
smart運動2014　実施結果一覧
番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

1 防災安全課 情報提供 防災センターの利用方法の周知徹底
問い合わせが多い事例、職員に改めて知ってほしいことや守ってほしい決ま
り等を洗い出し、一項目ずつ職場内の回覧依頼と全庁共通掲示板への掲示
を行い、職員への周知徹底を図る。

防災センターの利用方法についての問い合わせが減少した（会議室の予
約、会議使用後の机と椅子の位置等）と同時に、問い合わせの内容も、供用
開始当初より深い内容のもの（周知した情報の中で読み取りきれないもの）
へと変化した。

2 市民サービス課 業務効率化 課内の回覧文書の削減
他課から送信されたメールの内、職員への周知を目的とした回答が不要な
文書については、印刷せずに個人メールアドレスに送信し、各自で確認す
る。

印刷する文書量が減少したため、コピー用紙の節約ができたと思われる。ま
た、印刷・押印・ファイリングなどの作業も減少したため職務の効率化につな
がったと考えられる。
今年は庁内文書を回答の有無で分けて綴じ、回答のいる文書については目
次をつけ、回答のいらない文書については参考に使いそうな文書にだけイン
デックスをつけ、後からでも見直しやすいようにした。
　※削減効果額
　　コピー用紙等　1,550円

3 産業振興課 情報共有 グループウェアを活用したスケジュール管理

グループウェアのスケジュール機能を活用し、各自で随時スケジュール（会
議、研修、外出、休暇取得予定等）を入力する。
週始めの朝礼後に各グループでミーティングを行い、その週のスケジュール
を確認する。

取り組み後のアンケートを実施した結果、
・他者のスケジュール（外出する際の用務先や帰庁時間も含む。）が分かる
ようになった。
・課内・グループ内の情報共有（全体のスケジュールの把握など。）につな
がった。
という回答が多く、他者や全体の予定の把握という点について効果が得られ
た。
また、「自分のスケジュールが管理しやすくなった」「休暇がより効率的に取
得できた」という回答もあった。

4 環境課 情報共有 電子データの整理・整頓、情報の共有

①   キャビネット、ファイルサーバー上の不要電子データの削除
② 環境課としての統一的なルールでの分類方法の決定
③ ファイル名付与に統一的ルールを作成（年度、事業名、内容等）
④ 受信メールの管理者の明確化、不在時等の確認体制の構築
⑤ 本庁と事業センターとの間での情報共有についてルールの策定

電子データを整理した結果、目的のファイルを探す時間が短縮され、業務の
効率が上昇した。またデータの整理途上で仕事上重要なファイルを見つける
ことが出来た。

5
広域ごみ処理施設建
設対策室

職務能力の向上
図面作成業務の負荷分散と職員のスキルアップ
～統合型ＧＩＳシステムの活用～

課内で統合型ＧＩＳシステムの操作研修を実施し、対策室の誰もがシステム
を操作できるようスキルアップを図る。

■統合型ＧＩＳシステム操作について
課内で操作研修を実施したことにより、全員が統合型ＧＩＳシステムの操作を
することができるようになった。
■建設候補地の公図について
図面データの洗い出し、図面データの入力をすることにより、建設候補地の
地積、地目、土地形状をあらためて把握することができた。
■平面図の作成
今回のsmart運動を活用して、図面に関しては紙媒体から電子データへの移
行ができた。

6 高齢者生きがい課 情報共有 課内スケジュールの把握

グループごとに紙媒体の予定表を作成し、各個人が出席する会議や庁内外
への行き先を明確化する。
また、毎朝の朝礼時に、各グループリーダーよりグループの予定の発表、そ
の後グループごとの朝礼で、個人の当日の予定を共有することで、それぞれ
がグループ員の動きを把握し職務能率の向上を目指す。

すぐ確認できる場所に予定表を設置したことにより、グループ内だけでなく他
のグループの職員でも担当者の行動を把握しやすくなり、日程調整や来客
時の応対に役立った。
また、朝礼時に各グループリーダーがグループの予定を発表することによ
り、スムーズな窓口応対に繋がり、それぞれが課の行事を把握出来たことで
お互いの協力意識の向上に繋がった。

7 子育て支援課 業務効率化 往復メールチェックシート
往復文書のメールチェックシートを作成する。
シートにはメール受信日、タイトル、回答期限、転送先、現在の状況、担当者
等を記入し、シートは毎日確認する。

回答期限を把握しやすくなった。
返信時に照会のメールを見つけやすい。
期限間際に回答がされていなければ、担当者に状況を確認しやすい。
往復文書に対する意識が高くなった。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

8
子育て支援課、福祉
課

情報共有 在庫リスト（保育教材）の見直しと更新
カテゴリー別に目次を作り、新たな入力一覧表に各園入力してもらい、いつ
でも閲覧できるよう冊子として各園に置く。

冊子にしたことで見たい時にいつでも手に取って見ることができ、保育士間
でイメージの共有や相談ができた。
項目ごとの（衣装・CD・ビックブック等）分類があることで利用した物を探しや
すかった。
他の園から借りたことで制作時間の短縮、経費の削減ができ、効率よく運動
会の準備をすることができた。また保管場所として確保するスペースが減っ
た。

9 福祉課 情報共有
相談内容履歴の一元管理で相談スキルアップ・引
継ぎの円滑化

相談情報履歴を計画相談の基本情報シートに準拠して作成する。また、すぐ
に相談情報履歴を検索できるようなインデックスを作成する。
なお個人情報に該当するため、履歴情報を置くファイルサーバーにはアクセ
ス権限の設定を行い、福祉課担当職員以外が閲覧ができないようにする。

計24件のケースについて、相談履歴情報を記載した。
相談員自身の備忘録にもなり、効果があがっており、さらに、今後の人事異
動により担当者が代わる場合においても活用することができる。

10 健康づくり課 環境美化 緑化でクールステーションの活用

プランターの雑草をとり土壌を整備し昨年から室内で冬越えさせたパッション
フルーツの苗などを緑のカーテンとして植栽し、涼のとれるクールステーショ
ンの環境を整える。実った野菜を栄養教室で収穫する等保健センター事業
で活用する。

緑あふれるカーテンによって、市民の方が快適に過ごせる環境がつくられ、
保健センターのイメージアップが図られた。
市民の方に植物の成長を見てもらうことで、緑化への関心を持ってもらうこと
ができた。

11 保険年金課 情報共有 行動予定表で待機ロスの削減
ホワイトボード等の活用により、職員の所在、帰庁時間を明らかにする。
帰宅時には翌日の予定を、出張前にはおよその帰庁時間を記入するように
する。

一目見ただけで、誰が、在席か不在かがわかるようになり、職員の動向が把
握できるようになった。問い合わせなどが有った場合、早く対応ができるよう
になった。

12 まちづくり課 業務効率化 決裁の迅速化
早急な決裁が必要な場合、決裁板を色分けし明確にする。
決裁板の種類を区分けして決裁区分を明確にする。

決裁板の色分けの内容が浸透し、決裁が急ぎであることの認識が課内で共
有できている。
特に急を要する案件は、グループ単位でコピーを配付するなど意識の向上
により新たな工夫も見られた。

13 まちづくり課 業務効率化 回答・報告文書状況表の作成

受付日・題名・回答期限・回答日などを入力するスケジュール表を作成し、各
課から依頼がある度に内容を入力し、回答・報告が終わり次第、その旨入力
する。また時間外や会計課払出し品等の定例的なものについては予め１年
分締切日を入力しておく。

概ね期日までに回答ができ、問合せにもスムーズに対応できた。

14 土木課 情報共有 問題（トラブル）の早期解決

業務上、解決が難しい問題が起きたときには、すぐにグループ内で情報共有
し、誰でも状況を把握しているようにする。
また、進捗状況をこまめに報告し、書面で記録することで誰もが対応できる
環境を整え、グループ全員で協力し問題解決できるよう取り組む。

担当者が対応報告書を作成し回覧することで、グループ内または上司に対
してスムーズに情報を共有でき、対応者以外の人員も把握することにより不
在時にも対応することができた。
また、共有することにより解決までのアプローチに対して案を出し合えるよう
になった。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

15 土木課 業務効率化 安心で安全な道路環境の実現に向けて
日常の現場へ行った際のパトロールに加え、南北２班で週１回、定期的にパ
トロールする日を設置する。

パトロールを実施することにより、危険箇所の早期発見と修繕ができた。

16 土木課 業務効率化
雨水貯留浸透施設及び浸水防止施設の補助金申
請における事務作業効率化

受付簿データを新規作成し、申請内容を入力すると自動的に計算を行い、市
が発行する各種書類に反映できるようにすることで事務の効率化を図る。
また、ホームページからダウンロードできる申請書の様式についても必要最
低限の入力とし、算出式などの必要事項を自動的に入力できるようにする。

受付簿のデータを新規作成し、申請内容からの自動計算を行った上で、発
行する各種書類に反映させるようにしたことで、事務の効率化が図られ、申
請状況等の把握が容易になった。

17 建築課 業務効率化 電話・窓口対応の効率化 よくある質問の回答一覧表等を作成し、周知する。
質問に対して、課内の誰でも答えることができるようになったので、業務の効
率が向上した。また、お客様を待たせることもなくなったので、市民サービス
の向上にもつながった。

18 下水道課 情報共有 過去の書類(property)の電子データ化
職場にあるスキャナーを使用し書類の電子データ化を行う。工事書類であれ
ば年度毎、施工場所毎に分類し保存していく。

保管庫の資料をデータ化することで永年保存すべき契約書等を効率よく、か
つ、分かりやすく保管することができた。
資料のデータ化に伴い、問合せの迅速、かつ、正確な回答をすることができ
た。例えば下水道課への問い合わせで多いのは民地への引き込み管の布
設位置や口径、埋設深さ等の布設状況である。管理図面だけでなく、写真も
示すことにより、更に正確な対応ができた。

19 水道課 コスト削減 訓練水の有効利用

月に一度行っている給水車運用訓練の際使用する約１．５㎥の水道水につ
いて、訓練終了後に有効活用できるように検討する。
まず、公共施設への活用（公園の植栽への水やり、学校のグラウンド、緑の
カーテン等）を行う。

本来、飲用に供される水道水であるが、気温の高い時期に人が水やりを
行っていない公園等の植栽に散水することにより、樹木の枯死防止に繋がっ
た。
　※削減効果額
　　水道使用料　2,232円

20 地域協働課 情報共有 課内での連携強化

エクセルシートに、縦軸には時間を、横軸には主要の行動パターンの表を作
成する。
鉄製の保管庫の上に表を貼り、グループ員の名前を記入した磁石を、席を
離れる際に該当する用件のところに置き、みんなが職員の所在を確認できる
ようにする。

一般的に利用頻度の高い場所と大まかな時間軸を設けたことで、急な来客
や電話に対しても、現在どこで何をしているのか、どれくらい時間がかかって
しまいそうかをお伝えすることができた。また、離席する際に課員が自然と磁
石で移動先を表示してもらえるようになりつつあり、無理なく、効率よく情報共
有することができた。

21 秘書政策課 情報提供 メールのサインによる６０周年のＰＲ
対外的な情報交換ツールとして、Ｅメールが欠かせないツールとなっている
ため、メールのサイン機能を活用し、統一的なサインを作成することで、職員
に使用していただいて市制６０周年をＰＲする。

メール機能は、ほぼ毎日使用するため、メールに添付することで庁内・庁外
問わずＰＲすることができた。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

22 秘書政策課 業務効率化
時間外勤務を削減し、職員の健康管理に役立て
る。

午後５時１５分に庁内放送でチャイムを、午後５時５５分頃に音楽を流すこと
により、終業時間を職員に気づかせ、自主的な退庁を促し、時間外勤務の削
減と健康管理につなげる。　庁内を巡回し、職員の帰庁状況も確認する。

午後５時１５分の鐘の音や５５分の音楽には、「仕事を区切る効果がある」や
「退庁を促す効果がある」とアンケート結果がでた。効果がないという意見も
わずかながらあったが、ほとんどが肯定的な意見であった。
特に午後５時１５分の鐘の音は、「来庁者への区切りとしての効果がある」と
の意見が３番目に多く、来庁者への業務時間の終了を告げる波及効果も
あった。
音という耳から入る情報は、終了時間の管理で有効であった。
鐘の音などを流すことが大事という意見が多いことから、音に対する職員の
期待は大きいと考える。
　8月時間外勤務時間数 △53時間（対前年比）
　※削減効果額
　　時間外手当　108,226円

23 秘書政策課 業務効率化 資料保管の効率化

元の秘書室のスペースに市長政策室が加わり、給湯室の位置も変わること
により、秘書室のレイアウトが変わる。そのため、新たに書棚等の配置図を
作成し、文書目録とひもづけることにより、資料を効率的に探すことができ
る。

耐震工事に伴い、秘書室に作りつき書棚が設置された。古いキャビネットを
移動し、そこに保管していた文書を新しい書棚に入れ替えることによって、秘
書室が整然とした。また、副市長会議室にも作りつき書棚ができたため、会
議室倉庫前に保管していた古い文書を整理し、そこに収納できた。秘書室の
新たな配置図を作成し、文書目録とひもづけることによって、文書がどこに保
管されているか探しやすくなった。

24 行政経営課 業務効率化 予算流用マニュアルの作成

現在、全庁共通キャビネットに掲載している財務帳票チェックマニュアルを改
訂する。具体的に、又貸し状態にある事業への流用戻しの方法、議決後に
流用戻しする場合の方法等、複数のパターンに分けた予算流用書の記載方
法・添付書類等を示す。

流用のパターンを３つのケースに分けマニュアルを作成したが、グループ内
で話し合った結果、旅費の流用等、他にも掲載すべき内容があるとの意見が
出たため、内容の精査を行っている状況である。グループ内では再度流用
のあり方について考え直す機会となった。

25 税務課 情報共有 アナとデジの整理

カウンターに設置してあるパンフ置場については、平積みの場合、それが、
「どういう場合に参考になるものなのか」を記したものを傍らに添えるなど、わ
かり易いように並べる。申請書類等も書棚のタイトルと中身を一致させ、年分
も整理する。（アナログ面）　ＰＣに関しては、過去からの引継ぎ分など使用頻
度の低いものを整理し、わかり易いタイトルをつけて使用頻度の高いものを
優先して整理する。（デジタル面）

①  電子データ保存容量２割削減（５ＧＢ）･･･分担して保存内容を見直し、捨
てないものは分かりやすく配置。サーバの圧迫による費用増を予防。
② 書棚・備品管理場所の集約･･･日程を定め、計画的に作業。保管場所の
スリム化、配置場所の明確化実現、業務効率化。
③ 窓口パンフレット配置見直し･･･「鮮度」を過ぎたものの廃棄を徹底、種類
別に分かりやすく配置を実施し、市民サービスを向上。　他市訪問時は窓口
を拝見し、よりよい環境作りを目指す。

26 税務課 情報共有 家屋調査に伴う職員不在の解消

これまでは家屋調査の予約を受けるにあたり、チームごとに他の調査と重な
らないようにだけ注意し、各チームの同時間帯の予約状況は把握していな
かった。今回新たに全チームの予約状況を網羅した相互確認表を作成し、ど
のチームも市役所に残っていないという状況が発生しないように改善を図
る。

確認表を活用することにより、市役所に残る職員数が極端に少なくなるとい
うことがほとんどなくなり、窓口に来庁された方への対応が滞るケースが減っ
た。

27 税務課 業務効率化 オリジナルマニュアル作成 毎年新しく異動してきた人のための簡潔明瞭なマニュアルを作成する。

業務の引き継ぎを口頭で済ましてしまうことが多々あったため、マニュアル化
することにより作業時間や仕事を引き継ぐ時間が短縮された。
事務処理の流れなどをマニュアルに組み込んだことにより、手順や仕組みを
理解し、作業が統一化された。

28 収納課 業務効率化 納税推進事務関連書類の適正管理
不要な資料はすぐに破棄し、必要な資料はレターケース、キャビネットにネー
ムプレートをつけたり、文書綴りに背表紙をつける。
誰でも一目で資料の位置が把握できるようにし、整理整頓を心がける。

調書作成の際、整理した必要な書類を一目で分かるようにしたことで、事務
作業効率が上がった。
また、順番に書類をそろえることで、書類の場所がすぐ分かるようになった。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

29 収納課 業務効率化 滞納整理事務処理状況の適正管理
事務の進行段階別に表記をつけた棚を設置し、処理状況が進むごとにファ
イルの棚を移し替えていくようにする。

銀行や権利者等からの問い合わせに対し、差押調書等の場所や現在の進
行状況がわかりやすくなったことから、調べた後に折り返し電話をするような
ことがなくなり、業務が迅速かつ円滑に進めることができるようになった。

30 総務課 環境美化 文書管理と庁内の整理整頓

江南市文書取扱規程に定められている文書の保存期間を改めて認識し、保
存期間の見直しを行ったうえで、保存期間が経過したものについては処分す
る。
処分して空いたスペースを活用し、書棚に保管するようにする。

課全体で、整理整頓への意識が高まった。
また、個人情報などの保管についても見直すことができた。

31 会計課 業務効率化 会計課払出備品の管理事務簡略化

会計課が備品の状態を確認し、修理不能により廃棄と判断した場合、会計
課への備品管理換を廃止し、備品の使用部署が不用決定通知書を作成のう
え総務課へ直接提出することにより事務軽減を図る。備品の廃棄処分は、こ
れまで通り会計課が実施。また、担当課へその手続き方法について説明し
た文書を廃棄備品引き揚げと同時に手渡し、事務処理をスムースにできるよ
う工夫する。

改善前は、２段階の事務処理が必要で効率が悪かった会計課より払出す
ワークデスク、チェア等備品の破損による廃棄手順を改善したことにより、備
品の使用課、総務課、会計課においても事務の効率化を図ることができた。

32 総務予防課 情報提供 展示スペースの有効活用
展示スペースを常設展示部分と定期展示部分とし、消防への関心を高める
ディスプレイにする。

来客者や庁舎見学の方に目と足を止める効果は確実にあった。隣の展示ス
ペースもきれいにしたので、家庭用の防災用品にも興味を持っていただけ
た。

33 消防署 コスト削減
市購入指定ゴミ袋及び廃棄ＢＯＸの減量

一般ゴミポリバケツについては、新たにゴミ圧縮棒を作成し、出来るだけ一
枚に多くのゴミが入るように詰め込み、又、非感染医療廃棄ＢＯＸについて
は、必ず、使用した手袋を裏返して団子状に結びできるだけ小さくしてから廃
棄するように取り組んでいく。
各グループにsmart管理員を配置することで、引継ぎ時のゴミの確認を実施
し、ゴミ袋交換の有無を決めていく。
市指定ゴミ袋及び非感染医療廃棄ＢＯＸの月単位使用量をsmart管理員が
記録する。

非感染医療廃棄物処理については、救急事案で使用した手袋を裏返して団
子状に結びできるだけ小さくしてから廃棄するよう地道に取り組んだことによ
りかなりの成果が認められた。又、ゴミ圧縮棒の活用により、一般ゴミ処理の
方は、無駄のないゴミ袋利用ができ、枚数の軽減に繋がった。
各グループに管理員を設置しグループ員へ意識改革を働きかけたことによ
り、無駄のないゴミ出し意識（公務員としての自覚）が芽生えたと実感できた
活動であった。
今年度より実施の活動であったため、厳密な枚数や個数の比較はできない
が発注伝票実績による比較では、明らかな減少が見られている。
　※削減効果額
　　処理運搬料、ごみ袋　13,851円

34 教育課 情報共有 ファイルサーバー清掃作戦
大切なデータや例年使用するデータは、基本的に“教育課・キャビネット”へ
移動させ、一時的に保管したデータや現在使用していないデータ等は全て削
除する。それに伴い、“ファイルサーバー使用マニュアル”を作成する。

フォルダ１１個には収まらなかったが、ある程度整理をしたことにより、検索・
判断する手間の時間短縮と誤使用を回避することができた。また、今まで探
していたファイルを見つけたり、開いたことのないファイルの中身に仕事の答
えを発見することができた。

35 教育課 業務効率化 書類はみんなでチェック
決裁のチェックを行う際、担当者は鉛筆、リーダーは黄色、主幹はピンクなど
と色分けをしてチェックを入れていくことにより、ミスを防止する。

色分けまではできなかったが、みんなの意識の中に「書類を確認しあう」とい
うことが根付いた。担当者も確認しながら書類作成をし、グループ内でも事前
に話し合い、より良い文書等が作成できた。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

36 教育課 業務効率化
通称、第１調理(汁物、煮物等、主となる御菜)の配
食を１レーンから２レーンに変更。

今までは、小学校から中学校へと１レーンで配食作業をしていたが、配食人
員を見直し、小学校１レーン中学校１レーンの計２レーンにて行います。下処
理班の人員などを確保し２レーンにて行うことにより、時間短縮を目指す。

最初は慣れないせいもあり、困難を極めたが改良を重ね、徐々に安定した
時間帯にコンテナ収納ができるようになった。
現在もほぼ問題なく実践されている。

37 教育課 コスト削減 施設外周フェンスの補修とペンキ塗り
業者に発注せず正規職員全員で、フェンス周りのゴミを取り除き、補修をして
ペンキを塗り直す。

外周フェンスを補修したことで、安全面が確保され、かつ、外観がきれいに
なったことにより、給食センターのイメージが良くなった。
　※削減効果額
　　修繕料　259,000円

38 生涯学習課
市民ニーズの把
握

アンケートを活用した講座の企画・市民ニーズ調
査

今までにとったアンケートを見直し、講座内容に反映させる。
また、講座を企画したねらいや市民ニーズなどの実態把握調査として活用で
きるようアンケート内容を見直す。

アンケートの設問を増やし、詳細にすることで回答者の希望している講座内
容等を知ることができた。

39 監査委員事務局 業務効率化 各種マニュアルの見直し

現在のマニュアルは時点修正がされていないため、実情にあったマニュアル
にしていく。（対象マニュアル：例月出納検査資料作成マニュアル、水道事業
会計決算審査意見書入力マニュアル、一般会計・特別会計決算審査意見書
作成マニュアル）

各種マニュアルを時点修正、加筆することにより、現在の入力方法、資料作
成手順に合ったものとなった。

40 議事課 環境美化 議会図書室・倉庫の保管資料等の見直し

議場改修に伴い、議員応接室内に議会図書室を設け、議会図書室の跡に
倉庫を設けた。今後、議会図書室にある書籍に一定の基準を設けて、廃棄
を行うなど整理整頓を図る。
倉庫については、収納量に限りがあるため、備品及び事務局に多く保管して
いる業務上必要な参考資料の一部を必要かどうか判断した上で、収納す
る。

倉庫、事務局内ともに、収納する備品や資料について、必要なものかどうか
をしっかりと洗い出した上で、配置を決めて配架し直したことで、利用環境が
向上し、一定の職場環境の改善と業務の効率化につなげることができた。
また、職員が一丸となり、整理整頓に当たったことで、職場美化に関する意
識を高めることができた。
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