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□アンケート実施期間：平成26年８月12日から８月27日まで 

□回収率：９０％（９０／１００ 人） 

□年代別構成比 

 

10代 
男 ２ 

３ 
女 １ 

20代 

男 ２ 

１４ 
女 １２ 

30代 
男 ８ 

２４ 
女 １６ 

40代 
男 １１ 

２１ 
女 １０ 

50代 
男 ４ 

９ 
女 ５ 

60代 
男 １１ 

１３ 
女 ２ 

70代 
男 ３ 

４ 
女 １ 

80代 

男 ２ 

２ 
女 ０ 

合計 
男 ４３ 

９０ 
女 ４７ 

 

 

 



目的 

平成２４年３月に策定した「行政経営改革ビジョン※」の実現を図るため、

具体的に計画を定めた「行政経営改革アクションプラン」に基づく見える化の

推進にあたり、予算編成過程の透明性向上を目的として、各部からの一般会計

当初予算要求状況及び予算案に関する情報などを市ホームページにおいて公開

しております。 

今回、市政モニターの皆さんに「財政情報の公開に関するアンケート」を行

い、公開情報の見やすさ、事業量、公開内容項目などを調査し、今後の業務の

参考とさせていただくものです。 

 ※行政経営改革の理念と方針を示したもの。 

 

 

総論 

「豊川市の財政について関心がありますか」という質問に、約７３％の方が

「とても関心がある」「関心がある」と答えており、「支出（税金の使われ方な

ど）」・「決算（予算に対して、どのぐらい使ったかなど）」・「借金（借入金、残

高など）」・「財政の将来推計（今後５年間の収入、支出、借金、貯金の推計な

ど）」・「予算（予算の額、予算を作成する編成過程など）」の順に、様々な項目

について多くの方が関心を持っていることが分かりました。 

しかしながら、予算要求から予算案作成までの編成過程に関する質問につい

ては、「公表していることを知っていたが見たことはない」方が３０％、「公表

内容がわかりにくい」方が約３２％であることから、財政に関心がある一方で

内容がわかりにくいとする方がいることが分かりました。 

また、予算編成過程の公表について、「今後、市ホームページを見ない」「わ

からない」方が約６３％で、「今後、市ホームページを見ない」方のうち約５

９％の方が「内容が難しい」との意見でした。 

これらの意見を参考にし、グラフを多用し専門用語をわかりやすい表現に置

きかえたりするなど公開内容の見直しを行うことにより、市民の方が、より関

心を持てる分かりやすい財政情報を公開できるよう検討してまいります。 

 

 

 

財政課 

 



「財政の公開に関するアンケート」結果 （回答単位：人） 

 

 

【１】 豊川市の財政（※）について関心がありますか。※財政とは「市役所における

収入（税金）や支出（使い方）に対する取り組み」です。（１つのみ選択） 

とても関心がある ９ 

関心がある 57 

あまり関心がない 21 

全く関心がない ３ 

合計 90 

 

 

【２】豊川市の財政で、何に関心がありますか。（複数回答可） 

予算（予算の額、予算を作成する編成過程など） 34 

決算（予算に対して、どのくらい使ったかなど） 44 

借金（借入額、残高など） 35 

貯金（貯金額、残高など） 17 

財政の将来推計 

（今後５年間の収入、支出、借金、貯金の推計など） 
35 

収入（税金の額、種類など） 24 

支出（税金の使われ方など） 58 

指標（他市町村と比較可能な健全度の分かるデータなど） 21 

その他 

・ない 

・税金未収金額（公表すると NHK みたいになっても困り

ますね） 

・病院等事業会計 

３ 



【３】予算要求から予算案作成までの編成過程の透明性を図るため、平成２６年度

当初予算から市のホームページで公表していますが、見たことがありますか。 

見たことがある 17 

公表していることを知っていたが見たことはない 27 

公表していることを知らなかった 46 

合計 90 

 

 

【４】問３で｢公表されていることを知っていたが見たことがない｣を選んだ方に伺いま

す。その理由を教えてください。（複数回答可） 

予算に関心がない ６ 

予算編成過程は知らなくて良い ３ 

見る時間がなかった 20 

その他 

・ホームページを見る習慣がない。 

・全般的な理解をするのに相当の目力を要す。幼稚な人

にも理解できる表現をお願いする。 

・本当は知っておく必要があると思うが、難しいそうな

ので、敬遠してしまう。 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質問【５】～質問【１１】について、申し訳ございませんが市ホームページを見ていただ

き、ご回答ください。

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/zaisei/yosankesanzaisei/yosan/henseizyokyo/index.ht

ml 

 

【５】公表内容はわかりやすいですか。 

わかりやすい 13 

わかりにくい 29 

どちらでもない 48 

合計 90 

 

 

【６】 問５で「わかりにくい」を選んだ方に伺います。どの項目等がわかりにくかったで

すか。（複数回答可） 

予算編成方針 12 

予算編成事務・公表スケジュール ５ 

当初予算要求額（一般会計） 11 

重点事業要求状況（各部） ８ 

当初予算案（一般会計） ９ 

重点事業一覧表（各部） 12 

その他 

・pdf分割しすぎ。 

・全体的に何の費用か全く分からない。 

・本年度予算案と昨年度予算の差引が必要？ 

・事業内容が具体的にイメージできない。調整理由区分が

一番最後ではわかりにくい。 

・円グラフ、棒グラフで表示。各部分がわかりやすい。 

次ページにつづく 

８ 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/zaisei/yosankesanzaisei/yosan/henseizyokyo/index.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/zaisei/yosankesanzaisei/yosan/henseizyokyo/index.html


・文字の羅列で分かりにくい。 

・内容が具体的ではない。予算が大雑把。歳出入を全て

記載すべき。 

・予算金額に対する事業内容の説明が２～３行では少な

すぎる。 

 

 

【７】公表内容について、どの項目に関心をもたれましたか。（複数回答可） 

予算編成方針 38 

予算編成事務・公表スケジュール 12 

当初予算要求額（一般会計） 27 

重点事業要求状況（各部） 31 

当初予算案（一般会計） 31 

重点事業一覧表（各部） 32 

その他 

・ない。 

・興味ない。 

・HP を見る以前に内容というか普段から見る訳でも無

いものなので理解が出来ず関心が持てるまでに時間が

掛かりそうです。 

・どれも関心を持てませんでした。すみません。 

４ 

 

 

【８】公表されている各部重点事業の掲載数はどうですか。 

多い 13 

少ない 13 

どちらでもない 64 

合計 90 



 

【９】公表内容の中で、追加した方がよい（知りたい）項目等がありますか。 

ある 10 

ない 20 

わからない 60 

合計 90 

 

 

【１０】 問９で「ある」を選んだ方に伺います。追加した方がよい（知りたい）項目等を記

入してください。 

・ここに書く項目で無かったらスミマセン。各部門の予

算要求額など金額の数値だけでなく、グラフ化してほ

しい。全体に対しての各部門。各部門内での各重点項

目。円グラフでそれぞれの項目が何％占めているか

「見える化」で何に重きを置いているか理解しやす

い。レビューなどでも数値だけだと良くわからない場

合が多いです。視覚に訴える書き方を追加したほうが

よりよいです。 

・予算額の中で金額的に大きい部分を公開して欲しい。 

・固定費の割合。 

・たとえば、総務部行政課の、（新）愛知県知事選挙に

対して、51，317千円の要求額が掲載されているが、

この積み上げて来た中身（細部項目）を見られるよう

にしたらどうか。方法としては、「愛知県知事選挙」

に、カーソルを当てたら、別ファイルが開き、詳細項

目を閲覧できる。 

・公表可能な重点事業をすべて公開することと、公表し

ていないものについてはその理由を掲載すること。 

・重点事業とは？ 一般市民に理解できる資料かダイジ

ェスト版が欲しい。我々に何を聞いているのか・・・ 

 

 次ページへつづく 
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・例えば、新しい道路の31号線と、国道1号線が交わる

＜京次西＞の交差点まで道路を完成するのにかなりに

年月がかかり、その上同じ箇所に木を植えたり抜いた

り2車線にしたり1車線にしたり、無駄な工事費用がか

かっていると思われます。どうしてそうなってしまっ

たのかを公表するなど、具体的な歳出内容を記載して

ほしい。 

・重点事業一覧表(各部）の A～Eの評価がどうしてそう

なったかわからない。D-1、D-2評価となれば予算はつ

かず、実行されないこととなるが、結果は E評価と同

じである。先送りは、問題解決の先伸ばしであり、市

民に不安をいだかせる。簡単でよいから判定理由をつ

けられないか。 

・掲載されているのはチャンピオンデータだけだので、

詳細を掲載して欲しい。また、各部の合計がないのは

どうしてですか 

・子どもが三人いるので、保育園、小学校、中学校でつ

かわれている税金を詳しく知りたい。 

・東三河フェニックスへの支出。以下の思いがあるの

で、今でも関係する予算があるなら明記して欲しい。

以前、某市議より「OSGより市へ寄付があり、その一

部を支援金として出している」と伺った。フェニック

スが参加している bjリーグのオフィシャルパートナ

ーのひとつがマルチ商法の Amwayであり、そこに関係

している団体に金を出すことは市としてマルチ商法に

お墨付きを与える行為なので辞めて欲しい。また、実

質親会社なのに、税で優遇あるいはイメージアップを

狙って市を経由して資金を流すのはよくないと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【１１】 公表内容の中で、必要がない項目等がありますか。（複数回答可） 

予算編成方針 １ 

予算編成事務・公表スケジュール ４ 

当初予算要求額（一般会計） ３ 

重点事業要求状況（各部） ２ 

当初予算案（一般会計） ３ 

重点事業一覧表（各部） ２ 

ない ４８ 

わからない ３３ 

その他 ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【１２】 予算編成過程の公表について、今後、市ホームページを見ようと思いますか。 

見る 33 

見ない 22 

わからない 35 

合計 90 

 

 

【１３】 問１２で「見ない」を選んだ方に伺います。その理由を教えてください。 

（複数回答可） 

予算に関心がない ５ 

予算編成過程は知らなくて良い ５ 

内容が難しい 13 

見る時間がない ２ 

その他 

・他者から見て、見やすくお願したい。 

・見ても不明な点が多い。 

・インターネット上では見れるようになってなくてもい

いと思う。 

・抽象的表現が多く、具体性に欠ける。 

・ネット上では読みにくく、印刷するのは手間なため。 

・広報の簡略的な内容のほうがわかりやすい。 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【１４】 予算編成過程の公表について、ご意見があれば自由にご記入ください。 

・毎年計上していて、金額的に大きなものについての過

程を公表して欲しい。 

・まず予算編成過程の言葉の意味がわからないし、公表

して何を知って欲しいのか伝わってこない。もっと日

常的な言葉で表現すべきだと思う。せめて一般的な中

学生が理解できる範囲で。 

・書き方表などがすべてが固く読みにくい。ただ載せれ

ばいいってもんではない。どのように見たらよいの

か、どの点に注目して読んだらよいのかわからない。 

・各事業部における年度予算の固定費の内訳と業務内容

が判りませんでした。気になる理由としては、例えば

自宅前の道路側溝の半分以上が土や草の堆積により埋

まっている。自身ではコンクリートの蓋がされて清掃

が出来無い。今後清掃予定は有るのだろうか？等 

・正式なものだけでなく、簡略されたものがあるとよい 

・もっと専門用語を使わず、わかりやすい言葉で書いて

ほしい 

・１．【個別のファイル】と【全てまとまったファイ

ル】の両方があった方が良いと思います。 

２．各部の主な業務内容の紹介があると良いと思いま 

す。 

・市役所が管理しているところで見れるようにした方が 

どんな人が見てるか分かりやすいのではないかと思

う。分かりやすいようにして欲しい。 

・市民にも分かりやすく公表する事をとても大切である

と感じた。 

・予算編成過程について、強い関心を持っている人は、

それほど多くはないのではないか？ 公表が本当に必

要なのか疑問に感じるが、ホームページに掲載さえし

ておけば、市民から苦情ごとはないから、現状維持で

良いのかな。（支離滅裂？） 

・一般会計当初予算案と一般会計当初予算要求状況で金

額が変更されているにもかかわらず赤字でマーキング

されてない箇所があるので改善してほしいです。 
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【１５】 財政のことを分かり易くするためには、何が必要だと思いますか。 

（複数回答可） 

写真を多くする 31 

グラフを多くする 56 

マンガ形式の説明を加える 32 

財政用語の解説を多くする 44 

その他 

・例えば、豊川市の財政の課題等を分かりやすく説明で

きる人を育成し、市内の学校、企業、サロン、各種団

体に顔の見える状況で地道に伝えるくらいしないと、

興味、関心は出てこないと思う。 

・文字ばかり多く、何を説明したいのかわからない。そ

もそも市民向けの資料ではないのかもしれないが、プ

レゼン資料が溢れている世の中と比べ、貧相な感があ

る。 

・全部の必要はありませんが、具体的な例を出して頂く

とわかり易いかと思います。 

・いなりんなどのご当地キャラクターを登場させた漫画

みたいなものを作って見るに飽きさせず、更に分かり

やすい何かを作るなど。 

・今更だけど、大人向け・親子向けに予算編成に関する

1日講座とかをひらいてほしい。 

・専門用語の羅列を避ける 

・一般会計・各部の事業一覧とも概要を簡単に記載した

ものが必要。普段からこういった資料を見慣れていな

い人には最初から全てに目を通すのが困難かと思われ

るため。 

・バランスシートを作成する 

・市民目線で分かりやすく作成して欲しい 

・予算をどのように算出されたが必要！ 

10 

※自由意見について：誤字などで読みにくいと判断した箇所は訂正させていただきました。ま

た、このアンケート内容と直接関係の無いご意見は掲載を省略させていただきました。 


