
smart運動2015　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 業務効率化 反射鏡の徹底管理
防災安全課職員で手分けをし、既存で設置されている反射鏡にテープで管
理番号を示すとともに、電子データと手書きの地図データを照合させ、より一
層精度の高い管理台帳を作成する。

調査の過程で実際の設置状況と台帳情報とが一致しないケースがあり、調
査の結果、以前台風で倒れ、建直しがされていないものであることが分かる
など、台帳整理を行った効果があった。
調査が終了しなかったため、管理テープについては一部の実施に留まった
が、現場管理のしやすさは確認することができた。

2 市民サービス課 業務効率化
逓送による決裁の効率化（支所からの決裁をス
ピーディに）

宮田・草井支所で起案した文書は、本庁を経由せず、直接布袋支所GLに回
付するように改める。具体的には各支所から本庁へ出向く場合は、宮田・草
井支所と布袋支所が本庁へ来る時間に差を設け、（概ね午後2時と4時）本庁
の職員が出向く場合は、最初に宮田・草井支所へ行き、布袋支所GLへ回付
する文書を布袋支所に届けた後帰庁する。

決裁にかかる日数が短縮され、事務の効率が向上した。

3 産業振興課 情報提供 パンフレットなどの掲示方法の見直し

・パンフレットごとに設置期限を設け、期限を過ぎたパンフレットは撤去するこ
とで、ラックをスマート化する。掲示期限、設置枚数等はエクセルデータで管
理する。
・掲示物をジャンルによって分類する、ポップを作成して目立たせるなどする
ことで、パンフレットの内容が一目でわかるようにする。

・パンフレット管理簿を作成し、掲示期限を過ぎたパンフレットはポップアップ
表示するようにしたことで、期限を過ぎたパンフレットを漏れなく撤去すること
ができるようになった。
・設置するパンフレットをジャンル分けし、イベント情報等をポップで目立たせ
るようにしたことで、ポップ設置前と比較して、設置枚数に対する取られたパ
ンフレットの割合が若干向上した。
・ラックから撤去したパンフレットの一時保管場所を、不要になった箱を利用
して整理したことで、必要性の低いパンフレットからスムーズに破棄できるよ
うになった。

4 環境課 コスト節減 地球にやさしい「エコドライブ」を推進しよう

地球温暖化対策として、まず、環境対策グループがエコドライブを実践し、全
国規模の交通エコロジー・モビリティ財団が主催であるエコドライブ活動コン
クールに応募する。
　次に、環境課の各グループが保有する公用車（塵芥収集車を除く）で、発
進から5秒間で、時速20ｋｍまで加速する「ふんわりアクセルｅスタート」や、
減速時には、早めにアクセルから足を離す「早めのアクセルオフ」、車間距離
にゆとりをもち、アクセルの踏みこみを一定にする「加減速の少ない運転」、
停止時には、安全な場所でエンジンを止める「アイドリングストップ」を徹底
し、課全体での意識を高める。
　また、取り組み実績を昨年の同時期と比較し、燃費の上昇量、削減した温
室効果ガス排出量、経費を算出し、その結果をキャビネットに公表することに
より、全職員の意識を高める。
※温室効果ガスの排出量の算出は、地球温暖化対策実行計画の算出方法
を用いることとする。

○実施前
平成26年度（5～12月）の平均燃費 11.55km/㎥
平成26年度の1kmあたりの二酸化炭素排出量 0.2047kg-CO2/km
○実施後
平成27年度（5～12月）の平均燃費 11.92km/㎥
平成27年度の1kmあたりの二酸化炭素排出量 0.1983kg-CO2/km
○実施結果
運転効率として　3.11％の改善ができ、
削減した二酸化炭素量としては34.71kg-CO2/kmとなり、
杉１本が一年で吸収する二酸化炭素量の2.48倍の二酸化炭素が削減でき
た。

　※削減二酸化炭素量　削減効果額
　　　34.71kg-CO2/km　　1,407円

5
広域ごみ処理施設建
設対策室

情報提供
市役所の来庁を新ごみ処理施設の必要性などを
ＰＲする機会と捉え、カウンターやパネル掲示を利
用したＰＲを実施する。

広報やＨＰの内容を精査し、必要性などＰＲ項目をまとめる。
カウンターの掲示については、接客の邪魔にならないよう窓口のカウンター
の前やカウンターの上に紙を貼る平面的なＰＲとする。
広報への掲載やＨＰの更新に合わせて、カウンターでのＰＲ項目も更新して
いく。
また、ロビーや環境フェスタでパネル掲示を行い、アンケートボックスを設置
する。

９月１日から３０日まで市役所１階ロビーで、１１月１５日に市民文化会館で開
催された環境フェスタ江南でパネル掲示およびアンケート調査を実施したと
ころ、合わせて７０名の方からアンケートの回答をいただいた。多くの方に新
ごみ処理施設建設事業についてＰＲできたことや江南市の地元３地区を含む
幅広い年齢層の方々から、事業に対しご意見をいただけたことは、今後の事
業を進める上で大変参考になった。

6 高齢者生きがい課 業務効率化 窓口対応マニュアルの見直し
現在、使用している窓口対応マニュアルをベースにして、各グループで担当
している事業において追加事項や見直し項目を洗い出し、現状にあった新窓
口対応マニュアルを作成する。

業務改善実施後、間もない状況であるが、介護保険法改正やマイナンバー
制度の導入に伴い、それに対応できる分りやすいマニュアルが作成でき、職
員間の情報共有が図られ、他グループの業務であっても、対応することがで
きている。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

7 子育て支援課 業務効率化 新・課内回覧用紙

回覧用紙の構成を改善し、回覧が終わり戻ってきた際に、見てすぐに状況が
わかるようにする。
用紙は現在通常のコピーで印刷しているので、以降はミスコピー紙を利用す
る。

大幅な仕様の変更があったわけではないため、すぐに導入できた。
回答が完了しているか、いつ回答したか、一目でわかるようになった。
転送先の記入が簡単になった。
取りまとめ期限の欄を設けたが、それにより期限までに回答がきていない場
合の確認がしやすくなった。

8
子育て支援課、福祉
課

業務効率化 伝達漏れを防ぐ伝達方法を考える
・夕礼・保護者から・その他の伝達項目を含め、使用してもらい、検討して使
いやすいものを作り実践する。

・チェック欄があることで、意識して確認するようになった。
・職員間の連絡漏れが少なくなった。
・記録が残っているので再確認できた。
・職員全員で、全園児を見ている姿勢が保護者からの信頼に繋がった。

9 福祉課 業務効率化 週間目標の設定及び窓口への掲示

各週の担当の職員が、その週の課全体の週間目標を設定し、Ａ３サイズに
印刷し課窓口上部の課名のサインの内側に掲示する。週の終了後には各職
員が目標の達成度を５段階評価で共通のエクセルファイルへの入力を行う。
なお、週間目標の設定においては、課全体に共通するような内容で具体的
かつ達成し易い目標とする。

週間目標を持ち回りで各職員に作成させることにより、個々の職員が職場や
業務に対してどのような問題意識を持っているかを共有することができた。ま
た、目標達成に努めることで業務の質の向上が図られた。

10 健康づくり課 情報提供 イヌ･ネコに関する業務の改善

・過去の苦情受付簿等から苦情や問合せの内容を確認する。
・Ｑ＆Ａのようなマニュアルを作成する。
・作成したマニュアルを課内で回覧する。
・ホームページ等にマニュアルを公開する。

・改めて苦情受付簿を確認したことにより、どのような苦情が多いのかが把
握できた。
・ホームページに公開したことにより市民の理解を得られた。

11 保険年金課 情報共有 電子データ管理ルールの作成・共有

①業務毎、あるいはシステム毎の電子データを棚卸するとともに、その管理
方法について調査する。
②課の各業務を網羅した統一的な管理ルール（事務事業毎、予算科目毎、
年度毎等）を検討し、作成する。
③管理ルールを課員に周知し、ルールに基づいて電子データを整理する。
④新グループウェアやファイルサーバの運用（活用）マニュアルを作成し、課
内で共有する。

ファイルサーバ内のデータがグループ毎、業務毎に整理され、参照や共有が
容易になった。
また、「データ管理ルール」を作成したことにより、いたずらにファイルサーバ
の容量を圧迫することなく、必要なデータのみを管理、運用できるようになっ
た。

12 まちづくり課 情報共有 書類整理の促進
書類を使用した時や文章目録等を作成した時に場所の記録を残し、課内で
共有できるデータをつくる。

書類管理における職員一人一人の意識の見直しが行われ、より効率的に業
務にあたる事ができる体制を意識づけることができた。

13 まちづくり課 業務効率化 事務所内の文書の整理

現在バラバラに置かれている各グループの文書等を保存期間や内容などに
応じて整理し、予め整理場所を決め、迅速に取り出しやすい場所へ再配置
する。また、文書整理簿を元に、整理簿に記載のない書類や参考資料なども
加えた整理表を作成し、廃棄可能時期を考慮して計画的に処分していく。ま
た、電子データのあるものについては極力紙媒体の文書を処分し、文書量
の削減に努める。

各資料の所在を把握できるようになったため、日常の業務において書類を探
す時間を軽減することができた。また、今回の取り組みを通して今まで認識し
ていなかった資料を多数発見することができ、過去の業務に関する知識を深
めることができた。
さらに、文書量を削減したことにより、将来的な効果として、事務所移転時に
資料の処分・運搬の負担軽減が期待できる。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

14 土木課 業務効率化 整理整頓による業務効率改善
現状の書類やファイルの把握と取捨選択を行い、窓口にてよく使う書類や
ファイルをカウンター下など窓口の近くに収納する。

棚の書類を整理することで、窓口での対応時間を短縮することができ、来庁
されるお客様に対してスムーズに提供できるようになった。
同時に職員の業務効率も改善された。

15 土木課 業務効率化 スマートな事務処理をめざして
管理簿に入力している情報を工事台帳とリンクさせる。その他活用できる資
料や書類を台帳とリンクさせる。

作成中。

16 土木課 業務効率化 治水グループ窓口対応マニュアル作成

治水グループの窓口にいらっしゃる市民の方は、大別すると数パターンに分
かれている。その中でも、特定都市河川浸水被害対策法の新川流域の確認
や雨水貯留浸透施設設置の補助金申請など、対応の簡単なものについて、
誰でも対応できるようマニュアルを作成する。

治水グループ内で、担当者以外の職員も最低限の対応を行えるようになっ
た。

17 建築課 業務効率化 窓口対応の効率化 よくある質問についてのQ&Aを作成し、職員に周知及び窓口に掲示する。
来客に対応する時間が削減でき、業務能率が向上した。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 情報提供 課内ホームページ内容の拡充
ＨＰ内で特に情報量が少ない『受益者負担金』に関しての内容（料金や納付
スケジュール、Ｑ＆Ａ等）を充実させる。

受益者負担金についての電話等での問合せが減少した。問合せがあった際
も、職員がホームページを見ながら説明できるので、対応する際の時間短
縮、共通の認識作りに役立った。

19 水道課 業務効率化 各種提出物・回答文書等の期限を厳守する。
大量の書類を「見える化」するために、課内共通で使用することができ、か
つ、各グループ分けできるスケジュール表を作成し、全員の目につくところに
設置し、全ての期限厳守を目指す。

各担当以外から進捗状況を尋ねられることもあり、スケジュール表に記入し
てある依頼文書に対しては期限が遅れることがなく一定の成果が現れた。

20 地域協働課 情報提供 広報コミュニケーション運動

取材活動において、取材対象へのあいさつや事前の準備を通してコミュニ
ケーションを深めるとともに、取材内容を一歩踏み込むことにより市民の皆さ
んがより興味ある記事を作成し、また、新聞媒体などへの情報提供方法を見
直して取材マニュアルを作成し、より市民に役立つ情報を提供する。

江南市に係る新聞記事掲載件数（5～11月）
平成26年度：226件
平成27年度：253件
また、ケーブルテレビのスターキャットと共同で、アイドルが行政情報を紹介
する番組や、江南市在住の女流棋士を取材した紙面の作成など、市民が興
味を持てるような情報提供方法について取り組むことできた。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

21 地域協働課 業務効率化
メールの転送機能の活用で経費削減と締め切り
の遵守

届いたメールの中から、職員への通知文書は職員の個人宛に転送し、紙の
削減を図る。回答が必要な文書は、メールを印刷し回覧する。ファイルサー
バに回答文書用フォルダを作成し、締め切りを明記して保存し、回答したら
回答済みのフォルダへ移す。締切が近づいているものを確認し回答する。広
報広聴グループあて文書は、広報広聴グループへ転送する。開いたメール
は、グループごと、内容ごとの保留ボックスに入れ、いつでも見直しができる
ようにする。

メールの転送機能の活用で課内の回覧によるタイムラグを無くし、余分な紙
を削減できた。回答が必要な文書のファイルに締切を明記し、優先順位をつ
けて管理することで締め切りを守ることができた。

　※削減効果額
　　コピー用紙等　1,550円

22 秘書政策課 環境美化 保管書類の整理
事務机の配置変更を見据えて、机や保管庫の配置を検討する。必要な書類
や使用頻度が高い書類を近くに保管するとともに、必要でないと判断される
書類は廃棄処分する。

事務机の配置換えに併せて、必要な事務スペースを確保するため不要な書
類を廃棄するとともに、事前に保管場所をシミュレーションしておいたため、
スムーズな移動ができた。
また、各担当から近くに書類を保管するようにしたため、事務効率が改善さ
れた。

23 秘書政策課 情報共有 キャビネット内データの整理
グループ内で情報共有し、必要ないデータを削除する。必要なデータについ
ては、新グループウェアの利用方法を研究し、その特色を活かし、運用しや
すいようデータを整理し、管理する。

旧グループウェアデータは主にファイルサーバにて運用することで、グルー
プにとらわれない情報共有の利便化を図った。業務上機密性の高いデータ
は新グループウェアにて運用し、グループ内だけの情報共有にとどめた。
データ管理の場所を分けることにより、改めて、機密性の高いデータを取り
扱う際は細心の注意が必要という意識付けもできた。

24 行政経営課 情報提供 ホームページへの掲載資料の追加
予算に関する資料について、他市のホームページを参考に掲載可能な資料
を課内で検討した上で、ホームページに掲載し、予算に関する情報の更なる
発信を図る。

他市のホームページの予算に関する資料の掲載状況を調査したことにより、
行政経営課のホームページに掲載が可能であると考えられる資料につい
て、参考とすることが出来た。また、江南市のホームページに掲載されてい
る予算に関する情報量について、他市と比較して少ないことを改めて再認識
することが出来た。

25 税務課 情報共有 女子力を生かした引き継ぎ事項の徹底
再度のお尋ねなどを想定し、「こういう人からこういう問合せがあった」等をわ
かりやすい形で（簡易な手書きメモを専用ボードに貼る、クリアファイル等に
付箋をつけて整理するなど）グループ内で情報共有できるようにする。

担当者が現場調査等で不在の時に、再度の問合せに対して回答できないこ
とがあったが、専用ボードに継続中の案件の概要や書類の場所のメモを貼
り付けておくことにより、折り返しやお待たせすることなく、その場で回答する
ことができるようになった。

26 収納課 情報共有 スケジュール管理
ひと月ごとに職員、臨時職員の出勤予定、昼当番、日曜市役所当番等の表
を作成し、一目でスケジュールが把握できるようにする。また、変更は随時表
に書き込んでいく。

ひとつの表を見るだけで全職員（パート、臨時職員含む）のスケジュールが
確認できるようになったことから、スケジュールを把握した上で外出等のスケ
ジュールを調節し、人数が手薄になる日、時間帯等を減らすことで効率よく
事務ができるようになった。

27 総務課 情報共有 ファイルサーバのあり方
課内、グループ内でデータを共有できるように整理し、必要無いデータは処
理する。保存する際、分かりやすいファイル名にする、保存年月日を残すな
どして、不要になったデータは処理する。

グループ内でのデータが共有でき、データも整理され、見やすく管理できてい
る。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

28 会計課 情報共有 スケジュール管理して情報共有

会計管理者だけの予定だけではなく、出納グループ職員の会議、出張のス
ケジュールや、グループで忘れていけない本日の業務などをグループウェア
のスケジュール管理機能を活用して随時入力をしておくことで、毎日、パソコ
ンを開くと同時に２日間のスケジュールを誰もが画面で確認できる。

入力したスケジュールが画面に表示されることにより、会計管理者の予定だ
けでなく、出納グループ職員の会議、出張等が把握でき、グループ内で会議
の時間も確認し声を掛け合い、日時を間違えていた職員も会議を忘れず出
席することができた。

29 総務予防課 情報提供 一目でわかる案内板でスムーズな対応
入口にわかりやすい案内表示を作成設置し、市民が迷うことなく窓口へ行け
るようにする。

･少しではあるが以前より、来庁者に尋ねられる機会が減ったと感じる。
･わかりやすい案内表示の設置というサービスを意識した取り組みにより、相
手の立場に立った対応が身についてきた。

30 消防署 業務効率化 書庫の整理整頓
すべての文書ファイルに整理番号をつけ、背表紙と棚にシールで表示をし、
常に、ファイルが一定の場所に保管できるようにする。

整理番号及び色シールによる分別により文書ファイルの収納位置が不変と
なり、容易に目的の文書を見つけられ事務の効率が大幅に向上した。
また、事務効率の向上により整理整頓の重要性を再認識できた。

31 教育課 情報共有 担当名一覧の作成（ＴＩ）
各事業ごとに担当者名を記載した一覧表（データ及び紙ベース）を課内全員
で共有する。款項目順及び五十音順の担当者一覧を作成・共有することに
より、その問題点の改善を目指す。

ＴＩを参照することにより迅速・確実に担当者へ対応を促すことができた。ま
た、その担当者が不在であった場合も、担当名を告げることにより、お客様
に対し安心感を与えることができた。

32 教育課 業務効率化 調理業務の共通認識の向上
大量給食調理作業を経験したことのない人でも、マニュアルを見て理解出来
るような作業内容マニュアルを作成。

調理器具などの洗浄範囲などが個々によって違っていたが、マニュアルを作
成後、洗浄不足箇所が激減し、食中毒防止に効果があったと感じる。

33 教育課 環境美化 安心安全な給食の提供
受け皿等を設置して、下へ垂れるのを防ぐ工夫をするとともに、受け皿等を
こまめに洗浄する。

受け皿の設置により油だれがなくなり、フライヤー周辺が衛生的に保たれ安
心安全な給食を提供することができるようになった。

34 生涯学習課 業務効率化
パソコンデータ整理プロジェクト～仕事も脳もス
マートに！～

・ファイルサーバ　・課キャビネット　・デスクトップ　上のデータを対象に期限
を設け、チーム全員でデータの整理を行う。余計なフォルダやデータをなくす
ために、あらかじめ指定したフォルダにデータを振り分けるようにし、不要な
データについては特定フォルダにまとめ、一定期間保持したのちに削除す
る。

ファイルサーバの一層目にある不要なファイル（42ファイル）を削除する事に
より余分なファイルが減り、作業効率をあげることができた。また、ファイルの
精査を行い各フォルダに振り分けることにより、情報共有の強化につなげる
ことができた。視覚的にムダなファイルが削除されたことにより、心理的負荷
も軽減された。
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番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果

35 監査委員事務局 情報共有 ファイルサーバ内の不要なデータの削除
ファイルサーバのフォルダ内をひとつひとつ点検し、不要と思われるデータの
例を抽出し、課内で本当に不要かどうかを確認した後、削除する。

ファイルサーバ内を点検した結果、不要データの増加原因が、簡易な通知文
書よりも、課内で統一的な使用方法ではなかったことにより生じた重複デー
タであることが判明した。
その対策として、ファイルサーバ内のデータを職員同士が共有するうえで、
適切な使用方法を再確認することで、重複データ等の増加防止に取り組む
ことができた。

36 議事課 業務効率化 新グループウェアのフル活用

課内で協議する事項
＜ネットフォルダ＞
新階層を設定→文書の精査→PCのHDDに一時保存→Web保存
＜スケジュール管理＞
議事課と議員のスケジュール管理・確認方法の設定
＜委員会室予約＞
新ＧＷで可能な機能に合わせた、適切な予約管理体制の設定
＜その他＞
新たに付与される機能の有効利用について協議

委員会室の予約申請は承認制限を付与しているものの、予約者側にとって
は他の施設予約申請と同様の手続きとすることができ、これまで予約者が申
請書を作成し予約していたことを考えると、全庁的に大きく事務負担の軽減
が行えたものと推測する。
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