
平成１８年度　職員提案一覧

★：市長賞，◆：優秀提案賞　　※受付番号網掛け：進行管理対象提案

表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

1 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（小中学生にヘルメットを着用させるには・・・①）

ヘルメットのデザインを変更する

2 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（小中学生にヘルメットを着用させるには・・・②）

ヘルメット着用者への表彰を行う

3 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（小中学生にヘルメットを着用させるには・・・③）

安全ビデオを見せる

4 お知恵拝借
風通しのよい机上を目指して
（机上を清潔に！）

課長から机上整理の命令を発する

5 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（朝食を食べる人を増やすには？）

広報うつのみやに朝食の重要性について，連載形式で掲載する

6 お知恵拝借
魅力ある地域活動を目指して！～職員の一人として，地
域の一員として，みんなで考えてみよう～
（地域活動に参加する・・・？！）

地域活動の参加について職員アンケートを実施し，問題点等を分析す
る

7 自由
市町合併に伴う高速道路SAでの市サイド等の積極的
PR①

大谷PAと上河内SAにおいて，宇都宮市を積極的にPRする
　・　おもてなし日本一等をPRする電光パネルや市内案内図を設置す
る

8 自由
市町合併に伴う高速道路SAでの市サイド等の積極的
PR②

大谷PAと上河内SAにおいて，宇都宮市を積極的にPRする
・　地元JA等と市がタイアップした，展示コーナー等を設置する

9 自由
市町合併に伴う高速道路SAでの市サイド等の積極的
PR③

大谷PAと上河内SAにおいて，宇都宮市を積極的にPRする
・　上河内ＳＡのＥＴＣシステムと道路公団，市等がタイアップした「市独
自のおもてなしサービス」を検討する

10 自由 市議会中継をインターネット配信 市議会をインターネット配信により生中継する

11 自由 宇都宮市の防災強化について① 市の公用車に赤色灯をつけた「緊急車両」を増やす

12 自由 宇都宮市の防災強化について② 避難用の布団など備蓄を増やす

13 自由 失敗じゃない？栃木SCの後援・・・ チケットや関連商品等の値段を安く設定する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

14 自由 滞納督促・法的措置の一本化を目指す 滞納を抱えている部署に対応マニュアルを作成し，法的措置を行う

15 自由 超勤手当てを減らせ！ 課長補佐に超勤予定時間を報告し，許可をもらう

16 自由 編入合併町職員の派遣交流① 人事交流として，町職員に中核市の業務等を直接体験してもらう

17 自由 編入合併町職員の派遣交流②
　「（仮）職員用合併の心得」や「（仮）中核市職員として」等の冊子を作
成する

18 自由 部長との壁を取り払おう
部長のデスクを部筆頭課内に配置し，部長室は会議スペースとして利
用する

19 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（君だけのヘルメットにカスタマイズしよう）

美術の時間を利用し，ヘルメットに生徒一人ひとりが好きなデザインを
描く

20 自由 経験豊富な市職員退職者の活用（嘱託員）
市職員退職者（土地区画整理事業経験者）を嘱託員としてｸﾞﾙｰﾌﾟに配
属する

21 自由 １６階展望室の利用案①
エレベーターホール正面の市庁舎の模型を，市民の目が触れやすい
1階に移動する

22 自由 １６階展望室の利用案② 西面にあるベンチを１ｍほど窓側に移動し,眺望を見やすくする

23 自由 １６階展望室の利用案③
通路とベンチの間に，写真や絵の展示が可能なパーテーションを置
き，市民に無料で貸し出す

24 自由 １６階展望室の利用案④
大谷石壁面の展示スペース（１６中会議室脇，ホール）を，市民に無料
で貸し出す

25 自由 １６階展望室の利用案⑤
年に１回程度，市民ホールコンサートを最上階で開く（西面の眺望を利
用したサンセットジャズコンサートなど）

26 自由 宇都宮市のホームページで色々な情報収集を！
情報誌等と提携し，本市のＨＰ上で，行政情報以外の情報も見られる
ようにする

27 自由 宇都宮城の完成に合わせて・・・①
郵便ポストを設置する（ここからの郵便物には宇都宮城の消印を押
す）

28 自由 宇都宮城の完成に合わせて・・・② 目安箱を設置する（市民や観光客からの意見を聞けるように）
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

29 自由 宇都宮城の完成に合わせて・・・③ ボランティアや企業で人力車を走らせてもらう

30 自由 宇都宮城の完成に合わせて・・・④
拝観料を取るなら，どこかの施設と組み合わせたセットで販売する
拝観料を取らないのであれば，募金箱を設置する

31 自由
災害等を市民に早急に知らせるために，防災スピーカー
の設置を！

各地区に防災スピーカーを設置する

32 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について①
市職員にヘルメット着用の協力を依頼し，ヘルメット着用推進ステッ
カーを貼る

33 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について②
ヘルメット着用促進プロジェクトを立ち上げ，ヘルメットを着用した通勤
ファッションコンテストを行う

34 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について③
企業や商店街と交渉し，自転車通勤している大人に，ヘルメット着用を
促進する

35 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について④
キャッチフレーズのキャンペーンを展開し，ヘルメット着用を拡大させ
る

36 自由 合併で不要と見込まれる公用車の公売 合併に伴い，今後の使用が見込まれない特別職の公用車を公売する

37 自由 事務引継書の活用について
休暇取得や出張等で職場を離れる期間が長い場合，事務引継書を活
用する

38 実績 ゼンリン電子住宅地図（ＣＤ－ＲＯＭ）の有効活用
賦課地等の情報をゼンリン電子住宅地図（ＣＤ－ＲＯＭ）に書き込み，
事務引継ぎに利用している

39 自由 病気持ちの職員の生活保護をお願いします！ 病気持ちの職員の生活を保護するような仕組みをつくる

40 自由 文房具を無駄にするな！ 文房具に記名させ，文房具の自己管理を徹底する

41 自由 目に余る「マンションの乱立」① マンションの高さの規程などを条例化する

42 自由 目に余る「マンションの乱立② マンションの入居者は自治会に加入することを条例化する

43 自由 施設の有効活用
旧上下水道局の局舎を改修し，分庁舎化又は他の執行機関の局舎と
して活用する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

44 自由 分担金・使用料等徴収事務の一部移管について 各課単独で行っている徴収事務を主税課に一部移管する

45 自由 自動車リースの活用について 公用車を購入方式からリース方式へ転換する

46 自由
広告付公用車ホイールカバーの装着による財源確保に
ついて

走行中も回転しないホイールカバーを導入し，広告掲載の収入を得る

47 自由 雑誌・図書の有効活用（一括管理） 職員用図書室を設置し，各課の図書類を一元管理する

48 自由 会議室の有効活用① 発送等作業の専用スペースを確保する

49 自由 会議室の有効活用②
目標面接の時期は，一部の会議室を目標面接用として利用できるよう
にする

50 自由 機密文書の扱いについて（シュレッターの導入を！）
各階のコピー室にシュレッタ―を設置し，機密文書の一括回収を廃止
（縮小）する

51 自由 部門求人票の作成について
各部，各課で求人票を作成し，自己申告票やキャリアデザインに活用
する

52 自由 カジュアル・デーとノー残業デ―のコラボレーション 毎週１日，ノー残業デーを指定し，その日はカジュアルな服装にする

53 自由 庁内サポーター制について
職員に得意とする行政分野についてサポーターとして登録してもら
い，各部署は必要に応じサポーターから意見を聴取する

54 実績 総括主査の席について 総括主査の席を係長の横に配置している

55 自由 敬語唱和運動の推進 毎朝，よく使う敬語・尊敬語・丁寧語を唱和する

56 自由 窓口業務の執行体制の見直し
窓口業務を見直し，必ずしも職員が行う必要の無い業務を民間に委
託する

57 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（朝食カードの作成）

朝食カードを作成し，朝食習慣のきっかけにする

58 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について⑤
広報うつのみやでヘルメット着用キャンペーン（ヘルメット着用モデル
の特集を組む）を展開する

59 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について⑥
「もんみや」誌上でヘルメット着用のファッションと販売店の紹介をして
もらう
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

60 自由 非常食の備蓄について 栃の実を保存食に利用する

61 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには①
（青少年の朝食欠食率「０％」及び「こ食」の解消を目指
して）

ラジオ体操を奨励する

62 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには②
（青少年の朝食欠食率「０％」及び「こ食」の解消を目指
して）

農作物の植付けから収穫など体験学習を行う

63 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには③
（青少年の朝食欠食率「０％」及び「こ食」の解消を目指
して）

朝食レシピ作りやレシピに沿った調理実習等を行う

64 自由 職員ができることは職員でやろう！① トイレ掃除は職員が行う

65 自由 職員ができることは職員でやろう！② 蛍光灯の交換は職員が行う

66 自由 有料広告拡充による歳入アップ 水道検針票へ「泉水」の広告を掲載する

67 自由 有料広告拡充による歳入アップ 市封筒に「ろまんちっく村地ビール」や「市有施設」を掲載する

68 自由 まちづくりアシスタント制度の導入
市内在住の職員をまちづくり組織ごとに分類，まちづくりアシスタントと
して，地域情報を集約する

69 自由 「朝礼暮帰（ちょうれいぼかえ）りなさい」のススメ 係長が終業時に，一旦仕事を区切り退庁を呼びかける

70 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について 欧米人が着用しているかっこいいヘルメットにする

71 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 早寝早起の生活習慣を身につけるよう啓発する

72 自由 税の窓口の利便性の向上 主税課と資産税課の窓口を近づける

73 自由 床に設置されている電線等の入っているモールの廃止 机や壁等を活用し，モールを廃止する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

74 自由 本庁舎１６階に文化財展示を １２階の文化財展示室を１６階のロビーに移す

75 実績 雑誌購入のダブりを無くし，予算削減を図る 必要図書を各課で調整し，重複購入を無くした

76 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには お父さんの早起きと散歩の奨励を集中ＰＲする

77 自由 姉妹都市交流に係る展示品の公開場所の変更 ３階にある姉妹都市から寄贈された展示品等を１階に展示する

78 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（ヘルメット着用の推進について）

ダミー人形によるシュミュレーションやビデオ等でヘルメット着用効果を
アピールする

79 自由 快適な職場環境づくりを 庁内の設定温度を見直す

80 実績 会議開催チェックもれなし！
会議開催において準備すべき項目を一覧表にまとめ，チェックリストを
作成した

81 自由 おもてなし度アップを目指し，市役所から変りましょう 職員の接客マナー指導を担当する職員を置く

82 自由 ハンコ行政の見直し① 庁内合意を取った案件については，合議を無くす

83 自由 ハンコ行政の見直し② 同種施設で同種の支払いをする場合，一括決裁とする

84 自由
毎週１回職員皆様の５分間を環境美化のために使いま
せんか

毎週１回，職員がゴミを収集しながら出勤する

85 自由 環境に優しいエコロジー通勤の実施 徒歩や自転車，公共交通機関等を利用したエコロジー通勤を行う

86 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 親子で楽しめる，食育ホームページを開設する

87 自由 文書管理システムの新規処理文書お知らせ機能
処理を要する文書が届いた場合，ＰＣ画面上に通知する機能を付加
する

88 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには キャンペーンの実施や広報・周知に努める

89 自由 職員の語学力の活用
語学力を有する職員を人材バンクとして登録し，必要に応じて活用を
図る
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

90 自由 職員の産休・育休取得への対応①
職場で共通とされる庶務的能力等，一定のレベルの仕事ができる職
員を産休職場に配置する「産休専任職員制度」を設ける

91 自由 職員の産休・育休取得への対応②
電話・窓口の応対，庶務等，一定の研修（新採研修程度）を受けた嘱
託員を養成する

92 実績 担当業務のマニュアル化
担当業務ごとに詳細なマニュアルを作成・共有し，均一な事務の遂行
を行なっている

93 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
アニメの主人公にヘルメットをかぶらせたり，有名人にヘルメットの有
効性をPRしてもらう

94 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について デザイン性に優れたヘルメットを採用する

95 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して①
課内の文書等を期限を設け廃棄し，定期的に不要な文書の破棄を徹
底する

96 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して② 文書類の保管場所を決める

97 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して③ ファイルを紙製品でなくプラスチック製にし，ラベルもテプラに統一する

98 自由 残った給食用牛乳の有効利用
給食で残ってしまった牛乳を保存し，翌朝，朝食を食べてこなかった子
供等に配付する

99 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（コンビニやスーパーに「朝食コーナー」設置依頼）

コンビニやスーパーに朝食商品を集めたコーナーの設置を依頼する

100 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（広報うつのみや誌上への我が家の朝ごはん紹介コー
ナーの作成）

広報うつのみやに我が家の朝ごはん紹介コーナーを作成する

101 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について①
（自転車用ヘルメットの普及促進）

市内の自転車愛好者団体に，イベント時にヘルメットの普及活動を依
頼する

102 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について④
（自転車用ヘルメットの普及促進）

ヘルメットメーカーとタイアップして，試着会を開催する

103 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について⑤
（自転車用ヘルメットの普及促進）

子供のいる親に交通安全の観点から普及啓発を行う

104 自由 事務概要のCD化 事務概要をCD化する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

105 自由 　来庁者への駐車場周知について 立看板を設置し，駐車場（特に東第２駐車場）の周知を行う

106 自由 一般職旅費の日当及び宿泊料等の区分を簡素化する 職級に応じた旅費支給等を廃止し，統一化する

107 自由 効果的な防犯パトロールの実施
防犯パトロールの際，防犯パトロールを行っていることを知らせるテー
プをまわす

108 自由 部のイメージカラーの設定について 部ごとにイメージカラーを決める

109 実績 相談結果票の作成と共有 相談概要と対応策等について，相談結果票を作成した

110 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について 事故の無惨さ，防護装備の重要さを積極的にＰＲする

111 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
庁員から自転車走行時のヘルメットを着用（もちろんあごひももきちん
と締める）行う

112 自由
「ワード･エクセル」テクニックの向上で，事務能率を底上
げ！

新採用職員～主任クラスの職員の基礎研修時等にワード・エクセル
等の事務処理能力を確認し，必要に応じ，スキルアップ研修等を必須
化する

113 自由 　職員提案の提出義務化 昇進試験に職員提案を義務化する

114 自由 担当窓口の標記について① 暮らしの便利帳など市民向けの情報誌に担当窓口番号を記載する

115 自由 担当窓口の標記について② 庁内窓口番号一覧表を作成する

116 自由 ＬＲＴ予定ルートで低床バスを運行してみよう ＬＲＴ予定ルートで低床バスを運行してみる

117 自由 駅東の渋滞解消策
清原工業団地内各社の時間帯別駅東通過交通量調査を体系的に実
施する

118 自由 地籍調査事業データを活用して土地を有効活用
地籍調査事業の際のデータをもとに，適正管理が不完全な国有地を
有効活用するため，宇都宮市管理の土地として手続きをする

119 自由 「逓送用かご」のカウンターからの撤去･移動 カウンター上の「逓送用かご」を，課内に配置換えする
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

120 お知恵拝借 自転車ライセンスの発行
自転車の運転技術，交通知識などを学ぶ講習会を開催し，合格者に
ライセンスカードを発行する

121 自由 「開き戸」から「引き戸」へ 庁舎内の開き戸を引き戸にする

122 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して 両側に引き出しのある机へ交換する

123 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して 整理整頓のメリットを書き出し，掲示する

124 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには（一口運動の推進） 朝食に何か一口でも食べるよう，一口運動を推進する

125 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 水を飲み，体を軽く動かすことで，体内を目覚めさせる

126 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 子供の好きなものを朝食にする

127 自由 職員の士気向上作戦 宇都宮市役所の庁訓をつくる

128 自由 庁内ピンク電話機の廃止 庁内に配置してあるピンク電話を廃止する

129 自由 本市の計画づくりを廃止する 計画づくりを廃止する

130 自由 宇都宮動物園・宇都宮市を盛り上げよう！！！
宇都宮動物園やテーマパークを新たな賑わいとするため，市で協力を
行う

131 自由 新交通システム→線から面へ，面から立体へ
面として広がりをもたせ，周遊券販売を行なうことで，公共施設とＬＲＴ
の利用向上を図る

132 自由 身近なところから個人情報を保護しましょう！① 起案文書や起案綴りは，必ずカギの掛かる場所に保管する

133 自由 身近なところから個人情報を保護しましょう！② 決裁後の起案文書は，必ず総括主査を経由して起案者に手渡す

134 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について①
ヘルメットに好きな絵やデザインを描かせ，自分なりのヘルメットを作
成する

135 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について② 大人のヘルメット着用をすすめる
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

136 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について③ 交通教室や参観日においてヘルメットの重要性を啓発する

137 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について④ 学校の規則にヘルメット着用を規定する

138 自由 福祉分野専任主事の採用 福祉分野を志す専任主事採用制を創設する

139 自由 庁内メールの宛先に所属を記載することについて 庁内メールの宛先に所属を記載する（例：宇都宮　太郎／○○課）

140 自由 オリオン通りで朝市を開催するについて 市を中心として農業各種団体等で構成し，朝市を開催する

141 自由 乳幼児連れの来庁者専用駐車場の設置について 乳幼児を連れた来庁者専用の駐車場を設置する

142 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 「暮らしの便利帳」等に具体的な朝食メニューを掲載する

143 自由 パトロール業務の統合について 各部署がそれぞれ実施している各種パトロールを包括して実施する

144 自由 思春期健康手帳の交付について
「思春期健康手帳」を交付し，性感染症等の早期発見・早期治療につ
なげる

145 自由 市体育施設等への命名権スポンサーの募集について 市体育施設等への命名権を募集し，必要な資金を調達する

146 自由 ミーティングの改善案 ミーティングの回数を減らし，時間を十分取るスタイルに変える

147 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
学校別で独自のデザインヘルメットとし，デザインに関して市から表彰
を行う

◆ 148 お知恵拝借
魅力ある地域活動を目指して！～職員の一人として，地
域の一員として，みんなで考えてみよう～
（地域活動のコーディネイトについて）

各種団体の年間行事や募集一覧を作成し，参加者を地域住民から募
集，登録してもらう

149 自由 きちんとした「人事制度」の確立を！ 市役所経験の少ない社会人採用職員の職位を見直す

150 実績 窓口でのテープ放送案内 窓口繁忙期に列に並んでいただく案内テープを録音・放送した

151 自由 職員の職場交換 各センター間で職員の交換業務を行う
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

152 自由 超勤簿・振り替え簿等の訂正の簡素化 軽微な間違えを訂正印で修正できるようにする

153 自由 もったいないから，リサイクル！
職員が自宅で使用していた家具や食器を，庁内で再活用する仕組み
をつくる

154 自由 窓口へ案内ステップアップ① １・２階の窓口番号と主な手続内容を職員証の中に携帯する

155 自由 窓口へ案内ステップアップ② 職員用に各課の業務内容を抜粋した便利帳を作成する

156 自由 職員の身だしなみについて 宇都宮市の宣伝ができるポロシャツを作成する

157 自由 市で発行する通知書，請求書，領収書の利用 市で発行する通知書等の空きスペースに市の広告宣伝を行う

158 自由 各課の消耗品のリサイクルについて①
各課の不要となっている消耗品を無駄なく使用するため，各課連絡
ボードを作る

159 自由 各課の消耗品のリサイクルについて② Ｂ２倉庫に眠っている消耗品を改めて確認，整理整頓を行う

160 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには
広報紙で朝食のお手軽メニューを公募，メニューの掲載，コンテストを
行う

161 お知恵拝借
小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
（ヘルメットはカッコイイ）

自転車運転マナープラス運転実技検定を行い，合格書を進呈，ヘル
メット購入の助成が受けられるようにする

162 お知恵拝借
魅力ある地域活動を目指して！～職員の一人として，地
域の一員として，みんなで考えてみよう～

地域活動のわかりやすい組織図を地域単位で作成する

163 自由 市外旅費，宿泊料，日当，食卓料の改正について 市外旅費等について，階級等に関係なく同額を支給する

164 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには
早寝する子供・親を増やすため，「早起きは三文の得」を具体的にPR
する

165 自由 公共施設敷地内の職員自家用車の駐車料金設定
出先機関等の敷地内に職員が自家用車を駐車する場合は，一定額を
駐車料金として納める

166 自由 広報紙への市長メッセージの掲載 広報うつのみやに市長メッセージを掲載する

167 実績 都市計画審議会の透明性の確保について
これまで非公開で行っていた意見書審議を，資料を工夫することで，
審議会全体を公開することができた
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

168 自由 「みんなでチェック！わがまちの安全度」
８月中の１日だけ，道路の段差やカーブミラーの設置等のチェックを行
なうため徒歩で登庁し，改善対象を明確にする

169 自由 会議の効率化 宇都宮市会議マニュアルの徹底を図る

170 自由 中核市データバンクの作成
各業務について，各課が独自に保有している中核市のデータを，庁内
ＬＡＮ等で集中管理する

171 自由 自治会加入の勧め 転入者や企業等に対し，自治会加入の案内パンフレットを配付する

172 自由 市税等の口座振替の推進
市税等を口座振替にすると，料金の一部（数十円）が減額される「口
座振替報償金」を導入する

173 自由 地区市民センターにおける申請書の受け取り
窓口での確認作業が簡易である申請等は，地区市民センターで申請
書を収受し，本庁へ送付する

174 自由 口座振替を義務化する
母子寡婦福祉資金貸付金や奨学金貸付金など，特定のサービス受
給に対する償還金の納付方法を口座振替にする

175 自由 庁内の喫煙室の名称を変更する 喫煙室の名称を「禁煙推進室」に変更する

176 自由 ナレッジ（成功体験の共有化）の表彰制度導入 成功体験の共有化を図るため，ナレッジの表彰制度を導入する

177 自由 税コールセンターの設置 税専用のコールセンターを設置し，市税・国保税等の督促を強化する

178 自由 パーソナルコーチ制度の導入
新人職員の個人指導員として，年齢の近い職員をパーソナルコーチ
に任命する

179 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
アニメキャラクターの絵や人気俳優の写真・サインなどをヘルメットに
プリントする

180 自由 玄関への灰皿の設置 庁舎の玄関に灰皿を設置する

181 自由 会議・議会資料の電子化
会議資料は，メールで資料を配布し，画面又はプロジェクタで表示す
る

182 自由 若年世代の定住化促進
市街化区域の住宅を購入する若年夫婦に対し，住宅ローンの返済に
係る利子分の一定割合を助成する

183 自由 組織目標の重点化
各課でその年度に解決すべき課題を２つ程度上げ，庁議に図り進行
管理する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

184 自由 超過勤務の縮減①
四半期ごとに人員配置を調整（部内異動など）し，超過勤務時間の平
準化を図る

185 自由 超過勤務の縮減②
超過勤務の従事内容については，事務内容だけでなく，性質別（資料
作成業務，集計業務等）に区分する

186 自由 イベント用備品の共用について①
各課で保有しているイベント用の備品（スタッフジャンパー，看板等）を
全庁的に集約する

187 自由 イベント用備品の共用について②
新たにイベント用品を作成する場合は，他のイベントでも使いまわしの
できるようなデザインの仕様とする

188 自由 本庁舎内簡易休憩所の設置 喫煙所以外に職員が気分転換を兼ねて休息できる場所を確保する

189 自由 お客様センターの設置 受付場所を設置し,申請手続きなど事前処理や振り分けを行う

190 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して① 課内で資料の一本化を図る（同一資料を複数人で持たない）

191 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して②
課内の文書は，業務内容や年度別ごとに整理・分類し，書庫やキャビ
ネットに収納する

192 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して③
資料が担当管理とならないようにする（個人用机の廃止→共用机の設
置）

193 自由
専決規程の見直し（更なる権限移譲の推進，専決区分
の明確化）

専決規程の見直しを行い，更なる権限移譲の推進・専決処分の明確
化を行う

194 自由 宇都宮市の年間目標の公表 宇都宮市の年間目標を庁内外へ公表する

195 自由 消耗品，備品の調達業務委託 消耗品・備品の購入から在庫管理までを委託する

196 自由 小学校におけるスクールバスの導入について 幼稚園バスと同様，小学校においてもスクールバスを導入する

197 自由 ＨＰでフロア―案内
ＨＰにフロアー案内を掲載し，フロアー案内の課名と各課のページを相
互リンクさせる

198 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（朝食を食べる習慣をつけるには）①

朝食を食べてきた子に対して，シールをあげるなど，朝食を食べること
に何らかの楽しみを与える

199 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（朝食を食べる習慣をつけるには②）

簡単に作れる朝食メニューを調理実習に取り入れる
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

200 お知恵拝借
朝食を食べる人を増やすには
（朝食を食べる習慣をつけるには③）

モーニングをやっている市内の店を集めたパンフレットを作成する

201 自由 １９：００まで開いている窓口をもっとアピールする
広報誌や庁内ポスターで１９：００まで開いている窓口をもっとアピール
する

202 自由 本庁舎内，各部署配置位置の見直し 来庁目的等を調べ，各課の配置位置を再考する

203 自由 広報紙を読みやすくする！ 広報うつのみやを「右開き・縦書き」から「左開き・横書き」へ変更する

204 自由 超勤の部長決裁について 超過勤務を行う際は，部長に直接ハンコをもらうようにする

205 自由 広告事業推進班の設置について 広告事業推進班を設置する

206 自由 公務員賠償責任保険の導入について 訴訟費用保険制度を導入する

207 自由 宇都宮流スローライフのすすめ 地球環境保護の推進やスローフードの推進等を発信する

208 実績
「平和のつどい」と「平和親善大使広島派遣事業」の交
流

平和のつどいに平和親善大使を招待することで，つどいの来場者が
増加した

209 自由 光熱費削減に向けた机配置の見直し 天井の照明配列と平行してグループの机を配置する

210 自由 旅費支出事務の庁内一元化 旅費支出事務を全庁的に一元処理する

211 自由 来場者駐車場へのカーブミラーの設置 庁舎南側の来場者駐車場の通路にカーブミラーを設置する

212 自由 タイムカードの導入による出勤簿の廃止 タイムカードを導入し，出勤簿を廃止する

213 自由 庁内放送を活用した宇都宮の歌の普及 庁内放送の音楽のうち１回を宇都宮の歌にする

214 自由 庁内全課ＬＲＴ導入推進プラスシンキング作戦 各課でＬＲＴ導入推進方策を考案する

215 自由 職員間における電話応対について 電話では，所属及び氏名を伝えた上で要件を伝える
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

◆ 216 実績
ロマンチック夢街道宇都宮で観光と健康増進（中心部の
活性化）

「ロマンチック夢街道宇都宮」として蒲生君平のゆかりの地の散策
ルートを作成した

217 自由 都市計画白地図のデジタル化 都市計画課にある白地図をデジタル化し，庁内ＬＡＮで活用する

218 お知恵拝借
風通しのよい机上を目指して
（風通しの良いグループを目指して！）

机上にはトレイとパソコンを置き，フラットファイルなどは置かない

219 自由
宇都宮市地域防災計画の勤務時間外の動員方法の居
住地区割

居住地区で参集場所の割り振りを決めておく

220 自由 電話の保留音メロディでジャズを流そう！ 電話の保留音にジャズを流す

221 自由 婚姻等による氏変更職員の通称選択制度
婚姻等で氏名を変更した職員が，旧姓を職務上の通称として使用でき
るようにする

222 自由 窓口業務の新規変更業務の担当者研修 各業務内容の変更や新規事業について，担当者の研修を実施する

223 自由 電話保留音による音声案内 電話の保留音で行政案内をする

◆ 224 実績 「他に何かございませんか」あと一言サービス
用事を終え帰る時や電話の際，「他に何かございませんか」と一言加
えるよう習慣づけた

225 実績 窓口カウンターの美化 カウンターに花や観葉植物を飾るようにした

226 自由 窓口業務チェックシートの作成
事務内容の正確さやスピード・接遇等について自己評価するチェック
シートを作成する

227 実績 伝言メモ用紙の作成・活用 印刷に失敗した裏紙を伝言メモとして活用した

228 自由 決裁の簡略化 原則３段階で決裁が完了するよう，決裁を見直す

229 実績 附属機関等委員管理システムの開発
附属機関等の委員情報を一元管理し，必要な情報を瞬時に抽出でき
るようシステムを作成した

230 自由 全ての職員がパソコンを使用できる環境を整える 技能労務職まで含めた全職員がパソコンを使用できるようにする

231 実績 ＢＳＣによる「経営戦略プラン」の作成と運用
バランススコアカード（ＢＳＣ）を活用し，経営戦略プランの実効性を高
めた
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

232 自由 災害対策用ペットボトルの備蓄 各地区市民センターに災害対策用飲料水の備蓄を行う

233 実績
うつのみや泉水の販路拡大
～安全でおいしい水道市のＰＲ～

ろまんちっく村などでうつのみや泉水の販売を行うなど販路を拡大し
た

234 自由 生活アドバイザーの配置をお願いしたい 職員向けの生活アドバイザーを配置する

235 自由 庁内カレンダーの作成
庶務カレンダーや議会の日程表，今日の会議などをまとめた庁内カレ
ンダーを作成する

236 自由
在住外国人のための支援担当課（ワンストップ窓口）の
創設

在住外国人のためのワンストップ窓口形態の担当部署を創設する

237 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について① ヘルメット着用者に免許証のようなカードを交付する

238 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について② 内申書に「交通安全推進生徒」等の記載をする

239 自由
社会福祉施設を利用しての「役所のなんでも相談」の実
施

社会福祉施設の地域交流スペースを利用して「役所のなんでも相談」
を実施する

240 自由 日経テレコンを利用した情報収集 ｉ ｊａｍｐに加え，日経テレコン２１を導入する

241 実績 階段利用者の安全確保のための注意喚起 ５階以上の防火扉に注意を喚起する張り紙を行なった

242 自由 公共施設の屋上活用プラン① 屋上に草花を植える

243 自由 公共施設の屋上活用プラン② 屋上に太陽光発電を設置する

244 お知恵拝借 紙の使用を減らそう！①
電子キャビネットの活用を徹底し，紙ベースの資料等は一定数として，
決められた場所に収納する

245 お知恵拝借 紙の使用を減らそう！②
庁内会議のペーバレス化（パソコン持参による会議開催，パーワーポ
イントによる会議進行）

246 自由 節電への取組み強化と成果の発表①
節電取組月間を設定し，その結果を，前月と比較し，削減率等を公表
し，施設利用者にも理解をいただく

247 自由 節電への取組み強化と成果の発表②
各施設，各フロアーに，節電リストを作成し，各職員がチェックする体
制を構築する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

248 自由 プリンタ用紙設定の徹底
ファイル作成の用紙設定を原則Ａ４自動給紙両面印刷とし，それ以外
の場合で全庁掲示板を利用の際には，注意書きを添える

249 実績 グループ内の業務予定の情報共有化①
ノーツの係長個人のカレンダーを係員全てに共有化（閲覧，書き込
み）し，個人ごとに予定を入力し，毎朝係員が確認する

250 自由 グループ内の業務予定の情報共有化② 以前あった係ごとのアドレスを復活する

251 自由 『職員伝言掲示板の設置』
インターネット上に職員専用の気軽に書き込める伝言掲示板を各課別
に設置する

252 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには① 学校や会社，公共施設など にチラシやパンフレットを配布する

253 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには② ＰＴＡの研修や地区の研修に際に，出前講座を催す

254 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには③ 学校で朝食を用意する

255 自由 ごみ収集車のイメージアップ ごみ収集車に動物や昆虫のデザインを描きイメージアップを図る

256 自由 「通勤手段の指定」制度の導入
公共交通の利便性が高いエリアに住んでいる職員や自転車通勤が可
能な職員について通勤手段を指定する

257 自由 エレベーターのバリアフリーをめざし① ８：３０前のエレベーター直通運転について停止階数を見直す

258 自由 エレベーターのバリアフリーをめざし② 直通運転の時間帯はエレベーター前に案内人を置く

259 自由 法律改正に関する情報の提供について 法改正があった場合，庁内への周知を一括で行う

260 自由 おもてなしの心あふれるホームページで宇都宮市をＰＲ 市のホームページのリンクを充実させる

261 自由 エコスイッチなどで待機電力削減 「エコスイッチ」や「省エネスイッチ」を使える電子機器を導入する

262 自由 庁内清掃業務委託の簡素化 ３階以上のフロアの清掃頻度を見直し，委託料を削減する

★ 263 自由 職員提案のＰＲ 提案の実現状況について周知を積極的に行う
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

264 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について ヘルメットのデザインを変更する

265 自由
地区市民センター等の窓口における郵便切手類の販売
について

地区市民センター・出張所の窓口で郵便切手の販売を行う

◆ 266 自由 引継ぎ書の徹底と基本業務マニュアル作成 引継ぎ書及びマニュアルの作成を徹底する

★ 267 自由 事務引継書（係長級以下）の作成 係長級以下の職員も事務引継書を作成する

268 自由
パンフレット等への広告掲載による作成費用の削減につ
いて

市民向けのパンフレットの一部に有料広告を掲載する

269 自由
退職者の声を市政に反映させるために～GGの会～の
結成

退職者と話し合える場・アドバイスを聞ける場を定期的に設定する

270 実績 印刷機のトナーセーブ 課内全員が印刷設定をトナーセーブにした

★ 271 自由 知恵袋掲示板の作成
業務の中で浮かんだアイデアや便利な方法等を「知恵袋掲示板」とし
て庁内ＬＡＮに掲示する

272 自由 もっと「クールビズ」（ファッションから平等社会へ） 髪の色や服装を自由にする

273 自由 「言葉」はふるさとのままで 外国の言葉をカタカナ表記ではなく，母国語のままの表記にする

274 自由 市役所「トリビア」で情報の共有 担当部署でしか分からない情報を庁内ＬＡＮに掲示する

275 自由 水道検定（水質）で「地域力」の向上 水道の水質に関して水道検定を創設する

276 自由 お届けセミナースーパーマーケット出張サービス
スーパーの買い物客が多い時間単位を狙い，水道水質Ｑ＆Ａ等お届
けセミナーを実施する

277 自由 みんな知りたい「水道水のトラブル解決法」
「水道水のトラブル解決法」という分かりやすいパンフレットを有償で希
望者に配付する

◆ 278 自由 ベルマーク回収作戦
できる限りベルマークの製品を購入し，集めたベルマークを学校で活
用する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

279 自由 マイ「栄養」バランスデー食ベース①
食品の栄養情報などをＱＲコード化し，読み込んだ情報をマイ「栄養」
バランスデー食ベースに送信。自分の栄養バランスを手軽にチェック
できるようにする

280 自由 マイ「栄養」バランスデー食ベース②
学校給食など，自分の食べるものがどのくらいの距離を経て運ばれて
くるのかを知るため，フードマイレージに取り組む

281 自由 トイレナビゲーション 市内のトイレマップを作成する

282 自由 公共施設を「音」のあるヒーリングスペースへ それぞれの施設ごとに様々な音楽を常時流す

283 自由 広大なインターパークを移動するには？
自動車関連企業にコミューターカーを提供してもらい，インターパーク
全体をコミューターカーの実験スペースとして提供する

284 自由 水道料金プラン（小さな改革） 配管の末端部分の停滞水を，その地域の住民に無料で使用させる

285 自由 ネットでお届け「出前」ネットワーク
インターネット注文が可能な飲食店等の情報を集め，バーチャル商店
街を形成する

286 自由 公用自動車事故撲滅作戦！①
公用車の事故を起こした場合，事故の代償金額分を当該課の予算か
ら減額する

287 自由 公用自動車事故撲滅作戦！② ＪＡＦが行っている各種講習会やユーザートレーニングを活用する

288 自由 健康能力給（体が資本） 健康能力給を導入する

289 自由 学校水道設備の直結給水化 学校の飲用に使うものを，直結給水化にする

290 自由 職員旅先案内人
出張に行く職員に見てきてもらいたいところやアドバイス，実際の感想
等を書き込める「旅先案内掲示板」を庁内ＬＡＮに掲載する

291 自由 「カンバン（案内板）」も道路標識化 民間施設の案内板を道路上に設置できるようにする

292 自由 ストリート命名権の解禁 ストリート命名権を商品化する

293 自由 二荒山神社前も二荒山のシンボルに① 再開発ビルを作らない

294 自由 二荒山神社前も二荒山のシンボルに②
再開発ビルを左右対称にし，鳥居若しくは二荒の社を連想させる形に
する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

295 自由 二荒山神社前も二荒山のシンボルに③
再開発ビルの南側前面もしくは一部を巨大なモニターとし，ビル北側
の社を常時映す

296 自由 二荒山神社前も二荒山のシンボルに④
再開発ビルの南側前面もしくは二荒神社前空間をホログラムやレー
ザーを使い巨大な鳥居を浮かび上がらせる

297 自由 二荒山神社前も二荒山のシンボルに⑤ 再開発ビルの明かりをドットに見立て，鳥居の形を浮かび上がらせる

298 自由 中心市街地に「託児ビル」を 中心市街地に託児ビルをつくる

299 自由 職員提案制度（第２ステージ）
実名・匿名を問わずアイデアを募る掲示板を作成する等，職員提案制
度を改正する

300 自由 ホームページモニター ホームページモニターを募り，使いやすさ等を報告してもらう

301 自由 ワンカーデマンドバス 市役所・県庁勤務者を対象に，ワーカーデマンドバスを運行する

302 自由 デマンドバス（ニュータイプ）
スクールデマンドバスやホスピタルデマンドバス等，各需要ごとにデマ
ンドバスを運行する

303 自由 デマンド相乗りタクシー
路地裏や少数人数の需要に対して，デマンド相乗りタクシーを運行す
る

304 自由 税金もカードで手軽に！ 税金をカード決裁可能にする

305 自由 新・労使関係へ！
労働組合を廃止し，これまでの分会長にあたる労務担当職員を創設
する

306 自由 パブリックアートスペース 公共施設に自由に描くことのできるアートスペースを提供する

307 自由 携帯電話の電波から渋滞情報？！ 携帯電話の電波で渋滞発生を感知するシステムを導入する

308 自由 公共交通ジェットコースター？！
ＪＲ宇都宮駅と東武宇都宮駅の中央分離帯の上を往復する乗り物を，
遊園地遊具製造業者につくってもらう

309 自由 交通ゾーンパーティション 通勤・通学／観光／物流に使う交通ゾーンを区別する

310 自由 サクラ散る 講演会等に職員の参加協力を呼びかけない

311 自由 資源物回収の一本化 子供会の回収日を通常の資源ごみ回収日に統一する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

312 自由 中心市街地に農業プラントを！ 農業プラントを中心市街地に設置する

313 自由 中心市街地の公共交通機関に物流拠点の追加 物流専門の公共交通機関をつくる

314 自由 路線タクシー ミニバス路線として需要がありそうな路線でタクシーの定時運行を行う

315 自由 指だけで行政手続①
確定申告の電子申告（ｅ－ＴＡＸ）のように，ネット上で手続を完了させ
る（もしくは，必要書類の印刷や必要事項の記入ができるようにする）

316 自由 指だけで行政手続②
タッチ式の端末を設置し，ＹＥＳ／ＮＯで回答していくだけで必要書類
がそろうようにする

317 自由 カラスはカラス博士に聞くべし！ 黄色半透明のゴミ袋を宇都宮市で大々的に売り出す

318 自由 その時，犬は見た！
犬の散歩をしている人たちの主なルートを登録し，防犯や目撃情報の
収集に役立てる

319 自由 中心市街地の「Cyber Industiral Park」化
中心市街地の空きビルを活用して，ＩＴ企業の企業家向けの工業団地
をつくる

320 自由 宇都宮市の新たなる自治宝くじへの提案 宇都宮市自治宝くじを創設する

321 自由 役所文書校正の統一化
起案文書等作成の際，ソフトを用いて統一的な文書を作成できるよう
にする

322 自由 フードテーマパークサバイバル
中心市街地に巨大なテナント形式のフードテーマパークをジャンル分
けして誘致する

323 自由 御本丸公園のスケートセンター復活？！
宇都宮城址公園の土塁を活用して，スケートボード等の遊び場をつく
る

324 自由 公共施設が御休処？！
工事や納品に来た自動車については，公共施設の一部を休憩所とし
て開放する

325 自由 内部告発監査制度 内部告発監査制度を創設する

326 自由 給食費の内訳，教えます！ 給食費の内訳を情報公開する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

327 自由 談合防止策へ向けての試み
入札参加有資格者登録時に談合が発覚した場合の違約金などにつ
いて契約事項または誓約書として取り決める

328 自由 訃報メール配信 職員及びその家族の訃報を携帯電話で見られるシステムにする

329 自由 環境向上貢献企業の優遇策
環境負荷を下げる努力をしている事業場に対し，融資優遇認定制度
を創設する

330 自由 カラスの賢さは，どこまであるの？
カラスに言葉を覚えさせ，ごみステーションへの不法投棄や資源ごみ
持ち去りを防止する

331 自由 メールでギブ＆テイク
住民情報を登録した市民に対して，必要な行政情報をメールで配信
し，代わりに市政等のアンケートに答えてもらう

332 自由 常設住民投票条例の創設 常設の住民投票条例を制定する

333 自由 中心市街地交通機関に「メリ」と「ハリ」を
中心市街地を中心に一定の区画をつくり，その区画内に入る際料金
を支払い，区画内の交通機関は全て乗り放題のシステムにする

334 自由 中心市街地を環境にやさしく自由に移動 ゴルフカートを一般道路も走れるようにする

335 自由 ラッピング広告＋アルファ（路線・ダイヤ設定） 公共交通機関にラッピング広告を募る

336 自由 釣り人モニター 釣り人情報提供サイトをつくり，河川の状況を知らせてもらう

337 自由 宅配水道水
コスト的に配管を布設するのが見合わない場合は，タンク・ペットボト
ル水を生活水及び飲用水として宅配サービスする

338 自由 水道工事店は公用車を見てネ！ 上下水道局の公用車に広告料を募り，工事事業者一覧を掲載する

339 自由 水道管への灯油浸透防止策
灯油販売店に水道管への灯油浸透防止啓発ポスターを掲示してもら
う

340 自由 宇都宮市まるごとテーマパーク まんがに登場する各キャラクター毎に街区を設定する

341 自由 エクセル技能職員登録制度
エクセル等の技能が高い職員を人事課のデータベースに登録し，必
要度が高いところに振り分ける
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

342 自由 残業縮減分析
残業時間の多いところからタイムカードを設置し，必要人数の再分析
を行う

343 自由 業務効率のベースアップ 基本研修のひとつに「ヒューマンエラー」についての講義を加える

344 自由 バスの改善点 既存の公共交通機関を見直す（小型バスへの切り替え等）

345 自由 学校農園の活用
学校農園を活用し，給食で使う様々な野菜の一部を自分たちで栽培
する

346 自由 男性のための相談窓口の開設 男性のための相談窓口を開設する

347 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について
小ぶりのヘルメットにステッカー等を貼って，オリジナルのヘルメットを
作成する

348 自由 施設所管課の需用費（修繕工事）アップ
施設所管課で行なっている需要費（修繕工事）を３０万円に引き上げ
る

349 自由 市のＰＲ方法について① 新幹線から見える場所に，市の巨大な広告塔を設置する

350 自由 市のＰＲ方法について② 県外の新聞に市のＰＲ用チラシを入れる

351 自由 市のＰＲ方法について③ 山手線，京浜東北線の車内吊りを利用して市をＰＲする

352 自由 市のＰＲ方法について④
各課の宣伝ロゴを作成し，各課が公用車を使用する際，側面に掲示し
てＰＲする

353 自由 予算編成方針について
性質別や事業費別，説明科目別ごとに要求基準を決定し概算要求さ
せる

354 自由 吉本ホールの設置について 吉本ホールを設置し，若手芸能人等による定期的なライブを開催する

355 自由 職員のインセンティブの設置について 市政の発展に貢献した場合，特別手当等のインセンティブを設ける

356 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について おしゃれでカラフルなヘルメットを作成する

23



表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

357 自由 宇都宮城址公園土塁内空間にサーバ室を作る 宇都宮城址公園土塁内にサーバー室をつくる

358 自由 広告物などに用いる電子ペーパーの導入 エレベーターなどに掲示する広告物に電子ペーパーを導入する

359 自由 宇都宮城址公園土塁内空間に児童公園を 宇都宮城址公園土塁内に児童公園を設置する

360 自由 行政用看板などに用いる電子ペーパーの導入 市主催のイベント事業等で用いる立看板に電子ペーパーを導入する

361 自由
市民課窓口への自動交付機の導入による省力化・効率
化

市民課窓口に証明書自動交付機を設置する

362 自由 特殊簡易公衆電話（ピンク電話）の撤去 本庁舎の特殊簡易公衆電話を撤去する

363 お知恵拝借 朝食献立表とレシピ集の配布
学校，保育園等の児童を通じて，１ヶ月単位の朝食献立メニューとレ
シピを配付する

364 お知恵拝借
庁内のスーパー等（中食産業）とのタイアップによる朝食
サポート

市内のスーパー等に協力してもらい，翌朝の朝食メニューに加えられ
る惣菜等を日替わりで販売してもらう

★ 365 自由 車椅子で利用できるトイレの案内の設置
車椅子で使用できるトイレの位置を分かりやすくするため，案内図・案
内板を設置する

366 自由 地区市民センターに太陽電池を増設する。 地区市民センターに太陽電池を増設する

367 自由 地区市民センターに防音室を整備する。 地区市民センターに防音室を整備する

368 自由 屋上に緑を！涼しい市役所をめざそう！ 市役所屋上に野菜を育てる場所を確保する

369 自由 癒しの空間を市庁舎の中に・・・！ 職員がほっと一息できる癒しの空間を庁舎内に数箇所設置する

370 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすためには
全市的に保育園・幼稚園等に起床時間や朝食時間・メニュー等を記載
できる生活ノートを作成，配付する

371 自由 非通知設定相手からの庁内電話のシャットアウト 非通知設定の相手からの電話がつながらないようにする
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

372 自由 立ち会議（バトル・ミーティング）のススメ 日常的な打ち合わせは椅子を使わない立ち会議にする

373 自由 生まれ変わる「高齢者に優しい宇都宮」① 吹き抜け階段の隣にエスカレーターを設置する

374 自由 生まれ変わる「高齢者に優しい宇都宮」② 庁内の位置（階数）が一目で分かる庁内案内板を掲示する

375 自由 庁内託児所 職員を対象にした庁内に託児所を設置する

376 自由
お宝発見！！こんなのあったの～Ｂ２倉庫整理で消耗
品削減？！

Ｂ２倉庫を整理し，物品を有効活用する

377 お知恵拝借 机上の整理① 机の引出し内でボックスフファイルを利用する

378 お知恵拝借 机上の整理② 課内・グループ共通の資料は個々に作成せず，庁内ＬＡＮを活用する

379 実績 地区市民センター間における職場交流研修の実施 地区市民センター間で職場交流研修を行う

380 自由
地区市民センターでの飲食物販売（宇都宮市版特区）に
ついて

地区市民センターで宇都宮市版特区に位置づけ，飲食物の販売を行
う

381 自由 市民協働のまちづくりへの職員の参画
居住している地区等の担当に職員を任命し，業務命令としてまちづく
り組織事務局の一端を担わせる

382 お知恵拝借
スター選手の講演と，カラーリングで。（自転車ヘルメッ
ト）①

ジャパンカップ等に出場しているスター選手を招き，ヘルメットの重要
性について講演や模範走行を行う

383 お知恵拝借
スター選手の講演と，カラーリングで。（自転車ヘルメッ
ト）②

サイクルレースで使用しているようなヘルメットの形とし，学校単位で
生徒に決定させたものをスクールカラーとして使用する

384 お知恵拝借 イベント出口に情報カレンダーのポスター版を掲示する
市で開催する各イベントの出口に，広報うつのみや最後のページにあ
る「情報カレンダー」のポスターを作成，掲示する

385 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について 自転車ヘルメット推進マスコットキャラクターを作成する

386 自由 文書管理システムの有効活用 紙ベースの起案を廃止し，文書管理システムの起案を徹底する

387 自由 空きスペースの有効活用① 公用車のボディーを広告スペースとして活用する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

388 自由 空きスペースの有効活用② 市職員が着用する作業着を広告スペースとして活用する

389 自由 まず，隗より始めよ。 市役所本庁内に外食産業大手のチェーン店を誘致，充実させる

390 自由 パンフレットは何のために？ パンフレット・チラシが設置されている棚の整理をこまめに行う

391 自由 職員の安全のために カウンターの外と事務室との間に簡易な門扉を設置する

392 自由 快適なエレベーターの乗降を目指して エレベーター乗車時のマナー向上を職員に啓発する

393 自由 市民の段階の利用推進のために 市民の利用が多い東側の階段を拡張し，照明の光度を上げる

394 自由 総人件費の抑制
パート職員を雇用し，データ入力等単純作業に特化させ，総人件費の
抑制を図る

395 自由 ＶＩＶＡ！！栃木ＳＣ 栃木ＳＣのホームタウンを宇都宮に誘致する

396 自由 申請書を電子化することにより簡略化
各種申請で印鑑の必要のないものは，申請書をメール・ＦＡＸで送るよ
うにする

397 自由 申請書の紙を安価なものに変えて節約 申請書用紙を安価な紙に変える

398 実績 回覧の帯びを印刷して紙使用削減 回覧帯を直接資料に印刷し，紙使用の削減を図った

399 自由 庁内報の復活 庁内報を４回程度発行し，市の施策や職員の周知を行う

400 自由 窓口業務の委託化 窓口の定型的な業務を外部委託する

401 実績 類似紙決裁文書の一元化
内容が類似している起案については，目次文書をつくり，一括起案で
きるようにした

402 自由 「ＪＡＺＺのまち」を盛り上げるために 市施設でＪＡＺＺのＢＧＭを流す

403 自由 階段出入口の反射板設置 階段出入り口に反射鏡を設置する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

★ 404 自由 会議案内ホルダーの設置 地下１階，１階に会議案内用の専用ホルダーを設置する

405 自由 啓発物品ライブラリーの設置 啓発物品ライブラリーを設置する

★ 406 自由 市計画体系及び計画内容のＨＰ掲載 市で策定している全ての計画の体系と計画内容をＨＰに掲載する

407 自由 ＴＯ　ＤＯリスト表の作成について 「何を」「いつまでに」やるかを記載するＴＯ　ＤＯリストを作成する

408 自由 ＰＣのセキュリティ確保について ＰＣは必ず鍵のかかる机にしまう

◆ 409 自由 庁内版不用品交換所の開設 庁内ＬＡＮに「庁内版不用品交換所」を設ける

410 自由 風力発電システムの積極的な整備について 風力発電システムの整備に対する融資制度や補助制度を創設する

411 自由
活字の大きさを統一しては（やさしさをはぐくむ福祉のま
ちづくりの前に）

活字の大きさを統一する

412 自由 窓付封筒の一本化（内容物に割引表示を） 窓付封筒については，「郵便区内特別」等の表示を電算出力する

413 自由 総合案内の移転 総合案内の場所を階段の横に設置する

414 自由 おもてなしの心で相談を
市民から税金などの相談があった場合，その内容に応じて相談室へ
案内し，リラックスできる音楽・菓子等でおもてなしをする

415 自由 課内の整理整頓 推進員を設け課内の整理整頓を強化する

416 お知恵拝借
ＭＹ　ヘルメットを被ろう！（小中学生の自転車ヘルメット
着用の推進について）

ヘルメットを生徒一人ひとりが個々に着色・デザインする

417 自由 本庁駐車場の増設① 駐車場を２階建ての立体駐車場にする

418 自由 本庁駐車場の増設② 休日，駐車場を無料開放する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

419 自由 あいさつの徹底 あいさつを徹底する

420 自由 セクハラ相談窓口設置 民間嘱託員をセクハラ相談員とし，セクハラ相談窓口を設置する

421 自由 電話応対の上手な職員の表彰制度をつくる。 電話応対の上手な職員を表彰する

422 自由 職員の机はお客様の方を向いて できる限り，職員の机の向きをお客様の方に変える

423 自由 税オンライン端末の増設について 税オンライン端末を増設する

424 自由 職員は率先してエレベータマンに 職員が率先してエレベーターマンになる

425 自由 中央階段を安全に利用いただくために 吹き抜け階段に滑り止めや段差のふちに色違いのテープを張る

426 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して
デスクにある全てのものから本当に必要なものを拾い上げ，捨てる判
断のつかないものは，置き換え箱に収納し，３ヶ月猶予つきのゴミとす
る

427 自由 「おもてなしとジャズのまち」としての認知度を全国に ジャズのよさを市民一人ひとりに行き渡らせる活動等を推進する

428 自由 庁内ランＰＣと税端末ＰＣの安全な兼用について
庁内ＬＡＮと税オンラインを安全に兼用することができるよう，ケーブル
の切替機を入れる

429 自由 申告受付会場について 申告受付会場を窓口でなく会議室で行う

430 自由 庁内放送を媒体とする広告の実施 庁内放送を民間に開放する時間帯を設ける

431 自由 窓口の業務改善 窓口に端末を１台設置する

432 自由 円滑な事務処理のために 個人法人税グループの机を年度毎に変える

433 自由 転入職員を対象とする事前研修の実施 課税担当課に異動する職員を対象に事前研修を実施する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

434 自由 ＡＴ軽自動車の増大 公用車（ＡＴ車）を増台する

435 自由 ２階フロアーの案内について
２階フロアーの階段及びエレベーターホールにフロアマネージャーを
配置する

436 自由 庁内電話の取替えについて 庁内電話をナンバーディスプレイ付きプッシュホンに取り替える

437 自由 電話応対の徹底 電話に出たとき名前を名乗るようにする

438 自由 広告付き封筒の活用 封筒に民間企業からの広告を掲載する

439 自由 車の減速表示について
北（正面）から東駐車場に進入する車両に対する啓発として，車両減
速の表示を設ける

440 自由 携帯電話からの納税について 携帯電話システムを利用し，税金等の支払いを行う

441 自由 窓口番号の明示 多くの市民が訪れるフロアーの窓口番号を大きく表示する

442 自由 廃棄文書の適切な管理 マル文の保管場所を設ける

443 自由 ベビーシッターの設置について ベビーシッターを設置する

444 自由 庁内案内シートの作成
各課の階数・主な業務内容・内線番号を記載したシートを作成し，窓
口に配置する

445 自由 安全な階段の表示 吹き抜けの階段に，段差の分かるテープを貼る

446 自由 扶養不一致事務について 扶養不一致事務作業の期間を長くする

447 自由 電話交換・総合案内窓口の能力強化 電話交換・総合案内窓口の能力を強化する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

448 自由 事務処理・税務知識の共有化
税務経験の浅い職員が普段疑問に思っていること等を質問として用
紙に記入させ，総括主査以上の職員が回答を作成回覧する

449 自由 ２Ｆの市民税・主税課のコピー機を新しいものにする ２階市民税・主税課のコピー機を新しいものにする

450 自由 一部郵便物をクロネコメール便で送付する 一部の郵便物をクロネコメール便で送付する

451 自由 氏名を名乗ることの徹底 電話では，課名だけでなく，氏名も名乗ることを徹底する

452 自由 市民に対する課税計算の説明会 市民に対し，課税計算の説明会を開催する

453 自由 ＭＳ－ＡＣＣＥＳＳによる過年度課税データの管理 過年度課税データーをＭＳ－ＡＣＣＥＳＳで管理する

454 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには① 朝食にちょっとした工夫をする

455 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには② 休日でも平日と同じ時刻に起床する

456 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について①
ヘルメット着用励行者に対して，市独自にヘルメット着用免許証（また
はパスポート）を出す

457 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について② ヘルメット着用に応じてポイントを与える

458 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について③
ヘルメットデザインコンテストを行い，入賞作の中から気に入ったヘル
メットを着用してもらう

459 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメット着用の推進について④ とちぎテレビと共催し，毎日ＣＭを流してもらう

460 自由
「特別徴収のしおり」を宇都宮市のホームページに載せ
よう①

提出する書類をダウンロードできるようにする

461 自由
「特別徴収のしおり」を宇都宮市のホームページに載せ
よう②

特別徴収の決定通知書に同封している「特別徴収のしおり」を市の
ホームページに掲載する

462 自由 日常業務の改善について① 税オンラインパソコンを一人１台にする
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

463 自由 日常業務の改善について② 窓口に税オンラインパソコンを数台設置する

464 自由 庁内ランの有効活用① 職員の健康管理をパソコンで行う

465 自由 庁内ランの有効活用② 全職員に庁内ＬＡＮ用パソコンを配備する

466 自由
市民に対しての広報，課税（納税）の意識向上について
①

住民税・国保税を自分で計算できるプログラムを掲載する

467 自由
市民に対しての広報，課税（納税）の意識向上について
②

封筒に広告を掲載する

468 自由
市民に対しての広報，課税（納税）の意識向上について
③

広報の表紙に内容の見出しを目立つように掲載し，クーポンをつける

469 自由
市民に対しての広報，課税（納税）の意識向上について
④

広報予算を掲載する際，収入だけでなく負債も併せて掲載する

470 自由
市民に対しての広報，課税（納税）の意識向上について
⑤

時間外の電話に対して，時間外という旨の案内をする

471 実績 公金のより効率的な運用
従来の定期預金・中期債券運用に加え，短期割引国債の運用を導入
し定期預金以上の運用益を得た

472 実績
上下水道使用料の納付書払いから口座振替払いへの
変更

上下水道道使用料の納付書での納付書払いから口座振替払いに変
更することにより，事務の効率化につなげた

473 お知恵拝借
魅力ある地域活動を市主催の行事等で積極的に活用
（ＰＲ）

魅力ある地域活動を，中心市街地でのイベントや，美術館，ろまん
ちっく村等で積極的にＰＲし，市民に周知し，地域活動への参加を促
進

474 自由 長期休暇中における市有施設の使用促進策について
市有施設利用にポイントカードを導入し，ポイントに応じて何らかの景
品等を贈呈するなどして積極的に利用してもらう

475 自由 ビジネス・マイ手帳の作成
スケジュール手帳の未使用の住所録を使用して，使用頻度が高い文
書などを縮小して貼りつけ，業務に活用する

476 自由
市内ホテルの客室机に本市のパンフレットを置いてもら
う

市内ホテルに対し，客室の机に本市のパンフレットを置いてもらう

477 お知恵拝借 風通しのよい机上を目指して
個人文書の管理は綴らずにフォルダーにより机の引き出しに管理する
（机の上には置かない）

478 自由 通勤における自転車利用・活用の促進について
自転車での通勤者に対する通勤手当等の優遇措置を取り入れ，職員
の通勤における自転車利用の促進を図る
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

479 自由 ノー残業デーの徹底 ノー残業デーを徹底し，消費電力の削減と予算削減につなげる

480 自由 執務スペースの快適化
天井への扇風機設置により冷暖房の効率化により，光熱費の削減，
事務の効率化をめざす

481 自由 住民票等の証明書裏面を利用したＰＲについて
市民課で発行する住民票等の証明書の裏面を活用して，市民課業務
についての「お知らせ」を印刷してＰＲする

482 自由 ネット環境の改善① ランの伝送速度を改善することにより，事務の効率化を図る

483 自由 ネット環境の改善② 迷惑メールを受信拒否することにより，事務の効率化を図る

484 自由 職員提案の改善
過去に似た内容に提案については，所管課に回すのではなく，過去
の提案と照合し，行政経営課で回答する

485 自由 庁内ＬＡＮメールの改善
庁内ラン個人のメールボックスの容量を増やすか，グループ宛のアド
レスを作成し，必要なメールを必要なとき見られるようにする

486 自由 庁内電話の保留音を宇都宮市の歌等に変更
庁内電話の保留音を宇都宮市の歌やイベント情報のお知らせに変え
る

487 自由 車椅子専用駐車場の妊婦利用について
車椅子用駐車場が複数ある場合に限り，１か所を残して「妊婦も利用
できる」旨の表示をすることにより，妊婦の利用を可能とする

488 自由 エレベーター内の椅子の設置 安全性及び快適性を配慮し，エレベーターの隅に椅子を設置する

489 自由 視察調査・外部研修内容のライブラリー化 庁内ＬＡＮ上で視察調査・外部研修内容をデータベース化する

490 自由 庁内ＬＡＮでの緊急お知らせ
緊急性の高い情報や庁内放送不適の情報などについてポップアップ
形式による情報通知を行う

491 自由 お客様にわかりやすい窓口について
市民課窓口カウンターの上に，４つの係がどのような受付をし，どのよ
うな証明を出すのか，掲示板を設置する

492 自由 「総合案内」の見直し
「おもてなしの第一歩」である「総合案内」の設置場所や案内方法等の
見直し

493 自由 庁舎南側の駐車場にもスロープを
庁舎南側の駐車場から本庁に通じる通路の階段（一番近い）をスロー
プにする

494 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには 朝食メニューを日記帳に記入し毎日担任教諭へ提出する

495 自由 職員提案の職員投票 職員提案で提出された提案について職員の投票を実施する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

496 自由 城下町散策地図の作成
旧町名の地域とその由来などの宇都宮市の歴史遺産を載せた「城下
町散策地図」を作成する

497 自由 勤務時間の見直し
窓口延長による勤務時間を時間外勤務扱いにする（時間外勤務にす
ることで仕事のスピード化が図られる）

498 実績 エレベーターの上下表示
エレベータの→部分に上下表示を行うことによって，エレベーター利用
者の利便性の向上を図った

499 自由 事業間の郵便封書の相互活用による郵送費の削減
郵送物の年間スケジュール兼データベースを作成し，同封できる郵便
物を同封することにより郵送費を削減する

500 自由 「裏紙」でのメモ帳作成
裏面が白紙である機密性のない古紙を各課より回収し，メモ帳を作成
する

501 自由
夏季限定！宇都宮市公営バー（宇都宮タワーの有効活
用）

宇都宮タワーで夏の夕方から夜にかけて宇都宮市がバーを営業する

502 実績 指名委員会等資料の様式変更について
指名委員会等の資料において，掲載内容を整理し，様式の変更を行
い，事務の効率化や資源の有効活用を図った

503 自由 旅費の簡易計算（旅行命令書の簡易作成）
旅費命令書に氏名，駅名，旅行期間を入力することで，旅費を自動表
示するシステムを構築する

504 自由
ひやりはっと報告で危機管理の徹底とサービスの質の
向上を図る

「ひやりはっと」があったら全て掲示板に掲示して報告する

505 お知恵拝借 小学生のオリジナル・ヘルメット着用作戦
小学生自身でデザインを考え，創作デザイン画を応募し，校内投票に
より，学年ごとに優秀デザインを決め，各自装飾し着用する

506 自由 全庁掲示の見やすいルールづくり
全庁掲示の掲載料が多くなったことから，掲示タイトルで，ある程度内
容が判断できるよう，掲示ルールをつくる

507 お知恵拝借 ヘルメット着用の効果を徹底ＰＲ
ヘルメット着用の効果と必要性を子どもと親に理解してもらうための啓
発活動を強化するとともに，着用を義務化する

508 自由 トワイライト・シティホールコンサートの実施
夏から秋のシーズン限定で６時～７時の「トワイライト・シティホールコ
ンサート」を実施する

509 自由 エレベーターの中をきれいに（床マットの張替え等）
床マットの張替えなどにより，本庁エレベーターの中をきれいにし，市
民が快適に利用できるようにする。

510 実績 名刺をリサイクル！ 裏面が白紙の名刺を伝言メモとして活用した

511 自由 新聞記事のスクラップ 新聞記事スクラップを統一して行う

512 自由 缶ジュースのプルタブを集めよう！ 各課に「プルタブ収集箱」を作り毎月担当課に置いて回収する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

513 実績 救急車出動記録の活用について
救急車出動記録簿の閲覧を実施することで，第三者行為の早期発見
と未届けの防止につながった

514 自由 中心市街地にジャズなどの芸術拠点を
「ジャズ」を餃子と同じレベルまで全国的知名度を上げるために，中心
市街地に市の芸術拠点を置く

515 自由
図書館視聴覚コーナー等での市出前講録画ビデオの貸
出し

様々なテーマで行われている出前講座をビデオに録画し，図書館の
視聴覚コーナーで市民に貸し出す

516 自由 ＦＡＸ送信票とメール送信文を活用した市のＰＲ
市の魅力をＰＲするために，市の観光情報等を記載した市オリジナル
ＦＡＸ送信票やメール送信文を作成し，職員全体で使用する

517 自由 職員の健康管理
出先機関の職員の健康増進等を考慮し，出先機関から足を運びやす
い施設を利用して相談できる場所を設置する

518 実績 受付カウンターへの簡易パーティション設置
オープンカウンターの開放感を活かしつつプライバシーに配慮した窓
口受付を実現するため，簡易パーティションを設置した

519 自由 カウンター番号の工夫
１階と２階のカウンター番号が同じであることから，市民の利便性向上
のため，１階からの通し番号とする

520 自由 ベビーベットのあるトイレ 障害者用のトイレにベビーベットを設置する

521 自由 各課のパンフレット周知
各課のパンフレットや通知などを，各課ごとのコーナーだけでなく，市
民の目に触れる場所一箇所にまとめる

522 自由 エレベーターにおける高齢者への配慮
本庁舎エレベーターに出し入れ可能な椅子を設置するなど，高齢者に
配慮する

523 自由 シンクライアントシステムの導入について
個人ＰＣにはファイルを残さず，データをサーバ側で管理する「シンクラ
イアントシステム」を導入する

524 自由 文書事務に関するルールの徹底及びその手法について 文書事務に関するルールを習得するための研修機会を設ける

525 お知恵拝借 朝ごはん食べないなんて　チョーショック！
朝食に関わるダジャレコンテストを実施し，優秀作品を審査表彰し，優
秀作品のシールやチラシを配布し啓発する

526 自由 開講「うつのみや学」－目指せ「うつのみや検定」１級－
「おもてなしのまち宇都宮」を担う人材を「うつのみやコンシェルジェ」と
して養成する

527 自由 ＩＳＯ（いそ）がしすぎてノー残業
毎週水曜日のノー残業デーを徹底するとともに，庁舎内の蛍光灯を午
後８時に消灯する

528 自由 宇都宮の歌を活用しよう！
市役所の電話保留音やＪＲ宇都宮駅や東武宇都宮駅の発車ベルなど
に宇都宮の歌を活用する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

529 自由 窓口応対能力向上への試案
窓口応対スキルの向上を目指すため，ホワイトボードを使ったプレゼ
ンテーションを恒常的に行う

530 自由
空から見た宇都宮　－年間１００万人の来庁者を，すば
らしい展望でおもてなし！－

１６階ロビーを「市民展望室」として明確に位置づけ，その存在，眺望
を来庁者や市民にＰＲする

531 自由
上から見る城址公園－文化財研究展示室の積極活用
－

文化財研究展示室のレイアウトを変更し，東側に展望スペースを作る

532 自由 市庁舎の電話機にメッセージを録音しておく
呼出が３回以上鳴ったら，お待たせしております等のメッセージが流れ
るようにしておく

533 自由
市庁舎各階フロア―の天井及び来課者の座るイスの背
もたれの活用

各階フロア―の天井部分に掲示物を貼れるようにする

534 自由
市庁舎各階フロア―の天井及び来課者の座るイスの背
もたれの活用

来課者が座るイスの背もたれ部分に案内や周知チラシを掲示する

535 自由 庁舎内前面禁煙ＤＡＹの実施 月に１回程度，庁舎内での全面禁煙ＤＡＹを設ける

536 お知恵拝借 魅力ある地域活動をめざして ３７地区ごとの自治会連合会パンフレットを窓口で配布する

537 自由 地域等における役職の名刺を持とう
自治会やＰＴＡ等において活動している職員は，地域における役職の
名刺を所持するか，職場の名刺の裏面に記載する

538 お知恵拝借 部単位での地域貢献活動の推進 部単位で地域活動に参加する

539 お知恵拝借 朝食を食べる人を増やすには
朝食を食べた場合と食べなかった場合の脳の働き等について朝食効
果チェックシートを作成する

540 お知恵拝借 小中学生の自転車ヘルメットの着用の推進について ヘルメットデザインコンクールを実施する

541 自由 パソコン内の文書保存方法の統一化 フォルダ名等，パソコンの文書保存方法を統一する

542 お知恵拝借 魅力ある地域活動を目指して！
地域活動に参加したらポイントをつけ，貯まったポイントに応じ景品等
を出す

543 自由 篠井ニュータウン分譲地の販売促進
（仮称）旧篠井中学校の記念碑を作る会と連携し，所在が判明してい
る卒業生に対し，篠井ニュータウン分譲地のパンフレットを送付する

544 自由
旅費の支給を伴わない旅行（市内旅行）の旅行命令書
等の作成省略

旅行命令書等の作成については，形骸化しているので関係例規を整
備し，作成を省略する
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

545 自由 篠井ニュータウン分譲地の販売促進
日光市今市地区や上河内町に進出している県外企業の職員や共済
会等にパンフレットを配布し，ＰＲを図る

546 自由
市の財政赤字を少しでも緩和するため，市有車に民間
の広告を掲載する

市有車に民間の広告をペイントする

547 自由
市の財政赤字を少しでも緩和するため，広報うつのみや
に民間の広告を掲載する

広報うつのみやに民間の広告を募集する

548 自由 対象を限定した広報活動の推進 ２０代，３０代向けなど対象を綴った新たな広報活動を構築する

549 実績 作業進捗状況を記入するためのホワイトボードの作成
検査の作業進捗状況をホワイトボードに記入し，情報の共有化を図っ
た

550 自由 市職員は，進んでエコバックを持ちましょう 市職員は率先してエコバックしようを徹底するように呼びかける

551 自由 リフレッシュの導入 リフレッシュを取り入れる（席替え，おやつ等）

552 自由 カジュアルフライデーの導入 クールビズの徹底を図るため，カジュアルフライデーを導入する

553 自由 インターンシップの常時受入 インターンシップを常時受け入れる

554 自由 週末机上の整理の徹底 週末には，必ず机上を整理する

555 自由 ちょい早出勤 ８：３０前にあいさつ運動ができるよう，早めに出勤する

556 お知恵拝借 安全運転免許証の交付で，交通安全意識を高めよう！ 自動車安全運転免許証を交付する

557 自由 名刺用シールを活用した１万人によるシティセールス
本市の魅力ある地域資源のシールを作成し，名刺の裏面に貼っても
らう

558 自由 「餃子像Ⅱ世」の作成 巨大な餃子像を大谷石で作成し，ＪＲ駅改札付近に設置する

559 自由 婚姻届け時に記念品を！ 婚姻届提出の際，花の鉢の引換券など記念品を渡す

560 自由 市庁舎エレベーターの運転プログラムの見直し エレベーターの運転プログラムを見直す
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表彰 受付番号 提案の種類 テーマ 要約

561 自由 職員提案における匿名希望制度について 本人希望の場合匿名で職員提案に応募できるようにする

562 自由
建設工事における一般競争入札の入札までの期間短
縮について

１３０万円程度の工事について，入札までの期間を短縮する

563 自由 フロアマネージャー（係長編）おもてなしへの取組 係長がフロアマネージャーとして市民を案内する

564 自由 ごみ減量作戦　市民のアイデアを一つに！ 減量アイデアを募り，それを市民に広める

565 自由 庁舎エレベーターの「閉」スイッチの使用停止 エレベーターの「閉」スイッチを使えないようにする

566 自由 窓口対応の時間短縮とサービスの向上 窓口カウンターの角に，絵本や小さな玩具を置く

567 自由 税証明窓口の一元化 税証明の窓口（主税課と資産税課）を一元化する

568 自由 職員のあいさつ運動の推進 職員に対してあいさつの励行を働きかけていく

569 自由 「障害福祉課」の名称について 「障害福祉課」の名称を変更する
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