り組んでいる事業ですか。また、２つの町内会

以外に実施を希望している町内会はありますか。 

⇒（事務局）市が事業の実施を希望する町内会を募集し、その結果２件募集がありました。

取組としては、町内会に加入していない住民に対して、町内会の活動内容や地域の魅力等

を発信する事業を行っています。一例で、西桜木町内会ではパンフレットを作成し、町内

会の加入促進につなげています。 

・市民課窓口でのチラシ配布によって新規の町内会加入世帯が６件とありますが、昨年度中に

新規で町内会に加入した世帯数と脱会した世帯数は分かりますか。 

⇒（事務局）事務局では把握していません。 

 ⇒この取組に効果があったかどうかが疑問です。そのような取組よりも、より件数が増え

る効果があった取組を記載した方がよいのではないかと思います。 

・豊川市の町内会に加入するかどうかは、個人の判断ですか。また、会費は町内会によって差

はありますか。 

⇒（事務局）加入については、市民の方個人の判断であり、会費については町内会によって

異なります。なお、世帯数によって異なりますが、各町内会に地域活動交付金を交付して

おり、加入世帯数が多いほど、交付される額が多くなります。 

 ⇒町内会に加入することがメリットと感じられる施策を打っていく必要があるように感じ

ます。町内会への加入は強制できることではないので、加入するといいことがあるとい

うようなアピールが必要ではないでしょうか。 

・小学校３年生向け啓発冊子について、なぜ小学校３年生に啓発するのでしょうか。 

⇒（事務局）社会科で地域について学び始めるのが小学校３年生であるためです。冊子につ

いては、授業の副読本として使用していく予定です。この学習を機に、保護者の方にも町

内会の加入の必要性が啓発されることを期待しています。 

 ⇒学年についてはよいと感じますが、保護者の方への広がりはあまり期待しすぎない方が

よいかと思います。また、小学校３年生に啓発する理由についての記載があった方が、

分かりやすいのではないかと思います。 
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 ○重点５ 大学連携の推進 

・前年度に掲げた取組予定内容とそれに対する取組内容が連動していないと思うのですが、い

かかですか。 

⇒（事務局）担当課にご指摘があったことを伝え、確認していきます。 

 ○重点６ 他自治体との連携の推進 

・他の取組と比較した際、記載されている文量にあまりにも差があります。具体的にどんな効

果があったのか、どのように対応力が強化されたのか、どんな連携があったのかということ

が分からないため、内容について補足をしてほしいです。 

⇒（事務局）昨年度は連携の件数が２４３件であったのに対して、今年度は２５６件連携が

ありました。数が増えたという点では効果があったと言えますが、具体的な部分の記載が

抜けているため、担当課と記載内容について相談していきたいと思います。 

 ⇒（会長）どういう連携の仕方ができるように取組を進めていくのかといった課題にしな

いと、記載がしにくいように感じました。 

⇒（事務局）どういった分野にどういった方向で行くのかという目標があって連携が

あるので、効果と合わせて考えていきたいと思います。 

・実際の連携を行っているのは各部署であるため、この票に表現するのは難しいことだと思い

ます。取組予定を違う形で表現しないといけないのではないでしょうか。 

 ⇒（会長）その通りだと思います。 

⇒（事務局）目標等について、担当課に確認していきたいと思います。 

 

○将来像２「情報・共有」の重点取組の評価（資料４ Ｐ．１０～Ｐ．１３） 

（事務局 説明） 

・重点８ 広報に関する意識改革、協働化・民間活用 

広報意識改革研修会や広報アドバイザーによる広報担当職員への編集企画力の向上を図るな

どを行い、愛知県広報コンクールで特選をとるなど、広報紙の評価を高めることができたため、

自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点９ 事業の庁内評価の実施 

   担当部課以外の職員が事業を評価する庁内評価を１４件実施し、担当課以外の職員の意見を

聴取することで、事業等の内容について説明力の向上に取り組めたため、自己評価では、進捗

度及び効果達成度ともに２点としています。 

・重点１０ 予算編成過程の公開 

各部課の要求状況や新規・重点事業の内容を公表することで、予算編成過程の透明性向上が

図られたため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

以上が、将来像２情報・共有の重点取組の概要となります。 

 

（各委員 質疑応答、意見等） 

 ○重点８ 広報に関する意識改革、協働化・民間活用 

・効果達成度評価点が２点ですが、豊川はなまるによって市政情報を発信したり、SNSを活用

して身近な情報をタイムリーに発信したりと、情報発信の方法が変わってきているため、３

点としてよいのではないかと思います。 

 ⇒（会長）反対意見がないようなので、効果達成度評価点を３点とします。 

・市のホームページを検索する際、その業務を担当している部署が分かっていないと、知りた

い情報が探しにくいように感じています。そのため、市のホームページの構成について、分

かりやすい形にしていただけるとよいように思います。 
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⇒（事務局）担当課の方からは、毎月市のホームページが見やすかったかどうかという市民

の方からの意見をまとめた情報が提供されています。今回のご意見の一方で、分かりやす

いという意見もありますので、担当課に確認をとっていきたいと思います。 

 ⇒（会長）ホームページのアクセス数はいかがですか。 

  ⇒（事務局）平成２６年度１５０万件、平成２７年度１９５万件、平成２８年度２０８

万件です。 

・広報意識改革研修会について、何名の職員が参加していて、アンケートにはどれだけの職員

が回答していますか。 

⇒（事務局）１０４名が参加し、アンケートに回答しています。 

○重点１０ 予算編成過程の公開 

・予算編成については、行政の施策がどのように行われるのかということが反映される情報で

あるため、無理してでも発信していく必要がある情報であるように感じます。そのため、ホ

ームページに情報を公開するだけでは取組が足りないのではないかと思います。例えば、SNS

を活用して適宜情報提供をしていくことも必要ではないでしょうか。 

⇒（事務局）ホームページだけでの情報提供でよいかどうかは、ご意見として承りたいと思

います。なお、平成２９年度より豊川商工会議所で発行しているメセナでも、豊川商工会

議所にご協力いただいて情報提供をしていきます。 

 

◎行政経営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５～７） 

①実施手順（資料５） 

（事務局 説明） 

・アクションプランには、重点項目が全２５項目あります。平成２８年から平成３２年までの５か

年で、各年度で５件ずつ評価の対象とし、全取組について重点評価を行います。 

・実施方法としては、主管課から説明をし、各委員が事前に整理した意見等や説明を受けて意見等

をご発言いただき、全ての意見等を踏まえ、審議会での最終評価をまとめます。 

 

②重点評価（資料６・７） 

○パブリックコメント手続きの活性化 

（行政課）取組内容・取組状況について説明 

・（会長）平均意件数が毎年減少していますが、原因は分かりますか。 

⇒（担当課）制度が始まった当初は目新しさもあって意見が出ていたと思いますが、市で策定し

ている計画の数が増えているわけではないため、意見数が減少していると考えています。 

   ⇒（会長）平成２２年度は意見数が特に多いですが、何か理由はありますか。 

    ⇒（担当課）豊川市男女共同参画基本計画のパブリックコメントを実施した結果、意見を出

した人数が６５名、意見数が１１０件であり、大きく数を伸ばした要因となっています。 

・パブリックコメントの事案に対する意見は欲しいのでしょうか。欲しいのであれば、自ずと活性

化させるためのやり方は出てくると思いますが、欲しくないのだとすると PRはおろそかになり、

結果意見が出にくくなります。そのため、パブリックコメントの事案に対する意見が欲しいとい

うことが大前提でないと、取組はなかなか進んでいかないのではないでしょうか。男女共同参画

基本計画で意見が多かったのは、おそらく男女共同参画の関連の市民活動を行っている方が意見

を出すとか、会議体の委員の方から働きかけがあったからだと思います。せっかくパブリックコ

メントを行うのであれば、単純に広報するだけではなく、関連のありそうな会議体だとか、NPO

の方だとか、市民活動をされている方に働きかけをしないと、ただ待っているだけでは意見は出

てこないと思います。 
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 ⇒例えば、イベント等でパブリックコメントの PRをするだとか、可能であればその場で意見をも

らうだとかの手法も一つではないでしょうか。 

  ⇒（担当課）ご意見として承りたいと思います。 

・パブリックコメントという言葉自体は周知されつつあるので、その点では効果を達成していると

思います。しかし、市民が参画することを推進しようということが目的だとすると、現在の取組

はパブリックコメントを周知することに徹底しているため、ずれが出ているように感じます。ま

た、周知したイコール意識を高めたということにはならないと思います。 

・今は、意見を寄せている方が限られているように思うのと、意見を出しても反映につながらない

と感じている方が多いのではないかと思うので、結果意見の数が少なくなってきているのではな

いでしょうか。そのため、参画したことによって、意見が反映されたなどの事例が出てくると、

意見も出てくるように感じるのですが。 

⇒（担当課）過去の事例を見ると、意見により軽微な変更はさせていただいているものがあり、

意見に対してはホームページで回答と簡単な理由を書いているのが現状です。また、計画の概

要版を作成していますが、分かりやすいかと言われると難しい部分もあります。そのため、意

見を出しにくくなっている状況にあると思うので、なるべく、市民の方に参画していただきや

すい取組を検討しています。 

 ⇒その部分では、骨子案等、事案の始めの段階におけるパブリックコメントの実施を行うとい

うことが今後の取組としてよいと思います。ある程度計画ができてしまって意見を出しても

あまり動かない状態になってから意見を取るというよりも、始めの段階で見せてもらえると

意見も入れやすくなるように思うので、ぜひお願いしたいです。 

  ⇒（担当課）検討させていただきます。 

・（会長）今までの意見を聞いて、行政の中で、パブリックコメントをどのように活用していくかと

いう発想が必要であるように思います。 

 

○国の情報発信ツールの活用 

（企画政策課）取組内容・取組状況について説明 

・移住ナビを通しての移住の相談はないとのことですが、現実的に豊川市に移住してきた人はいま

すか。 

⇒（担当課）Uターン・Iターン・Jターンの対応をしていますが、移住をしたいという相談は昨

年度までは０件でした。今年度に入って、初めて１件相談がありました。相談に対しては、補

助制度や区画整理エリアを紹介しましたが、情報提供できる情報のストックがしっかりと用意

できておらず、しっかりとした情報提供ができませんでした。今後は問い合わせが増えること

を想定して、情報を揃えなければならないと考えています。なお、これまで移住の相談がなか

ったため、豊川市に移住してきた人の実数は捉えていない状況です。 

・（会長）情報は発信しているけれども、受け入れや相談の窓口は豊川市ではないということです

か。 

 ⇒（担当課）Uターン・Iターン・Jターンの対応や、定住交流人口を増やすことを検討し施策を

行おうとしていますが、相談窓口については、人口減少への対応、定住交流人口を増やすこと

が必要という観点のもと、シティセールスに加えて、現状で検討している空き家対策、区画整

理事業、地方創生関連事業などの課題を総合的に検討する中で、移住施策の推進という方向性

を見定めたうえで、専門的かつ専従の職員を置くべきという判断のもとで、初めて対外的に発

信できるようになると考えています。現状は、問い合わせがあった場合は、企画政策課で対応

するのですが、施策の方針として定住・移住を豊川市が本腰を入れて進めていくという方向性

が出た場合には、体制を整えて対外的に窓口を発信していく必要があると思います。 



7 

・情報発信をすることはとてもよいことだと思いますが、同じ情報の掲載が続くとマンネリ化をし

て利用者が減るなど魅力がなくなる可能性があります。そのため、移住ナビに掲載する情報につ

いてどの程度の頻度で更新するとか、どのように情報の発信を工夫するかということを考えてい

ますか。 

⇒（担当課）現状では、年１回の更新となっています。毎年、新年度に向けての動きの中で特

徴的な情報があれば、情報提供サイトに掲載しています。例えば、平成２９年度では都市計

画課で開始した補助制度について、平成２９年４月１日付けで掲載しました。今後は、情報

を受ける方が、新たな情報として提供できるものが出た段階で、適宜情報更新をするという

ことを考えています。ただし、全てを企画政策課で行うにも限界があるので、それぞれの部

署でいろんな情報を発信できるように情報共有していきたいと思います。 

 ⇒情報発信がないよりはあった方がいいと思うので、魅力のある形にしていかなければいけ

ないと思います。 

  ⇒（担当課）移住の相談の問い合わせをくださった方は、移住ナビを見たかどうかは分か

りませんが、新しい補助制度が始まったというところから相談につながりました。今後

は、何かしら戦略的な施策を打っていく中で受け入れをしていくことは間違いないと思

います。 

・効果として、情報発信ができたということは、どういう形だと考えていますか。 

⇒（担当課）情報を出した時点で、「情報を出す」という観点では達成ができています。「効果」

については、問い合わせがあるかどうか、問い合わせの結果移住に結びつけることができてい

るかどうかという部分になってくると考えています。なお、現状のホームページのアクセス件

数は、豊川市が全国で７７位ですので、アクセス件数の全国順位を見る中では、多少は効果が

あったというように考えています。 

・施策が地域情報化の推進なので、地域情報化のために選んだツールが移住ナビということになり

ますよね。ただ、情報発信のツールはたくさんあるので、情報発信の方法が分散するよりも集中

させた方がいいと思います。例えば、移住ナビに掲載する情報を充実させるのか、それとも豊川

市のホームページの情報を充実させるのかということです。移住ナビはその情報に関するサイト

なので、それに関連する情報が比較検討されやすく、相当情報発信を頑張ってないと他の自治体

が選ばれてしまい、豊川市は選ばれないという危険性もあります。そのため、このツールを選択

するという判断をするのであれば、シティセールスも PRもやるのは結構大変だと思うので、専門

的な部分も入れなければいけないですし、すぐにアプローチできる窓口を設けたほうがいいので

はないでしょうか。 

⇒（担当課）おっしゃる通り、情報を出していくという方法には、秘書課が行っている多様なツ

ールを活用して市政情報の発信をするという方法もあるなど、本当にいろんなやり方がありま

す。バラバラで行っていると、バラバラな情報の出し方にしかなりません。現状の豊川市の取

組としては、どんな施策に対しても、いろんな部署が一つの課題に対して同じ方向性で動いて

いけるように、実施計画の策定を行っています。そのため、情報の発信についても、どんなこ

とをどういう風に発信していくのかという情報の共有をしながら進めていきたいと考えていま

す。 

 

◎行政経営改革アクションプラン取組状況の説明について（資料４） 

○将来像１「市民・協働」の重点取組以外の具体的取組（資料４ Ｐ．２９～Ｐ．４１） 

（事務局 説明） 

・職員研修の実施 

一般職員中期研修にて市内 NPO法人事業所を見学し、NPOの役割や市民協働の意義を学ぶこ

とができたため、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 
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  ・ワークショップの推進 

密集市街地整備事業において、地元活動団体とワークショップを実施するものでございます

が、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・審議会等に関するガイドラインの運用 

審議会などの委員選任について定めたガイドラインの運用を行うものでございますが、自己

評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・親子等で参加できる活動の企画・実施 

親子や家族の参加できる行政の活動を企画・実施するものでございますが、自己評価では、

進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

 ・イベントにおけるボランティア活動の促進 

市民まつりなどのイベントへのボランティア参加を促進するものでございますが、自己評価

では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

  ・アダプトプログラムの推進 

民間での管理の促進や町内会などによる公共施設の美化のための組織化を推進するものでご

ざいますが、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・ボランティア・NPO等の人材育成と運営支援 

各種講座・研修会等の開催、情報提供及び資金支援などにより活動を支援するものでござい

ますが、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・環境保全活動に係る企業などとの情報共有 

環境をテーマに CSRを行っている市内事業所と情報共有を行うものでございますが、自己評

価では、進捗度及び効果達成度ともに３点としています。 

・民間と連携した福祉サービスの展開 

子育て支援、高齢者、障害者福祉などのサービスを民間団体と連携して提供するものでござ

いますが、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

・インターンシップの拡大・充実 

大学生を受け入れ、職場体験を実施するものでございますが、自己評価では、進捗度及び効

果達成度ともに２点としています。 

  ・学校との協働事業の推進 

小中学校・高校において、体験や講座などの協働事業を行うものでございますが、自己評価

では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

  ・事務事業の共同処理の推進 

現行の事務事業や権限移譲により対応する事務事業を広域で共同処理するものでございます

が、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

 ・東三河の広域連携体制の検討・構築 

東三河広域連合と連携し、広域的な課題に対応する行政の広域連携体制の強化について検討、

構築するものでございますが、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

 以上が、将来像１市民・協働となります。 

 

○将来像２「情報・共有」の重点取組以外の具体的取組（資料４ Ｐ．４２～Ｐ．５６） 

（事務局 説明） 

・産業情報の発信強化 

空き工場や中小企業支援・農作物の情報を ICTを活用して発信するものでございます。 

・広報とよかわの充実化 

毎月発行する広報「とよかわ」の内容を充実させるものでございます。 

・多様なツールを活用した市政情報の発信 
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ホームページ、SNS、動画等の多様なツールを活用し、市政情報を発信するものでございます。 

・文書作成に関するマニュアルの充実 

分かりやすい文書や帳票類の標準化を進め、分かりやすさや行政の説明力の向上を図るもの

でございます。 

・豊川市の姿の作成・公表 

次年度の豊川市の姿として、予算に加えて市民に身近な事業内容等を分かりやすい形で公表

するものでございます。 

・新たな施策に関する出前講座の開催 

主要な新規事業と新たに策定した計画を出前講座メニューとして位置づけ実施するものでご

ざいます。 

・情報提供の充実 

パブリシティの手引きの周知や広報研修・訓練を実施するものでございます。 

・事前評価結果の公表 

新規事業の庁内評価などの事前評価の結果を公表するものでございます。 

・各種計画策定状況の公開 

各種計画策定状況の公開について、統一的な体裁で公表するものでございます。 

・「市債四季報」の公開 

市債残高を「市債四季報」により四半期ごとに公表するものでございます。 

・情報公開制度の充実 

情報公開制度の積極的な取組を図るものでございます。 

・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に基づき会議を公開するものでございます。 

・会議スケジュールの公開 

会議のスケジュールをホームページなどで公開するものでございます。 

・行政手続制度の公表 

行政手続の審査・処分基準や処理期間などを統一的に公開するとともに、各課に説明資料を

備え置くものでございます。 

・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ものでございます。 

１５件すべての取組において、自己評価では、進捗度及び効果達成度ともに２点としています。 

以上が、将来像２情報・共有となります。 

 

◎次回の審議会（７月１９日）について 

○重点取組（将来像３及び４）の評価を実施 

○重点評価（将来像３、４及び５）を実施 

 

 以 上 


