
実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼郡山市行財政改革大綱実施計画の公表用シートの見直しを実施し、実施計画の見直し状況を確認できるように変更

平成28年度実績

▼前年度実績の確認、見直し公表回数…１回
▼公表用シートの見直しを行った。
▼市ウェブサイトで公表

見直しのポイント

▼計画とおり実施することとする。

目　標　値

前年度実績の確認及び次年度以降の手段（活動）の見直し公表回数・・・１
回／年度

実施計画の進捗状況の公表方法
・市ウェブサイト
・広報こおりやま（新規）
・市政情報センター

平成27年度実績

▼前年度実績の確認、見直し公表回数…１回
▼市ウェブサイトで公表

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　実施計画の公表において、ICTを活用し、より効果的な手段を講じる。 　実施計画の公表において、市ウェブサイトのみならず、広報こおりやま等でも公表する。

行政マネジメント課総務部

　行財政改革に関する情報公開については、市ウェブサイトで実施計画の進捗状況の公表を行うとともに、民間の学識経験者や公募委員からなる「郡山市行財政改革推進委員会」の意見を公
表している。
　なお、現在までの公表は、前年度実績について公表している。

　実施計画の公表にあたっては、終期である平成29年度の目標値と各年度の実績値を照らし合わせた上で、目標値を達成するための手段（活動）の見直しに至った経過等及び行財政改革によ
る予算額減額等を明らかにし、分かりやすい情報提供手段により、透明性の向上を図る。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名①　行財政改革に関する情報公開

３　市民に開かれた行財政運営の推進

【参考 平成26年度末】
前年度実績の公表・・・１回

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成26年度分）

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成27年度分）

複数媒体による実施計画
の進捗状況の公表
（平成28年度分）

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成27年度分）

複数媒体による実施計画
の進捗状況の公表
（平成28年度分）

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成26年度分）

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

実施計画公表用シート見直し

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成27年度分）

複数媒体による実施計画
の進捗状況の公表
（平成28年度分）

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

複数媒体による実施計画の進捗状況の公表
（平成26年度分）

前年度実績の確認及
び次年度以降の手段
（活動）の見直し

実施計画公表用シート見直し
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　市ウェブサイト、facebook等による情報発信を推進する。
　広報こおりやま等の紙媒体等についても、PDF化し市ウェブサイト等で閲覧できるようにす
る。

広聴広報課政策開発部

　広報こおりやまの作成にあたり、カラーや写真を多く使って分かりやすく読みやすい広報紙づくりに努めており、毎月戸別配布しているほか、自主避難者にも配布している。市ウェブサイトに
ついては、アクセシビリティに配慮し４ヶ国語・スマートフォンに対応、広報紙や市公式facebookなどにもリンクさせ、情報発信の相乗効果も図っている。また、テレビ・ラジオ・新聞等のマス
メディアを活用して、市政に関する情報を広くわかりやすく発信している。さらに、全庁的に広報についての周知、レベルアップのため、広報委員会やセミナーを実施している。

　広報紙、SNS、各メディアを活用し、より多くの市民に市政情報が発信される。それにより、市民サービスの向上が図られ、市のイメージアップにもつながる。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名②　市政情報の発信

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

・月毎の市ウェブサイトアクセス数
平均1,200,000件（平成29年度末時点）
・facebookのいいね！数
6,000いいね！（平成29年度末時点）

平成27年度実績

▼広報委員会・セミナーの開催・・・広報委員会を２回、セミナーを３回開催し、庁内の広報力向上に努めた。
▼広報こおりやまの発行・・・町内会や公民館、病院、福祉施設等を通じ、111,200部／月を配布。復興関連や認知症、シティセールス等の情報を積極的に発信した。
▼市ウェブサイト・facebookによる情報発信・・・写真等を活用した積極的な情報発信を実施。（ウェブサイト月平均アクセス数1,032,060件、facebookいいね！数
5,940いいね！※平成27年度末）
▼テレビ・ラジオ・新聞等による情報発信・・・週間トピックス（民放４局）やこおりやま市政なう！（民放２局）などのテレビ番組を始め、ラジオ（FM・AM計３
局）、新聞全面広告（年２回）や５段広告（年７回）等により市政情報の発信に努めたほか、互いの媒体を相互利用したクロスメディア戦略で効果的な情報発信を行っ
た。
▼情報提供、記者会見等の実施・・・各所属からのプレスリリース（1,260件）や、記者会見・記者発表（16件）を実施した。

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼広報こおりやまについては、町内会未加入世帯などにも広く情報発信を行う必要があるため、スーパーなどの商業施設や金融機関等への設置を検討す
る。
▼市ウェブサイトやプレスリリース、記者会見等による情報発信について、積極的に行うよう、広報委員会等を通じた各所属への周知に努める。

平成28年度実績

▼広報委員会等の開催・・・広報委員会を１回開催し、庁内の広報力向上に努めた。
▼広報こおりやまの発行・・・町内会や公民館、福祉施設、商業施設等を通じ、119,570部／月を配布。復興関連や鯉、日本遺産等の情報を積極的に発信した。
▼広報こおりやまをアプリ等で発信・・・広報をスマホで読めるアプリ（マチイロ）の登録や、オープンデータとして配信（マイ広報紙）した。
▼市ウェブサイト・facebookによる情報発信・・・写真等を活用した積極的な情報発信を実施。（ウェブサイト月平均アクセス数1,062,649件、facebookいいね！数
6,975いいね！※平成28年度末）
▼テレビ・ラジオ・新聞等による情報発信・・・週間トピックス（民放４局）やこおりやま市政なう！（民放２局）などのテレビ番組を始め、ラジオ（FM・AM計３
局）、新聞全面広告（年２回）や５段広告（年７回）等により市政情報の発信に努めたほか、互いの媒体を相互利用したクロスメディア戦略で効果的な情報発信を行っ
た。
▼情報提供、記者会見等の実施・・・各所属からのプレスリリース（1,308件）や、記者会見・記者発表（16件）を実施した。

見直しのポイント

▼広報こおりやまについては、町内会未加入世帯などにも広く情報発信を行う必要があるため、スーパーなどの商業施設や金融機関等へ設置した。
▼アプリやオープンデータ配信については、配信事業者と連携をとり、今後も広く情報発信できるよう努めていく。
▼市ウェブサイトやプレスリリース、記者会見等による情報発信について、積極的に行うよう、広報委員会等を通じた各所属への周知に努める。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考】
月毎の市ウェブサイトアクセス数
平均985,274件(H26年度)

facebookのいいね！数
5,068いいね！（H26年度末）

市ウェブサイト・facebookによる情報発信 （随時）
（市ウェブサイト環境の充実化を図り、担当課が作成するサイトの指導、facebookの積極的な活用）

テレビ・ラジオ・新聞等による情報発信 （必要に応じ随時）
（それぞれのメディアの特性を活かし、発信する情報を厳選し、効果的な情報発信に努める）

広報こおりやまの発行 （全戸配布 １回／月）
（従来の市政情報のほか、復旧・復興関連やシティセールス、2025年問題等の情報等を積極的に発信）

広報委員会・セミナーの開催
（全庁的な広報に関する周知、レベルアップ）

【各課】市民や報道機関等への情報提供、記者会見等の実施

広報委員会等の開催
（全庁的な広報に関する周知、レベルアップ）

広報こおりやまの発行 （全戸配布 １回／月）
（従来の市政情報のほか、2020東京オリパラや2025年問題等将来を見据えた情報等の積極的な発信）

市ウェブサイト・facebookによる情報発信 （随時）
（市ウェブサイト環境の充実化を図り、担当課が作成するサイトの指導、facebookの積極的な活用）

テレビ・ラジオ・新聞等による情報発信 （必要に応じ随時）
（それぞれのメディアの特性を活かし、発信する情報を厳選し、効果的な情報発信に努める）

【各課】市民や報道機関等への情報提供、記者会見等の実施

広報こおりやまの商業施設及び金融機関等への配置

広報委員会等の開催
（全庁的な広報に関する周知、レベルアップ）

広報こおりやまの発行 （全戸配布 １回／月）
（従来の市政情報のほか、2020東京オリパラや2025年問題等将来を見据えた情報等の積極的な発信）

市ウェブサイト・facebookによる情報発信 （随時）
（市ウェブサイト環境の充実化を図り、担当課が作成するサイトの指導、facebookの積極的な活用）

テレビ・ラジオ・新聞等による情報発信 （必要に応じ随時）
（それぞれのメディアの特性を活かし、発信する情報を厳選し、効果的な情報発信に努める）

【各課】市民や報道機関等への情報提供、記者会見等の実施

広報こおりやまの商業施設及び金融機関等への配置
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　監査等の結果報告において、ICTを活用し市民に公正で透明な市政の推進及び市政への
理解増進を図る。

　監査報告書の公表は市ウェブサイトの他、掲示場、市政情報センターで公表する。

監査委員事務局監査委員事務局

　内部けん制状況を検証するため、特定の事務に係る監査として監査委員による公金等の管理状況について実査を行い、定期監査は平成24年度と25年度年２回の実施から平成26年度は年３回
の実施として財務に関する事務の合規性・正確性について監査を行うなど、市の監査基準に基づき効率的な監査の実施や監査の実効性の確保など監査機能の充実強化に努めた。また、監査の
結果に対する未措置の対応状況を照会して進行管理を行った。

　監査機能の専門性を高め、行財政運営の適正を確保し事務事業がより効率的・効果的に行われるよう監査を推進する。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名③　監査機能の充実強化（内部監査）

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

監査結果報告の市ウェブサイト掲載    年６回

内部監査の未措置の対応状況の照会　　年１回

内部監査及び外部監査の措置通知の市ウェブサイト掲載　随時

平成27年度実績

▼郡山市監査基準に基づき、次の監査、検査及び審査を実施した。
　・定期監査（第１回～第３回）　・行政監査　・工事監査　・例月現金出納検査（２月分～１月分）
　・平成26年度各会計歳入歳出決算及び定額資金運用基金審査　・平成26年度決算に基づく財政の健全性に関する比率審査
　　※　なお、第３回定期監査に併せ、内部けん制状況を検証するため、「現金等の管理事務」について、監査委員が現場を巡回する実査を行った。
▼上記の監査結果及び審査意見並びに包括外部監査結果を市ウェブサイトに掲載した。（８回）
▼内部監査及び包括外部監査の指摘事項が未措置のものの対応状況を照会し、進行管理を行った。（１回）
▼内部監査及び包括外部監査の措置通知を市ウェブサイトに掲載した。（４回）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼監査結果報告の市ウェブサイト掲載については、必ず実施しなければならない監査等の結果・意見及び必要があると認めるときに実施する監査の結果
を掲載しており、引き続き取り組んでいく。
▼内部監査の未措置の対応状況の照会については、監査の結果に関する報告（指摘事項）の提出に基づく市長等の措置状況等に係る取扱方針に基づき実
施しており、引き続き取り組んでいく。
▼内部監査及び外部監査の措置通知の市ウェブサイト掲載については、措置の通知後速やかに掲載しており、引き続き取り組んでいく。

平成28年度実績

▼郡山市監査基準に基づき、次の監査、検査及び審査を実施した。
　・定期監査(第１回～第３回) ・行政監査 ・工事監査 ・財政援助団体等監査 ・住民監査請求に係る監査 ・例月現金出納検査(２月分～１月分)
　・平成27年度各会計歳入歳出決算及び定額資金運用基金審査　・平成27年度決算に基づく財政の健全性に関する比率審査
　　※　なお、第２回定期監査に併せ、内部けん制状況を検証するため、「現金等の管理事務」について、監査委員が現場を巡回する実査を行った。
▼上記の監査結果及び審査意見並びに包括外部監査結果を市ウェブサイトに掲載した。（１０回）
▼内部監査及び包括外部監査の指摘事項が未措置のものの対応状況を照会し、進行管理を行った。（１回）
▼内部監査及び包括外部監査の措置通知を市ウェブサイトに掲載した。（２回）

見直しのポイント

▼監査結果報告の市ウェブサイト掲載については、必ず実施しなければならない監査等の結果・意見及び必要があると認めるときに実施する監査の結果
等を掲載しており、引き続き取り組んでいく。
▼内部監査及び包括外部監査の指摘事項が未措置のものの対応状況の照会については、監査の結果に関する報告（指摘事項）の提出に基づく市長等の措
置状況等に係る取扱方針に基づき実施しており、引き続き取り組んでいく。
▼内部監査及び外部監査の措置通知の市ウェブサイト掲載については、措置の通知後速やかに掲載しており、引き続き取り組んでいく。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】
特定の事務監査 １回
監査結果報告の市ウェブサイト掲載 ９回
未措置の対応状況照会 １回
措置通知の市ウェブサイト掲載 ３回

監査の実施
法令等に従って適正に執行されているか「合規性」、会計の「正確性」

事務事業の「経済性」、「効率性」、「有効性」及び内部けん制作用が機能しているかに着眼

監査結果報告の公表
市ウェブサイトによる公表はICTを活用して、市民に透明性の高い行財政の運営推進

未措置の対応状況照会、措置通知の市ウェブサイトによる公表

監査の実施
法令等に従って適正に執行されているか「合規性」、会計の「正確性」

事務事業の「経済性」、「効率性」、「有効性」及び内部けん制作用が機能しているかに着眼

監査結果報告の公表
市ウェブサイトによる公表はICTを活用して、市民に透明性の高い行財政の運営推進

未措置の対応状況照会、措置通知の市ウェブサイトによる公表

監査の実施
法令等に従って適正に執行されているか「合規性」、会計の「正確性」

事務事業の「経済性」、「効率性」、「有効性」及び内部けん制作用が機能しているかに着眼

監査結果報告の公表
市ウェブサイトによる公表はICTを活用して、市民に透明性の高い行財政の運営推進

未措置の対応状況照会、措置通知の市ウェブサイトによる公表
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　監査委員が行う公表において、ICTを活用し、積極的な情報公開を図る。 　監査委員が行う公表において、掲示板のみならず、市ウェブサイトでも公表する。

総務法務課総務部

　包括外部監査制度は、市及びその他の執行機関の財務に関する事務等の適正な執行を確保するため、地方自治法改正により平成11年度から導入され、本市は導入から16年を経過し、包
括外部監査の結果を踏まえた、公正かつ効率的な行財政運営を確保するとともに、透明化が図れた財政運営に努めている。

　外部の専門家（公認会計士・弁護士等）が外部監査を実施することにより、公正かつ効率的な行財政運営を確保するとともに、より透明性のある市政運営が推進できる。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名④　監査機能の充実強化（外部監査）

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

外部監査の未措置の対応状況の照会
１回/年度

平成27年度実績

▼包括外部監査の実施　・・・・・・・・・　１回
▼未措置事項に対する処理状況照会　・・・　１回
▼未措置事項に対する進行管理　・・・・・　随時

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼包括外部監査の実施　・・・・・・・・・　予定どおり実施
▼未措置事項に対する処理状況照会　・・・　予定どおり実施
▼未措置事項に対する進行管理　・・・・・　予定どおり実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考／H27年度）措置26件、一部措置4件、措置を講じない1件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考／H26年度）措置9件、一部措置2件、措置を講じない4件

平成28年度実績

▼包括外部監査の実施　・・・・・・・・・　１回
▼未措置事項に対する処理状況照会　・・・　１回
▼未措置事項に対する進行管理　・・・・・　随時

見直しのポイント

▼包括外部監査の実施　・・・・・・・・・　予定どおり実施
▼未措置事項に対する処理状況照会　・・・　予定どおり実施
▼未措置事項に対する進行管理　・・・・・　予定どおり実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考／H28年度）措置11件、一部措置1件、措置を講じない4件

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成27年度末】

包括外部監査の実施 １回／年
度
未措置事項に対する処理状況照会 １回／年
度

包括外部監査の実施

地方自治法に基づく包括外部監査契約の締結

未措置の対応状況の進行管理

庁内への対応状況の照会を通した措置状況の把握

包括外部監査の実施

未措置事項に対する処理状況照会

未措置事項に対する進行管理

包括外部監査の実施

未措置事項に対する処理状況照会

未措置事項に対する進行管理
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼改正した情報セキュリティポリシーの周知徹底を行う。

平成28年度実績

▼情報セキュリティ内部監査
(夏季) 相互監査 … 10部局　31所属（平成28年７～８月）※遵守率　98.3％
(冬季) 本庁外の課等及び出先機関 … 48所属 （平成28年12月～平成29年１月）※遵守率　94.9％
▼情報セキュリティ外部監査 … 10部局 32所属（平成28年８月）
▼eラーニングによる情報セキュリティ研修
(期間)平成28年８月上旬から12月下旬まで
(対象)情報資産又は個人情報を取り扱う全ての職員　※受講率　97.5％

見直しのポイント

▼情報セキュリティ遵守率の向上を図るため、情報セキュリティポリシーの周知徹底や、セキュリティ研修会の開催等を実施する。

目　標　値

情報セキュリティ遵守率
100％

平成27年度実績

▼情報セキュリティ内部監査
(夏季) 情報セキュリティポリシーの改正 …（平成27年９月）
(冬季) 本庁外の課等及び出先機関の監査 … 43公民館 （平成28年２月～３月）※遵守率82.5％
▼情報セキュリティ外部監査…3部局 15所属（平成28年２月～３月）

※内部・外部監査ともに指摘事項があった。情報セキュリティポリシーの改正により監査項目に変更があったためと考えられる。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　技術的・物理的対策として、不正アクセスを防ぐため外部監査を実施する。
　常に発生している新たなリスク対策のため、PDCAサイクルにより情報セキュリティ対策の見直
し・改善を行う。

ソーシャルメディア推進課⑤　政策開発部

　マイナンバー制度導入に際して、個人情報保護が求められているが、相次いでメールの誤送信や情報資産の紛失が発生した。
■平成26年度には初の試みとして情報セキュリティ外部監査を行い、第三者の視点からシステムの脆弱性診断を実施し、これを受けて各システムにおいて必要な措置を講じた。
■内部監査・セルフチェック等を実施。

　本市の情報セキュリティポリシーに基づき、PDCAサイクルによる情報セキュリティマネジメントを実施し、職員等への啓発及び周知徹底を図る。また、平成22年度に策定した第二次中長期監査
計画（平成22年度～平成28年度）に基づき、情報資産の管理状況や情報機器類の使用状況について内部監査・外部監査を行う。
　情報流出等の事案発生を受け、情報セキュリティのさらなる確保を図るため、職員へのセキュリティ通知の送付及び情報セキュリティ内部監査を継続して実施することが必要である。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名⑤　情報セキュリティ対策事業

３　市民に開かれた行財政運営の推進

【参考 平成26年度末】

情報セキュリティ遵守率
87.7％

情報セキュリティ内部監査の
実施
対象所属：20所属

情報セキュリティ外部監査の実施
窓口担当部局

情報セキュリティ外部監査の実施
内部業務担当部局１

情報セキュリティ外部監査の実施
内部業務担当部局２

情報セキュリティ内部監査の実施：夏期・冬期 情報セキュリティ内部監査の実施：夏期・冬期

中長期監査計画の
策定

新計画に基づく
情報セキュリティ内部監査の実施

情報セキュリティ研修の実施

情報セキュリティ外部監査の実施
（窓口担当部局）

情報セキュリティ外部監査の実施
（内部業務担当部局）

情報セキュリティ外部監査の実施
（内部業務担当部局）

情報セキュリティポリ

シーの改正

情報セキュリティ内部監査の実施：夏期・冬期

中長期監査計画の策定

新計画に基づく
情報セキュリティ内部監査の実施

情報セキュリティ研修の実施

情報セキュリティ内部監査

の実施

改正後の情報セキュリティポリシーの周知徹底

情報セキュリティ外部監査の実施
（窓口担当部局）

情報セキュリティ外部監査の実施
（内部業務担当部局）

情報セキュリティ外部監査の実施
（内部業務担当部局）

情報セキュリティポリ

シーの改正

情報セキュリティ内部監査の実施：夏期・冬期

中長期監査計画の策定

新計画に基づく
情報セキュリティ内部監査の実施

情報セキュリティ研修の実施

情報セキュリティ内部監査

の実施

改正後の情報セキュリティポリシーの周知徹底
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼職員を対象とした行政手続制度説明会は、毎年度、テキストや説明内容を見直し、より解りやすく、ポイントを押さえた内容となるよう改善している
が、これを継続していく。

▼行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイトに掲載）及び例規審査に際しての指導は、必要な取組みであり、継続していく。

平成28年度実績

▼職員を対象とした行政手続制度説明会を実施した。（平成28年5月31日　職員91名が参加）
　
▼行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイトに掲載）を継続して行った。

▼例規審査に際し、審査基準等の設定、見直し等について指導した。

見直しのポイント

▼職員を対象とした行政手続制度説明会は、毎年度、テキストや説明内容を見直し、より解りやすく、ポイントを押さえた内容となるよう改善している
が、これを継続していく。

▼行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイトに掲載）及び例規審査に際しての指導は、必要な取組みであり、継続していく。

目　標　値

　制度説明会や研修等により制度に対し理解を深めた職員数
（説明会、研修会等参加者数）
80名/年度

市民への周知回数
１回/年度（市ウェブサイト）

平成27年度実績

▼職員を対象とした行政手続制度説明会を実施した。（平成27年４月22日　職員75名が参加）
　また、研修を補完する意味で、職員向けに「法務通信・実務に役立つ法律知識」を発行し、行政手続制度に関する重要ポイントを周知した。（第23回
「申請拒否の際の理由の提示」）

▼行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイトに掲載）を継続して行った。

▼例規審査に際し、審査基準等の設定、見直し等について指導した。

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　行政手続制度の趣旨、内容に関して、ICTを活用し市民への周知を図る。
　市ウェブサイトへの掲載に当たり、わかりやすさに配慮するとともに内容の充実を図
る。

総務法務課総務部

　地方分権が進む中で、法令等の制定改廃に対応するため、新たな審査基準等の設定と併せて、既存の審査基準等の見直しが必要となっている。
また、本市の行政手続制度について、その適正な運用を図る観点から、職員のみならず市民等への十分な周知も必要である。

・市の組織内部において、常に市民等の権利及び市民等に対する説明責任を意識した公正で透明性のある事務執行が図られるようになる。
・本市の行政に対する市民等の信頼性の向上が図られる。

(１)適正で透明性の高い行財政運営

課名⑥　行政手続制度の適正な運用

３　市民に開かれた行財政運営の推進

【平成25年度末】
制度説明会や研修等により制
度に対し理解を深めた職員数
（説明会、研修会等参加者
数）
75名/年度

市民への周知回数
１回（市ウェブサイト）

職員を対象とした行政手続制度説明会の実施

行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイト）

例規審査において審査基準等の設定、見直し等について指導

職員を対象とした行政手続制度説明会の実施
職員を対象とした行政手続制度説明会の実

施

職員を対象とした行政手続制度説明会の実施 職員を対象とした行政手続制度説明会の実施
職員を対象とした行政手続制度説明会の実

施

行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイト）

例規審査において審査基準等の設定、見直し等について指導

職員を対象とした行政手続制度説明会の実施 職員を対象とした行政手続制度説明会の実施
職員を対象とした行政手続制度説明会の

実施

行政手続制度の市民への周知（市ウェブサイト）

例規審査において審査基準等の設定、見直し等について指導
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　各種支援制度を発信する手段として、市ウェブサイト、facebook等の活用を図り、市民
に分かりやすい情報の発信に努める。また、facebook等を活用した双方向のコミュ二ケー
ションの推進にも努めていく。

 情報の発信については、ICTの活用に加え、広報こおりやまをはじめ、様々な媒体を活用した発
信に努める。また、公共データの開放等による提案事業の推進についても検討を進めていく。

市民・ＮＰＯ活動推進課市民部

　魅力と活力あるふるさと郡山の実現を目指し、「郡山市協働のまちづくり推進条例」第15条の「郡山市協働推進基本計画」を基に、総合的かつ計画的に協働のまちづくりの推進を図っている。
　計画の実施にあたっては、識見を有する市民等で構成される「郡山市市民協働のまちづくり推進協議会」での協議を踏まえ、市民活動サポートセンターの業務委託化、NPO法人設立認証等業務
の実施、市民協働政策提案制度の創設など各種施策の充実を図っている。

　市民・事業者・市民活動団体・行政の協働の各実施主体が対等の立場で、それぞれの役割を担い、責任を認識して公共的な課題解決のために取り組むことにより市民公益活動や地域づくり活動
などの協働のまちづくりが推進される。

(２)市民協働の推進

課名①　協働のまちづくりの推進

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

①「協働」の認知度50％
　②市内NPO法人数138件
　③市民協働のまちづくり推進協
　　議会開催回数２回

平成27年度実績

▼「協働」の認知度…44.0％
▼市内NPO法人数…151法人（平成28年3月31日現在）
▼市民協働のまちづくり推進協議会開催回数２回

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼計画のとおりの活動を継続して実施する。

平成28年度実績

▼「協働」の認知度…25.4％
▼市内NPO法人数…154法人（平成29年3月31日現在）
▼市民協働のまちづくり推進協議会開催回数２回

見直しのポイント

▼NPO法人に関する設立認証等事務…NPO法人から提出される書類について、ミスが多く、期限内に提出されない等の問題があったため、記入例や提出前の
チェックシートなど分かりやすい手引きを作成し、提出期限が近づいた法人に郵送するようにカイゼンした。（提出期限超過37.4%⇒28.6%に減少）

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】
①協働の認知度37．4％
②市内NPO法人数138件
③市民協働のまちづくり推進協議
会開催回数２回

市民協働のまちづくり推進協議会の開催（年２回）
【主な取り組み】郡山市協働推進基本計画実施計画の進捗状況、新たな取り組みの検討等

郡山市市民活動サポートセンターの運営（民間委託済み）
【主な取り組み】NPOをはじめとする市民活動団体の相談業務等の実施）

（市）：指導支援のあり方等についての見直しの実施

市民協働政策提案制度の実施（協働事業提案の募集、実施事業の決定、協働事業の実施、実施事業の評価）、制度見直しの検討

郡山市協働推進基本計画実施計画の策定・実施（ローリング方式）

NPO法人に関する設立認証等事務の実施

市民協働のまちづくり推進協議会の開催（年２回）
【主な取り組み】郡山市協働推進基本計画実施計画の進捗状況、新たな取り組みの検討等

郡山市市民活動サポートセンターの運営（民間委託済み）
【主な取り組み】NPOをはじめとする市民活動団体の相談業務等の実施）

（市）：指導支援のあり方等についての見直しの実施

市民協働政策提案制度の実施（協働事業提案の募集、実施事業の決定、協働事業の実施、実施事業の評価）、制度見直しの検討

郡山市協働推進基本計画実施計画の策定・実施（ローリング方式）

NPO法人に関する設立認証等事務の実施

市民協働のまちづくり推進協議会の開催（年２回）
【主な取り組み】郡山市協働推進基本計画実施計画の進捗状況、新たな取り組みの検討等

郡山市市民活動サポートセンターの運営（民間委託済み）
【主な取り組み】NPOをはじめとする市民活動団体の相談業務等の実施）

（市）：指導支援のあり方等についての見直しの実施

市民協働政策提案制度の実施（協働事業提案の募集、実施事業の決定、協働事業の実施、実施事業の評価）、制度見直しの検討

郡山市協働推進基本計画実施計画の策定・実施（ローリング方式）

NPO法人に関する設立認証等事務の実施
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　ICTを活用した新たな広聴ツールの確立を図る。
　市民提案制度の投稿内容及び対応状況や市民意識調査の結果を市ウェブサイトのみならず、広
報こおりやまでも公表する。

広聴広報課政策開発部

　市民提案制度、まちづくりネットモニター、市民意識調査、市役所レポートの実施を通して広く市民等から市政に対する提案・意見等を集めている。

　市政への市民参画の機会拡充及び協働による市政の推進を図るとともに、市民の市政への理解を深める。

(２)市民協働の推進

課名②　広聴機能の充実

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

・市民提案制度投稿数
  600件
・ネットモニター平均回答率
　80.0％
・市民意識調査回答率
  50.0％
・市役所レポート実施回数
　4回（H29）

平成27年度実績

▼市民提案制度投稿数　 　 697件
▼ネットモニター回答率　 81.3％
▼市民意識調査回答率　　 51.6％
▼市役所レポート実施回数    3回
▼「ココナビこおりやま」の運用開始（平成28年１月から）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼市民意識調査の回答率が50％の目標を達成したことから、引き続き目標を達成できるよう取り組んでいく。
▼まちづくりネットモニターの回答率が80％の目標を達成したことから、引き続き目標を達成できるよう取り組んでいく。
▼市役所レポートの実施回数は3回と目標に近づいており、目標回数の実施に向けて引き続き検討していく。

平成28年度実績

▼市民提案制度投稿数　 　 　　　　　699件
▼「ココナビこおりやま」投稿件数　　548件
▼ネットモニター回答率　 　　　　　81.3％
▼市民意識調査回答率　　 　　　　　45.3％
▼市役所レポート実施回数    　　　　　3回

見直しのポイント

▼市民意識調査の回答率が50％の目標値を下回ったことから、目標を達成できるよう調査・検討していく。
▼まちづくりネットモニターの回答率が80％の目標を達成していることから、引き続き目標を達成できるよう取り組んでいく。
▼市役所レポートの実施回数は3回と目標に近づいており、目標回数の実施に向けて引き続き検討していく。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

【参考 平成26年度末】
・市民提案制度投稿数
717件

・ネットモニター回答率
67.6％

・市民意識調査回答率
48.1％

・市役所レポート実施回数
1回

市民提案制度の実施（投書、市ウェブサイト、ファックス、手紙等）

まちづくりネットモニターの実施

市民意識調査の実施

市役所レポートの実施

市民提案制度の拡充（スマートフォ
ンアプリを活用した新たな広聴ツー
ル「ココナビこおりやま」の導入検
討）※先進地視察

スマートフォンアプリを活用した市民提案制度「ココナビこおりやま」の運用開始

市民提案制度の実施（投書、市ウェブサイト、ファックス、手紙等）

まちづくりネットモニターの実施

市民意識調査の実施

市役所レポートの実施

スマートフォンアプリを活用した市民提案制度「ココナビこおりやま」の運用開始
※平成28年1月12日から運用開始

市民提案制度の拡充（スマートフォ
ンアプリを活用した新たな広聴ツー
ル「ココナビこおりやま」の導入検
討）※先進地視察

市民提案制度の実施（投書、市ウェブサイト、ファックス、手紙等）

まちづくりネットモニターの実施

市民意識調査の実施

市役所レポートの実施

スマートフォンアプリを活用した市民提案制度「ココナビこおりやま」の運用開始
※平成28年1月12日から運用開始

市民提案制度の拡充（スマートフォ
ンアプリを活用した新たな広聴ツー
ル「ココナビこおりやま」の導入検
討）※先進地視察
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼より多くの意見が提出される仕組みづくりが必要であり、意見提出対象者の拡大、公表方法の拡大、提出方法の拡大を検討する。

平成28年度実績

▼パブリックコメントの効率的・効果的な運用を図るため実施要綱を制定した。

▼パブリックコメント実施件数　6件
・意見提出者数　   13人
・意見数　　　　　 45件
・反映させた意見数　0件

見直しのポイント

▼意見提出対象者の拡大、公表方法の拡大、提出方法の拡大をしたところであるが、さらに多くの意見が提出されるよう引き続き調査・検討する。

目　標　値

・提出された意見数
　1実施案件につき5件

平成27年度実績

▼パブリックコメントの効率的・効果的な運用を図るため実施要領の見直しを行った。

▼パブリックコメント実施件数　10件
・意見提出者数　    9人
・意見数　　　　　 25件
・反映させた意見数　3件

見直しのポイント

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

最　終　評　価

実施計画名

重点推進目標

部局名

　意見公募や意思決定の公表において、市ウェブサイトでの情報発信を推進する。 　意見公募において、市ウェブサイトのみならず、広報こおりやま等での募集も併せて行う。

広聴広報課政策開発部

　「郡山市民の意見公募に関する手続（パブリックコメント手続）実施要領」に基づき、総合計画や各行政分野における部門別の基本計画及び指針の策定又は改訂を行う際に実施している。

　パブリックコメントを実施することにより、市民参画の機会拡充及び開かれた市政を推進する。

(２)市民協働の推進

課名③　意思決定過程への市民参画機会の充実

３　市民に開かれた行財政運営の推進

【参考 平成26年度末】
・提出された意見数

235件（H26実施案件14件）

パブリックコメント実施要領の見直し検討
※他自治体の調査
※パブリックコメントの効率的・効果的な運用
を図る

パブリックコメント手続きの実施

パブリックコメント実施要綱の制定、施行

パブリックコメント手続きの実施

パブリックコメント実施要綱の制定、施行
※平成28年4月1日から施行

パブリックコメント実施要領の見直し検討
※他自治体の調査
※パブリックコメントの効率的・効果的な運用
を図る

意見提出対象者の拡大、公表方法の拡大、提出方法の拡大の検討

パブリックコメント手続きの実施

パブリックコメント実施要綱の制定、施行
※平成28年4月1日から施行

パブリックコメント実施要領の見直し検討
※他自治体の調査
※パブリックコメントの効率的・効果的な運用
を図る

意見提出対象者の拡大、公表方法の拡大、提出方法の拡大の検討
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

▼地域住民が実施する地元懇談会への参加や出前講座について、継続して実施していくことから見直さない。
▼止水板設置工事の補助について、広報こおりやまや土のう配布時にパンフレットの配布を実施する。また、補助限度額についても検討する。
▼「雨水の利用の推進に関する法律」に基づき、率先して公共施設への雨水貯留施設の設置を推進していく。
　　なお、更なる制度促進を図るため浄化槽転用等雨水貯留施設の設置に係る補助限度額について見直し（拡充）をする。（平成29年度からの運用）

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画) 平成29年度実績

最　終　評　価

▼浸水ハザードマップ活用等の説明会について、計画通り実施したことから見直さない。
▼出前講座について、継続して実施していくことから見直さない。
▼止水板設置工事の補助について、広報こおりやまや土のう配布時にパンフレットの配布を実施する。また、補助限度額についても検討する。
▼「雨水の利用の推進に関する法律」に基づき、率先して公共施設への雨水貯留施設の設置を推進していく。また、補助限度額についても検討する。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成28年度実績

▼出前講座実施回数：4回
▼研修の開催、各種講座等への参加職員数：1０名
▼ウェブサイトアクセス数：5,294回
▼止水板設置工事費用の補助件数：１件
▼貯留タンク購入等補助の件数：64基（浄化槽転用：14基、浸透ます：30基、雨水タンク：20基）

見直しのポイント

実施計画名

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度実績

▼説明会開催地区数：10地区
▼出前講座実施回数：6回
▼研修の開催、各種講座等への参加職員数：７０名
▼ウェブサイトアクセス数：6312回
▼止水板設置工事費用の補助件数：１件
▼貯留タンク購入等補助の件数：40基（浄化槽転用：17基、浸透ます：7基、雨水タンク：16基）

見直しのポイント

重点推進目標 ３　市民に開かれた行財政運営の推進 (２)市民協働の推進

【平成29年度末】
　

　止水板設置補助　　　    5件/年度
　貯留タンク購入等補助　140基/年度

　冊子版の浸水ハザードマップを平成25年5月に作成・配布し、浸水のおそれのある地区において説明会を順次開催すると共に、浸水ハザードマップを市ウェブサイトに掲載・公表すること
で、ハザードマップの普及啓発に努めてきたところであり、平成26年度には、浸水に対する住民理解をより深めるためのツールとして３次元浸水ハザードマップを作成した。
　また、浸水被害の軽減を図るために、止水板の設置費用や、不用となった浄化槽を雨水流出抑制施設へ転用するための費用などの一部助成をしているところである。
　これらの利活用を促進する一層の取り組みが求められている。

  住民が、平常時から防災意識を持ち、自発的な避難の心構えを養うなど『自助』『共助』を促進することを目標に、関連部局と連携して、地域の防災意識の向上や地域レベルでの取り組
みへの支援を行う。また、地域の合意形成や課題解決に必要な知識や資質等を備えた職員を育成することを目標に、スキルアップのための研修等を継続的に実施する。

　３次元浸水ハザードマップの公表システムの構築、浸水想定動画の市ウェブサイトでの公
開

　地元懇談会等への参加

④　地域と連携した浸水被害の軽減 部局名 上下水道局 課名
経営管理課・下水道保全課・お客様サー
ビス課

目　標　値

【参考 平成26年度末】
止水板設置補助 20件

（H22～H26）
貯留タンク購入等補助 1,752件

（H8～H26）

地域住民が実施する地元懇談会への参加
地域住民に対する
浸水ハザードマップ活用等の説明会の開催

３次元ハザードマップの有効な公表方法の検討

職員のスキルアップのための研修等の実施

地域住民が実施する地元懇談会への参加

公表

市政きらめき出前講座の実施による地域住民等の防災、減災に関する「自助」「共助」の促進

住宅、店舗、事務所等に対する止水板設置工事費用の補助

浄化槽転用等雨水貯留施設、雨水浸透ます、地上設置型雨水貯留タンク設置工事等の補助

地域住民が実施する地元懇談会への参加
地域住民に対する
浸水ハザードマップ活用等の説明会の開催

３次元ハザードマップの有効な公表方法の検討

地域住民が実施する地元懇談会への参加

追加公表（７月）

市政きらめき出前講座の実施による地域住民等の防災、減災に関する「自助」「共助」の促進

公表（５月）

職員のスキルアップのための研修等の実施

止水板設置工事費の補助についての店舗、事務所の方々に広報やフェースブック等でＰＲ活動を実施

住宅、店舗、事務所等に対する止水板設置工事費用の補助

浄化槽転用等雨水貯留施設、雨水浸透ます、地上設置型雨水貯留タンク設置工事等の補助

地域住民が実施する地元懇談会への参加
地域住民に対する
浸水ハザードマップ活用等の説明会の開催

３次元ハザードマップの有効な公表方法の検討

地域住民が実施する地元懇談会への参加

追加公表（７月）

市政きらめき出前講座の実施による地域住民等の防災、減災に関する「自助」「共助」の促進

公表（５月）

職員のスキルアップのための研修等の実施

止水板設置工事費の補助についての店舗、事務所の方々に広報やフェースブック等でＰＲ活動を実施

住宅、店舗、事務所等に対する止水板設置工事費用の補助

浄化槽転用等雨水貯留施設、雨水浸透ます、地上設置型雨水貯留タンク設置工事等の補助
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実施計画

取組事項

平成26年度末の現況

目標とする姿

ICTの推進 ICTの推進の際の配慮

年次計画

実施計画名

重点推進目標

部局名

　ICTを活用した販売促進及び流通
　製品を取り扱う実店舗の充実
　イベント等における積極的な啓発の推進

園芸畜産振興課農林部

　農業生産物の流通、加工、販売を通し、農業経営の効率化や生産物のブランド化を推進するため、平成26年度から農業振興課に６次化推進係を設置し、産業の６次化を推進している。
　主な取組としては、各地区の生産者との懇談会や説明会を通し、生産物の差別化を推進しているところであり、平成26年度に１件の実績があったところである。
　産業の６次化を推進するためには、生産者の理解と民間事業者の協力が不可欠であることから、各地区での懇談会の開催及び民間事業者との連携を更に推進していく必要がある。

　生産物の６次化を通じて、農業経営力を向上し、更には、製品のブランド化からなるシティセールスに寄与する。

(２)市民協働の推進

課名⑤　民間活力を活用した産業の６次化の推進

３　市民に開かれた行財政運営の推進

最　終　評　価

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成28年度見直しを受けた計画)

目　標　値

地区懇談会等を通して製品化される件数 ５件

民間事業者との連携の件数 ２件

民間事業者との連携により製品化される件数 ２件

平成27年度実績

▼地区懇談会を通して製品化された件数　累計事業数　1件（平成27年度0件）
　　郡山地域６次産業化ワークショップ開催　（西田、片平）　※全地区終了
▼民間事業者との連携　累計事業数　3件（平成27年度　3件）
　　「果樹農業６次産業化プロジェクト」・・・公益財団法人三菱商事復興支援財団（以下「三菱財団」）との連携協定による６次産業化
　　「鯉６次産業化プロジェクト」・・・キリン絆プロジェクト（以下「キリン絆」）の支援を受け、食文化の変化及び風評に伴い、生産量が減少している鯉の6次産業化
　　「ふくしまＦＭ］・・・うねめ牛を使ったビーフストロガノフの開発
▼民間事業との連携による製品化　　累計2件（平成27年度　2件）　ふくしまＦＭ／ビーフストロガノフ、ふくしま逢瀬ワイナリー／ロゼ・リキュール発売（H28.3）

見直しのポイント

平成29年度実績

平成28年度 平成29年度

▼平成24年度より市内各地区において開催した郡山地域産業6次化ワークショップ（以下「WS」）は、平成27年度で全地区を一巡したため完了する。
▼WSの意見を生かし、今後の本市の6次産業化のビジョンを示す推進計画を策定することとした。
▼WSの意見は、製品化に向けて、引き続き検討していく。
▼民間の知見及び資源は、生産者と事業者のマッチングの機会等を継続することで活用されることから、民間事業者との連携を継続的に実施することとし
た。

平成28年度実績

▼地区懇談会を通して製品化される件数　累計　事業数１件（平成28年度　０件）
　　復興庁ハンズオン支援事業として「郡山ブランド向上に向けた魅力連携プロジェクト」を開催（逢瀬・田村・熱海地区）
▼民間事業者との連携  累計事業数　5件（H28年度　2件）
　　「果樹農業６次産業化プロジェクト」・・・三菱財団との連携協定に基づく産地形成、人材育成等
　　「鯉６次産業化プロジェクト」・・・キリン絆ＰＪの支援を受け、市内14店舗において「鯉食キャンペーン」を実施し、市内外の方に鯉の魅力を伝え
た。
▼民間事業との連携による製品化　累計製品数６件　（Ｈ28年度　４件）
　　　小田原屋　「鯉のアヒージョ、バーニャカウダ、フレーク、大葉味噌」
▼郡山市６次産業化推進計画の策定

見直しのポイント

▼Ｈ27年度で完了したワークショップに代わり、食と観光の連携を意識した「郡山ブランド向上に向けた魅力連携プロジェクト」を実施した。

平成27年度 平成28年度(平成27年度見直しを受けた計画) 平成29年度(平成27年度見直しを受けた計画)

平成27年度

地区懇談会の実施及び製品化に向けた検討

製品の販売促進及び流通

連携する民間事業者との双方の知見及び資源の有効活用

民間事業者との連携

民間事業者との連携による製品の販売促進及び流通

【参考 平成27年度末（累計）】

地区懇談会等を通して製品化された件数 １件（大葉のジェラード）

民間事業者との連携の件数 ３件（FMふくしま、三菱財団、キリン）

民間事業者との連携により製品化された件数 ２件
（FM／ビーフストロガノフ、三菱財団／ロゼ・リキュール）

製品化に向けた検討

地区懇談会（ワークショップ）の実施

全地区終了

製品の販売促進及び流通

民間事業者との連携

連携する民間事業者との双方の知見及び資源の有効活用

民間事業者との連携による製品の販売促進及び流通

6次化推進計画の策定

製品化に向けた検討

地区懇談会（ワークショップ）の実施

全地区終了

製品の販売促進及び流通

民間事業者との連携

連携する民間事業者との双方の知見及び資源の有効活用

民間事業者との連携による製品の販売促進及び流通

6次化推進計画の策定
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