１係１事務改善運動“１５０日チャレンジ”取組事案一覧
実施期間：H27.9.3～H28.1.31
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期待される効果
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議案を電子データ化し、グループウ
エア上の総務課のフォルダに議案
データを公開することにより、説明
員である所属長は必要な部分を印刷
できるようになった。
なお、議員、議場へ入場する説明員
等の議案は、全ページを参照する必
要があるため、81部については、従
来どおり総務課で印刷することとし
た。
事務事業のアウトソーシング洗出調 定員適正管理ができる。
来年度配置計画ヒアリング時(10月
書の作成
～11月)に、事務事業等でアウト
ソーシングできるものや臨時・非常
勤職員で対応したい事務を確認し、
予算要求するようにした。
育児休業者が復帰する際の提出書類 育児休業者が復帰する際の提出書類、確認事 育児休業者の復帰時のみならず、産
チェックリストの作成
項のチェックリストを作成し、チェックする 前産後休暇、育児休暇、職場復帰の
ことにより、提出書類漏れ予防と再確認がで 各段階に応じた書類チェックリスト
き、事務の効率化が図れる。
を作成した。
当初予算事務の際に各課が作成する ワード又はエクセルから一太郎に打ち直しす 予め予算要求部署の担当者に一太郎
「概要書」を一太郎で作ってもらう る事務がなくなる。
のインストールを行ってもらい、予
算要求に併せて一太郎で作成した概
要書をデータで提出してもらった。

廃棄資料及び会議資料の量を減ら
す。

・紙代、トナー代、リサイクル代の削減
・会議時間の短縮

地元大学等との連携により、市民
サービスの向上を図る。

研究機関のノウハウを生かし、市政に反映さ 市が公開しているオープンデータを
せるとともに、市民サービスの向上が期待で 活用し、学生目線で生活に生かせる
きる。
ようなアプリを試作する。
オープンデータの活用方法を考える
とともに、求められるオープンデー
タについても意見をもらう。
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印刷等で共用機器使用時間を長く要 待ち時間等の解消による業務全体の効率化
する作業を早めに出勤し、他職員の
使用前に行うことで業務の効率化を
図る。

・各種資料の印刷の失敗を減らすた
めに「印刷プレビュー」を多く利用
するようにした。
・各種会議の際は資料の量を減らす
ように努めた。

理

課

契

約

7

査

期間中に開催された定例会の一部の時間をい
ただき、いくつかの意見をいただいた。
開催数：6回、参加人数：延べ84人(重複含
む)

その日の工業新聞から関連記事をコ 入札契約関連情報を係又は課内で共有化が図 関連記事をコピーし、課内供覧す
ピーし、課内供覧する。
られる。問い合わせにスムーズに対応が可能 る。必要に応じて記事内容を調べ
となる。
る。
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地

係
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家
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工事検査や工事現場パトロールの際 エコドライブにより、燃費が改善する。安全 工事検査や工事現場パトロールの際
にふんわりアクセル、アイドリング 運転にもつながる。
にふんわりアクセル、アイドリング
ストップを実施する。
ストップを実施し、安全運転に心掛
けた。
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール スケジュールを共有することにより、的確に 今後の会議予定や休暇取得等が決ま
機能を活用し、職員の予定を相互に 電話や窓口において対応することができる。 り次第、スケジュールを登録する。
把握することにより、業務をスムー
ズに遂行する。

LGWAN(総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ)を使用する
端末に対する生体認証の導入
5

係
2

産前から職場復帰時までのチェックリストを
作成したことで、流れが前もって把握できる
ことや、今後、リストを職員の利用だけでな
く、出産する職員に渡すことで情報提供の
サービス向上が図れる。
財政課職員は一太郎で作成した概要書データ
を基に作業ができたことから、従来と比較し
大幅な事務の効率化と負担軽減につながっ
た。
予算要求部署においても作成してもらった
データが有効に活用される点が評価できると
思われる。
・印刷する前に「印刷プレビュー」を利用し
印刷の失敗を減らすことで、紙代、トナー
代、リサイクル代の削減に繋がった。
・昨年度と比較すると、会議資料を減らすこ
とに努め、会議時間の短縮、紙代、トナー代
の削減に繋がった。
試作として、小学校のデータを地図上に現在
地と小学校の位置を表示し、転入者など地域
外の人が使えるアプリを開発中。別途、ジオ
パーク関連でも活用できないかを検討中。
市が公開しているオープンデータの活用事例
を作ることに成功。

地域づくりの課題や提案等の意見を 地域づくり団体等と話し合いの場を持ち、市 地域づくり団体（白山市地域づくり
聴取する。
民感覚での情報収集と地域課題を取り入れる 塾）に参加していることから、市民
ことで、日常業務に反映する。
協働をテーマとして意見交換をいた
だいた。
また、本年のコンソーシアム事業に
おける作品の意見も頂いた。
法定外公共物の払下げや使用の際に 担当者が不在でもわかりやすい説明が受けら 担当不在でもマニュアルで他の者が
必要な説明資料や受付マニュアル等 れる。また、申請する際の審査時間が減り、 対応できるよう課内の意識付けを
を窓口に備え付ける。
書類不備を防ぐことができる。
行った。

5

検

定員適正管理ができる。

誰も使っていない時間帯に印刷物を終了する
ことで、日中の業務がスムーズに行えた。同
時に、印刷物の丁合作業も空き時間にできる
ことから、作業全体の効率が上がった。

国土法や公拡法の各種届け出に必要 担当者が不在でもわかりやすい説明が受けら 担当不在でもマニュアルとチラシで
な説明資料や受付マニュアル等を窓 れる。また、申請する際の審査時間が減り、 他の者が対応できるよう課内の意識
口に備え付ける。
書類不備を防ぐことができる。
付けを行った。

係

議案の電子データを活用する方法により、一
会議当たり約30,000円の印刷コストと、時間
外勤務手当約20,000円分の縮減が可能となっ
た。

庁内研修等で各自が用意する資料に
ついては、業務開始前に印刷を終わ
らせる。
いつもよりも、１０分早めに出勤す
ることで、印刷時間を確保する。

1

監

効果

５階フロアに展示してある美術・工 来庁者が作品や作者への理解を深めること ・既存のキャプションを取り外し、 白山市に縁のある作者の作品が展示されてい
芸作品のキャプションに作者の略歴 で、市所蔵の美術作品をより楽しんでいただ 作者の略歴を追加記載したキャプ ることもあり、足を止め、キャプションと作
等を追加掲示する。
ける。
ションを作成、掲示した。
品の両方を見る人が増えた。展示作品に対す
・キャプションのサイズを大きく る関心と理解をより深める良い機会になって
し、見やすくした。
いる。
郵便全体に関する手引きを作成し、 郵便物の取り扱いについて、間違いを減ら 「郵便に関するＱ＆Ａ及びフロー 郵便物の取り扱いについて、周知することが
職員へ周知する。
し、取りまとめの時間短縮と宛先に不備のあ チャートについて」を作成し、平成 できたが、取りまとめの時間短縮や宛先に不
る郵便をなくす。
27年9月22日にＣＥＳＳ(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ) 備のある郵便をなくすことはできなかった。
掲示板で掲載した。
引き続き、取り扱いについて周知徹底した
い。
議案の紙配布の廃止（課長級のみ実 ・コピー代の削減
施）
・印刷用紙代の削減
・業務効率の向上
・時間外の削減

2

3

取組事案

端末のパスワードを複数で管理する必要が無 LAGWAN(総合行政ﾈｯﾄﾜｰｸ)を使用する
くなり、外部への情報漏えいの可能性が減少 国税連携及びeLTAXの端末へ指紋認
する。
証を導入し、各自がパスワードを入
力しなくでも使用できるようにし
た。

評価基準及び市評価事務要領を用い 職員の知識向上及び評価の統一見解を図る。 課題等について係全体で分析、研究
た内部研修の実施。
を行うため、定期的に研修会を実施
し、職員間の知識の共有、向上を
図った。
償却資産事務要領の作成
課税事務の向上、効率化を図る。
償却資産事務全般を改めて係全員で
精査し、定期的に打合せを重ね、要
領作成に取り組む。

取組期間：9月3日～1月31日
【法定外公共物】
件数
うち担当者不在
仕様相談
200件
40件
払い下げ相談
30件
8件
境界確認相談
50件
10件
取組期間：9月3日～1月31日
件数
うち担当者不在
国土利用
3件
1件
計画法の相談
公有地の拡大
3件
1件
推進に関する
法律の相談
課内で事前に情報の共有化が図られ、業者や
各課の問い合わせに対してスムーズに対応が
可能となった。
【記事内容】
○市入札・開札関連(81件)
○市関連(133件)
○県・国関連(83件)
○他市関連(12件)
ドライバーの安全意識が向上し、燃費改善に
もつながった。
【燃費】
○19.1km/ℓ ⇒ 20.3km/ℓ
スケジュール登録することにより、担当者が
不在であっても予定を把握しており、的確な
対応が可能となり、業務を円滑に遂行でき
た。
また、予定を共有していることにより、休暇
（特に夏季休暇）の取得による係員不在を減
らすことができた。
導入により、パスワード入力を指紋で代替え
でき、各自が記憶する必要がなくなり、パス
ワードを変更しても指紋でアクセスできるの
で、変更が容易になった。
また、パスワードを不必要に周知しなくても
よくなり、今後、税情報の中で取り扱う予定
のマイナンバーについても安全に対応できる
ようになった。
公平な課税のための知識が向上し、適正かつ
合理的な評価に努めることにより市民からの
信頼性確保に寄与した。
事務要領の作成する過程において、職員の資
質向上には寄与できたのではないか。
毎年行われる法改正等、複雑な事務に臨機応
変に対応できるよう事務要領改正を係全体の
取り組みとして今後も鋭意努めたい。
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納税指導係
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危機管理課

危機管理係
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2

消防防災係

電話催告、臨戸徴収等の際、過誤納 過誤納付(重複納付)等による還付事務を削減 電話催促・臨戸徴収等の際、過誤納
付(重複納付)等しないよう当初納付 し、事務の効率化及びスリム化を図る。
付(重複納付)等しないよう当初納付
書・分納用納付書や督促状の管理を
書・分納用納付書や督促状の管理を
納税義務者に徹底する。
納税義務者に徹底した。
また、口座振替の推奨を行い、納期
ごとの納税額の口座管理の指導を
行った。
石川県央地区地方税滞納整理機構に 納付書発行、収納確認等の事務の軽減と効率 滞納整理機構(金沢県税事務所内)に
おいて、COUS住民情報システムを活 化
おいて、光回線を利用し、本市派遣
用する。
職員がCOUS住民情報システムを活用
できるようにした。
地域防災計画等各種危機管理に関す フロチャートの作成により、危機管理の全体 地域防災計画等各種危機管理に関す
る計画等のフロチャートを作成し、 像が把握でき、スムーズな計画等の運用が図 る計画等のフローチャートを作成
作成状況や問題点、今後の課題等を られ、迅速な危機管理行動が期待できる。 し、問題点や今後の課題等を整理す
整理する。
る。
あいさつの徹底

1

企画財政部
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画

課

企画調整係

12

ホームページ・フェイスブックを利 市民に対する策定過程の透明化
用した総合計画策定過程の公開
1

地域創生対
策室

13

書類の一元化・整理を行う。
2

人口問題対
策室

週１顔合わせミーティングの実施

14

4

2
交通対策課

交通対策係

情報統計課

情
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係
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広報広聴課

広報広聴係

生活支援課

庶

務

係
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係
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障害福祉課

給

付

係

19

聴覚障害者が来庁されたら、手話で
あいさつ等を行う。

1

聴覚障害者が来庁されたら、手話で
あいさつ等を行う。

発達相談ｾﾝ
ﾀｰ

毎週金曜日朝礼後の相談ケース報告
について、新規等抽出したケースの
みの報告とする。

20

1・2

長寿介護課

22

23

24

各ケースワーカーの１～２週間の訪
問計画を一覧表で作成する。

1
相談支援係

21

広報紙の校正力、校閲力を向上。ケ
アレスミスを防ぐための確認の徹
底。
朝礼時に各職員が1日の予定を報告
し情報を共有する。

1

保

長寿社会係

日中の慌ただしい職務時間帯とは別に、短時
間ながら、顔を合わせて定期的にミーティン
グを行うことで、業務の課題整理や今後の方
針などについて話し合うことができた。ま
た、ときには雑談を交わすことによって室員
の間で連帯感が増した。

定住促進事業計画認定チェックシー チェックシートを改訂し、制度の審査基準や
ドの内容を見直す。
添付書類を明確化することによって、計画認
定審査の精度が高まった。
Ｄ５１型蒸気機関車の毎月点検の実 定期的な点検による安全の確保
毎月1回、第1月曜を基本に定期点検 ・本体上部にメクレ(１箇所)を発見し、補修
施
を行った。
した。
・クモの巣を除去した。
情報系パソコン内の個人情報に
市が保有する個人データを外部攻撃（標的型 情報系を利用している課内におい ほぼ全庁内で、情報系パソコンにある個人情
PASSWORD等を設け、情報流出を防
メール攻撃）から守る情報セキュリティ対策 て、情報系パソコンにある個人情報 報を基幹系パソコンに移動するか、あるい
ぐ。
としての効果と同時に、職員の情報セキュリ を基幹系パソコンに移動するか、あ は、フォルダ等にパスワードをかけることや
ティの意識の向上が図られる。
るいは、フォルダ等にパスワードを 暗号化してもらった。
かけることや暗号化してもらう。
平成２７年度国勢調査の啓発（イン 円滑かつ確実な調査の実施
ターネット回答の推進）

1
健康福祉部

ホームページ・フェイスブックを利
用した総合計画策定過程の公開
（掲載した情報）
会議等開催情報 7回 市民アン
ケート調査結果
新設部署であり、組織機構を度々改編されて 週1回、個々の事務分担に基づき、
きていることから、書類が一元化されていな 書類の一元化・整理を行う。
い。書類の一元化・整理を行うことにより事
務効率化を図る。
情報の共有及び連携
週に一度、業務終了後に短時間の顔
合わせミーティングを行う。
内容は必ずしも職務に直結するもの
でなくとも良いとし、お互いに顔を
見合わせながらコミュニケーション
をとる。

H27.1.31
H28.1.31
還付件数
249件
265件
過誤納件数
45件
14件
計
294件
279件
※微減ではあるが、納付管理の徹底指導と口
座振替勧奨を今後さらに努める。
滞納整理機構において納付書発行・収納確認
等が可能となり、その都度派遣職員が市納税
課に来る必要がなくなった。
滞納整理機構と市納税課が書類を持ち、行き
来する回数が削減され、個人情報を持ち歩く
リスクが大幅に削減された。
地域防災計画等各種危機管理に関する計画等
を整理する中で、職員一体となって、危機管
理に関する諸課題に取り組むことができた。
今後も国や県の計画等を注視しながら、各種
災害に対する対応や、避難に関する課題等各
種対策に取り組んでいきたい。
成果を数値化することは難しいが、消防防災
係として、あいさつの徹底を心掛けたことに
より、以前より、しっかりとした挨拶及び対
応により、市民へのサービス向上のほか、課
へ来られた相手方に対し、課のイメージを損
なうことなく、円滑な協議をすることができ
た。
当初目標値：各回のフェイスブックの
「いいね」30人以上
実績値：会議等開催情報7回
「いいね」平均値15.4人
(最大値：36人、最小値：8人)
書類の一元化、インデックスによる整理など
も行い、事務の効率化が図られた。

定住促進事業計画認定チェックシー 受付業務の円滑化
トの見直し

5
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来庁される市民および消防、警察関係者に対 市民、県・他市町職員ほか、消防
し、元気よくあいさつし、防災活動の基本で 団、警察関係者等が危機管理課へ来
ある普段からのコミュニティ作りを図る。 られた際、しっかりとした挨拶及び
対応を心掛け、実践する。

【固定資産税】

調査員が世帯を訪問する際、または
市への国勢調査に関する電話等での
お問い合わせがあった場合に、イン
ターネットでの回答を依頼した。

インターネット回答率：白山市52.2％（全国
36.9％）
※平成27年国勢調査 世帯数で算定
【H27】世帯数
36,556世帯
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回答 19,073世帯
誤字・脱字の訂正はもちろんのこと、不適切 課・係内においての複数（回数・人 訂正記事の掲載なし
な表現の修正により広報紙の信頼性が担保さ 員）でチェックを徹底した。
れる。
行動計画を事前に把握することにより、職員 毎日朝礼を行い、その日の予定を報 少ない人員の中で各職員の出席会議や訪問
の在席調整を行い、窓口や電話対応における 告し、情報の共有化を図った。
等、その日の予定の情報を把握、共有化し、
市民サービス等の低下を防ぐ効果が期待でき
外出等職員の重複を事前に調整することで在
る。
席事務職員を確保し、窓口や電話等の対応に
おける市民サービスの低下を防ぐことができ
た。
行動計画を事前に把握することにより、職員 各ケースワーカーの2週間の行動予 4名のケースワーカーのうち、イベント等の
の在席調整を行い、窓口や電話対応における 定を一覧表に作成
開催時を除き、常時2名が在席することによ
市民サービス等の低下を防ぐ効果が期待でき
り被保護者及び相談者への応対をスムーズに
る。
実施している。
聴覚障害者に対するふれあいやサービス向上 朝礼時に前日の手話窓口対応の内容 150日間で312回の手話で聴覚障碍者と対話が
を発表し、次の窓口対応につなげ 行え、市民サービスの向上につなげた。
た。
聴覚障害者に対するふれあいやサービス向上 朝礼時に前日の手話窓口対応の内容 150日間で312回の手話で聴覚障碍者と対話が
を発表し、次の窓口対応につなげ 行え、市民サービスの向上につなげた。
た。
相談件数急増に伴い、1週間の全ケース報告 1週間の全ケース報告(40～50件)を 新規ケース、抽出ケースのみの報告となった
をやめ、新規等抽出したケースのみの報告と やめ、新規と抽出したケースのみ、 ため、概ね30分以内に報告終了することがで
することで、報告の時間短縮とケース進捗状 概ね15～20件を30分以内で報告とす きた。
況・内容の把握等、情報共有の効率化とな ることで、報告の時間短縮とケース 各職員の進捗状況の把握が短時間となったこ
る。
進捗状況・内容の把握等、情報共有 とで、抽出ケースの対応方針等について、各
を図る。
専門職の視点(保育士・保健師・臨床心理士)
で協議・検討する時間もでき、よりよい支援
の方向性を探ることができるようになった。

窓口を整理整頓し、市民が来庁され 窓口で、市民が座っている時、机上に道具箱 常に窓口を整理整頓し、受付しやす 窓口を整理整頓し、市民が来庁されたら筆記
たら筆記用具等が入った道具箱を机 があれば、職員が応対中であるということが い環境に努めるとともに、市民に不 用具等が入った道具箱を机上に出し受付する
上に出し受付する。
わかり、受付業務がスムーズとなる。
快な思いをさせないスムーズな窓口 ことにより、業務がスムーズに遂行された。
業務に取り組む。
介護保険係
課全体で定期的に３係の業務内容等 課全体で協力体制を取ることにより、業務の 定期的に勉強会を開催し、係の事務 定期的な勉強会は実施できなかったが、必要
の勉強会を開催し、事務進捗状況に 効率化が図られる。また、職員の職務能力の 進捗状況の確認、係間の連携を図 に応じ、その都度実施した。
2
ついて報告を行う。
向上が図られるとともに、窓口や電話対応が る。
スムーズとなる。
賦課徴収係
朝礼時のあいさつを当番制にする。 全員参加型の朝礼をめざし、職員のやる気を ・朝礼時のあいさつを当番制で実施 当番制にすることにより、職員間の連携が更
促すことで、市民サービスに効果が期待でき する。
に図れるようになった。
1
る。
・事前に把握している予定以外は、
各自が報告し共有する。
高齢者支援ｾ
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール スケジュールを共有することにより、電話や 全職員がチェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケ 各職員のスケジュールを把握でき、電話や来
ﾝﾀｰ
機能を活用する。
来客に的確に対応することができるうえ、打 ジュール機能を利用し、各自、予定 客に的確に対応することができた。
合せ等の日程調整に役立つ。また、関係部署 が入り次第、個人のスケジュールを また、各職員のスケジュールが見えること
にスケジュール入力していることを伝え、効 入力した。
で、打合せ等の日程調整に役立ったうえ、担
率的な連絡につなげる。
また、打合せ等の日程が決まれば、 当者が出席する職員のスケジュールに入力す
1・2
担当者が出席者のスケジュールに入 ることで、出席者もスケジュールを把握でき
力した。
た。
しかし、関係部署にスケジュール入力してい
ることを十分に伝えなかっため、効率的な連
絡につながったかは不明。
こども子育 こども育成
窓口業務、接遇の向上及び窓口の環 キッズコーナーを設けることで、保護者が安 ・こども子育て課受付の場所にキッ ・キッズコーナーを設けたことで、利用者が
て課
係
境充実
心して受付や相談ができる。階段付近のパネ ズコーナーを設置し、遊具や絵本を 子供を遊ばせまがら受付ができた。
1
ルに絵画などを飾ることで、市民が２階に上 置く。
・課のボードに本格的な絵画を飾ることで市
がってきた時、ホッとでき、心地よく受付ま ・階段付近のボードに保育所の子ど 民の方から親しみを持ってもらえた。
保 育 係
で進んでもらうことが出来る。
もが描いた絵や書を飾る。また、職 ・週2回の朝礼であいさつに対して意識でき
1
員が制作した作品を飾り親しみやす た。また、連携を図る機会となった。
くする。
児童福祉係
・週2回朝礼を行い連携を図るとと
1
もに、職員が挨拶を率先してできる
ように心がける。
保険年金課 保険年金係
1 窓口で必要書類を整理し、各窓口の どの窓口でも同じ場所に必要書類があること 必要書類を整理し、各窓口の同じ場 必要書類をすべての窓口の同じ場所に配置し
同じ場所に書類を配置する。
で、接客時の対応をスムーズに行うことがで 所に書類を配置した。
てあることで、来庁者への対応が、スムーズ
賦 課 係
1
きる。
に行え、1人当たりの窓口受付時間の短縮に
効果がみられた。
高齢者医療係
1
1

健康増進課

いきいき健
康係

25

電話1（ワン）コール受信対応の徹
底
1

保健予防係

電話1（ワン）コール受信対応の徹
底
1
健診関連カルテの統合、一本化
1・2
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鶴来保健ｾﾝ
ﾀｰ

1
1

①顧客（市民）満足度、好感度の向上
②電話内容の多くが専門分野（健診、予防、
母子）での相談、問い合わせであることか
ら、常に担当への迅速な取次ぎが可能とな
る。
①顧客（市民）満足度、好感度の向上
②電話内容の多くが専門分野（健診、予防、
母子）での相談、問い合わせであることか
ら、常に担当への迅速な取次ぎが可能とな
る。
これまで作成していた「健診結果ファイル」
と「保健指導カルテ（健診結果後）」を統
合、一本化することにより、履歴を確認しな
がらの質の高い保健指導や繋がりのある保健
指導が可能となる。

毎朝、朝礼時の連絡会において、
個々のスケジュールや事務の共有化
を図る。
電話などでの「ほう・れん・そう」
メモの活用

それぞれの行事や会議等の予定を把握するこ
とにより、問合せ等を迅速に対応する。

朝礼前のラジオ体操の実施

職員の健康状態の維持、改善に繋げる。

電話連絡などの課内職員間の事務を円滑にす
る。

4
保育施設

わかみや保
育所

27

保育所工事にかかる幼児及び保護者 丁寧な対応や配慮することで、児童が安全に
の対応
保育所で過ごすことができ、保護者も安心で
きる。

1

千代野保育
所

玄関や施設内の整備と美化運動

・利用者が気持ちよく来所でき、職員に話し
やすくなり、信頼関係が増す
・職場環境を整備することで、仕事の能率が
上がる

花壇や玄関の環境美化整備

保育園利用者及び来客者、地域の方の心を和
ませるとともに、施設の環境美化につなげる
ことができる。

4

湊保育園

1

2

つるぎ保育
所一ノ宮
3
つるぎ保育
所鶴来

2

双葉保育所

吉野保育所

松任幼稚園

白山市子育
て支援ｾﾝﾀｰ

乳児保育所

電話当番以外の者もワンコール受信 ワンコール受信する意識の高揚が図られた。
に取り組む。

「健診結果ファイル」と「保健指導 約10,000件の内の3,000件ほどのファイルの
カルテ(健診結果後)」を一本化す
一体化が完了。
る。質の高い保健指導を行う。
ファイルの一体化で経過を年次経過で把握で
きるようになり、効率的な指導ができるよう
になっている。
ファイルの一体化を引き続き進める。
毎朝、朝礼時の連絡会において、 朝礼時の連絡会において、それぞれの行事や
個々のスケジュールや事務の共有化 会議等の予定を把握することにより、問合せ
を図った。
等に迅速に応対することができた。
電話の応対などで「ほう・れん・そ 「ほう・れん・そう」メモの活用により、電
う」メモの活用を図った。
話連絡などでセンター内の職員間で事務を円
滑にすることができた。
毎朝、朝礼前にラジオ体操を実施し 毎朝、朝礼前のラジオ体操を実施することに
た。
より、職員の健康状態の維持・改善に繋げる
ことが出来た。
・工事概要説明…4月入所式・進級 保護者に対して、工事概要説明及び書面でお
説明会、10月運動会、11月表現会
便りを発信したことで、保護者の理解が得ら
(上記の行事の時に、保護者に口頭 れ、特別な苦情もなく安心して過ごせた。ド
で伝える)
ライブスルーについても子どものスムーズな
・保護者へ工事概要文配布…工事概 送迎と安全確保に心掛けることができ成果が
要説明第1区～第3区間の工事
得られた。
(説明文を工事区間ごとに3回に分け
て配布)
・保護者の迎え予定時間のお便り配
布(毎週金曜日)
・ドライブスルー実施…送迎時(月
曜日～金曜日)
玄関…整理整頓、丁寧な清掃の励 整理整頓といった共通の目標を持つことで職
行、花壇の整備
員間で刺激を受け、廊下の整理等に日々目が
廊下…保育室前の棚の整理整頓、清 向くようになり、きれいになった。また、そ
掃、季節感を感じるさり気ない装飾 れだけでなく、廊下に無駄なものが置かれな
を飾る
くなったので子ども達にとっても安全な空間
保育室…共有利用の場としての整理 になってきたと感じる。花壇の手入れ等をし
整頓をする、職員間で整備の様子を ている際、保護者の方や地域の方が声をかけ
見合う
ていくなどコミュニケーションのきっかけと
なった。整理整頓や玄関の美化は、「ほっと
する場」作りとなり気持ちよく迎えれること
が出来ることから、環境作りの大切さを再確
認した。
花壇や玄関の環境美化整備
玄関前の花壇とプランターの花の育成及び整
理に努めることで、親子で会話する姿がみら
れた。また、来客や地域の方の目を楽しま
せ、保育園に親しみをもってもらうことがで
きた。（花を育てることを通じて『ふれあ
い』『思いやり』を目指して人づくり、地域
づくりがされたように思われる）

書類棚、教材庫、用具庫の整理整頓 必要な書類をすぐに取り出すことができ仕事 書類棚、教材庫、用具庫の整理整頓 ・書類のファイルを保管することで、必要な
の効率につながる。また、今ある教材を有効
時にすぐに取り出すことができ効率よく仕事
に活用したり在庫確認がしやすくなり、経費
ができるようになった。
削減のつなげることができる。
・教材庫、用具庫を整理し何があるかを見や
すくすることで、子どもの遊びに有効活用す
ることができた。また、在庫の確認が一目で
わかるようにし、必要なものだけ購入したこ
とで経費削減になった。
保護者より回収した廃材を利用し活 廃材を利用し、低コストで手作りすることで 家庭で出る包装紙や牛乳パックを回 折り紙の購入費0円、コーナー仕切り、まま
用。包装紙の折り紙、菓子箱の表 消耗品費を節約。
収し、折り紙にしたり遊びのコー ごとセットなどの製作費計1,000円。廃材を
紙、牛乳パックのコーナー仕切り。
ナーやごっこ遊びの道具、ままごと 保護者から回収することで物を大切にする心
キッチンセットなどを作成したりす を持つことを啓蒙できた。
る。
各クラスの保育環境等準備する項目 ・一保育室に集まり準備等を行うことで光熱 各クラスごとに保育環境等準備する 予定した退勤時間に帰宅出来なかった割合
を挙げ、「業務効率シート」に記入 費の削減につなげる。
項目を挙げ、「業務効率アップシー は、9月59％、10月64％、11月79%、12月
する。
・準備等を行いながら日々の保育内容等を年 ト」に記入する。
77％、1月55％で5ヶ月間の全体としては66％
齢間で話し合いもでき、職員間の連携が密に
だった。1つの部屋に集まり業務をこなした
なる。
り、行事前は他クラスの手伝いを協力した
・互いに協力し定時退勤につなげる。
が、様々な勤務体系で延長保育もあり業務を
遂行すると時間外になってしまうことが多
かった。今年度の結果を踏まえて来年度は、
なるべく日中に準備が出来るように分担し通
常時間に退勤できるようにしていきたい。
・登降所時に子ども達や保護者と笑
顔で挨拶を交わす。
・笑顔で対応し、温かい雰囲気づく
りを心掛ける。

1・4

電話当番以外の者もワンコール受信 ワンコール受信する意識の高揚が図られた。
に取り組む。

・笑顔で対応すると、相手に安心感を与えた
り、相手も話しやすくなる。
・好感を得られると、人間関係も良好にな
り、良い雰囲気作りができる。

職員間で取り組み内容を確認し共通
理解を図る。
・登降所時に子ども達や保護者と笑
顔で挨拶を交わす。
・挨拶するときは目と目を合わせる
ようにする。
・自分から積極的に声を掛ける。
・どんな些細なことでも相手の話を
最後まで聞く。

・目標に掲げることで更に意識して取り組む
ことができた。
・笑顔で挨拶することで、子ども達からも笑
顔で挨拶の言葉が返ってくるようになった。
・笑顔で挨拶することを心掛けたことで、自
分自身も気持ち良く明るく過ごすことができ
た。
・笑顔を意識することで保育室も明るい雰囲
気になり良かった。
・保護者の方からも、「先生はいつもにこに
こしているね。」と言われたり、保護者の方
との関係も良くなった。

ランチルーム・午睡室・未満児室の 電気料金の削減を心がけ、省エネの意識を職 窓際の電気はなるべく消すように 必要でない電気をこまめに消灯したり、各部
空調温度をこまめに調整する。使用 員間で共通理解し、児童館や学童保育とも連 し、17時以降で業務をする場合は事 屋の温度管理をしたことで、昨年度より毎月
しない部分の電気を切る。
携する。
務所で行うようにする。空調はこま 9％削減することができた。
3
めに電源を切るようにする。児童館
H26
H27
及び学童保育とも連携を図る。
9月
55,658
49,704
10月
53,355
47,937
11月
61,799
55,087
作業内容を視覚化し、各担当リー 期日を決め、各作業の確認をしていきながら 目標に向けて、園全体の長期にわた 様々な課題に対して、視覚化することで、作
ダーを決め、責任を持ち、進めるこ 進行状況を把握し、補い合うことで、多くの る見通しや年齢間の保育内容、行事 業の流れが明確になり、多くの事を並行して
とにより作業の効率化を図る。
事を並行して効率的に行うことが出来る。 への取り組み、必要な項目などを視 効率的に行う事が出来た。また、一室で作業
2
覚化し、担当者を決めて分担、チー することで他のチームの作業状態や取り組み
ムに分かれて作業を進める。進捗状 がわかり、職員間の連携につながり、時間の
況を相互に確認、取組、協力する。 短縮になる。目標を達成できたことでより
チームワークができた。
月１回、全職員で園周辺（国道沿 全職員での清掃により環境整備の効果が上が 清掃の日を設け、朝、日中、夕方の 参加できる職員は日によって違ったが取り組
い）の清掃（除草、ゴミ拾い）を行 る。きれいな環境は利用者も職員も気持ちよ うちの可能な時間に清掃する。実施 み日を決めた事で意識して取り組むことがで
1・4 う
く過ごせる。国道沿いはゴミの散乱が多く、 日は8月25日・9月28日・10月8日・ きた。除草しゴミを拾う事で、きれいな環境
清掃する事で美しい街づくりにつながる。 11月17日・12月22日とした。
を保てた。
月１回、全職員で園周辺（国道沿 全職員での清掃により環境整備の効果が上が 清掃の日を設け、朝、日中、夕方の 参加できる職員は日によって違ったが取り組
い）の清掃（除草、ゴミ拾い）を行 る。きれいな環境は利用者も職員も気持ちよ うちの可能な時間に清掃する。実施 み日を決めた事で意識して取り組むことがで
1・4 う
く過ごせる。国道沿いはゴミの散乱が多く、 日は8月25日・9月28日・10月8日・ きた。除草しゴミを拾う事で、きれいな環境
清掃する事で美しい街づくりにつながる。 11月17日・12月22日とした。
を保てた。

病児保育ｾﾝ
ﾀｰ

4

児童施設

松任児童館
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1

美川児童館

子どもが安心できる環境を設定し、 好きな遊具や安心できる空間があることで病 子どもが安心できる環境を設定し、 ・センター内をやさしい雰囲気の壁面やモ
適切な保育・看護を子どもに提供す 気の状態が安定し、子ども自身が病気回復へ 適切な保育・看護を子どもに提供す ビール(飾り物)で飾ることにより、来所する
る。
の気持ちを持てるようになる。
る。
子が興味を示したり、笑ったりなど安心した
表情になることが多かった。
・「見て楽しめる絵本」や「ねりえ」「パズ
ル」など静的に遊べる道具を設定すること
で、無理なく安静に過ごすことができた。
・遊具庫を整理・整頓したことで、遊具の取
り出し、入れ替えをスムーズに行うことがで
き、子どもを待たせることなく遊びに提供す
ることができた。
松任児童館周辺の歴史、文化を学 地域との交流が活発になり、より地域に根差 千代女の里めぐりガイドを元に松任 実際に職員が児童館周辺の名所旧跡を歩き、
び、地域の人たちとの交流を活発に した児童館になることが期待できる。
児童館周辺の名所、旧跡を実際に歩 松任の歴史や文化に触れたことは、児童館の
する。
き、見学した。また、松任公民館共 来館者とコミュニケーションをとる上でとて
催の松任カルタ大会に参加すると共 も効果があった。また、子ども達が児童館周
に、児童館の近くにある和菓子店を 辺のどのようなところから来るのかというこ
講師に招き、児童館の行事として子 ともある程度、把握でき子ども達とのつなが
ども達が和菓子作りを体験した。 りも深まったと感じる。さらに、松任カルタ
大会や和菓子作りで地域の公民館や商店街と
もつながりが広まってきた。今年度は地域の
人たちとの行事は2回と少なかったが、来年
度はさらに増えるように努力していきたい。
来館時や帰宅時には進んで挨拶をす 挨拶を通じて来館者とコミュニケーションを 来館者と挨拶を交わすことでコミュ
る
とったり、居心地のよい雰囲気づくりを目指 ニケーションをとり、お互いの気持
す
ちに寄り添い居心地の良さと「今度
また遊びに来よう」と思ってもらえ
るように心がける。

来館するときには、「こんにちは」（小学
生）と言って来館してくれるようになった。
無言で来館する子には「こんにちは」と厚生
員が挨拶し、出来たら「言えたね良かった」
と伝える事で、次に来館した時も言ってくれ
る様になってきた。職員同士で必ず伝達しあ
う様にし、帰宅時にも「気を付けて帰って
ね」とみんなで声掛けをする事で「うんバイ
バイ」「さようなら」と以前よりも言ってく
れるようになった。しかし、まだ、自然に挨
拶ができない子、大人もいるので今後も取り
組んでいきたいと思う。

クール・ウォームシェアの勧め

朝の気温測定に基づいて冷暖房を稼働する。
来館者は快適に過ごしており、週平均10家族
の利用があった。家庭経営費の軽減・子ども
の生活リズムを整えるための利用というメ
リットを伝えることを今後も続けていきた
い。

1

湊児童館

1

鶴来北児童
館
3

鶴来南児童
館

3

かわち児童
館
5

吉野谷児童
館
2

1

千代野児童ｾ
ﾝﾀｰ

4

山島台児童ｾ
ﾝﾀｰ

市民生活部

市

民

課

戸

籍

係
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民
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平成26年4月～12月の使用料金を100とすると
平成27年4月～12月の使用料金は7割ほどとな
り、およそ3割ほどの削減ができた。

イベントチラシや広告紙などを折り イベントが終わったチラシや広告紙を利用す 折り紙コーナーやお絵かきコーナー ・イベントちらしやポスターの裏紙を利用す
紙コーナーやお絵かきコーナーなど ることで、一人の子が何枚も利用でき、満足 などにイベントちらしや広告紙など ることで、使い捨てが可能になり利用者に思
に利用する。
が得られる。また、ゴミの削減にもつなが を利用することで、児童館利用者の う存分に紙飛行機を作ったりお絵かきを楽し
る。
小学生や幼児親子に何枚でも気にせ んでもらうことができたと思う。
ずに使ってもらう。
・イベントちらしは少し固めなので紙飛行機
作りには適していたと思う。小学生では、紙
飛行機大会のようなどれだけ飛ぶかなどの競
争も遊びとして楽しむことができた。
・裏が白い紙を利用することで、幼児や小学
生にもエコについて考える機会になったと思
う。
書類等の整理及び廃棄、用具室の整 ・事務室の書類等の保存期間の確認及び廃棄 ・保存書類と廃棄書類を分ける。保
理整頓
処理、また、用具室の遊具・用具や材料等の 存書類は所定の場所に置き、保存期
確認及び整理整頓することにより、事務の効 限を過ぎた書類は少しずつ廃棄して
率化、行事等準備の効率化が図られる。
いく。
・用具室は、日付と方付けの箇所を
決めて、整理整頓を行う。
教材、用品等の整理
館内の整理整頓を行い、ラベルで表示するこ 書庫の棚に、置いてある物を書いた
とで、スムーズに行事準備等を行うことがで ラベルを貼り、その一覧表を作る。
きる。

・児童センターへの理解
・新児童センターの宣伝及び利用者拡大

地域に児童館のない中奥公民館と郷
公民館にて4か月間出前児童館を
行った。（近隣の集会所は確保でき
なかった）
主に小学生の利用が多く、卓球やバ
ドミントン、ゲーム版、トランプな
ど、健全な遊びと、安全に遊べる場
を提供し、新設するセンターのこと
も話題にしながら期待を持たせるよ
うにした。
行事予定や各種ポスター、ちらしな 当センター及び他機関の行事や情報などが、 掲示物の内容や掲示期間を事前に把
どの掲示方法や掲示場所を工夫す より周知されやすくなる。
握したうえで、当センターの行事、
る。
市や県などからの通知ポスターやイ
ベント情報、子育てに関する情報な
どをコーナー別に掲示する。また、
イベント用チラシは、手に取りやす
いように通知ポスターの下方もしく
は横に配置する。
小学生から行事についての質問が
あった際に、小学校からも配布され
ていることを添えつつ、行事の内容
を説明する。

・保存する書類と保存期限を過ぎた書類の分
離は出来た。しかし、廃棄処理は、手作業な
のでなかなか進んでいないのが現状である。
廃棄処理の進捗状況は約20％。
・用具室の整理整頓進捗状況は、約80％であ
る。
用具庫をその都度開けなくても、一覧表を見
ることで、行事準備等にかかる時間を削除す
ることができた。また、用具庫を整理し、使
用できなくなった物を廃棄したり、整頓した
ことで、事務所に置いてある物も一括して用
具庫に方付けることができた。
出前児童館が終わることを知らせると残念が
る声が聞かれた。新児童館に来館するように
誘い掛けると期待を持つ様子が感じられた。
1月のオープンと同時に、これまで以上の来
館者が訪れている。
出前児童館に訪れていた小学生が、送り迎え
をしてもらい来館する姿も見られる。

利用者が掲示物を見た後に職員に問い合わせ
をしてきたり、ちらしを手に取ったり持ち
帰ったりする姿が見られるようになった。
掲示物をコーナー別にしたことにより、関連
情報を得やすくなったと考える。
小学生への周知については、言葉を添えるこ
とにより、小学生からは「もらったよ」
「あぁ、あれのことか」「お母さんに聞いて
みる」などの声が聞かれるようになり、小学
生自身の中でセンター内の行事掲示物と配布
チラシが繋がり始めていると実感している。
また、12月頃から、チラシ配布後、低学年の
保護者からの問い合わせや行事申込みが増え
てきている。

各部屋のスイッチの所にエコシール スイッチの場所にエコシールを貼ることで、 ブラインドの調整をし、太陽光を入 室内の電源スイッチの所に「電気は必要な時
を貼り、電気を必要な時につけるよ 電気を使用しなくてもよい時に、電気が消え れることで、電気の使用時間を工夫 につけましょう」の貼り紙を掲示することに
う意識付けをする。
ているかを確認し、節電意識を高める。
する。
より、職員同士で節電の確認をしたり、来館
使用していない電気機器のコンセン 者も節電に意識するようになった。また、ブ
トをぬいておく。
ラインドを調整し、自然光を取り入れたり、
3
外からの風を利用することで、エアコンの使
用削減にもつながった。
昨年度と同じ時期の電気使用量より1,623kw
ｈ(約20％)の削減をすることができた。
昨年度（9月～1月）8,077kwｈ
今年度（9月～1月）6,454kwｈ
届書の記入例の見直し
記入例の見直しにより、分かりやすく説明し 記入例の内容を分かりやすい表現と 説明しやすくなり、お客様の対応にかかる時
やすくなり、窓口での応対について事務能率 見やすいレイアウトで作成し、婚姻 間が短くなったことで、待ち時間の短縮に繋
1・2
が向上する。
届はイラストを入れるなど柔らかい がった。
イメージにした。
毎日の課内全員のあいさつ後、窓口 市民の方に明るい印象を与え、気持ちよく手 お客様への気持ち良い対応を実現す 業務開始時間前に全員で大きな声を出して挨
当番職員は、業務開始時間前に窓口 続きをしていただける。
るために、毎日、業務開始時間前に 拶をすることで、発声練習にもなり、課の雰
につき、改めて「おはようございま
挨拶の発声練習を実施。
囲気も明るくなったことで、丁寧な窓口対応
1
す」などのあいさつを復唱し、明る
にも繋がるなどの効果があった。
く丁寧な窓口対応に努める。

市民相談室
30

主な部屋の気温及び湿度を測り、表
に記入する。稼働する基準（気温
28℃以上で冷房20℃以下で暖房、湿
度70％以上で除湿50％以下加湿）に
従って冷暖房を入れる。快適環境を
維持し、来館者の利用増加を図ると
共に乳幼児親子平均5組の利用を目
指す。
平成２７年度、クレインとは別に児 ・電気使用量が目に見えて分かり、効果的な 毎月末には、使用量をデータ化する
童館に子メーターをつけた事で１か 経費削減が期待される。
事できちんと目に見えるものとな
月毎の電気料金の正しい使用数値を ・職員間で共通理解をする事で、エコに対す り、職員間で話し合いなど持て、効
知ることができるようになり、電気 る意識がより具体的なものになる。
果的な電気使用に取り組める。
使用量の削減に努める事ができる

出前児童館の実施

わかみや児童
ｾﾝﾀｰ

家庭経営費の軽減のみならず、来館すること
によって、子どもの生活リズムが整えられた
り、集まった各家庭相互の関係性を高めたり
することにつながる。

法律相談者リスト作成
2

相談の受付事務の効率化が図られる

相談者リスト（受付日、受付内容、 受付は相談日の1週間前からとなっているた
氏名）を作成し職員間で共有した。 め、1週間前には多くの申込みがある。その
際、氏名、内容等を即座に確認することがで
き、受付時の時間短縮となり事務の効率化に
つながった。

男女共同参
画室
31

法律相談者リスト作成

相談の受付事務の効率化が図られる

法律相談者リスト作成

相談の受付事務の効率化が図られる

2
消費生活ｾﾝ
ﾀｰ
2

32
地域安全課

地域安全係

33

高齢者運転免許証自主返納事業の推 同自主返納事業をさらに推進・啓発すること
進、啓発
により、高齢者が加害者となる交通事故の防
止及び高齢者の運転による事故発生件数の減
少が期待されるとともに市民の安全安心の確
保に資する。

1

環

境

課

環境管理係
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再生可能エネルギー設備設置補助金 住宅用小型風力発電・強制循環型太陽熱利用
の周知徹底
システムや木質バイオマスストーブ設置の補
助件数の拡大が見込まれる。
1

リサイクル
推進係
生活保全係
産業部

農業振興課

2
1

農業振興係

35

粗大ごみの不法持ち去り防止見回り 条例の遵守、住民とのトラブル防止を図る。
を行う
業務内容のマニュアル作成に伴う情 窓口、電話対応の事務効率の向上
報の共有化
情報系ファイルサーバー内の整理・ 不必要なファイルを破棄し、分類ごとに整理
整頓
しておけば、引継ぎを受けても執務しやすく
事務効率が向上する。

2

農業基盤係

情報系ファイルサーバー内の整理・ 不必要なファイルを破棄し、分類ごとに整理
整頓
しておけば、引継ぎを受けても執務しやすく
事務効率が向上する。
2

地籍調査係
1
地産地消課

食の安全係

36

食育推進係

林業水産課

林業水産係

商

商工振興係

37

工

課

38

朝礼時のあいさつ担当者が、その日 地産地消を推進するうえで、情報収集は重要 毎日の朝礼当番が担当して、その日 情報収集のアンテナを高くすることについ
の新聞の関連記事を報告する。(継 であり、新聞の関連記事を見逃すことなく、 の朝刊等から感想を添えて地産地消 て、各自の習慣化が進んだと思われる。
続)
係・課内において共有化が図られる。
関連記事の紹介を行った。
また、各自の日程報告や休暇取得の予定を伝
2
また、併せて課員の日程や休暇取得 えることで、業務においても連携が取りやす
予定の報告を行った。
く、良好に事務を進めることができた。
重要な記事については、記事のコ
ピーを回覧した。
ホームページ、フェイスブックの活 市民に知らせたい情報をより早く伝えること 各事業・イベントの周知に加え、農 webサイト等掲載案件については、チャレン
用により市民への情報提供を図る。 により、市民への周知効果向上が図られる。 家の生活活動の様子なども市webサ ジ期間中にwebサイト26件facebookに4件の記
（継続）
イト及びfacebookを活用して、より 事掲載を行っており、5日/件と前回の取り組
1
早く市民に伝達できるようにした。 みと同程度の更新頻度となった。
また、報道機関への情報提供につい
てもタイミングを逃さないように配
慮した。
休日対応職員ローテーションを決 休日のクマ目撃などの対応について、当番制 休日対応職員ローテーションを決 今年度は、昨年度に比べて、休日のクマ等の
め、宿日直へ配布する。
にして、鳥獣担当の負担を減らす。
め、宿日直へ配布する。
出没がほとんどなく、150日チャレンジで提
案した、当番制のローテーションの成果があ
まりなかった。
2、4
しかし、昨年度は4月後半から12月末まで
の、月の半分以上の休日に鳥獣目撃などの対
応に追われたため、鳥獣担当者の負担が大き
かった。今後、内部でさらに対応を検討して
いきたい。
窓口に創業にかかるパンフレット等 創業にかかる相談や案内をしやすい環境整備 窓口(カウンター)に創業に関連した 今のところ創業にはつながっていないが、接
を揃えた創業支援コーナーの設置 をすることで、市内での創業を促す。
パンフレット等を専用ラックに設置 客時の応対がスムーズになり、市民サービス
1
する。
の向上に加え、事務の効率化につながった。

企業立地室
39

2

観光文化部

観

光

課

企画宣伝係
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3
国際交流室

41

42

1

ジオパーク
推進室
施設管理課

ホームページを活用し、市民への事 事業推進への理解。
業周知を図る。

相談者リスト（受付日、受付内容、 受付は相談日の1週間前からとなっているた
氏名）を作成し職員間で共有した。 め、1週間前には多くの申込みがある。その
際、氏名、内容等を即座に確認することがで
き、受付時の時間短縮となり事務の効率化に
つながった。
相談者リスト（受付日、受付内容、 受付は相談日の1週間前からとなっているた
氏名）を作成し職員間で共有した。 め、1週間前には多くの申込みがある。その
際、氏名、内容等を即座に確認することがで
き、受付時の時間短縮となり事務の効率化に
つながった。
白山警察署と連携し、高齢者交通安 自主返納支援事業の拡充(北鉄ICa)の効果も
全教室を6月から各公民館単位で開 あり、平成28年1月31日現在の同事業申請件
催しており、これまでに26地区公民 数117件で、前年度に比べ、49件(72％)増加
館で実施し(2地区は今後、年度内に している。さらに、年度内に目標を達成でき
実施予定)千人を超える参加者に対 るよう同事業の周知・啓発を行う。
し、自主返納支援事業について説明 また、市内の交通死亡事故について、平成
を行い周知を図った。また、白山市 25、26年の死亡者数は6名であったが、平成
老人クラブ連合会正副会長・女性部 27年の死亡者数は2名で4名減少しており、高
地区代表者合同会議及び松任地区老 齢者が加害者となる交通事故防止及び高齢者
人クラブ連合会クラブリーダー研修 を抱える世帯の家族の不安解消に同事業の成
会においても、同様に周知を図っ 果があったと思われる。
た。
今年度より、これまでのコミュニ
ティバス(めぐーる)の1年間無料乗
車券に加え、北鉄が発行するIC乗車
券(北鉄ICa)を追加し、事業の拡充
を図り自主返納を支援しており、広
報はくさん、市ホームページでの広
報、啓発をするとともに、チラシを
作成し、来庁、各支所及び各市民ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ窓口に備付け周知を図っ
た。
市役所庁舎にペレットストーブを周 住宅用小型風力、太陽熱利用の申請はなかっ
知用に設置し、市民向けにどのよう たものの、木質バイオマスストーブの補助申
なものかを体験してもらうと同時 請が予定の10件を超え、12件あり補助制度新
に、ペレットストーブの説明文を設 設の効果が見込まれた。
置することで、理解を促進、さらに
その説明文の中に補助制度があるこ
とを紹介した。
持ち去り防止パトロールを実施する 持ち去りに関する市民からの情報がなくなっ
ことにより、条例遵守の指導を行 た。
い、トラブル防止を図る。
マニュアルを作成し情報の共有化を 情報共有化に伴い窓口、電話対応が向上し
図る
た。今後も随時更新していくものとする。
・ファイル等を整理することによ ・ファイル等を整理することにより、探す時
り、探す時間が省略できる。
間が省略できた。
・ディスク容量が確保できる。
・ディスク容量が確保できた。
・データの共有が図られる。
・データの共有が図られた。
【農業振興課の情報系フォルダ】 【農業振興課の情報系フォルダ】
H27.8.19現在
目標
H28.2.10現在
増減
ｻｲｽﾞ 86.4GB ⇒ 82GB
ｻｲｽﾞ 103GB
⇒
82GB
ﾌｧｲﾙ数 121,454
ﾌｧｲﾙ数 132,354 ⇒ 10,900
ﾌｫﾙﾀﾞ数 19,805
ﾌｫﾙﾀﾞ数 21,736 ⇒
1,931
・ファイル等を整理することによ ・ファイル等を整理することにより、探す時
り、探す時間が省略できる。
間が省略できた。
・ディスク容量が確保できる。
・ディスク容量が確保できた。
・データの共有が図られる。
・データの共有が図られた。
【農業振興課の情報系フォルダ】 【農業振興課の情報系フォルダ】
H27.8.19現在
目標
H28.2.10現在
増減
ｻｲｽﾞ 86.4GB ⇒ 82GB
ｻｲｽﾞ 103GB
⇒
82GB
ﾌｧｲﾙ数 121,454
ﾌｧｲﾙ数 132,354 ⇒ 10,900
ﾌｫﾙﾀﾞ数 19,805
ﾌｫﾙﾀﾞ数 21,736 ⇒
1,931
ホームページを活用し、市民への事 事業内容、進捗状況等可能な限り情報提供
業周知を図る。
し、市民サービスの向上を図った。今後も成
果の利活用等により内容の充実を図りたい。

3
施設管理係

チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 職員の予定を確認できることにより、外出や チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 室内の予定が共有化され、業務効率や中長期
を活用し、業務・休暇等の予定を係 打合せ日程等の重複を避けることができる。 に室及び室員のスケジュールを掲載 的な日程が調整しやすくなり、日程の重複も
内で共有する。
し、室員全員がスケジュールを共有 事前に避けることができた。
するとともに、部内外や外部からの また、部内外や外部からの問い合わせについ
問い合わせやスケジュール調整を てもスムーズな対応ができた。
行った。
観光パンフレット請求者に今後の情 観光客のリピートを高め、誘客に繋がる。 観光パンフレット郵送依頼者に、今 平成27年4月1日～平成28年1月31日まで
報提供の確認をとる。
後も新しいパンフレットやイベント パンフレット送付件数 135件
情報等を郵送するために、個人情報 この内25件（約2割）が今後の情報提供を了
の使用を受付の際に確認を取る。 承
ホームページコンテンツを見やすく 情報を求める利用者へのサービス向上が期待 ・事業ごとに一覧ページを作成し
整理する。
できる。国際交流事業に関する情報を効率よ た。
く発信することが出来る。
・古い情報を更新したり、レイアウ
トを変更したりし、見やすいように
工夫した。
・「親善友好都市」、「国際交流」
のページを一元化した。
・外出時にパソコンをシャットダウ 電力の削減につながる。
外出時のパソコンの電源offの実
ンする。
施・昼休み時間の早めの消灯を係員
・室内灯の遅めの点灯、早めの消灯
に周知し、実施するようにした。
を心掛ける。
帰宅時に机の書類を整理し、明日へ 朝一番に仕事の内容を把握し、計画的に仕事 帰宅前に翌日の準備を行う。
の準備をする。
を進める。

情報が整理され、利用者が情報をスムーズに
得られるようになった。
また、ページを作成する際にも、管理しやす
くなった。

チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール
の活用

職員同士で他の職員の業務内容や予定を把握
したことで、無駄な移動時間を削減し事務時
間が確保できた。また、お互いのスケジュー
ルを把握することで、公用車を乗り合わせす
る機会が増えたことによって燃料費の削減に
も繋がった。

4

43

スキー場対
策係
2

勤務時間内における机上事務時間の確保

チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール
や、現場の行動予定表などを活用す
ることで、職員同士で他の職員の業
務内容や予定を把握し互いに助け
合った。

節電意識のの向上、消費電力の削減につな
がった。
毎日の帰宅時に翌日の業務の準備をすること
で、今やるべき仕事と計画的に進める仕事の
見極めが出来るようになり、業務に優先順位
を付けて実施することで事務効率が向上し
た。また、常に優先順位を意識して業務を行
うことで、突発的な現場仕事が発生してもバ
タバタすることが少なくなった。

文化振興課

文化振興係

44

各イベントのチラシ・ポスター・パ 経費削減とごみの減量化
ンフレットの印刷部数の見直し

暁烏敏賞、ふるさと文学賞における
印刷物の部数を見直し、暁烏敏賞の
応募要項を8,000部から7,000部に
1,000部削減、論文集は800部から
700部に100部削減、白山市ふるさと
文学賞贈呈式プログラムは300部か
ら200部に100部削減でした。

印刷部数の削減の見直しを行ったが、事業に
影響はでず、適正に実施できた。
今後、継続して印刷部数を見直していくこと
で事務改善に努めたい。

館内の温度湿度を記録する。

展示・収蔵品の適正管理。冷暖房の経費削
減。

収蔵品の適正な管理に取り組み、館
内７カ所の温湿度を記録し、特別展
示室では企画展開催中は温湿度の調
整を行い、温湿度データを蓄積し
た。

温湿度調整を行い電気使用量は昨年同期間よ
り13％程度の増加であったが、前年並みの料
金となった。企画展期間中は資料管理のため
特別展示室の温湿度調整したため電気使用量
が増加したが、温湿度に気を配ることで全体
的にデマンド値が抑えられ、長期的には電気
料金の削減が見込める。燃料使用量は暖冬も
影響し、昨年より約10％減少した。

来館者に、次回企画展の案内をす
る。

リピート来館を促し、入館者増につなげる。 来館者に対して、年間事業を掲載し
ている館報、もしくは次回企画展の
案内カードを、口頭でお知らせを添
えて手渡す。

3

博

物

館

3
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松任中川一
政記念美術
館

46

1

松任ふるさ
と館

館内説明体制等の充実

47

1

千代女の里
俳句館
1

48

石川ルーツ
交流館

定期的かつ状況に応じた俳句館周辺 来場者に心地よく施設をご利用いただき、リ 午前と午後及び必要に応じ俳句館周
の除草及び清掃を行う。
ピート来館者増につなげる。
辺の清掃を行うとともに、環境整備
の一環としてプランターを設置して
花植え活動を行った。

事務引継書の様式化（施設）

2

49

鳥越一向一
揆歴史館

施設の維持管理や懸案が、人事異動により停 施設の経緯、意義から始め、通年事
滞することを極力防止し、継続して健全に運 項、事務運用法、修繕等留意事項及
営する指針となる。
びその他留意事項となるような、項
目ごとの書面を作成する。物品や所
蔵物の配置図も作成する。

企画展「享禄の錯乱と超勝寺展、鳥 質の高い企画展、写真展を開催することによ 一向一揆をテーマに絞り企画展を実
越城写真展」の開催
り利用者増につながることを期待する。
施した。また、鳥越城の写真展も同
時開催した。

1

50

建設部

土木課

維持管理係

51

決裁文書回覧の効率化
2

計

画

係

決裁に係る時間が短縮されることにより、事 維持管理係では、道路管理等のため
務の迅速化を図る。
係員の外出が多いので、在席中の職
員による優先的な決済の回覧を確認
した。また、計画係・建設係の職員
にも周知し1週間以内の決裁の目標
を掲げた。
電子媒体の積極的な活用による主要 今後見込まれる主要施策の情報を、住民に周 ・白山市道路事業の主要施設の検討
施策の周知
知することが可能になり、地域の連帯感が向 ・Facebookでの事業(ソフト、ハー
上する。また、事業の目的、効果を分かりや ド)の周知
すく周知することで日頃なじみの薄い市の土
木事業への理解が深まる。

2

建

設

係
1

都市計画課

都市計画係

52

公園緑地課

公

園

用途地域の照会にスムーズに対応で
きるよう、GISソフトをインストー
ルした端末を設置する。

3

都市計画道路の先行買収地における
維持管理作業（除草）の直営実施

係

53

2
緑

化

窓口（カウンター）に担当業務内容
をわかりやすく明示する。（旧土木
課）

1
区画整理係

係

公園の利用申請状況などの情報を
データ化し、共有フォルダで管理す
ることで情報の共有化を図る。
地域の寄せ植えをFacebookにて紹介
する。

1
建築住宅課

開発指導係
1・2

54
審

査

係
2

住

宅

係
5

営

繕

課

営

繕

係

55
産業土木係

開発許可に係る過去の協議対応等に
ついて、保管してある紙資料をデー
タ化する。
完了検査業務の日時、ルート、その
他現場業務と担当係員をできるだけ
調整する。
定期的に行う事務の日程表を作成す
る。

館周辺で開催されるイベントの影響もある
が、来館者数の対前年比は17％増と大きく伸
びている。
来館者総数
H26.4～H27.1 31,881人
H27.4～H28.1 37,318人 比較5,437人増
17％増
文章(ワード)によるものばかりでなく、物品
の保管場所の図示や、機器の操作方法等を含
め、各部屋(区域)ごとのものがエクセルでも
作成が100％できた。誰でも使いやすいもの
にするには、施設の周知期間も含め、約1年
は要すると思われる。
企画展(パネル展示)の他、鳥越城写真展を実
施したことにより質の高い企画展となった。
また、福井県超勝寺からのお宝を借用したた
め、大型バスにより門徒さんが45名来館され
た。(企画展実施期間中住職が3回来られまし
た。)
H26入館者数 3,880人
H27入館者数 4,045人
決裁されるまでの期間は3～5日間に短縮し、
事務の迅速化が図られた。

・平成28年度以降の事業に対し主要施策の振
り分けを検討。
・道路利用者に対し通行区分のFacebookでの
周知により、利用者からのコメント等による
返信確認や、市の道路事業に対する理解に繋
がった。
・また、ソフト面でアドブト事業(里親制度)
の理解が深まり、利用者に対し周知を行えた
ことも成果として得た。
(掲載件数)
H27.4 N=1件(五歩市踏切改良完了)
H27.5 N=2件(雨水幹線工事開始、アドプト
事業)
H27.7 N=1件(北陸道の駅総会)
H27.10 N=1件(要望活動(国土交通省・北陸
地整等))
接待時の応対がスムーズになり、市民の混乱 窓口(カウンター)に担当業務内容を 窓口(カウンター)に維持管理係、計画係、建
の解消及び事務効率が向上する。
わかりやすく明示する。
設係のそれぞれの担当業務内容を明示したた
め、市民の混乱の解消及び対応がスムーズと
なった。
これまで、B4紙媒体でページ数も多く扱いが GISソフト(地理情報システム)をイ 目的の位置を表示させる際に、検索機能が利
大変であったり、図郭割の境界で判断が難し ンストールした端末を設置。
用できるほか、端末上で区切りなく表示され
かったりしたケースも、端末上で区切りなく
ることから判断がしやすく、窓口や電話対応
表示されることから、窓口や電話対応にお待
にお待たせする時間の短縮が図られた。
たせする時間の短縮が図られる。
経費削減、周辺地域の状況把握（事業化の際 都市計画課にて調整しながら、計5 景観、環境保全への一助、並びに経費の削減
に有用）
回、延18人、延360時間、作業に従 に繋がった。
事した。
情報をデータ化することにより業務の正確性 公園別利用申請情報を共有フォルダ 窓口や電話での対応や公園別利用状況が的確
が向上し、情報を共有化することで担当者以 にてデータ共有した。
に把握でき、担当者以外の課員においても受
外の職員でも確認、対応ができる。
付対応がしやすくなった。
地域の創意を凝らした寄せ植えをFacebookに 市内27箇所の小・中学校、60の町内 各地を取材したことで配布した花苗のその後
て広く紹介することにより、緑と花のまちづ 会を取材。撮ってきた寄せ植えの写 の状況を把握するだけでなく、様々な地域の
くりを支援し市民の緑化推進の意識の向上に 真を市facebookに掲載した。
声も聴くことが出来た。
繋げる。
今回の取材で得た事を取り組んでさらなる緑
化の推進に繋げていく。
過去の協議履歴や同内容の協議案件を迅速に 過去の協議履歴や協議案件等をデー 過去の協議履歴や同内容の協議案件等が容易
検索し、スムーズな対応を図る。
タ化し、地区別に整理した。
に検索可能となったことから、良好なサービ
ス水準の確保・向上、業務の効率化がみられ
た。
係員同士の連絡密度がよくなる。担当業務以 これまで完了検査日を月曜日から金 業務効率は多少上がったが、サービスがかな
外の理解度が高くなり、窓口対応業務が担当 曜日の申請者(市民)の希望日で行っ り低下し、時間外勤務が増えた。
者以外でも対応できることが多くなる。
ていたが、日時を効率が良くなるよ
うに、申請者の協力を求めて調整
し、行った。
人員削減により過密となっている住宅事務 定期的な事務処理の予定表を作成 事務的なミスは削減できたが、時間外勤務が
を、事前に把握、確認し計画的に行うことに し、指定管理者事務員との情報共有 増加している。
より、欠落や遅れの防止などが期待できる。 も実施した。

個々が担当する主な工事について概
要説明を行い、設計・施工上の問題
点や工夫した点について意見を交換
した。
火曜日～金曜日８時２０分から朝礼 朝礼を行うことで、職員相互の業務の進捗状 当番制とし、課内の週間予定表を掲
をする
況が確認できる。また、職員の意思疎通が図 載した。各自1日の行動予定を連絡
2・4
られる。
し、情報の共有を図った。
2

白山ろく産
業土木課
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期間中の館報・案内カードの配布件数は694
件。
この間の来館者数1,529人(本館のみ)の約
45％であるが、家族などグループに1部の配
布となったケースも多く、延べの案内件数は
半数以上と推計される。
次回展の案内によって定期的な展示替えを印
象付けることができ、来館者から「また来ま
す」など、今後につながる声を聴くことも多
かった。
実際に「前回来た時に案内をもらって」とい
うリピーターも確認できた。
来館者の満足度を高め、リピーターや口コミ 来館者のニーズを見極め、館内及び 個々にマニュアルを作成するなど、館内説明
による集客につながる。
庭園の見どころや由来などをお伝え の充実に努めている。
し、ご案内する。
見学者数の対前年比は1.2％と微増であるが
伸びている。また、来館者の応接に対し、手
紙等で感謝の声が届いている。
見学者総数
H26.4～H27.1 5,277人
H27.4～H28.1 5,340人 比較63人増1.2％増

設計上や現場監理で日頃感じる問題 個々のスキルアップと課内のコミュニケー
点などについて話し合うため、月に ションを活性化する。
１回、勉強会を開催する。

意見交換により、さまざまな工事の話を聞く
ことができ、幅広い知識の修得と職員間のコ
ミュニケーションの活性化に繋がった。
職員相互の行動予定を把握することにより、
情報を共有しコミュニケーションが図られ
た。また、同じ地域に出向く職員に所用を依
頼することにより、公用車の燃料費削減と事
務の効率化につながった。
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担当職員の事務の軽減化を図ることができ、
課全体で取り組むことにより、業務の内容が
共有化できる。
担当職員の事務の軽減化を図ることができ、
課全体で取り組むことにより、業務の内容が
共有化できる。
市民を待たせない対応により、市民サービス
が向上する。
職員の在席調整を行うことにより、業務の円
滑化が図れる。
事務所が本庁と離れているため、事 担当職員の事務の軽減化を図ることができ、
務文書の運搬を係ごとに当番化す 課全体で取り組むことにより、業務の内容が
る。
共有化できる。
係員ごとに扱う各種債権の請求、調 係内で確認し合うことにより事務処理の確実
定の処理状況を月末ごとに係内で確 性を高める。
認し合う。
電話をワンコールで取る。
電話の問合せに対して、お客さんや工事業者
を待たせないことで、対応の俊敏さを図るこ
とができる。
電話をワンコールで取る。

1
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事務所が本庁と離れているため、事
務文書の運搬を係ごとに当番化す
る。
事務所が本庁と離れているため、事
務文書の運搬を係ごとに当番化す
る。
電話が２コール前にでるように心が
ける。
係内の行動予定を随時確認する。

2
2

係
2

昨年同様、本庁と事務所間における
郵便物等の搬送を課全体で当番化し
実施した
昨年同様、本庁と事務所間における
郵便物等の搬送を課全体で当番化し
実施した
電話が2コール鳴るまえに受話器を
とる。
随時係内に職員行動(開閉栓、料金
徴収)を話し合う。
昨年同様、本庁と事務所間における
郵便物等の搬送を課全体で当番化し
実施した
係員ごとに扱う各種債権の請求、調
定の処理状況を月末ごとに係内で確
認し合う。
電話の問合せに対して、電話をワン
コールで取ることにより、お客さん
や工事業者を待たせないことで、現
場の対応もスムーズに取り組める。

担当職員の事務の軽減化と効率化を図ること
ができ、課全体で取り組むことにより、業務
の内容を共有化できた。
担当職員の事務の軽減化と効率化を図ること
ができ、課全体で取り組むことにより、業務
の内容を共有化できた。
1コール以内で電話に出ることができてい
て、業務をスムーズに進められている。
職員間の業務内容を常に把握しあえるので、
業務をスムーズに進められている。
担当職員の事務の軽減化と効率化を図ること
ができ、課全体で取り組むことにより、業務
の内容を共有化できた。
確認することで債権管理意識が浸透し、これ
までのところ調定ミスが無くなる、あるいは
事前に発見できるようになった。
90％の達成で取り組むことが出来た。

電話の問合せに対して、お客さんや工事業者 電話の問合せに対して、電話をワン 90％の達成で取り組むことが出来た。
を待たせないことで、対応の俊敏さを図るこ コールで取ることにより、お客さん
とができる。
や工事業者を待たせないことで、現
場の対応もスムーズに取り組める。

下水道施設の問い合わせで、建設係 建設係の職員が不在時に、ひと月当り２～３ 建設係の職員が不在時に、ひと月当 電話連絡、来所での問い合わせや相談などの
以外の職員への周知と、台帳の裏表 件の問い合わせがあり、来訪者への説明は円 たり2～3件の問い合わせがあり、
応対について事務能率が向上した。
紙のところに凡例図を設け、説明で 滑に行うことができる。
データを活用することで来訪者への
きるよう配慮する。
説明は円滑に行うことが出来る。
下水道施設内で定期的に職員が、除 職員による除草作業及び除草剤散布により外 11月までの間に3回程度除草剤を散
草作業、除草散布及び外来植物の駆 来植物の駆除を行うことができる。この取り 布し、外来植物の駆除を行う。
除作業を行う。
組みによって、別途に委託費を支出する必要
がなくなり、外来植物（ワルナスビ）の拡大
の阻止を図る。
水道宅内漏水の早期発見
検針員の協力、検針結果の正確なチェックを 平成27年度当初に検針業務説明会を
実施することにより円滑な料金徴収業務及び 開催し、漏水の発見の仕方等を指導
市民の損失を最小限に努める。
した。また、検針後、出力された結
果を丁寧にチェックして、疑わしい
データは、現地に赴き再検針を実施
した。
工事位置図、概要、進捗を掲示し、 建設係の不在時でも、工期等、ある程度の窓 ホワイトボードを設置して、工事位
課内で情報共有する。
口対応が期待できる。
置図、概要、進捗状況を掲示して、
課内で情報を共有する。

職員が定期的に薬剤散布による駆除を行うこ
とにより、繁殖の抑制と周辺環境への繁殖拡
散を防ぐことが出来た。
河内地域
5件
吉野谷地域
9件
鳥越地域
6件
尾口地域
1件
白峰地域
5件
計
26件(事案を発見し善処した)
ホワイトボードを設置できなかったが、建設
係員全員が席を離れることのないよう留意
し、また、離れるときは行先、連絡先を他の
係にも伝え常時連絡が取れるようにした。
今後は、予定通りホワイトボードを設置し情
報を共有し係間の連携の強化に努めたい。

廃棄処分予定のホワイトボードを改 施設点検、漏水修繕工事、水質検査など日程 廃棄処分予定のホワイトボードを改 掲示板に施設点検の日程や点検施設等のイン
修し、インフォメーション用掲示板 を書き込み、職員間で情報を共有することに 修して、インフォメーション用掲示 フォメーションを書き込み、情報の共有化を
として監視システム横に設置する。 より、無駄のない施設管理業務の効率化が図 板として、監視システム横に設置し 図った。今まで、施設の異常警報が鳴って施
られる。
た。
設点検中であることを忘れていて、現地確認
に行ったら、点検中であったことがあり無駄
な対応があった。このような無駄な業務が省
かれ、事務の効率化が出来た。また、故障中
である施設の状況について、掲示すること
で、情報の共有につながった。
職員対象の財務会計事務担当者研修 伝票審査における訂正・差し戻し、審査枚数 平成27年11月26日に全職員対象の財 今回の研修会だけではその効果は十分ではな
会において、支払伝票で誤りの多い が減少し、事務効率が向上する。
務会計事務担当者研修会を2回開催 いため、今後も定期的に研修会を開催し、職
事案や伝票枚数の縮小について詳し
し、誤りの多い事案について詳しく 員の事務処理能力の向上を図ることとする。
く説明する。
説明した。
また、同一業者に対し請求書ごとに
複数枚に分けて伝票を作成している
事案についても、まとめて支払いが
可能なことを説明した。
会計課への伝票到着期限について、 未到着件数が減少し、事務効率が向上する。 毎月チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)の掲示板に 未到着伝票は減少した。
毎月チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)掲示板に掲
伝票到着期限を掲示し周知徹底を 一定の効果があったため、引き続き掲示を行
示する。
図った。
い周知徹底していくこととする。
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 職員の行動を把握し合うことで、打合せ時間 チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 係員のスケジュールを把握することで、来庁
機能を活用し、職員の行動を把握す を調整したり、不在時にも適切な電話対応が 機能を活用し、各自の打合せや会 者や電話の対応が迅速・正確にできた。
る。また、ホワイトボードには、当 できるなど業務効率が向上する。
議、休暇などのスケジュールを入力 また、係員のスケジュールを把握すること
日の行先及び帰庁時間を記載する。
し、係員が確認できるようにする。 で、課内や係内の打合せなどができ、迅速に
また、外出時には、ホワイトボード 課題解決が図られ、業務遂行ができた。
に行先及び帰庁時間を記載し、所在
が分かるようにする。
電話をワンコールでとる(所属、氏 教育委員会に苦情の電話をかけてくる保護者 電話をワンコールでとる。その際、 苦情の電話をかけてくる保護者のイライラ
名を必ず名乗る)
にも、迅速に明るく対応することで、イライ 必ず所属・氏名を明るく名乗り、迅 を、迅速で明るい対応をすることにより、軽
ラを少しでも和らげることができる。
速に担当者につなげる。
減できている。また、市民満足度と高感度の
向上につながったと思える。
電話をワンコールでとる(所属、氏 教育委員会に苦情の電話をかけてくる保護者 電話をワンコールでとる。その際、 苦情の電話をかけてくる保護者のイライラ
名を必ず名乗る)
にも、迅速に明るく対応することで、イライ 必ず所属・氏名を明るく名乗り、迅 を、迅速で明るい対応をすることにより、軽
ラを少しでも和らげることができる。
速に担当者につなげる。
減できている。また、市民満足度と高感度の
向上につながったと思える。
次月の予定行事・協議事項等の打ち 職員の次月の業務内容の共有及び連携強化 月1回、3月までの打ち合わせ会の日 事前に全職員の業務内容・進捗状況を共有す
合わせを、その都度から毎月定例と
程を決め、職員全員で翌月の行事予 ることができ、打ち合わせを定例化する事
することにより、時間を有効活用す
定・協議事項・事務連絡等の打ち合 で、事務の効率化が図られてきている。
る。
わせを行う。
市内２８公民館ごとに施設の概要や 担当者がいない場合でも、問い合わせに対応 市内28公民館ごとに施設の概要や平 各種問い合わせ時に閲覧し、担当者不在時に
平面図、修繕履歴等を綴ったファイ できる。新たに修繕箇所が発生した場合に、 面図、修繕履歴等を綴ったファイル も対応することが出来た。
ルを作成する。
現場に持ち出すことにより、迅速な対応が可 を作成し、課内で共有できるように
能となる。
した。
CESS(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)スケジュールの活 ２名しかいない係のうち、業務において両名 CESS(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)スケジュールの活 互いのスケジュールを把握し、他者の不在状
用による業務状況の共有
とも不在という事態を極力防ぎ、照会事項や 用により、大まかな月間予定、詳細 況などを鑑みることで、仕事上の段取りが円
体験事業の申し込みなどに常に対応できる。 な週間予定を把握できるように入力 滑になった。
を心がけた。
また、今回の取り組みが他の職員にも伝播
し、CESSでのスケジュール管理を行うように
なった。
一ヶ月分の相談記録をもとに、月末 他の職員の持っているケースについて話し合 月末に、今月上がってきたケースを 複数で話し合うことで、いろいろな見方がで
に援助方針会議を行い、今後の援助 いをすることで理解することが出来る。ま 職員で話し合い、互いのケースにつ き、支援の幅を広げることが出来た。実務者
に繋げる。
た、複数で話し合う事でいろいろな見方がで いて理解する。各ケースを、複数で 会議の話し合いがスムーズになり以前より会
き支援の幅が広がる。毎月行うことで、年３ 検討し支援の幅を広げる。
議記録の作成効率があがった。
回の実務者会議の資料の作成効率が上がる。
窓口（カウンター）、机、書類棚、 窓口（カウンター）、書類棚（上部）の整理 窓口（カウンター）、机、事務所 書類棚の上部整理作業を第４火曜日に実施
事務消耗品の整理整頓に毎月第４火 整頓を行うことですっきりした印象となる。 棚、事務消耗品の整理整頓を毎月第 （実施できない月もあり）し、実施後は整然
曜日に実施する。
書類ファイル、事務用消耗品の整理整頓を行 ４火曜日に実施している。
となったが、今後も継続して個々が事業終了
うことで、各職員の業務効率が向上する。
後は速やかに書類を整理整頓し適切な場所に
保管することが必要である。
鶴来地区、白山ろく体育施設使用料 報告方法及び様式統一化で集計業務の簡素 打ち合わせにより、統一化を実施し 業務の正確性向上、迅速化、効率化に繋がっ
報告方法（様式）の統一化
化。
た。
た。
課全員のスケジュール等の管理に 課全員の予定がわかり、打合せや会議等の予 記載を試みている。
全ての予定の記載までには至っていないが、
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 定を立てるときに、調整しやすくなる。
職員の動向の把握向上に繋がっている。
を活用する。
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュー
業務担当地域が白山麓全体という広範囲であ チェスのスケジュール、行先案内板 事前に、誰がどの地域へ出向くのかわかるた
ル、行先案内板を活用する。
るため、同一地域に一緒に行くことができる を活用する。
め、担当が違っていても、２、３の要件が1
ほか、電話連絡、来客時に担当者の予定が把
度にできることとなった。また、電話対応や
握できているので、対応が早くなり事務効率
来客時にも迅速に対応できるようになった。
が向上する。
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1

1

図書ｻｰﾋﾞｽ課

松任図書館内のお知らせや注意書き
のポスター・チラシ等を、利用客に
文章だけではなく、図案やイラスト
を使い、見ただけで内容がわかるよ
う工夫をし、改善していく。

駐車場内の一方通行看板や案内など
似たようなものが数種類あり、利用
客がどの看板を見てよいかわからな
いことがあるため、利用客が戸惑わ
ないよう看板を整理し、的確な内
容、配置に改善していく。
また、消火施設付近や駐車場内の通
行の妨げになる箇所に駐車禁止表示
を施す。（指定管理者へは提案済
み）
２件の大型寄贈の図書資料の整理

2
図書館

美川図書館
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3
鶴来図書館

かわち図書
館
1

議会事務局

議事調査課

庶

務

係

議事調査係

選

挙

係
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1

監査委員

監査事務局

監

査

係
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4
農業委員

農委事務局

農地政策係
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3
美川支所

総

務

課

総

務

係
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保険福祉係

77

2

産業建設課

産業建設係
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2

鶴来支所

総

務

課

総

務

係
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税

務

課

税

務

係
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市民福祉課

市民福祉係

産業建設課

産業建設課
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駐車場看板においては、松任学習センター指
定管理者とも調整のうえ、できるものから看
板を整理していく予定としている。また、駐
車禁止区域表示についても指定管理者と調整
を進めていく。

利用のない部屋や渡り廊下の電気
は、その都度つけるようにする。

寄贈資料を整理した結果、4,634冊を整理簿
に搭載した。寄贈資料の中には、松任図書館
が所蔵していない資料も多くあり、蔵書の充
実を図ることができる。
職員の節電意識が高まり、業務上も節約を心
がけるようになった。
利用マナー案内にピクトサインを追加するな
ど見直したことにより、館内巡視時のマナー
案内の声掛けがしやすくなった。

議会事務局日誌の作成

毎日の公務の状況、議員の来庁状況、来客者
等その日の状況が一目でわかるようになった
ことにより、来年度の参考になるところも多
いと思われる。
これまで他市町市議会からの行政視察依頼書
は電話対応にて作成していたが、依頼者から
メールやファクスで送られてくるようにな
り、視察内容を瞬時に把握でき、日程調整や
担当課への連絡等が迅速にできるようになっ
た。

議長をはじめ、議員の来庁状況や公務の把握 議会事務局日誌の作成
により、年度を通した状況を把握することで
次年度の参考となる。

他市議会からの行政視察は、これまで電話で
申込みを受付していたが、来市数の急激な増
加により事務繁多となった。行政視察申込書
のフォーマットをＨＰからダウンロードでき
るようにすることで、議会日程調整や担当課
への連絡もスムーズになり、迅速に対応でき
るようになる。
来年度より選挙権年齢が１８歳以上 政治的中立に配慮しながら、高校生たち自身
になることから、これまでの中学校 に政治的選択を体験させることにより、主権
で実施してきた模擬投票等を高等学 者意識が醸成され、政治への関心が高まる
校に拡充する。
きっかけになっていくと見込まれる。また、
選挙本番においての高校生への投票事務対応
の事前演習にもなる。

行政視察申込書のフォーマットを市
ホームページに掲載する。依頼者は
様式をダウンロードし、必要事項を
記載してメール、ファクスで申し込
む。
市内すべての高等学校(松任・翠
星・鶴来)３校で計４回の事業を実
施することができ、松任高校では３
年生に加えて２年生対象にも追加し
て実施するなど、関心の高さがみら
れた。実際の模擬投票では生徒が投
票管理者や事務従事者を体験するな
ど受け身にならないように工夫する
など、限られた授業時間帯であった
が充実した事業内容を実施できた。

企画展『かがやく自然の魅力 ジオパーク図
書展』により、「白山市の豊かな自然」をア
ピールし、読書者層の拡大につながりまし
た。

生徒一人一人が模擬投票において、選挙公報
から候補者の政策等を考慮して結論を出し、
実際に投票行動をするという一連のプロセス
を実践したことにより、主体的に政治に参加
する意欲と態度が養われた。また、アンケー
ト結果からも政治参加への意識が高まったこ
とが読み取れ、今後の各種選挙での投票行動
につながることが期待されるとともに、投票
率向上に寄与していくと見込まれる。

ガラス窓に遮熱財（プチプチ）を貼 遮熱材を貼ることにより、直射日光を遮り、 事務局横のガラス窓全体に、遮断材 遮断材を貼ることにより、夏は直射日光を遮
る。
体感温度を下げる事が出来る。
(プチプチ)を貼る。
断して体感温度を下げる事が出来た。また、
冬は室内の温度を外に放射される量が少なく
なり、体感温度が下がることを防げた。
農業委員会総会において、これまで
位置図等について紙による説明を
行っていたが、一部パワーポイント
による説明に切り替える。
庁舎敷地内花壇及びプランターを周
辺住民が全て管理する。

4

市民福祉課

駐車場内の一方通行看板や案内など
似たようなものが数種類あり、利用
客がどの看板を見てよいかわからな
いことがあるため、利用客が戸惑わ
ないよう看板を整理し、的確な内
容、配置に改善していく。また、駐
車禁止区域を表示し、駐車すること
により通行の妨げになる箇所を改善
していく。

館内掲示板の図書館利用案内へ利用
マナーに関する案内を追加、あわせ
て閲覧席付近の利用マナー案内表示
については内容を見直したうえで利
用者が一目でわかりやすいよう、ピ
クトサイン(視覚的な案内表示)を併
記した。
「白山市の豊かな自然」をよりア 「白山市の豊かな自然」をよりアピールした 「白山市の豊かな自然」をアピール
ピールした企画展「ジオパーク図書 『ジオパーク図書展』事業では、「自然の絵 した企画展『ジオパーク図書展』で
館展」では、幅広い年齢層に親しま 本」が幅広い年齢層に愛読される様に手作り 読書者層の拡大に努める。
れる自然の絵本の貸出し増加に努め チラシで紹介・展示し、また、「１０月・紅
る。
葉のジオパークおはなし会」を計画・実施。
児童をはじめ幅広い年齢層の利用者の方々
に、より良い感性の向上が期待できる。

行政視察申込書の周知
2

選管事務局

松任図書館内では順次取組を実施しており、
館内ではお知らせや注意書きを貼っても、
すっきりとした印象となり改善されてきてい
る。

速やかに寄贈資料を整理することで寄贈者に 9月から12月まで、寄贈資料整理を
安心感をもたらすと共に、郷土資料の蔵書を 月4回程度勤務割表に組込んで実施
充実することが出来る。
した。

昼休憩時間及び利用者の入らない場 電気料金の削減
所では電気をできる限り消灯する。

2

選挙管理委員会

松任図書館内のお知らせや注意書き
のポスター・チラシ等を、利用客に
文章だけで知らせるのではなく、図
案やイラストを使い、見ただけで内
容がわかるよう工夫をし、改善して
いく。

利用マナーに関する館内表示の改訂 利用マナーの向上による館内環境の快適化
1

72

図書館内の案内ポスター等は、Ａ３版が多
く、主に文章で知らせるものである。多いも
のでは、数枚が提示されているところもあ
る。イラストを使用することで、文章も短
く、用紙を小型化し、複数掲示しても、見た
目にすっきりとした印象を利用客に与えるこ
とで、落ち着いた雰囲気で読書や学習をでき
ることが期待できる。
駐車場看板においても内容、配置を改善し、
駐車禁止区域を改めて表示することにより、
駐車場内での事故やトラブルを防ぐことが期
待される。

資料の一部をパワーポイントに切り替えるこ 資料を渡すことなくパワーポイント パワーポイントページ数（27年9月～28年1
とにより、資料の削減につながる。
のみの説明に切り替え、資料の削減 月）216ページ
を行った。
委員数 28名
216ページ×28名＝6,048枚の資料を削減
公共施設の管理に市民が参加することによ 支所周辺住民が自ら持参した花苗を 公共施設の管理に市民が参加することによ
り、市民みんなの施設であることを再認識 含め支所敷地内の全ての花壇及びプ り、市民みんなの施設であることを再認識
し、施設を大切に利用する心の醸成が期待で ランターの管理を行った。
し、施設を大切に利用する心の醸成が図ら
きる。
れ、市民が持参した花苗のおかげで従前より
花壇及びプランターが一層華やかになった。

月２回程度、担当者による勉強会を 各担当の業務内容を理解することで、業務効 月2回業務終了後に業務内容につい
開催
率と自己のスキルアップを行う。
て、特に窓口業務を中心として制度
改正による変更事項などを盛り込み
ながら、担当者説明による情報の共
有化を図ることで、市民への対応を
スムーズに行うことができる体制づ
くりを行った。
供用ファイルサーバー内のフォルダ ファイルを探す時間の削減と情報の共有化に 課の統合により課のフォルダが複数
整理
より事務効率が向上する。
存在し、重複ファイルも多数あるた
め、共有データの整理を行った。

窓口の業務内容について、諸手続きの連絡事
項・留意事項に加え、制度改正等により新た
に手続きが発生する業務の市民に対する窓口
対応も含め、担当者による勉強会での説明に
より、情報共有の強化を図ることができた。

【H28年1月末】
データ容量101GB
フォルダ15,900
ファイル132,000
フォルダの整理によりファイルを探しやすく
なった。
毎月実施している各課割当による公 公用車を適正に維持管理することにより、職 点検項目ごとに点検内容を具体的に 点検個所の写真掲載や分かりにくい自動車用
用車点検及び清掃について、点検内 員全員が公用車を大切に乗る。
分かりやすく説明するマニュアルを 語を分かりやすくすることで、全職員が公用
容を見直し、マニュアル作成等にて
エクセルファイルで作成し、担当課 車を適正管理する事ができるようになった。
周知する。
に配布して周知した。
点検内容が理解できるので公用車の状況把握
が容易になった。
安全点検の必要性を理解することで、交通安
全に対する意識向上を図れた。
CESSグループウェア「スケジュー
ル」への個々の登録習慣付け

より詳細なスケジュールが共有でき、課内の CESSグループウェアのスケジュール 登録習慣付けが徹底されたことにより、週間
連絡体制の強化及び職員相互の意思疎通が図 機能を有効活用し、職員が互いに忘 スケジュール表を確認するだけで、職員個々
られる。
れずに、詳細な予定を書き込むとい の庁外業務・会議・研修・休暇予定等、より
5
うことを意識して取り組んだ。
最新な情報が共有できた。課内の連絡体制が
強化され、職員相互の意思疎通にもつながっ
た。
多種・多様化した業務の情報共有並 情報共有することにより多種・多様化した業 チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール チェスのスケジュール管理により、課員個人
びに電子ファイルを整理する。
務を効率良く実施する。
管理を徹底して課内の状況を把握す の1日の業務内容が把握出来るようになっ
また、電子ファイルを整理することにより、 る。
た。(80％の達成度)
課内業務の明確化と職員の資質向上を図る。 共有するファイルを少しずつ担当者 また、共有ファイル整理は、膨大な量のた
2
が整理していき、業務の簡素化と明 め、また、同様な業務が混在している状況で
確化により、職員の資質向上が得ら あり、ファイルを保存していけば良いのか、
れる。
削除すれば良いのか判断がつかず、なかなか
整理が進まない。(30％の達成度)
チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール 電話や来客対応が的確となり、事務能率が向 チェス(ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｴｱ)のスケジュール スケジュール等の情報を共有することによ
の活用と毎朝の課内会議等により課 上する。さらに、課内情報の一本化が図られ の活用と、毎朝の課内会議等による り、電話や来客対応が的確となり時間短縮な
職員の行動を把握する。
職場環境の改善にもつながる。
課職員の行動を把握。また、不在時 ど業務効率が向上。さらに、課内情報の一本
2・4
にはホワイトボードに行動予定を記 化が図られ職場環境の改善につながった。お
入し、所在と帰庁時刻を明らかにし おむね成果があったように思われる。今後も
た。
継続して行っていきたい。

河内市民ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

市民ｻｰﾋﾞｽ課 市民サービ
ス係
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1

かわち保健
センター
83-1

1
吉野谷市民
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

市民ｻｰﾋﾞｽ課 市民サービ
ス係

鳥越市民ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

市民ｻｰﾋﾞｽ課 市民サービ
ス係

尾口市民ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

市民ｻｰﾋﾞｽ課 市民サービ
ス係
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文書廃棄を、課単位でなく吉野谷市
民サービスセンターで一括して行
2・4 う。文書廃棄で出たチューブファイ
ルは、保管して、再利用する。
庁舎内の整理整頓
4

1

4
白峰市民ｻｰ
ﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

市民ｻｰﾋﾞｽ課 市民サービ
ス係
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臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特 国の消費税引き上げに伴う低所得者対策や戦 臨時給付金、子育て世帯臨時特例給 市民サービスセンターでは、課職員全員で、
例給付金、戦没者遺族特別弔慰金等 没者遺族に対する特別措置に係る受付窓口と 付金、戦没者遺族特別弔慰金等の臨 情報とマニュアルを共有し、交付対象者から
の臨時受付事務を適正に行う。
して、情報とマニュアルを正確に把握し、無 時受付事務を本庁の関係部署と連絡 の問い合わせや窓口対応に、親切・丁寧にあ
駄のない対応に努め、窓口サービスの向上を を取り合い、国からの情報・マニュ たり、適正かつ迅速に対応し、市民サービス
図る。
アルを共有し、適正に窓口業務を実 の向上に努めた。
施した。
施設利用について、職員同士が情報 施設利用者に不便をかけず、気持ちよく利用 同じ事務所にいる保健センター職員 情報を共有化することにより、スムーズな窓
を共有化し、スムーズな窓口対応及 していただけるようにする。利用者の再度の と公民館職員が、それぞれ情報を共 口対応ができた。
びサービスが行えるようにする。 利用を促す。
有化することにより、スムーズな窓 これにより、口コミによる利用者も増加し
口対応ができるように努める。
た。

1

提案数

166

目的選定

1
2
3
4
5

白山ろく分室教育課の文書もあわせて廃棄す
ることにより、業務効率の合理化を図る。ま
た、書庫及び書棚の整理がなされ、保管した
チューブファイル等を利用することにより、
机の上も整理整頓がなされる。
保存年数の過ぎた文書などを廃棄し、整理す
ることにより、次年度への引継ぎがスムーズ
になる。

文書の廃棄物を整理し、事務の効率
化を図る。ゴミが出ないよう、ファ
イル等の再利用により、経費削減に
も努める。

文書廃棄で出たチューブファイルは、保管し
て、再利用ができた。また、書類の整理整頓
により、書類の管理がスムーズになり、事務
の効率化を図ることができた。

2階の書庫の文書綴を廃棄の物と保 引継ぎがスムーズになり、執務しやすく事務
存のものに分類し、廃棄文書につい の効率が上がる。
ては、１階に下ろし分別処理する。 引き続き関係課と連携して早期に完結する。

電話応対時の確認票を作成し、職員 センターの電話がナンバーディスプレイでな 電話確認票を作成し利用する。
全員が使用する。
いため、名前や電話番号を確認せずに対応
し、間違った情報を伝えた際の連絡ができな
い。確認票を利用することで、ミスを防ぎ市
民サービスの向上に繋がる。
ラジオ体操と朝礼の継続
職員の健康管理と職員間のスケジュール把握 朝礼前に、ラジオ体操を実施する。
に繋がる。

各自が確認票を使用し、電話対応を行ったた
め離席時の電話や再度連絡を入れる際に、迷
わずに対応することが出来た。

1日のスタート時に体操を行うことで、仕事
に係る意気込みと職員の健康管理につながっ
た。
地区内の移動時等において、道路の 早期対応及び被害拡大防止による経費削減が 土日祝日であっても、地域内移動時 早期対応により異常箇所の拡大防止による経
路面状態等に注意を払い、異常箇所 図られる。
の際には、職員に注意を払う事を徹 費削減が図られた。また、地域内の市道は市
を発見した場合には担当部署への連
底する。
民にとっては通学、通勤等大事な道路である
絡を行う。
ため、早期対応する事により生活環境の安全
面を図る事ができた。

市民サービス向上
業務効率化等
経費削減・収入増加
職場環境改善
その他事務改善

