
実施　　　　35件、 取り組まない　42件
試行　　　　15件、 実施済　　　　　26件

№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

1 ゆるキャラで有名になろう
ゆるキャラによる市の知名度の向上。例：市内小学校等へのゆるキャラの派遣、市外
のイベントにも積極的に参加し、イベントが競技的なものであれば、その競技に特化し
た人材を募集し、上位を目指す。

実施済

2 保育士職員の増員
保育士の新卒採用の拡大と、即戦力となる職員の採用を多くし、手厚い保育につなげ、
定住人口の増加を目指す。

実施済

3
どこでもパワーエッグを見られ
るようにしよう

個人の携帯電話、パソコンからパワーエッグやメールを見れるようにし、業務に関する
連絡や情報を得やすくする。

実施済

4 石鹸の変更 庁舎トイレにある石けんを、より衛生的な液体石けんにする。 取り組まない

5 庁用車のPE管理の徹底
パワーエッグ上の庁用車の予約時間よりも早く帰庁した時に、忘れずにパワーエッグの
スケジュールを変更し、他の職員が空いた庁用者を使用できるように管理を徹底する。

実施済

6
朝礼の統一とスローガンの掲
示

職員の一体感の醸成。例：庁内であいさつを統一、課ごとに定期的にスローガンを作っ
て掲示し、目標を明確化させる。

実施済

7 採用試験日程の変更 市の採用試験の日程を他市の試験日とずらして多くの受験者を確保する。 取り組まない

8 高齢者の独り暮らし支援
市職員を独り暮らしの高齢者の自宅へボランティアとして派遣し、お手伝いや相談相手
となり、日常生活支援を行う。

取り組まない

　　　　　　　　　　　　平成25年度職員提案　提出状況

（1月30日現在）

     提出件数　118件　　（うち、優良賞７件)

1 / 11



№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

9 地元就職支援
市内の学生、市外へ進学した学生を対象に、学生の希望する企業で職場体験できるよ
うにし、市内企業への就職人数の増を目指す。

実施済

10
幼稚園・保育園のパソコンにつ
いて

各保育園ごとに２台のパソコンを設置し、パワーエッグに容易にアクセスできるようにし
て事務の効率化を図る。

実施済

11
目指そうジオパーク博士～24
のジオバッジを集めよう～

保育園児や小学生を対象に、ジオサイトを訪れた証のピンバッチをプレゼントし、全て
集めた人を表彰する。結果をHP等に掲載し、市内・外へPRする。

取り組まない

12
中学生の広島平和記念式典参
加及び糸魚川市のPR活動

中学生を広島平和式典に派遣し、他県の学生と交流する事業を行い、平和について考
え、また、市のPRをする場を設ける。

実施済

13 選挙事務、開票事務の改善
選挙事務の担当を選管応援職員だけでなく、サブの職員を任命し、負担を軽減する。
開票事務について、判定係に票が流れないように1人の職員が全ての業務をこなせる
知識を身につけたうえで事務を行わせ、開票時間の短縮を図る。

実施済

14
市役所案内板の設置場所見直
し

庁舎内の案内板をわかりやすくし、来庁者が迷わないようにする。 実施

15 仕事の所属・担当について
窓口近辺の表事物の工夫、設置したパンフレット類の整理を行い、来庁者にとってわか
りやすい窓口作りに努める。職員が各課の事務分掌を熟知し、来庁者へ案内できるよ
うにする。

実施

16
スマートフォン専用サイトの開
設

市ウェブサイトをスマートフォンに対応させ、スマートフォンユーザーが検索しやすくす
る。

実施

17 動画を活用した情報発信
市ウェブサイト上に観光地情報と連動して観光地・企業で働く市民にインタビュー動画
で掲載し、市に興味を持ってもらう。

実施済

18 保育士(無資格者)の研修会
保育士の無資格者を対象に研修会を設け、最低限の知識を共有し、保育の質向上に
つなげる。

実施
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

19 外部委託業務の研究
外部委託できる業務を切り分けるため、コスト比較等を行い、担当課だけでなく第三者
も交えて関係課で協議する。

実施 優良賞

20 庶務担当者の機能活用
庶務担当係長、庶務担当者を年度当初に所属内に公開し、庶務担当者会議での周知
等、庶務担当の機能を徹底させる。

実施済

21 理事者通勤方法見直し 理事者の通勤方法を外部委託し、職員の負担軽減と時間外手当の削減を行う。 試行

22
例規改正｢新旧対照表方式｣へ
の移行

例規改正を現行の｢改め文｣から｢新旧対照表｣方式に移行し、事務量を軽減する。 取り組まない

23 バタバタ茶の積極的な活用
庁内で飲み物を用意する場合は、バタバタ茶を使用し、市民・市外からの訪問者へPR
を図る。

実施済

24 業務デフラグ計画
現行の業務の工程表を作成し、外部委託できるか見直しをはかり、業務の簡略化を図
る。

試行

25 職業体験プログラムの作成
若者を対象に、庁舎業務について魅力的な体験プログラムに就いてもらい、市の仕事
について魅力を体感させ、将来の入庁希望者を増やす。

実施

26
事務室案内の内線電話表記方
法の変更

事務室案内の内線番号の表記を、設置場所ではなく職員の氏名とセットにし、他の職
員宛ての電話の取り次ぎを減らし、業務に集中できるようにする。

実施 優良賞

27 facebookによるPR
観光情報を掲載したFacebookを作成し、イベントについて同時期に「いいね！」ボタンを
押すように職員に周知する。職員のともだちに糸魚川のイベントを低予算でPRできる。

実施済

28
組織目標と達成度等の公表
～○○○を目指します～

市長公約等、市の基本的な施策の実現に向けて組織の目標を立て、市ウェブサイト上
で公開し、目標と達成度を掲載して職員のモチベーション向上を図る。

実施

29 ジオパークラッピング飲料
鉄道会社、旅行代理店等とタイアップし、ペットボトル飲料等のラベルにジオサイトの写
真を載せるなどし、新幹線の観光入込客の拡大を図る。

試行
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

31 文書保管方法の見直し
紙資源の節約や文書管理作業の軽減のため、文書の保存方法を電子データ等にす
る。

取り組まない

32 100円商店街の活用
駅前商店街の全店舗で期間を定めて100円の商品を用意して宣伝し、市内外からの集
客を図り、商店街の活性化を図る。

取り組まない

33
パワーエッグ掲示板の掲載基
準

パワーエッグ掲示版の掲載項目をルール化して見やすくし、事務連絡の見落としを防
ぐ。

実施

34 事務版ヒヤリハット集の作成
全庁的に事務上の「ヒヤリハット」集を作成・公開し、知識を共有することで、ミスを防
ぐ。

試行 優良賞

35 収納対策専門職員の配置
収納対策業務の専門部署を設置し、複数課で債務を持つ滞納者への対応の効率化を
図る。

取り組まない

36 地場産料理コンテスト
地場産の食材を使用した料理コンテストを実施し、市民投票で順位づけして広報で周
知し、地場産食物の消費拡大を図る。

取り組まない

37
留守番電話への対応マニュア
ル等

電話番号のプッシュ間違いを防ぐため、各電話機にナンバーディスプレイを設置する。
対応が難しければ、接遇マニュアルに留守番電話への録音を職員に徹底させる。

取り組まない

38 有料掲示板 公共施設の壁を広告設置場所とし、使用料収入をとって財源を増やす。 取り組まない

39 防災施設展示公園の整備
社会資本整備総合交付金を活用して防災公園をつくり、市民の防災意識の向上と都市
公園の利活用を図る。

試行

実施30 やさしい制度解説（HP） 優良賞
市民が複雑な税制度等をわかりやすく理解できるように、既存のウェブサイトに解説の
ページを掲載する。また、閲覧カウンターを設置し、わかりやすい内容かどうか検証でき
るようにする。
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

41 廃校を利用した学生寮の開設 旧歌外波小学校を学生寮に改築し、富山や上越の大学に進学する学生を集める。 取り組まない

42 図書の共有 各課の補完する図書・追録書籍の一覧を作成し、図書購入費を削減する。 実施

44
若手職員の提案型研修会の開
催

年代等で職員を区分けし、話し合いの場を設け、そこで出てきた要望から研修内容を
決めることで、より効果的な職員研修をめざす。

実施済

45 ワンミニ・ミーティングの実施
毎週月曜日の朝礼後に係員同士でその週の業務予定を発表し合い、情報共有、業務
量のバランスとりを行う。

実施済

46 電話の保留音で市の事業をPR 電話の保留音を市の独自の音楽(ジオパーク音頭等）にし、市の事業のPRを行う。 取り組まない

47 貸出備品の全体把握
各課で管理する備品を有効活用するため、貸出備品一覧表を作成し、パワーエッグで
貸出管理できるものは新たに登録し、広く活用できるようにする。

実施

48 1階フロアの掲示物の整理
庁舎1階のパンフレット、ポスターを整理するため、同一規格の展示パネルを設置し、市
民が分かりやすく目立つ展示内容に工夫する。

実施

49 消防団員募集VTRの上映 成人式に消防団員募集のプロモーションビデオを上映し、若い団員を増やす。 実施

50 雑誌スポンサー制度の導入
図書館で購入する雑誌にカバーをかけ、広告の媒体とし、市内外の業者から広告料を
もらい、雑誌等の購入費とする。

実施

取り組まない

実施済

40 名札でPR
職員用名札に市内の観光名所等を一つ載せ、職員が市の観光セールスマンとして説
明できるものを増やしていく。

43 救急搬送者の情報共有とケア
救急搬送車の情報共有を図るため、福祉事務所、健康増進課と連絡を取り合い、市民
福祉の向上を図る。
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

51 山ガール誘客事業
山ガールブームを活用し、山岳関連の業者、雑誌社とタイアップした登山イベント等を
企画し、自然志向の観光客を増やす。

取り組まない

52 電動カートで買い物OK！
高齢者の買い物支援のため、電動カートでの買い物に対応可能な店舗を公表し、公表
する。

取り組まない

54 新エネ助成の拡充
新エネルギーシステム設置事業補助金の対象を企業や店舗に拡大し、市全体でクリー
ンエネルギー化を推進する。

取り組まない

55
選挙／投票事務従事者人数削
減

各投票所の名簿照会をバーコードによる読取式に変更し、受付事務従事者の人数を削
減し、人件費を減らす。

試行

56 宿泊料の実費支給 旅費の削減のため、宿泊料の定額支給を実費支給に変更する。 取り組まない

57 子連れ観光客ターゲット化
子供連れの観光客が過ごしやすいかのチェック項目を作成し、観光協会主体で観光施
設や飲食店を対象に確認を行い、子どもの受け入れに配慮していることをＰＲを行う。

取り組まない

58 事務補助員の期限付与
職員減による欠員補充で配置した事務補助員に雇用期限を設け、期限までに業務の
最適化を図り、欠員に対応する体制を確立する。

試行

59
ジオサイトポップデザインコン
クール

市民を対象にジオサイトポップのコンテストを開催し、優秀作品は市内の観光案内所、
観光施設等へ展示し、市民全体で観光ＰＲに取り組む。

取り組まない

60
キャラクター着ぐるみを教育の
場へ

ゆるキャラの市民周知のため、学校や保育園の行事に参加し、愛されるキャラクターを
めざす。

実施済

61 資料作成集中タイム 業務に集中するため、内線電話をしない時間帯を設ける。 取り組まない

取り組まない53 市民環境意識の向上
ゴミ減量化、新エネルギー普及促進のため、ふるさと納税に｢新エネルギー普及促進」
の項目を加えたり資源ごみのリサイクル率を公表する。
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

62 笑顔でお出迎えポスター
新幹線開業に向けて、市民の笑顔の写真を集め、文字等を作り、市民・市外にＰＲす
る。

実施

63 電気料金の削減
不要な電気料金の削減のため、私物の携帯電話の重電の禁止や、長時間の離席では
デスクトップの電源を切る。

実施

64 本庁庁舎に音楽をながす
イベント・事業のアピールと、親しみやすい庁舎環境にするため、本庁舎に音楽を流
す。

試行

65
紙芝居を利用した火災予防活
動

園児を対象に防災にちなんだ童話の紙芝居を行い、防火啓発を行う。 実施 優良賞

66
業務改善運動
合言葉は「明るく・元気に・前向
きに」

職員提案職場実践活動報告会をよりオープンにし、職員が前向きに業務改善を行える
ようにする。

実施

67 職員の行政区(集落)担当制
各行政区単位に担当職員を配置し、集落と行政役のパイプ役を担ってもらい、地域課
題の早期発見、解決を目指す。

試行

68 職員の移住定住窓口制
市外からの移住者に対し、職員全体から一人ずつ担当者を決め、移住前・後のフォ
ローを行い、移住者受け入れに積極的な体制をとる。

取り組まない

69
観光PRシール(名刺サイズ)の
作成

名刺の裏や案内文書の隅などに貼れる観光用のＰＲシールを作成し、市の観光資源を
職員が説明できるようにする。

試行

70 職員提案の取組状況の確認
職員提案の取組状況を点検し、実践されなかった提案について公表し、｢実践、点検、
改善」のサイクルを確立する。

実施

72
いつでも　どこでも　パワーエッ
グ

パワーエッグのスケジュール機能を携帯等から更新できるようにし、職員のスケジュー
リングを効率的にする。

取り組まない

実施71
自治会への協力依頼実態把握
調査

市が自治会に対して依頼している内容の全貌について、実態把握ができていないた
め、必要かどうか等を確認し、不要なものがあれば縮小や負担軽減などの対応をとる。
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

73 3世代同居支援事業
三世代が同居する世帯で、住宅の新築・改築をする際に補助金を出し、団塊世代の転
入促進を図る。

取り組まない

74
通知文の問い合わせ表示の徹
底

市民への通知文書に担当課名を明記することを徹底する。 実施済

75 新規防火対象物の職員周知
新規防火対象物等を消防職員全員に周知し、消化・救急活動を効率よく実施できるよう
にする。

実施

76 OA活用の効率化
住民記録等のデータ出力をする際に必要な「帳票（OA活用）出力依頼票」の提出を省
略し、個人情報を除くデータ出力権限を開放してデータの解析をしやすくする。

取り組まない

77
防火管理実務マニュアルの作
成

防火管理者が最低限行わなければいけない業務をマニュアル化して配布し、軽微な違
反を防ぐ。

実施

78 酒蔵ツーリズムの推進
新幹線開業等に合わせて酒蔵めぐりを開催し、交流人口の拡大と酒造業の発展を図
る。また、酒蔵周辺の街並みの整備、空き家の活用などの事業も展開していく。

取り組まない

79 選挙開票点検時の動作の統一 開票の点検作業の動作がばらばらなので、動作を統一して開票時間短縮を図る。 実施済

80 職員研修センター化事業
職員研修や、各課で行う講演会を年間計画としてまとめ、職員が計画的に研修に取り
組めるようにする。また、研修の際にアンケートを設け、成果の目安にする。

試行

82 投票所の閉鎖時間の短縮
第62投票区(上路）の投票所の閉際時間を午後2時、正午と段階的に短くし、投票管理
者の負担軽減や事務従事者の人件費の削減を図る。

取り組まない

83 建築庁内連絡会議
建築事業について、年間計画（計画初期～実施計画～予算計上）を作成して建築担当
課と主幹課で連携を取りやすくし、適正な事業費の算定とスムーズな建築事業の執行
を実現する。

実施 優良賞

取り組まない81 施設整備の効率化・迅速化
施設の設備を同一の設計のもとで行うことで、実施設計経費の削減、建築工事の期間
短縮、維持管理の効率化を図る。
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№ 提案名称 提案の概要 審査結果 備考

84 市が誇れる数値の公表
市の事業の成果や他市と比較して糸魚川市が優れているものを前面に出してPRし、市
の姿勢を市民へ周知する。

試行

85
大学進学者への修学資金貸付
制度の新設

市独自の修学資金貸付制度を設け、学習機会を提供する。Uターン者には返済条件の
緩和するなどし、Uターン希望の動機づけとする。

取り組まない

86 地区支援員の配置 公民館に地区支援員を配置し、地区活動の窓口を一本化する。 取り組まない

87 冬季における駐車方法 冬期間の職員駐車場での利用ルールを徹底する。 実施済

88 先輩からのメッセージ
若手職員の自己啓発、採用希望者へのPRのために、市ウェブサイト上で後輩職員の
ためのメッセージを公開する。

実施

89 交通事故、違反防止対策
公用車内に車高を掲示し、事故を防ぐ。また、公用車全てと、交通違反者の車内に違
反を防止できるような標語等を掲示し、交通違反防止に取り組む。

実施

91
ビーチクリーン大作戦
～ひろえば海が好きになる～

海水浴場のある地区で、海水浴客と共同でゴミ拾い活動を継続的に行い、海岸の美
化、市民のボランティア意識の向上を図る。

実施

92 テレビ企画売込作戦 糸魚川の特徴をテレビを通じてPRすることで、糸魚川の知名度向上を図る。 実施済

93 みまもり隊の権限強化 中山間地域集落見守り隊に予算執行の権限を持たせ、地区への金銭的な協力も行う。 取り組まない

94 ｢耳マーク｣の採用(筆談)
市役所の窓口に｢耳マーク｣を掲示し、聴覚障害を持つ来庁者が利用しやすい体制をつ
くる。

実施 優良賞

95 海外出張所の設置 海外に出張所を設置し、海外からの観光客を増やすための業務を行う。 取り組まない

96 子供の防災教育 市内の小学生を対象に防災教育を実施し、防災意識の啓発を図る。 実施済

取り組まない90 中学生の行き場所づくり
夏休み等に本町通りや駅前通りの空き店舗などを利用して中学生が集まって勉強でき
るような場を確保する。
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97 公共施設の手摺の両側設置
公共施設の階段等に片側だけでなく両側に手すりを設置し、歩行困難な方にも公共施
設を使いやすくする。

実施済

98
臨時職員勤務日数報告の簡素
化

臨時職員の勤務日数報告をしやすくするための共通の計算シートを作成する。 取り組まない

99 理事者スケジュール管理
理事者のスケジュール管理をパワーエッグで行いたいため、パワーエッグ上で理事者
の予定を閲覧可能な職員を限定できるようにする。

実施

## 日々の業務改善
年度当初に実施計画の起案を行う際に、前年度の改善点を記載し、より効果の上がる
事業実施に努める。

実施済

## 公用車の有効利用
公用車の使用時間が予約よりも早めに終わった場合は、パワーエッグを変更し、他の
職員が利用できるようにする。また、予約時間から30分過ぎた後は、予約のキャンセル
できるようにする。

実施済

##
車両係管理車両をパワーエッ
グ掲載

貸出用以外の車両の使用状況をパワーエッグで掲載し、車両係への電話連絡回数を
減らす。

取り組まない

## さりげなく観光パンフでPR
研修で講師をする際やグループワークの自己紹介などの機会を利用し、市の観光パン
フレットを配布し、市のPRを行う。

試行

## 相談コーナーの設置 ついたてを窓口へ設置し、市民が相談しやすい窓口にする。 実施

## ｢糸魚川市役所のお約束｣
部ごとにマニフェストを作成して庁内で公表し、職員間で市が取り組むべき目標を共有
し、一致団結してマニフェスト実現に取り組む。

実施

##
名刺をバージョンアップし、糸
魚川市を売り込もう！！

名刺にQRコード等を刷り込み、名刺交換の際に市の観光スポット等を紹介しやすくす
る。

試行

## 日本一暑い夜のまちPR
「日本一暑い夜の街」をテーマに、暑さにかけた商品の開発、飲食店の新メニューの開
発等を行い、糸魚川の名前を全国的に周知する。

取り組まない
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## 来客への声かけ 目的の窓口にたどり着けない来庁者には積極的に声をかける。 実施済

##
暴力団等の排除に関する誓約
書提出有無の一括管理

市暴力団排除条例による誓約書の提出が重複しないように一覧表を作成し、業者に提
出を求める前に一覧表を確認するようにする。

取り組まない

## みんなで知ろう　高齢者の健康 高齢者の健康維持のため、現在庁内にある本やDVD等の貸し出しを行う。 実施

## いつもニコニコ「カード払い」
新幹線開業による市外訪問者の買い物の利便性向上のため、クレジットカード利用可
能な店を増やすため、導入する店舗に補助金を出す。

取り組まない

## ここが知りたい｢市役所」
各課の業務について職員がインタビュー形式で答える連載を広報誌に掲載し、市事務
を対市民・職員に向けて情報発信する。

実施

## ジオデザイン使用に補助
地区行事等でユニフォームを作る際、ジオデザインを使用する場合は補助金を出して
より市民の目に触れられるようにし、ジオパークへの関心を持ってもらうようにする。

取り組まない

## 市民憲章等の普及と啓発
庁舎内のトイレなど、目につくところに市民憲章を掲示し、無意識に覚えられるようにす
る。

実施

## 数字(データ)の窓口
各課で作成しているデータを庁内限りで公開する場を作り、問い合わせをする回数とそ
れを受ける回数を減らす。

実施

## 名札にゆるキャラを印刷 職員用名札に課ごとに載せたいキャラクターを選択し、各課の事業をピーアールする。 取り組まない

## 駐車場二重ラインの採用 来庁者が駐車しやすいように南口駐車場の駐車スペースのラインを二重にする。 取り組まない

試行## ジオパークのPR
戸籍の郵便請求で戸籍を申請者に送付する際、精算表の裏にジオパーク等の観光情
報を掲載し、PRの媒体として活用する。また、地紋紙にジオデザインを施し、ジオパーク
に興味を持ってもらえるようにする。
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