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：H30.9.5～H31.2.1
（複数目的含む）

提案数
提出率

169件
100%

目的選定

1
2
3
4
5

市民サービス向上

50件

業務効率化等

81件

経費削減・収入増加

18件

職場環境改善

14件

その他事務改善

9件
実施期間：H30.9.5～H31.2.1
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車両管理室

現行の郵便物仕分票（紙）を廃止し、各 ○ 平成30年10月１日より、従来の郵便仕分
実施前は職員２名で１時間以上かかっていた作業時間
課ごとに電子データに入力してもらい、 票を廃止し、各課で通数を入力できるように が、実施後は１名で３０分～１時間程度になった。
集計表を作成する。
集計表を全庁様式集に格納した。
また、通信運搬費の予算資料のため仕分票を日々１枚
データの格納場所については、入力者の利 ずつ入力していたが、入力する必要がなくなり、事務時
(仕分け方法細分化の依頼が郵便局から 便性を考慮し、11月1日より情報系－90_郵便 間の大幅な削減につながった。
あったが、そのため作業が煩雑化し、作 に変更した。
業時間の短縮が課題となっていた。そこ ○ 総務課では郵便物の仕分け箱を細分化
で従来の仕分票を廃止し、各課で郵便物 し、各課で細かく分類したものをそのまま入
を集計してデータを入力できるように集 れられるようにした。
計表を全庁様式集に格納する。また郵便
物の仕分け箱を細分化し、各課で細かく ○スムーズかつ適切に郵便物を仕分けられる
分類したものをそのまま入れてもらえる ように、平成２８年４月以降更新されていな
ようにする。)
かった「郵便物仕分けフローチャート」を最
新のものに更新した。
○ 通信運搬費の予算資料については、集計
表のデータと連動させ、手入力の必要がない
ようにした。
総合案内横の電光掲示板を利用して来庁 次の情報を電光掲示板に掲載した。
者に情報発信をする。
・職員採用候補者試験の案内
：約10日間
・白山検定受験者募集の案内
：約20日間
※今後、石川県議会議員選挙の期日前投票
所の案内等を予定している。

H29年度の稼働率
（会議予定を掲示した率）
51日/245日≒20.8％
H30年度の稼働率見込み
（会議予定＋情報案内）
80日/244日≒32.8％
※会議予定と情報案内が重複した日は無かった。

CESS（庁内システム）のスケジュール機
能の活用
CESS（庁内システム）のスケジュール機
能の活用
ふるさと納税制度に関するＱ＆Ａマニュ
アルを整備

各自の業務予定やスケジュールの把握や情報共有につな
がり、業務の効率化が図られた
各自の業務予定やスケジュールの把握や情報共有につな
がり、業務の効率化が図られた
多様な問い合わせが増加しているため、現在のマニュア
ルで対応が済んだケースは少なかったが、内容の充実と
共有を周知し、今後も継続して活用するよう努める。

ＣＥＳＳ（庁内システム）のスケジュール機
能の活用
ＣＥＳＳ（庁内システム）のスケジュール機
能の活用
マニュアルを情報系サーバーの全庁様式に保
存して、庁内の誰でも閲覧可能とした上、担
当者はＱ＆Ａの内容を随時追加更新する。

ふるさと納税制度に関するＱ＆Ａマニュ マニュアルを情報系サーバーの全庁様式に保 多様な問い合わせが増加しているため、現在のマニュア
アルを整備
存して、庁内の誰でも閲覧可能とした上、担 ルで対応が済んだケースは少なかったが、内容の充実と
当者はＱ＆Ａの内容を随時追加更新する。
共有を周知し、今後も継続して活用するよう努める。
各種調査表様式の見直し

３種類の調査票様式に「集計用シート」を作 今回の取組み期間中には活用できなかったが、項目の並
成した。
びをエクセル上で横一列にすることで、とりまとめ作業
（これまでは、提出された調査内容の取りま が短時間で行えるようにした。
とめの際、調査項目を一つずつコピー＆ペー
ストしている。）

市民交流センターの大会議室利用者が控
室として4階会議室を利用する場合が多
いので、2階3階の控室を利用するよう周
知する
法定外公共物の現地確認や払下げ、使用
許可等の相談や申請をエクセルデータで
管理する。

4階会議室の控室利用での申請が来た時に交 控室利用促進の結果２件控室へ利用変更あり、４階会議
流センター受付で２階３階の控室を利用する 室を一般利用者に貸し出すことができた。
よう依頼する。

財産の異動等による管財課合議起案写し
のファイリング方法の見直し
共用車（車両管理室所管分）の利用促進
及び利用状況の把握

財産の異動等による管財課合議起案写しの
ファイリング方法の見直し
午前１０時と午後２時の２回、車の利用状況
を確認し、使用していない場合は、予約者へ
予約の修正を依頼した。

エクセルに相談件数と不在時に窓口に来られ 使用許可相談65件(うち担当者不在９件)
たお客様の相談内容と連絡先を記載し、引継 払い下げ相談41件(うち担当者不在９件）
ぎ漏れがないようにした。
境界確認相談48件(うち担当者不在１２件)
開発に関係する相談28件(うち担当者不在５件)
その他相談5件(うち担当者不在１件）
期間：９月４日～１月３１日
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【公職者名簿の拡充】
昨年作成した名簿登録者の活用を広げるた 公職者名簿の拡充
昨年作成した個人ごとの審議会等のデー め、審議会等の委員更新や表彰の推薦に関す
H29年度末：４，６９１名
タに加え、表彰等の功績を追加し推薦等 る決裁等の情報を追記するなど、情報の充実
⇒ 2/6：５，８１７名
の参考資料に活用する。
を図り、市政表彰の際に広く市民の功績を表
※1,126名増(約24％増）
彰できるように活用する。
・名簿登録については、随時追加される。
市政功労者表彰候補者リスト登録件数 ２１件
・情報を活用した功績候補者リストについて
【目標件数２０件】
も随時追加する。

2

8

14

取組成果

取組事案

類似事案が探しやすくなった。問い合わせに対しても、
迅速な対応が出来た。
予約時間を修正することにより、稼働率を促進したほ
か、より正確な利用状況を把握し、配置換えや廃車可能
な車両の参考とした。
○上半期稼働状況
（特別職用車両、マイクロ、キャンター除く）
Ｈ２９：４，１２７日
Ｈ３０：４，５３５日

除雪車等冬期間のみ使用する車両の任意 除雪車、小型除雪機等の保険加入期間を見直 前年度と比較し、保険料が７３９千円削減できた。
保険加入期間の見直し
しし、短期間（５～７ヵ月間）の契約とし
た。
新聞等に掲載された業務関連情報を供覧 関連記事をコピーし、課内供覧する。必要に 課内で事前に情報の共有化が図られ、業者や各課の問い
し、課内で情報を共有するとともに、必 応じて記事内容を調べる。
合わせに対してスムーズに対応が可能となった。
要に応じ、情報について調査し事前に対
【記事内容】 （Ｈ３０） （Ｈ２９）
応を検討する。
◇市関連
（５６件） （２０件）
◇県・国関連 （７件）
（７件）
◇他市関連
（８件）
（１件）
チェスのスケジュール機能を利用し、係 検査日が決まり次第、チェスのスケジュール 係又は課内で事前に情報の共有化が図られ、職員間での
内で業務予定情報を共有する。
機能に入力し、課内で共有化する。
スケジュール調整が容易にできた。
入札日程や検査日程を確認しながら、新たな 検査日程を計画的に調整することで、効率よく業務を行
検査日程を調整する。
うことができた。
関係団体との連絡調整事務に係る年間ス 全関係団体との連絡調整事務の年間予定及び 全関連団体に係る年間予定等が団体別に一覧できるた
ケジュール表を作成し、事務の進捗状況 留意事項等を団体別に一覧できる名簿表を作 め、事務スケジュールの把握に役立っている。
をチェックする。
成して、事務の進捗管理に使用する。
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36

発達相談ｾﾝ
ﾀｰ

毎朝係内で報告の共有、課題等が出てきたら
その問題について協議する。
滞納処分に関する文書について、保存年 H31年度の文書整理より適用するため、課内
限を永年→事件終了年度より10年に変更 で書類整理の準備を実施
する。
（現状は空き区画がない。）

色々な面で共有出来た事は良いことであった。又、困難
事例もなく終了する事ができた。
地下書庫文書整理棚の区画（H：40cm×W：80cm）につい
て、最低5区画、最大17区画新たに確保できる見通し。

市民からの相談事項等について、内容や 軽微なものを除き、市民からの相談事項等に 軽微なものを除き、市民からの相談事項等について、課
対応、結果状況をとりまとめた資料を作 ついて、課としての対応、結果等をとりまと としての対応、結果等をとりまとめた資料を作成するこ
成、管理し、今後の事務に活かす。
めた資料を作成する。
とにより、課内で情報共有、トラブル防止につながっ
現状においても、課内で情報共有してい
た。
るが、結果まで把握できる資料を作成す
る。
地域防災活動の支援
中期実施計画策定過程ごとに、様式・資
料ファイルを統一した形で整理し管理す
る。
（部ごとに担当者を割振り、資料の整理
等を行っているが、担当する部以外の部
の事業と調整をする必要がある場合や協
議の経過を確認する場合などには、対象
となる事業の情報を把握する必要があ
り、各担当をまたいだ情報を共有する必
要がある。）

各地区、町内会で実施される防災訓練の積極
防災訓練の支援を行うことにより、スムーズな訓練の
的な支援に努めた。
運営ができ、内容等の充実も図られ、地域防災力の向上
につながった。
計画策定事務作業中、統一した時点ごとに計 計画に記載する各事業の、決定プロセスが把握できる
画調書（様式）ファイルや関連資料ファイル （どの段階でどのように記載内容が変わったかがわか
を保存した。
る）ようになった。
（部長ヒア、副市長ヒア、市長ヒアに提出時
及び市長ヒア終了後の各ファイルを部ごとに
保存）

書類の保管場所、ファイル、背表紙、イン
デックス等の整理を実施。
不要な書類を書庫に持って行き、スリム化・
効率化を図る。
定住促進支援制度の利用者向けアンケー アンケートを添付していない申請者には、強
トの実施
制ではないことを説明のうえ協力してもらう
ようお願いした。
週１顔合わせミーティングの実施
毎週、業務や日程について打合せを行い、課
内職員のコミュニケーションを図るととも
に、限られた人数による窓口業務の調整を
行った。

整理により時間短縮、事務の効率化が図られた。

H31.2.1現在において回収率100％となっている。
職員の少ない課において、窓口業務に支障を来すことな
く、また職員の休暇等にも配慮した職場環境が作れた。
加えて業務においても係を超えた共通認識を持つことが
でき市民に対して適切な対応ができた。

ホームページに掲載しているメール配信 市ホームページに掲載しているメール配信
市ホームページメール配信サービスについて、メール
サービスのサイトリニューアル
サービスのサイトリニューアルを行った。
配信登録の変更、配信解除等について、ホームページの
掲載内容を見直しするとともに、同サイトを分かりやす
くリニューアルし、利便性が向上した。
市登録統計調査員の継続登録意向調査

1

35

係内での朝礼

2

広報広聴係

31

障害福祉課

固定資産評価基準及び土地評価事務要領 土地の地目認定、画地計算、減価補正率、造 係内での見解の統一により、評価のばらつきが是正さ
による内部研修の実施
成費補正率表などテーマを決めて重点的に内 れ、また、意見交換により各職員が評価事務のノウハウ
部研修を実施した。
を習得し、適正評価につながった。
各班で家屋調査を行った際、特殊なケー 各班の家屋調査後、特殊なケースや疑問等が 事前に情報を共有することで、以後の調査についてス
ス、注意すべき点等があった場合、係内 あった場合、係内で相談し情報を共有した。 ムーズに行う事ができた。
で研修し情報を共有する
また、係内の各班の進捗状況を把握することができ、協
力体制が強化された。

書庫及び書棚における簿冊の写真データ ・書棚の段ごとに簿冊の標題が分かるように
多少の移動は有るものの、他の簿冊を頼りに保管され
による管理
デジタルカメラで撮影し、画像として保存。 ている場所が容易に見つかった。
・パソコンの簿冊管理簿に写真ナンバーを付
けて保存。

2

生活支援課

市・県民税の証明書の年度と内容につい 市・県民税の証明書の種別内容及び交付可能 市・県民税の証明書交付申請受付時の説明の補助として
ての早見表を作成し、窓口に備え付け 年度の範囲についての早見表を作成して窓口 必要に応じ使用し、受付を円滑にすすめることができ
る。
に備え付けた。
た。

2

係

30

効果

書庫及び書棚における簿冊の写真データ ・書棚の段ごとに簿冊の標題が分かるように
多少の移動は有るものの、他の簿冊を頼りに保管され
による管理
デジタルカメラで撮影し、画像として保存。 ている場所が容易に見つかった。
・パソコンの簿冊管理簿に写真ナンバーを付
けて保存。

1

健康福祉部

取組内容

2

係

29

広報広聴課

容

書庫及び書棚における簿冊の写真データ ・書棚の段ごとに簿冊の標題が分かるように
多少の移動は有るものの、他の簿冊を頼りに保管され
による管理
デジタルカメラで撮影し、画像として保存。 ている場所が容易に見つかった。
・パソコンの簿冊管理簿に写真ナンバーを付
けて保存。

新幹線係

28

内

書類の一元化・整理を行う。

23
定住支援課

取組成果

取組事案

1
1
1

市の登録統計調査員の継続登録意向調査を
実施し、意思を確認した。
（以前から調査員として登録されている人で
も、現在は活動意思が無い人が登録されてい
る）
広報紙の校正力、校閲力を向上。ケアレ 課内での読み合わせ作業を３人体制行い、課
スミスを防ぐための確認の徹底。
員全員で確認を行っている。
担当課での確認作業を徹底してもらうための
注意喚起、対象記事の期間内掲載の徹底を
図っている。
・各自が行事予定表に入力することで情 ・各自が行事予定表に入力することで情報を
報を共有する。
共有した。
・朝礼時に１日の予定を報告する。
・毎朝朝礼を行い、その日の予定を報告し、
職員の在席調整を行った。

市登録統計調査員の継続登録意向調査を実施したとこ
ろ、３６人の辞退を確認し調査員確保の事務を効率化で
きた。
（平成30年12月末現在160人）

朝礼時にミニ手話レッスンを行う

窓口、タブレット端末を通し、ろう者に対し手話で対応
した回数を測定
→９９回の対応（150日間で）
窓口、タブレット端末を通し、ろう者に対し手話で対応
した回数を測定
→９９回の対応（150日間で）
課内で各職員の事務状況やスケジュールが把握できるこ
とで、電話での相談・問い合わせや来客相談の際にス
ムーズに対応することができている。

誤字・脱字の発生はなかったが、表紙写真の撮影場所を
応募者の記述どおりに記載したところ、撮影場所が違っ
ていたため訂正した。
また、担当課の校正もれが発生し、誤った情報を掲載し
た。
少ない人員の中で各職員の出席会議や訪問等、その日の
予定の情報を把握、共有化し、外出等職員の重複を事前
に調整することで在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。
・各自が行事予定表に入力することで情 ・各自が行事予定表に入力することで情報を 少ない人員の中で各職員の出席会議や訪問等、その日の
報を共有する。
共有した。
予定の情報を把握、共有化し、外出等職員の重複を事前
・朝礼時に１日の予定を報告する。
・毎朝朝礼を行い、その日の予定を報告し、 に調整することで在席事務職員を確保し、窓口や電話等
職員の在席調整を行った。
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。
生活保護の新規相談時に説明用の「保護 ・生活保護の新規相談時に説明用の「保護の
窓口や訪問による新規相談時において、相談者への生
のしおり」を作成
しおり」を作成した。
活保護制度に対する理解の向上が見込まれた。
朝礼時にミニ手話レッスンを行い、窓口やタ
ブレット端末を通し、ろう者に対し手話で対
応した。
朝礼時にミニ手話レッスンを行う
朝礼時にミニ手話レッスンを行い、窓口やタ
ブレット端末を通し、ろう者に対し手話で対
応した。
チェスのスケジュール管理機能の活用を 職員各自が自分のスケジュールをチェスに入
徹底する。
力するよう心掛けた。
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整理
No

部

名

課 名
施設名
長寿介護課

係 名
施設名
長寿社会係

37
介護保険係
38

目
的
選
1
2

賦課徴収係

2

39
審

査

係

1

40
地域包括支
援ｾﾝﾀｰ

1

41

42

こども子育
て課

こども育成
係

2

保

育

係

児童福祉係

賦

課

高齢者医療
係

47

48

いきいき健
康課

健康増進係

県からのメール保存方法のルール化

子育て世代
包括支援セ
ンター
鶴来保健ｾﾝ
ﾀｰ

2
2

チェスのスケジュール機能を活用し、職
員の業務や休暇等の予定を係内(課内)で
共有する。

2

チェスのスケジュール機能を活用し、職
員の業務や休暇等の予定を係内(課内)で
共有する。

健康センター松任にいる全職員で除草作業を
昼の休憩時間または業務終了後に2回実施し
た。
毎朝朝礼時に、その日の職員の予定を報 チェスに個人のスケジュールを登録するとと
告、またチェスにも個人のスケジュール もに、毎朝朝礼時にその日の職員の予定を報
を登録することにより、個々の庁外業 告し合い、個々の庁外業務・会議・休暇予定
務・会議・休暇予定等のスケジュール情 等のスケジュール情報を課全体で共有する。
報を共有の徹底。

除草作業を職員が必要に応じて行うことで、最低限の施
設の美観を保つことができた。

3

職員による除草作業の実施
チェスのスケジュール機能を利用し、課
内で業務予定の情報を共有する。

4

4

千代野保育
所

4

53

１か月分の窓口当番予定表を作成し、それに
１か月分の窓口当番予定表を作成し、それに基づき各
基づき各職員が１か月分の活動計画を立て、 職員が１か月分の活動計画を立て、訪問、面談等の重複
訪問、面談等の重複を事前に調整し在籍職員 を事前に調整したことにより、センターを留守にするこ
を確保した。
とが、昨年度に比べ減少し（週２回程度⇒週１回程度）
一定の効果はあった。
しかし相談件数が昨年度と比較し増加（H29 872件・
H30 1130件＊各12月末）し、又緊急に複数で対応しなけ
ればならない困難ケースも増え、今後、この体制の中で
今回の取り組みだけでは限界を感じる。
①メールの保存方法のルール化により検索を ①県からのメールを探し易くなり事務の効率化に繋がっ
しやすくする。
た。

②カウンターに座っている人が対応中の人であるかが、
一目でわかり、不要な声掛けをしなくてもよくなった。

わかみや保
育所

52

審査判定事務に係る遅延や、判定・通知事務のミスは０
件で、すべて適正に遂行された。

②窓口の対応をスムーズに行えるように、対
応中の来訪者とわかるように、目印となるメ
モ板をカウンター上に置く。
会議、研修の参加、休暇取得等をチェスのス
ケジュールを活用することにより、相互に業
務状況を把握することが出来るようになり、
事務の効率化が向上する。
会議、研修の参加、休暇取得等をチェスのス
ケジュールを活用することにより、相互に業
務状況を把握することが出来るようになり、
事務の効率化が向上する。
会議、研修の参加、休暇取得等をチェスのス
ケジュールを活用することにより、相互に業
務状況を把握することが出来るようになり、
事務の効率化が向上する。
健康センター松任にいる全職員で除草作業を
昼の休憩時間または業務終了後に2回実施し
た。
全職員がチェスのスケジュール機能を利用
し、予定が入り次第、各自がスケジュールを
入力した。また、業務や打合せ等の日程が決
まれば、担当者が出席者のスケジュールに入
力して知らせた。

2

51

情報の共有したことで、細かな課題、問題点も係員全体
で話し合いができる環境造りができ、結果、市民一人一
人に対しての柔軟な対応ができた。

窓口で応対を始めたときに、目印となる
ものを卓上に置き、対応中の目印とす
る。
チェスのスケジュール機能を活用し、職
員の業務や休暇等の予定を係内(課内)で
共有する。

2

2

49

湊保育園

54

できる限り職員不在の時間が無い様に、
前月末に当月１か月分の窓口当番（半日
単位で１名）表を作成しそれに基づき各
職員が１か月分の活動計画を立てる。

窓口を整理整頓し、市民が来庁されたら筆記用具等が
入った道具箱をカウンター上に出し受付したことによ
り、受付業務がスムーズに遂行された。
業務内容や制度改正に関する知識を深めることができ、
窓口や電話での対応がスムーズとなった。

②カウンターに座っている人が対応中の人であるかが、
一目でわかり、不要な声掛けをしなくてもよくなった。

保健予防係

50

常に窓口を整理整頓し、受付しやすい環境に
努めるとともに、市民に不快な思いをさせな
いスムーズな窓口業務に取り組んだ。
課全体で業務内容・制度改正に係る本市の体
制の進捗状況等について
勉強会を開催した。
情報を共有することで、窓口・電話での市民
への対応がスムーズとなる。市民一人一人の
事由を把握し応対することでのサービス向上
を目指す。
朝礼で臨時職員を含む全員が、業務予定 朝礼等によりミーティングを徹底すること
を報告しあい情報共有を図る。また、審 で、事務の進捗状況や問題点を全員で共有し
査待ちの状況を把握を徹底する。
た。

②窓口の対応をスムーズに行えるように、対
応中の来訪者とわかるように、目印となるメ
モ板をカウンター上に置く。
①メールの保存方法のルール化により検索を
しやすくする。

係

46

窓口を整理整頓し、市民が来庁されたら
筆記用具等入道具箱をカウンター上に出
し受付する。
課全体で定期的に各係の業務内容・制度
改正に係る本市の体制の進捗状況等につ
いて勉強会を開催。
窓口での接客内容、電話対応等を随時記
録に残す。

効果

窓口で応対を始めたときに、目印となる
ものを卓上に置き、対応中の目印とす
る。
県からのメール保存方法のルール化

2

保険年金係

45

取組内容

②カウンターに座っている人が対応中の人であるかが、
一目でわかり、不要な声掛けをしなくてもよくなった。

1
保険年金課

容

②窓口の対応をスムーズに行えるように、対
応中の来訪者とわかるように、目印となるメ
モ板をカウンター上に置く。
①メールの保存方法のルール化により検索を
しやすくする。

1
44

内

窓口で応対を始めたときに、目印となる
ものを卓上に置き、対応中の目印とす
る。
県からのメール保存方法のルール化

1
43

取組成果

取組事案

4

職員による除草作業の実施

①県からのメールを探し易くなり事務の効率化に繋がっ
た。

①県からのメールを探し易くなり事務の効率化に繋がっ
た。

・係又は課内で事前に情報の共有化が図られ、職員間で
のスケジュール調整が容易にできた。
・日程等を計画的に調整することで業務遂行の円滑化が
図られた。
・係又は課内で事前に情報の共有化が図られ、職員間で
のスケジュール調整が容易にできた。
・日程等を計画的に調整することで業務遂行の円滑化が
図られた。
・係又は課内で事前に情報の共有化が図られ、職員間で
のスケジュール調整が容易にできた。
・日程等を計画的に調整することで業務遂行の円滑化が
図られた。
除草作業を職員が必要に応じて行うことで、最低限の施
設の美観を保つことができた。
職員のスケジュールが把握でき、電話や来客に対応す
ることができた。
職員のスケジュールが見えることで、打合せ等の日程
調整に役立ち、また業務担当者が関係する職員のスケ
ジュールを入力することで、漏れなくスケジュール把握
ができた。

個々がチェスにスケジュールを入力することにより、情
報の一元化、
明確化が図られ、課内の連絡体制及び業務遂行の効率化
が図られた。
また、朝礼において再確認することによりその効果が助
長された。

保育室・玄関・職員室などを含む施設全 子ども達が、安心かつ安全な環境で過ごせる 所内公開では、環境評価スケールを利用し各保育室を担
体の環境整備の実施。
ように、所内公開を通して環境整備に取り組 任以外で評価（採点）し数値化することで、改善点など
み、職員間での共通理解を深めていく。ヒヤ が具体的でわかりやすく取り組みやすかった。また、ヒ
リハットについての定期的な会議を行った
ヤリハットな場面を毎月見直して職員会議で話し合うこ
り、所内公開や協議の仕方について工夫した とで、怪我をおこしやすい場所や危険な場所の把握が出
りすることにより、職員の意識を高め、保育 来、職員間の共通理解が得られ、子ども達の怪我が減
所全体が居心地が良く過ごしやすい環境にな り、安全な保育環境となった。保育所全体が安全な環境
るよう心がけた。
になったことで、子ども達や職員が居心地よく穏やかに
過ごすことが出来た。
施設内の環境を見直し、整理整頓、美化 日々職員間で声を掛け合い保育所内を掃除
施設自体の老朽化に伴い、職員間で声を掛け合いながら
活動に取り組む。
し、子ども達の作品や季節ごとのしつらえに 清掃しきれいな環境を意識し合ってきたことで、子ども
気を配りながら美化意識に取り組んだ。
達の作品や各クラスの室礼に気配りし保護者は勿論保育
所へ来所される全ての方々が作品や生花や室礼を見て会
話が弾み気持ち良く来所して頂けた。
計画的に園内外の環境整備を行う。
教材室、用具庫等の整理整頓を行い、収
納されている物品について分かりやすく
表示する。

週に1度、環境整備の日として「ピカピカ
デー」を設け、年間計画も作成して取り組ん
だ。行事や会議などで予定通りに実施できな
いこともあったが、臨機応変に日や内容を変
更して整備することができた。
物置や教材室等の整備を定期的に行うことは
できたが、担当を決めて取り組むまでには至
らなかった。
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計画的に取り組めたことで、職員の環境整備に対する意
識が高まった。
教材や用具等が整理され、物品の出し入れがしやすく
なった。また、在庫が分かりやすくなり、教材、消耗品
費の削減につながった。

整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

双葉保育所

内

容

・保育時間後は保育室の電気をすべて消
し、１カ所に集まって仕事をする
・ペーパータオル１枚で拭き取り、小さ
く丸めて捨てる

3

55

吉野保育所

3

56

松任幼稚園

1

57

子育て支援ｾ
ﾝﾀｰ

2

58

乳児保育所

病児保育ｾﾝ
ﾀｰ
60

1

61

美川児童館

1

62

湊児童館

2

63

鶴来北児童
館

1

効果

・保育時間後、事務所に集まって仕事を行う
ことにより、電気代を節約する。
・捨て口を小さくしたごみ箱を用意し、手の
拭き方、捨て方を絵と言葉で表示する。ペー
パータオル１枚で拭き取って小さく丸めて捨
てることによってごみの容量を減らし、ペー
パーとごみ袋代等の消耗費を削減する。

・保育時間後は保育室を消灯することによって、節約の
意識を高めることにつながった。
・場を共有することで必然的に会話が生まれ、他クラス
の保育内容や子どもの様子等の把握につながり、円滑な
人間関係、職場環境を築くことにもつながった。
・ペーパータオル１枚で拭き取るよう子どもと共に取り
組んだことによりエコについての意識付けができた。ま
た小さく丸めて捨てることによりごみの容量を減らすこ
とができた。

園舎周りの草むしり、ゴミ拾いをする。 ・全職員で年に数回、園舎周りの点検、草む
しりやゴミ・空き缶拾いを行う。
・毎日の早番職員が、園舎周りの点検、ゴ
ミ・空き缶拾いを行う。
・保護者の奉仕作業の時に一緒に草むしりや
ゴミ・空き缶拾いを行う。

草むしりやゴミ拾いは、毎月行うことはできなかった
が、早番職員の点検やゴミ・空き缶拾い、気が付いた時
や保護者の草むしりの日に合わせて一緒に行ったりする
ことで、綺麗な環境が保たれ、ゴミや空き缶を捨ててい
く回数が減った。

職員会議の効率化を図る。
(業務の体制上、会議時間の確保が難し
いことに加え会議の時間が日常業務遂行
の妨げとなることもあった。会議所要時
間はこれまで１回につき１時間以上を要
していたが１回につき45分ほどを目指し
たい。）

【会議の効率化及び時間短縮を図る】
１、議題とその所要時間を明記したレジュメ
表を作成し、見通しを持って進行できるよう
にした。
２、必要な物を前もって準備して参加できる
よう、議題や検討する内容をあらかじめ職員
に知らせ、報告等がスムーズにできるように
した。
３、ケース会議はｋｊ法を用いるなど参加者
の周知合理化を図った。

職員が見通しを持って会議に参加できるようになり、
会議によっては時間を短縮できるようになり、そのこと
が職員の休憩時間の確保や記録記入時間にあてることが
できた。
しかし時間のかかる会議もあるので今後も継続して能
率化を図っていきたい。
(これまでは60分～90分かかっていたが現在は45分～80
分ほどになった）

職員会議の効率化を図る。

【会議の効率化及び時間短縮を図る】
１、議題とその所要時間を明記したレジュメ
表を作成し、見通しを持って進行できるよう
にした。
２、必要な物を前もって準備して参加できる
よう、議題や検討する内容をあらかじめ職員
に知らせ、報告等がスムーズにできるように
した。
３、ケース会議はｋｊ法を用いるなど参加者
の周知合理化を図った。

職員が見通しを持って会議に参加できるようになり、
会議によっては時間を短縮できるようになり、そのこと
が職員の休憩時間の確保や記録記入時間にあてることが
できた。
しかし時間のかかる会議もあるので今後も継続して能
率化を図っていきたい。
(これまでは60分～90分かかっていたが現在は45分～80
分ほどになった）

1日1回の体操＆ストレッチ

朝の利用者が少ない日、ラジオ体操第1・第2 身体が温まり、すっきりした気持ちで、仕事に取り組む
をする。
ことが出来た。
9月6回、10月14回、
11月8回、12月6回、1月10回

4

松任児童館

取組内容

資源の再利用を呼びかけ、子ども達と一 ①園の環境負荷を園児と共に提言する。
・目標に掲げる事で更に意識して取り組むことができ
緒にエコ活動を考え実施する。
②園児の環境に対する感性を育むと共に環境 た。また、子ども自身が意識することで保護者の方にも
に配慮した生活習慣を身につくよう働きかけ 意識づけをすることができた。
る。
・５つの頑張る宣言の啓発ポスターを作成、
掲示する。
・ゴミの分別回収箱を作る。・園の周囲の環
境美化を行う。
・ブナ森散策の自然体験を通して感性を育
む。
③園で「エコの日」を設定する。
④保護者の環境意識を高め、園児の家庭のラ
イフスタイルを環境に配慮した物に転換する
ため、保護者（家庭）に対し、協力を得る取
り組みを行う。
・エコキャップやプルタブ運動に取り組む。
回収箱を子どもと一緒に作る事で関心を高め
る。
⑤身近な資源を大切にする。

2

59

64

取組成果

取組事案

遊びの環境を見直し、快適で居心地の良 ①玩具等の整理整頓を平日1日3回、土日は2
整理整頓をする事で玩具等の破損や不備に早急に対応
い空間作りを図る。
時間毎に実施した。また、掲示物の内容や設 ができ、安全な環境の提供に繋がった。
置場所を見直したり検討して改善を図り、お
また、利用者への声かけは会話のきっかけとなり、利
知らせや案内等の掲示について言葉を添える 用者の理解に繋がる。
ようにする等、丁寧な対応に努めた。
利用者一人一人への対応を職員間で確認する機会にな
②月1回の安全点検と日々の環境整備の中で り、そのことで継続の利用者が少しずつ増加している。
玩具の補強や破損物の撤去などを行った。③
来館者への対応の振り返りや職員間で対応の
確認をその都度行った。
児童館の行事や取り組みについての掲示
物を工夫する。内容をよりわかりやすく
したり、日頃の児童館の遊びについて紹
介したりするなど掲示物の工夫をするこ
とで、より興味・関心が持てるようにす
る。

児童館だよりや行事のポスターの内容を見 行事に関しては関心度に差があり参加者数の増減があっ
直したり、掲示する場所や仕方を工夫したり たが、日々の来館者数は前年度より２０％程度増加し
して行事の周知を行った。
た。
また、新しい玩具の紹介や遊びの様子を写
真で紹介し、児童館の遊びに興味・関心が持
てるようにした。

職員の業務の機能性を向上するため朝礼 ・事務所に職員用の事務机と椅子の数が足り 職員間で話し合うこと時間が増え、お互いの考え方が伝
などで、伝達をしやすくし、行事の準備 なかったので、椅子や簡易デスクを準備し、 わりやすくなり、児童館の運営について共通理解が深
や、職員の連携を密にする。
会議をしやすい環境を整える。
まった。
・時間を決めて、1日の流れや週の行事・課 行事の準備などは、事務所で行うことで様子が見えるよ
題などを話し合う。
うになる。
館内の整理整頓とディスプレイの充実。 ・館内を全職員で見回し、見直せるところを ・受付テーブル等を全て移動することで、災害時の防火
及び、掲示の仕方の工夫。
提案、検討。
扉の開閉に支障がなくなった。また、メロディー時計の
受付テーブルや固定遊具、回転式ホワイト 位置を下げたことで、保護者が高い所まで子どもを抱え
ボード等が防火扉の開閉を妨げていることか 上げたり、幼児が背伸びしなくても見られるようになっ
ら、全て移動する。また、メロディー時計の た。
位置を３０㎝下げた。
安全面、清潔面に対する職員の意識もより強くなった
・授乳室の案内板や落ち着いた雰囲気で授乳 と感じる。
出来るように工夫した。
・小中高校生がしたい遊びを見付けやすくなり、充実し
・季節毎に、遊具の設定や装飾等を工夫し、 て遊ぶ姿が見られるようになった。と同時に片付けもス
居心地の良い環境となるように話し合い取り ムーズになっている。
組んだ。
・授乳室に工夫をしたことで、乳児親子がよりリラック
スして授乳室を利用できている。
・季節毎に、遊具の設定や装飾等を工夫したことで、来
館者との会話のきっかけとなっている。また、親子で長
時間滞在が増加した。リピーターもあり、居心地の良い
環境となっている。
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整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

鶴来南児童
館

1

65

かわち児童
館

3

66

1
吉野谷児童
館

5

67

わかみや児童
ｾﾝﾀｰ

1

68

千代野児童ｾ
ﾝﾀｰ

2

69

取組成果

取組事案
内

容

・室温、湿度をこまめにチェックし今あ
る暖房器具（天井付けエアコン）で対応
する。
・室温が２０～２２度、湿度が５０％以
上に達しない場合は、ホットカーペット
や安全な温風ヒーターでの対応を検討。
・玄関ホールにファンヒーターを置いて
外からの来館者が少しでも暖風でほっと
できるようにする。

取組内容

効果

・室温、温度計を子どもの位置（低位置）に
設置して毎日こまめにチェックする。
暖房が必要な時は、乳幼児の使用する部屋
から順番にエアコンで暖めていく。
・室温が適温に達しない場合、温度設定を高
めにし乳幼児が這ったり寝転んだりする床面
の温度を考慮して暖房器具（天井付けエアコ
ン）やホットカーペットで対応する。
・常時ヒーターの使用が出来ないので、室温
が２０度に上がるまでは室内のドアは閉める
・出入口の自動ドアの開閉時に冷風が吹き込
むので、内側を手動ドアに切り替える。
・来館者の体感温度に対する意見も参考にし
ながら取り組む。

・室温を上げる為の工夫として、一番冷えを感じるプレ
イルームから暖め、空気の流れを利用して暖房が少しで
も温かく感じられるようにした。
・乳幼児室は、ホットカーペットを敷くことにした。室
温２０℃を維持し、来館者からは「去年に比べ、暖かく
て気持ちが良い」との言葉が多くあり良かった。
・自動ドアの内側の部分を手動にし、つい立を置いたこ
とで、玄関そばの工作室に冷気が勢いよく吹き込むこと
が少なくなった。雪の日は、ファンヒーターで対応する
と室温の上昇がみられ、早くに適温になった。エアコン
のみでは限界を感じた。
・昨年と今年の１月と１２月の来館者数を比べると、４
７％の来館者人数の増加がみられリピートの方も増え
た。
今回の課題に対しての成果がみられたのではないかと
考える。

業務中及び業務終了後の冷暖房を適切に クールシェアー・ウォームシェアーを実施 当施設は、こども園・学童クラブ・児童館が併設してい
管理する。冷暖房と同時に扇風機を有効 していることもあり、開館中は、室内を適温 るため、電気料等の施設別使用料は把握できず、経費削
に使いながら、心地よい環境の中で冷暖 に保つことを心がけた。
減に繋がっているかは確認できないが、上記の取り組み
房費の経費削減
当館は、乳幼児と保護者が過ごす部屋のみ の中で、来館者からは涼しさ暖かさなどで、ほっとして
開館時から常に冷暖房を使用するが、小学生 いる声があった。
が過ごす部屋は、小学生の下校時間に合わせ
て稼働した。小学生の下校時間は、かわち小
学校からのメール配信により把握することが
できる。
季節に応じて、室内及び戸外の環境を整 戸外環境については、季節に応じた活動（栽 地域の子育て家庭は、他地域（松任・美川・鶴来）に比
える。
培、お花など）や清掃など心がけ年間通して べて少ない中、施設内外の環境（自然を含めて）を求め
取り組むことが出来た。しかし、室内環境に て広い地域からの来館者が増えた。しかし、距離的に遠
おいては、季節を感じるあそびの提供に不足 いため日常的な来館に繋がっていないことが課題であ
した取り組みになったと思われる。
る。
児童館の閉館時と学童クラブの職員の帰
宅時の戸締りチェック表を作り、表に基
づき、チェックを行い、閉館時の戸締り
や電灯の消し忘れなどのミスをなくす
※（児童館閉館時間は通年６時、学童ク
ラブ終了時間は７時～７時３０分）
※ 玄関は共有である

・児童館閉館時と学童クラブの終了時に
チェック出来るようにチェック表を作る
・チェック表に基づき、児童館閉館時と学童
終了時の２重チェックをする

施設を管理する児童館職員と併設する学童クラブの支援
員がお互いにチェック項目を明確化したことで、細部に
も目が行くようになり、管理意識が高まり、ミスが０％
になった。

来館者とのスムーズな対応と笑顔の挨拶 ・来館者へは、心地よさが感じられるような ・リフレット作成後、3ヶ月で乳幼児親子70組にリーフ
及び衛生的な環境
接し方を意識し業務にあたる。
レットを渡したことで、初来館者数を把握することがで
・子育て支援では、成長の様子を伝えたり、 きた。また、衛生的な環境を整えたことや行事の充実を
育児相談を受け、信頼関係をもつようにし安 図ったことで、友達から評判を聞いて初来館する乳幼児
心できる居場所作りに留意する。
親子が増加している。
・来館者が興味をもつような行事を計画し
て、小学生は育ち合えるように、乳幼児は発 ・小学生においては、子ども達の思いに添った関わり、
達に添った内容を考える。
及び、子ども達の遊びの様子を家庭へ啓発した結果、昨
・当施設が利用しやすいように10月にリフ
年度よりも400人の増加へと繋がった。
レットを作成し、11月から初来館者(主に乳
幼児親子）に館内の説明を行い渡す。
ミーティングを定期的に設け、情報の共 ・勤務日程表にミーティング日を入れ、また ・定期的にミーティングを行うことで様々な対応で共通
有を効率的に行う。また、月始めにミー 月始めにはシートで１か月分の内容を周知し 理解が出来、利用者の支援や利用者にわかりやすい表示
ティング日と内容を周知する。
た。平均して月４～５回のミーティングを行 改善など利便性の向上に繋がった。
うことが出来た。
また、行事等、準備の進捗状況を確認でき、協力し合
う等、職員の意識向上と効率化を図ることが出来た。
・外部研修の報告（書面及びミーテング報告）はほぼ
100％達成出来た。５分等、限られた時間内で報告する
為のスキルも積み重ねることが出来た。
休憩時間を交替で取得する。

4
山島台児童ｾ
ﾝﾀｰ

1

70

松陽コスモ
ス学童クラ
ブ

71

市民生活部

市

民

課

廃材の利用・活用

3
戸

籍

係

2

72

市

民

係

5

73

市民相談室
74

・昼休憩を交替して取得するシステムはほぼ ・交替での昼休憩の取得は利用者への切れ目のない対応
定着した。
に繋がり今後も続けていく。午後休憩は職員のリフレッ
シュ効果と仕事効率アップに繋がった。
午後休憩は来館者状況により取得できない日もあった
が７０%ほど取得出来た。
児童センターの行事に関するものや子育 ・掲示物の内容によって、掲示する場所や掲 ・行事のお知らせや行事風景の掲示について、吹き出し
て支援に関する内容、感染症情報など、 示の仕方を見直す。
をつけたり、来館する子ども達に書く手伝いをしても
各種のポスターや掲示物の掲示の仕方を ・来館者の様子を見ながら、見直しを繰り返 らったりすることで、より興味や関心を持ってもらえる
よりわかりやすいように見直す。
す。
ようになってきている。
・子育て支援に関するものや、感染症情報に関するもの
は玄関の見やすい所に強調して掲示することで目を留め
てもらえるようになってきている。
・来館者の反応が職員の意識向上につながることを実感
している。

2

なるべくきれいな空き箱・包装紙、さらにチ
ラシ紙など収集しておく。
学習（宿題）が終わった自由時間に自分で遊
びを選んで楽しむ中の1つとして製作に利用
する。

きれいな包装紙は折り紙に、空き箱は大きさを見て小物
入れやくじ引き、遊びに必要な物、作りたいと思ったも
のなどに使用した。
創造しながら、制作に興味のある児童の成長・発達に経
費を節減しながらも役立つものと考える。

窓口対応業務を考慮した戸籍事務の迅速 戸籍届出件数が多い時期や窓口業務の出張・ 一週間以内で仕上げる期限は書類不備等を除けばすべて
化。
研修等で処理が滞った場合、状況に応じて
クリアしており、通常はおおむね４日で作成している。
ローテーションのパターンを変えて対応し
法務局、保健センターへの提出についても余裕をもって
た。
提出している。
審査→記載まで４人、確認３人、決裁２人が
対応可能な状態にし、迅速に処理した。
基幹系機器におけるログオフの実行
基幹系機器におけるログオフの実行
前年までと比較して多少実行率が向上した感がある。
（７５％程度を目標）
窓口当番を交替するタイミングでは８０％程度実行され
（市民課事務所に設置されている基幹系
ていた。
事務処理機器について、係員は操作後は
窓口当番の途中で席を外すようなタイミングでは４０％
必ずログオフを行うようにする。）
程度実行されていた。
総じて６０％程度が実行されていたと思われる。
【法律相談者リスト作成】
相談者ﾘｽﾄを作成（受付日、受付内容、氏
受付は、相談日の1週間前からとなっているため、１
（無料法律相談は、市民からの問い合わ 名）を作成し、職員間で共有した。
週間前には多くの申込がある。
せが多く、広く市民に対応できるよう、
その際、氏名・内容等を即座に確認することができ、受
年間一人１回の相談となっているが、受
付時の時間短縮となり事務の効率化につながった。
付段階で初回であることを把握・確認す
ることが困難である。）
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整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

男女共同参
画室

2

75

消費生活ｾﾝ
ﾀｰ

2

76

地域安全課

地域安全係

環

環境保全係

77
境

課

2

容

1,2

79

産 業 部

農業振興課

農業振興係

2

80

農業基盤係

2

81

地籍調査係

2

82

道の駅推進
室

2

83

地産地消課

食の安全係

2

84

食育推進係

1

85

林業水産課

林業水産係

86
商

工

課

受付は、相談日の1週間前からとなっているため、１
週間前には多くの申込がある。
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。

【法律相談者リスト作成】
相談者ﾘｽﾄを作成（受付日、受付内容、氏
（無料法律相談は、市民からの問い合わ 名）を作成し、職員間で共有した。
せが多く、広く市民に対応できるよう、
年間一人１回の相談となっているが、受
付段階で初回であることを把握・確認す
ることが困難である。）

受付は、相談日の1週間前からとなっているため、１
週間前には多くの申込がある。
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。

金曜日の終礼実施

観光文化部

観

光

課

金曜日の業務終了時、終了前等において、
業務の割り振り等に活かされる。
業務の進行状況、課題等を話し合い、事業の
進行状況などを報告し合う。
係員間のコミュニケーションを図ること
職員個々の業務スケジュール等を共有することで、
で、行事予定や業務の進捗状況を相互に確認 個々の事務所不在時間帯を事前に把握することでき、窓
することができる。
口や電話対応等円滑な事務を行うことができた。
併せて、イベント等の進め方等の意見交換することに
より、業務の充実・効率化につながり、職員間の連携が
図られた。

今年３月から公開した閲覧サイト「ごみ 市民からの家庭ごみについての問い合わせ
分別事典」の活用及びその内容の見直し は、ごみカレンダーよりも情報量が多い「ご
を行う。
み分別事典」を活用し、市民に浸透していく
ことで問い合わせ対応の軽減が見込まれる。
また、問い合わせ対応のマニュアル機能を果
たし、これにより迅速かつ的確で統一された
回答を市民に対して行うことができ、内容を
適宜見直すことで更なる質の向上を図ること
ができる。

家庭ごみの排出についての問い合わせは、ごみカレン
ダーに記載されていない内容であることも多く、その都
度クリーンセンターに確認しながら対応するなど、時間
を要することが多かったが、情報量が多く、問い合わせ
対応マニュアル機能を要する「ごみ分別事典」を活用す
ることにより、速やかに対応することができるように
なった。ごみ分別事典に載っていないごみの問い合わせ
があれば、品名を追加掲載するなど適宜修正することで
機能の充実を図ることができた。

CESS（グループウエア）のスケジュール ・各職員が、予定が入り次第、チェスのスケ ・係又は課内の予定が情報の共有化が図られ、事前に職
を活用し、事務等の予定を共有する
ジュールに入力し、課内で共有化を行った。 員間でのスケジュール調整が容易にできた。
・ヒアリングの日程を計画的に調整することで、効率よ
く業務を行うことができた。
・不在職員への電話に際しても、CESS（グループウエ
ア）のスケジュールで確認し、在席の時間をお知らせす
ることができた。
CESS（グループウエア）のスケジュール ・各職員が、予定が入り次第、チェスのスケ ・係又は課内の予定が情報の共有化が図られ、事前に職
を活用し、事務等の予定を共有する
ジュールに入力し、課内で共有化を行った。 員間でのスケジュール調整が容易にできた。
・ヒアリングの日程を計画的に調整することで、効率よ
く業務を行うことができた。
・不在職員への電話に際しても、CESS（グループウエ
ア）のスケジュールで確認し、在席の時間をお知らせす
ることができた。
CESS（グループウエア）のスケジュール ・各職員が、予定が入り次第、チェスのスケ ・係又は課内の予定が情報の共有化が図られ、事前に職
を活用し、事務等の予定を共有する
ジュールに入力し、課内で共有化を行った。 員間でのスケジュール調整が容易にできた。
・ヒアリングの日程を計画的に調整することで、効率よ
く業務を行うことができた。
・不在職員への電話に際しても、CESS（グループウエ
ア）のスケジュールで確認し、在席の時間をお知らせす
ることができた。
CESS（グループウエア）のスケジュール ・各職員が、予定が入り次第、チェスのスケ ・係又は課内の予定が情報の共有化が図られ、事前に職
を活用し、事務等の予定を共有する
ジュールに入力し、課内で共有化を行った。 員間でのスケジュール調整が容易にできた。
・ヒアリングの日程を計画的に調整することで、効率よ
く業務を行うことができた。
・不在職員への電話に際しても、CESS（グループウエ
ア）のスケジュールで確認し、在席の時間をお知らせす
ることができた。
朝礼時に当番がその日の新聞に掲載され 毎日の朝礼時に当番制で、食に関する新聞記 施策のヒントとなる情報を収集するということについ
ている地産地消に関わる記事を報告
事やニュースについて、職員自身の感想を添 て、一人一人の意識づけを高めることができた。また、
えて紹介した。さらに、重要なニュースにつ 情報を共有することにより、地産地消課職員全体の資質
いては、新聞記事のコピーを回覧した。ま
向上が促されたと思われる。さらに、各自の予定を把握
た、各自の行動予定についても情報共有し
することで、職員間の連携が取りやすくなり、効率的に
た。
事業を進めることができた。
ホームページやフェイスブックの活用に 市が主催する事業、イベントの周知のみなら 期間中に、ホームページへの情報掲載は27件、フェイス
より、市民へ地産地消に関する情報提供 ず、生産者団体の活動状況や旬の食材の出荷 ブックへの記事掲載は５件となっており、前年に比べ若
を図る
情報などを発信することで、地産地消や食育 干増加した。こうしたこまめな情報発信が、地産地消に
に関する市民意識の向上を促してきた。ま
関する認識の向上を促すと思われる。
た、大きなトピックスについてはweb上だけ
でなく、新聞やテレビといったメディアを通
じて情報発信の徹底を図ってきた。

3
2

情報系ファイルサーバー内の整理・整頓 ・各業務ごとにフォルダを統一し関連データ ・各業務ごとに整理することでデータが探しやすくなり
をグループ化した。
事務効率が上がった。
・不要なデータを削除した。
・情報系ファイルサーバーの使用量改善ができた。

2

企業からの問合せ及び空き工場等の情報 今まで個別に管理していた情報を、データ
の電子シートを作成し、課内での共有化 ファイル(ＥＸＣＥＬ)に集約した。
を図る。

共有フォルダーに保存したことにより検索が可能とな
り、問合せの対応が迅速に行えるようになり業務効率が
向上した。

ＣＥＳＳスケジュールの活用

ＣＥＳＳスケジュールに入力するようになった結果、朝
礼や予定合わせを話す機会がなくても課員全員の予定を
把握できるようになり、課員全員又は複数人で実施する
打ち合わせ、作業などの予定を組みやすくなった。この
ことにより、予定の効率的な組み立てと、予定を合わせ
られないことによる無駄な時間の省略可、また、当該業
務・イベント準備までの遅延の軽減も図ることができ
た。

企業立地室
88

効果

公用車の運転にはふんわりアクセルを心 公用車の運転では、緩やかなアクセル、ブ ＣＯ２や燃料費が削減され、環境にもよく、経費節減に
掛け、ＣＯ２削減も兼ねたエコ＆安全ド レーキングを心掛け、安全な走行に努めた。 つながった。
ライブを実施する。

商工振興係

87

取組内容

【法律相談者リスト作成】
相談者ﾘｽﾄを作成（受付日、受付内容、氏
（無料法律相談は、市民からの問い合わ 名）を作成し、職員間で共有した。
せが多く、広く市民に対応できるよう、
年間一人１回の相談となっているが、受
付段階で初回であることを把握・確認す
ることが困難である。）

係内ミーティングの実施
（週１回程度）

リサイクル
推進係

89

内

4

78

取組成果

取組事案

観光企画係

2

課員にＣＥＳＳスケジュール入力を声掛けに
て、また課員内の複数人で予定を合わせる時
にＣＥＳＳを見てから予定調整するように取
り組んだ。
当日の業務や先の予定を課員全員が即座に把
握できることで、予定組み立ての効率化を
図った。
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整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

宣伝係

内

容

事業終了後のアフターチェック

2

90

国際交流室

2

91

ｼﾞｵﾊﾟｰｸ・ｴｺ
ﾊﾟｰｸ推進室

2

92

施設管理課

施設管理係

取組内容

効果

取り組みのために作成した「アフターチェッ
クシート様式」に、事業、イベントで配置さ
れた各部門担当（課員）が終了後に気付いた
点を記入し、担当に提出後、取りまとめて翌
年度に引き継ぐこととした。

事業、イベントにおいて、課内全員又は複数人で関わる
が、業務は各部門の担当に分かれる。主務者以外の各部
門の担当しか気づけない箇所を翌年度に引き継ぐこと
で、事業全体の改善をする体制構築ができた。
あらかじめ改善点や引継事項を把握することで、事務の
効率化並びに市民サービスの向上にも繋がる体制となっ
た。

各事業のレビューとフォローアップ
特に大きな事業については、終了後に関係
来客や来場者（参加者）を迎えての事業が多く、実施
各種事業終了後には、参加者へのアン 者との反省会を行い、議事録をデータ上に残 段階になって当初の想定と異なるケースが生じることが
ケート実施、関係者とのレビュー（振り すなどした。
多々あるため、記録した改善点を次回実施時に生かせる
返り）を行うとともに、その事項につい 各事業の担当者は、事業実施に至るまでの よう努める。
て記録し、事業毎の共有フォルダに残 記録や、改善点をデータに残すようにした。
す。
各地域のジオパークパンフレットの管理 管財課からキャビネットの提供を受けること
ができたため、各地域のパンフレットの整理
ができ、補充作業や追加依頼もスムーズにで
きるようになった。

保管しているパンフレットの地域名がすぐに把握できる
ようになり、毎月のパンフ配布準備・片づけ時間が大幅
に短縮された。
また、棚からの出し入れに変わったことで、作業姿勢に
無理がなく、腰等への負担がなくなった。
今後、収納順のリストを整理・作成し、キャビネットに
貼り付ける必要がある。

管理施設の運営状況一覧表の作成

管理施設に関する問い合わせに対し、担当職員以外でも
迅速に対応することができ、観光客に対するサービス向
上と担当職員の負担が軽減された。

管理施設の運営状況一覧表の作成

2

93
スキー場対
策係
94
文化振興課

2

文化振興係

グループウェア（チェス）への個人予定 グループウェア（チェス）への個人予定の登 グループウェア（チェス）へ個人スケジュールを出来る
の登録の徹底
録の徹底
限り登録し、職員個々の庁外業務・会議・休暇予定等の
週間（月間）予定を表示確認することで、連絡体制が強
化され業務の効率化につながった。
コピー用紙の裏面を活用する

ミスプリントや不要になった色紙（チラシ） 成果について数値化することは難しいが、紙の使用量が
等、裏面を使用できる紙はメモ用紙やファイ 減り、資源を節約することができた。「１５０日チャレ
ルの仕切りに使用した。また、余ったポス
ンジ」期間に限らずこれからも続けていきたい。
ターは包装紙や帯にして再利用した。

3

95
博

物

館

1

96

松任中川一
政記念美術
館

1

97

松任ふるさ
と館

1

98
千代女の里
俳句館

2

99

石川ルーツ
交流館
鳥越一向一
揆歴史館

100

2

2

101

建 設 部

土 木 課

維持管理係

来館者に積極的に声かけをし、次回展覧 来館者に積極的に声かけをするとともに、
入館者数は、昨年度は特別展の開催があったことによ
会等を案内する
次回の展覧会等チラシを配布した。
り昨年度の方が多いが、特別展開催期間を除いての比較
また、博物館友の会（博遊会）入会を案 また、博物館友の会（博遊会）への入会を では今年度は３０％近く増加した。
内する。
案内した。
なお、実施期間における博物館友の会への入会者はな
かったが、今後も入会案内を継続していきたい。
来館者に、次回企画展の案内をする。 ・案内方法は、口頭のほか、年間事業の一覧 ○案内件数は、口頭480件（団体、各種イベント含
口頭のほか、名刺サイズの年間事業の一 （館報等）を配布する。
む）、館報配布377件の計857件。
覧カードを作成し、配布する。
・案内（配布）目標：750件
○案内を受けた人からは、「いつも同じ展示かと思って
（H28年「150日チャレンジ」の実績：約
いたが、展示替えがあるのならまた来たい」などの声が
700件）
聞かれた。
●特別展期間中やスタンプラリー実施日など混雑時は、
案内が困難。
●通常時でも、別館や３館共通券、各種割引についてな
ど口頭で案内しており、告知事項が過多になりがちであ
るので、案内方法については再検討したい。
来館者のニーズに的確に応える館内説明 シルバー人材センターから派遣の職員３名を 計１５０日間での入館者数は前年度同時期と比較して
案内体制をつくる。
中心とした館内説明案内体制を構築すること ２％の増とほぼ前年並みとなっており、一層の取り組み
で、来館者の満足度を高め、リピーターや口 が必要と思われる。
コミによる集客につなげていく。
外付けハードディスク内のデータの整理 外付けハードディスク内には、過去に使用し 削減前
ていたデータや、コピーされたデータが相当
サーバー使用量 362ＧＢ、ファイル数 112,583
数存在し、業務に必要な情報を探し出すのに 削減後
時間が掛かっている。よって、不要なデータ
サーバー使用量 301ＧＢ、ファイル数 89,451
を削除し、整理することにより、必要なデー 削減率
タを速やかに探し出せるようにする。
サーバー使用量１７％減、ファイル数２０％減
【数値目標】
サーバー使用量５％減 若しくは、ファイル
数１０％減
定期的な打ち合わせ

毎週１回、打ち合わせをする時間を持っ
打ち合わせをすることで、時間の短縮が図られ、準備
た。
もスムーズに行う事が出来るようになった。
情報系ファイルサーバー内の整理・整頓 ・ファイル等整理し、過去のデータを探しや 平成30年8月16日現在
すくした。
サイズ 3.63GB
目標 3.00GB
・過去に使用した、写真ファイルや会議の音
ファイル数
5,253
声録音データのファイルを整理し、不要デー
フォルダー数
924
タを消去することで、ディスクの容量が確保 平成31年2月1日現在
できた。
サイズ 3.02GB (0.61GB削減)
・データの共有も図った。
ファイル数
5,617
フォルダー数
965
・ファイル数は若干増えたが、ディスク容量を減らす事
が出来た。
係内ミーティングの実施

係内において、業務の進捗状況を係全体に周 電話や窓口業務において、担当が不在でも、係員でス
知するため、各現場の状況を報告するととも ムーズに対応ができることで、待ち時間を減らすことが
に、窓口業務においても重要な問合せについ でき、時間の効率化が図られた。
ては２人態勢で対応するようにする。

①係内業務の情報共有化（調整会議等の
実施）
②市HP・FB等の積極的な活用による道の
駅整備事業の住民等への周知

①係内での情報共有化を図るため、多様的に
対処できるよう共有認識の構築。窓口対応で
の統一的な説明。
②白山市のホームページ、フェイスブックで
の事業の周知、広報等での拡大。

2

102
計

画

係

2

103

建

設

係

１事業（工事）に副担当を選任

2

104
都市計画課
105

取組成果

取組事案

都市計画係

2

・現地等で起きた諸問題に対し係内で情報の解決策等を
共有化しながら、上司への報告・アドバイスを受ける事
により、多面的な視点から対処することができた。
・道の駅整備事業の開業までをHP・FB等で周知すること
により、多方面での効果に繋がることができた。（他自
治体からの道の駅整備に関する問い合わせ、視察あり。
新潟県長岡市、富山県黒部市、山形県山形市、富山県小
矢部市など）

施工伺時に工事設計内容の聞き取りや地元・ 主担当が不在時に、業者又は地元関係者が来庁してもあ
現場への同行などを実施し、事業状況の共有 る程度の状況が把握でき、主担当者にも確実な情報伝達
化を図った。
を行うことが出来、事務的な時間短縮につながり、結
果、事務の効率化となった。
窓口（カウンター）に建築・土地売買に 窓口（カウンター）に建築・土地売買に関す 受付窓口にリーフレット設置することにより、来庁者の
関する担当課及び届出内容を時点修正し る担当課及び届出内容をまとめたリーフレッ 用件への対応や他部署への誘導案内がスムーズになり、
たリーフレットを設置する。
トを設置することで、来庁者が市役所、出
受け付け待ち時間の短縮が図られた。
先、県関係への案内が分かり易く誘導でき
た。
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整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

区画整理係

4

106
公園緑地課

公園緑地係

建築住宅課

開発指導係

107
108
審

査

係

住

宅

係

営

繕

係

109
110
営

繕

課

2
1
2
2

5

111

白山ろく産
業土木課

産業土木係

3

112

上下水道部

企業総務課

総

務

係

113

料

金

取組成果

取組事案
内

容

取組内容

効果

チェススケジュール機能を活用した、計 課員がチェススケジュール機能を積極的に活 課員の期間中での休暇（特別休暇・夏季休暇を除く）取
画的な休暇取得の推進
用し、事前に課全体の予定を確認できること 得回数は、前年比で１０回増となった。
により、無理なく計画的な休暇取得に努め
た。
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
窓口業務において、他の係の受付であっ
ても軽易なものについては対応できるよ
うにする。
定例ミーティングの実施

公園別利用申請情報を共有フォルダにてデー 窓口や電話での対応や公園別利用状況が適確に把握で
タ共有した。
き、担当者以外の課員においても受付対応がしやすく
なった。
他の係の業務概要をファイルにまとめ、窓口 窓口の待機者を減らすなど、市民サービスの向上に繋
の混雑時や係の空席時に軽易なものについて がった。
は対応できるようにした。
原則、週一回ミーティングをした。
○係員の業務量が把握できた。
○審査に要する日数が減少した。
○来庁者の満足度が向上した。
市営住宅から転出転居した人を住基シス 市営住宅から転出転居した人を住基システム 基幹系住基システムを利用することで、迅速かつ適正に
テムから抽出する。
から抽出する。
家賃算定を進めることができた。
月例会議実施
毎月初旬に月例会議を実施し、各業務の進捗 各種情報を共有することにより、担当事務や現場監理に
課内における情報を共有するため月例会 状況等の確認及び意見交換をおこない、課内 適切に対応することができたとともに、事業担当課に対
議を実施する。
において情報共有を図った。
しても業務進捗に支障が生じないよう、適時助言をおこ
（公共施設の営繕工事において、適切な
なうことができた。
工事監理が求められる。今年度、当課未
経験者が２名配属となった。）
工事現場確認や道路パトロール時など、 工事現場や道路パトロール等で公用車を運
ふんわりアクセルを心掛けたことで、安全運転につな
公用車の運転にはエコドライブを実施す 転する際、ふんわりアクセルを心掛けたこと がると共に燃費も良くなり、エコドライブにつながっ
る。
で、心にゆとりが持て、安全運転につながっ た。
※燃
た。
費の対比（実施月 9月～1月）
H30年度：10.467㎞/Ｌ
H29年度：9.892㎞/Ｌ

1

エコキャップ運動の展開
松任上水場センター１階自動販売機横に回収 市民と共同で取り組んだことで窓口業務の円滑化が図ら
（松任上水道センターに回収ボックスを ボックスを設置し、ご来場いただく一人ひと れた。
設置）
りのお客さまから不要になった飲料用ペット ※回収量 11ｋｇ(約5.1人分）
ボトルキャップを市民と共同で回収した。
キャップ860個で1人のワクチン

1

エコキャップ運動の展開
松任上水場センター１階自動販売機横に回収 市民と共同で取り組んだことで窓口業務の円滑化が図ら
（松任上水道センターに回収ボックスを ボックスを設置し、ご来場いただく一人ひと れた。
設置）
りのお客さまから不要になった飲料用ペット ※回収量 11ｋｇ(約5.1人分）
ボトルキャップを市民と共同で回収した。
キャップ860個で1人のワクチン

係

114

1
給排水係

1

①電話が２コール前にでるように心がけ ①電話が２コール鳴るまえに受話器をとる。 ①1コールで電話にでることができていて、市民満足度
る。
②随時係内で職員行動（開閉栓、料金徴収） が高まったと思う。
②係内の行動予定を随時確認する。
を話し合う。
②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。
上下水道部統合により水道課・下水道課
と密な連携により台帳情報閲覧サービス
等による顧客満足度のより一層の向上を
図る。

上下水道台帳システムの情報に疑問が生じた
場合や、顧客の要求する情報の専門性の高さ
によっては、可能な限り推測による判断を戒
め、水道課・下水道課と情報共有して迅速か
つ正確な情報提供に努めることとした。

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。
全庁様式集の水道課のフォルダー等整理
全庁様式集（水道課５．７３ＧＢ）

係員ごとに扱う各種債権の請求、調定の処理 係員の債権管理意識が浸透しており、特に問題なく処理
状況を係内で確認し合う。
できる状況になってきている。

115

2
水道課

工

務

係

5

116

施

設

係

5

117

工業用水道
係

5

118

下水道課

119
120

鶴来白山ろ
く上下水道
課

121

建

設

係

4

施

設

係

4

業

務

係

1
建

設

係

3

122

施

設

係

3

123

会計課
124

会

計

課 審

査

係

3

状況によっては推測に頼る回答しかできない場合があ
り、窓口サービスに問題が生じることがあった。各課連
携と情報共有の意識の程度にも違いがある。ともあれ各
自が日常的に意識して行う必要があるため、良好なサー
ビス環境の維持に努めたい。

一番最初に様式で表示されるフォルダー等
実施前のフォルダー等の数「２６個」から、実施後は
で、現在、または、今後も必要ないと思われ 「２１個」となり、容量は合計で、１７０ＭＢ削減でき
るものを削除し、容量を削減。フォルダー内 た。
の整理や見やすさ等は今後、検討を重ねて行
く。

全庁様式集の水道課のフォルダー等整理 一番最初に様式で表示されるフォルダー等
実施前のフォルダー等の数「２６個」から、実施後は
全庁様式集（水道課５．７３ＧＢ）
で、現在、または、今後も必要ないと思われ 「２１個」となり、容量は合計で、１７０ＭＢ削減でき
るものを削除し、容量を削減。フォルダー内 た。
の整理や見やすさ等は今後、検討を重ねて行
く。
全庁様式集の水道課のフォルダー等整理 一番最初に様式で表示されるフォルダー等
実施前のフォルダー等の数「２６個」から、実施後は
全庁様式集（水道課５．７３ＧＢ）
で、現在、または、今後も必要ないと思われ 「２１個」となり、容量は合計で、１７０ＭＢ削減でき
るものを削除し、容量を削減。フォルダー内 た。
の整理や見やすさ等は今後、検討を重ねて行
く。
明るいあいさつの励行

来庁者および職員間でのあいさつ励行。

成果の数値化は出来ないが、良好な職場環境の醸成が図
られている。
明るいあいさつの励行
来庁者および職員間でのあいさつ励行。
成果の数値化は出来ないが、良好な職場環境の醸成が図
られている。
窓口対応業務について、できるだけ迅速 月に１回程度で、業務内容の知識の確認や、 業務内容の知識の確認を実施し、新導入された水道施設
丁寧な対応する。
水道施設の情報提供資料作成（管網図作成
の情報提供システムに対応できるよう勉強会を係内で行
等）の勉強会を係内で行い、電話での案内・ い、電話での案内・窓口対応の迅速化に繋げた。
窓口対応をできるだけ迅速にし、市民サービ
スの向上を心掛けた。
鶴来地域から白山ろくとエリアも広いこ 各車の運転席から見える所に「ふんわりアク 昨年度、ガソリン使用量 １，４９２．０ℓ
とから、公用車の運転でエコドライブに セルに心掛けましょう。」をテプラで貼り付 今年度、ガソリン使用量 １，３０８．４ℓ
取り組む。
けました。
燃料削減
-１８３．６ℓ
現在、公用車が４台あり、現場も鶴来地域か
ら白峰地域とエリアも広くアップダウンも大 走行距離
きいことから、エコドライブに取り組むこと
H29 15,256㎞
燃料 1,492.0ℓ
で、燃料費の削減、交通安全にもつなげられ
H30 21,741㎞
燃料 1,308.4ℓ
る。一人一人の意識の向上も図れる。
昨年から比べると+6,485㎞走行して-183.6ℓ減りま
した。
無事故・無違反にもつながった。
鶴来地域から白山ろくとエリアも広いこ 各車の運転席から見える所に「ふんわりアク 昨年度、ガソリン使用量 １，４９２．０ℓ
とから、公用車の運転でエコドライブに セルに心掛けましょう。」をテプラで貼り付 今年度、ガソリン使用量 １，３０８．４ℓ
取り組む。
けました。
燃料削減
-１８３．６ℓ
現在、公用車が４台あり、現場も鶴来地域か
ら白峰地域とエリアも広くアップダウンも大 走行距離
きいことから、エコドライブに取り組むこと
H29 15,256㎞
燃料 1,492.0ℓ
で、燃料費の削減、交通安全にもつなげられ
H30 21,741㎞
燃料 1,308.4ℓ
る。一人一人の意識の向上も図れる。
昨年から比べると+6,485㎞走行して-183.6ℓ減りまし
た。無事故・無違反にもつながった。
正確な振込口座情報の入力方法について 振込先口座の確認について、グループウェア 単純な入力ミス等による事案の減少に一定の効果があっ
周知する
掲示板に２回掲示した。
たため、引き続き注意喚起を図る。
※掲示日 ９月５日、１月１０日
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整理
No

部

名

会課 計 名課

係 名
施設名

施設名

125
教育委員会

教育総務課

出

納

係

庶

務

係

目
的
選
2

1

126

施

設

係

学校教育課

学校教育係

128

容

取組内容

効果

課内の伝票種別ごとの仕分け表示を改善
する。
スマートな電話転送
他の課、特に学校教育課あての電話が教
育総務課にかかってくる。電話機の近く
に内線番号を記載した職員配置図を置
く。

課内の伝票種別ごとの仕分け表示を改善し
た。
学校教育課に関する内容の電話が教育総務課
にかかることがあるため、学校教育課の内線
番号配置図を作成し、庶務係の電話に張り付
けた。

伝票の仕分け間違いによる審査遅れが減少し、事務能率
が向上した。
電話の内容を確認し、直ぐに担当者に繋ぐことができた
ので、お待たせすることもなく、たらい回しになること
もなかった。また、「学校教育課にお繋ぎします」と言
うことにより、相手に、担当課が「学校教育課」である
ことが伝わったのか、学校教育課関係の電話の本数が
減ったように思われる。

計画的な休暇取得の推進

チェスのスケジュール機能を活用し、打合せ
や休暇の予定を係内で共有する。
これにより、業務の状況や休暇の予定を全員
が把握し、休暇を取得できるよう早目に協力
して業務にあたる。

有給休暇や夏季休暇を積極的に取得できるように、普段
から計画的かつ効率的な業務遂行ができた。
必要に応じて、課内の協力体制も築けるとともに連帯感
も生まれることで、良好な人間関係の構築もできた。
休暇を積極的に活用することで、心身ともにリフレッ
シュでき、健康管理と業務遂行ができた。

2

各自の予定をチェスのスケジュールに記 各自の予定をチェスのスケジュールに記入
入し、管理する。
し、業務を課全職員が把握できるようにす
る。

事前に日程が把握できることで、打合せ時間等の日程調
整が短時間で可能となり、効率よく業務が進んだ。ま
た、業務の内容や出張等の行先がわかり、電話での応対
が早く出来るようになった。

2

各自の予定をチェスのスケジュールに記 各自の予定をチェスのスケジュールに記入
入し、管理する。
し、業務を課全職員が把握できるようにす
る。

事前に日程が把握できることで、打合せ時間等の日程調
整が短時間で可能となり、効率よく業務が進んだ。ま
た、業務の内容や出張等の行先がわかり、電話での応対
が早く出来るようになった。

保健給食係
129
教育ｾﾝﾀｰ

1

130

生涯学習課

生涯学習係

2

131

青少年育成
係
132
子ども相談
室

133

文化財保護
課

2

2
文化財係

3

134

スポーツ課
135

スポーツ推
進係
健康スポー
ツ係

136
松任図書館
総務課

総

務

138

市内２８公民館を地域別に分け、担当者 公民館関係事務のうち、調定伝票、支出伝
及び担当業務を決めて対応する。
票、使用申請書及び減免申請書の審査、修繕
について、松任・美川・鶴来・白山ろくの４
つの地域別に生涯学習課担当者を決めて事務
を行った。

3

美川図書館

情報系ファイルサーバー内の不要なデー 不要なファイルやデーターを削除すると共
不要のファイルやデーターを削除したことにより、必要
ターを削除し、分類ごとに整理する。 に、必要なデーターを検索しやすいように分 な保存データーが探し出しやすくなった。新たにデー
類しファイル化する。
ターを保存する必要があるときには、不要になったデー
ターの削除に心がけるようになった。
情報系システムのファイル・フォルダの 保存データの増加を５％以下に抑える。
取組開始時と比較し、保存データの増加を約２．５％に
整理
8月末現在使用データ 56.7GB
抑えることができた。
（ファイル58,387、フォルダー10,157）
2月8日現在数値 58.1GB
1月末の目標数値 59.5GB
（ファイル61,253、フォルダー10,828）
（ファイル61,306、フォルダー10,665）
CESSのスケジュール機能の活用

各自、CESSに業務スケジュールを入力し、課 課員のスケジュールを容易に把握することができ、業務
員のスケジュールを把握できるようにした。 を計画的に行えるようになった。また、担当者不在時の
電話や来客対応もスムーズに行えるようになった。

情報系ファイルサーバー内の整理

情報系ファイルサーバー内の課のフォルダに データを検索しやすくなり、検索にかかる時間も短縮さ
おいて、不要なファイルや重複していたファ れ業務の効率化を図ることができた。
イルを削除したり、わかりやすく整理した。

コピー用紙の裏紙の利用を徹底し、コ
ピー用紙の消費と経費削減を行う。

裏紙の再利用を徹底し、コピー用紙廃棄量の 図書館でコピー用紙廃棄量を２９年度（４月～１月）６
削減に努めた
１ｋｇから３０年度（４月～１月）５３ｋｇへ約１割削
減し、裏紙の再利用でコピー用紙使用量を削減できた。

コピー用紙の裏紙の利用を徹底し、コ
ピー用紙の消費と経費削減を行う。

裏紙の再利用を徹底し、コピー用紙廃棄量の 図書館でコピー用紙廃棄量を２９年度（４月～１月）６
削減に努めた
１ｋｇから３０年度（４月～１月）５３ｋｇへ約１割削
減し、裏紙の再利用でコピー用紙使用量を削減できた。

図書館周囲の植樹帯へ花卉の植栽
除草、剪定の実施

・図書館周囲の植樹帯へ花卉植栽
春にパンジー、ビオラ４０本、夏にベチュニ
ア、ベコニア４０本を図書館周囲の植樹帯に
植栽した。
・除草、剪定の実施
除草、剪定、駐車場の清掃をそれぞれ年２回
実施した。

来館者より、花卉植栽について、喜ばれることが多
かった。
また、定期的な剪定により、図書館への出入りする車
の見通しが改善され、高齢ドライバーの事故防止に役
立った。
来館者数については４月から今年１月までで、前年度
比４％余り減となったが、美川中学校で下校時に立ち寄
らないなどの指導がでたことも一因と考えられる。

館内配架図や書架見出し等の刷新

館内の配架図を刷新して、配架図の棚毎に
配架資料の分類を付記し、新設の十進分類表
にも各分類ごとの棚番号を付記するほか、分
類や著者名ごとの見出しを色で区分すること
により、利用者が資料を見つけやすい環境を
作る。
書庫所蔵の資料から利用がないもの、情報劣
化、汚破損の著しい資料を除籍し、一般書架
（閲覧部分）の利用が少ない資料等を除架。

配架図に分類の記述が増えたことで、配架図を見るだ
けで目的の本の棚が概ね判るようになり、また、見出し
が色区分されたことで、目的の本の場所がより見つけや
すくなり、利用者が目的の本を見つけるまでの負担が
減った。

1

139

鶴来図書館

1

140

かわち図書
館

書庫の整理

1

141

議会事務局

議事調査課

庶

務

係

2

担当をはっきりと決めることにより、担当者が事務に責
任を持ち、継続して事務を行うことにより、公民館の状
況を把握しやすくなった。
また、公民館職員からも問い合わせ先が明確で、わかり
やすいとの意見があった。

白山市青少年育成センターをホームペー 白山市青少年育成センターの活動をホーム
虞犯・不良行為への抑止効果が期待される。
ジ等に掲載する。
ページで紹介し、地域の方々の協力を得て、
青少年の健全育成に努めていることを周知し
た。

2

3

松任図書館 図書ｻｰﾋﾞｽ係
図書ｻｰﾋﾞｽ課

朝礼時に前日の相談内容等を報告し職員 相談内容・保護者や各学校・関係機関からの カウンセリング・職員による相談内容を報告・確認する
間で情報を共有。また、相談内容を関係 連絡等について朝礼時、報告・確認すること ことにより個々の状況・内容の把握ができた。また、各
機関へ報告。
で個々の状況・内容の把握ができ情報共有と 関係機関との情報共有もできた。
共通理解が得られることから個々への対応も
スムーズとなった。また、各関係機関と、相
談内容等の情報共有をすることにより早期対
応につなげる。

2

係

137

142

内

2,4

127

取組成果

取組事案

一般閲覧書架より利用が少ない資料を書庫へ移動し、閲
覧書架の余裕ができた。
また、特別展示等を実施することで、普段あまり手に取
られないが良書であるとされる所蔵資料の貸出利用が
多々見られた。

情報系ファイルサーバー内の整理・整頓 ・フォルダ内の整理整頓
不必要なフォルダを整理することで、データ保存やデー
・容量が大きい音声・写真データの外部保存 タが探しやすくなり事務効率が上がった。
音声・写真データを外部保存することでファイルサー
バー内の容量を減らすことができた。
（２３．４ＧＢ削減）
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整理
No

部

名

課 名
施設名

係 名
施設名

目
的
選

議事調査係

1

143

選挙管理委員会

選管事務局

選

挙

係

144

4
1

監査委員

監査事務局

監

査

係

内

容

取組内容

農業委員

農委事務局

農地政策係

2

146
美川支所

総

務

課

総

務

係

管

理

係

147
148
市民福祉課

市民福祉係

総

総

149
鶴来支所

務

課

務

2
2
1

係

2

150
管

理

係

2

151
税

務

課

税

務

係

職場内のゴミ収集一元化

職場内のゴミ収集一元化

投票所入場券の性別欄の廃止

投票所入場券の性別欄の廃止

定例監査資料項目の追加
（財産の貸付に関する調べ）

定例監査において、財産貸付契約及び公有財 実質的に無期限となっている契約期間など契約内容の見
産台帳の登録状況を確認した。
直しが必要な財産貸付契約について、改善等の指示がで
きた。
また、公有財産台帳を確認することで、その適正処理に
繋げられた。

市民福祉課

市民福祉係

職員がCESSのスケジュール入力する。

各職員がＣＥＳＳのスケジュール入力に務め 職員が予定スケジュールを入力することで、職員の休暇
た。
情報や外出情報、会議情報等の情報共有となり事務の簡
素化・効率化となった。
職員がCESSのスケジュール入力する。 各職員がＣＥＳＳのスケジュール入力に務め 職員が予定スケジュールを入力することで、職員の休暇
た。
情報や外出情報、会議情報等の情報共有となり事務の簡
素化・効率化となった。
朝礼時に各職員が１日の予定を報告し情 朝礼で、職員一人ひとりがその日や翌日の予 担当職員の不在が課内で共有できるようになったため、
報を共有する。また本庁から各種通知が 定を課内で報告するようにした。
窓口や電話の対応も以前よりスムーズになった。
発送された時は課内に周知する。
ＬＩＮＥ（ＳＮＳ）を活用した情報共有 先行班が現地に向かい、現地の状況を撮影し 事案の状況を早めに把握することにより、今後の対応の
写真とコメントトをＬＩＮＥにアップし課員 協議など、指示者が次の対応の判断がしやすくなる。不
に知らせ、情報の共有を図り対応を協議す
必要な応援が不要になり、新しい事案に迅速に対応でき
る。
るようになる。
ＬＩＮＥ（ＳＮＳ）を活用した情報共有 先行班が現地に向かい、現地の状況を撮影し
写真とコメントトをＬＩＮＥにアップし課員
に知らせ、情報の共有を図り対応を協議す
る。

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

3

154

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

2

155

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

1

156

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

ＣＥＳＳグループウェアのスケジュール機能 登録習慣付けが徹底されたことにより、週間スケジュー
を活用し、職員が互いに忘れずに詳細な予定 ル表を確認するだけで、職員個々の最新情報が共有でき
を書き込むことを徹底した。
た。
課内の連絡体制が強化され、職員のコミュニケーション
強化にもつながった。

来庁者の順番を正確に把握できない場合
があったため、職員の方から来庁者へ積
極的に声掛けすることで、不要なトラブ
ルを避け、待ち時間の短縮に繋げる。

あらかじめ、窓口事務の混雑が予想された
『高額療養費申請事務受付』の直前から、17
時15分より担当者が講師となって、課員全員
出席の勉強会を月に１回開催することで、担
当外の職員でも受付対応可能としたうえで、
来庁された方の用件をお聞きし、速やかに担
当者へ案内し、案内先が混雑している場合
は、来庁者に窓口の状況を説明すると共に必
要に応じ受付番号カードを渡し確実に引継ぎ
を行った。

国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・児童手
当・子育て支援医療・保育・介護保険・障害者福祉に関
する勉強会を開催することで、窓口における受付事務の
理解を深めることにより、他課への案内も含め、来庁者
をお待たせすることがないよう、よりスムーズな窓口
サービスの提供に努めることが出来た。
さらに、来庁者のご意見に対し、カウンターに見本を
提示するなど、市民目線でのサービスを効果的、効率的
に提供する気持ちが職員の中に醸成された。

昼時間においてパソコンや事務所内の照 パソコンや事務所内の照明をOFFにすること
明をOFFとすることや本庁等の会議の際 や本庁等の会議の際は、乗り合わせで現地へ
は乗り合わせで現地へ向かうように心が 向かうように心がけた。
ける

週５日のパソコンや事務所内照明の電源ＯＦＦにより電
気料を節約できた事や、乗り合わせで会議へ出向くこと
による公用車のガソリンの経費削減も高い割合で実践で
きた。
また、週１回職員どうしで話し合い、互いに意識を高め
あうことも全般的に遂行できた。

帰宅時に机の上や引き出しの中、書棚な まず事務所の書棚を整理し、古い簿冊類は 整理整頓 事務効率の向上
どの整理整頓と文書廃棄（廃棄対象の文 旧庁舎の書類保管庫へ搬出。同時に旧庁舎の （チームとして思いやりの精神ができた。）
書処分）による書庫整理
書類保管庫にある不要となった簿冊や旧庁舎 文書廃棄 150日目標値：800kg
にある廃材など処分した。
150日達成値：800kg（廃材含む）
事務所の空いた書棚には、机の上や引き出
しに入れてある書類を入れ、常に身のまわり （所見：目標に掲げる取り組みは達成はできた。今後は
の整理整頓を意識した。
チャレンジ運動期間が過ぎても継続していきたい。まだ
机周辺の片付いてないもの、書類の所在が明確でないも
のも見受けられるので、年度末までに文書は簿冊に綴る
よう努めていきたい。）
担当業務マニュアルの作成と課内研修の 〇担当業務マニュアルの作成
実施
・各業務（市民課業務、国保業務等）
〇課内研修の実施
・随時課内打合せ

担当業務マニュアルの作成と課内研修の実施により、ス
ピーディかつ正確に手続きすることができた。
また、担当者不在時でも、戸籍・税関連等の窓口業務
（帳票印刷）が滞りなく行われ、住民サービスの向上に
繋がった。

旧尾口ＳＣ内書類等の整理整頓。

窓口の事務に支障がないよう配慮し、実施で
きる日は２名で１日２～３時間程度棚に入っ
ている書類を確認しながら、各業務や事業ご
とに分類し棚や整理ボックス等にまとめた
り、廃棄文章等をファイルから外し、すぐに
処理できるよう紐で縛った。

分類ごとに棚等にまとめたことにより、必要な書類を
探しやすくなった。文書を廃棄等整理したことにより、
片袖棚や引違書棚等１０個程度空いた。
また、綴っていた文書を廃棄することで中古ファイル
が１５４冊出てきたため、掲示板に掲載し６カ所(４
課、１小学校、社協)のところに譲り経費削減と有効利
用が出来た。しかし、全て整理が出来なく今後も継続し
て実施する。

明るいあいさつの励行

市民サービス課カウンター前を行き来する
明るいあいさつで親しみやすい雰囲気を醸し出すことが
人々に、積極的に明るくあいさつを行った。 でき、利用される方々に気持ちよく来庁いただけるよう
になった。

5

157

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

1

事案の状況を早めに把握することにより、今後の対応の
協議など、指示者が次の対応の判断がしやすくなる。不
必要な応援が不要になり、新しい事案に迅速に対応でき
るようになる。

ＣＥＳＳグループウェア「スケジュー
ル」への登録の徹底

1

153

毎週職場毎に集めることで、手間がかかっていたが、全
体で取り組むことで、時間が省け、全体の協力意識が高
まった。
市長選無投票のため、実施できず。効果不明

情報系システムの共有フォルダの整理・ 各業務ごとにフォルダを統一し関連データを 各業務ごとに分類整理することでデータが探しやすくな
整頓
まとめた。
り事務効率が上がった。
不要なデータを削除した。
情報系ファイルサーバーの使用量改善ができた。

5

152

効果

行政視察で来市する全国の議会へ食事
視察申し込みのあった全国の市町村議会
来訪のあった全国の市町村議会（１０月１日～：１５議
処・宿泊施設等のパンフレットを事前送 （１０月１日～：１５議会・１３０名）に観 会・１３０名）のうち、
付
光パンフレットを初め、「白山市のお宿（観
光連盟作成）」、「地産地消推奨店ガイド
市内で宿泊＋昼食
（地産地消課作成）」、道の駅パンフレット
３議会・ ２５名（来訪者のうち１９．２３％）
等を送付。
〃 宿泊
２議会・ １７名（
〃
１３．０８％）
〃 昼食
９議会・ ８０名（
〃
６１．５４％）
【計】
１４議会・１２２名（
〃
９３．８５％）
【残り１議会８名は、道の駅めぐみ白山で買い物】

5

145

158

取組成果

取組事案
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