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1 北海道 森町 働き方改革ではない時代に合わせた業務手法の導入（パブリッククラウド活用）

2 〃 北見市 書かなくていいの２～何枚も書かない、何か所も回らない、住民異動届の事務整理手法～

3 〃 北見市 ～証明書の郵送請求処理をかんたんに～「郵送請求処理票」で事務処理を見える化

4 〃 天塩町 クラウドソーシングによる新しい働き方改革（シェアリングエコノミー天塩モデル構築プロジェクト）

5 〃 天塩町 ICT活用による新たな地域モビリティ（天塩-稚内間　相乗り交通プロジェクト）

6 青森県 三沢市 協働のまちづくり市民提案事業

7 〃 南部町 笑う門には鍋がある！「鍋条例」が生み出した地元の元気

8 〃 五所川原市 気軽に借りて♪どこでも返却�

9 〃 大間町 プロポーザル＆リース方式による庁舎建設事例

10 岩手県 八幡平市 日本最強のＩＴ起業家育成エコシステム「起業志民プロジェクト」

11 〃
岩手中部

水道企業団
 人口減少社会に対応したインフラ統廃合～水道事業の広域化～

12 宮城県 加美町  廃校を音楽の学び舎に～音楽と福祉のまちづくり～

13 秋田県 仙北市 仙北市ＩоТ推進ラボを中心とした「仙北インパクトチャレンジ」

14 山形県 新庄市 滞在型ふるさと納税お礼品「あなた」

15 福島県 郡山市 「郡山市STANDARD」～ワークライフバランスのためにみんなの声をカタチにしました～

16 茨城県 筑西市 学生地域おこし協力隊

17 〃 東海村 職員総改善！しごとの仕方改革

18 〃 常総市  行財政改革への取組み～ICTの視点からのアプローチ～

19 〃 神栖市  促進月間を設け　職員提案制度を活性化!!（職員提案制度の見直し）

20 〃 五霞町 マイナンバーカードと小規模自治体の挑戦！～五霞町モデル「出前申請交付サービスとコンビニシフト」～

21 〃 つくば市 RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） を活用した共同研究～対象業務で約８割の時間削減～

22 栃木県 小山市 ごみの減量化に向けた意識改革と市民サービスの向上

23 群馬県 前橋市 郵便局でマイナンバーカード交付申請手続き

24 〃 みなかみ町 みなかみユネスコエコパークの取組

25 埼玉県 戸田市 みんながつながるコミュニティアプリ「tocoぷり」で魅力的なまちづくり

26 千葉県 市原市 いちはら防災100人会議～無作為抽出による市民と各種団体による会議を開催して自助・共助を高めます～

27 〃 流山市 日本初！！「等価交換＋定期借地権方式」による複合施設整備

28 東京都 杉並区 都市基盤情報整備及びGIS活用による業務の高度化・効率化と行財政改革

29 〃 東村山市 【地域活動マッチングイベント】まちが本気出せば、予算なんていらない！

30
東京都
埼玉県

豊島区
秩父市

人口を奪い合わない移住・交流促進事業～秩父市お試し居住モニターツアー～

31 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市職員力向上プロジェクト

32 〃 大和市 民間企業と連携した駐輪場シェア

33 〃 茅ヶ崎市 【意識×行動×若手】オール茅ヶ崎で推進する働きかたの見直し～生産性の向上を通じたWLBの実現～

34 新潟県 三条市 住民の血税を考えれば共同化をやらない理由はない！～各種情報システムの共同化と新たなサービスの実現

35 〃 新潟市 PI手法を用いた公共施設の地域別再編計画の策定

36 富山県 氷見市 地域力を活かしたハンドボール選手権大会～地域とチームがシェイクハンド～

37 石川県 能登町 能登高校魅力化プロジェクト

38 福井県 越前市 Change＆Challengeによる市民サービスの向上と職員の働き方改革

39 山梨県 韮崎市 市民交流センター（ニコリ）の整備・運営について

40 〃 山梨市 公設民営の有床産婦人科医院建設

41 長野県

大町市
池田町
松川村
白馬村
小谷村

北アルプス連携自立圏

42 〃 信濃町 「自然に入ることを、もっと自然に」ＮＰＯ法人と連携！　オートキャンプ場再生

43 〃 信濃町 社会問題の現場に！　スタディツアーで関係人口から定住人口へ

44 〃 信濃町 どこでも、だれでも　低コスト IoT小規模気象観測　

45 岐阜県 東白川村 ICTを利用した木材関連産業の振興～村の工務店と連携した住宅のネット販売～フォレスタイル
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46 岐阜県 高山市 公共交通空白地有償運送「たかね号」への移行

47 静岡県 浜松市 全国初！下水道事業へのコンセッション方式導入

48 〃 菊川市 菊川市の魅力を共に創る「共創」窓口設置

49 愛知県 豊根村 地域の足を住民自らで確保！とよねがんばらマイカー事業

50 愛知県 豊根村 できることは住民の手で！豊根村地域協働支援事業

51 愛知県 大府市 データ連携による賃金支払事務の効率化

52 三重県 多気町 ふるさと納税で本当のファンとのつながりを～出張高校生レストラン＠三重テラス～

53 滋賀県 守山市 自転車を活用した守山市のまちづくりについて

54 〃 守山市 地域のたからものを活かした地域住民主体のまちづくり「守山まるごと活性化」の取り組み

55 〃 草津市 自治体クラウドによるコスト削減

56 〃 東近江市 ソーシャルインパクトボンドの手法を活用したコミュニティビジネススタートアップ支援

57 京都府 福知山市 テレビ難視聴地域等解消事業（e-ふくちやま事業）の民営化の取組

58 〃 福知山市 事務事業の効率的な実施と若手職員の人材育成

59 〃 南丹市 全業務・全組織最適化事業

60 大阪府 四條畷市 副市長、マーケティング監の全国公募

61 〃 四條畷市 長期学生インターン採用

62 〃 四條畷市 四條畷市公式ＬＩＮＥ＠（ラインアット）

63 〃 四條畷市 かんでん見守り隊ＯＴＴＡＤＥ！

64 〃 四條畷市 四條畷市インターネット情報番組「なわチャン！」

65 〃 寝屋川市 ～働き方改革ねやがわスタイル～長時間労働抑制システムの全庁導入

66 〃 吹田市 電力の切り替えで再生可能エネルギーを普及しよう！

67 兵庫県 姫路市 下水道事業の企業会計化普及促進による地方創生

68 奈良県 生駒市 売り手市場で勝ち抜く採用試験改革

69 〃 生駒市 自治体職員が副業!? 職員の地域貢献活動への参加促進にむけ、副業許可基準を策定

70 〃 生駒市 まちの課題解決やまちの魅力向上にエネルギーを切り口に取り組む地域エネルギー会社「いこま市民パワー株式会社」

71 〃 生駒市  シビックテックによる公共サービスの新しいカタチ～4919 for Ikomaと私たちの挑戦～

72 〃 生駒市  住民との響働による総合事業の新たな展開～人と人がつながり未来へ～

73 〃 生駒市 市民みんなで創る音楽祭～市民プロデュースで集客数が4倍に！～

74 〃 生駒市 「図書館とまちづくりワークショップ」のアイディアを提案市民と「協創」

75 〃 生駒市 小瀬・滝寺送水ルート変更事業

76 和歌山県 御坊市 小型特殊自動車に係る適正課税に向けた取組

77 〃 有田川町 有田川エコプロジェクト～地球にも町財政にもエコなまちづくり～

78 鳥取県 大山町 超住民参加！町営ケーブルテレビを活用したつながりと活躍の場づくり

79 島根県 邑南町 A級グルメのまちづくり

80 岡山県 西粟倉村 「百年の森林構想」と「ローカルベンチャー」による地域資本の価値向上への取組

81 〃 玉野市 地元企業と連携した市立高校機械科の新設

82 〃 真庭市  公共料金の一括請求による支払事務の簡素化（電気・電話・水道・下水）

83 広島県 福山市 全国初！民間プロ人材との“攻める”政策推進～副業・兼業による人材獲得の新たなカタチ～

84 〃 廿日市市 早い！きれい！分かりやすい！　官民協働で取り組む市役所窓口改革～進化し続ける窓口を目指して～

85 山口県 周南市 「共に。」で土木インフラをニャンとかしたい！“しゅうニャン橋守隊”による猫の手メンテナンス活動

86 徳島県 勝浦町 救急救命業務の民間委託

87 〃 美波町 地方と都市を結ぶデュアルスクール

88 香川県 まんのう町 ＩＣＴを取り入れたハイブリッド図書館

89 愛媛県 松山市 「松山方式」による塩類リサイクルの取組

90 〃 松山市 窓口一本化の保安指導で防災体制を強化（新規財源の確保）

91 〃 松山市 みんなで成長！職場還元研修

92 〃 今治市  「今治スタイル」採用試験～人財獲得競争時代に挑戦する採用試験改革～

93 〃 今治市 合併によるスケールメリットを生かした「ごみ処理施設の整備」

94 〃 宇和島市 「うわじま歩ポ」歩けば貯まる健康ポイント！～伊達なうわじま安心ナビに第３のモード登場～

95 〃 宇和島市 聴覚障がい者等への確実な災害情報伝達～テレビ・プッシュシステム導入への取組～



96 〃 八幡浜市 応募しやすいデザイン設計競技の実施

97 〃 新居浜市 人口減少問題への対応策としてのシティブランド戦略　　～合言葉は「Ｈｅｌｌｏ!ＮＥＷ 新居浜」～

98 〃 新居浜市 「共生社会を目指して」～ＩｏＴを活用した聴覚障がい者との行政相談～

99 〃 大洲市 大洲市がんばるひと応援事業

100 〃 伊予市 ともに暮らす仲間を求めて！～移住・定住の推進～

101 〃 四国中央市 小学校の余裕教室の活用による県立特別支援学校分校開設に向けた取組

102 〃 西予市 【全国初】「１秒でも早く・・」チーム西予で命を守れ！～過疎地域での新たな救急体制のカタチ～

103 〃 西予市  西予市オフィス改革プロジェクト～Change  せいよ！～

104 〃 西予市 四国西予ジオパークミュージックプロジェクト

105 〃 東温市  官民連携（PPP)による東温市・さぬき市「芸術・文化、観光情報誌（ちょこたび）」の共同発行

106 〃 上島町 上島町定住促進事業

107 〃 久万高原町 ICTを活用した「林業日本一のまちづくり」

108 〃 久万高原町 久万高原町内全域での地域運営協議会（小さな拠点）設置に向けた住民協働の仕組みづくり

109 〃 松前町 事務事業改善に向けた取組

110 〃 砥部町 学生による地域にぴったりな健康づくり提案～オーダーメイドでヘルスアップ～

111 〃 砥部町 地域の力を活かした認知症見守り支援　～本人も、家族も、地域も、みんな愛顔に～

112 〃 内子町 日本一の広報紙と育つ、「まちのプロ」職員

113 〃 伊方町 伊方町公営塾の開設（県立三崎高等学校魅力化事業）

114 〃 松野町 有害鳥獣対策とＮＰＯ法人森の息吹を活用した獣肉の資源化による地域活性化

115 〃 鬼北町 総合窓口で案内サービス充実

116 〃 愛南町 あいなん未来会議2016

117
愛媛県
高知県

西条市
久万高原町

いの町
大川村

石鎚山系の魅力発信及び持続可能な資源とする事業（愛媛県西条市、久万高原町、高知県いの町、大川村連携事業）

118 福岡県 筑後市 「HAWKSベースボールパーク筑後」を活用した筑後七国による地域活性化

119 佐賀県 鹿島市 官民学協働による企業説明会等の取組み

120 〃 伊万里市 伊万里コンシェルジェ検定アプリ制作プロジェクト

121 長崎県 五島市 五島地区若者定着促進連携会議

122 〃 五島市 民間海上タクシーを活用したデマンド運航への転換

123 〃 五島市 ＩＣＴを活用した調剤情報共有システム「お薬ネット」の取組み

124 〃 大村市 設置型授乳室「mamaro」の導入

125 熊本県 宇城市 「作業時間をゼロに！」～RPAでふるさと納税業務の自動化を実現～

126 〃 天草市 総合計画を核としたトータル・システム化の推進

127 〃 熊本市 区民から愛されるイングリッシュガーデンに挑戦する「西区秘密の花園倶楽部」

128 〃 大津町 大津町オリジナル婚姻届を作ろう

129 大分県 別府市 寄り添う市役所「おくやみコーナー」で死亡手続き一元化

130 〃 大分市 税収入２２億円増！！時間外勤務８８％減！！

131 宮崎県 日南市 誘致企業と協働した遠隔診療の有効性に関する実証事業

132 〃 宮崎市 宮崎バングラデシュモデルで人材確保の新展開

133 〃 西都市 官民協働の地域情報プラットフォームを活用したふるさと納税PR

134 鹿児島県 大崎町 「大崎システム」～住民・企業・行政、みんなが主体のゴミ処理システム

135 〃 長島町 公民連携と制度改正による空き家等の活用促進

136 〃 鹿児島市 まちに開かれた持続的な空家の利活用―木造密集地で空き家を借り、ＤＩＹリノベーションをすることで、エリアの価値は上がるのか―

137 〃 阿久根市  若手市役所職員有志による「デートに使える・夏のドライブマップ」の作成

138 沖縄県 久米島町 『久米島ドリー部チャレンジ』～住民と行政と議会が協力した移住定住推進への取組～

139 〃 名護市 「改善の波を起こせ」職員組織「ＥＤＡ（イーダ）サポート」の挑戦

140 〃 名護市 頑張る地域（行政区）を応援！ふるさと納税クラウドファンディング

141 〃 名護市 サイクルツーリズムによる自治体間交流

【応募内訳】応募全141事例のうち、審査対象：110事例、審査を希望しない：31事例

：色つきセルは発表事例
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