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職員提案制度の見直しについて 

 

1 職員提案制度のねらい 

 

○ 職員が感じている問題点やアイデアを提案することによる、事務の効率化と市民サー

ビスの向上。 

○  職員の事務事業改善に対する意欲の向上。 

 

 

2 職員提案制度の現状と見直しの必要性 

＜職員提案制度の現状＞ 

①提案制度が有効に機能していない 

・ 最近 4～5年の提案件数は 20～25 件で推移しており、合併後の職員数が 2,000 人を超

える中では少ない件数であり、職員の改善に対する意欲が高いとは言えない状況。 

・ 提案の採否に時間がかかっていることや、検討状況が不明確な部分があり、これらが

原因となって提案しようとする意欲を殺いでいる可能性がある。 

・ 自分の所属の業務に関する提案はできない、提案は問題点と改善策をセットでするこ

となどの条件が提案の敷居を高くしている。 

②個人レベルの活動にとどまっている 

・ 提案があったとしても多くは個人提案であることや、提案や採否案に対する職員意見

の件数が少ないことからも個人の活動にとどまっており、全庁的な活動につながって

いない。 

                

 

 

職員の業務改善に対する意欲を高め、さらに改善活動が全庁的に 

湧き起こるような仕組みとなるよう制度の見直しが必要。 

 

 

上記を踏まえた制度の見直しを行うため、制度の利用者である職員で構成する「職員提 

案制度庁内検討委員会」を立ち上げた。 
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3 庁内検討委員会の審議概要等 

（1）委員構成 

・ 公募委員  ：係長級 1名、主任 3名、主事 1名 

・ 組合推薦委員：係長級 1名、主任 1名      （計 7名） 

 

（2）委員会開催経過 

開催日 
出席者数 

（内事務局） 
審議内容 配布資料 

第 1回 

6月 22日 

9（4）名 ・会議の進め方について 

・資料②に基づく意見交換※ 

① 今後のスケジュール案 

② 意見交換のテーマ 

③ 現行の職員提案制度の概要と

課題について 

（参考）現行の職員提案書様式 

（参考）他市町村の例 

第 2回 

6 月 28 日 

10（4）名 ・現行の職員提案制度の課題につ

いて 

・職員提案制度の構築にあたり検

討すべき項目と考えられる方策 

① 現行の職員提案制度の概要と

課題について 

② 職員提案制度の構築にあたり

検討すべき項目と考えられる

方策 

（参考）現行の職員提案書様式 

第 3回 

7 月 13 日 

8（3）名 ・新たな職員提案制度のたたき台

と個別に検討を要する事項の審議 

① 職員の仕事に対する意欲が高

まるポイント 

② 前回までの審議結果を踏まえ

た新制度の方向性 

③ 新たな職員提案制度のたたき

台（全体構成案） 

④ 個別に検討を要する事項 

※現行制度の具体的な見直しを行う前提として、職員提案制度が職員の意欲向上や全庁的な業務改善の促進

に効果があるのかどうか第 1回委員会で検討を行った。 

検討の結果、自分の考えが認められることや褒められることが職員の意欲向上のための大きな要因として

あげられ、職員提案制度はこの点について効果があると確認された。 
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（4）制度見直しに向けた主な意見と新制度で目指す方向性 

 ①提案に対する褒賞について 

・ 自分の考えが認められたり、褒められたりすることが、職員の意欲の向上につながるこ

とから、優れた提案に対しては褒賞を与えてはどうか。 

→意見の方向で検討 

②提案制度の促進月間について 

・ 一年に一度、一定の期間を設けて各職場から 1 件以上の提案をもらうなど、ある程度の

強制性を持たせることで、職員同士の活発な議論が起こることが期待され、また、職員

の業務改善に対する意識を高める契機になるのではないか。 

→促進月間を設定する方向で検討 

 ③「業務改善事例」「ヒヤリハット事例」の追加及び名称変更について 

・ 業務改善事例を公表することによって、他の職場での活用が期待できるほか、活用でき

ないとしても取組みに消極的な課等に対して意識を向上させる効果がある。 

・ ヒヤリハット事例の公表や蓄積は、同様のヒヤリハットが起こらないよう事前に対策を

講じることができ、職員の危機意識を高めるのに有効である。 

・ 「業務改善事例」「ヒヤリハット事例」はこれまでの職員提案制度には含まれていなかっ

た項目であり、「提案」という言葉はなじまず「発表」「報告」とするべきではないか。 

→これまでの職員提案制度の枠を広げ、「業務改善事例」「ヒヤリハット事例」の 2 つの報告

を追加する方向で検討 

→名称を「職員提案制度」から変更する。（名称案『職員の声』について検討） 

④その他 

主な意見 新制度の方向性 

・改善策まで求められるため、課題認識があ

っても提案しにくい。 

・課題だけの提案をできるようにする 

・政策的な提案の場合、政策に関連のない行

革推進課で採否を判断することは困難ではな

いか。 

・実施の是非を判断するに相応しい主体によ

る採否を行う。 

・採否に時間がかかっている ・採否判定を迅速に行う。 

・採否の決定段階に提案者の関わりがなく、

提案者の思いが伝わりきらないケースがあ

る。 

・提案者の希望に応じて採否に関わることが

できるようにする。 

・検討状況が不明確でどこまで作業が進んで

いるのか分からないことから、提案者に不信

感が募り意欲が下がる。 

・検討が長期に渡るような場合は、経過を公

表する 

・採用提案の実現過程が不明確なことから、

提案者に不信感が募り意欲が下がる。 

・提案に対応する所管課が実施計画書を策定

し、実現過程を明らかにする。 
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新たな職員提案制度案（全体構成） 
 
 
 ○提案・報告内容 
 
 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「職員提案」「業務改善事例報告」「ヒヤリハット事例報告」のいずれも業務を改善さ

せるというねらいを持って、職員自ら発せられるものであるという点で一致しているた

め、これまでの職員提案制度の枠を広げ、上記 2つの事例報告を追加することとした。 

また、「業務改善事例」「ヒヤリハット事例」は、ともに「報告」や「発表」するもの

であり「提案」という言葉がなじまないことから、名称を現行の『職員提案制度』から

「職員提案」「業務改善事例」「ヒヤリハット事例」のすべてを包括する『職員の声（仮

称）』とした。 

 

 

 

職員提案 

 

＜ねらい＞ 

・事務の効率化と市民サービス

の向上。 

・職員の事務事業改善に対する

意欲の向上。 

 

政策・事業提案  

新たな政策や事業、既存の政

策・事業に関する改善点等の提

案。 

自由提案         

政策・事業に関すること以外で、

日常業務や全庁における改善点

等を自由に提案。 

課題提案  

自部門・他部門の業務を問わず、

問題や疑問と感じていることの

提案。 

 

業務改善事例報告 

    

＜ねらい＞ 

各職場で取り組んだ改善活動を

公表することにより、改善活動

を積極的に行おうという職員の

意識を高めるとともに、活動内

容によっては他の職場において

活用させ、業務改善を全庁的に

広げる。 

 

 

ヒヤリハット事例報告 

 

＜ねらい＞ 

日常業務の中でミスを犯しそう

になった事例（ヒヤリハット）

を公表することにより、各職場

において事務執行上注意すべき

点を考える契機とし、同様のヒ

ヤリハットが起こらないよう事

前に対策を講じておく。 
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○ 現行制度と新制度案との主な対比 

 

 現行制度 新制度案 
現行制度の問題点や 

新制度案でのねらい等 

・職員提案 ・職員提案 

・政策・事業提案 

  ・自由提案 

  ・課題提案 

・改善事例 

・ヒヤリハット事例 

・業務改善事例を公表することによっ

て、他の職場での活用が期待できるほ

か、活用できないとしても取組みに消極

的な課等に対して意識を向上させる効

果がある。 

・ヒヤリハット事例の公表や蓄積は、同

様のヒヤリハットが起こらないよう事

前に対策を講じることができ、職員の危

機意識を高めるのに有効である。 

提案内容 

自部門に関する提案を認めな

い 

 

自部門・他部門のいずれに関

することかは問わない。 

・自部門の業務に関する提案ができるこ

とにより、課題や成功例を全庁で共有す

ることができる。 

提案様式 費用面など詳細な改善策の記

入まで求める。 

課題のみの提案も認める。 ・詳細な改善策まで求めることにより、

提案する敷居が高くなってしまう。 

募集時期 通年募集のみ 通年募集のほか促進月間を設

けて募集 

・強制性がないと職場内で話し合う機会

がなく、組織提案が出されない。 

・ある程度の強制性を持たせることで、

職員同士の活発な議論が起こることが

期待され、また、職員の業務改善に対す

る意識を高める契機となる。 

採否決定者 行革推進課 ・ 副市長（政策・事業提案） 

・ 所管課（自由提案及び課

題提案） 

・行革推進課では政策的な提案など判断

が難しく採否に時間がかかる。 

・副市長には予算的権限がある。 

・所管課が判断することで採否時間の短

縮につながる。 

採否経過 採否が決定するまでの間、途

中経過の公表なし 

検討に時間を要している案件

については途中経過を公表す

る 

・検討状況が不明確であると、提案者に

不信感が募り、提案意欲が下がる。 

採用提案の実

施 

「実施計画書」を策定してお

らず、採用提案の実施状況が

みえない。 

提案に対応する所管課は「実

施計画書」を策定し、提案者

に示す。 

・提案の実現課程が不明確であると、提

案者に不信感が募り、提案意欲が下が

る。 

報奨制度 なし あり ・自分の考えが認められたり、褒められ

たりすることによって、職員の提案意欲

の向上につながる。 
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新たな職員提案制度案（内容別） 
 

1 職員提案（政策・事業提案、自由提案、課題提案） 

フロー 項目 制度案 これまでに出された意見 課題や当課で採用としなかった理由等 

提案者 ・個人 

・課、係、任意のグループ 

□市民と職員が連名で提案する □市民を報奨の対象とすることは難しい。 

提案内容 ・政策・事業提案 

・自由提案 

・課題提案 

※他部門・自部門のいずれに関するかは問わない。 

□「自由提案」の区分を設ける。 

□自分の部署の課題を提案できるようにする。 

□課題が表面化されるだけでも対応が促されることから、課題のみの

提案も認める。 

 

提案 

↓ 

提案方法 ・提案様式を用い、行革推進課へメールで提出。（促進月間は報告フォルダ） 

・通年募集では匿名も可とする。 

□直接市長に提出する。 

□課や総合事務所等で受付をし、小さな単位で一旦審議する。 

□様式は自由に記載できるものにする。 

□様式は記入可能な箇所のみ記載にする。 

□様式をいくつかのパターンに分ける。 

□市長を採否判定者とする意見なし。 

□組織提案であれば組織で審議する機会がある。 

□小さな単位で受け付ける場合、匿名希望者が提案しにくいと思わ

れる。 

□様式については提案内容ごとに変更し、フリーに記載できる方向

で検討するが、詳細は未定。 

提案受付 

↓ 

提案受付 ・行革推進課で受付。 □課題・提案内容が不明確な場合は行革推進課で確認する。  

意見募集 

↓ 

意見募集 ・イントラに提案内容を公表し、行革推進課あてにメールで職員から意見を募集する。（1 週間） □チャット形式での意見交換。 

□報告フォルダを利用しての意見交換。 

□チャット形式はシステム構築のための費用や時間がかかる。 

□報告フォルダでの意見交換は自由に削除・書き換え等が可能とな

ってしまう。 

採否判定者・課

題提案対応者 

（自由提案） 

・所管課で対応する。 

（課題提案） 

・所管課で対応する。 

（政策・事業提案） 

・副市長が対応する。 

□課題だけの提案であっても公表するだけでなく、すべて対応するべ

き。 

□「市民の声」は所管課で対応しているので、「職員の声」である課

題提案についても所管課で対応するべき。 

 

採否・対応依頼 （自由提案） 

 

・職員意見を付して、行革推

進課から所管課へ依頼する。 

 

（課題提案） 

 

・職員意見を付して、行革推

進課から所管課へ依頼する。 

（政策・事業提案） 

 

・職員意見を付して、行革推

進課から副市長へ依頼する。 

□採否の重要度によって決定者を分ける。 

□予算的な権限を有することから副市長が採否決定するのがよい。 

□副市長の決定前に政策検討会議から意見聴取を行う。 

□下位職員による新設の委員会から意見聴取を行う。 

□課題提案は所管課が対応する。 

□採否決定までの時間がかからないよう、考慮すること。 

□新たに採否判定会議を設置する。 

□新たに採否判定会議を設置するのは時間や手間がかかる。 

□行革推進課が判定しない方がよい。（政策提案や他の所管に係る提

案は判断し難い） 

□下位職員からの意見聴取については、提案受付後、全庁的に職員

からの意見募集を行う機会がある。 

 

 

採否結果・対応

方針の回答 

・依頼日から 3 週間以内に行

革推進課へ回答 

・採用の場合は「実施計画書」、

不採用の場合は「不採用の理

由」を提出。 

・依頼日から 3 週間以内に「対

応方針」を行革推進課へ提出。 

・依頼日から 3 週間以内に行

革推進課へ回答 

・採用の場合は所管課から「実

施計画書」を提出してもらう。 

□課題提案は直接提案者に回答するのではなく、行革推進課でいった

ん受けたほうがよい。（職員間の上下関係などから提案・回答し難く

なってしまう） 

□各回答様式の詳細未定。 

採否決定 

↓ 

採否結果の点

検 

・行革推進課で採否決定者の対応方針が適正かどうかチェックをする。 

 

□行革推進課で採否決定者の対応方針が適正かどうかチェックをす

る。 

□採否決定者や行革推進課の判断が適正か外部に検討組織を設置し

て点検する。 

□新たに点検のための外部組織設置には時間がかかるため、今後の

検討課題としたい。 

 

採否・対応方針

公表 

↓ 

採否・対応方針

公表 

・イントラに職員意見と上記回答結果・対応方針を公表する。 

・採否・対応方針が決定していない場合は検討状況を公表し、採否決定まで月に 1 度のペースで

状況報告。 

□提案したものの採否判定状況が見えない。  
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フロー 項目 制度案 これまでに出された意見 課題や当課で採用としなかった理由等 

報奨 

 

報奨 ※報奨制度案は別紙。 □褒賞等の見返りがあると提案する意欲が湧く。 

□希望する研修に参加できるようにする。 

□市長からコメントをもらう。 

□頻繁に市長と会う機会のある職員は、市長からのコメントが嬉しい

かどうか疑問。 

□給与を 1 号特昇させる。 

□ポイントが貯まったら給与を 1 号特昇とする。（ポイントをためる

ことにあきらめ感が生じないよう考慮する必要がある。） 

□課題提案については気づきの視点がよいものを対象とする。 

□組織に対しては賞状やコメントでいいのではないか。 

□組織に対しては賞状不要。年報を残してはどうか。 

□市長室で表彰式を開催するのはどうか。 

□報道が入ればＰＲになる。 

□ホームページに提案を掲載する。 

□匿名の場合は表彰式への出席は求めない。 

□研修・給与・休暇に関する褒賞については別途人事課との協議を

要する。 

 

 

2 業務改善事例報告   

フロー 項目 制度案 これまでに出された意見 課題や当課で採用としなかった理由等 

報告者 ・課、係。総合事務所は総合事務所、グループ単位。   

報告内容 ・自部門における改善事例。   

報告 

↓ 

報告方法 ・提案様式を用い、行革推進課へメールで提出。（促進月間は報告フォルダ） 

※匿名は不可とする。 

 □報告様式未定。 

公表 

↓ 

公表 ・イントラに事例を掲載する。 

 

□優秀な事例だけでなく、取り組み結果すべてを公表することによっ

て、他の課への活用が期待できるほか、活用できないとしても取り組

みに消極的な課に対して意識を向上させる効果がある。 

 

報奨 

 

報奨 ※報奨制度案は別紙。   

 

 

3 ヒヤリハット事例報告  

フロー 項目 制度案 これまでに出された意見 課題や当課で採用としなかった理由等 

報告者 ・個人または課、係、グループ   

報告内容 ・自部門で起きたヒヤリハット事例   

報告 

↓ 

報告方法 ・報告様式を用いて、行革推進課へメールで提出。（促進月間は報告フォルダ） 

※匿名も可とする。 

□報告の際に対応策も報告するのはどうか。 □報告様式に対応策も記載できるものを検討。詳細未定。 

公表 

↓ 

公表 ・イントラに公表する。 

・庁内掲示版に蓄積する。 

□ヒヤリハット情報の蓄積は、危機意識を高めるのに有効であると思

う。 

 

報奨  ・なし   

 



新たな職員提案制度案（報奨制度） 
 

提案・事例内

容 
政策・事業提案 自由提案 課題提案 改善事例提案 備考 

報奨対象 

募集期間 通年・促進月間を問わず、１月～12 月に受け付けたもの ※ヒヤリハット事例は情報共有する

のみとし、報奨の対象とはしない。 

個人の場合 ○最優秀賞：1件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

・給与の 1号特別昇給 

・提案に関係する部署への異動について希望がある場合、人事課で考慮する。 

 

○優秀賞：2件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

※優秀賞を 2 回受賞の場合、最優秀賞と同じ内容での褒賞とする。 

 

○最優秀賞：1件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○優秀賞：2件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

－ 報奨内容 

組織の場合 ○最優秀賞：1件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○優秀賞：2件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

○最優秀賞：1件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○優秀賞：2件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○最優秀賞：1件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○優秀賞：2件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

 

○奨励賞：3件まで 

・表彰状 

・市長からのコメント 

※ 特別昇給については人事課と協

議中。 

 

現段階での人事課の見解： 

・給与の 1号特別昇給については

採用の余地がある。 

・異動については、希望を「考慮

する」にとどまる。 

・特別休暇の新設は困難。 

・希望の研修への参加について 

は、既存制度を運用する中で費用

の全額負担は難しい。 

受賞基準 実効性があり、市民サービスの向上、費用対効果の面から大きな効果をもたらすもの。 

※優れた提案から順に最優秀賞、優秀賞とする。 

大きな改善効果を与える課題提起であるも

の。 

※優れた提案から順に最優秀賞、優秀賞とす

る。 

 

大きな改善をもたらした活動や他の職場に応

用できる改善活動、または業務改善に対する努

力が特に認められるもの。 

※優れた事例から順に最優秀賞、優秀賞、奨励

賞とする。 

 

 

受賞提案・事例決定 ・庁議において決定  

受賞提案・事例の決定までの

流れ 

・1月中旬：行革推進課で前年 1～12 月までの提案・事例をまとめ、庁議へ受賞提案・事例の決定を依頼。 

・2月上旬：受賞提案・事例決定。 

・2月中旬：受賞者に受賞の通知。 

 

・受賞案件について市長からコメントをもらう。 

 

表彰式の開催 ・2月下旬に開催。 

・市長から直接表彰状を授与してもらう。 

（匿名者は出席しない） 

 

その他 ・イントラ及びホームページに受賞提案・事例を掲載する。 

・年報を作成する 
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新たな職員提案制度案（促進月間） 

 

 

募集期間や募集件数等にある程度の強制性を持たせることにより、職員同士の 

活発な議論が起こることや職員の業務改善に対する意識が高まることを目的と 

する。 

 

1 促進月間の時期 

 毎年 7月の 1か月間を募集時期とする。 

※7月を案とした理由：予算編成時期を考慮したため（特に政策・事業提案に関して） 

 

2 募集内容 

  次のうちから、各課からは係の数以上、区総合事務所からはグループの数以上、 

提案・報告してもらう。 

（1）政策・事業提案（※部長級以上がテーマを設定することも可能とする） 

（2）自由提案   （※部長級以上がテーマを設定することも可能とする） 

（3）課題提案 

（4）改善事例報告 

（5）ヒヤリハット事例報告 

 

3  提案方法 

 提案・報告様式を用いて行革推進課へ報告フォルダで提出。 

 

4  採否方法 

 通年募集と基本的に同様とする 

  

5  報奨について 

 通年募集の提案や事例報告とあわせて報奨対象とし、年 1回、表彰式を行うことと

する。 
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