
平成２５年度職員提案実施概要 

【経過】 

 ５月 ７日（火） 第７回市政運営会議にて実施依頼 

   １５日（水） 職員提案募集開始（各所属を通じて照会メール送付） 

 ７月２６日（金） 提案締切 

 ９月３０日（月） 

１０月 ２日（水）  提案者への企画課ヒアリング 

    ３日（木） 

    ４日（金） 各提案に関する各所属意見照会 

   ２１日（月）  審査会 

   ２２日（火）  （各提案者によるプレゼンテーション） 

１１月１１日（月）  審査会 

   １４日（木）  （審査：判定及び褒章） 

   ２１日（木） 「実施検討」提案の各担当所属への検討依頼 

１２月２０日（金） 「実施検討」該当提案の担当所属検討結果報告期限 

１月 ６日（月） 表彰式（褒賞対象者３名） 

 ２月１２日（水） 第１４回市政運営会議にて、担当所属の実施検討結果報

告（事務局：企画課より報告） 

３月 ３日（月） 市ホームページにて、提案内容及び審査結果公開 

７月 ３日（木） 第１８回市政運営会議にて、取組状況報告 

 

【審査結果】 

提案者数  

１０名 

提案件数  

１７件（当初１９件応募の内２件辞退） 

審査結果  

判定 

実施：該当なし、実施検討：９件、保留：５件、実施済：１件、 

実施困難：１件、実施不適：１件 

褒賞 

最優秀賞：該当なし 

 優秀賞：１件（賞状及び伊賀焼による記念品贈呈） 

「伊賀市ウッドスタート事業」 

 佳作：２件（賞状贈呈） 

・「公用車への有料広告掲載の募集について」 

・「固定資産税納付書等の郵送機会を利用した市外在住者への広報（案内）」） 

 

（平成２６年６月２４日現在） 



（１）新たな制度の創設に関するもの（アイデア部門）
（２）既存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） ※「審査会事前の見解（意見）」の担当課名称は、平成２５年度当時のものです。

提案事項
募集
部門

提案内容 実現可否 担当課コメント
判定
区分

褒賞 評　価

Ｂ：条件付
実現可

【管財課】
公用車への掲載は、各公務に応じて多様な部署が使
用することから市民への誤解を招く可能性があるこ
とや、走行距離が日によって違うため、広告掲載者
にとってはデメリットがある。また、車両の広告掲
載箇所を損傷させた場合、または、マグネットが剥
がれた場合の責任が市であるならばデメリットが大
きい。
しかし、行政バス（リース車両は除く。）について
は、市内を定期的に循環しているため広告掲載は可
能と考える。

Ｄ：その他 【商工労働課】
・公用車は主に、伊賀市内を走行していることか
ら、市民向けの宣伝効果はあると考えるが、観光客
には疑問を感じる。
・市のマスコットキャラクター等にも利用規定等が
あると思われるので
応募してきたすべての企業（業者）に利用していた
だけるか、観光戦略課と協議が必要。
・観光客はある程度伊賀市を知って来ているのだか
ら｢ゆるキャラ｣の認知度を向上させる効果は期待で
きるが、伊賀市ＰＲ効果は薄い。

Ｄ：その他 【環境政策課】
「空き家、あき地の適正管理をお願いします。」程
度のものであれば、封筒や納税通知に記載可能と考
えるが、免税点未満で送付されないのであれば、パ
ンフレット作成は、不可である。

Ｄ：その他 【市民生活課】
「空き家、あき地の適正管理をお願いします。」程
度のものであれば、封筒や納税通知に記載可能と考
えるが、免税点未満で送付されないのであれば、パ
ンフレット作成を含めて意義がなく、不可である。

Ｂ：条件付
実現可

【観光戦略課】
イガグリオは追っかけが出るほど人気で、にん太・
しのぶも多数のキャラクター使用申請が出ている状
況である。上野城もかわいいキャラを作った。（た
伊賀くん）。この状況で萌えキャラが必要かどうか
現時点では判断がつきかねます。

Ｃ：実現不
可

【秘書広報課】
直接当課が所管するものではありませんが、情報発
信ということに関しては観光戦略課と協議する余地
があると考えます。

実施
検討

実施
検討

空き家・空き地に係る市条例の適用対象件
数を鑑みて、費用対効果の面から、チラシ
やパンフレットの封入ではなく封筒及び納
税通知書への印刷を検討すること。

佳作

ー

対象が限定的ではあるが、ニッチ分野であ
り、はまるとコアなファン層を獲得する可
能性はある。また、イベント等への幅広い
応用が可能とも考えられる。わずかながら
先行事例もあることから、実施主体も含め
検討すること。

個
人

市外在住納税義務者への固定資産税納付書（課税明細書）の
発送機会を利用して、市の施策広報（案内）を行う。

本年3月、「伊賀市空き家等の適正管理に関する条例」が施
行された。また、平成23年度から行政代執行を含めた「あき
地の雑草等の除去に関する条例」が運用されている。空き
家、あき地の所有者は、市外在住者が多いため、その条例内
容を周知し、空き家等の管理の適正化を図るためには、市外
在住者への広報（周知）が不可欠である。そのため、固定資
産税納付書等の発送の際に、「お知らせ」としてミニパンフ
を同封する。なお、今回は、条例周知のための利用として提
案しているが、観光案内などのダイレクトメールとしても利
用できるほか、市内納税者へもダイレクトメールとして利用
可能である。

(3)

固定資産税納
付書等の郵送
機会を利用し
た市外在住者
への広報（案
内）

個
人

公告の作成は、広告主で行う。車体塗装不可。マグネット方
式等で剥離が可能なもの。公告位置は、公用車のサイドドア
（左右）２枚。

例（一般公用車）規格、広告費用等：
30㎝×40㎝⇒10,000円～15,000円（年額）
50㎝×50㎝⇒15,000円～25,000円（年額）
※行政バスへの掲載は宣伝効果が高いため、一般公用車より
広告費用を高額に検討したい。
　広告費用は他の自治体と比較して安価にしたく、手頃な価
格にすることで、多くの企業が募集できるようにする。ま
た、市のマスコットキャラクター等の掲載（掲載をすれば割
引く等）をすることで少しずつでも宣伝広告を広がるように
したい。

(1)

公用車への有
料公告掲載の
募集について

個
人

伊賀市の萌え
キャラを作成
する

(1)

にん太としのぶを萌えキャラ化させることにより、ゆるキャ
ラとしても知名度が上がると思われます。
男性の萌えキャラを作ることにより女性観光客にもアピール
できます。

Ｂ：条件付
実現可

【課税課】
資産税係では、固定資産税の納税通知書を発送する
にあたり、毎年「固定資産税納税通知書等印刷製本
及び封入封緘業務委託契約」を締結している。
封入封緘業務においては、既に製本された納税通知
書のみであれば機械処理だけで成果品となるが、広
報案内のためのチラシ等を封入する場合は、手作業
によるところとなり、提案に記載されているように
委託料が増額することになるため、担当課からの予
算措置を講じていただくことが絶対条件となる。
契約手続きには仕様書作成から携わっていただく必
要があるし、広報内容には当係が問合せには応じら
れないため、連絡先の記載も明確にしていただくこ
とも条件となる。
また、封筒については、現在半面を広告掲載事業に
使用し、封筒作成経費の一部に充てる広告収入を得
ており、残りの半面についてはコンビニ収納の告知
を行い、収納率の向上を目的として使用している。
そのため、双方より伊賀市として優先すべき広告が
ある場合は検討するが、基本的には現状のどちらか
を削除して他の広報案内と差し替えることは考えて
いない。
なお、納税通知書の記載事項は、地方税法に定めら
れている内容や問合せ先、課税説明、納税方法等に
限定しているため、目的以外の内容を記載すること
は到底考えられない。
＊　平成２６年度に発送予定の業務委託について
は、入札参加資格審査会（１０月定例会）に提案
し、入札手続き進行中であるため、次年度以降で検
討いただきたい。

審査会結果

管財課

総合政策課

他市において、行政バスへの広告掲載を実施している担
当課は、管財部門ではなく、交通部門や行革部門や商工
観光部門であることから、行政バスの運行を統括する部
門で検討することが好ましいと考える。

名張市は管財室が公用車への広告掲載事務を実施してい
るが、バスやパッカー車以外の一般車両しか公募対象と
していない。また、公募当初１件しか募集がなく、金額
を下げた結果１８件程度まで件数が増加したが、現在で
は更新もなく１件のみである。
こういったことから、一般車両については、担当課コメ
ントでも述べた以外に、広告募集に係る経費（人件費な
ど）や手間（広告審査員会など）を考えれば、公用車へ
の広告料収入はある程度の件数と収入が見込めない限り
容易に実施すべきでないと考える。

（継続協議中）
はじめから全ての公用車を対象とするのではなく、出来るところか
ら実施を検討する。
当面、行政バスについて、それぞれの路線に限定された範囲なが
ら、常に運行されており、車体及びバスマスク、車内掲示等の手段
で実施可能であることから、総合政策課が各支所と連携して、行政
バスでの実施に向けて検討する。

実施
検討

佳作

企業選定や市民理解等に課題はあるもの
の、先行事例を更に研究して、バス等対象
車両の検討も含め、効果的な手法を早急に
検討するべき。

◇平成２５年度伊賀市職員提案制度　実施検討一覧◇
【提案部門】

提
案
者

提　　案 審査会事前の見解（意見）
検討結果 取組状況 担当課
（窓口）

課税課

（実施済）
平成26年度固定資産税納税通知書用封筒に空き家・あき地に係る市
条例についてのお知らせを掲載し、49,310通を送付した。
課税課に対し、当該「お知らせ」についての問い合わせはなかった
ため、その効果は不明である。

固定資産税の普通納付となる納税通知書は、納税通知書
２枚、土地・家屋の課税明細書４枚、口座振替依頼書１
枚、納税者から課税内容等の変更をお知らせいただく返
信用はがき１枚の合計８枚と４期分の納付書４枚で構成
している。
納税通知書については、地方税法等に基づき本来の納税
通知書の目的である固定資産税の賦課処分に必要な事項
を主に表面に記載し、裏面には固定資産税の課税説明や
問合せ先・口座振替・納税に関するご案内等、納税者に
対する必要なお知らせの記載事項でスペースが埋まって
いる状態であり、それらの情報を効果的に納税者に伝達
することを優先したいため、現状の枚数の中では他の情
報を記載することは困難である。
納税通知書の枚数を増加する場合には、製本する関係で
２枚ずつの増加となるため、現状の用紙発注枚数では用
紙の不足が生じることになる。
また、これまでの課税に対する問合せ等からの経験上、
納税通知書の裏面はあまり読まれていないことが多く感
じられ、特別にお知らせしたい内容がある場合には、多
少の経費がかかったとしても納税通知書とは別にチラシ
を同封するほうが効果的だと思われる。

封筒への印刷については、記載可能であるが、封筒裏面
の広告掲載事業及びコンビニ収納の告知の掲載を優先す
るため、極めて限られた空きスペースを利用しての掲載
となる。
空き家、あき地の適正管理に係る市条例の所管課である
環境政策課や市民生活課からの提案・要望に基づき、平
成２６年度課税分から掲載を行うこととする。

観光戦略課

にん太、しのぶの「萌えキャラ」製作については、実現
に向けて進めたい。

ただし、にん太、しのぶのキャラクターの版権は「伊賀
上野ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会」に帰属しているた
め、まず実行委員会におはかりして意見を聞くなり承諾
を得るなりして翌年度以降に具体的に進めたい。

（継続協議中）
伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会ではイベント実施を優先しなけれ
ばならないため、正式な協議は出来ていない。ただし、個別に意見
を聴取すると、現時点で伊賀市にはにん太しのぶ他、イガグリオ、
はいくちゃん、くのんちゃん、たいがーくん、伊賀丸くん等の人気
キャラクターが多くあり、これ以上のキャラクターが必要なのかと
の意見がある。また、伊賀上野NINJAフェスタを実施主体にすること
は、あくまでも任意団体であるので難しいのではないかと感じてい
るが、にん太としのぶを萌えキャラ化するという提案であることか
ら、観光戦略課から、来年度のNINJYAフェスタに活用できるよう、
伊賀上野NINJYAフェスタ実行委員会及び観光協会に検討を依頼す
る。



（１）新たな制度の創設に関するもの（アイデア部門）
（２）既存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） ※「審査会事前の見解（意見）」の担当課名称は、平成２５年度当時のものです。

提案事項
募集
部門

提案内容 実現可否 担当課コメント
判定
区分

褒賞 評　価

審査会結果

◇平成２５年度伊賀市職員提案制度　実施検討一覧◇
【提案部門】

提
案
者

提　　案 審査会事前の見解（意見）
検討結果 取組状況 担当課
（窓口）

個
人

公告式条例掲
示箇所の削減
及び掲示場の
転用について

(2)

・条例を改正し、掲示箇所を現在の３６ヶ所から１ヶ所（市
役所前）のみにする。
・公報等を発行し、ホームページ等で掲載してより広く市民
に周知を図る。
・総務課等に閲覧箇所を設けて、紙による公報が閲覧可能と
なるように手立てを設ける。

Ｄ：その他 【総務課】
地方公共団体の公告は、広く市民に知らせることを
目的としているので、身近なところに掲示場がある
方が市民には便利である。単に掲示場を減らすこと
は可能であるが、市民サービスの低下に繋がるので
好ましくない。

実施
検討

ー

市民への周知機会は確保すべきではある
が、職員適正化を進める中では、一定の事
務の整理も必要であるため、市ホームペー
ジへの掲載は実施することとし、掲示場数
の検討も行うこと。

・法律に基づく事業実施の公告や公示送達など、担当課
が直接掲示しているものがあり、ホームページに掲載す
るに当たっては、それらの取扱い等について調整が必要
であるが、実施に向けて検討する。
・必要な掲示場の数、位置を検討する。

（継続協議中）
【ＨＰへの掲載について】
①条例、規則を除く規程等の公告には、実施機関の長の公印を押印
したものの写しを貼り出すため、ＨＰへの掲載にはスキャナー等の
機器が必要となる。
②要綱、規程等を告示（訓令を含む。）している件数が他市に比べ
多い。
これらのことから、掲示場へ告示しているもの全てをＨＰに掲載す
ることは、担当職員の負担が増え、増員の要素に繋がるとともに、
現状のＨＰのシステム改修や新たな設備の投資など財政負担が必要
になると考えられる。
【掲示場の数の検討】
身近な掲示場の数を減らすことは、サービス低下に繋がり、市民へ
の説明が困難であるため、実施には慎重にならざるを得ないと考え
る。

以上の課題が考えられるが、実施に向けた具体的な検討を行うた
め、現在、掲示場への掲示物の現状調査を実施中。

総務課

個
人

時差出勤勤務
（フレックス
タイム）の拡
大について

(2)

全ての課に時差出勤制度を導入し、夜間の会議や夜間勤務が
前提となっている部署については、時差出勤を前提とするシ
フトを組ませ、時間外勤務手当縮減の徹底を図る。また、管
理職においても時差出勤制度を活用し、勤務の負担軽減を図
る。

Ｂ：条件付
実現可

【人事課】
・定期的な業務が見込まれ、所属職員がほぼ、その
シフトを活用できるといった内容のものであれば、
シフトを組んでの所属対応が可能になると考える。
例としては、現在も実施している木曜日の窓口延長
等がそれに当たります。
・臨戸徴収などは、導入が考えられる部分であると
考える。
・一時に多くの職員が出席しなければいけない時間
外の会議等があった場合、どの職員がシフトを活用
し、どの職員が通常の時間外勤務とするのか等、職
員間の不均衡やシフト管理の問題が発生することが
懸念される。
・管理職職員については、通常勤務時間８：３０～
１７：１５は在席が基本で、通常勤務時間中の不在
や平日時間外の翌日等への振替につながる考え方な
ど、シフト制に馴染まないと考える。

実施
検討

ー

現在、既に住民課等の窓口延長に伴い実施
されている。所属によっては実施可能と思
われる。必要な勤務時間帯に中心をおいて
いくことも必要であり、実施に向けてス
ピード感を持って研究すること。

導入に当たっては、市民サービスの低下につながらない
ということが大前提に無ければならないと考える。
この大前提を念頭に導入に向けて、労働組合との協議を
行い、また、試行期間を設けて運用上の問題点を整理し
ながら、本格導入に向けて例規の整備等を進めることと
したい。

（実施済）
労働組合と協議を行ったうえで、平成２６年４月１日から試行運用
規程を設け、運用中。

人事課

【人事課】
・提案者の提案理由からは、冊子作成の目的が不明
確ではないかと考える。
・本来業務に追われて、コミュニケーションが取れ
ないのに冊子を閲覧する時間があるのか、また公費
を使ってまで行うべきものなのか疑問である。
・現在の相応の事務をスクラップしてまで実施すべ
きことと考えられない。
・興味本位の勤務時間中の目的外閲覧が多発するこ
とが懸念される。
・管理職の顔写真についても、その目的・必要性が
不明確であると考える。
・ただし、全職員のフリガナ情報をキャビネットに
UPする程度であれば可能と考えるが、実施したとし
てもどれだけの職員が「読み方がわからない」とし
て活用するか疑問である。

Ｄ：その他

実施
検討

個
人

（職員用）職
員照会冊子の
作成

プロ野球やJリーグの選手名鑑のようなイメージで職員の氏
名・ふりがな・趣味・意気込みを冊子にする。可能であれ
ば、写真は身分証明書のデータを使用

(3)

冊子の作成は不要。庁内LANの中での共有を
前提として、写真入を基本に、どこまでの
個人情報が必要か、やり方を含めて検討す
ること。

ー 人事課

（実施済）
担当課からの検討結果の指摘を踏まえつつ、庁舎が分散し、職員同
士で顔と名前が一致しないなどの状況を解消し、庁内の連帯意識の
向上に資するため、次のとおり取組む。

【人事課】
グループウェア人事課公開キャビネット上の職員配置表にカナ氏名
一覧を追加。

【総合政策課】
各所属宛に配席図への写真掲載について協力依頼送付。

庁内LANを活用する場合、職員の氏名及びフリガナは、
職員配置表と同類のものとして掲載可能と考えるが、個
人写真、趣味、意気込み等は個人情報に当たるため、掲
載に当たっては個人の同意が必要と考える。もし同意調
査を実施しても、全職員の同意は得られないことが予想
され、全職員の情報が揃わなければ実施する意味がな
く、また、個人の同意があったとしても、外部への持ち
出しや流出の恐れがあることや、勤務時間中の目的外閲
覧が多発することが懸念される。
このことから、当課の見解としては、グループウェアの
公開更新キャビネットを新設し、所属単位の「所属紹介
ページ」を掲載する方法であれば実施運用できると考え
る。例えば、各所属において共通様式を用いた「所属紹
介ページ」を作成し、①氏名・フリガナ、②集合写真、
③所属としての職務への意気込みの３項目を記載したも
のを、年度当初に各所属別に掲載し更新を行う。ただ
し、この方法を用いた場合であっても、技能職や医療職
などの個人へグループウェアが配備されていない職員は
庁内LANでの閲覧が困難であり、情報共有の機会を得に
くいことが課題となるため、運用に当たっては配慮が必
要と考える。
ただし、上記当課案では、必ずしも当課が管理する職員
の個人情報を活用するものではないため、どの課が実施
を担当すべきかも含めて、引き続き調整が必要と考え
る。



（１）新たな制度の創設に関するもの（アイデア部門）
（２）既存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） ※「審査会事前の見解（意見）」の担当課名称は、平成２５年度当時のものです。

提案事項
募集
部門

提案内容 実現可否 担当課コメント
判定
区分

褒賞 評　価

審査会結果

◇平成２５年度伊賀市職員提案制度　実施検討一覧◇
【提案部門】

提
案
者

提　　案 審査会事前の見解（意見）
検討結果 取組状況 担当課
（窓口）

Ｂ：条件付
実現可

【観光戦略課】
①は次回パンフレット作成時に配慮したい。③は既
に1日フリー切符が販売されている。④は、関係機
関と協議したい。⑤は既に事業化を計画中である。

Ｂ：条件付
実現可

【企画課】
市内公共交通機関（バス路線、鉄道）は主に生活路
線として機能しているが、それら自体を観光資源化
することや、観光、イベントとの連携をめざす施策
は地域の交流人口の拡大や路線そのものの活性化に
繋がるものと考える。現行の伊賀市交通計画及び伊
賀鉄道地域公共交通総合連携計画でも、これらの施
策を掲げ取り組んでいるところであるが、提案内容
は既に検討しているものもあるが、実現にはそれぞ
れの事業者と協議、調整し、手法や経費負担の課題
等をクリアする必要がある。

Ｂ：条件付
実現可

【健康推進課】
財源確保（財政課）と購入先の選定（農林振興課）
が可能なら１歳６ヶ月健診に配布可能。（こんにち
は赤ちゃん訪問事業では、ブックスタート事業実施
中）

Ｄ：その他

【農林振興課】
「みえ森と緑の県民税」を財源とする事業の検討に
ついては、財源としても限られている為、特に費用
対効果など、その他の充当事業とあわせて十分な検
討を行う必要がある。

Ｂ：条件付
実現可

【市民活動推進課】
提案内容に、「メニューの開発、実施、運営につい
ては・・・災害ボランティアセンターに協力いただ
く。」とあり全て丸投げのように見受けられるが、
提案内容にお金が伴うのであれば財源をどうするの
かまた、どのような提案でどの部分をボラセンが担
うのか役割分担し協議して同意が得られる場合であ
れば、実現可能と思われる。

Ｂ：条件付
実現可

【観光戦略課】
あらゆる事象が着地型観光の素材になりえるので、
事業主体が取り組んでくれるのであれば実施した
い。

Ｃ：実現不
可

【総合危機管理室】
伊賀市の特色を出して定住者を増やすということ
や、それぞれの事業を横断的に結び付けて魅力とす
ることも必要であることは理解できる。しかし、提
案にあるそれぞれの事業の充実、移住者の生活基盤
を安定させる施策を充実することが一番の魅力作り
になる。

Ａ：実現可 【農村整備課】

Ｂ：条件付
実現可

【農林振興課】
空き家バンクの設置については、外部団体との連携
等が必要となってくるため、十分な検討や制度設計
を行う必要があるが、他市町村での実例があること
から、実施可能と考える。
但し、複合的に実施する施策として、児童等の医療
費化や保育料の無料化などについては、条例改正
や、状況に応じてシステムを改修する必要と思われ
ることから、庁内各部局での検討が必須であると考
えられる。
また、各課とも人員が不足している現状であること
も鑑みると、一つの担当所属のみで実施できるもの
ではなく、横断的なプロジェクトチームの設置等、
しっかりとした連携体制が必須と考える。

個
人

着地型観光
「避難・支援ｼ
ﾐｭﾚｰｼｮﾝ体験
「IGAさばいぶ
（survive）」
農山村部への
外部人材の移
住促進
「IGAあらいぶ
（alive）」

(1)

【IGAさばいぶ】
①実際の避難地あるいは活動拠点となる伊賀市を知ってもら
うためであるとともに、市民が災害時に被災者やボランティ
アを受け入れる訓練をメニューに組み込んだ着地型観光（農
家民泊）メニューを開発。
②メニューの開発、実施・運営については、常設型で設置さ
れている「伊賀市災害ボランティアセンター（事務局：伊賀
市社会福祉協議会）」に協力いただく。
③受け入れ農家及び受け入れ訓練に参加いただくことが可能
な住民自治協議会とも連携して、地域の防災力強化の視点か
ら推進する。
④受け入れ登録世帯に対する、無料の家具固定や耐震診断、
耐震工事への助成等。
（現行事業の対象者以外でも、本プロジェクト参加世帯は対
象とする特例を設ける。可能であれば既存事業に上乗せ等が
望ましい）
⑤民泊（ホームステイ）受け入れだけでなく、古民家や空家
を提供するための空家バンク事業を併せて実施する。

【IGAあらいぶ】
⑤「地域おこし協力隊」制度を活用し、外部からの若者によ
るメニュー開発及び地域支援対策の開発。
⑥災害時に地域における要援護者支援体制をリードするた
め、及び平常時の地域活性化の担い手としての若者世帯の移
住促進事業を実施。

実施
検討

実施
検討

個
人

個
人

観光施策と連
携した交通施
策について

(3)

①観光客が、コミュニティバスを安心して利用できるよう
に、観光ガイドマップなどへコミュニティバスのルートを記
載する。
②始発から最終までを完全パターンダイヤ化してバス時刻を
分かりやすくする。
③コミュニティバス土休日1日乗車券を販売して乗降フリー
化を図る。
④Bダイヤ昼間の忍者修行列車の仕掛けを通年にわたって行
う。
⑤近鉄線やJR線を利用した観光向けイベント列車の運行によ
り観光客を呼び込む。

伊賀市ウッド
スタート事業

(1)

・１歳の誕生日に伊賀市に住所を有する子どもに木のおも
ちゃを配布する
・配布時期は毎月行い、その月に誕生日をむかえる子どもを
対象に配布する
・木のおもちゃの製作は公募し、選考委員（関係各課（農
林、子育て、環境等）、森林組合、学識経験者、ＮＰＯ等で
構成）を設置し検討する
・伊賀産の木材を使用する
・「木育」の趣旨を理解していただき、配布を行うことで、
配布するための事業とならないように注意する

多くの要素が複合的に連携して初めて可能
な案であるが、あらゆる事象を着地型観光
の素材として考えていく必要がある。移住
促進については、他県では例があるが三重
県は後発。良い機会での提案なので、内容
を精査し実施に向けて検討すること。住民
自治協議会との連携が不可欠。

ー

提案内容が多岐にわたるため、全体として
は実施検討とする。　個別には、①ルート
変更等への対応が課題。②車両及び運転手
を増やす必要あり。③車両内での販売業務
が運転手の負担となることが課題。④現在ｼ
ﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰの委託業務の改善も含め検
討。⑤担当課により事業化検討中。

ー

優秀賞

森と緑の県民税交付金活用により一定の財
源確保が出来る。新総合計画で検討されて
いる重点プロジェクトの考え方にも沿って
おり評価できる。単価設定や、材料及び木
工職人の確保等の課題について、実施に向
けた精査を行い、早急に（平成２６年度よ
り）実施できるよう検討すること。

実施
検討

Ｈ２６年度の地域活動支援事業の行政との協働事業で、
観光戦略課が「地域の特色を活かした着地型観光メ
ニュー促進事業」を提案されており、実施主体である住
民自治協議会から提案があれば、別途お願いし実施でき
るか検討を行う。

（継続協議中）
検討結果にあるとおり、着地型観光の実施主体として意思表明して
いる団体に対して提案していく方向で進める。
また、本提案に関わらず、移住・定住促進に向けた開かれた地域づ
くりは、重要なテーマであり、取り組みが必要である

地域づくり
推進課

農林振興課

（実施済）
森と緑の県民税市町交付金事業に「伊賀市ウットスタート事業」と
して交付申請を行い、事業開始に向けて伊賀の木でスプーン等を
作ってくれる事業所等の選定を行い、実施手続きを行なっている。

農林振興課

健康推進課

森と緑の県民税交付金活用により、木育の観点から健康
推進課と協議した案について、事業として実施すること
を県と協議の上、市長に説明し予算要求に反映した。

総合政策課

①今年、上野コミュニティバスの時刻表を掲載したPRチ
ラシのデザインをリニューアルし、より見やすく親しみ
やすいものとした。観光案内所にも常時設置いただくな
ど、さらに観光客へもアピールしていきたい。観光ガイ
ドマップなどへの掲載については、担当課へ働きかけた
い。②現行の交通計画のアクションプログラムにおいて
もパターンダイヤ化を掲げているが、北回り循環系統の
実証運行等運行改善の結果も踏まえて委託先である三重
交通と協議し可能性を探りたい。③乗込み調査の結果か
ら、日常の利用者からも現金の受け渡しが不要なフリー
切符等を求める声が多いため、三重交通と協議し導入可
能性を探りたい。④車内アテンダントの改善とあわせて
伊賀鉄道と協議したい。⑤近鉄線については既に事業者
で伊賀鉄道と連携した団体臨時列車運行の取組事例もあ
り、伊賀鉄道もインバウンドの取組が好調に推移してお
り、引き続きこれらの取組が効果を生むよう事業者と連
携協力していきたい。JRについては、電化関係促進団体
の取組として関西本線沿線地域の活性化及び線区の活性
化に資するイベント列車や団体臨時列車の運行をJR西日
本に働きかけると同時に、関係自治体とSL列車の運行可
能性について検討する。

（実施済）
①上野コミュニティバスのPRチラシについて、観光案内所等へ設置
し、観光客等へのアピールを行った。
②③④実施に向けた具体的協議には至らなかったため、今後、三重
交通及び伊賀鉄道と協議ていくこととしたい。
⑤近鉄、伊賀鉄道について、連携して取り組む事業について定期的
に協議を行った。JRについては電化関係促進団体の要望活動として
観光客誘致のためのイベント列車や臨時直通列車の運行に関する要
望を行ったほか、関西本線におけるSL列車の運行についてJR西日本
と協議を行った。


