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平成２８年度職員提案について 

 

１ 平成２８年度の取組経過 

平成２８年 ７月 １日  職員提案推進月間（～８月１０日） 

 ９月１６日  行政事務改善委員会専門部会委員による第１次評価（～１０月４日） 

１０月２７日  行政事務改善委員会委員や職員による第２次評価（～１１月１０日） 

        ・委員投票（１５人×５０点） 

               ・職員投票（職員投票者数：２，６０８人×１点） 

⇒ 投票率：７９．９％ 

※ 今年度は，全職員の参加を促す取組の結果，前年度

の投票率６７．８％に対し，１０ポイント以上向上 

       １１月１７日  行政事務改善委員会において入賞提案を決定 
 
２ 提案件数 

今年度の職員提案の提案数は１８５件であり，昨年度とほぼ同様の提案数であった。 

提案種類 H24 H25 H26 H27 H28 

実績提案 98 件 96 件 74 件 84 件 90 件 

自由提案 106 件 77 件 53 件 115 件 95 件 

合 計 204 件 173 件 127 件 199 件 185 件 

 

３ 入賞提案  提案内容等は別紙参照 

  実績提案 既に実施されている業務の改善等に関する有意義な事例の提案 

提案の種類 部 門 内 容 入賞件数

実績提案 

市民サービス向上

部門 

市民サービスの向上に効果があった実績提

案を募集 
３件 

事務効率化部門 事務の効率化に効果があった実績提案を募

集 
３件 

ＥＣＯ（エコ）な

取組部門 

省エネ，ごみの分別，資源の再利用など環境

にやさしい取組に関する実績提案を募集 
３件 

 

  自由提案 職員の自由な発想による新たな業務の改善等に関する有意義なアイデア 

を提案 

提案の種類 部 門 内 容 入賞件数

自由提案 自由提案部門 
市民の利便性の向上や事務の効率化などが

見込まれる提案を募集 
３件 

 

平成２８年１１月２８日

行政経営部 行政改革課
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４ 今後の取組 

  表彰式の開催等 

・ 表彰式 平成２８年１２月２２日（木） 

・ 実績提案については，更なる改善活動を奨励するための経費「もっとカエル予

算（上限３万円）」，自由提案については，提案の実現を促進するための経費，「す

ぐカエル予算（上限３万円）」を配当する。 

 

  職員提案の情報共有等 

   実績提案は，全庁的な市民サービスの向上や事務事業の効率化を進める上で大き

なヒントとなることから，情報共有を図るとともに，事務改善による効果が高い自

由提案については，実現に努める。  
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平成２８年度職員提案 入賞提案一覧 
 

実績提案＜市民サービス向上部門＞ 

表彰 提案内容及び実施効果 提案者 

１位 

市長賞 

撤去した放置自転車の市ホームページ上での公開 

道路保全課 

撤去・保管した放置自転車の写真や保管場所等を，当日中に市ホームペ

ージ上で公開することで，市民が，保管所に行かなくても自分の自転車の

保管状況を確認でき，市民サービス向上につながった。また，放置自転車

に関する問合せ（約 40件/月）もゼロとなり，事務効率化につながった。 

２位 

優秀賞 

投票所入場券の様式変更による，期日前投票の待ち時間短縮化 

選挙管理委員会

事務局 

投票所入場券に期日前投票に係る宣誓書欄を設定し，選挙人に事前に記

載事項を記入していただくことで，宣誓書記載スペースでの待ち時間が軽

減するなど，投票環境の利便性向上に努めたことで期日前投票所での混雑

解消につながった。 

３位 

奨励賞 

税務証明書交付申請書の改善 

税制課 

５種類あった税務証明書の交付申請書を１種類に統合することで，同一

人が複数の証明書を申請する場合に１枚の申請書で済み，市民の負担軽減

につながった。また，申請書の管理もしやすくなり，事務効率化や経費削

減につながった。 

 

実績提案＜事務効率化部門＞ 

表彰 提案内容及び実施効果 提案者 

１位 

市長賞 

通学区域マップの本市ホームページ上での公開 

教育企画課 

これまでの通学区域図は，住宅地図上に線で図示したものを窓口にて閲

覧できるようにしていたが，庁内ＧＩＳシステムの更新に合わせて通学区

域図を電子化し，本市ホームページ上の「まちかど情報マップ」に掲載す

ることで，来庁せずに誰でも閲覧可能となるとともに，住宅地図の購入費

や作業時間の削減につながった。  

２位 

優秀賞 

旅費計算ツールの作成 
北部区画整理

事業課 

平石 健介 

「旅行先」「旅行期間」「旅行者の役職」を入力するだけで簡単に旅費を

計算できるよう，EXCEL で旅費計算ツールを作成した。その結果，事務処理

時間の短縮や事務処理ミスの防止につながった。 

３位 

奨励賞 

救急消耗品在庫状況の見える化 

警防課 

柏崎 えみ子

各消防署・分署の資器材・消耗品の在庫調査表を作成し，内部ポータル

で管理することで，各署の在庫状況が確認でき，消防局全体での在庫管理

が可能となった。また，全体の在庫数に合わせて一括購入することにより，

事務の効率化，購入に係る費用の削減につながった。 

別紙 
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実績提案＜ＥＣＯな取組部門＞ 

表彰 提案内容及び実施効果 提案者 

１位 

市長賞 

所内会議のペーパーレス化による経費と資料作成時間の削減 

衛生環境試験所
印刷し配布していた所内会議資料について，各自の PCから会議資料デー

タを立ち上げて会議を行うことにより，ペーパーレス化による経費削減及

び資料の印刷等の時間削減につながった。 

２位 

優秀賞 

目で見てわかりやすいごみ分別の表示 

ごみ減量課 
４月から変更となった庁舎内のごみ分別区分について，排出されるごみ

のイラストを用いた，視覚的にわかりやすいごみ分別の表示を行い，職員

等がごみの分け方を正しく理解し，適正なごみ分別につながった。 

３位 

奨励賞 

例規審査委員会における例規集の 

タブレット使用によるレスペーパー化 

行政経営課 これまでの紙の例規集から，最新の例規集のデータを取り込んだタブレ

ットを使用することで，最新の例規情報の確認や検索等も容易にできると

ともに，レスペーパー化による経費や印刷時間の削減につながった。 

 

 

自由提案 

表彰 提案内容及び実施効果 提案者 

１位 

市長賞 

市営駐輪場の利便性向上 

市街地整備課

再開発室 

檜山 和之 

市営駐輪場において，スポーツタイプの自転車対応の空気入れや修理工

具の設置など，自転車の駅と同等の整備を実施することで，利用者の利便

性が向上するとともに，一時利用者の増加も期待できる。併せて市のサイ

クリング環境の整備・向上にもつながる。 

２位 

優秀賞 

公用文における使用用語の周知徹底 

自治振興課 

宮沢 明仁 

公用文における，用語使用に係る通知の発出や，「心くばりのある文書づ

くり」の改定版の配布等により，用語の適正使用を徹底し，正しい表記に

よる統一性のある公用文，市民にも分かりやすい信頼性の高い公用文の作

成を推進する。 

３位 

奨励賞 

窓口における番号札の色分けによる業務の効率化 

建築指導課 

水沼 毅貴 

窓口にて，各グループの担当する業務を解り易く明示するとともに，グ

ループごとに色分けした番号札の設置及び窓口スペースの区分けを行うこ

とにより，市民の来課要件が明確になり，要件に応じて担当者が迅速に対

応できるとともに，事務の効率化及び市民サービスの向上につながる。 
 



平成２８年度職員提案『実績提案』受賞一覧 参考資料

テーマ： テーマ： テーマ：

テーマ： テーマ： テーマ：

テーマ： テーマ： テーマ：

所内会議のペーパーレス化による経費と
資料作成時間の削減【衛生環境試験所】

市長賞

救急消耗品在庫状況の見える化
【警防課　柏崎　えみ子】

優秀賞

撤去した放置自転車の市ホームページ上
での公開【道路保全課】

奨励賞

ＥＣＯ（エコ）な取組部門

目で見てわかりやすいごみ分別の表示
【ごみ減量課】

旅費計算ツールの作成
【北部区画整理事業課　平石　健介】

例規審査委員会における例規集の
タブレット使用によるレスペーパー化
【行政経営課】

奨励賞

投票所入場券の様式変更による，期日前
投票の待ち時間短縮化
【選挙管理委員会事務局】

通学区域マップの本市ホームページ上で
の公開【教育企画課】

優秀賞

事務効率化部門市民サービス向上部門

税務証明書交付申請書の改善
【税制課】

市長賞

優秀賞

奨励賞

市長賞

【改善内容】
庁内ＧＩＳシステムの更新に合わせて通学区域図を電子化し，本市ホーム

ページ上の「まちかど情報マップ」に掲載
【改善効果】

・来庁せずに誰でも閲覧可能となった。
・従来必要であった住宅地図の購入費や作業時間の削減につながった。

【改善内容】
「旅行先」「旅行期間」「旅行者の役職」を入力するだけで簡単に

旅費を計算できるよう，EXCELで旅費計算ツールを作成
【改善効果】

事務処理時間の短縮や事務処理ミスの防止につながった。

【改善内容】
各消防署･分署の資器材･消耗品の在庫調査表を作成し，内部ポータル

で管理
【改善効果】

・各署の在庫状況が確認でき,消防局全体での在庫管理が可能となった。
・全体の在庫数に合わせて一括購入することにより，事務の効率化，
購入に係る費用の削減につながった。

【改善内容】
撤去・保管した放置自転車の写真や保管場所を，当日中に市ホーム

ページ上で公開
【改善効果】

・市民が，保管所に行かなくても自分の自転車の保管状況を確認でき，
市民サービスの向上につながった。
・放置自転車に関する問合せもゼロとなり，事務効率化につながった。

【改善内容】
投票所入場券に期日前投票に係る宣誓書欄を設定

【改善効果】
選挙人に事前に記入していただくことで，宣誓書記載スペースでの待

ち時間の軽減など，期日前投票所での混雑解消につながった。

【改善内容】
所内会議資料について，各自のパソコンで会議資料データを立ち上

げて会議を実施
【改善効果】

ペーパーレス化による経費削減及び資料の印刷等の時間削減につな
がった。

【改善内容】
これまでの紙の例規集から，最新の例規集のデータを取り込んだタ

ブレットの使用
【改善効果】

・最新の例規情報の確認や検索等も容易にできるようになった。
・レスペーパー化による経費や印刷時間の削減につながった。

【改善内容】
４月から変更となった庁舎内のごみ分別区分について，排出されるご

みのイラストを用いた視覚的にわかりやすいごみ分別の表示を実施
【改善効果】

職員等がごみの分け方を正しく理解し，適正なごみ分別につながった。

【改善内容】
５種類あった税務証明書の交付申請書を１種類に統合

【改善効果】
・同一人が複数の証明書を申請する場合に１枚の申請書で済み，
市民の負担軽減につながった。
・申請書の管理もしやすくなり，事務効率化や経費削減につながった。

各署の在庫状況

改善

改善前（５種類）

税証明書交付
申請書

改善後（１種類）

宣誓書欄の
設定

軽自動車税

納税証明書

交付申請書

営業（所在地）

証明書

交付申請書

（個人用）営業

証明書

交付申請書

所得証明・

課税証明・

完納証明・

納税証明

交付申請書

固定資産

課税台帳

登録事項

証明書

交付申請書

改善

中央小学校

まちかど情報マップ

旅費計算ツール
(Excel)

改善


