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１ 北海道 北見市 「書かなくていいの？」～証明書の申請をかんたん・スピーディに～

２ 〃 北見市 ～必要な手続きをわかりやすくお知らせ～「手続きチェックシート」に秘密があります

３ 〃 北見市 申請書の様式を「共通フレーム×部品」の組み合わせで標準化

４ 青森県 むつ市 弘前大学・青森中央学院大学　むつサテライトキャンパス

５ 岩手県 北上市 北上市業務改善改革運動「きたかみPing！Pong！Pang！」

６ 〃 岩手中部水道企業団 地方公営企業におけるファイナンスの効率化と人材育成

７ 宮城県 気仙沼市 人からはじまる地方創生～地方にある世界の港町を目指して～

８ 〃 七ケ宿町 地方公共団体・生活協同組合・コンビニエンスストアによる包括連携協定

９ 秋田県 湯沢市 「ゆざわ発！新しい働き方」推進事業（クラウドソーシングによる働き方改革）

１０ 山形県 東根市 東根市PFI事業の取組み

１１ 福島県 郡山市 「1,883.25時間の効率的な使い方」のために～業務量の可視化～

１２ 〃 伊達市 DATE TASK INNOVATION 終わりなき革新～「トヨタ生産方式」を市役所行政へ～

１３ 茨城県 石岡市 「行革News!！」職員インタビュー～職場・改善・ハッケン!～

１４ 〃 高萩市 高萩市水道業務の標準化

１５ 栃木県 佐野市 地域担当職員制度

１６ 群馬県 前橋市 前橋市の取組～先進的な収納行政をめざして～

１７ 〃 太田市 改善活動実践例

１８ 埼玉県 さいたま市 さいたま市のＰＰＰ

１９ 千葉県 市原市 事務事業の総点検 －市民との対話で徹底的な見直し－

２０ 〃 鴨川市 保健、医療、福祉及び介護部門における総合相談窓口の設置及びサブセンターの民間委託

２１ 東京都 町田市 町田市の「見える化」改革の取り組み

２２ 〃 稲城市 業務の集中管理ができる組織機構への改正

２３ 〃 稲城市 廃校施設を活用した複合施設（複合施設ふれんど平尾）

２４ 神奈川県 横浜市、川崎市 横浜市と川崎市との「待機児童対策に関する連携協定」

２５ 〃 平塚市 財源確保だけではない！ネーミングライツ制度を活用した市民サービス向上・地域活性化！

２６ 〃 三浦市 東洋大学大学院公民連携と官学連携によるPPPを活用した行財政改革

２７ 〃 葉山町 葉山町きれいな資源ステーション協働プロジェクト

２８ 新潟県 柏崎市 新電力の導入

２９ 富山県 氷見市 廃校になった高校体育館を市庁舎へリノベーション

３０ 〃 南砺市 そくさいネットふれｉＴＶ整備事業

３１ 石川県 七尾市 公民館のコミュニティセンター化

３２ 福井県 小浜市 ジビエを使った学校給食の実施

３３ 山梨県 北杜市 北杜市立旧日野春小学校跡地活用の取り組み

３４ 長野県 長野市 ペーパーレス会議の実施

３５ 岐阜県 各務原市 空き家ではじめる私らしい暮らし　くらしDIYリノベーション

３６ 静岡県 掛川市 掛川市における指定管理者制度運用改革　～「運営」から「経営」への発想転換～

３７ 〃 小山町 設計施工プロポーザルによる工事発注

３８ 愛知県 尾張旭市 市内の全コンビニエンスストアへのＡＥＤ設置

３９ 〃 豊明市 産学官連携によるミクストコミュニティづくり

４０ 三重県 亀山市 亀山市事務事業点検制度　「ザ・点検～亀山モデル～」

４１ 滋賀県 草津市 効率化のための事務事業の点検

４２ 京都府 京都市 学校跡地活用の促進

４３ 大阪府 池田市 総合窓口の設置から窓口業務の民間委託へ

４４ 〃 岬町 公共施設等の統合「保育所と小学校の統合」

４５ 兵庫県 小野市 民間企業の手法を取り入れた”小野市流”の「行政経営」

４６ 奈良県 生駒市 生駒市民が選択する市民活動団体支援制度

４７ 〃 葛城市 地方創生に向けた母親が子どものそばで働ける拠点づくり

４８ 和歌山県 湯浅町他28市町村 行政不服審査法上の第三者機関の県への委託

４９ 鳥取県 鳥取市 市民の安全と適切な予算執行につながる庁内連携型施設保全システム

５０ 島根県 美郷町 議会におけるタブレット端末導入事業

５１ 岡山県 玉野市 地域公共交通ネットワークの再構築による利用促進対策　～シーバスの見直しとシータクの導入～

５２ 広島県 三次市 行財政改革における公金収納対策～トータル収納による住民サービスの充実と収納率向上を目指して～

５３ 山口県 周南市 電解コンビナートの電力を生かした中心市街地活性化の推進
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５４ 〃 周南市 廃校を活用した元気生活圏づくり

５５ 徳島県 阿南市 野球のまち推進事業

５６ 香川県 高松市 地域行政組織の再編

５７ 愛媛県 松山市 下水処理場の未利用エネルギー有効活用による歳入増加策

５８ 〃 松山市 「対話型農政」への転換で広がる農業の可能性

５９ 〃 松山市 若者と考える、投票率向上プラン

６０ 〃 松山市 「ひと」・「仕事」・「組織」の一体改革

６１ 〃 宇和島市 宇和島クラブ

６２ 〃 宇和島市 ＦＭ告知放送システムの整備～コミュニティFMを活用した防災放送～

６３ 〃 宇和島市 市営コミュニティバス運行管理のICT化

６４ 〃 宇和島市 ICTを活用した地域医療連携「きさいやネット」の取り組み

６５ 〃 宇和島市 もったいないけん、木ぃ捨てるん やめさいや！～木質バイオマスの再利用～

６６ 〃 八幡浜市 廃校活用による農繁期の労働力確保、Ｉターン就農促進、交流人口拡大

６７ 〃 八幡浜市 郷土の偉人と地名の縁による自治体間交流事業

６８ 〃 新居浜市 市役所敷地内コンビニ誘致

６９ 〃 西条市 楽しくおしゃれにボジティブに 女性も防災に取り組もう！～ぼうさいじょの取組～

７０ 〃 大洲市 大洲市がんばるひと応援事業

７１ 〃 大洲市 大洲ええモンセレクション認定制度

７２ 〃 伊予市 公共施設太陽光発電事業～施設の有効活用・新たな財源の確保を目指して～

７３ 〃 四国中央市 高齢者福祉施設の民間移譲

７４ 〃 西予市 西予市オフィス改革プロジェクト

７５ 〃 東温市 民間ノウハウの活用による公共施設の設備更新～市有３施設ESCO事業～

７６ 〃 東温市 大手流通業者等へ売り込む「逆」商談会の開催～まつやま・とうおん販路開拓市～

７７ 〃 東温市 職員一人ひとりが取り組む 身近な業務の改善～行革かいかくん～

７８ 〃 上島町 廃校した小学校の有効活用について

７９ 〃 上島町 ふるさと事業補助金

８０ 〃 上島町 官学連携推進に関する協定に基づく各種連携

８１ 〃 上島町 上島町定住促進事業

８２ 〃 松前町 ひまわり咲くバイオマスタウンまさきの挑戦

８３ 〃 松前町 交通事故を減らすまちづくりプロジェクト

８４ 〃 砥部町 まちづくり体験塾

８５ 〃 砥部町 予算仕分

８６ 〃 砥部町 予算特別枠の創設と広報誌

８７ 〃 内子町 民間企業との連携による行政財産の有効活用

８８ 〃 伊方町 ソーシャルツアーの取組

８９ 〃 松野町 住民との協働のまちづくり

９０ 〃 鬼北町 55年目のリ・クリエイト（再創造）

９１ 〃 鬼北町 職員全員で取り組む節電

９２ 〃 愛南町 まさに県・市町連携！全国初の「愛媛県と愛南町の合同庁舎建設」

９３ 〃 愛南町 ICT活用による次世代型水産業の確立

９４ 高知県 室戸市
廃校になった中学校を有効活用！室戸世界ジオパークセンターを発着拠点とした交流人口の拡大と地域経済の発展及び地
域住民の活動促進

９５ 福岡県 久留米市 組織連携による電力調達コスト１億円削減への取組みについて

９６ 佐賀県 みやき町 定住促進住宅整備事業（子育て・定住対策住宅PFI事業）

９７ 長崎県 島原市 島原市内観光組織の一元化～戦略的な観光推進体制の構築に向けて～

９８ 熊本県 熊本市 区民課窓口の繁忙期に向けた取組～受付処理時間を可視化することで時間の短縮を目指す～

９９ 〃 小国町 役場全体で取組む防災危険個所点検の事例

１００ 大分県 大分市 全国初！広域連携による公衆無線LANの整備と認証連携

１０１ 宮崎県 串間市 民間委託の推進事例～地元密着型の業務委託から10年目の今～

１０２ 鹿児島県 薩摩川内市 地元盛り上げ型による薩摩川内市シティセールスプロジェクト

１０３ 〃 長島町 ぶり奨学プログラム

１０４ 沖縄県 今帰仁村 廃校からの転身！学校跡地の有効活用

計 47都道府県 110市町村 104事例（うち審査対象事例73、審査を希望しない事例31）

：色付きセルは、発表事例


	160928応募状況一覧.xlsx

