
○伊賀市職員提案制度実施規程（抜粋） 

 

（目的） 

第１条 この規程は、市行政全般について、職員の積極的な提案を奨励し、その実現を図ること

により、職員の創造力、研究心及び市政運営への参加意欲を高めるとともに、行政運営の改善

及び効率の向上に資することを目的とする。 

 （課題の募集） 

第 15 条 部局等の所管業務で懸案事項となっているもの又は違った角度からのアイディアが必

要と考えているものなどで、広く意見を募りたい課題について、部局等の単位で、課題提案票

（様式第４号）を事務担当課長に提出するものとする。 

２ 事務担当課長は、前項により部局等から提案された課題について、市長、副市長と協議の上、

共同研究に付する研究課題を決定する。 

 （研究課題の共同研究） 

第16条 市長は、研究課題について、共同研究グループに参加する職員を募集する。 

２ 参加を希望する職員は、事務担当課長に共同研究グループ参加申込書（様式第６号）を提出

するものとする。 

３ 市長は、必要と認める場合は、前項により参加を希望する職員のほか、研究課題の関係課か

ら、所属長の推薦により職員を参加させることができる。 

４ 共同研究グループは、自主的に研究活動を行う。ただし、研究課題の関係課は、共同研究グ

ループの求めに応じて、可能な限り協力するものとする。 

 （報告会） 

第17条 報告会は、中間報告会と最終報告会とし、共同研究グループは、共同研究報告書（様式

第７号）を作成の上報告を行う。 

２ 事務担当課長は、共同研究グループの研究成果について、進捗状況に合わせて１回以上の中

間報告会及び１回の最終報告会を開催する。 

３ 報告会の出席者は、庁議構成員、関係部職員等とする。 

 （研究成果の実施検討） 

第18条 市長は、共同研究グループによる研究成果を受け研究課題の関係部長等に対し、課題解

決に向け必要な措置を指示するものとする。 

２ 前項の指示を受けた部長等は、その実施検討結果及び取組状況並びに実施結果を、市長に報

告しなければならない。 

  

 

   



 

 

  

 

 

 

 

 

１．職員提案制度（課題提案）について 

 

昨年度、職員提案制度の見直しを行い、従来からの自由提案に加え、各部局から提出された課題のう

ち、市長・副市長により研究課題として決定されたテーマに対し、職員がグループを組織し自主的な研

究活動を行い、発表する制度（課題提案）が創設されました。 

このたび、今年度の研究課題が以下のとおり決定しましたので、共同研究グループに参加する職員を

募集いたします。 

 

 

２．研究課題（詳細は別紙「課題提案票」を参照してください） 

《テーマ１》子育てしやすい環境づくりを考える 

～子どもを安心して産み、育てられるまちづくり～ 

 

《テーマ２》伊賀市における人口減少の現状と課題について 

～若者の定住促進に向けた方策を考える～ 

 

 

３．共同研究グループへの参加方法 

 共同研究グループ参加申込書（実施規程様式第６号）を、総合政策課に提出してください。 

（個人単位、グループでの参加も可能です） 

 共同研究グループへの参加が決定した際は、当課より所属長に対し、改めて協力依頼をさせてい

ただきますが、申込の際は、所属長の了承を得ていただきますようお願いいたします。 

 参加者が多数となった場合は、調整させていただく可能性があります。 

 

申込締切：１０月１３日（火） 

平成２７年度 
研究テーマ決定!！ 



 

４．研究活動の概要 

 共同研究グループでの活動は、基本的に自主的活動としますが、業務時間内での活動も想定され

ていますので、その際は本来業務に支障のない範囲で活動していただきます。 

 共同研究グループは、研究の成果について「中間報告会」及び「最終報告会」で、庁議構成員、

関係部等職員等に対して発表していただきます。（実施規程第１７条） 

 研究結果などについては、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

で市民などに公表します。 

 優れた提案については、今後の市政に積極的に取り入れます。 

 提出された提案・研究に関する全ての権利は、市に帰属するものとします。 

 

５．その他 

 昨年度の共同研究グループの活動状況については、以下を参考として下さい。 

（平成２６年度職員提案制度の概要） 

http://www.city.iga.lg.jp/kbn/90074/90074.html 

 

 その他ご不明な点は下記担当までご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

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 内 2212 

http://www.city.iga.lg.jp/kbn/90074/90074.html


 

課 題 提 案 票 

部局等 健康福祉部 
提案責任者 

職氏名 

健康福祉部長 

 増 田 基 生 

研究課題 
『子育てしやすい環境づくりを考える』（子どもを安心して産み、育てられる

まちづくり） 

１ 課題設定の理由（現状・問題点・課題解決により目指すもの） 

   全国的に少子化、人口減少は深刻な問題となっており、当市も例外ではなく、50年後の

あるべき姿として「伊賀市人口ビジョン」を策定すると同時に、その実現に向けた最初の

５カ年計画として、「伊賀市まち・ひと・しごと総合戦略」の策定に取り組んでいます。 

 そのような中、「安心して子どもを産み、育てる環境づくり」が重要な事項であり、健

康福祉部では、平成 27年 2月に、「伊賀市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、本年

4 月から、その推進に取り組んでいます。また、本年 9 月から市単独で、18 歳未満の兄

姉がいる第 3 子以降の保育料（保育所（園）・幼稚園）の無料化や子ども医療費通院分の

無料化を中学校卒業まで拡大するなど、子育て環境の整備に取り組んでいます。 

しかしながら、子育てしやすい環境づくりは、健康福祉部だけでなく市全体で取り組ん

でいかなければならないことであります。 

これらのことから、市職員が現状を認識し危機感を持つと同時に、市として一体的に取

り組む方向性（新たな施策、しくみやアイディア）に関する共同研究を行うことを提案し

ます。 

 

２ 共同研究に求めるポイント等 

 現在、子育て中の職員に参画を呼びかけ、市民の視点からの提案を含めて、研究に取り

組みたいと考えます。 

 その中で、行政施策のみならず関係機関との連携や地域が主体となった取組み等を研究

したいと考えます。 

 

３ 研究成果を求める期間（報告期限） 

 本課題は、緊急に取り組まなければならない事項であるため、平成 27 年度末に、一定

の考えや方向性を示せるよう研究を進めることが望ましいと考えます。 

 

４ 参考事項 

 



課 題 提 案 票 

部局等 特別職 
提案責任者 

職氏名 
 

研究課題 
伊賀市における人口減少の現状と課題について 

～若者の定住促進に向けた方策を考える～ 

１ 課題設定の理由（現状・問題点・課題解決により目指すもの） 

 全国的に少子化、人口減少は深刻な問題となっており、国立社会保障・人口問題研究所

の試算によると、伊賀市の人口は約 45 年後の 2060 年に約 53,000 人まで減少するとさ

れています。 

国は、昨年度より、人口減少問題に対し「まち・ひと・しごとの創生」による地方の活

力維持（＝地方創生）を重要なテーマとして取り組んでいるところですが、今後、各地方

公共団体は、地域ごとの課題解決に向けたより具体的・独創的な施策の検討・実施（＝地

方創生の「深化」）が求められています。 

現在、伊賀市では、50 年後のあるべき姿を示した「伊賀市人口ビジョン」と、その実

現に向けた最初の５カ年計画である「伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に

取り組んでおり、総合戦略では「来たい・住みたい・住み続けたい“伊賀”づくり」をテー

マに５年後の 2020（平成 32 年）に人口９万人を維持することを目指していますが、そ

の中で「若者の転出超過」や「未婚率の上昇」など多くの課題が明らかとなってきていま

す。 

そこで今回は、伊賀市の将来にとって非常に重要と考えられるこれらの課題解決に向け

て、新たな視点や具体的な取組を研究・提案していただきます。 

 

２ 共同研究に求めるポイント等 

○ 研究・提案内容は、人口減少対策を網羅する必要はありません。伊賀市における現状

や人口減少の要因など分析し、「若者の交流機会」「未婚率の上昇問題」など「若者が

定住できるまちづくり」の観点から、具体的な取組のアイデアが提案されることを期

待します。 

○ 取り組むべき主体については、行政だけではなく、あらゆる主体（産官学金労言）と

の連携を視野に入れて検討して下さい。 

○ 昨年度の研究グループの発表内容など、下記（４ 参考事項）の事項も参考としなが

ら検討してください。 

３ 研究成果を求める期間（報告期限） 

平成 28年 3月 

４ 参考事項 



○伊賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略中間案 

http://www.city.iga.lg.jp/ctg/06069/06069.html 

○平成２６年度職員提案共同研究グループ報告書 

（人口減少対策等研究グループ、定住・移住交流研究グループ） 

http://www.city.iga.lg.jp/kbn/Files/1/90074/attach/zinkogensyo.pdf 

http://www.city.iga.lg.jp/kbn/Files/1/90074/attach/izyu.pdf 

○まち・ひと・しごと創生基本方針２０１５ 

http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2015/20150630hontai.pdf 

 

 

 

http://www.city.iga.lg.jp/ctg/06069/06069.html
http://www.city.iga.lg.jp/kbn/Files/1/90074/attach/zinkogensyo.pdf
http://www.city.iga.lg.jp/kbn/Files/1/90074/attach/izyu.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/topics/2015/20150630hontai.pdf


伊総政 第９１０号 

平成２７年９月２９日 

各所属長 様 

 

 

副  市  長 

 

伊賀市職員提案制度（課題提案）共同研究グループへの職員参加について 

（周知依頼及び事前連絡） 

  

標記の件について、昨年度職員提案制度の見直しを行い、従来からの自由提

案に加え、各部局から提出された課題のうち、市長・副市長により研究課題と

して決定されたテーマに対し、職員がグループを組織し自主的な研究活動を行

い、発表する制度（課題提案）が創設されました。 

 このたび、今年度の研究課題が決定しましたので、共同研究グループへの参

加について、別添のとおり全職員への募集を行いますので、貴所属におかれま

しても周知を図っていただきますようお願いいたします。また、参加を希望す

る職員の人数もしくは所属の偏りの状況等により、貴所属からも一名の参加を

お願いさせていただく場合がある事を予めご承知おきいただきますようお願い

申し上げます。 

 

なお、参加をお願いする場合は、改めてその旨ご連絡差し上げます。 

 

 

  

 

事務担当 

企画振興部総合政策課 

                             政策調整係 中矢・辻本 

電話 22-9620 FAX22-9672  

              内線 2211 

 

 

 



平成２６年度職員提案 課題提案実施概要 

【全体経過】 
 ５月２７日（火） 第１７回市政運営会議にて制度改正の説明及び実施依頼 

 ６月１２日（木） 伊賀市職員提案制度実施規程全部改正（伊賀市訓令第 44 号） 

部局課題募集開始 

 ７月 ４日（金） 部局課題締切 

 ８月 ４日（月） 研究課題確定（Ⅰ、Ⅱ）・共同研究グループ参加職員募集開始 

 ８月１８日（月） 共同研究グループ参加職員募集期限 

 ９月 ４日（木） 各課題関係課へ共同研究グループへの職員参加依頼 

９月１９日（金） 関係課参加職員報告期限 

１０月 ８日（金） 伊賀市職員提案制度課題提案共同研究グループ合同会議 

１０月２３日（木） 「債権管理適正化」について追加課題として設定（Ⅲ） 

共同研究グループ参加職員募集開始・関係課へ職員参加依頼 

１０月３１日（金） 追加課題に係る参加職員募集及び関係課参加職員報告期限 

１１月１３日（木） 追加課題に係る伊賀市職員提案制度課題提案共同研究グループ会議 

１２月１７日（水） 人口減少対策等研究グループ中間報告会（Ⅰ） 

 １月１６日（金） 移住・交流施策研究グループ中間報告会（Ⅱ） 

 ３月 ２日（月） 債権管理適正化研究グループ中間報告会（Ⅲ） 

 ３月２３日（月） 平成２６年度伊賀市職員提案課題提案 最終報告会（Ⅰ、Ⅱ） 

                 同          共同研究審査会（Ⅰ、Ⅱ） 

４月２８日（水） 平成２６年度伊賀市職員提案課題提案表彰式（Ⅰ、Ⅱ） 

 ５月２７日（水） 平成２６年度伊賀市職員提案課題提案 最終報告会（Ⅲ） 

                 同          共同研究審査会（Ⅲ） 

７月 ６日（月） 平成２６年度伊賀市職員提案課題提案 表彰式（Ⅲ） 

  

【審査結果】 

Ⅰ 少子化及び人口減少をくい止めるための伊賀市のビジョンを見つけよう 

（こどもを安心して産み、育てられるまちづくり） 

提案者  ：健康福祉部 

グループ名：「人口減少対策等研究グループ」 

   審査結果 ：優秀賞 

 

Ⅱ 移住・交流施策の推進について（空き家の活用等を含む） 

   提案者  ：特別職 

グループ名：「移住・交流施策研究グループ」 

審査結果 ：優秀賞 

 

Ⅲ 債権一元化を含む債権の適正管理について 

提案者  ：職員提案審査会 

グループ名：「債権管理適正化研究グループ」 

審査結果 ：最優秀賞 

 


