
令和４年１２月末時点

コンテスト
開催年度

提案名称 担当課 事業概要（予定） 実施状況 R4.12末時点実施内容及び実施予定

H30
トイレを綺麗にまちも綺麗に、
西尾トイレ大賞

観光文化振興課
　観光のシンボルとなりうる魅力的な屋外
トイレを整備する。

実施しない

　Ｃラボ西尾を活用し、魅力的なトイレ
のコンセプトを募集し実施予定であった
が、事業費等の観点から計画は一旦保
留とした。

H30 にしおイズム 広報広聴課
　女性職員チームがフェイスブックに西尾
市の情報を投稿し、西尾市の魅力を発信
する。

実施中

　写真や動画の撮影方法を学ぶ市民向
け講座、市内の小学校でタブレット端末
を利用した写真撮影の授業を開催し、
市民が撮影した市の魅力をSNSやウェ
ブサイトなどで発信している。年度末ま
でに成果物の制作とフィナーレイベント
の開催を予定。

H30 中高生「たまりば」プロジェクト

H30
駅前賑わい創出プランコンテ
スト

R3
ナンバーディスプレイ電話の
導入

総務課
　ナンバーディスプレイ電話を導入し、市
民サービスの向上を図る。

実施予定
　令和５年度のリース期間終了に合わ
せて導入予定。

R3 市役所ウェディング 秘書政策課

　新型コロナウイルス感染症の影響で挙
式ができなかった夫婦に挙式の場を提供
し、「西尾市」への愛着の醸成と定住促進
に努める

実施中

　議場で挙式を実施する「市役所ウェ
ディング2022」の対象ご夫婦を募集した
ところ５組の応募があり、抽選で当選し
た１組のご夫婦の挙式を令和４年１０月
に実施した。令和５年２月に２回目を開
催予定。

R3
佐久島空き家改修費補助事
業

佐久島振興課
　地域おこし協力隊による「おためし島暮ら
しツアー」を実施する。

実施予定
　使用する空き家を改修し、令和7年度
からツアーを実施予定。

R3
西尾マラソン2022での反射材
の配布（参加賞）

危機管理課
スポーツ振興課

　にしおマラソンで反射材を配布し、交通
安全の啓発に活用する。

完了
　令和４年３月開催のにしおマラソン大
会当日に反射タスキ等を配布した。

R3 本庁と支所のマニュアル統一 秘書政策課
　本庁と支所のマニュアルを統一し、整備
する。

完了
　令和４年３月に窓口受付業務を中心
に整備を行った。今後は定期的にマ
ニュアルの見直しを照会していく。

R3
まちなかチャレンジスペース
事業

商工振興課
　中心市街地の空き店舗等の遊休資産を
活用し、新規出店者等がチャレンジできる
機会を提供する。

実施中
　令和４年度に空き店舗等活用事業補
助金を創設した。

　令和元年度に学生チャレンジ企画「西
尾駅にぎわいプロジェクト」の最終プレ
ゼンテーションを開催。５組の学生チー
ムがプレゼンを行った。プレゼンを受け
て、西尾駅ペデストリアンデッキの魅力
的な活用を具現化していく。
　令和４年３月に「おいデッキ」として
オープンし、様々なイベントに活用して
いる。

地域つながり課
　地域がまちづくりを行っていくために、市
民事業提案制度を設け、市民の想いがか
たちになるまちを実現する。

完了
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R4
BIJICON-ＮＩＳＨＩＯ（ビジネス
プランコンテスト）の開催

商工振興課
　新産業の創出等のための、ビジネスプラ
ンコンテストを開催する。

実施予定
　令和５年７月頃募集開始、一次選考
（書類審査）を経て令和６年２月頃に最
終プレゼンテーションを開催予定。

R4 学校給食一般開放イベント 教育庶務課
　新給食センターを開放し、施設見学と給
食試食イベントを開催する。

実施予定
　新給食センターを開放したイベントを
検討中。

R4 腰痛や肩こり予防で健康増進 人事課
　バランスボールを事務用椅子の代わりに
使用し、職員の健康増進を図る。

実施中
　令和４年１０月から試行開始。試行期
間終了後アンケートを実施し、正式導
入を検討する。

R4 町内会情報の共有
秘書政策課

地域つながり課
　町内会に提出を求める情報を集約化し、
町内会長の事務負担軽減を図る。

実施予定
　町内会に提出を求めている書類を調
査中。調査結果を受けて集約方法を検
討する。

R4 西尾トリエンナーレ 観光文化振興課
　アート作品により観光客の回遊を促し、
街の活性化を図る。

実施予定
　令和５年度に行う現代美術地域展開
事業にアイデアを活用し、事業実施す
る。

R4
赤ちゃんハッピーで、みんな
ハッピー。　ベビーファースト
宣言

子育て支援課
　公益社団法人日本青年会議所が提唱す
るベビーファースト運動に賛同し、ベビー
ファースト宣言を行う。

完了
　令和４年１２月に西尾青年会議所出
席のもと、市長による宣言を実施した。

R4 みんなにわかりやすい駐車場 財政課
　公用車駐車場を色分けするなど駐車場
所を視認しやすいように整備する。

実施予定 　令和５年度に整備予定。

R4 西尾彩光築 観光文化振興課
　光の演出による空間づくりによって、いつ
もと違う街の雰囲気を創出し、まちの賑わ
いを推進する。

実施予定
　令和５年度にまちなかライトアップ事
業を実施予定。

R4
西尾市メディア部（仮）の立ち
上げ&「にしおNEWS（仮）」を
平日に配信

広報広聴課
　市公式Youtubeで行っている動画発信を
さらに力を入れて行っていく。

実施予定
　職員が映像制作セミナーに参加し、ス
キルアップを図り、より効果的な情報発
信を行っていく。

R4
条例や規則等の改正方式の
変更

総務課
　条例や規則等の改正方式を、新旧対照
表方式に変更する。

実施予定 　実施方法について検討中。



〇令和３年１２月末時点で「完了した」または「実施しない」事業

コンテスト
開催年度

提案名称 担当課 事業概要（予定） 実施状況 R2.12末時点実施内容及び実施予定

H30
西尾市の地域活性化　with
エアリービーズ

スポーツ振興課
　市役所駐車場にPRフラッグを掲げること
により、デンソーエアリービーズを盛り上げ
地域活性化に繋げる。

完了

　令和元年度に「エアリービーズ応援フ
ラッグお披露目会並びに応援キャッチ
コピー表彰式」、「選手交流会＆エア
リービーズ応援フラッグお披露目会」を
行い、市役所北側駐車場にフラッグを
掲出した。
　令和２年度は１０月に市役所駐車場
へのフラッグ設置及び総合体育館への
のぼり旗、横断幕設置を実施した。

H30
コンビニ交付における証明書
発行手数料の値下げ

市民課

　コンビニ交付の利用促進とマイナンバー
カードの普及、市役所窓口の混雑緩和を
図るため、コンビニ交付における証明書発
行手数料の値下げを実施する。

完了 　令和２年１月に値下げを実施した。

H30
公共施設に災害支援型自動
販売機を設置する

財政課
　災害時に、メーカーから無償で飲料を提
供いただける自動販売機を、必要とする施
設に設置する。

完了
　平成３０年度に施設所管課が災害支
援型自動販売機を導入できるようにマ
ニュアルを作成した。

H30
公用車で市民の安全を見守る
「あんしん西尾」事業

財政課
　公用車にドライブレコーダー搭載を周知
するステッカーを掲示し、地域の見守りに
役立てる。

完了
　令和元年度にドライブレコーダー搭載
を周知するステッカーを公用車に掲示
した。

H30 嬉し♡懐かし♡コミュニ給食 観光文化振興課
　西尾市の特徴的な給食メニューを市内で
食べることができる場所を設け、来訪者増
加や食育推進を図る。

完了

　令和元年度に給食メニューを提供い
ただける市内飲食店を募集し、メニュー
の提供を開始した。
　今後メニューの拡充を図っていく予
定。

R1
公用車のカーシェアリング事
業

企画政策課
財政課

　カーシェアリング用の公用車を導入し、
公用車が稼働していない時間の市民利用
を創出する。

実施しない

　提案内容における課題であった、導
入費用が高額である点について、民間
事業者２社と協議を行ったが、費用面
での課題解決はできなかった。
　そこで、市民ではなく職員が時間外に
公用車を利用する事業内容を検討した
が、職員のニーズが少ないことや歳入
面でのメリットが少ないことから導入は
しないこととした。
　以上のことから、当面は公用車の適
正台数を引き続き精査していくこととし
た。

R1
知識の蓄積「読書通帳」の導
入

図書館
　図書館で借りた本が通帳型の冊子に記
録される「読書通帳」を導入する。

完了

　令和２年１０月から読書通帳の運用を
開始し、小中学生に対し通帳の無料配
布を行った。通帳のデザインは、西尾
市出身の絵本作家にお願いし、西尾信
用金庫から２万冊の通帳寄贈をいただ
いている。

R1 まーちゃ　ＬＩＮＥスタンプ販売 観光文化振興課
　まーちゃのＬＩＮＥスタンプを作成し、西尾
市をＰＲする。

完了
　令和３年４月に観光協会がラインスタ
ンプの販売を実施した。

R2 市民課窓口前ＴＶ有効活用
秘書広報広聴課

総務課
　市民課窓口前のＴＶを活用し、イベントの
周知等を行う。

完了
　令和３年２月に市民課前モニターの運
用ガイドラインを制定し、運用を開始し
た。


