
 

令和元年度 

～新たな時代に新たな風を～ 

会場：市役所本館１２階 １２０３大会議室    

日時：令和２年１月２９日（水）９：００～１２：００ 

改善力アップ 

プレゼンテーション 

コンテスト 
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■進行予定  

9：00～9：09 開会，市長挨拶，コンテスト概要 

9：10～10：09  発表（第一部）  

10：10～10：25 ～休憩～  

10：26～11：15 発表（第二部）  

11：16～11：29  ～休憩・審査～  

11：30～11：49 審査発表・表彰式・市長総評 

11：50～12：00 記念撮影 

 

■発表チームリスト  

No.  発表タイトル  チーム名  所属名  時間  ページ 

1 民間提案などの発想をとおした行政経営へ ゆるゆる改善部 政策経営部 9：10 3 

2 終活支援 ～墓地 ぼち いこか！～ 地域活用プランニング 地域振興部 9：20 4 

3 仕事ぐるぐる大作戦 ル王 消防本部 9：30 5 

4 アプリで解決！公共交通の課題 都市整備部有志 都市整備部 9：40 6 

5 グループウェア「掲示板」の活用 エコロジスト 環境部 9：50 7 

6 ネーミングライツを新発見 柴犬 産業振興部 10：00 8 

7 業務フローの改善と意識改革 
 

3つの力 南消防署 10：26 9 

8 
信頼される対応をめざして～視覚的な支援の

工夫でだれもが分かりやすいものに～ 

 

チーム教委 教育委員会 10：36 10 

9 名札で伝える「私の知識」 レコ活部 

 

中央消防署 10：46 11 

10 
たらいの水はここで飲み干せ～福祉ワンスト

ップへの挑戦～ 
チーム健康福祉部 健康福祉部 10：56 12 

11 “コラボレーション”で鈴鹿に新しい風を！ 文化スポーツ６人衆 文化スポーツ部 11：06 13 

※進行具合によっては，時間が変更になる場合がありますので，その際は御了承ください。  

※コンテストの進行状況は庁内掲示板で案内します。  
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■本コンテストの目的  

 他の行政機関や企業等が実践しているテクニックの優良事例を調査・研究し，その結果を発表するこ

とを通じて，職員の情報収集力やプレゼンテーション能力の向上と，利用者としての意識付けや庁内へ

の浸透を図ることで，本市の事務改善につなげることを目的に実施する。  

  

■募集内容  

課題（メインテーマ）のいずれかに該当するもので，日常的な困りごとや気になることを解決するた

めに，他の行政機関や企業等が実践している優良なテクニックについて調査・研究し，その活用方法に

ついて，プレゼンテーションによる発表（６分以内）を募集する。  

  

課題（メインテーマ）  

① 地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。  

② 新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。  

  

■審査基準  

妥当性  それは，課題（メインテーマ）を十分に検討しているか。  ５点満点  

新規性  それは，本市に不足しているものか。  １０点満点  

実現性  それは，実際に実施可能なものか。  １０点満点  

必要性  それは，組織にとって必要なものか。  ５点満点  

継続性  それは，継続できるものか。  ５点満点  

プレゼンテ

ーション力 

プレゼンテーション自体の完成度 ５点満点  

※各項目を「とても優れている」，「優れている」，「普通」,「あまり適していない」，「適していない」の５段

階で採点する。ユーモアやエンターテイメント性は評価対象外とする。  

  

■賞  

・グランプリ   審査員の評価が最も高いもの  

・市長特別賞  グランプリ受賞を除いた中から，市長の評価が最も高いもの  
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

秘書課 松山洋介 3121

行政経営課 澤　卓男

行政経営課 渡邉　賢

財政課 中村菜々

総合政策課 板倉茉佑

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

　岡山県津山市公共施設等の利活用に関する民間提案制度

　岡山県津山市では，民間事業者から市が保有する公共施設等に関して，民間ならではの独創的な事業
提案を求め，公共施設等のマネジメントに貢献する事業提案を選定し，採用された提案者との協議を経て
事業化を行っています。このような制度のことを「民間提案制度」といいます。
　提案の条件は，市民サービスや行政の生産性の向上につながること。また，原則，新たな財源負担を発
生させないものとしているため，経費を削減・維持しつつ，市民サービスの向上を図ることができます。

　

　本市では，主に公共施設の整備・運営事業は行政主導で行われていますが，民間提案制度は様々な事
業・サービスを対象とすることができます。行政には無いノウハウを活用することから，現在よりも水準（質･
量）の高い公共サービスの提供が可能となり，行政だけでは気づけない新たな価値の創出が期待できま
す。

　肩肘張らず，できるコト・やれるコトからゆる～く改善！！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

民間提案などの発想をとおした行政経営へ

②新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。

ゆるゆる改善部

　一般的に，行政が設置・運営してきた公共施設等は採算性が重要視されず，施設管理・運営には公費を
投入することが前提とされてきました。そのため，厳しい財政状況のなかでは，公共施設等の運営が財政
負担となっています。このままでは，従来どおりのサービス水準を維持することは困難であり，公共サービ
スの硬直化が危惧されています。
　行政の稼ぐ感覚が弱い一方で，民間事業者には，稼ぐノウハウがあります。今後は，民間との連携を拡
大して，民間活力（ノウハウ・資金）を導入し，収益性のある公共サービスを実践することが，持続可能な行
政経営を実現するために必要であると考えられます。

民間

市民

行政

行政課題の解決

財政負担の抑制

市民サービスの向上

新規事業の発掘

ビジネスチャンス

互恵的な関係 （win-win）
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員（代表者の方は先頭に，内線番号も記入してください。）

所属 氏名 代表内線番号

人権政策課 前川　　亘 3361

男女共同参画課 中澤　孝彦

市民対話課 増田　圭悟

地域協働課 川本　航也

戸籍住民課 尾﨑　亮太

人権政策課 田中　真紀子

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

 　鈴鹿市が所有する墓地は，市内に数か所。Ａ町の墓地は1,000㎡程の空きスペースがある。他の墓地にも空きス
ペースがあり，維持管理をするのに手間と費用がかかっている。現代社会において，墓地の管理をする人がいなくな
り，墓じまいをするケースが出てきている。また，いろいろな墓のあり方，葬り方が模索されていて，選択肢が拡がってい
る。そこで墓地の空きスペースに樹木を植えて整備をし，その土の部分に埋葬して，故人を葬る「樹木葬」ができる場所
にしたいと考えた。「樹木葬」には，公営,私営別の経営形態の違いなどいろいろな形態があり，全国に広がってきてお
り，人気のある場所は高倍率の抽選となっているところもある。

　樹木葬の整備ができたら使用料を財源に，墓地の維持管理や会場整備に充てることができる。樹木葬を本市に設け
ることにより，他市の方が本市に訪れる機会も多くなり本市をPRすることができ，良さを実感していただき，転入者の増
加が期待できる。「樹木葬」整備は，新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を図る一助となるのではない
か。

　終活をしておけば，安心して今を謳歌でき，より有意義に過ごせます！　墓地ぼち考えてみませんか‼

　静岡県袋井市では，市営にて樹木葬に取り組んでいる。さらに，市外の住民の方でも申込みをすることができる。樹
木葬の費用は，市内在住の方が１体２０万円，２体３０万円，市外在住の方が１体２６万円，２体３６万円，初回１回限り
の支払いのみで，管理料は無料となっている。
埼玉県越生町（おごせちょう）でも町営の樹木葬に取り組んでいる。越生町では，「樹木葬」と「樹林葬」の２種類から選
ぶことができるようになっている。町内在住の方は，樹木葬墓所が１体１５万円，２体目以降７万５千円，樹林葬墓所が
１体５万円となっている。町外在住の方は，樹木葬墓所が１体３０万円，２体目以降が１５万円，樹林葬墓所が１体 １０
万円，初回１回限りの支払いのみで，管理料は無料となっている。
静岡県袋井市では平成31年２月に樹木葬を始めて429体（整備数500）が埋葬され，約8,000万円の収入を得た。一方
埼玉県越生町では，令和元年5月に樹木葬，樹林葬を始めて，樹木葬が397体（整備数700），樹林葬が53体（整備数
1,000）埋葬され，約8,300万円の収入を得た。

地域活用プランニング

終活支援　～墓地　ぼち　いこか！～

②新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題を解決する。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

消防総務課 小林 慎也 7305

消防課 鈴木 賢一

予防課 後久 輝昭

情報指令課 北川 瑠應

予防課 太田 怜子

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

経験の浅い若手職員では，消防本部内各課の所管事務を把握できていないことが多いため，住民からの
問合せ等の対応が遅れてしまうことがある。消防職員は現場で直接住民と関わる機会も多いので少なくと
もこの業務はどの課の所管であるのか知っておく必要があるのではないかと考える。

　若手職員にアンケート調査を実施し，鈴鹿市消防本部に人事育成制度を検討中です。

　職員のキャリア形成に向け頑張ります。

　市の人材育成方針は一般行政職に傾向しており，スペシャリストに位置づけられる消防職では適用でき
ないケースも多い。豊橋市消防本部では，消防独自の人材育成方針を策定し，StudyRotation（スタディー
ローテーション）の通称で職場内インターシップ研修を行っている。在職5年目の職員が１年間を通じて，救
助隊，指揮隊，指令センター，総務，予防，査察，防災全７セクションを研修としてローテーションを行い，職
員の資質を図っていく。

ル王

仕事ぐるぐる大作戦

①地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。
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 発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

都市計画課 藤後　充輝 3811

住宅政策課 中瀬　功

住宅政策課 若林　哲也

建築指導課 水本　智也

市街地整備課 中村　洋輔

都市計画課 岡田　響子

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

　市内の乗合バス（C-BUS，路線バス）において，利用者が減少傾向にあり，今後も市民の移動手段として，維持，存続していく
ために重要な取組の一つが『利用促進』である。
　市内の通勤，帰宅ラッシュ時における交通渋滞が 『バスの遅延』に繋がり，利便性が低下し，利用者減少の要因の一つとなっ
ており，今後，道路整備や信号操作等による渋滞の緩和，遅延情報の発信による利用者の不安解消等の取組が必要である。
　現在，乗合バスの遅延情報を収集するためには，バスロケーションシステムでの確認や運行事業者への電話による問い合わ
せ等があるが，より簡単に分かりやすく情報を発信することが求められており，遅延情報だけでなく，利用者に有益な情報を効
果的に発信し，乗合バスの利便性向上と利用促進につなげる必要がある。

◆アプリによる情報発信
　公共交通機関運行状況，交通情報，観光情報　➡　利便性の向上
◆アプリ利用者に付与するポイントによる展開
　アプリを使って公共交通機関を利用し，取得したポイントを飲食店，イベントにおいて利用（寄付）　➡　利用促進
◆アプリから取得したデータの活用
　交通施策，観光施策に展開　➡　さらなる利用促進・利便性の向上

　新たな取り組みで課題解決　➡　財源確保を目指す！

アプリによる情報発信事例（全国各自治体が開発している交通，観光，歩数計，ゲームアプリなど）
※特徴的なアプリを開発している例
①兵庫県豊岡市「とよおか歩子」：歩数計，目標歩数達成ポイントを2.5円／1ポイントで応援する公共施設に寄附
②千葉県千葉市「ちばレポ」：市民が街中の課題を投稿，市民サポーターによる課題解決
③岡山県岡山市「岡山散策」「進撃の桃太郎」：観光ゲームアプリ，観光情報投稿，アイテムをゲットし景品に交換

都市整備部有志

アプリで解決！公共交通の課題

②新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

耕地課　 澤谷　陽子 3642

農林水産課 柴原　洋介

産業政策課 大河内　雅之

地域資源活用課 中川　倫久

農業委員会事務局 田吹　優光

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

本市において，大小様々なイベントが開催されていますが，財源の不足と入場者数の減少等による発信
力の低下は，担当者を悩ませる課題です。

本市において，財源確保等の優先度が高い事業は，参加者数や支出額等，イベント規模の大きいイベント
だと考え調査したところ，大きいイベントには市が主催しているものと，市が補助金を出して，民間等で開
催しているものの２種類があり，それぞれでネーミングライツを募集するにはどうすれば良いかを調査した。

市と企業をWIN-WINに！

全国のイベントについて調べてみると，イベント名にネーミングライツを募集しているイベントが多数見受け
られました。しかし，実際にネーミングライツが成立している事業はあまり多くなく，その一部が以下のよう
なイベントです。
栃木県
　●マロニエ県庁コンサート　（年７回）　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　令和元年度
　　　平成２０年から行っている県庁一階ロビーコンサートに　　　　　　　　契約金額　３０万円
　　ついて平成２３年度からネーミングライツを導入。
 
東京都杉並区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　契約金額３６万円（３年間）
　●区役所ロビーコンサート　（年４回　春・夏・秋・冬）
　　　友好提携している日本フィルハーモニー交響楽団が
　 行うコンサートで，令和元年度から募集開始

以上のように，他自治体を見ても，コンサートに対するネーミングライツの募集が多くあったため，本市で活
用するには，どのようにすれば良いかを検討した。

柴犬

ネーミングライツを新発見

②新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

南消防署 清水　浩 6814

南消防署 山本　康行

南消防署 舘　哲也

南消防署 森　雅広

南消防署 野口　高志

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

　業務や訓練を行うにあたり，例年・前例通りに淡々と進めていく現状があると感じる。これに対して視野を
広げ，様々なことに一度チャレンジし，全員で検討する必要があるのではないか。

　トヨタ生産方式　「２本の柱と４つの仕組み」から考える業務フローの改善

　企業が行うOJT（職場内教育訓練）から学ぶ意識改革

　頑張ります。

　トヨタ生産方式　「２本の柱と４つの仕組み」

　企業が行うOJT（職場内教育訓練）

３つの力

業務フローの改善と意識改革

①地域・住民への説明を工夫して，説明力と信頼感の向上へつなげる
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

教育総務課 平田　直也 6116

教育支援課 天野　良平

教育指導課 土嶋　英孝

教育政策課 川﨑　亜矢子

学校教育課 森田　奈美

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

現状

　教育委員会事務局は，就学に関する業務から学校施設の整備まで多種多様な業務を5課で所管しており，担当事務

が複雑である。また，事務局の職員は教員が多く，異動も頻繁である。対応する相手は，子ども，保護者，教職員，

地域の方，民間事業者など幅広い。

課題 →業務が属人化し他の職員の業務内容が分かりにくく担当者不在時の窓口対応などで苦慮している。

　　 →来庁者などにとっても，担当窓口が分かりにくく，窓口の間違いが多い。

　　 →外国人児童生徒の転出入の手続きなどで，母語での対応に苦慮している。

①窓口対応

　「学校への転出入手続き一覧シート」「外国語併記の指さしシート」「完成形や記入例」などの作成

②配付資料，教材などの作成

　「ユニバーサルデザイン書体の使用」「ルビの使用」「デジタル機器の活用」

③事務局内業務内容の共有，明示

　「担当課業務のキーワード検索（教育委員会事務局版）」

　学校現場の発想をいかして改善提案を行いたいと思います。

◎三重県の事例

　「教育委員会事務局の窓口対応シート」「翻訳と日本語の併記」

◎市内小学校の事例

　「特別な支援を要する子どもへの視覚的な支援」

　　順序や完成形の提示，教科書体やルビの使用，デジタル教材の活用，など

◎横浜市，京都市，福岡市などの事例

　「わかりやすい印刷物のつくり方」「ユニバーサルデザインに配慮した印刷物の作成」

チーム教委

信頼される対応をめざして～視覚的な支援の工夫でだれもが分かりやすいものに～

②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

中央消防署 中邨　翔太 7113

中央消防署 松本　陽

中央消防署 鈴木　健太

中央消防署 中野　網大

中央消防署 山口　剛志

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

　現在，当市では職員を対象とした様々な研修（メンタルヘルス研修，文書事務に関する職員研修，ハラスメント防止研修，認
知症サポーター研修，手話研修等）が実施されています。しかし，市民にはどの職員が，どのような研修を受け，どのような知
識を習得しているのか分からないのが現状です。
　これを，市民が職員を一目見て分かるようにすれば，説得力と信頼感の向上へつながると考えました。

　1で述べた課題に対し，上記の事例の，「名札にシールを貼って，お客様に保持しているスキルを証明する」という部分に着目
しました。各研修に対し，研修内容をイラスト等で表現した修了シールを発行し，名札に貼ることで，市民に対しどの職員がどの
ような研修を受けているかが一目でわかるようにします。これにより市民に対する，説得力と信頼感の向上につながるというこ
とです。また，シールは修了証としての役割ともなり，知識習得が証明されることで受講した職員のモチベーションの向上につな
がると考えます。

　消防署から鈴鹿市へ！住民のために頑張ります！

企業名：日本マクドナルド　優良事例：「レコグニションシール」
　レコグニションシール制度とは日本マクドナルドで行われている人事制度です。「クルーのスキルによってシールが授与され，
そのシールを名札に貼ることで，他のクルーやお客様にシールが示すスキルを保持していることを証明する。」というものです。

レコ活部

名札で伝える「私の知識」

①地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

障がい福祉課 吉村　崇 3533

保護課 木下　之侑市

長寿社会課 西村　翔

保険年金課 長嶋　美奈

福祉医療課 楠井　歩美

健康づくり課 田邉　英俊

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

　市民の目から見ると，「福祉」はひとくくりであるが，実際には，依って立つ法律・制度が多岐に渡ってお
り，隣の課のことは隣に聞いてというのが現実である。
　医療費を安くしたいといっても，障がい福祉課，福祉医療課などでそれぞれの制度があり，市民にとって
は，自分が求めるサービスはどこへ行けば受けられるかがはっきりとわからない。
　福祉の窓口に来る市民は何らかの形で公的な助けを求めてきているわけであり，「それはうちではな
い。」「次はあっちへ行ってください」と言われ，疲れ切って帰ることがないよう，求めるサービスが適切かつ
効率的に受けられるような仕組みを作ることが必要ではないかと考えた。

①自主参加で行っている保護課主催の研修会を強化。
　現在，庁内の有志を対象に研修を行っているが，これを業務と明確に位置づけ，参加人数を増やし，福
祉事務所職員の知識の底上げを図る。
②福祉関連部署だけのリスト，フローチャートを作り，総合案内に設置。
　現在，各課が単独で作成している業務案内リストを福祉事務所で統一し，課をまたいだ情報提供を行
い，市民が迷うことなく窓口へ来る助けとする。
③市民が動くのではなく，職員が動くという意識の徹底。
　福祉部署内で適切な連携を取り，可能な限り，職員が移動し，市民を複数の窓口へ転々とさせない。

　目の前の業務に追われる日々ですが，ほんの少し立ち止まり，ほんの少しの改善を。

福岡県朝倉市
窓口サービス向上委員会を設置し，スピーディーなワンストップ窓口業務を実現。
市民が一つの窓口に座り，各課の職員がリレー方式で対応。単なるリレー方式ではなく，可能な限り職員
が待機する方法とした。そのために市民の要望を把握する「お客様シート」を作成し，あらかじめ記載しても
らう形になっている。
仕組み作りはうまくいったが，残された課題は，熱意のある職員の育成である。正規，嘱託，派遣職員が
立場や待遇を超えて「プロの職員」を目指す必要がある。

チーム健康福祉部

たらいの水はここで飲み干せ～福祉ワンストップへの挑戦～

①地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。
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発表タイトル

メインテーマ

チーム名

チーム構成員

所属 氏名 代表内線番号

文化振興課 青山　裕 6612

文化財課 加藤　誠

スポーツ課 磯野　圭佑

国体推進課 岡田　朋大

図書館 篠崎　陽一

図書館 伊達　大門

１．現状と課題：メインテーマに則して，解決すべき現状と課題を記入してください。

２．調査：課題を解決するための優良事例を調査して記入してください。

３．活用方法：調査の結果に基づいて，活用方法などを記入してください。

４．アピールポイント：チームの特徴や意気込みを一言でお願いします！

令和元年度改善力アッププレゼンテーションコンテスト  エントリーシート

文化スポーツ部ではさまざまな事業（イベントや行事）を開催しています。
しかし，知名度のある大きな事業を除くと．．．

例えば．．．
文化振興課×図書館のコラボで，「読み聞かせコンサート」
文化財課×スポーツ課のコラボで，「歴史ウォークラリー」

既存事業や提供できる付加価値を出し合ってコラボすれば，新たな事業が低予算で可能に！
課内・部内だけでなく，全庁に，そして地域を巻き込めば，新たな鈴鹿の目玉事業ができるかも？

一致団結して鈴鹿に新しい風を吹かせませんか？？

新しい風を吹き込んで， 　　     　　　　　　  　　　　　　　  ・　　　　　　　　　　　　　　を盛り上げよう！

図書館が2018年度に実施した囲碁イベントに注目！
総合政策課のシティーセールス特命大使活用事業を活用し，大変好評を得たイベントでした。

同じように課を飛び越えて，“コラボレーション”した事業を展開できないだろうか？

実際に他市では，サッカースタジアムでアウトドア読書（大阪市），図書館ジャズライブ（飛騨市）等，
枠に囚われない事業を開催し，注目を集めています。

文化スポーツ６人衆

“コラボレーション”で鈴鹿に新しい風を！

②新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。 

知名度が

伸びない

客層が

固定化

内容が

マンネリ
予算の

削減


