
 



時間

12：30～

13：15～

№ 活動の名称 発表者名（所属名）

13：25～ 1
新米ママ・パパ応援します！
～「こんにちは，赤ちゃん。私があなたの救急隊！！」～

チーム119
（中央消防署）

13：36～ 2 受付案内用紙の底力
チーム応急

（健康づくり課）

13：47～ 3 防犯灯を５年で全てLED化へ！
自治会からの要望を満足させよう！

（地域課）

13：58～ 4 気づきのルーティン
農林「考動人」
（農林水産課）

14：09～ 5 整頓上手は仕事上手！！
チーム生捨

（生活安全部断捨離実行委員会）

（生活安全部）

14：20～ 6 新開発！”土のうマスター”による楽々，土のう作り。
水防仙人

（防災危機管理課）

14：31～ 7 塵よ積ってエコになれ！！
都市整備エコ・ドライ部

（都市整備部）

14：50～ 8 Let`ｓ朝礼
土木総務課朝礼推進委員会

（土木総務課）

15：01～ 9 ベルボンが行く♪
チーム　ベルボン

（図書館）

15：12～ 10
情報は体系化せよ！
図書館のノウハウを活かした，欲しい情報に３０秒でたど
り着く整理術

下町ポケット　情報どこだ製作所
研究G品質 研究Gプライド チーム

（教育指導課）

15：23～ 11 教えて担当者！～まなぶ・わかる・つなぐ～
企画財務部　資産税課

（資産税課）

15：34～ 12 のうふをさがせ！
チームしろこようちえん

（白子幼稚園）

15：45～ 13 生命を守るのはわたしたち！
チーム　河曲
（河曲保育所）

16：30～

16：40～

16：45　　　　　　　　　　　～

審査発表・表彰式

市長総評

閉会

平成２７年度　鈴鹿市改革・改善活動取組発表会
『改革を、ずっと。新しい鈴鹿を、もっと。』

内容

開会挨拶，カップ返還

発表者一覧

開場，受付

休憩（10分間）

休憩（30分；最終審査）



鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 新米ママ・パパ応援します！～「こんにちは，赤ちゃん。私があなたの救急隊！！」～

　市内産婦人科等で開催されているマタニティ講習，両親学級等へ消防職員が出張し，救急に関する20
分程度の講習（名称「EMM ママ・パパぷち救急教室」）を行うもの（県内初）。緊急時に対応できる知識を
習得していただき，乳児・小児の救命率向上を目指す。また市内小児科領域の救急医療の現状や小児に
特化した疾患等の特徴を説明し，掛かりつけ医を持つことや早期受診の重要性を訴える。これにより，本
市救急件数の約10％あまりを占める小児救急事案の減少も期待できる。「ママ・パパの不安を少しでも解
消し出産・子育てのサポートをしたい。」「啓発を通じて消防と市民の距離を身近なものにしたい。」「緊急
時にはママ・パパが，子供にとって一番の救急隊員であってほしい。」　　　この取り組みには，そんな消防
士達の願いが込められている。

概　　要

チーム119（中央消防署 消防第二G）チーム名

（取組の概要を記入してください）

現　　状

　鈴鹿市では応急手当の普及，バイスタンダーの充実を目的とし，年間200件超の救急法講習会を実施し
ている。それらは全て団体・個人問わず，市民からの依頼を受け開催されており，講習内容は成人を対象
としたものが主であった。受動的な姿勢だけでは市民応急手当の普及，バイスタンダーの裾野の拡大に
は限度があると感じていた。また本市の小児科領域の救急出動については，夜間市内の受け入れがなく
市外搬送になること，比較的軽症の患者が多いというのが現状であり，日頃の出動を通じ，行政や医師会
が行っている様々な医療サービスが市民にあまり知られていないことや，想像以上に動揺する保護者の
姿から救急に関する知識の浅さを感じていた。

課　　題

まず母親教室等の貴重な時間と場所を私達消防がいただくため，各産婦人科の医師や看護師にこの事
業の趣旨を十分理解していただく必要があった。これまで実施されてきた各産婦人科の教室の時間枠や
内容は決まったものがあり，そこに消防が介入していくには許容される時間に限りがある。また出産に対
する不安を持ちながらも，愛しいわが子との対面を心待ちにしているお母さん・お父さんに対し，緊急時の
対応や救急医療の現状という，どちらかといえば重いテーマについて伝えなければならない難しさを考え
た。逆に言えば，子供に対する親としての自覚が日に日に増してくる時期に知識を伝えることは，受け手
にとっては比較的入りやすいのではないかという意見もあった。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

　各産婦人科へ何度も足を運び，この事業の趣旨を説明し理解を得るように努めた。実際に医師や看護
師の前で教室のデモを行い，話し手としてのスタンスや表情，言葉遣いにはより慎重に考え，教室の短い
時間内で内容をいかに充実させるか救急救命士が中心となり検討を繰り返した。また教室の内容の根本
となる配布資料の作成には最も力を注いだ。妊婦さんたちに受け入れられやすい内容，色使い，イラスト
にこだわり，手作りで作成した。イラストは消防団に所属し，プロのイラストレーターでもある野村磨梨杏さ
んに依頼した。緊急時に慌てていてもすぐに見ることができるように，一枚一枚ラミネートし，しっかりと後
に残るような形にした。

所属 中央消防署 氏名 橋本 晋宏発表者連絡先 内線 7114

成　　果

　この事業に込められた消防の意図に市内各産婦人科から共感していただき開催について協力的な反応
をいただいた。実際に教室を開催して，応急手当の知識や，救急医療の現状，様々な医療サービスにつ
いて，この教室に参加するまで知らなかったという参加者が非常に多かった。「出産準備の一つとして，こ
のタイミングで知識を得ることができて良かった。」という意見や，他の団体から「是非，この教室をやって
ほしい。」という声をいただいている。目に見える成果が現れるには，この取り組みを地道に継続すること，
そして講習内容のさらなる充実を検討する必要があると考えている。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

妊婦さんへの手作り配布資料。イラストは消防団の野村氏に依頼し，妊婦さんたちにやわらかく優し

い印象を与えるような工夫をした。

県内初の取り組みとして，取り上げていただいた

記事。

2



診療申し込み番号にしたことで番号案内用紙の渡し間違いはなくなり，受付番号を容易に案内できるようになった。
また待ち時間の問い合わせが減少し業務の中断がなくなり入力間違い等も改善され安全性が増したと考える。問い
合わせに対しても答えやすく，受診者自身で待ち時間を判断していただけるので利便性も増し診療以外のことでのト
ラブルは減少している。看護師からは，回収不要としたことで診察がスムーズに開始することができ，５番刻みの番
号案内板は負担にはならないとのことから，受診者の応急診療所接遇に対する満足度の向上に繋がっていると推
測できる。以上のことから受付番号を記載した番号案内用紙は有効であると考える。

発表者連絡先 所属 健康づくり課 氏名 小川　和恵 内線 3583

①受診者が診察の進捗状況がわからない
②問い合わせの確認にも診察待ちのカルテが多いため時間を要する
③窓口対応の人員が一時的ではあるが減る
④診察室に入室後に番号札を回収するため診療にすぐとりかかれない
⑤番号案内板の変更を番号札毎にしなくてはいけないため，看護師の業務が増える
⑥番号札の紛失の可能性，診療後に毎回，番号札整理をして，次に備えなくてはいけない

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

①小児科，内科とそれぞれの番号札⇒診療申し込み用紙に記載してある番号を記載
②番号札（回収要）　　　　　　　　 　　⇒受付案内用紙へ変更（回収不要）
配布時に診察の順番は，お伝えできないためご自身で確認していただくことを説明
③番号案内板は毎回変更　       　⇒5番刻みへ変更
④番号札の使用方法が限定　　　　⇒開始と終了を自由に選択できる
また混雑状況により診療区分の変更が生じた場合でも柔軟に対応が可能

成　　果 （取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

大型連休時等患者増加時に，番号を記載した回収不要の受付案内用紙を受診者一人一人に渡し，診察
室の前に出した番号案内板により，ご自身で診療状況を確認していただくことで，受付案内に係る業務を
軽減でき，窓口業務の中断を出来る限り回避できるようにした。

現　　状 （取り組んだ当時の現状を記入してください）

大型連休時は，他の医療機関が休診になり応急診療所の受診者が増加することからスムーズな診療に繋がるよう
番号札を使用している状況であった。しかし診察室での番号札の回収や番号案内板の変更等，看護師より「本来の
診療補助の業務が手薄になる」ため番号札を使用しないことが散見した。平成26年度の年末年始は感染症が流行
し，平均受診者数昼171.8人，夜63.3人と昨年より約1.8倍の受診者があり，何度も受診者から「自分の診察はまだ
か」，「あと，何人待ちか」等，問い合わせの度に窓口業務を中断し対応する状態であったことから繁忙な業務の人
員を更に削減され，結果窓口業務完了にいたる待ち時間の延長になっていた。

課　　題 （現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

概　　要 （取組の概要を記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 受付案内用紙の底力

チーム名 チーム応急
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

鈴鹿市応急診療所　受付案内 受付番号

　鈴鹿市応急診療所では，混雑時等，診察の順番はお伝え

できませんので，ご自身で診察室前の番号案内板でご確認

いただきます様，お願いします。

　なお，症状等により診察の順番が前後する場合があります。

ご了承いただきますようお願いします。

鈴鹿市応急診療所　

ＴＥＬ　059-382-2252

安全で安心な
医療の提供

業務の中断の減少

受診者の満足度の向上

医療従事者の業務専任による安全な医療の提供

受診者のストレスの
減少

利便性の向上

業務の簡潔化

番号案内板

内科

１６歳～

6～10

診察しております
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　現物支給が困難となったため，さらに新たな方法を模索し，結果，防犯灯をリース方式により自治会に提
供する方法に辿りつきました。早速，大手電機メーカーやLED取扱メーカーへ徹底的に問合せを行い，並
行して，市が考える仕様・条件をクリアできるリース会社と交渉を行いました。

所属 地域課 氏名 野呂・尾崎発表者連絡先 内線 3317

成　　果

　リース会社との契約により，5年間で防犯灯15,000灯のLED化を実現する計画を立ち上げることに成功し
ました。また，10年間のリース契約のため，期間中の最大歳出額についても今年度の予算内で収まり，予
算の大幅な削減も同時に成功しました。さらに，自治会からの予算不足による対応の不誠実との批判につ
いても解消することができました。現状の補助制度では，20年以上かかるものを，抜本的な改革を行うこと
により，5年間で，さらにコストを下げて計画を達成する見込みが立ちました。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

　LED防犯灯は，登場当時大変高価でしたが，現在の市場価格では当時に比べ安価となっていました。し
かし，防犯灯のLED化の進め方が，ここ10年間全く変わっておらず，当時の補助金制度のままでした。補
助金予算は増額されていましたが，仮に13,000灯の防犯灯をLED化した場合，現状の制度では計算上，
20年以上を要することになり，より短期間でのLED防犯灯の設置に向けた抜本的な見直しが求められてい
る状態でした。

課　　題

　従来の補助金制度から脱却し，新たな補助制度を模索しました。まずは，防犯灯の現物支給ができない
か考え，大手電機メーカーからの直接見積により，LED防犯灯の灯具代金の定価75％引きの金額を引き
出すことに成功しました。ところが，直接購入の話になった段階で，商慣例に縛られ，いわゆる卸問屋経由
でしか販売ができないと断られる結果となりました。次に，卸問屋と直接交渉し，定価40％引きの金額を引
き出すことに成功しましたが，やはり業界の商慣例により，それ以上の交渉が困難となり，最終的な判断と
して，安価な金額で防犯灯の現物支給を行うことは事実上不可能となりました。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 防犯灯を５年で全てLED化へ！

　市内には，自治会管理の防犯灯が15,000灯以上設置されており，約８７％が従来の蛍光灯防犯灯のま
まです。自治会からは予算を確保し，LED化の推進に早急に対応するよう求められています。しかし，年間
1,000万円の予算を確保し，補助を行った場合でも，1年間で約600灯程しかLED化できないのが現状でし
た。
　また，上記の問題は，行政懇談会でも問題提起されており，改善されることで，一つでも市長の苦心を払
拭できるのではと考えました。さらに，初の女性部長となった宮﨑生活安全部長は，次長，地域課長を歴
任し，この問題に長年取り組まれ，大変な苦労を経験されており，定年間近となった今年度中に，問題解
決への道を付け，引退の花道を少しでも飾ることができればと考えました。

概　　要

自治会からの要望を満足させよう！チーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

市内に１５,０００灯以上

の防犯灯が設置されて

現在約２,０００灯がＬＥＤ

防犯灯に更新されてい

自治会よりＬＥＤ防犯灯

への更新要望が多いが，

１３,０００灯の従来型の

防犯灯のＬＥＤ化が必要

１０００万円で，年間６５０

灯の更新しか出来ない

全て更新するのに２０年

以上を要する・・・

財政力のある自治会，

早期に申請をする自治

会が有利となっている

何とかできないか・・・

流通という商慣習に立ち

向かい，防犯灯補助の

改革に挑戦！

防犯灯のＬＥＤ化

早い者勝ちの状態

公平性を欠く，と

リース会社が，メーカーと直接取引

を行い，灯具のメーカー卸売り価格

に，１０年間のリース料，保険，器具

保証をつけた場合でも，市場の流

通価格より安価に灯具を納入する

ことが可能となった

通常は，工事費を含めた全ての料

金をリースに含める場合が多く，灯

具のみのリースについては，リース

会社にとっても初の試みとのこと
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現　　状

・市民から募集した「すずか茶ポーター」による新茶の摘み取りイベントを平成26年5月に初めて開催した。
・多くの「気づき」があり，これをスタッフそれぞれがまとめ，解決できることは解決策を考え，おもてなし体
制を強化して，平成27年5月には規模を4倍に拡大して実施した。
・平成27年4月に開催した植木まつりでは「考動人～三配りの心得」をスタッフの目に付く場所に掲げた。
・多くの「気づき」があり，「気づきのルーティン」により，とりまとめ，対処，解決した。

課　　題

・全国茶品評会（お茶の外観，味などを競う大会）での上位入賞を目指し，新茶の摘み取りイベントを開催した
が，公募した摘み取り人員「すずか茶ポーター」は家族参加等で素人集団であった。
・お茶の摘み方「一芯ニ葉（いっしんによう）」を説明したが，なかなか伝わらなかった。また，時間の経過ととも
に集中力が途切れ，大きさがバラバラになったり，ペースが落ちて必要量がなかなか集まらなかったりし
た。

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

・「気づき」をまとめ，スタッフでよりよいイベントを目指して語り合った。
・摘み取りのアルバイトを雇うという方法もあったが，素人集団「すずか茶ポーター」に鈴鹿の自然を感じて
いただきながら，心のこもった茶を摘むこととした。
・まず摘み取り開始前に，こちらが求めることや大会への想いを伝え，「すずか茶ポーター」に目標を明確
に持っていただいた。「目標はでっかく全国1位！！」
・品評会でお茶がどのように評価されるかを説明。「茶葉の大きさがそろっている外観が最重要！！」
・大きさをそろえるためには「一芯ニ葉」が必要であることを説明した。
・集中力が途切れないよう，摘み取り中にお茶のお話しをした。（昔話，健康・美容への効果など）

所属
農林水産課
農林振興G

氏名
北川哲夫，柳井谷光

教，谷口亜梨紗
発表者連絡先 内線 3636

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 気づきのルーティン

・多くの市民を迎えて実施するイベントにおいて，職員は，与えられたことをするだけでなく，それぞれが考えて
動く「考動人」であることを意識する。
・特に意識をするのが，目配り・気配り・心配りの「三配り」
・「三配り」をすることで市民に喜んでいただけると同時に，求められていること，改善した方がよいことに気がつ
く。
・改善した方がよい「気づき」に対して，まず「対処」する。そして，根本的に「解決」することを考え実施する。
・以上のような一連の流れ「気づきのルーティン」により業務改善し，イベントについてはさらに良いものを実施，
拡大していく。

概　　要

農林「考動人」チーム名

（取組の概要を記入してください）

取組内容

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）成　　果

・スタッフが「考動」し，「三配り」により，最小限の人数で任務を遂行し，市民へのサービスも向上した。
・平成27年の摘み取りは，前年の1回開催から4回開催に拡大でき，より多くの市民に参加していただくこと
ができた。
・「一芯ニ葉」の精度があがり，全国品評会において前年より大きく順位をあげた。（全国1には遠いが大成果!!）

・生産者と市民（消費者）が触れ合う機会となり，生産者の意欲の向上に繋がった。
・次回の全国大会は鈴鹿市が開催地となる。これまでの取組により，生産者，行政，市民が一体となった
体制で大会に臨むことができる。また，この大会を契機に鈴鹿の茶業界に一体感が生まれ，茶産業の持
続的発展に繋がる。
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

～＊～＊～　気づきのルーティン　～＊～＊～

～＊～＊～　対処と解決　～＊～＊～

子供たちも「一芯二葉」をしっかり確認
大きな戦力になりました

茶品評会で全国1位を目指す　「一芯二葉」
集中力が途切れて，大きさバラバラ

対処
スタッフで大きすぎる茶葉を取り除いた。

解決
こちらが求めることや大会への想いを伝え，目標を共有。
お茶のお話しをして気分転換＆集中力維持。

農林「考動人」　

～＊～＊～　審査基準に対する ひとことアピール　～＊～＊～

創造性・・・三配りの心得の掲示による啓発導入。全国でも珍しい「すずか茶ポーター」導入。
継続性・・・「気づき」とりまとめを平成25年から始め，現在も継続している。
取り入れやすさ・・・通常事務にも取り入れ可能。例：市民の質問や要望の原因・理由を考え解決。
成果・・・イベント実施数大幅拡大。全国順位アップ。業務では，配布物に対する質問の減など。
ユーモア・・・発表で頑張ります。

～＊～＊～　三配り　～＊～＊～

市民や仲間に三配り

目配り
自分のことよりも，周りに目を向け注意を行き届か
せること。

気配り
相手がしてほしいことを，相手が言い出す前にして
あげること。

心配り
相手のために，心を込めて優しさを持って行動する
こと。

H27年4月植木まつり
「考動人＆三配り」を掲示

通常，業務においてルーティン
というと，決まりきった日々の
仕事という意味で使われる。
一方，スポーツにおいては，決
められた一連の動きを毎回す
ることで集中力を高めて好結
果を得るという意味で使われ
る。
業務においても，「三配り」によ
る「気づき」をしっかり「対処・
解決」するという一連の流れを
行い，より効果的な業務，より
市民に喜んでいただける業務

五郎丸選手の
ルーティン

考 動 人

三配り

気づき 対処と解決
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鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 整頓上手は仕事上手！！

整理整頓 ・ 職場美化 ・ より良いカウンター作り

概　　要

チーム生捨
ナマステ

（生活安全部断捨離実行委員会）チーム名

（取組の概要を記入してください）

現　　状

・机の上に書類が山積みで，本人にもどのような書類があるか分からない状態である。
・棚の上にも同じく荷物が山積みである。
・カウンターが雑然としている。

課　　題

・ルール無く書類を平積みしているため，必要な時に必要な情報にすぐにアクセスできない。
・本人がいない時，他の人では書類が探せない。
・本人の精神衛生上良くない。
・書類紛失の恐れがある。
・市民の方が窓口にみえても，カウンターが雑然としていて，一目で○○課とは分かにくい。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

・書類の断捨離を行い，「捨てる基準」を作成する。
・ルール無く平積みをしないようにする。
・厚紙のボックスで縦の並びを心がける。
・「整理整頓デー」を設定し，定期的に不要な書類を処分する。
・カウンターを整理し，すっきりとしたカウンターを作るとともに，市民サービスに適した窓口作りを行う。（業
務内容を分かりやすくする等）

所属 生活安全部 氏名
上村沙織・坂本奈穂
増田圭悟・宮﨑哲
田中浩司

発表者連絡先 内線 3316

成　　果

・市民からも職員からも，見栄えがよい。
・本人がいなくても書類が探せる。
・仕事の効率がアップする。
・職員の美化意識の向上が期待できる。
・気持ちよく仕事ができる。
・市民の目線に立ったカウンター作りができる。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

爽やかな朝も曇りそう＞。＜

こんな憂鬱な光景が・・・

こ，これが同じ場所なのか・・・！？ゴミとバイバイ！すっきり

整頓！！オフィスも広々♪使いやすくなりました ヾ（ ＾ ω ＾）

ﾉ

思い切って，

断捨離！！

モデルケース１

モデルケース２

この威圧感・・・まさに書類の要塞・・・

本当に全部要るの？？？？

そうだ 分別，しよう。

すると・・・

こんなにスッキリ！！楽しく断捨離，明るいデスク♪

大事な書類ももう無くしません （ ＾ o ＾ ）

注目の続きは発表で♪
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次の条件を満たす「土のう作りのための道具」を開発した。
①一人でも，容易に，迅速に作成できること。
②誰が作っても一定基準の量・大きさの土のうが確実に作成できること。
③「チカラ仕事」と感じさせない軽度の労力で作成できること。

所属 防災危機管理課 氏名 中島崇行発表者連絡先 内線 3356

成　　果

①最低２人以上で作成していた作業が，１人で作業可能となった。
②誰が作っても同じ大きさの土のうが作成でき，土のうの質が安定した。
③作業自体の負担が軽くなり，腰痛対策になった。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

①土のうを作る工程では，最低2人以上の職員が必要とされる。
②土，砂を入れる量が「およそこれぐらい」との作り手の感覚に依存している。
③比較的体力を要する「チカラ仕事」とされる。

課　　題

①１人で作ることが難しいため，多数職員がいる職場でしか作れない。
②大きさが安定せず，災害時に「使えない土のう」になるものがいくつかある。
③「チカラ仕事」が苦手とされる職員は，土のう作りに充当できない傾向にある。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 新開発！”土のうマスター”による楽々，土のう作り。

誰もが，一人でも，容易に，迅速に，確実に「土のう」を作れる道具を，リサイクル
で開発した。

概　　要

水防仙人チーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

【特に見ていただきたい点】
・もう使わなくなった資源を再利用したこと。
・作り手の心理に配慮したアイディアを盛り込んだこと。
・ほぼほぼ経費を使わなかったこと。

継続作業可

作業員の疲労度

要休憩

要休憩

継続作業可

重作業

重作業

軽作業

軽作業

1個作成に
要する時間

約75秒

約30秒

約15秒

約10秒

作成ﾊﾟﾀｰﾝ

1人

2人

土のうﾏｽﾀｰ
１人

土のうﾏｽﾀｰ
２人

均一性

×

△

◎

－ ◎

作成限界

10～20個

30個

－
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１ 実施期間を定め，過去２年の同時期の燃費とCO2排出量を算出
２ 「エコ・ドライブ４箇条」を掲げ，公用車の見やすい場所に掲示
３ 公用車の空調調節ダイヤルに使用範囲（限度）を示す矢印シールを貼付
４ 公用車運転記録表に「エコ・ドライブチェックリスト」を追加
５ 現状と取り組み内容を都市整備部各課で回覧し全体に周知
６ 都市整備部各課において，「エコ・ドライブ」を実施
７ 取り組み結果を都市整備部各課で回覧し成果を共有

所属 都市計画課 氏名 芦田　憲祐発表者連絡先 内線 3824

成　　果

　比較対象車の合計で，11月においては走行距離1ｋｍ辺り約37Ｌ（２Ｌペットボトル18本分），12月におい
ては約88Ｌ（２Ｌペットボトル44本分）のCO2を削減することに成功した。また，この結果を部内で回覧し共
有することにより，日々の運転を見直すことで，具体的にどれくらいの効果が得られたかを知ることができ
た。一人ではできなくても協力して取り組むことにより地球環境保全活動に取り組んでいることを実感する
ことができた。この取り組みを，各職員が地球環境問題に触れるきっかけとし，意識を向上することでさら
なる成果につなげていきたい。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

　都市整備部は，公共施設整備や建築物に関する指導などを行っており，日常業務において地球環境問
題を意識する機会は少ない。毎日使用する公用車においても，維持費が公費であるということもあり，運
転者本人の燃費向上への意識は薄く，各課が管理している公用車の燃費を職員が把握できていないの
が現状である。また，燃費の向上が公費削減のみでなくCO２削減につながることは認識していても，具体
的にどうすればどれくらいの効果が得られるかまではイメージできていないため，低燃費走行の実施に消
極的な面がある。

課　　題

　鈴鹿市の環境方針においても，日常業務における温室効果ガスの排出量の把握と削減を掲げている
が，使用する公用車について，職員が燃費を把握する機会は無く，ガソリン消費量とCO2排出量の関連性
についての知識も乏しいため，環境保全への意識が希薄になりがちである。「温暖化」は地球規模の問題
であるため，個人では目に見えた成果を実感できないことが多い。まずは身近な取り組みによる成果を数
値化し，部単位で共有することにより，各職員が業務の中で環境保全に貢献していると実感できるような
取り組みが必要である。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 塵よ積ってエコになれ！！

　土木部に次ぐ21台を管理している都市整備部の公用車について，運転を今まで以上に見直し，ガソリン
消費量を抑制することで，業務における二酸化炭素排出量を削減し，その成果を共有することで日常業務
を通して職員が地球環境問題を考えるきっかけになることを期待し，「エコ・ドライブ」を実施する。

概　　要

都市整備エコ・ドライ部チーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

※

対象車（12月は18台）が1ｋｍごとに削減したCO2排出量を身近に例えると…？（☆今回の成果☆）

1年間で各公用車が10,000ｋｍずつ走行する（月800ｋｍ相当）と仮定し，
都市整備部がエコ・ドライブを1年間続けると…？？

庁内全体でエコ・ドライブを1年間続けると…？？？

0.1724（kg-CO2/km）前年度同時期のCO２排出量との差（1ｋｍ辺りの平均）

《取り組みの準備》

《CO2排出量算定式》

公用車の空調調節ダイヤルに使用
範囲を示す矢印シールを貼付

「エコ・ドライブ４箇条」を掲げ，公用
車の見やすい場所に掲示

1.0（kg-CO2/km）≒510（Ｌ）＝2Lペットボトル255本分

前年度同時期の燃費との差（1ｋｍ辺りの平均）

燃費（km/l）　＝　走行距離（km）　÷　給油量（ｌ）

CO2排出量（kg-CO2/km）　＝　2.32（※）　÷　燃費（km/l）

ガソリン車の二酸化炭素排出係数（『温室効
果ガス排出量算定・報告マニュアル』より）

0.62（km/L）

《取り組みの成果（12月）》

さらなる成果が！？

2Lペットボトル 本分

2Lペットボトル 44 本分

440,000
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【情報面】
・朝のGL会議を課全体で行い，情報が十分に共有されるよう取り組んだ。
・スケジュール確認や業務の進行状態など業務上の情報共有も兼ねていた。
【業務面】
・大勢の前で話す状況に慣れるように，朝礼を始めた。
・当日の段取りなどを前日以前に行うようになった。

所属 土木総務課 氏名 伊達・丸山発表者連絡先 内線 3716

成　　果

【情報面】
・市及び課としての意識・情報共有が各係員にまで浸透した。
【業務面】
・大勢の前で話す状況に慣れ，立会いにおいて緊張する機会が減り，業務をスムーズに進めることができ
た。
・事前準備の意識付けができたことで，当日に余裕をもてるようになった。
【その他】
・他グループとのコミュニケーション
　グループによって業務内容がまるで違うため，話したことがない人がいる状況だった。だが，朝礼によっ
て興味分野や身辺などを話すことでコミュニケーションのきっかけに繋がった。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

【情報面】
・朝のGL会議があり，市及び課としての情報共有を行っていた。
【業務面】
・他部署から異動してきた職員の中には，大勢の前で話すことに慣れていない者がいた。
・仕事準備を当日朝に行っていたため，時間に余裕がなかった。

課　　題

【情報面】
・GL会議の内容は回覧板等で情報共有されていたが，途中で止まったり紛失することがあり，十分に浸透
していなかった。
・業務上個人で完結してしまうこともあり，職員の現状を把握しきれていなかった。
【業務面】
・異動して間もない職員は大勢の前で話すことに慣れておらず，立会い等で苦心していた。
・当日準備では，業務に余裕が持てなかった。
・グループ間での予定等の把握。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル Let`ｓ朝礼

・毎朝8時25分から，当番制で5分ほどの朝礼を行う。
・内容は趣味や家族の事などのプライベートのことから，時事問題，業務報告など。
・当番の職員以外も共有したい案件があれば発言している。

概　　要

土木総務課朝礼推進委員会チーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

土木総務課朝礼推進委員会における本委員は、次のとおりである。

委員長 松岡 正朋君

理事 森口 康之君 理事 船入 公孝君

理事 堤 義孝君 理事 長尾 哲君 理事 白木 秀治君

齋藤 鎮伸君 前田 和成君

勝田 真一君 西口 和樹君

川井 大右君 小久保 由実君

高山 剛君 今田 由佳里君

山﨑 愛君 森田 大輔君

椎名 謙君 森 俊輔君

森重 直也君 森内 智子君

今井 亮太君 伊達 大門君

丸山 章仁君

平成二十八年二月三日（水曜日）

午後開議 市役所本館 12階 1203会議室

―――――――――――――

平成二十七年十二月二日

平成二十七年度改革・改善活動取組（第１号）Let`ｓ朝礼

は本委員会に付託された。

―――――――――――――

本日の会議に付した案件

平成二十七年度改革・改善活動取組（第１号）Let`ｓ朝礼

――――◇―――――

○松岡委員長 これより会議を開きます。

発表者選任の件についてお諮りいたします。

委員伊達大門君，丸山章仁君の両名を、発表者として指名するに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

――――◇―――――

○松岡委員長 平成二十七年度改革・改善活動取組（第１号）Let`ｓ朝礼 を議題とし、審査

に入ります。

まず、本取り組みの趣旨について発表者の説明を聴取いたします。

順次発言を許します。伊達大門委員，丸山章仁委員。

―――――――――――――
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概　　要 （取組の概要を記入してください）

書架の増設や分館の開館などで，着実に利用者数を伸ばしつつあるところだが，今年度も，予算をかけず
に，小さな「気づき」から，様々な改善をした。

現　　状 （取り組んだ当時の現状を記入してください）

利用頻度や獲得したい来館者層とは逆行した配架が見受けられ，これが活性化を妨げている一因になっ
ていた。

課　　題 （現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル ベルボンが行く♪

チーム名 チーム　ベルボン

●新聞閲覧スペースが雑誌閲覧エリアを圧迫しており，かつ，新聞紙をめくる音が大きい雑音となってい
る。
●児童閲覧室の絵本の並び方が，出版社順になっており，探しにくい。
●２階参考図書室にて，全国の電話帳を設置しているが，利用頻度に対し，場所をとりすぎている。
●中高生の来館者がなぜか学習室しか利用しない。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

●新聞閲覧スペースを，利用頻度の少なかった２階会議室へ移動した。
●児童閲覧室の絵本の並び方を，絵を描いた作者名（あいうえお）順にした。
●２階参考図書室に設置する全国の電話帳を，三重県内に限定し，その他はすべて書庫へ収納。
●児童閲覧室内に，新たにティーンズコーナーを設置。

成　　果 （取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

●新聞閲覧利用者にとっても，非利用者にとっても，よりよい環境となった。
●元々，出版社名ではなく，作者や作品名で捜索する利用者が多かったので，並べ方を変更し喜ばれて
いる。
●元々，利用頻度が少なかったので，不便の声も無く，空いたスペースに新たな書籍を配置できた。
●若年層の読書離れは本市図書館も例外ではなく，その抑止策として効果を発揮している。

発表者連絡先 所属 図書館 氏名 韓みなみ 直通 381-2324
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

◆ティーンズコーナー：児童と一般の中間層にあたる学生向け図書を,全ジャンルから集
めて新たに作ったコーナー☆中高生関連の新聞記事や，中高生に人気の作家の紹介

などの掲示もしてあります。

◆児童閲覧室内絵本コーナー：絵本の並び
替えとともに棚自体の配置も（カウンターか
ら見て）並列→縦列に変えたことで,子どもの
動きが見やすくなり,安全安心にも繋がった。

◆ほぼ通年使用機会のなかった会議室を新
聞閲覧室に：これで新聞をめくる音も気にな

らなーい♪

◆新聞コーナー撤去後の現在の雑誌コー
ナー：より雑誌を手に取りやすい環境になっ

てます！(Before)↑以前の新聞閲覧スペース。紙面
をめくるガサガサ音が響き渡っていた。

新聞閲覧スペースを
　　　　　　　　　　２階へ

（After）
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・　必要な情報とそうでない情報の見極め
・　収納場所の割り振り
・　教育図書の体系化とファイルボックスを活用した教育資料の体系化
・　国の教育動向等最新情報の収集とファイリング
・　今日的教育課題等における新しい用語について，ワンペーパー解説を作成

所属 教育指導課 氏名 田中　聖子発表者連絡先 内線 6143

成　　果

・　求める情報がどこにあるかを即座に探し出せる，整理整頓された情報環境を実現しました。
・　 ワンペーパー解説を作成することにより，短時間で新しい指導法，指導内容等の概要を把握するととも
に，より詳しい情報探索への足がかりとすることができました。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

　昨年度4月，教育指導課が誕生し，鈴鹿市立教育研究所から持ち込んだ，大量の教育資料と書籍，指導
課がもともと所蔵していた同じく大量の教育資料と書籍を限られた執務室のスペースと限られた書庫の棚
に収めなければなりませんでした。昨年度は，ひとまず収めるには収めたという１年でした。しかし，同一
資料，テーマを同じくする資料が，別々の場所にあったり，使用するにはもう古すぎる情報のものがあった
りしました。また，必要なときに職員銘銘がインターネットから情報を取り出しては，用がすめば廃棄してし
まうということをくり返してきたため，同じ情報を2度3度プリントアウトしているという実態がありました。

課　　題

　以前から所有してきた教育資料，教育図書，教育雑誌と日々届く資料や小冊子，また，必要に応じてイ
ンターネットから取り出した情報等から，誰もが必要なときにさっと探し出せる保存と管理が必要です。適
切に管理・保存することで，課内の職員，学校の先生，外部の方からの問い合わせや相談にも即時に応じ
ることが可能となります。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル
情報は体系化せよ！

図書館のノウハウを活かした，欲しい情報に３０秒でたどり着く整理術

　教育指導課が所有する教育資料，教育図書，教育雑誌の量は膨大です。そして，日々，様々な資料が
次から次へと送付されてきます。その中には，即必要となるもの，あまり必要ではないもの，後々必要とな
るかもしれないものなどが入り混じっています。必要な情報とそうでない情報とを見極め，それらを整理し，
求めに応じてすぐに情報提供できる環境整備が必要です。それは，ある意味，図書館が図書館の機能を
発揮するために環境整備することと似ています。　また，国の教育改革は，今，とても速いテンポで進んで
います。国の教育動向や先進地域，先進校の実践に関する最新の情報を収集し，整理しておく必要もあり
ます。誰でも容易に欲しい情報にたどりつけるよう大量の情報を体系化し，書庫や執務室を整理するとと
もに，研究Gのレファレンス機能アップを図りました。

概　　要

下町ポケット　情報どこだ製作所　研究G品質 研究Gプライド　　　　　チーム　チーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

＊新しい教育課題，教育用語を

ワンペーパーで解説。

情報の入口に⋯。

【定義】

【背景・経緯・目的など】

【ポイント】

【関連情報】 の順に整理

＊執務室にはすぐに必要となる情報を

・整理された定期購読雑誌

・インターネットで取り出した情報をファイリング

・使用頻度の高い情報は，担当者以外もすぐに活用できる

＊書庫の資料や図書は，分類表にしたがって整理。

ファイルボックスを使った見出し表示でわかりやすい。

大切な情報はみんなで共有！

欲しい情報がすぐに見つかる！
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　資産税課職員で，定期的に勉強会を実施した。
　①若手メンバーを中心に，疑問に思うことや知りたいことを洗い出した。
　②優先順位を付け，テーマを絞った。
　③各テーマ毎に，メンバーがそれぞれ講師役を務めた。

所属 資産税課 氏名 伊藤　雄太発表者連絡先 内線 3196

成　　果

１　勉強会で学んだことにより，市民対応のスキルが向上した。
　　・ほかのグループの内容が説明できることにより，市民対応がスムーズになった。
　　・周りとの認識の統一を図ることができた。
２　自分たちで講師役を務めることにより，講師役自身も自らの知識レベルを確認することができ，勉強会
参加者全体の探究心が向上した。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

・自分のグループの業務しかわからず，ほかのグループの業務はわからないことが多かった。
・職員一人一人の勤続年数や経験，指導職員によって，業務の取扱い等に認識のバラつきがあった。
・互いに確認し合って初めて，それぞれの認識の違いが発覚することがあった。

課　　題

・市民にとっては，市の職員という枠組みは同じなので，グループを越えて，基本的な固定資産税の知識
を知っておく必要があった。
・今までは縦にしか伝承されなかった業務の取扱い方法を横にも広げ，認識の平準化を図る必要があっ
た。
・対応した職員によって，市民への説明内容が異なるということは公平性に欠けるため，今一度課内で説
明　内容の統一を図る必要があった。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 教えて担当者！～まなぶ・わかる・つなぐ～

　効率的，効果的な業務を遂行することで，市民対応のスキルを向上させるとともに，窓口や電話対応の
際のトラブルを未然に防止する目的から，資産税課職員により勉強会を行った。

概　　要

企画財務部　資産税課チーム名

（取組の概要を記入してください）

21



（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

教えて担当者！
～まなぶ・わかる・つなぐ～

「まなぶ」きっかけ
・他グループの業務に対する疑問の多さ

・業務の取り扱いに対する認識のバラつき

→　互いに確認し合ってはじめて、

　　これらの問題に気付いた。

しかし、市民にとっては全員が同じ「職員」…

→　勉強会を開いて、知識の平準化を図ろう！

「わかる」までの過程
　・若手メンバーを中心とした疑問の洗い出し

　・優先順位の高いテーマの絞り込み

→　ここから勉強会スタート！

　各テーマの担当者が講師役を務めた。

→　業務に対する疑問の解決、認識の統一を

　　 図ることができた。

「つなぐ」展望
勉強会を開催して生まれた成果

・窓口応対のスムーズ化

・参加者全体の探求心の向上　など

この勉強会を今後、

どう発展させていくか…？

　　→　続きは発表会で！
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○町探検（地域の公共施設やお店）をする。
○訪問先やお世話になった方に，できるだけ早く御礼の絵や手紙を子ども達が作り，再度訪問する。
○幼稚園の行事に来てもらったり，地域の行事に参加したりする。
○活動充実のために協賛依頼をしたり，園外の事業に参加する。
○園長が歩く広告塔になり，情報発信をする。
○保護者にも，教育理解のための説明会を実施した。
○地域で活動している方たちの懇談会や懇親会に参加する。

所属 白子幼稚園 氏名 田中　育子発表者連絡先 内線 387-5325

成　　果

○園児の直接体験の幅が広がり，心揺さぶられる感動が出来た。
○保護者からは，地域の人や場と触れ合ったり，いろいろな体験をさせてもらえる。（家では出来ないことが多い。）
○教育内容の充実が出来た。
○地域の方が，気軽に声をかけていただいたり，訪問していただくようになった。
○災害時にお手伝いをしていただけそうな方が増えた。
○予算０円で，小屋の修理等をしてもらえた。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

現　　状

　フェンスを開け，２０歩も歩けば白子小学校の玄関，１００歩歩けば町の電気屋さん，保育室の窓からは
小学校の運動場が見えて，「赤道」を地域の方が行きかうという環境にあります。しかし４年前は，地域や
隣の小学校との交流もなく地域に閉ざされた幼稚園でした。そこで，職員と今後どうして行きたいかを話し
合いました。すると「地域に出て行きたい！」「地域とつながりたい！」と　なりました。でも，「チャンスの神
様は，はげ頭」ということで，まずは，１年目公民館とまちかど博物館長さんをを突破口にしました。

課　　題

○地域や小学校と接触がなく，孤立していた。
○園内で何が行われているのか，保護者しか分からない状態であった。
○幼稚園の教育が理解されにくい状況にあった。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）

（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル のうふをさがせ！

　地域に開かれ，地域の公立幼稚園としてのあり方を考えました。学校教育の中の幼稚園教育を幼稚園
というフレームで進めるのではなく，地域というフレームで取り組みました。テーマは，「感動」「地域」です。
４人という人的環境の職員だけでは，できることは限られています。しかし，リソースを「地域」に求めること
で，豊かな「人」「物」「施設」との出会いがあり，園児たちは豊かな環境で，直接体験ができ「感動」と共に，
無償の「愛情」を感じています。さらに，地域歩きをしたことで，大好きな町になってきています。また，地域
の方たちは，園児から元気をもらったり役にたててうれしいなど感想をいただき，ＷＩＮＷＩＮの関係を作って
きています。その関係が出来ることで，園経営の中で頭の痛い予算にもご理解をいただき，技術や労力の
無償提供にもつながってきています。

概　　要

チームしろこようちえんチーム名

（取組の概要を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

「のうふ」とは，何かの答えを「ウォーリーをさがせ！」の”のり”で探してほしいです
♪♪♪これが，改革・改善の一番の答え（成果）です！

チームしろこようちえんが，劇団「チームしろこようちえん」に変身するところも，見ど
ころです！勤務の都合上１～２名での参加ですので，飛び入りお手伝いをお願い
するかも？です。それも，答えのヒントです！

幼稚園のお手伝いをいただいた延べ人数が，１年目２年目３年目と右肩上がりで
す。この内容も写真つきで，パワーポイントで報告をさせていただきます。この数字
に驚いてください。

転んでもただでは起きない，いえいえ，一粒で２度美味しい「しろこようちえん」を味
わってほしいで～す。

答えは，know how ではなく　know who　（のうふ    造語です）です。技術や方法を
求めるのではなく，人的資源を求めて，幼稚園の改善に取組ました。結果として，
地域も幼稚園も活性化され，幼稚園の資金労力も充実していただけました。

例えば　うさぎ小屋の修理は，材料費だけで，人件費＠5,000円×6人＝30,000円
は無料。
　　　　　遊具のペンキ錆落としとペンキ塗りも材料費だけで，人件費＠5,000円×10
人＝50,000円は無料。
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（現状を踏まえ，どういった課題があったか記入してください）

（課題に対し，どう取り組んだか記入してください）

・進入する際は左折進入とする。前方右折車，直進車を優先する。・門を出たところの余地に危険を知ら
せるための大型ボックスを設置する。保護者の皆様にも啓発する。

所属 河曲保育所 氏名 竹石寿美子発表者連絡先 内線 383-1643

成　　果

・設置したことで急進入が減り，一旦停止の励行につながっている。地域の方より短期間での取り組みを
評価していただいた。今後も子どもたちの命を守る取り組みを職員が率先垂範する。保護者の方の意識
も向上し協力をいただいている。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 生命を守るのはわたしたち！

・車での保育所進入・退出について，安全性を見直す。

概　　要

チーム　河曲チーム名

（取組の概要を記入してください）

現　　状

・複雑なT字路であり，進入・退出の際非常に危険性を伴う。又マナーの見直しについて，地域の方から
ご指摘があり職員会議で色々な状況を考え，最善の進入・退出について話し合う。

課　　題

・個々に通勤経路の見直しをし，職員の進入経路を一本化する。

取組内容

（取り組んだ当時の現状を記入してください）
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（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください）

至　神中
一旦停止

道路 道路

河曲保育所ピンクの門 河曲保育所ピンクの門

左折進入経路 複雑なＴ字路

門右側余地にオレンジBOX 設置

まずは，職員が交通安全

の意識を高める！

「生命を守るのは私たち」
い の ち

カーブミラー

カーブミラー
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