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           ～ 斬新な提案を募集します！ ～ 

この制度は、伊賀市のまちづくりや行政運営全般に対して、職員の皆さんから新しい

政策・制度や改善手法等について提案をいただき、その実現を図ることで、職員自らの

創造力や研究心及び市政運営への参加意欲を高め、市政の発展と行政運営の改善や効率

向上に資することを目的として、平成 19年度から実施しています。 

伊賀市では昨年度から第 2 次伊賀市総合計画に基づく市政運営に取り組んでいると

ころですが、同計画でも示すとおり、今後さらに人口減少、少子高齢化が進み、財政状

況も厳しさが増すことが予測されている中、伊賀市の「将来像」の実現に向けた、効果

的、効率的な提案を募集します。 

 

１．提案の種類 

①  自由提案【個人またはグループでの応募】 

 創意、研究による具体的かつ現実的なもので、以下のいずれかに該当する

提案を募集します。 

1. 新たな制度の創設に関するもの（アイディア部門） 

2. 現行制度の改善に関するもの（カイゼン部門） 

3. その他行政運営上特に有効であるもの（フリー部門） 

 日頃の業務の中で閃いたアイディアや、長年温めていた企画など、第 2次

伊賀市総合計画の施策や地方創生の実現に向けた新たな事業の提案や市

民サービスの向上や業務の効率化、経費削減等についての提案を期待しま

す。 

 

② 課題提案【部局単位での応募】 

 所属外からのアイディア等により、所管する業務の改善や効果的な推進を

図りたいと考える部局からの課題を募集します。 

 応募された課題のうち、解決に向け研究を行うべき課題とされたものにつ

いて、共同で研究を行なうグループが組織されます。 

 

  ③ 取組紹介【所属単位での応募】 

 所属単位で行なった（行なっている）、市民サービスの向上や業務の効率

化、経費削減等につながる取組を紹介して下さい。 

 

 

２．提案方法及び募集期限 

  提案案件ごとに以下に定める様式を作成いただき、必要に応じ参考資料を添付の
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上、総合政策課代表メールにご提出ください。なお、自由提案については、提案に際

しての所属長決裁は不要です。 

 

提案の種類 提案者の単位 提出様式 提出期限 

① 自由提案 個人またはグループ 職員提案票 

（様式第 1号） 

平成 27年 ６月 19日（金） 

② 課題提案 各部局 課題提案票 

（様式第４号） 

平成 27年 ５月１５日（金） 

③ 取組紹介 各所属 取組紹介票 

（様式第 8号） 

平成 27年 1２月２２日（火） 

 

 

３．審査・研究報告等 

① 自由提案 

 提案内容について、予備審査会による予備審査及び提案審査会による審査

が行なわれます。 

 上記の両審査会において、提案者本人による説明及びプレゼンテーション

等をお願いする場合があります。 

 審査の結果、優れた提案とされた案件の提案者に対して、市長より褒賞が

授与されます。 

 

②  課題提案 

 共同研究グループは、研究課題の解決に向け自主的な研究を行ない、研究

の成果について、庁議構成員、関係部等職員等に対して報告会で発表して

いただきます。 

 報告会は、研究の進捗状況に応じて、中間報告会、最終報告会を開催しま

す。 

 

③  取組紹介 

 提案内容について、提案審査会による審査が行なわれます。 

 審査会において、提案者本人による説明及びプレゼンテーション等をお願

いする場合があります。 

 審査の結果、優れた提案とされた案件の提案者に対して、市長より褒賞が

授与されます。 

 

 

４．注意事項 

 提案結果等については、グループウェアの掲示板で庁内に公開するほか、

伊賀市ホームページで市民等に公表いたします。 



3 

 

 この制度は、職員の創造力・研究心・市政運営への参加意欲の向上、行政

運営の改善、効率の向上などを目的としていることから、給与・厚生に関

する提案など、直接これらの目的に合致しないものは対象外となりますの

で、ご注意ください。 

 提出された提案に関する全ての権利は、市に帰属するものとします。 

 制度概要等については「伊賀市職員提案制度実施規程」をご確認ください。 

 その他ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 

 企画振興部総合政策課政策調整係 

  担当：中矢、辻本 

  電話：22-9620 



平成27年4月時点

月 自由提案 課題提案 取組紹介

締切
市長･副市長協議

グループ募集・関係課依頼
募集締切

締切 調整
内容確認・調整（提案者⇔総合政策課）
割り振り協議・質問照会（総合政策課⇔関係課） 研究グループ立ち上げ
意見募集（総合政策課⇔関係課）

意見集約

予備審査

審査会 中間報告会

実施検討依頼

締切
褒章式（年初挨拶）

審査会

最終報告会 褒章式

平成27年度　職員提案募集スケジュール
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提　　案
提案事項 判定 褒賞 評価及び対応指示

◇平成２６年度伊賀市職員提案制度　自由提案一覧　（実施・実施検討）◇

Ｎｏ

提
案
者

審査会結果
対応状況

実施に向けて研究はすべきものである。
場所の設定と、設置から維持管理までの
どこまでを企業に担ってもらうか、企業
として宣伝がどの程度可能なのか等の検
証が必要で、募集はそれからとなる。そ
ういった点で、内容の具体的な掘り下げ
が物足りないが、提案者個人で検討でき
る限界もある。すぐに実施というより、
まずは担当部により企業ニーズの把握か
ら始めることとする。

【担当課】
商工労働課

【実施時期】
平成２７年１月

【実施内容等】
パナソニックライティングシステムズ㈱、㈱LIXIL等、LED照明、
トイレ設置に協力いただけそうな企業を訪問し、可能性を探る。

2
個
人

会議に情報端末
を導入する

実施検討 ー

他市事例もあり、目新しい提案とまでは
言えないが、大筋としては、時代の流れ
はこの提案の方向であろうと考えられ
る。ただし、にわかに導入する段階では
ない。新庁舎建設に向けてトータル的な
システムの検討を進めることとする。

1
個
人

地元企業などに
スポンサーに
なってもらう

実施検討 ー

【担当課】  広聴情報課
【実施時期】
　新庁舎建設時であれば、設備面での検討を行う。
　平成27年度中に必要な場合は以下による。
【実施内容等】
〇会議時にデータのダウンロードを行う場合
　市政運営会議の構成員数を上限として、第三会議室又は第一委
員会室で情報系端末を使用して公開キャビネットで情報を共有す
る場合。
（前提条件）
1.使用できる情報系端末の台数が確保できること。
　指名審査会の貸し出し端末10台の使用と、南庁舎・ふれあいプ
ラザ勤務者が使用する端末を持ち込む事を前提として、４月人事
異動後に不足する端末台数を予備機で確保できることが必要で
す。
2.有線又は無線回線が使えること。
　無線台数には限りがあるため、アンテナを新規購入するか、会
議開催時に有線ＬＡＮの準備ができること。
3.電源を30台分用意できること。
　情報系端末は、バッテリーの劣化が無いとして、最長３時間程
度の稼動しかできません。
4.審査会貸出機の管理責任所属を明確にすること。
〇データを事前配布し持ち寄る場合
　情報系端末を使用し、公開キャビネットからのデータダウン
ロードを想定すると、できる者であれば人数に制限なく使用でき
ます。
（前提条件）
1.電源を台数分用意できること。
　情報系端末は、バッテリーの劣化が無いとして、最長３時間程
度の稼動しかできません。
2.情報系端末の持ち出しや移動に各自が責任を持つこと。
3.ネットワークへの接続は行わない。

3
個
人

Webカメラを導
入し、職員数減
と支所機能の充
実を図る

実施検討 ー

提案のシステムがなくても電話等で対応
しているとはいえ、この専用回線を使用
すれば通信料がかからないことや、複数
名が対応しなければならない案件、本来
本庁でしかできない業務と知らずに市民
が支所の窓口に来てしまった場合等、上
手に使えば利点は考えられる。行政の誠
意としても必要であり、本庁に負担がか
かるというより、それに対応する組織作
りも支所機能の充実の一つともいえる。
既にあってもおかしくない提案であり、
実施に向けて検討することとする。

【担当課】広聴情報課
【実施時期】
　専用システムの場合、導入後に実施します。
　平成27年度中に必要な場合は、以下による。
【実施内容等】
　〇専用システムは導入せず、Skype等を使用する場合
（前提条件）
1.Skypeの場合、総合危機管理課からの依頼により各支所の支所長
と振興課長、住民福祉課長の端末にSkypeをインストールし、Web
カメラが配布されていますが、市ネットワーク外への接続を制限
する仕組みを使用できないようMicrosoftが仕様変更しているの
で、庁外への接続を制御できない状況です。
2.Skypeの場合は、Microsoftによる検閲の可能性が報じられてい
ます。
3.個人情報保護の取扱いは、運用事業者（Skypeの場合は
Microsoft）の規定に依存する部分があります。

〇専用システム導入の場合
（前提条件）
1.実施する場所や運用方法の検討を経て、仕様を作成する必要が
あります。
2.見積徴収から予算化、事業者の決定、導入作業など一定の期間
と経費が必要です。
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提　　案
提案事項 判定 褒賞 評価及び対応指示

Ｎｏ

提
案
者

審査会結果
対応状況

6
個
人

伊賀市庁舎を設
計した坂倉準三
とモダニズム建
築についての学
習会の開催

実施 ー

南庁舎の利活用の検討の一環として必要
であるが、実施の仕方として、1回だけ
やっても小数の人だけになってしまうの
で意味がない。より多くの人が参加でき
るような手法を検討した上で実施する。

【担当課】中心市街地推進課
【実施時期】伊賀市、日本建築家協会東海支部共催
平成２７年１月２５日（日）午後１時から
上野西小学校　多目的ホール及び伊賀市南庁舎
【実施内容等】
坂倉建築に詳しい鹿児島大学の鰺坂教授を招き、講演をいただ
く。また、市長との対談を浅野三重大学准教授のコーディネー
ターのもと行なう。その後、伊賀市南庁舎でフィールドワークを
行なう。（提案のあった京都工芸繊維大学の松隈洋教授は、体調
不良により調整できなかった。）

【担当課】
　総合政策課

【実施時期】
　平成27年度中に共同研究グループによる研究報告を行う。

【実施内容等】
　平成26年度伊賀市職員提案課題提案の研究課題とし、公募職員
及び関係課職員からなる共同研究グループによる研究を行う。
　研究成果については、平成27年度中に一定の報告を行い、今後
の組織編制及び債権管理業務全般の事務改善に資するものとす
る。

5
個
人

市役所にベビー
カー等を設置す
る

実施
・

実施検討
ー

【実施】ベビーカーの設置については、
手狭な現本庁舎でも出来ることとして、
設置位置には十分配慮した上で設置する
こととする。また、支所等他の施設につ
いては現状を確認して、必要に応じて設
置する。提案の通り子育てを終えた世帯
から中古品を譲り受ける場合は、破損や
汚れ等の確認が必要と考える。
【実施検討】ベビーベッド、ベビーサー
クルの設置、男子トイレも含めたベビー
シートの設置のほか、安全な通路の確保
等は、ユニバーサルデザインに十分配慮
した新庁舎の検討を行う中で検討するこ
ととする。なお、ベビーベッド等につい
ては、設置場所等によっては、保護者や
職員が目を放すことになり、連れ去りや
転落事故に繋がることも考えられるた
め、設置場所や構造など慎重な検討を行
うこととする。

別紙1のとおり

4

グ
ル
ー

プ

債務者からの
「ありがとう」

実施検討 ー

提案の内容だけでは不十分ではあるが、
対応が必要な課題である。危機意識を
持って対策を講じる必要があり、何とか
しなければいけないということで、問題
提起として受け止めたい。
ただし、たちまち実現すべきということ
ではなく、職員提案制度の課題提案の
テーマとして共同研究グループを設置
し、提案者に加え、各種債権担当課や各
支所、組織改革担当課も交えて、本提案
をよりよいものに伸ばして行くこととす
る。

【担当課】
観光戦略課

【実施時期】
現在、伊賀上野観光協会やフジメディアホールディングス
（株）、滋賀県、長野県などと連携して、全国忍術協議会（仮
称）を設立することを検討中。本提案についてはその協議会の事
業と位置づけて実施を検討したい。

【実施内容等】
上述の協議会で内容を協議したいと考えている。

7
個
人

東京オリンピッ
クに来た外国人
観光客を伊賀に
呼び込もう。
忍者リンピック
を開催！

実施検討 佳作

体験型の誘客という意味合いで、観光協
会や体育協会等と大きなコラボを企画し
ていくことが必要。東京オリンピックの
他、三重国体など連携が考えられる大型
イベントが続くことから、内容、実施時
期等について十分に検討することとす
る。また、早めに周知していくことや、
継続的に実施していけるかどうか、経済
性も含めて検討することとする。
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提　　案
提案事項 判定 褒賞 評価及び対応指示

Ｎｏ

提
案
者

審査会結果
対応状況

8
個
人

現南庁舎への図
書館移行に合わ
せてその中に伊
賀市の歴史史料
館（歴史資料

室）を設けるこ
と。

実施検討 ー

膨大な市史編さん資料の散逸を防ぐとと
もに、公開して見ていただける施設は必
要であるということは、かねてより市史
編さん委員会でも懸案事項として指摘が
あり、当然考えて行くべきものである。
提案の趣旨を理解して、今後、設置場所
について、南庁舎の利活用の議論も含め
て、図書館、文化財課と連携して具体的
に検討することとする。ただし、南庁舎
については展示施設を想定しており、保
管・収蔵については、史料だけでなく、
公文書全般について、公文書館等の設置
も含めた検討が必要と考える。

【担当課】
　総務課

【実施時期】
　平成29年度以降

【実施内容等】
　12月12日に開催された南庁舎利活用検討会議において、歴史資
料館、公文書館についても今後のワーキング部会での議題として
いただく方針となった。現在のところ、図書館、文化財課と連携
して検討するにまでは至っていませんが、当該検討会議での結果
を踏まえて、今後、具体的な検討に入っていく方針とする。
　市史編さん資料の保存･公開にかかる検討作業は、南庁舎の利活
用にかかる検討と並行して実施するが、市史の編さんの完了は、
平成28年度であり、保存･活用するために必要な資料の整理作業は
当該年度以降でなければ難しいと考えられます。また、それまで
の間は資料が増えることは必然であり、現状の保管スペースにで
きる限り保管を続け、散逸を防止していかなければならない。

【担当課】
広聴情報課

【実施時期】
平成27年度中

【実施内容等】
　紙面スキャンによるクリッピングは、技術面では一定の制限は
あるが対応が可能である。しかし、各紙へ支払う金額以外に、各
紙との個別契約に係る手間が膨大であり、また毎日の作業に当た
る職員の人件費が必要となる。さらに、各所属に関連した記事を
必要性、重要性を考慮して選別するだけの業務知識等を要する作
業となることから、ある程度経験のある（単価が高い）職員が当
たることが望ましい。伊賀版など決まったページを臨時職員が機
械的にスキャンする方法もありうるが、効果の面で望むものと言
えるかどうか疑問が残る。結果として、同方法は費用対効果の面
からは有利とは言えない。
　ついては、本庁及び各支所、ふれあいプラザにおいて、各施設
の管理担当課により最大主要５紙、もしくは、そのうちの１紙な
いし数紙を購読することを提案する。
　１紙ないし数紙購読の場合は、各施設間で異なる新聞を購読
し、連携の上情報共有を図ることとする。
（別紙２参照）

10
個
人

恋するフォー
チュンクッキー
の英語版動画で
伊賀市を世界に
紹介する

実施 優秀賞

インバウンド促進の面から、前例のない
英語版という部分に魅力を感じる。早い
方が良いので、プロジェクトを組む等し
て実施する。また、事前調査、プレゼン
テーションを含めて評価に値する。今
後、どういう人たちでやるか、どの程度
ボランタリーに予算をかけずに出来るの
か、天神祭の映像等が必要であれば実施
時期をどうするか等も含めて早急に検討
することとする。

【担当課】
観光戦略課が中心となり産業振興部全体で取り組む。

【実施時期】
産業振興部の中堅若手職員でプロジェクトチームを組織し、来春
の完成を目指す。

【実施内容等】
提案内容の動画を極力低予算で制作する。
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グ
ル
ー

プ

新聞記事（伊賀
版、三重版）の
庁内ＬＡＮによ
る情報共有等に
ついて

実施検討 －

行革の視点で整理してきた経緯はある
が、主要紙についてはせめて本庁及び支
所ごとに必要との考えもある中で、著作
権の問題や対象の新聞及び記事の選別、
新聞社ごとに費用の精査、クリッピング
作業の担当部署、グループウェアシステ
ムのデータ許容量等の課題はもちろんの
こと、費用対効果の面で、そもそも支所
ごとに主要紙を購読することとの比較検
討等手法を含め、総合的に検討すること
とする。
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（別紙１）

本庁

【ベビーカーの設置]
【担当課】
管財課　及び　各窓口事務所管課
【実施時期】
平成27年度設置
【実施内容等】
ベビーカーの管理体制（日々の管理）や譲受又は購入について、各窓口事務所管課と平成27年度実施に向
け準備し、本庁１階及び中２階にそれぞれ１台を設置します。
（なお、庁舎の受付窓口が通路を兼ねるなど狭い現状にあることや、庁舎内を移動する場合は庁舎の構造
上階段が多いこととから、当初設置については最小限とし、試験的導入とします。）

【ベビーベッド、ベビーサークルの設置、男子トイレも含めたベビーシートの設置】
【担当課】
管財課
【実施時期】
平成26年度12月26日　第1回庁舎建設庁内検討委員会開催済
【実施内容等】
庁舎建設庁内検討委員会で、ユニバーサルデザインへの配慮について検討を行ないます。

伊賀支所

【担当課】伊賀支所振興課
【実施時期】
平成２８年早々の実施に向けて検討する。
【実施内容等】
庁舎窓口部分のスペースに余裕が無く、来庁者からのニーズも無い状況である。
以上の現状から、ベビーカーよりもベビーチェアーを設置する方がより使用してもらいやすいと考える。
なお、共用に際しては、使用時の事故が無いよう維持管理等に注意を払うとともに、使用者（乳幼児）に
対する衛生面にも充分に配慮する必要がある。

島ヶ原支所

【担当課】 島ヶ原支所振興課・住民福祉課
【実施時期】
ベビーカーを譲り受け、確認後、管理体制が整ってから
【実施内容等】
・ベビーカーを設置する。
子育てを終えた世帯からベビーカーを譲り受け、中古品の安全確認及び滅菌清掃等の管理体制を整え、玄
関に設置する。
・ベビーベットやベビーサークルについては、窓口付近での設置は、スペース的に困難である。

阿山支所

【担当課】 阿山支所振興課、阿山支所住民福祉課
【実施時期】
・ベビーカーについては、子育てを終えた世帯から中古品を譲りうけ破損や汚れ等の確認、滅菌清掃の方
法等決定後、設置したい。
また、ベビーベッドやベビーサークルの設置については,現在設置スペースが確保できないことなどから
設置できない。
【実施内容等】・ベビーカーについては、支所玄関内に設置するものとする。

大山田支所

【担当課】大山田支所住民福祉課
【実施内容等】
大山田支所では、誰もが目に付く窓口にベビーベッドを早くから設置済であり、いつでも利用できる状態
にあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　ベビーカーについては、玄関からバリアフリーとなっ
ているので来客者が行動できる範囲内（１階のみ）は、個人所有のものを使用されているので貸し出しの
必要はないと考えます。

青山支所

【担当課】
青山支所　振興課
【実施時期】

【実施内容等】
スペース的には設置可能であるが、連れ去りや転落事故等
の安全面で利用者責任になる。そのため、設置場所は利用
者の目の届く場所にしなければならず、注意喚起の文書も
掲示しなければならない。したがって、今後、支所長会議
でも検討を行うものとしたい。

平成２６年度職員提案制度自由提案対応状況（抜粋：５．市役所にベビーカー等を設置する）

対応状況


