
smart運動2017　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 その他 防災センター車庫の適正管理 公用車が帰庁、未帰庁にかかわらず、18時になったら閉めるという意識を全職員で

共有する。
未閉を確認した場合は、公用車の管理記録を調査し、関係者へ指導することで、適
切な管理を目指す。

シャッターの未閉を確認した時点で、関係者に指導していったことにより、次第に改善
された。また、公用車の管理者である総務課の担当者と打ち合わせをしたところ、公
共財産の適切な管理ということで、関係者への呼びかけを行ってもらえ、意識の向上
が見受けられた。

2 市民サービス課 情報共有 窓口対応の向上 グループウェアの機能『行き先案内版』『スケジュール』を利用して在席、会議等を各
自毎日入力し、情報共有を図る。

全員参加ではなかったが、利用している職員については、出先機関であっても離席
理由が把握できるため、不在時に不要な電話連絡等をすることがなくなった。グルー
プ内でも他の職員の予定を常に把握でき、日程調整が行いやすくなった。
また、出勤や帰宅の時間も記録されるため、職務能率を向上する意識改革につな
がった。

3 商工観光課 情報共有 窓口対応の向上 景況調査の中で事業所へ、必要としている支援策についての質問をしている。その
中で、上位になった内容についての国や県や他課が行う補助金等について調べ、窓
口で紹介できるよう案内を作成する。

・国や県の補助金等の問合せに答えやすくなり、案内もうまくできるようになった。
・今まで詳細について知らなかった補助金等を知る機会になった。

4 農政課 整理整頓 メールの整理 受信メールボックスに届いたメールを各グループで、ファイルサーバ内の「通知」、「回
答作成」、「その他」のフォルダに分けて整理をし、受信メールボックスに未読メールを
溜め込まないようにする。「通知」、「その他」フォルダは1か月に一度は中身の整理を
し、「回答作成」フォルダ内のメールは回答が終了したら削除をしていく。

スマート運動のテーマを「メールの整理」にしたことによって、課全体の意識向上へと
つながった。各グループが不要なメールを積極的に削除していったことにより、メール
ボックス使用率が90％以上であったのが、現在は70％程まで下げることが出来た。
メールボックス使用率を50％まで下げることを目標として今後も継続して行っていきた
い。

5 環境課 PR 補助金制度の周知 地域環境改善 6月1日より開設したリサイクルステーションにて補助金PRコーナーを設置する。補助
制度の内容について出来るだけ多くの人に知ってもらい活用してもらうことにより、地
域環境の向上につなげる。

リサイクルステーション利用者に、環境学習会や緑のカーテン実施について、周知啓
発することにより、実施に関する問い合わせが増えた。
また、環境フェスタ以外にも環境学習会や緑のカーテン実施について、周知できる機
会が増え、市民への環境保全意識の啓発に繋がった。
家庭用生ごみ処理機の補助件数が本庁環境課ｶｳﾝﾀｰにPRﾎﾟｽﾀｰを掲示したことも
あり、1月末現在で昨年の49件から59件となった。
浄化槽設置整備事業補助金は、平成27年度19基、28年度17基であったものが、平
成29年度は12月上旬までに予定基数の25基に対して補助金を交付した。

6 高齢者生きがい課 整理整頓 個人情報を含む書類の整理 保存されている書類を、事業ごと、個人番号、個人情報の有無等で仕分けを行い、ど
の職員が見てもわかりやすい状態にする。

書庫内の整理を実施し、打ち合わせ・作業スペースを確保することができた。

7 子育て支援課 その他 みんなでOFF-JTチャレンジ
（担当業務以外の業務を通じて新しい視点を身につけ、
担当業務に反映させる。）

保育園や児童館で1日業務体験を行い、その体験終了後に現場の職員との意見交
換の場を設ける。その後、担当業務に反映できる新しい視点等をとりまとめ、課内で
回覧し、情報共有する。

体験を通して、園児の園生活の様子や保育士と保護者との関わり、また、現場の保
育士と直接意見交換をすることで、園からの相談を具体的にイメージすることができ
るようになった。
窓口やホームページでの案内の見直しの必要性や、送り迎えの際の道路状況等、手
作りおもちゃ作成等の園での業務工夫を知り、それぞれの担当業務の参考としていく
ことができた。

8 子育て支援課 PR 江南市の保育園の魅力をPRする ・市役所の展示コーナー（ロビー）や子育て支援センター内において、保育園の紹介
を行う。
・地域交流を行う。（地域の行事に出かけたり、招待したりする）
・保育園行事や遊びの様子を市役所のロビーで映し出す。
・保育園のQRコードを作り、ホームページを手軽に利用出来るようにする。
・園の掲示板を有効活用する。

・市役所のロビーに展示した保育園の紹介パネルや流れている映像を熱心に見てい
る市民の姿を見かけたり、評価する声が聞かれたりしてよいPRとなった。
・地域の方と交流する機会を増やすことで、保育園に関心をもっていただくことができ
たと共に、子どもたちにも親しみを持つ言動が見られた。また、保育園に対して意見
や助言が得られた。
・地域の方に避難訓練、水害訓練などにも参加してもらうことができた。

9 福祉課 整理整頓 整理整頓、無駄なく、スマートに ・時間を決め、全員で倉庫掃除をする。
・必要またはそうでない物の分別をする。長年使用していない物は処分する。
・分類、ラベルつけ等、見やすい保管の仕方を工夫する。
・作品作りに廃材を利用する等、現在ある物を有効利用する。
（活用できる物を具体的にどのように利用するか案を出し合って療育の中で活かして
いく。）

・何がどこにあるのかが明確になり、必要な物がすぐに取り出せるようになり、作業効
率があがった。
・整理整頓することでスペースを有効に使い、多くの物が収納できるようになった。
・片づける時に元の場所に整頓して戻す意識が高くなった。
・職員全員で取り組んだことで意識が高まった。
・環境美化につながり、モチベーションが上がった。



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
10 福祉課 その他 ワークライフバランスの実現 プレミアムフライデーとは、経済産業省や経団連、各業界団体が連携して、平成29年

（2017）2月末より毎月末の金曜日に実施されている取り組みである。
福祉課では、平成29年6月より毎月末の金曜日をプレミアムフライデーとして設定し、
福祉課全体の共同チームとして定時退庁することに取り組むことにより、スマート運
動のスローガンでもあるように明るく力まず楽しみながら、課内職員のワークライフバ
ランスの実現を図る。

チーム員へ意識調査の中で、月末金曜日に福祉課全体が一丸となって定時退庁に
取り組むことで、業務を効率的にこなそうという意識や協力し合う意識が高まった。ま
た、定時退庁できることで帰宅後の家庭での時間が長く取れたり、時には課で親睦会
を開くこともできたため課内の親睦を深める効果もあった。

11 健康づくり課 PR 施設内掲示等(ポスター・チラシ)の運用ルールづくり ①ポスター・チラシの掲示等に対しての運用のルール作り
(いつまで掲示するか、掲示する対象基準や優先順位を決める)
②種類別に掲示するための区分けの選定と来所者が興味を引くポップの作成

ポスターの掲示場所を限定したこと、掲示内容に優先順位を設けたことで、伝える情
報が整理され、コンパクトになり、来所者に対して分かりやすく案内ができるように
なった。
掲示日時を記録したことにより、新旧の情報を把握することができ、すぐに交換がで
き情報の新陳代謝にも繋がった。

12 保険年金課 コスト削減 回覧文書の削減と情報伝達の迅速化 他の課からメールで送付された文書のうち、保存の必要のない文書であり、かつ、回
答が不要で単に職員への周知を目的とする文書は印刷することなく、職員の個人
メールアドレスあてに転送することにする。運動開始後の一定の期間において、個人
メールアドレスに転送する際のタイトルに「【スマート運動実施中！】」という記載を追
加する。
また、個人メールアドレスに転送する文書の種類を示したデータを作成し、運動終了
後に課内で情報共有できるようにする。

平成29年6月30日から平成30年1月31日までの間に、288件の文書をメール転送で回
覧した。また、メール転送で回覧した文書の題名と受付日を記載した記録簿を整備し
た。業務効率化、経費節減、書類保管場所の有効活用、情報伝達の迅速化等の効
果があった。
上記の取組と関連した事務改善として、過去年度文書の整理や文書保存期間の見
直しを行った。庶務文書を1年保存文書と5年保存文書に分類し、長期保存の不要な
文書を廃棄することによって、書棚の有効活用が実現できた。

13 まちづくり課 整理整頓 誰にでも分かるフォルダ分別とPC高速化 1.課内で共有するデータについては、必ずファイルサーバ等に保存。
2.フォルダ名称を出来る限り短くして並列化したフォルダ分別。
3.デスクトップに配置するファイルは2列程度とし、ショートカットを多用。
4.フォルダ命名規則を設ける。(頭にｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ、数字などを置く)
5.フォルダ内のファイル数に上限を設ける。　など

フォルダ分別の規則化を行った事で、分類を客観的に並列化することができた。その
結果グループ内での資料確認が容易になり、データ共有化ができ、職務効率が上
がった。
また、デスクトップ上のファイルについても分類化、ショートカットの多用化を行ったこ
とにより、デスクトップ上が整理され必要なファイルへのアクセスが容易になり、職務
効率が上がった。

14 まちづくり課 整理整頓 事務所の整理・整頓 現在頻繁に使用している文書や参考資料は、内容などにより整理し直し、分かりやす
く収納する。また、書庫に保管している過去の資料などは、内容や年度ごとに整理
し、必要のないものは破棄する。備品なども現状を把握し、必要ないものは整理して
いく。

文書や資料の収納場所の把握及び整理ができたことにより、日常の業務において効
率よく書類を探すことができ、業務時間の短縮につながった。また、不必要な文書を
事前に廃棄したことにより、事務所移転時の処分・運搬の負担軽減を図ることができ
た。

15 土木課 情報共有 Q＆Aの作成 よくある問い合わせ内容をとりまとめ、Q＆Ａを作成する。 窓口等で補助金に関する質問を受けた際に作成したQ＆Ａを用いて説明を行うことが
できるようになった。
また、電話での問い合わせの場合にもホームページにQ＆Ａを掲載している旨をアナ
ウンスすることで説明しやすくなった。

16 土木課 その他 道路パトロールの強化 日常的な点検としてのパトロールとは別に、市民の皆様からの要望箇所確認や測量
のため現場に出た際に、現場周辺の状況についても確認し、不良箇所を発見した場
合は、適切な措置を講じる。

道路の穴や側溝の蓋割れなどの職員で対応できる不良箇所を早期に補修し、安全
性・信頼性を確保することができた。
また、道路パトロールを通じ、道路を常に良好な状態に保たなければならないことを
再認識し、職員の意識向上につながった。

17 建築課 情報共有 窓口対応用簡易マニュアルの作成 基本的な事務処理の流れをフローチャートや簡潔にまとめた文書と、申請書の様式
に確認事項や記入方法を書き込んだ見本からなる「窓口対応の受付事務に特化した
マニュアル」を作成する。

担当者が不在の時、マニュアルを確認することで、お客様を待たせることなく受付事
務を行うことができた。

18 下水道課 情報共有 再任用職員担当業務のマニュアル化 再任用職員等の担当業務について棚卸をし、その内容をもとに新規任用者でもすぐ
に業務に取り掛かれるようにマニュアル化する。

再任用職員の業務内容について、課内で共有することができた。
協力して執行しているという意識づくりができ、職員、再任用職員ともに効率化を図る
ことができた。

（効果額）

印刷用紙 約1,814円



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
19 水道課 整理整頓 ファイルサーバの整理 階層毎に置くフォルダ数に制限を設ける。

転属等により保存者が不在・不明であり、データを引き継ぐ者も無く、保持すべきデー
タであるか判断がつかないものを、ひとつのフォルダ内にまとめ、現水道課職員全員
の確認により、削除若しくは適正に保存する。

個人情報の管理状況について確認をしながら、保存不要となったデータを削減し、
フォルダ管理方法にルールを設けたことにより情報へのアクセスが統一的に行えるよ
うになった。水道課のフォルダについては、平成30年度以降の事務事業・業務活動に
合わせたフォルダ管理とし、予算体系、業務区分について理解を深めることができた
ほか、水道課以外のデータについては所属毎のフォルダで管理を行うことにより、照
会等については、その内容と所管する部署について、自然と紐付けができるように
なった。

20 地方創生推進課 情報共有 窓口対応の見直し 各申請書の記載例を作成する。また、申請書（様式）が課内に散在しているため、窓
口近くの一つのキャビネットにまとめて来庁者が来た際、すぐに資料を渡せるように
する。

今まで窓口対応の多くは、口頭で説明していたが、記載例を作成しておくことで、実際
に記載例を見せながら説明をすることができ、来庁者にわかりやすく、短い時間で説
明することが出来た。

21 秘書政策課 整理整頓 書類の再配置・断捨離を行い、公共施設内マネジメント
を推進

まず、書類の棚の内容物を確認し、種類別に再配置を行い、棚の扉に内容物一覧表
を貼る。あわせて、業務を執行する中で、使用頻度の高いものを一覧表に目立たせ、
頻度の低いものは書庫に持っていくなど、一覧表と配置を適宜修正する。文書目録
の精査とともに書類廃棄を行い、スペースの確保と省スペースの維持に努める。

書類棚の内容物を見やすく掲示することで、書類を探す時間を短縮することができ
た。また、書類を見終わった後の片づけも、意識的に元の場所に戻すことが習慣に
なった。
過去に長期間の保存であると表示した書類についても、その書類の内容を鑑み、江
南市文書取扱規程に基づき判断することで、廃棄を行い、総量を抑えることができ
た。

22 秘書政策課 その他 管理職（課長職）の連携推進及び人材育成 第1回課長会議で課の課題や問題点を把握する。その課題や問題点の解決に効果
的な研修を、人事グループ・秘書グループがタイアップして企画し、実施する。

第１回目の課長会議で抽出された課題を踏まえ、そのテーマに沿った効果的な研修
を実施することができた。研修日誌による受講者の評価も、５段階評価で平均「4.5」と
かなり高い評価を得た。また、講師選定、研修準備などもタイアップすることで効率的
に対応することができた。

23 行政経営課 文書整理 課内スペースの断捨離 書棚にある書類については、近年の利用実績を確認した上で、地下書庫で管理すべ
きかを判断し、書類整理を行う。物品については、破棄すべきか、整理すべきかを判
断し、保管場所の整理をする。

過去に整理できていなかった、他課の書類等を適切な保管場所へ移動、又は廃棄し
たことにより、新たな保管場所を確保することができた。
また、高所に設置されていた書棚を手の届く高さへ移動したことにより、利便性が向
上するとともに、職場の安全性を高め、防災上の観点からも改善を図ることができ
た。

24 税務課 整理整頓 メールボックスとファイルサーバの整理整頓 四半期に一度、共有メールボックス、共有ローカルメールボックス、ファイルサーバの
整理整頓を促す回覧文書を全員に回す。必要なメールは保存等するようにし、一定
の期限を過ぎた後にメールボックスに残っているメールは一斉削除をする。また、ファ
イルサーバ内の決められたフォルダに入っていない文書についても同様に、一定期
間後に一斉削除する。

新規のメールも支障なく受信することができる。メールボックスの空き容量を確保でき
た。（10％程度）

25 収納課 情報共有 納付管理表作成 ・納付管理表を作成し担当者、地区を記載する。フィルターをかけることで自分の管
理すべき人が一目でわかる。
・新たに約束をした人は新規追加する。
・時効管理等としても利用していく。
・納付が途切れている場合は催告し、すぐに納付を促す。

・月に１回程度、納付管理表に目を通すことで、納付が途切れている人に対してすぐ
に催告し、滞納者の状況把握及び滞納処分ができるようになった。
・納付管理だけでなく時効の期限管理としても活用することで、時効を迎える前に適
切な手続きができるようになった。

26 総務課 整理整頓 書類の整理整頓 各グループで定期的にキャビネットや書庫等の書類の整理をする。
キャビネットや書庫等の書類を整理した際に発生した不要な書類については、課内に
設置するシュレッダー用の箱に入れる。
シュレッダーは各グループで協力をし、２ヶ月毎に実施する。

課全体で、整理整頓への意識が高まった。
各グループで文書廃棄を協力して行うことで、シュレッダーを短時間で終えることがで
き、通常業務の時間確保につながった。

27 会計課 情報共有 支出調書等の提出期限を注意喚起 支出調書提出期限前日に、全課へ注意文書をグループウェアのメールで送信し、か
つ掲示板へ掲示し注意喚起する。

従来は、支出調書等を期限後に提出する課も多かったが、提出期限の啓発メール等
により期限厳守が促され期限後提出は減少した。



番号 課 分類 取組テーマ 取り組み内容 成果
28 総務予防課 コスト削減 使用電力を監視し、電気代の基本料金を削減 いんふぉ・エネットを活用し前日の電気使用量の確認、当日の最高予想気温の確認

をし朝礼時に報告し注意喚起を行う。集中管理のできるエアコンは事務所にて管理を
する。

夏季期間中、電気使用量のピークを意識して冷房を使用することにより、最大需要電
力を48kwから43kwに減らすことができた。また、冷房を意識して使用したことにより、
前年度最大需要電力を下回ることができ、電気使用料の削減につながった。

29 消防署 その他 始業前の唱和により安全な行動に繋げる 朝一番の車両点検前の整列時に唱和文の内容を1つ1つイメージしながら唱和する。 繰り返し唱和することにより、機関員のみならず他の隊員も車両運行時に目視や安
全項目を積極的に呼称するなど交通安全への意識が高まった。

30 教育課 整理整頓 脱・汚デスク！ 毎週水曜日のノー残業デーや定期的なノー残業デーにおいて、各自持ち寄ったタオ
ルや雑巾及び洗剤等を使用して、午後5時15分から自分の机上の清掃・整頓を実施
する。

自分の机上周辺やパソコン画面及びキーボード等の清掃や整頓を繰り返すことによ
り、職務能率が良い業務遂行ができた。

31 教育課 その他 消毒保管庫における衛生管理の向上 基本的に食材に触れる器具類は衛生管理上消毒しなければならず、その方法は消
毒保管庫で熱殺菌し、そのまま外気に触れないのがベストである。
しかしながら、全ての器具を消毒保管庫に収められない現状があり、作業動線の兼
ね合いもあるため、まず今までの入れ方を精査し作業場所に近い保管庫に入れ替
え、動線の効率を図る。
そして、長い物、保管庫に入れにくい物を工夫して収めるようにすることにより、今ま
で消毒できなかった器具を消毒する。

消毒保管庫内の器具が作業場所に応じて使いやすく、適正に収納され、より安心安
全な給食を提供できるようになった。
また、作業動線も改善され、より円滑に作業ができるようになった。

32 生涯学習課 その他 仕事の出来上がりをイメージできる 朝礼の際に、今とりかかっている仕事の内容を説明するとともに、その日の目標を宣
言する。

短期間であったが、目標を持って行動したことにより、グループ員それぞれが目標を
達成するには何をすべきかを自分自身で考えることができた。

33 監査委員事務局 コスト削減 例月出納検査結果報告書のメール送信化 決裁を受けた例月出納検査結果報告書をスキャナーで読取り、読取ったデータを各
部長や議事課へメール送信する。

現在は議員への紙での配付とタブレットへのデータ併用を行っているため、削られた
部数はそう多くはないが、各部長分、該当課への配付部数は減らすことができた。
先々には、議員への紙ベース配付もなくなる予定である。
今年度は約1,000枚の用紙の節約でき、経費節減、印刷・配付時間の短縮ができた。
議員への紙ベースの配付がなくなれば、年間約5,000枚の用紙の節約が可能となる。

34 議事課 情報共有 議会事務を円滑に行う 決裁を受けた例月出納検査結果報告書をスキャナーで読取り、読取ったデータを各
部長や議事課へメール送信する。

スケジュール表に、終了したところからマーカー等で塗りつぶしたり、変更になった箇
所等を赤字等で追加・修正し、議会の状況が、一目見てわかるようになった。また、
変更した箇所の情報を、次回定例会や翌年の同じ定例会のスケジュール表に反映さ
せ、より精度の高いスケジュール表が作成できるようになった。

（効果額）

電気代 約43,750円

（効果額）

印刷用紙 約630円


