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１ 第３次地域経営戦略プランの策定趣旨 

本市では、第２次地域経営戦略プラン（2016 2020）を策定し、まちづくり基本条
例の基本理念である「自立した地域社会の実現」に向けた取組を推進してきました。第2
次地域経営戦略プランの着実な実行により、「多様な主体の取組の推進」と「市役所の改
革」を推し進め、多様な主体が一体となって地域を経営する土壌を更に醸成するととも
に、より効率的な業務執行に向けた職員の意識改革を行うことができました。 

一方、これからの本市においては、法人市民税の一部国税化等による歳入の落ち込み
や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた新しい生活様式（ニュー・ノーマル1）へ
の転換等に前向きに対応しながら、第 8次総合計画における将来都市像、めざす姿等の
実現に向け、着実に事業を推進する必要があります。 
これらの状況を踏まえ、今後４年間に本市が特に重点的に進めるべき事項について、

第 2次地域経営戦略プランの基となる「地域経営システム」の考え方を選択と集中の視
点から捉えなおし、第 3次地域経営戦略プランを策定しました。 

第 3次地域経営戦略プランは、第８次総合計画に掲げる将来都市像等の実現及び後期
実践計画事業の推進に向けた経営資源のマネジメントを推進するための計画です。めざ
すべき将来都市像を実現するための方法は無数にありますが、自治体が保有する資源
（人・物・金）は有限です。本プランにおいて、限りある資源をどのように活用すべき
かを示すことで、市全体として効率的に事業・事務を推進していきます。 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 ニュー・ノーマル 新型コロナウイルス感染症が社会的に大きな影響を与えたことにより社会に生まれた新しい常識や状態のこと

地域経営戦略プラン 
第２次 
地域経営戦略プラン 

８総・前期実践計画 

第 3次地域経営戦略プラン 

７総・後期実践計画 

プラン延 

事業・事務の最適化等 

８総・後期実践計画 
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２ 豊田市をとりまく情勢 

  本プランを策定するに当たり、本市が直面するチャンスとリスクを評価するとともに、
今後の 4年間で注力すべき視点を設定しました。 

（１）本市が直面するチャンスとリスク 
チャンス リスク 

・共働、とよた SDGｓパートナー制度等の
推進による公共サービスの担い手の増加 

・先進技術や ICT ツール（AI・RPA、テレ
ビ会議・チャット等）の実用化 

・新しい生活様式、市民の価値観の変化によ
る後押し（デジタル化、働き方改革等） 

・パブリックマインド2を持った民間事業者
の増加
・国による制度改革の前倒し 

・法人市民税の減少による歳入減少
・公共施設の老朽化等による維持管理費の
増加 

・高齢化による社会保障関係費の増加 
・業務推進に必要な知識の高度化 
・気候変動による災害・健康リスク等の高
まり 
・コロナショック（不安定な市民生活、歳
入の減少、従来のやり方の強制的な転換） 
・市民ニーズと行政手続手段の乖離

（２）今後の4年間に注力すべき視点 
① 財政規模の適正化と有事への備え、投資原資の確保 
法人市民税の一部国税化の影響等による厳しい財政状況に対応し、持続可能かつ安

定的な財政構造の再構築を図るとともに、有事への備えと活力ある新しいミライを創
造する経営資源を確保するため、市横断的かつ抜本的な行財政改革を確実に実行する
必要があります。 

② 多様な主体と共働・連携した行政課題の解決 
従来積み上げてきた多様な担い手との共働を更に拡大・深化させるとともに、行政

主体主義からの脱却に向けて、SDGｓパートナー等「パブリックマインドを持った民
間事業者」と市役所（官民）・市民（民民）が能動的に連携するための手法を開拓し、
官・民それぞれの強みを生かしたしなやかな市政運営を行う必要があります。 

③ ポストコロナの世の中の変化を捉えた集中的な市役所改革 
日々進化が進むデジタル技術を職員が当たり前かつ最大限に活用し、市民の利便性

の向上、事務の効率化に集中的に取り組むとともに、ポストコロナの職員の意識の変
化に乗じ、多様な人材によるスマートかつ柔軟な働き方を実現するため、市民の目線
に立った市役所改革を実施する必要があります。 

2 パブリックマインド 公（おおやけ）のことを想い、公のために行動を起こそうとする気持ち。公とは、家族・友人など自分の身の回
りから、地域、市全体まで幅広い範囲を含む。 
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３ 第 3次地域経営戦略プランの概要 

（１）計画概要 
第８次総合計画に掲げる将来都市像等の実現及び後期実践計画事業の推進に向けた

経営資源のマネジメントを推進するための計画 

（２）計画期間 
   2021 年度 2024 年度 
   ※ 第 8次総合計画 後期実践計画期間と同様 

（３）第 3次地域経営戦略プランの体系と特徴 
第 3次地域経営戦略プランでは、世の中の大きな転換期において確実に変革の波を

捉えるため、この 4年間で集中的に取り組むべき視点を基に、３つの”基本方針”を設
定しています。また、それぞれの基本方針の実現に向けて特に必要な施策を”重点取組”
としてとりまとめており、これらを推進することで、4年後に目指すべき姿が達成で
きるという構造になっています。重点取組の内容がイメージしやすいよう、代表的な
個別取組を紹介していますが、施策の進捗状況に応じて毎年見直しを実施します。 

第 3次地域経営戦略プランは従来のプランと比べ、取り組むべき事項をより大きな
視点で捉え、重点取組レベルで進捗を管理していきます。これにより横断的な課題に
対しても的確に対応することができるほか、各所属が個別の事業に固執することなく、
臨機応変に事業の方向性を考えることができるようになることを狙っています。 

個別取組 重点取組 
１ 新しい未来の構築に向けた横断的かつ

抜本的な行財政改革 

２ 多様な主体との共働の拡大・深化と 
官民・民民連携による行政課題の解決

３ 先進技術、ICTツール等を活用した 
市民目線の市役所改革

【3つの基本方針】

個別取組 重点取組 

個別取組 重点取組 
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４ 第３次地域経営戦略プランの詳細 

基本方針１ 新しい未来の構築に向けた横断的かつ抜本的な 
行財政改革 

１ まち・市役所の目指す姿 

気候変動や高齢化による影響等、多様な課題に対応しながらも新しいミライを構
築するため、時代に即した行財政改革の推進により、財政規模の適正化や事業・事
務の最適化が着実に進捗しているとともに、選択と集中により重点取組へ的確に経
営資源が投下されている。 

状
態
指
標

持続可能な財政運営が行われている （－） 

事業・事務の最適化による業務削減時間 （↑） 

２ 施策の体系 

重点取組１－１ 市有財産の活用、新たな歳入の創出等による財源の確保 

重点取組１－２ 選択と集中による将来を見据えた公共施設マネジメントの推進 

重点取組１－３ 事業・事務の最適化による横断的な行政改革の推進 
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３ 重点取組・主な個別取組 

重点取組１－１ 市有財産の活用、新たな歳入の創出等による財源の確保 

■目指す姿                                     
  ・本市が保有する様々な資産を戦略的に活用し、広告料、借地料、ふるさと納税等、既

存歳入の拡大や新たな歳入の創出に繋げている。 
  ・地方税等徴収の一元化、徴収方法の多様化により安定した税徴収ができている。 

 ■施策の内容                                    
  ① 新たな歳入の創出と既存歳入の拡大 
② 戦略的な国費・県費等の獲得 
③ 各種債権の納付方法の多様化、徴収率の更なる安定 

■評価の視点                                   
  ・新たな歳入の創出額（↑） 
・地方税等の徴収率（↑） 

■主な個別取組                                   
番号 取組名（所管課） 取組の概要

１ 新たな歳入の創出、既存歳入拡大
の検討 

（財政課、企画課）

 広告料、使用料・手数料、ふるさと納税等、既存の歳
入の拡大や新たな歳入の創出に取り組みます。 

２ 未利用財産の利活用 
（財産管理課）

財産の性質に応じて多角的な視点から、最適な利活用
策を考案し、計画的かつ戦略的に未利用財産を活用して
いきます。

３ 国県補助金等の活用の徹底 
（財政課）

 国や県からの補助金を確実に活用すべく、情報の収集
や集約に取り組みます。

４ 安定的な収納率の維持と未収債権
額の削減 

（債権管理課）

 税と税外債権の一体徴収、オンライン決済への対応等、
引き続き納付しやすい仕組みづくりを推進し、未収債権
額の削減に努めます。

５ 旧小原郷土館跡地の活用 
（小原支所） 

未利用市有財産を活用した山間地域の定住対策を進め
るため、旧小原郷土館跡地において宅地分譲事業を進め
ます。



6 

重点取組１－２ 選択と集中による将来を見据えた公共施設マネジメントの推進

■目指す姿                                     
総合的かつ計画的な公共施設マネジメントによりメリハリのある投資、機能集約、管
理手法の検討等が行われ、安全性及び利便性を確保しながらも地域の活力を活用した効
率的な維持管理がなされている。 

 ■施策の内容                                    
① 安全・安心な施設の管理 
② 更新時期の平準化と総量抑制を始めとしたトータルコストの縮減 
③ 施設の有効活用の促進 
④ 計画的な管理の推進 

■評価の視点                                   
   公共施設等3総合管理計画の着実な進捗（－） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ 公共施設等総合管理計画に基づく
公共施設等の安全性の確保やトー
タルコストの縮減等 

（企画課）

公共施設等総合管理計画を推進することにより、安
全・安心を保ちながらもトータルコストの縮減を図りま
す。 

２ 公共施設整備等に対する民間活力
の導入検討 

（企画課）

公共施設整備等に対して、民間のアイデア等を導入す
ることを積極的に検討し、効率的かつ効果的な事業遂行
を図ります。

３ 建築物の統括的な維持管理の推進
（建築予防保全課） 

建築物等保全推進委員会による全庁的な維持管理水準
の底上げと、施設維持管理業務の集約化による効率的な
業務推進を図ります。

3 公共施設等 市庁舎、学校、こども園、市営住宅、交流館等の公共建築物、道路、橋りょう、河川、上下水道等のインフラ施設、その他の工
作物のこと
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重点取組１－３ 事業・事務の最適化による横断的な行政改革の推進

■目指す姿                                     
ポストコロナ時代に即した抜本的かつ部局横断的な事業・事務の最適化により経営資
源の的確な配分や財政規模の適正化が図られており、災害等、未曽有の事態にも弾力的
な対応が可能となっている。 

 ■施策の内容                                    
① 重点事業への積極的な予算配分と時代に即した大胆な事業改廃 
② 横断的かつ抜本的な事業見直しによる経営資源の的確な配分 
③ 職員提案制度を活用した全庁的な業務改善の取組 

■評価の視点                                   
  ・事業・事務の最適化の取組事業数（↑） 
・職員提案制度職員参加率（→） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ 事業・事務の最適化の推進 

（行政改革推進課、財政課）
横断的に行財政運営の効率化を進めるため、時代に合
わせた事業・事務の見直しと、選択と集中による的確な
経営資源の配分を行います。

２ 健康寿命の延伸と幸福寿命の達成
に寄与する事業への集中的な投資
と既存事業の見直し 

（福祉部、生涯活躍部ほか）

ソーシャル・インパクト・ボンド4、集いの場へのコー
ディネート事業など介護予防、認知症予防に資する取組
を推進する一方、敬老金などの既存事業について見直し
を行います。

３ 職員提案制度の活用 
（行政改革推進課）

 職員提案制度の推進、優秀改善事例の横展開等を通じ、
全庁的な市民サービス向上・事務の効率化を進めるとと
もに、職員の意識改革を図ります。

4 ソーシャル・インパクト・ボンド 民間の活力を社会的課題の解決に活用するため、事業を実施するための資金を民間から集め、事業の成果
に応じた成果報酬を、市が後から支払う仕組み



8 

基本方針２ 多様な主体との共働の拡大・深化と 
官民・民民連携による行政課題の解決 

１ まち・市役所の目指す姿 

多様な主体がつながり、支え合い、それぞれの強みを生かしながら課題を解決するた
めの仕組みが整備・周知されるとともに、それぞれの主体が自分の役割を認識し、コミ
ュニケーションを取り合いながら能動的・安定的に公共を担うことができている。 

状
態
指
標

共働・官民連携事業に関わる所属の割合 （↑） 

２ 施策の体系 

重点取組２－１ 多様な主体との連携による課題解決と公共サービスの担い手のオープン化 

重点取組２－２ 公共サービスへの民間活力の導入等、適切な事業手法の選択 

重点取組２－３ 共働・官民連携人材の発掘・育成・活用 

重点取組２－４ まちぐるみでの相互理解の促進と意思疎通の円滑化 
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３ 重点取組・主な個別取組 

重点取組２－１ 
多様な主体との連携による具体的な課題解決と 
公共サービスの担い手のオープン化 

■目指す姿                                     
市民、民間企業、行政等、多様な主体が互いに理解し合い、各々の強みを生かしなが
ら、双方向のコミュニケーションを通じて行政課題の具体的な解決に取り組んでいると
ともに、パブリックマインドを持った民間団体への適切な情報発信により、幅広い主体
が公共サービスの担い手として支え合っている。 

 ■施策の内容                                    
  ① 官と民、民と民の連携による具体的な行政課題の解決 
② 先進技術等を活用した地域課題解決の推進 
③ 包括連携協定、個別協定の戦略的な活用による具体的な連携の推進 

■評価の視点                                   
  ・多様な主体との共働事業数（↑） 

■主な個別取組                                   
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ 多様な主体の交流の場の創出、活
用促進 
（市民活躍支援課、次世代産業課）

 市民活動等の場を積極的に創出し、多様な主体の交流
を促進することで、新たな活動の創出や行政課題の解決
を図ります。 

２ 企業等との連携方法の見直し 
（行政改革推進課、市民活躍支援

課、未来都市推進課） 

包括連携協定・個別協定等について、より効果的な事
業実施ができるよう連携方法や連携内容の見直しをしま
す。 

３ 課題解決に向けた民間イノベーシ
ョン創出支援 
（未来都市推進課、次世代産業課） 

民・産・学・官・金の連携強化を図りながら、AI、IoT、
ビッグデータなどの先進技術や各主体が持つ知識や技術
を積極的に活用し、豊田市が直面する具体的な課題の解
決に努めます。 

４ ６大学等との連携の推進 
（経営戦略課）

大学・高専との包括連携協定に基づき、人的・物的資
源の活用、学術振興、地域の課題解決など、相互に連携
を図ります。
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番号 取組名（所管課） 取組の概要
５ 官民連携による良好な民間開発事
業の推進 

（開発調整課）

地域、事業者団体、県・市等の連携体制を構築し、法
令等を遵守した、良好な民間開発事業を推進します。 
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重点取組２－２ 公共サービスへの民間活力の導入等、適切な事業手法の選択

■目指す姿                                     
公共サービスの提供に対し適切に民間からの意見・アイデアが導入され、官・民の適
切な役割分担の下、全庁的に効率的かつ効果的な事業手法の検討・選択ができている。 

 ■施策の内容                                    
① 公共サービス、行政事務に対する民間事業者のアイデアやノウハウの活用 
② 行政事務のアウトソーシング化の検討 
③ 指定管理者制度や既存アウトソーシング業務の内容・範囲等の見直し 

■評価の視点                                   
   サウンディング、民間提案募集等の実績数（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ 指定管理者制度の見直し 

（行政改革推進課）
 指定管理者制度の公募条件、協定書の内容等を随時見
直し、市民サービスを維持しながらも施設管理費の縮減
に努めます。

２ 公共施設整備等に対する民間活力
の導入検討（再掲） 

（企画課）

公共施設整備等に対して、民間のアイデア等を導入す
ることを積極的に検討し、効率的かつ効果的な事業遂行
を図ります。
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重点取組２－３ 共働・官民連携人材の発掘・育成・活用

■目指す姿                                     
パブリックマインドを持つ民間事業者と、民間のアイデアを柔軟に受け入れる行政職
員が増加し、多様な主体が立場を越えてつながり合う風土が市内で醸成されている。 

 ■施策の内容                                    
① 官民連携人材（市民、職員）の発掘と育成 
② 官民連携人材を中心とした全市的な官民連携意識の向上 
③ 全国の官民連携ノウハウの収集と発信 

■評価の視点                                   
官民連携の進め方（手順）を理解している職員の数（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ パートナーシップ研修の実施 

（人事課、市民活躍支援課）
 自治区や市民活動団体を訪問し、「住民とのパートナー
シップ」についての理解を深めます。

２ 足助地域核エリア再生事業におけ
る官民連携事業の実施 

（足助支所） 

 足助地区で展開されている地域核エリア再生事業を職
員にも積極的に情報提供するとともに、参画を促し、地
域課題の解決に向けて官民連携を進めるノウハウを持っ
た職員の育成に努めます。

３ みんなでつくる博物館推進事業 
（文化財課）

整備を進める（仮称）豊田市博物館について、市民や
民間団体との共働により博物館活動を進めます。
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重点取組２－４ まちぐるみでの相互理解の促進と意思疎通の円滑化

■目指す姿                                     
その人に適する意思疎通手段を用いた配慮が必要な市民（以下、要配慮者）との相互
理解や多様な意思疎通手段を利用する機会の確保及び拡大により、市民、事業者、市役
所等、まち全体で共働の基礎となる相互理解と意思疎通が進んでいる。 

 ■施策の内容                                    
① 要配慮者に関する理解啓発 
② 多様な意思疎通手段の利用機会の確保及び拡大 

■評価の視点                                   
   相互理解や意思疎通に関する職員の意識や習熟度（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ 要配慮者に関する相互理解の促進
（障がい福祉課、国際まちづくり
推進課、高齢福祉課、次世代育成
課、学校教育課、行政改革推進課
ほか）

市民・事業者向けに多様な意思疎通手段を利用するこ
との重要性及び要配慮者に関する相互理解の促進を実施
します。また、職員向けに研修等も実施します。 

２ 多様な意思疎通手段の利用機会の
確保及び拡大 

（同上）

手話、外国語等、要配慮者に適する意思疎通手段を用
いることの重要性を理解した上で、その利用機会を確保
するとともに利用拡大を図ります。

３ 意思疎通に関するガイドラインの
運用・見直し 

（同上） 

庁内の事業・事務に関する配慮を示したユニバーサル
市役所とよた（ＵＳＴ）ガイドラインの運用・見直しを
実施します。また、市民・事業者向けの要配慮者に関す
るガイドライン作成を検討します。
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基本方針３ 先進技術、ICT ツール等を活用した 
市民目線の市役所改革 

１ まち・市役所の目指す姿 

・ICT を賢く活用し、時間・場所に捉われない安全・安心・便利な行政手続が実現して
いるほか、行政事務の徹底的な効率化が図られている。 

・職員も柔軟で生産性・満足度の高い働き方が可能であり、有事の際にも持続可能な勤
務体制が実現しているほか、民間人材の登用、デジタル人材の育成等、改革を加速す
るのに必要な体制づくり・人材育成が進んでいる。 

状
態
指
標

行政手続のために来庁する人の数 （↓） 

デジタル技術の導入による業務削減時間 （↑） 

勤務場所に捉われない働き方が可能な職員の割合 （↑） 

一定以上の ICT リテラシーやデジタル化の必要性を 
理解している職員の割合 

（↑） 

２ 施策の体系 

重点取組３－１ デジタルツールを活用した「行かない、書かない、待たない市役所」の実現 

重点取組３－２ デジタルツールの導入等による内部事務の徹底的な効率化 

重点取組３－３ フレックスタイム制度等を活用した柔軟で持続可能な勤務体制の推進 

重点取組３－４ 改革を加速する組織横断的なデジタル推進体制の構築 
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３ 重点取組・主な個別取組 

重点取組３－１ 
デジタルツールを活用した「行かない、書かない、待たない市役所」 
の実現 

■目指す姿                                     
・電子申請、オンライン決済等の推進により、自宅、コンビニ・支所・商業施設等、市
民の生活圏内で市民が求める行政手続が実施できる。 

・ICT を賢く活用し、窓口等における市民の手間や待ち時間が大きく減少している。 

 ■施策の内容                                    
  ① 行政手続の電子化、窓口等へのキャッシュレス決済の導入加速 
② 庁内データ連携等による市民の手間の削減（ワンスオンリーの実現） 
③ マイナンバーカードの交付促進 
④ 高齢者等のデジタル格差の解消に向けた対策 

■評価の視点                                   
  ・電子申請が実施可能な行政手続の割合（↑） 
・市役所、公共施設窓口のキャッシュレス決済導入率（↑） 
・マイナンバーカードの交付率（↑） 

■主な個別取組                                   
番号 取組名（所管課） 取組の概要

１ スマート窓口の構築 
（情報戦略課）

デジタル三原則の考え方等を踏まえ、各種デジタル技
術を活用したスマート窓口の構築を進めます。 

２ あいち電子申請システムへの行政
手続の掲載推進 

（情報戦略課）

 各所属における「あいち電子申請システム」の活用を
推進し、電子申請が可能な手続の増加を図ります。 

３ キャッシュレス決済の導入促進 
（行政改革推進課）

 市役所や施設窓口におけるキャッシュレス決済の導入
を推進し、窓口の利便性向上に取り組みます。 

４ マイナンバーカードの交付促進 
（市民課）

 休日窓口や出張窓口の開設等、市民ニーズを捉えたマ
イナンバーカードの交付促進を図ります。 
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番号 取組名（所管課） 取組の概要

５ デジタルツールを活用した「楽し
く」「便利で」「身近な」美術館の
実現 

（美術館）

 知的好奇心を刺激するデジタルコンテンツの充実と、
入館時の利便性を向上させるためキャッシュレス決済や
チケットレス化の導入に取り組みます。 

６ 高齢者を始めとするデジタル利用
が不得手な方への支援 
（情報戦略課、高齢福祉課等）

民間の通信業者等とも共働し、高齢者等の ICT 活用を
支援するためのスマーフォンやパソコン等の操作講座等
の取組を推進します。

７ 複数自治体が連携した給排水工事
申請のデジタル化 

（（上下水）企画課）

本市が事務局となり、愛知県下で共同利用する給排水
工事オンライン申請システムを開発し、事務の効率化及
び柔軟な働き方を目指します。
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重点取組３－２ デジタルツールの導入等による内部事務の徹底的な効率化

■目指す姿                                     
行政事務にデジタルツールを賢く活用することにより、手作業の事務、問合せ対応事
務等を徹底的に削減し、新たなチャレンジに取り組む職員の余力が創出されている。 

 ■施策の内容                                    
① ICT 技術の導入による各種業務の効率化 
② AI チャットボットを活用した効果的かつ効率的な問合せ対応の実現 
③ AI-OCR、AI 議事録、RPA等を活用した全庁的な集計事務等の削減 

■評価の視点                                   
  ・ICT を導入した業務数（↑） 
・RPA の活用事務・事業数（↑） 
・AI 関連ツールの活用事務・事業数（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ AI-OCR、AI 議事録、RPA等のデ
ジタルツールを活用した定型業務
の自動化 

（情報戦略課）

システムへの手入力作業や定型業務等に AI-OCR、AI
議事録、RPA 等を導入することで、業務の効率化を図り
ます。 

２ AI チャットボットを活用した問
合せ対応 

（情報戦略課、市政発信課）

 市ホームページに導入しているAIチャットボットをよ
り多くの所属が活用することで、市民満足度の向上と問
合せ対応の効率化を図ります。

３ 公立こども園の ICT活用事業 
（保育課） 

公立こども園に ICT を導入し、保護者や保育士の負担
を軽減することで、多様な保育ニーズに対応できる環境
を整備します。
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重点取組３－３ フレックスタイム制度等を活用した柔軟で持続可能な勤務体制の推進

■目指す姿                                     
フレックスタイム5・テレワーク6制度等を活用し、柔軟で生産性・満足度の高い働き方
が可能であり、有事にも場所に捉われない持続可能な職場体制が構築できている。 

 ■施策の内容                                    
① 全庁を挙げたフレックスタイム、テレワーク制度の推進 
② テレワーク用パソコンの導入拡大 
③ 全庁的な行政用パソコンの無線化の促進、会議用モニターの設置 

■評価の視点                                   
  ・フレックスタイム、テレワーク制度を活用している職員の数（↑） 
・ペーパーレス環境整備所属数（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ フレックスタイム、テレワーク制
度の推進 

（人事課）

 市役所においてフレックスタイム、テレワーク制度を
推進し、時間や場所に捉われない勤務体制を構築します。 

２ 利便性の高いコンピュータネット
ワーク環境の構築 

（情報システム課） 

 分離されている業務系とインターネット系のネットワ
ークを統合するとともに、パソコンの無線接続を推進し、
場所に捉われない、柔軟で生産性の高い働き方を実現し
ます。

３ 会議、打合せのペーパーレス化の
推進 

（行政改革推進課）

 会議用モニターや 2in1 端末の活用により会議・打合せ
における紙資料の削減を推進し、市役所のペーパーレス
化を進めます。

5 フレックスタイム あらかじめ定められた総勤務時間を変更せずに、職員が日々の始業・終業時刻、勤務時間を自ら決めることができる制度 
6 テレワーク 情報通信機器等を活用した場所や時間に捉われない柔軟な働き方
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重点取組３－４ 改革を加速する組織横断的なデジタル推進体制の構築

■目指す姿                                     
デジタル技術やデータを活用した改革を加速するのに必要な体制が構築され、必要人
材の確保ができている。 

 ■施策の内容                                    
① 職員のＩＣＴ技術の向上、意識改革 
② データを活用できる人材の発掘と育成 
③ 民間企業の知識やノウハウの活用による改革の加速 

■評価の視点                                   
   ICT に関する基礎的な知識を持つ職員の数（↑） 

■主な個別取組 
番号 取組名（所管課） 取組の概要
１ デジタル人材、データを活用でき
る人材の育成 

（情報戦略課、人事課）

 庁内のデジタル化、データ活用を推進するキーパーソ
ンを計画的に発掘・育成し、組織としてのデジタル強靭
化を図ります。

２ 民間事業者からのノウハウの収
集・活用 

（情報戦略課）

外部人材（内閣府デジタル専門人材等）を積極的に登
用し、柔軟な発想・新しい視点・技術等を積極的に取り
入れ、活用していきます。
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５ 参考資料

資料１ 地域経営システムとは 

（１）地域経営 
「共働によるまちづくり」に関わる多様な主体が育ち、それぞれに取組を進めていく中で、その効
果を最大限発揮するためには、経営的な視点を持ち、目標等の共有、連携などを通じて、地域の様々
な資源を効果的に活用することが重要です。 
そのためには、市民と市役所が目指す地域社会に向け共働して切り開くこと、言い換えれば、多様
な主体が一緒になって地域を経営していく視点・取組が必要です。 

〔地域経営〕 
豊田市まちづくり基本条例の基本理念である「自立した地域社会の実現」のため、市役所及び多

様な主体が連携しながら、地域の自然、文化、歴史、産業等の資源を最大限･効果的に活用し、地域
の持続的な発展に向けて活動すること 

（２）地域経営システム 
「地域経営」の推進に向け、多様な主体と連携し「地域経営体」の一員として地域の持続的な発展
に向けて行動していくための仕組みとして、「地域経営システム」を構築しています。 
このシステムは、「多様な主体の取組の推進」と「市役所の改革」の２つの視点と、具体な４つの柱
立てにより構成しています。 

【２つの視点】 
１ 多様な主体の取組の推進 
２ 市役所の改革 

【４つの柱立て】 
１ 共働の推進(市民力･地域力･企業力の発揮)－共働を推進するための取組の強化と意識改革－
２ 豊田市役所品質の確立 －職員のチャレンジ意識やチームワークによる仕事の品質の向上－
３ 未来を創造する戦略  －大転換の時代に向けた戦略の策定－
４ 柔軟で足腰の強い組織 －不断の見直しによる柔軟で足腰が強い組織－

市民・市役所 

豊田市丸 

「波」＝社会環境の変化 

めざすのは

安心して豊かに 

暮らせる自立した

地域社会 

市民と市役所
による地域の経営

（イメージ）
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（３）地域経営システム概念図 
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H14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2

まちづくり基本条例（H17制定）

地域自治区条例（H17制定）

地域自治システム（H20導入）

市民活動促進条例（H19制定）

行政経営システム（H12導入） 地域経営システム

資料２ これまでの取組（平成 12 年度 ）

【取組の変遷】 

【取組内容】
行政経営システムの導入（平成 12年度）

行政運営体（先例踏襲型・予算消化型）から、行政経営体（市民志向・成果重視・現場主義）の転換
を目指し、仕事の進め方や考え方をルール化 

行政経営戦略プランの取組（平成 14 年度 ）
【取組期間】 平成 14 16 年度 
【行動計画】 １９１ 
           自立した地域自治体の確立 

         ①トップマネジメント支援機能の強化 
〔主な取組〕行政経営会議の検討・充実、市政顧問会議の設置 

        ②自立型事業部門と支援型事務部門の確立 
         〔主な取組〕職員定数の見直し、人事考課制度の対象拡大、社会人採用･自己ｱﾋﾟｰﾙ

採用の実施、電子文書管理ｼｽﾃﾑの開発、危機管理対応連絡会議の設置 
       経営的視点での行政活動の推進 
        ①市民志向・成果重視への転換 
         〔主な取組〕ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ手続の制度化、証明窓口を市民課窓口に一本化、 

公務手の委託化、幼稚園・保育園の民間移管、情報ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰ策定
        ②市民と行政のパートナーシップの推進 
         〔主な取組〕（仮称）まちづくり基本条例の検討、審議会等の設置及び運営に関す

る指針に基づく見直し 
        ③行政評価制度の確立及び定着 
         〔主な取組〕市民評価制度導入（美術館・コンサートホール等） 
【経費削減】 ３年間の取組により、約３６億円の経費削減 

行政経営戦略 
プラン(H14~16) 

第２次行政経営戦略 
プラン(H17~21) 

まちづくり基本条例 

戦略プラン(H22~24) 

地域経営戦略 
プラン(H25~27) 
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第２次行政経営戦略プランの取組（平成 17 年度 ）

【取組期間】 平成 17 21 年度 
【行動計画】 ２９２ 
           自立した地域自治体の確立 

          ①トップマネジメントを支援する機能の強化 
〔主な取組〕行政経営会議の充実、市政顧問会議の定着 

            ②自立型事業部門と支援型事務部門の確立 
               〔主な取組〕部門の人事権強化、職務権限見直し、人事考課制度を全職員へ導入、

職員定数の適正化、経営管理システムに基づく人材育成の推進 
            ③危機管理への対応 
               〔主な取組〕不当要求行為への対応体制の整備、新型インフルエンザへの対応体

制の整備 
           経営的視点での行政活動の推進 
            ①市民志向・成果重視による行政活動の推進 
               〔主な取組〕パブリックコメントの充実、市民満足度向上活動の定着化、 

ワンストップサービスの拡充、電子入札システムの導入、 
指定管理者制度の導入、事務事業の見直し 

             ②市民と行政のパートナーシップの推進 
               〔主な取組〕地域自治区の設置、わくわく事業・地域予算提案事業の創設、 

まちづくり基本条例の制定 
             ③行政評価制度の確立と定着 
               〔主な取組〕行政評価制度の確立、第三者評価制度の導入（美術館、こども園）

【経費削減】 ５年間の取組により、約１５２億円の経費削減と約２００人の職員削減

まちづくり基本条例の制定（平成 17 年）
平成 12 年以降に取り組んできた「行政経営システム」と「行政経営戦略プラン」の取組を踏まえて、

自治の基本や市民参加の在り方についての考えや方向性を明らかにするために、平成 17 年に「豊田市
まちづくり基本条例」を制定

まちづくり基本条例戦略プランの取組（平成 22年度 ）
【取組期間】 平成 22 24 年度 
【行動計画】 １４０ 
           自治を行う主体（条例の章立て 第３章、条例 第１２条 第１３条）
            市長等の責務、職員の責務 
              〔主な取組〕行政経営会議の充実、中期経営方針の策定、人事考課制度の見直し、

女性職員育成計画の策定 
           参画と共働（条例の章立て 第４章、条例 第１４条 第１８条）

市民の参画の推進、共働の推進、都市内分権の推進、地域自治区の設置 
              〔主な取組〕パブリックコメント制度の充実、わくわく事業による都市内分権の推

進、地域予算提案事業の活用・促進、地域会議の充実 
           市政経営の基本事項（条例の章立て 第５章、条例 第１９条 第２８条）

行政評価、財政運営、総合的な市政経営、行政手続、法令の遵守など 
              〔主な取組〕事業・事務の改善（トライ １減プロジェクト）を実施、

経費削減行動（ゼロゼロ☆大作戦）の徹底、 
補助金の最適化方針に沿った見直し、 
ＰＦＩ事業による東部給食センターの改築及び運営 

【経費削減】 ３年間の取組により、約５６億円の経費削減
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地域経営システムの導入（平成 25年度）
「地域経営」の推進に向け、多様な主体と連携し「地域経営体」の一員として地域の持続的な発展に

向けて行動していくための仕組みとして、「地域経営システム」を構築 
「多様な主体の取組の推進」と「市役所の改革」の２つの視点と、具体な４つの柱立てにより構成

地域経営戦略プランの取組（平成 25 年度 ）
【取組期間】 平成 25 27 年度 
【行動計画】 １５２ 
           共働の推進（市民力・地域力・企業力の発揮） 

          共働を推進するための取組の強化と意識改革 
〔主な取組〕地域自治システム見直し、わくわく事業・地域予算提案事業見直し 
      大学連携・企業連携の推進 

       豊田市役所品質の確立 
         職員のチャレンジ意識やチームワークによる仕事の品質の向上 
         〔主な取組〕事務改善委員会の設置、仕事の内容な工程の見直し、ＣＳ向上の取組

見せる化の推進 
       未来を創造する戦略 
         大転換の時代に向けた戦略の策定 
         〔主な取組〕経営戦略会議の設置、シティプロモーションの推進 
       柔軟で足腰の強い組織 
         不断の見直しによる柔軟で足腰が強い組織 
         〔主な取組〕職制・職務権限の見直し、事業・事務の見直し 

目標管理・人事考課制度の拡大、健全財政の推進 
【経費削減】 ３年間の取組により、約３３億円の経費削減 

第 2次地域経営戦略プランの取組（平成 28 年度 ）
【取組期間】 平成 28 令和２年度
【行動計画】 １８１ 
           共働の推進（市民力・地域力・企業力の発揮） 

          共働を推進するための取組の強化と意識改革 
〔主な取組〕地域自治システムの発展、民間委託化・民営化の推進、 
      企業・高等教育機関との連携強化 

       豊田市役所品質の確立 
         職員のチャレンジ意識やチームワークによる仕事の品質の向上 
         〔主な取組〕利便性を高める市民サービスの提供、業務内容・プロセスの改善、 
               政策形成過程からの市民参画の促進 
       未来を創造する戦略 
         大転換の時代に向けた戦略の策定 
         〔主な取組〕地方分権改革の積極的な推進、SDGｓ未来都市計画の推進 
       柔軟で足腰の強い組織 
         不断の見直しによる柔軟で足腰が強い組織 
         〔主な取組〕事業・事務の最適化の取組、公共施設等総合管理計画の推進 
【経費削減】 ５年間の取組により、約２０億円の経費削減 




