
smart運動2016　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、市民サー

ビス課、税務課
情報提供 江南市家具転倒防止用資機材等補助金制度を周知す

る手段を増やすことにより、申請件数の増加を目指し、
もって江南市の防災力を向上させる。

防災安全課が行う補助金制度のお知らせを市民サービス課窓口に設置し、転入等
の手続に訪れた方へ配布する。また、税務課窓口への設置や固定資産税に係る新
築家屋の調査訪問時に配布することで、周知する機会を増やす。

多くの方にお知らせを配布することで制度の周知を図ることができ、問い合わせや申
請件数（前年度比で7件増）が増えた。
なお、この制度は転倒防止用資機材の購入・取り付け費用の2分の1（限度額10,000
円）を補助するものだが、一世帯につき一回のみの申請であるため、限度額に達した
後に申請する場合も考えられ、今後申請件数はさらに増加することが見込まれる。

2 商工観光課 情報提供 江南市（特に曼陀羅寺公園周辺）の食事処の再発掘 江南市内、特に曼陀羅寺公園周辺の食事処の再発掘を行い、グルメマップを作成す
る。作成したグルメマップは市内施設等に配布したりイベント時に会場内へ設置して
活用する。

現地調査により、あまり知られていない店舗の情報収集に繋がった。
また、藤まつり期間中、曼陀羅寺公園周辺の食事処の問合せに対して、スムーズな
案内ができるようになり、飲食店の利用者が増えることで地域の振興に繋がることが
見込まれる。

3 農政課 情報共有 職員の予定の取りまとめによる能率向上 グループウェア内でのスケジュール管理を徹底し、週間・月間の予定を明確化すると
ともに、ホワイトボードを用いた行動予定表により、席を外す際の行先を示し、農政課
のすべての職員がどこでどのような業務に当たっているかを把握できるようにする。

グループウェアのスケジュール機能を用いて、外出時の用務先や帰庁時間等を管理
することで、他の職員のスケジュールが把握できるようになり、課内・グループ内の情
報共有につながった。

4 環境課 情報提供 個人が持つ名刺の裏面を活かしたごみ減量の啓発 普段使っている名刺の裏面へごみ減量に関する啓発の文言を印刷し、名刺交換の
際には、所属、氏名の後に、啓発の文言をお伝えしながら手渡す。

民間の会社では名刺の両面印刷も珍しくないが、市町の職員で両面印刷の名刺は
少なく、自身のポジションや課としての戦略、方針を掲載し、言葉で伝えることにより、
手渡した相手方の反応も良く、印象に残すことができた。

5 広域ごみ処理施設建設
対策室

情報提供 新ごみ処理施設建設事業に対する理解を深めてもらう
ことを目的とした攻めの情報発信

今年度に実施する「建設エリアの決定」等についてのポスターを作成し、ごみ処理施
設の必要性をＰＲするために、公共施設で掲示する。また、Facebookへ記事を掲載
し、情報を発信する。
【情報発信の内容】
建設エリアの決定、地権者向け施設見学会及び説明会の結果、その他必要と考えら
れるもの。
【情報発信を行う公共施設】
本庁舎、各支所、地域情報センター、市民文化会館、すいとぴあ江南等
※公共施設へのポスターの掲示については、より多くの方に見てもらえるよう、掲示
期間中にイベント開催日が含まれるように努める。

7月の地権者及び地元住民を対象とした施設見学会、8月の中般若区との意見交換
会の内容について、Facebook、Twitterへ記事を掲載したことにより、多くの方へ新ご
み処理施設建設事業のＰＲをすることができた。
また、11月の環境フェスタにおいて、昨年度に引き続きアンケート調査を行い、42名
の方から回答をいただいたが、事業に対しご意見をいただけたことは、今後の事業を
進めるうえで大変参考になった。

6 高齢者生きがい課 情報共有 ファイルサーバ内のデータの整理整頓 ファイルサーバ上にデータを保存する際のルールを決め、サーバ内の整理整頓を行
う。
現在個人名で管理しているデータを業務名で管理し、データの重複等をなくすことで、
必要な情報が見つけやすい状態をつくる。

今まで個人名をつけて管理していたフォルダを業務名に変更するなど、データの保存
に関する共通ルールを設定して整理したことで、データ量が減り、必要な情報を早く
見つけることができるようになった。
また、自身の担当業務の内容を「自分以外の誰かが確認する」状況を意識して管理
するようになった。

7 子育て支援課 コスト削減 回覧文書の削減 受信したメールの内、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
刷を行わずに各個人宛に転送し、各自確認できるようにする。
また、メールの内容をデータで保存するためにファイルサーバへコピーする。

回答が不要な文書について、メールで転送することで、各職員が都合のよいタイミン
グで内容を確認できるようになった。
また、1ヶ月平均300枚の印刷用紙が節約された。

8 子育て支援課、福祉課 その他 地域の人とつながり、共に子どもを守れる基盤づくりを
考える

・園外保育に出かけた際に、園周辺の状況を把握し、「地域とのつながりマップ」を作
成する。
・地域の方を園行事にお誘いし、ふれあいの場をつくる。
・災害時を想定し、地域の方に避難訓練に参加していただく。

園周辺のマップ作りを通して、今まで気づかなかった地域の状況を確認し、災害時の
危険箇所を把握することができた。
また、直接ふれあう機会を設けたことで、地域の方に園への関心を少しでも持っても
らうことができた。
地域の方に避難訓練への参加を呼びかけることで、子どもの命を守るためには、地
域の力が不可欠であることを伝えることができた。

（効果額）

印刷用紙 約1,200円



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
9 福祉課 コスト削減 窓口体制の見直し 窓口対応を行う職員をローテーションを組んで決めることで、その他の職員が事務に

集中できる時間を確保する。
日中に事務処理ができるようになったことで、時間外勤務が6～9月の期間で、前年
度と比較して91時間減少し、時間外勤務手当を259,704円削減できた（※）。
また、事務に集中する時間が確保できたことにより、事務誤りの減少にも繋がった。

※10～12月の期間は、臨時福祉給付金事務により前年度の時間外勤務手当とほぼ
同額になった。

10 健康づくり課 業務効率化 予防接種に対する業務の改善 ・予防接種に関する過去の問い合わせ内容を確認する。
・Q&Aマニュアルを作成する。
・作成したQ&Aマニュアルを課内で回覧する。
・ホームページにQ&Aマニュアルを公開する。

問合せがあった際にQ＆Aマニュアルを用いることで、曖昧な回答がなくなり、相手に
分かりやすく説明することができるようになった。
また、予防接種の希望者が事前に電話等で問い合わせをしてから来所されるケース
が多かったため、窓口での手続きをスムーズに行うことができた。

11 保険年金課 業務効率化 保険年金課　断捨離作戦 職員一人ひとりが断捨離を意識して、担当業務の書類や物品、私物の配置などを工
夫しながら、書類や物品を削減し、スペースの確保に取り組む。

キャビネットの追加に併せて、保存文書を見直し、不要な書類を処分することで、一
定のスペースを新たに確保することができた。
また、キャビネットの色が白いため、執務室全体の雰囲気が明るくなるという副次的
な効果が得られた。
取組を通じて、職員一人ひとりが普段から断捨離を心がけるよう意識付けがされた。

12 まちづくり課 業務効率化 窓口業務のマニュアル作成 各グループが担当となる窓口業務について、マニュアルを作成し、課の職員に周知し
て、特に昼休み時間内での窓口業務において、迅速かつ統一的な事務処理を行う。
その後、窓口業務を行う中で、個別の判断が必要となる事例について、その内容、許
可の可否、基準・根拠等を明らかにして、マニュアルに反映させることで情報を蓄積
する。

通常業務において、課内で必要と思われる事項を補足しながら、マニュアルを作成し
たことで、統一的な事務処理を行うことができた。
また、今まで口頭による説明のみを行っていた窓口対応において、作成したマニュア
ルの一部を資料として提示することができるようになり、より迅速で分かりやすい説明
が可能となった。

13 まちづくり課 その他 地元住民とのふれあい ①地区内に出向く際にはできるだけ多くの方とコミュニケーションを図るため、挨拶や
声かけを行う。
②月に1回程度、地区内にてごみ拾いを行い、地元住民の方にその姿を見てもらうこ
とで開かれた事務所をアピールする。

権利者等とのコミュニケーションの機会が増えたことにより、事業に対して一層理解
が得られ、円滑に業務を推進することができた。
また、今まで接触の少なかった地元住民の方にも事務所職員の顔を覚えてもらい、
相談しやすい環境を整えることができた。

14 土木課 業務効率化 収納スペースの確保と書類の整理 棚に番号を付し、ファイルを種類別に分類して収納する。
一冊にまとめることができる内容のファイルは統合していく。
また、どのファイルがどの番号の棚にあるのかをデータで管理し、探す手間を省く。

バラバラに存在していたファイルを内容ごとに集約し、付箋を立てて見やすくすること
で、必要な書類を探す時間を短縮することができた。

15 土木課 情報共有 ファイルサーバ内のデータ整理 ①ファイル格納用フォルダを作成する。
②担当者ごとに必要なファイルを格納用フォルダへ格納する。
③整理状況及び不要なデータを精査する。
④不要なファイルを削除する。

事務事業ごとにデータを整理し、グループ内で情報を共有できるようになった。
また、不要なデータを削除したことにより、保存容量が9.7 GBに減り、サーバへの負
荷も軽減された。

16 土木課 業務効率化 般若川第二調整池ポンプ室内整理 般若川第二調整池のポンプ室に保管してある書類を整理し、ポンプ室の地下から上
がってくる湿気を防ぐため、金網になっている部分にコンパネを設置してカビの発生を
抑制する。
書類整理についてはデータ管理もできるように番号をつけ、種類別に整理する。

書類を整理したことで、クリアボックスの中身が一目で分かる状態になり、書類が探し
やすくなった。また、データで管理することにより、自席で書類の場所を把握してから
ポンプ室へ取りに行けるようになった。
コンパネの設置により、地下から上がってくる湿気と虫の侵入を防止し、書類を以前
より良好な環境で保管できるようになった。

17 建築課 業務効率化 書類管理の徹底 課内にある棚の配置図をデータ作成し、各棚に番号をつけて、実際の棚にも番号が
分かるようにする。また、書類が格納されている棚番号を文書目録の場所の欄に入
力する。

担当者が不在の際にも文書の所在を調べることができるようになり、事務の効率化
につながった。

（効果額）

時間外勤務手当 259,704円



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
18 下水道課 コスト削減 課内の回覧文書の削減 他課からメール送信された文書のうち、職員への周知を目的とした回答不要な文書

については、印刷を行わずに個人メールアドレスに転送し、各自で確認ができるよう
にする。

印刷・押印・文書整理等の作業量が減少し、業務の効率化につながった。
また、印刷文書の減少により、印刷用紙を節約し、文書を綴じるためのファイル冊数
を減らすことができた。

19 水道課 情報共有 水道に関する相談対応のレベルアップ お客様からの基本的で典型的な相談や問い合わせについて、Q＆Aやフローチャート
を作成し、課の全員が所持することにより、職員の誰もがお客様対応できるようにす
る。

水道に関する基本的・典型的な内容（水道の水質、配水、給水、料金）について、Ｑ
＆Ａ及びフローチャートを作成した。
基本的な知識を職員で共有することができるようになり、誰もがお客様への対応が可
能になった。

20 地方創生推進課 業務効率化 メールの仕分けで情報の整理 届いたメールを「通知」、「照会」、「その他」のフォルダに仕分け、「通知」と「その他」
については1か月ごとに、「照会」は回答後に削除を行い、送信箱についても2ヶ月ご
とに削除することで、メールボックスの使用率が100％にならないようにする。

メールをフォルダで仕分けたことにより、用途に応じてメールを探し出すことができ、
業務効率が向上した。
また、定期的にメールの削除を行うことにより、メールボックスの使用率が90％を越え
ることがなくなった。

21 秘書政策課 コスト削減 ファシリティコストの削減 公共施設の統廃合等により施設を減らすことがファシリティコスト削減の有効法だ
が、その決定までには多くの時間を要するだけでなく、減らすことのできる施設は限ら
れている。
そこで今回は、日々の業務で無駄となっている支出に着目し、簡単にできるコスト削
減を実行する。
① ミスコピーを減らすことや、両面印刷機能・裏紙利用により印刷用紙を節約する。
② 退庁時にはパソコンやプリンター等の電子機器のコンセントを抜き消費電力を抑
える。
③ 仕事にメリハリをつけることで無駄な残業をなくし、人件費や電気代を削減する。

具体的方法①及び②の取組により、印刷用紙を約2,300円、電気代を約2,400円削減
することができた。
具体的方法③については、平成27年度に特殊業務があったことから、人件費削減効
果額の単純な算出は困難であったが、残業時間数は前年度より減少することができ
た。
また、有給休暇取得日数が前年度より1人当たり3日程増加したことにより、ワークラ
イフバランスを充実させ、仕事にメリハリをつけることができた。パソコンの使用時間
の減少により、電気代を約100円削減することができた。

22 秘書政策課 情報提供 １年を通して、秘書室にあるパーテーションボードの掲
示物を充実させる。

１年間の市のイベントスケジュール及びポスターの納入時期を各課に確認し、各ポス
ターの掲載期間を決めて一覧表にまとめる。それに基づいて、秘書室内に設置され
たパーテーションボードに、その時々のイベント等のポスターを掲示する。

イベントポスターの納入時期を把握することにより、各課に確認を取ることができるよ
うになり、秘書室へのポスターの貼り忘れを防ぎ、来客の方へのＰＲにつながった。

23 行政経営課 情報共有 業務進捗状況の管理と共有化 ガントチャートで表現されるスケジュール表ソフトを使用して、事業×時間軸による業
務ごとの進捗状況管理表を作成し、業務担当者が作業工程を入力する。

※ガントチャート…工程管理などで作業計画を視覚的に表現するために用いられる
棒グラフを使った表の一種

進捗状況管理表を作成したことにより作業工程が明確になり、これを分析することで
無理な工程や無駄な作業などの問題点を把握することができた。
また、この進捗状況管理表をファイルサーバで管理することで、担当者だけでなくグ
ループ全体で進捗状況を確認しながら作業を行うことができるようになった。

24 収納課 情報提供 問合せに対応する一覧表作成 ・グループ員より問合せの多い内容を聴取する。
・聴取した施設の住所や連絡先を確認し一覧表を作成する。
・一覧表に随時追加して増やしていく。

今までは問合せがあった際には、周りの職員や他課へ確認していたが、各々が一覧
表を持つことで、速やかに対応することができるようになり、市民の方をお待たせする
ことがなくなった。
また、一覧表の他に各施設の地図を作成したことで、施設の場所を知りたい方に対し
て、案内できるようになった。

25 総務課 情報共有 スケジュールを共有して効率UP！
～CESSで今日・You・スケジュール、共有中～

一人ひとりが会議や打ち合わせなどの予定をグループウェアのスケジュールに入力
し、必要な時に他者の予定が把握できるようにする。

グループウェアのスケジュール機能を利用することで、課内職員のスケジュールが把
握できるようになり、会議などの日程を考慮する際に、時間を短縮することができた。

（効果額）

印刷用紙 約2,300円

電気代 約2,500円

計 約4,800円

（効果額）
印刷用紙 約250円
ファイル 790円
計 約1,040円



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
26 会計課 業務効率化 各課の手提げ金庫の安心・安全 手提げ金庫の出入時間を定め、出入簿に名前を記入してもらうことで、大金庫の開放

時間を短縮する。
各課まちまちであった手提げ金庫の出入時間を定めたことで、金庫の開放時間を短
縮でき、安全性を高めることができた。

27 総務予防課 その他 水・金曜日のノー残業デー 水・金曜日夕礼時に早期退庁を促す。 早期退庁を意識する兆候が徐々に現れ、週末に家族と過ごす時間等が増えた。
また職員それぞれの健康管理の推進に取り組むことができた。

28 消防署 その他 安全に運転し、災害現場に部署する。 ・車両運転目標時間を設定し、職員全体に満遍なく運行訓練を実施させる。
・運転管理表を作成し、グループごとに目標を達成させる。
・運行訓練を日課業務の優先事項として職場内全体で取り組む。

各グループ内で、運転に対する意識の向上と、経験を積もうとする若手職員の自主
性が現れた。

29 教育課 業務効率化 文書保存期間の見直し 江南市文書取扱規程に定められている文書保存期間基準表に基づき、改めて保存
期間の見直しを行う。保存期間が経過したものについては処分し、書庫及び書棚の
整理整頓をする。

江南市文書取扱規程に定められている文書保存期間基準表に基づき、文書目録の
保存期間種別の確認を行ったところ、本来第３種（５年保存）である文書が第２種（１０
年保存）とされていたものが多くあり、保存期間を過ぎた文書を廃棄したことにより、
書庫及び書棚の整理ができた。
また、この取り組みにより、職員の適正な文書保存に対する意識が高まった。

30 生涯学習課 情報共有 仕事の視える化 業務ごとに仕事の内容や仕事を行う上で気を付けるポイントなどをまとめたデータを
作成し、ファイルサーバ上に取りまとめ、課内職員が担当外の業務内容も確認できる
ようにする。

担当以外の業務内容について、把握することができるようになった。
また、担当者が不在の際にも、他の職員で対応が可能となり、市民の方にお待ちい
ただく時間を短縮することができた。

31 監査委員事務局 業務効率化 監査等日程調整の円滑化・効率化 日程案を事前に各課へ提示し、都合のつかない場合は報告してもらう。都合のつか
ない課のみ調整を行い、確定した日程表を各課へ通知する。

各課を回る時間を削減することができ、各課においても課内調整に必要な時間を確
保することができるよう、円滑な日程調整が実施できた。

32 議事課 情報共有 議会事務を適正に行う 作成資料、本会議、配付資料、一般質問、委員会等処理すべき事項を表にまとめ、
議事課内に掲示する。
これにより、課内のメンバーが常に今何をしなければならないかを確認できるように
し、ミスを防止する。

議会の現在の状況が目で見える形で表示されることにより、どの会議がどこまで進行
しており、次に何を準備する必要があるのかを、グループ全員で情報共有できるよう
になった。
また、次にするべきことが先々まで見通せるので、今までよりも早めに準備に取り掛
かることができるようになった。


