
事例 都道府県名 市区町村名 取組事例名

1 北海道 天塩町 自治体初、町公認インスタグラマーによる地域の食材、魅力発進の取り組み

2 岩手県 釜石市 地域おこし企業人を活用した空き家の利活用

3 岩手県 釜石市 多様なキャリアを有する民間人材との連携による社会課題解決

4 秋田県 仙北市 “縦割り行政”に横串を通す「SDGs」を軸にした組織運営

5 山形県 長井市 国登録有形文化財「旧長井小学校第一校舎」の有効活用

6 福島県 会津若松市 簡単ゆびナビ窓口事業～ICTを活用したしんせつ窓口の実現～

7 福島県 会津若松市 住基情報をリアルタイムに位置情報化！～統合GISによる業務改革～

8 茨城県 行方市 全国初！行政・教育分野一体での「ＵＤフォント」活用

9 茨城県 土浦市 閉校となった小学校校舎を公文書書庫と教育相談室として再利用！

10 群馬県 東吾妻町 わが町が現実的に対応できる役場本庁舎の建設促進

11 群馬県 明和町
合併を前提としない経済連携協定を支援軸とした民間資本の導入
～(株)邑楽館林まちづくりによる駅前開発～

12 埼玉県 所沢市 下水道マンホール蓋を活用した有料広告事業の取組

13 千葉県 習志野市
～　きみに負担は残さない　～官民連携手法を用いた公共施設再編再配置事業
「大久保地区公共施設再生事業」

14 東京都 品川区 官民連携による図書館と医療・介護の複合施設の建設・運営

15 東京都 東大和市 持続可能な自治体経営のための行財政運営の実現

16 神奈川県 平塚市 みちの状況をれぽーと！平塚市道路通報システム『みちれぽ』

17 福井県 越前市 窓口での手続きを「もれなく、はやく、かんたんに」-新庁舎における新たな窓口の取組み-

18 長野県 泰阜村 支所業務の郵便局への包括的委託

19 岐阜県 中津川市
公共交通オープンデータの活用で市民の足を守り定住できる街づくり！
～インターネットによるバス経路検索充実に向けた取り組み～

20 静岡県 袋井市 スマート自治体変革プロジェクト【ＢＰＲ研修】

21 静岡県 浜松市 コミュニティ結束力を高めろ！「みんなでコミ・スタ」

22 静岡県 浜松市 新型コロナウイルス対策にも対応した災害医療ネットワークの構築

23 愛知県 西尾市 公共施設の【低】圧電力を【低】額・【低】リスク・【低】負担に見直します！

24 愛知県 犬山市
～シェアエコで 三方良し～
シェアリングエコノミーを活用した行政課題解決“観光駐車場不足解消大作戦”

25 三重県 津市 津市版ＤＢＯ方式による公共温泉施設の再生

26 滋賀県 草津市 おうみ自治体クラウド・RPAおよびAI-OCR導入及び運用・利用事業

27 大阪府 泉大津市 業務改革推進プロジェクト

28 大阪府 大阪市 図書館の地域資料のオープンデータ化で大阪の魅力を発信（行政事務の効率化）

29 兵庫県 明石市 全ての自治体におススメできる日常修繕を含む施設包括管理

30 奈良県 明日香村 企業版ふるさと納税による飛鳥駅周辺の魅力強化プロジェクト
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31 広島県 福山市 「兼業・副業」で切り拓くポストコロナ時代の新しい働き方

32 徳島県 三好市 三好市版廃校活用の取組～廃校に見出す地域活性化策

33 愛媛県 松山市 離島高校へあたたかい給食を！

34 愛媛県 松山市 官民連携で働き方改革を推進！（まつやま働き方改革推進プロジェクト）

35 愛媛県 松山市 産官学民連携の全世代型防災教育で防災力強化＆地方創生！

36 愛媛県 松山市 ごみ焼却施設から発生する撤去機器類売却時の歳入増加策

37 愛媛県 松山市 道後温泉本館保存修理工事の観光資源化「道後温泉本館×火の鳥　道後REBORNプロジェクト」

38 愛媛県 今治市 コミュニティFMと連携した緊急防災情報の伝達

39 愛媛県 宇和島市 子育て世代オンライン相談の開設

40 愛媛県 八幡浜市 官民連携の子育て支援事業「やわたはま銀座バスケット」の取組について

41 愛媛県 新居浜市
市役所でできることは市役所で
～補助金等申請時の証明書添付の省略～

42 愛媛県 西条市
政策課題の解決に向けた調査研究と次世代の行政職員を育成する仕組みの両立を実現
～自治体シンクタンク「西条市自治政策研究所」が確立した階層別人財育成システム

43 愛媛県 西条市 西条市版SIB（ソーシャル・インパクト・ボンド）の実施

44 愛媛県 大洲市 位置情報通信機器「Ｍｅ-ＭＡＭＯＲＩＯ」の導入

45 愛媛県 伊予市 ゼロ予算での創意工夫、自由な発想で取り組む新たな改革・改善

46 愛媛県 四国中央市 未来のために今を支える－子ども若者発達支援センターの取り組み－

47 愛媛県 西予市 宇和米博物館～LOCA PROJECT～

48 愛媛県 西予市 のむら復興まちづくりデザインワークショップ

49 愛媛県 西予市 せいよ「チャレンジ・スペース」プロジェクト　～生涯活躍できるまち～

50 愛媛県 東温市 官民協働事業による「東温市子育てガイドブック」の作成

51 愛媛県 上島町 公営路線バスの予約制導入

52 愛媛県 久万高原町
全国初！町内全域自営LPWA通信網の整備
 ～携帯電話の圏外からでも正確な位置情報を伴った救助要請が可能に～

53 愛媛県 久万高原町
コロナ禍における町立病院のオンライン化の推進と地域に飛び出し活動する医療人材の必要性
について

54 愛媛県 松前町 支え合いによる子ども・高齢者の交通安全推進事業

55 愛媛県 砥部町 サービス方式を活用した老朽施設の更新事例

56 愛媛県 内子町 町民の「目」で育てる環境マネジメントシステム“うちエコ”

57 愛媛県 伊方町 ペーパーレス化の推進

58 愛媛県 松野町 事務の集約化

59 愛媛県 鬼北町 証明書の交付が夜間・日曜日でも可能に！

60 愛媛県 愛南町 タブレット端末導入に伴う会議資料等のペーパーレス化

61 高知県
中土佐町
四万十町

“ 自治体クラウドは当たり前 ”
「小規模自治体における情報システム統合での行政効率化・ＢＣＰ対策」
～  ” ボトムアップ型 ” の取組み ～

62 高知県 黒潮町 「職員地域担当制」による地区防災計画活動の展開



63 福岡県 苅田町
地理情報システム（GIS）導入による業務効率化に関する苅田町の取組について
～職員自ら構築した水道管路マップを始めとした業務効率化の取り組み～

64 長崎県 壱岐市 Ｉｎｄｕｓｔｒｙ4.0を駆使したスマート6次産業化モデル構築事業

65 大分県 別府市
ローコード・ノーコード開発で行革を
～自分たちで課題を見つけ、自分たちで解決策を考える、自立した自治体を目指して～

66 大分県 九重町
少子高齢化が進む人口１万人の小さな町の大きな改革！！
～行政のスリム化と雇用の創出～九重町１００％出資株式会社の設立

67 大分県 臼杵市 うすき石仏ねっと～安心・安全なまちづくり～

68 宮崎県 都城市 多様な官民連携が生んだ日本一のマイナンバーカード普及促進

69 宮崎県 都城市 高齢化社会を支える｢おくやみ｣フルサポート事業

70 宮崎県 都城市 採用難を打破するデジタル面接～人材確保こそ自治体経営の第一歩～

71 宮崎県 都城市 ＡＩによるイベント情報集約で人が動く！地域が変わる！

72 鹿児島県 阿久根市 子育て支援コンシェルジュ事業

73 鹿児島県 長島町 公民連携と制度改正による空き家等の活用促進


