
【市長直属】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

契約監理室 ホームページ（入札情報）の
見直し

契約監理室では事業者向けとして「入札情報」をホームペー
ジに掲示していますが、構成・内容が分かりにくいため見直し
を実施し、誰が見ても分かりやすいページに修正します。

H24.5～
H24.12

2 抜本的に修正を行うため、現在ページ内の整理を実施中
です。
３月から新ページを公開予定です。

総合危機管理
室

　ノーマイカーデーの実施 　地球温暖化防止と省資源化対策のためには、環境負荷の
高いマイカー通勤を自粛し、徒歩、自転車、スクーターなどを
利用し「ノーマイカーデー」を実践することで、地球温暖化問
題の重要性を認識すると共に、省資源化対策の一環となる。
* 実施日については、原則毎日（月～金）とするが、天候など
により徒歩、自転車等の利用が出来ない場合は、この限りで
は無いものとする。

H24.5～
H24.11

4 　実施期間中の天候不良日を除き、ほぼ完全に実施でき
た。

　地球温暖化防止と省資源化対策のためには、環境負荷
の高いマイカー通勤を自粛し、徒歩、自転車、スクーターな
どを利用し「ノーマイカーデー」を実践することで、地球温
暖化問題の重要性を認識すると共に、省資源化対策に努
めた。
　加えて、昼休み中の事務執務室の消灯を行い、節電、省
資源化に努めるとともに環境問題に対する意識の醸成を
図った。

【総務部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

総務課 新規対応事項等の情報共
有

　新規の対応事項や問合せがあった場合に、その内容と対
応方法を様式に記載し情報共有する。
　該当する前例があれば、市民へ回答するまでの時間を短
縮できる。

H24.6～
H24.12

2 実施期間中に10件の事項について報告書を作成した。 　類似する問い合わせの対応がスムーズになった。
　今後もこの取り組みを継続することで、より多くのケースに
対応できるようにしたい。

人事課 ホワイトボードを活用した課
内週間スケジュール管理及
び外出等の管理

毎週金曜日に課内で翌週のスケジュールの確認を行い、個
人別のスケジュールをホワイトボードに記入する。このことによ
り、ホワイトボードを一目見ることによりグループウェアのスケ
ジュールを確認する手間が省け、電話応対等がスムーズにな
るほか、各課員の担当業務の情報共有と相互協力を常に意
識しながら業務にあたることができ、当課人員削減の対応の
一つとなるものである。

H24.7～
H24.12
（以降も
取組）

1 毎週金曜日に各自がホワイトボードにスケジュールを記入
し、業務についての情報共有を行なった。

　ホワイトボードでスケジュール管理を行なうことにより、各職員の
予定等が瞬時に確認でき、各職員の予定把握やスケジュールの
調整、電話応対が非常にスムーズとなり有効なものであった。
　さらに、スケジュールを記入するために、各係内での頻繁な打
合せや職員相互の予定の確認し合いが行なわれ、より一層の業
務管理や情報共有が可能となった。
　今後も係を越えた相互協力が行なえるようスケジュール管理を
行い、人員削減に対応していくこととしたい。

収税課 職員の意識改革 ①．昨年度に引き続き、公用車のダッシュボードに、「市民か
らの大切な預かり物です。」、「私は、安全運転に徹します。」
の標語を貼り付け、公用車を運転又は同乗する際には、全体
の奉仕者（公務員）であると言う意識を再認識すると共に交通
安全にも寄与する。
②．グループウェアに休暇、研修等スケジュールを入力し、担
当職員の不在を無くすとともに職員の連携を強化する。

H24.6～
H24.12

2 GWに課員がスケジュールを入力し情報共有した。 課員各人がスケジュールを入力することにより、情報の共有
ができ、課内での連携がスムーズになった。公用車につて
は、当課の職員だけでなく、使用する他課の職員も標語を
目にすることで全体の奉仕者であるとの再認識ができたの
はないかと思われる。

課税課 印刷時の節約（使用済用紙
の裏面使用、両面印刷な
ど）

個人情報が記載されていない使用済用紙をストックし、課内
のプリンター・コピー機・ファックスにおいて使用済用紙の裏
面使用を行い、経費の節減に努める。
　また、場合によっては両面印刷を行うなど、用紙の使用枚
数を減少させる。

H24.6～
H24.12

3 　当課の職員及び臨時職員全員が印刷時の紙の節約を
意識して改善を実施した。

　個人情報を大量に取り扱う部署ではあるが、個人情報が記載さ
れていない使用済用紙をストックし、課内のプリンターやファック
スにおいて可能な限り使用済用紙の裏面使用を行うことができ
た。
　また、両面印刷に至っては、徹底して実施することができた。
　この取組によって、ごく自然に節約しようとする意識改革をする
こともできたと実感している。

【企画財政部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

秘書広報課 書類棚やグループウェアの
公開キャビネット・帳票の整
理と有効利用

　紙ベースと電子データの両方を整理することで、業務効率
の向上を図る。
　また、グループウェアを整理することで、他所属からの問い
合わせなどの減少や、問い合わせによる対応時間の短縮化
を行うことができる。

H24.6～
H24.12

1 書庫整理にあわせて簿冊の整理を行った。また、グルー
プウェアについては係ごとにフォルダを分類しキャビネット
の整理を行った。

書類棚とグループウェアの整理を行うことで、書類やデータ
が探しやすくなった。書庫のスペースやグループウエアの
容量が限られているため内容等を見直したい。
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【企画財政部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

企画課 月一回の課内環境美化活
動

　毎月１回環境美化推進日を定め、清掃、書類整理または壁
面等への生花、絵画等の飾りつけなど、執務環境の美化活
動を行う。
　ふれあいプラザ２階の当課エリアは、本来オフィスとして設
計されていない空間であるため、限られた条件のなかで仕事
がしやすい環境づくりに努める必要がある。これらの取り組み
によって衛生環境の改善を図ると共に、明るく、落ち着きとゆ
とりを感じさせる雰囲気作りに努め、心身両面の負担を軽減
し、事務効率の向上を図る。

H24.6～
H24.12

4 毎月１回の環境美化推進日にこだわることなく、その都度
各自が、掃き掃除、拭き掃除が出来ない人口芝敷きの床
の掃除機がけやシュレッダーごみの手作業による回収、カ
ウンターに鉢植えを置くことや、デスクの上を整理整頓す
る等により、慣れない環境のかなで積極的に美化に努め
た。

新たな職場環境で業務を遂行する必要があり、最初は戸
惑いもあったが、必要に応じて、その時々で即対応すること
により、ごみ等が放置される期間をなくし、一定の執務環境
維持が行えた。

情報推進室 サーバ室電灯の消灯による
節電

　サーバ室の電灯の一部を消灯し節電する H24.6～
H25.3

3 ３２Ｗ蛍光ランプ２本を使用する蛍光灯９灯について、
サーバ作業時以外は消灯する。

３２Ｗ×２本×12時間45分≒816Wh／日
３２Ｗ×２本×12時間45分×20日≒16.32kWh／月
３２Ｗ×２本×12時間45分×20日×９灯
≒146.88kWh×１０ヶ月＝1468.8kWh

財政課 現場主義で予算査定 机上による写真・図面・資料のみでなく、現場を実際に確認
することにより、予算査定の効率化と実態に即した予算計上
が図れる。特に、修繕など緊急性により順位付けするものに
ついては、査定の判断材料になる。（２３年度効果があったの
で今年度も続けて実施します。）

H24.6～
H25.2

1 当初予算や補正予算の要求、突発的な修繕の予算を査
定する時、実際に修繕する必要性と緊急性があるかどう
か、現地を確認に行った。

・施設の修繕で、現場へ確認に行った際、工法等を見直し
を行った結果、経費の節減につながった。
・現場を見ることにより、緊急性、必要性を的確に判断する
ことができた。
また、市長査定、部長査定時に明確に説明ができるように
なった。

管財課 課内会議での輪番制プレゼ
ンテーションの実施

（実施内容）
　・課内会議（月１回）において、担当輪番で担当している業
務に係る課題や取り組みについてのプレゼンテーション（１５
分程度）を行う。
（ねらい）
　・担当が抱える問題について、課内全体で情報共有を図
る。
　・解決方法を共に検討することで、課題解決の促進や担当
職員の精神的負担の軽減につなげる。
　・担当外業務を学ぶことにより、担当職員が不在の場合で
も、最低限の対応や説明ができるようにして、市民満足度を
向上する。
　・資料作成やプレゼン能力を高める。

H24.6～
H24.12

1 第1回目：ファシリティマネジメントについて（7月20日）
　第2回目：新庁舎建設事業について（10月19日）

　管財課が現在取り組んでいる三大事業のうち、ＦＭと庁舎
建設について各担当がパワーポイントで資料を作成し、プ
ロジェクターを使って課内職員に説明をすることで、プレゼ
ン能力を高めることが出来た。
　また、これらの事業は担当職員だけではなく課全体として
取り組む必要があり、プレゼンを通じて情報共有ができると
ともに、現在抱えている問題も把握することができた。

【人権生活環境部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

人権政策・男女
共同参画課

職場環境の改善 書類棚や倉庫を日常的に整理し、簿冊などの書類だけでなく
人権啓発物品や備品を誰もが見つけやすく、使いやすい状
態に常時適正管理を行うことに努め、時間の短縮を図り事務
の能率を上げる。

H24.6～
H24.12

1 利用されていない他課保管の備品（映像媒体）を収集し、
貸出利用を促すとともに、全庁人権担当各部署等で保有
している備品（映像媒体）の情報をまとめた人権啓発備品
（映像媒体）一覧データを作成した。

一覧データの活用により、伊賀市財産である人権啓発備品
（映像媒体）の貸出業務を円滑に行えるようになり、作業時
間の短縮が図られた。

同和課 職員間の情報の共有 　市民の方からの相談などで、主担当者が不在の場合にも対
応ができる体制づくりを進めるために、様々なケースについて
「報告・連絡・相談」を心がけ、課内会議以外にも打合せを行
い職員間の連携を図る。

H24.6～
H24.12

2 GWにより報告書等を送信する場合には、課員にも同時に
送信することで、情報の共有につなげた。また、市民の方
の相談については、事務報告の供覧を行うほか、対応方
法について再確認を行った。

GWで報告した内容に関する問い合わせに対しては、GW
で確認できるので急を要する場合は報告者以外でも一定
の対処ができた。
市民の方からの相談については、事前に来庁がわかって
いる場合は課内で周知を図り、主担当者が不在の場合にも
対応するための準備ができた。多少なりとも住民サービスの
向上が図れた。

八幡町市民館 書類棚、ロッカーの整理 　簿冊番号を持たない古い資料ファイルや古い資料冊子が
多くあり、中には市合併前のものも見られます。そのため、棚
から必要な簿冊を取り出すのに苦労するほどです。
　そこで、資料の必要の有無を吟味の上書類棚、ロッカーを
すっきりと整理し、簿冊を見つけやすく、また取り出しやすくし
て事務効率の向上を図りたいと考えます。

H24.6～
H24.12

1 　本年度は、使うことが定期的ではなく、簿冊番号を持た
ない古いファイルと各種資料の整理と処分を行いました。
これらが納められている書類棚は恒常的に使われるもの
ではないため、資料冊子が縦に横にと、すし詰め状態でし
たが、古いものを捨て関連あるものにまとめて収納しまし
た。

　新規に書棚に納めようとする者は、必要のない古いものを
処分し、また、納めるべき場所に納めるべきであることを皆
で確認しました。
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【人権生活環境部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

下郡市民館 職場環境の改善が見込まれ
るもの

近い距離の移動は公用車を使わない。（自転車などの使用と
徒歩）

H24.7～
H24.12

4 近い距離の移動は自転車の使用と徒歩で行った。 効果は上がった。

寺田市民館 相談・訪問記録の統一 これまで、統一した記録用紙・様式がなく、情報の共有が不
十分であった。そこで新たに、業務日誌・相談記録簿・巡回
訪問記録の記録用紙を作成し、記入要項を決め4月1日より
記載を始めている。それぞれファイルにし、職員全員が見ら
れるようにすることにより、情報を共有でき、地域住民のニー
ズを知り、同じ方向性でかかわることができ、よりよいサービス
の提供につながるものと考える。

H24.6～
H24.12

1 ４月１日より、業務日誌・相談記録簿・巡回訪問記録の記
録用紙を新たに作成し、記入要項を決め記載している。
即時、記録できない日もあるが、継続して記載し、職員全
員が見られるように定位置に記録簿を置くようにした。

統一した記録用紙と記載方法を取り入れたことで、記入し
やすくなり、今までは「たいしたことないから書かなくてもい
いか」と記録しないこともあったが、些細なことでも「書いて
おこう」と記録を残すようになった。また定位置に記録簿を
置くことで、職員全員が記入・閲覧でき、情報を共有するこ
とができた。

いがまち人権セ
ンター

様々な案件に対する情報共
有化

人権センター業務は多種多様であることから、あらゆる業務
案件等を職員で共有することにより、担当不在時でも速やか
に対応できる。

H24.6～
H24.12

2 あらゆる業務の案件や人権に関する情報を、回覧や課内
会議で情報を共有した。

相談などの業務について、担当者不在でも円滑に行うこと
が出来た。また、人権に関する情報を共有することで、職員
全体のあらゆる人権問題の意識が高まった。

ライトピアおおや
まだ

施設設備・器具等の無駄を
無くす

施設設備・器具等の無駄を無くす H24.4～
H25.3

3 携帯電話の普及から使用されない公衆電話を撤去し、回
線を休止とした。

６月から回線休止を行い、回線使用料、硬貨収納等信号
送出機能使用料等一ヶ月２，５７７円×１０ヶ月分、合計２
５，７７０円の経費削減に至った。

青山文化セン
ター

ｵﾌｨｽ専用キャビネット内
データ整理

全職員が作成したデータを事務分掌に合わせ、専用キャビ
ネット内のデータを整理し、全職員がデータの所在を把握で
きる状態にし、事務及び作業効率を向上させる。

H24.7～
H24.12

1 　随時データの更新を行った。 　事務分掌に合わせデータの整理により担当者がいない時
にも、市民の問い合わせや対応に十分活用できており作業
効率をあげている。

市民生活課 課のＷｅｂキャビネットの整
理

　課のＷｅｂキャビネットに掲載しているフォルダ及びファイル
について、規則性・統一性のある配置になるよう整理を行う。
これにより、本課及び他所属が目的の電子ファイルを探す時
間を短縮することができる。
　他所属にも関係する公開キャビネット、公開帳票について
は、係内で共通認識を持った上で更新を行い、不統一な状
態に陥らないようにする。

H24.6～
H24.12

1 オフィス公開・専用のキャビネット及び帳票に掲載されて
いた多数のフォルダについて、統一・簡素化したフォルダ
に区分けし直した。

キャビネットを開けた際、１ページ内に大分類のフォルダが
出揃っているため、ファイル検索の時間短縮につながっ
た。また、ファイル名を簡素化したため、他所属からもファイ
ル検索が容易になったと思われる。

市民活動推進
課

スケジュール管理の共有化 　一度で済む用事を、職員が各々外出して行っている場合
や、緊急の会議や外出等が発生した場合職員の行動が把握
しきれないことがある。
　このため、日常グループウェアのスケジュール管理をしてい
るが、更に徹底することで課内のスケジュールを共有し、突発
的な市内業務の場合は、行動予定表を活用することにより、
仕事の状況が把握でき、時間の有効活用の工夫と段取り力
が向上し、業務を効率化する意識づくりができる。

H24.5～
H24.12

1 日常のグループウェアのスケジュール管理の徹底と、手書
きの行動予定表の活用によりスケジュール管理の共有を
図った。

スケジュール管理の共有を図ることにより、仕事の状況が把
握でき、時間の有効活用の工夫と段取り力が向上し、業務
を効率化する意識づくりが出来た。

住民課 グループウェア内の課キャ
ビネットを整理する。

キャビネット内に保存されている情報を精査し、不要なものを
削除するとともに、法改正や新制度実施に伴う情報を保存す
るなど整理を行う。
 整理することにより、目的の情報の検索時間短縮や担当職
員以外が緊急に業務検索する場合も容易になる。
  また、本庁、各支所担当者間の情報共有を図ることで、統
一した業務対応を行うことができる。

H24.6～
H24.12

1 オフィス公開キャビネット及び公開帳票について、古い
ファイルは差し替えをし、不要なものや重複しているファイ
ルを削除した。支所住民福祉課や他課からも見やすく使
いやすいように整理を行った。

キャビネットの整理をすることにより、不要なデータを取り出
すこともなく、必要なファイルを探す時間を短縮することが
できた。また、様式等について問い合わせがあった際も説
明がしやすくなり、業務の効率化につながった。

3



【人権生活環境部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

環境政策課 書類棚及び書庫の整理 日常的に事務室内及び書庫の書類整理を行うことにより、書
類探しにかかる時間を短縮させる。整理整頓を行うことで、事
務所内が整然と保たれ、作業効率も向上する。

H24.5～
H25.3

1 書類棚および倉庫の整理整頓を行った。保存期間中でも
使用頻度の低い書類等は分別し、文書ファイルにも見出
しを付けて、一目でわかるようにした。

電話や来客時、また日常業務でも書類を探す時間が短縮
でき、事務効率が上がった。

清掃事業課 グループ別ミーティングの実
施

当課はスタッフ制であるが、大きく分けると２つのグループに
分けられる。
いずれのグループも事務職と技能職員とがおり、職種や仕事
内容が違う中で日々のコミュニケーションが重要である。
課全体で取り組む業務については、課内ミーティングにより
調整を図るが、グループ内での業務の進捗状況や課題につ
いては毎週グループごとのミーティングを行い共有する。

H24.4～
H25.3

1 環境保全・収集計画グループ　年４６回
施設管理・運転計画グループ　年４７回
課内（全体）会議　年１２回

事務においても、現場においても課題となったことをグルー
プミーティングにおいて、提議し違う立場からの視点で意見
をもらえたり、考え方があったりと相談・検討・協議すること
ができ、解決策などを見出すことができた。
今後も定期的に続けていきたい。

浄化センター 常に笑顔と対話の姿勢 　し尿収集業務で直接市民と接するなかで、常に市民の立場
に立ち、挨拶など声掛けを自分から進んで行い、気持ちのよ
い仕事をする。
　「おはようございます。」で始まり、「ありがとうございました。」
で終わるまで笑顔と対話で接することにより、市民に仕事の内
容を理解され、親しみやすく信頼される職員を目指す。

H24.6～
H24.12

2 　定期的にはできなかったが、随時、会議や打合せ等で、
挨拶など声掛けを自分から進んで行うよう指導した。

　昨年度と比較して、市民からの苦情は減少しているように
思われる。

【健康福祉部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

障がい福祉課 公開キャビネットの整理
オフィス公開・専用キャビネットを事務分掌ごとに整理し、所
属内で共有するデータファイルを参照・編集し易い環境を整

える。

H24.6～
H24.12

1
各担当においてオフィス公開・専用キャビネットの整理を
行った。

オフィス公開・専用キャビネットの整理を行うことにより、業
務がスムーズに行えるようになった。

厚生保護課 適切で簡潔な市民対応 法令を熟知して市民対応を適切にし、説明時間等の短縮を
図る。

H24.6～
H24.12

2 生活保護手帳に基づき業務を行う中、レアなケースが発
生した時などは
他方・他施策など職員間で情報交換を実施している。
レべル向上に努めている。

他方・他施策を熟知することは、相談者に対し、より良いア
ドバイスができるとともに、よりわかりやすく説明できるため、
相談時間が短くなり、業務効率の向上につながっている。

こども家庭課 書類棚等の整理・整頓 日常的に書類棚や事務机周辺の整理・整頓を行うことによ
り、書類を探す時間の短縮を図り、事務作業の効率の向上に
つなげる。また、決裁や供覧が終了した書類は速やかに簿冊
に綴ることを常に意識し、担当以外の職員でも効率よく書類
を探せるように心がける。当課では、書類棚では収まらず、事
務机周辺の引き出しに簿冊を保管している場合があるため、
まずは係単位で誰もが保管場所を把握できるように情報共有
を図る。

H24.6～
H24.12

1 簿冊の廃棄時期に合わせて、各係単位で書類棚、事務
机周辺の整理・整頓を行った。また日常的に、処理が済ん
だ書類は速やかに簿冊に綴るように心掛けた。

収納場所が少ない中で、文書・簿冊の整理をすることによ
り、過年度簿冊等で溢れていた書類棚や事務机周辺の整
理・整頓ができ、書類を探す手間が省け、事務の効率化が
図れた。ただ、担当以外の係員誰もがすぐに対応できるま
でには至っていない。

しろなみ保育所 保護者への適切な対応 　各家庭、保護者のおかれている状況の把握に努め、得られ
た情報を
職員間の共通理解とすることで、より適切な対応や支援が図
れるように
する。

H24.6～
H24.12

2 要望なのか苦情なのかを冷静に分析し、相手の立場に
立って考えるようにするなど押し付けにならないようにして
いる。普段からのコミニュケーションを大切にしている。

保護者が何でも言える環境を整えてきたことや、職員同士
の情報交換など連携を密にし迅速に対応することにより、
おおきな問題に発展することなく解決できている。

新居保育所 保護者、こども、保育者。人
と人の関係作り

保育所を利用する親や子どもがより心地よく生活していけるよ
う、保育者が人の関わりの温かさ、心地よさを伝えるなどして、
保育者と保護者だけだなく、保護者間が少しでも、一人でも
多くつながりがっていけるようにする。

H24.6～
H24.12

2 保育参観、懇談会の持ち方を考える。送迎の際を利用し
ての言葉掛けを多くする。

親子、家族間はもちろんのこと、保護者間にも新たな人の
つながりや、笑顔で話す姿が見られた。人と人とがつながる
にはとても難しい事がたくさんある。今後とも子どもの素敵な
ところを保護者に伝え、保護者からも照れることなく子ども
に思いを伝えていってもらえるようにしていきたい。
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【健康福祉部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

諏訪保育所 保育所からのたよりの充実 保護者にとってわかりやすいたより、ニーズに合わせた内容・
対応により保護者の満足度を向上させることができる。
また、地域への保育所活動の発信手段として活用し、保護者
だけでなく地区市民の保育所への関心を深めることができ
る。昨年度ある程度の成果がみられたので引続き継続して行
なう。

H24.6～
H24.12

2 保育所からのたよりが、行事等の連絡のみにならぬよう気
をつけた。保育所での子ども達の様子や保育所から保護
者に伝えたい事などわかりすさを心がけた。また、地域の
人にとって保育所が身近に感じられるような紙面づくりにし
た。

保育所たよりを通じて、子ども達の所内での様子や成長を
エピソードにしてわかりやすく伝える事ができ、保護者に対
して昨年度より満足度を向上することができたように思う。
また、地域の人々へも保育所からのたよりを楽しみにしてく
れる声も聞くことができ、地区市民にとって保育所がより身
近な所となり関心を深めることができたように思う。

佐那具保育所 机や保育材料室、書類棚等
の整理

日常的に整理整頓を心がけて、不必要なものは放置せずに
使用後は、速やかにもとの場所に片付ける。定期的に保育材
料室の整理整頓を行い、在庫管理と作業の効率を向上す
る。

H24.6～
H24.12

1 月ごとに担当者を決めてチェックをしていった。各職員一
人ひとりが整理整頓について意識付けを心がけた。

定期的にチェックすることで確認することができ、それぞれ
が整理整頓を心がけることができた。また、昨年度と比較し
てみると用品や書類がどこに置かれているかすぐわかるよう
になった。

猪田保育所 保護者のニーズに合わせた
保育に努める

・各家庭や子どもの状況をしっかり把握し、それぞれの要望
や必要性を見極めた上で、保護者の思いに寄り添うようにこ
ころがける。　　　　　　　　　　　　　・きめ細かい保育をこころが
けることで、保護者とのつながりをより深めることができる。

H24.6～
H24.12

2 日々の送迎時に子どもの様子を丁寧に伝えたり、必要を
感じたときには家庭訪問に行き、悩みや相談等きめ細かく
対応していくように努めた。

日頃の伝達を丁寧にすることの積み重ねで、信頼関係を深
めることができた。また、それぞれの家庭の都合に合わせて
家庭訪問を組むことで、どの保護者との関係もより深められ
たと思う。

依那古保育所 印刷時の節約 ・両面印刷や印刷濃度の調節を日常的に行い、節約に努め
る。
・チラシ等配布物などで裏が使えるものは再利用する。

H24.6～
H24.12

3 　個々が自覚を持って用紙の節約や古紙の再利用に努
めた。また、コピーの印刷濃度も薄めに設定するようにし
た。

　古紙の再利用を心がけることで、用紙の無駄がなくなり、
発注も少なくなったように思われる。また日常的に気をつけ
ることで、職員一人ひとりが習慣となり、節減の気持ちをた
かめることができた。

依那古第２保育
所

ゴミの分別（紙類） 資源ゴミとして、一定のゴミの分別はされているが、可燃ゴミ
の中で紙類の分別がされていないので、より分別を徹底する
ことで、紙は資源ゴミとして、また可燃性ゴミの減量化につな
がる。また保育所で取り組むことにより、園児や保護者への環
境問題　啓発にもなる。

H24.6～
H24.12

4 一定のゴミの分別は実施できているが、ゴミの減量化には
つながったとはいえない。

職員のゴミ分別への意識はあり、保育においても子どもへ
の指導をして、啓発にもつながった。ゴミの減量化において
は、紙資源の再利用などが課題であるので職員間で共通
認識を持って、取り組んでいきたい。

神戸保育所 保育材料棚、書類棚の整理
整頓

本・紙類など、必要・不必要に分類する。保育用品･材料等を
見やすく、取り出しやすくする。また、紙ごみの分別を行い、
再資源化する。

H24.6～
H24.12

1 　８月分別し資源ごみに出した。
１０月(紙裁断)廃棄した。
１２月分別し資源ごみに出した。

本・カタログ等紙類を、いる、いらないに分類しそのつど整
理し、資源ごみに出すようにした。職員にも、必要、不必要
な物を常に分類し処分するようにした。保育の中では、でき
るだけ廃品の利用をして制作をするようにし、再資源化がで
きた。

比自岐保育所 リサイクル活動の推進 ・消耗品の節約（生活全般にリサイクル利用をする。）
・園庭や畑（菜園）の環境整備を行う際に出てくる草や枯れ葉
などを園内の一定の場所にためていき、腐葉土として再び菜
園活動にいかしていく。

H24.6～
H24.12

3 毎日の清掃作業時に草や枯葉などを集め、しばらく置い
ておき、腐葉土をつくった。

自然物を利用し、野菜作りができた。作物の成長も良く、虫
もつきにくかった。腐葉土も購入せず、経費の節約になっ
た。

介護高齢福祉
課

係内ミーティングの実施 　当課では、残業時間の削減という課題があり、昨年度も同
様の改善により、少しは残業時間が削減されたが、それでも
他課に比べればまだ残業時間が多い状況となっている。
　このため、昨年度に引き続き、係内ミーティングを実施して、
各員の職務の進捗状況や課題を共有し、係内の事務を効率
的に処理できるよう調整を行う。また係間の情報交換を行うこ
とにより、課内の調整も行う。
　以上の取り組みにより、事務の効率化を図り、残業時間の
削減につなげる。

H24.6～
H24.12

1 　係内の課題確認、係員からの問題提起、また、係内のス
ケジュール等について情報共有するため、定期的にミー
ティングを実施した。

各係が定期的又は必要時にミーティングを実施し、係員の
事務の流れを係内で共有し、事務量の偏りを調整すること
ができた。これにより事務を効率的に処理することで、ノー
残業デーの徹底、残業時間軽減につなげることができた。
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【健康福祉部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

地域包括支援
センター

郵送料金の節減 毎月下旬に各サービス提供事業所に、翌月分のサービス提
供票を送付している。事業所数は80箇所以上に上り、その1
回の郵送料金は約13,000円になる。発送当日又は翌日に、
当センター職員が、各サービス提供事業所を訪問したり、会
議等で職員に出会う機会があれば、サービス提供票を直接
手渡すようにし、郵送料金の節減を図る。

H24.4～
H25.3

3 毎月下旬に各サービス提供事業所に、翌月分のサービス
提供票を送付している。その際に郵便を使わずに手渡し
が可能な事業所の有無を、当センター職員に確認するよ
うにした。

実施期間中に、郵送を使わずに当センター職員が直接手
渡しができた件数が151件あった。それにより郵送料金が
26,350円削減できた。と同時に各職員がこれまでより一層、
コスト意識を持って職務に当たれるようになってきた。

保険年金課 日常業務で改善が必要な
事務の見直し

業務増による、効率の良い業務方法の検討及び、新システム
構築により、現在の業務の見直しが必要。必要か省く事がで
きる業務かを洗出し、条例・要項等の変更が必要なものにつ
いては、対応していく等、事務の効率化を図ることができる。

H24.6～
H24.12

1 日常的に業務終了後等に担当者で集まり話し合いをした
り、ベンダーに来てもらい問題点等を即時に解決してい
る。また、法規類の変更追加等は年度内に全てを終えら
れる予定である。

滞ることなく業務を行っていけている。ただ、システム変更
前後から時間外勤務が増加傾向にあり、それについては
今後１年を目処に徐々に改善されていくと思われる。

健康推進課 Webキャビネットの整理 　課員誰もが必要な電子ファイルを簡単に検索できるよう、
キャビネット内の構成を工夫し、それぞれ適正なキャビネット
に整理する。
　また、保存されている電子ファイルを精査することにより、容
量を確保し個人キャビネット・机などに保存されている電子
データを課のWebキャビネットに保存し直す。

H24.6～
H24.12

1 オフィス公開帳票→オフィス公開キャビネット→専用キャビ
ネットの順にそれぞれホルダー毎の担当を決め、整理を
行った。
ファイルの検索やファイル・ホルダーの新規保存の際、保
存先を簡単に検索できるよう目次の作成を行った。

保存容量の確保により、必要なファイルを保存することが可
能となり、情報の共有化を図ることができた。
キャビネット内のホルダーを業務別に整理した結果、ファイ
ルの検索がしやすくなり作業効率が向上した。
キャビネットの整理を継続して行うことにより、更に事務効率
の向上が期待できる。

地域医療対策
課

オフィス専用キャビネットの
整理

専用キャビネット内のデータを事務分掌ごとに整理し、所属
職員で共有するデータを参照・編集しやすい環境に整え、事
務及び作業効率を向上させる。

H24.6～
H24.12

1 毎月月末に専用キャビネットの整理を行った。 専用キャビネットの整理・整頓を行ったことで、専用キャビ
ネットに収納してあるファイルを検索する時間の短縮が図ら
れ、事務効率の向上につながった。

【産業振興部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

農林振興課・鳥
獣害対策室

①　緑のカーテン 　窓際にゴーヤ、キューリ、朝顔などのプランターを設置する
ことで緑カーテンをつくり、室内の温度を下げる効果がある。
ついては、冷房の設定温度を上げることができ、消費電力の
削減を行うことができる。

H24.6～
H24.9

3 実施期間内において、プランターを設置し、内容のとおり
実施できた。

　冷暖房については、庁舎内一元管理となっており、消費
電力の削減に寄与できたかは不透明であるが、太陽光の
遮断等により、一定の効果はあったものと思われる。

農林振興課・鳥
獣害対策室

②　ホームページの見直し 　現在、所属内のホームページについては、探しにくい分類
であったり、情報が古いものが見受けられることから、項目の
見直し及び全ページの更新を行う。

H24.6～
H24.9

2 　全ページの見直しを行う予定であったが、全てを確認す
るにはいたらなかった。見直しを行ったページについて
は、内容を見直し、新しい内容に更新した。

　国等の政策の転換により、内容が変わっているものなども
あったため、市民に対して誤った情報の発信を防ぐことが
できた。

農村整備課 課のＷｅｂキャビネット及び
事務所内書類棚・簿冊の整
理

　課のＷｅｂキャビネットの公開・専用等の利用方法を統一し
て整理を行い、見やすく、探しやすくすることによって、課内
の情報共有化を進めるとともに、電子ファイルを探す時間を
短縮する。また、事務所内にある書類棚・簿冊を整理し常用
的に使用する簿冊以外は書庫へ保管するなどして事務の効
率化、事務所スペースの有効利用を図り、市民・他部署から
の問い合わせによる対応時間を短縮する。

H24.6～
H24.12

2 課のＷｅｂキャビネット及び事務所内書類棚・簿冊の整理
を定期的に行った。

定期的に整理を行ったことにより、Webキャビネット内の電
子データが探しやすくなり、事務の簡素化に繋がった。ま
た、事務所内の書類棚・簿冊を整理したことで作業スペー
スが確保できカウンターを設置した。カウンターの設置によ
り来訪者対応スペースと執務スペースを完全に分離するこ
とができた。

商工労働観光
課

印刷時の用紙の節減 　日常から、一度印刷した用紙を捨てないで「再生可」「再生
不可」に区別してストックし、「再生可能」の用紙を使用できる
内容のものであれば、積極的に使用することで、新しい用紙
の使用を節減することができる。

H24.6～
H24.12

3 用紙の節減にはコピー機からによるものと、PCのプリン
ターからによるものがあり、当課においては、どちらも再利
用できるよう分別しストックし、ファックス用紙などに再利用
して節減を図った。

課内で取り組むことにより、課員一人ひとりが普段から用紙
の節約を心がけるようになった。
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【建設部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

建設１課 印刷時の節約 　印刷時には、印刷プレビューにて再度印刷物の確認を行
い印刷ミスの削減、また、両面印刷や使用済みコピー用紙の
裏面使用などで経費の削減に努める。

H24.6～
H24.12

3 　コピー使用量の減少について、両面印刷の実施及び使
用済み用紙の裏面使用の実施を職員に対して徹底指導
をした。

　課内職員内において、本改善内容に対しての取り組みの
徹底により、昨年度の同実施期間中の印刷使用量に対し、
今年度は、約1割の減少となりました。

公共事業対策
室

書類棚及び事務所内等整
理整頓

　簿冊綴の冊数が多いので、分類別に書類棚の整理を行
い、簿冊を探す時間を短縮する。処理後の文書は簿冊に早
く綴り整理することにより、問合せ等に速やかに対応できるよ
うにする。

H24.6～
H24.12

1 　簿冊綴を入れる書類棚を事務机から最も近い1箇所とし
て分類別に整理を行った。

　簿冊を探す時間が短縮された。また、決裁後の文書を簿
冊に早く綴り整理することにより、問合せ等に速やかに対応
ができた。

建設２課 燃料費の削減 　建設２課の管轄区域は広範囲のため、課員同士スケー
ジュールの調整を行ない、極力公用車を乗り合わせて現場
に行くことにより、燃料費の削減を行なう。

H24.6～
H24.12

3 　燃料費の削減のため、可能な限り課員同士のスケー
ジュールの調整を行ない、公用車を乗り合わせの上、現
場へ向かうことに努めていた。

　課員の意識の向上があったことにより、若干ではあるが、
本年度の燃料費の支出額は昨年度に比べ、削減できてい
る結果となっている。
※道路維持作業パトロール車は対比より除く。

都市計画課 ホームページの課のお知ら
せ等の更新

　外部からの問い合わせが想定される情報は、当課ホーム
ページに掲載するよう引き続き努める。また、これまでの掲載
情報を整理し、カテゴリー毎にまとめて利用者が検索しやす
いように改善し、サービス向上を図る。

H24.6～
H24.12

2 　問い合わせがある情報のホームページ掲載と既掲載情
報の整理を順次進めた。

双方でホームページを確認しながら電話応答等を行うた
め、より正確・短時間での説明が可能となった。また、掲載
情報を検索しやすいように整理したことにより、利用者の利
便性も向上したものと考えられる。

下水道課 事務机及び書類棚の整理・
整頓

日常的に自席事務机や書類棚の整理整頓を行うことにより、
書類を探す時間を短縮し、事務及び作業能率の向上を図
る。また、毎月開催している課内会議で各自の状況を確認
し、事務所全体の整理整頓につなげる。

H24.6～
H24.12

1 処理が済んだ書類等は速やかに整理し、その都度収納
するように各自が心掛けた。また、課内会議でも話題にし
て整理整頓に努めた。

各自の自主性に任せて行ったため、整理整頓が徹底され
ている職員とそうでない職員との差が激しかった。期限を定
めて自席事務机周りの整理を促すことにより一定の効果を
得た。

建築住宅課 印刷時の節約及び公用車
の利用方法による燃料の節
約

①可能な限り両面印刷を実施し、購入費を節約する。②本庁
へ出向く再に一声掛ける事と、同乗して公用車の使用を控え
る事により、燃料費の節約を目指す。

H24.6～
H24.12

3 ①複数枚の印刷時には可能な限り、両面印刷を行ってい
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②一声
掛けについては実施出来ていたが、公用車使用時の同乗
についてはさほど出来ていないように思えた。

　本年度は、業務上印刷物が多く両面印刷を行っている
が、効果はさほど無いように思われる。
また、本庁行きの際一声掛けについては、実施出来ていた
と思われるが、公用車の同乗については、行き先又は用件
が違うために、さほど効果が無かったように思われる。

中心市街地推
進課

近い距離の移動は公用車
を使わない（自転車など）

業務上現場の大半が中心市街地であること、本庁、ハイトピ
ア伊賀近傍施設と連携して行う事務が多いことなどから、公
用車での移動を極力控える。

H24.6～
H24.12

4 課員一同近傍へ向かう際は徒歩・自転車等での移動を心
がけた。

自動車の利用頻度が下がり、運行距離が例年より短くなっ
た。
このことにより環境への負荷を軽減する効果や、燃料費の
削減等の効果があった。

【消防本部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

消防総務課 接遇の向上 　課員全員が気持ちの良い接遇により、来庁者が不愉快な
思いをしないようにする。

H24.6～
H24.12

2 毎月月初に、目標を全員で再確認した。 来庁者を待たせることなくスムーズな対応ができた。
月初に再確認することにより、目標が自然に身についた。

予防課 書類棚等の整理 　日常的に民間企業の方や設計業者等の来客、相談が多く
それに伴う各種取扱書類が頻繁に提出されるため、対応時
間の短縮を図りスムーズな事務処理を行う。

H24.5～
H24.12

1   文書担当を指名しておき、提出された書類等は処理後、
整理し綴じを行い時間短縮を図った。

　しかしながら、多くの提出書類があり、検査等で日々の業
務に追われ、実施できた事項もあったが、思ったより効果が
あがらなかったように思い、課題が残った。

消防救急課 ＧＷキャビネットの整理 　公開キャビネット及び公開帳票を整理し、他所属からの問
合せ等に迅速に対応できるようにする。
　専用キャビネットへの登録は、課内のルールを作り、ファイ
ル名、階層等を統一して、目的書類の取出しを容易にする。

H24.6～
H24.12

1 公開キャビネットの整理はある程度出来たが、専用キャビ
ネットの課内ルール作りは思うように進まなかった。
専用キャビネット内の整理もある程度実施できた。

目的書類の取出しが容易になり、問合せがあっても、直ぐ
に対応できた。
容量の不足により掲載できない書類があったが、不要書類
の整理により、空き容量が出来たので、未掲載書類を載せ
ることが出来た。
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【消防本部】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

中消防署 書類棚の整理・整頓と机の
上の整頓

書類棚を整理・整頓し、書類等を探す時間の短縮につなげ
る。また、机の上を整頓することで見た目にも清潔な職場に
し、快適に仕事が出来るようにする。

H24.6～
H24.12

1 各自が意識して書類棚の整理、整頓をする。
また朝の清掃前に自席の机の上を整理する。

書類棚を一箇所にまとめ、整理・整頓することで書類や簿
冊を探す時間は短縮された。また、勤務交代前には必ず自
席の整理整頓を行うことで、出勤してきた者が気持ちよく仕
事に望めたのではないかと思われる。

東消防署 課のＷｅｂキャビネットの整
理

　日常的（月１回程度）に課のＷｅｂキャビネットの整理を行
い、見やすく、探しやすく整理することによって、目的の電子
ファイルを探す時間を短縮することができる。
　また、他所属からの問い合わせなどの減少や、問い合わせ
による対応時間の短縮化を行うことができる。

H24.6～
H24.12

2 　年度初めにＷｅｂキャビネットの整理を実施した。
　年度末に再度整理予定。

　Ｗｅｂキャビネットの掲載される電子データが探しやすく
なった。
　今後は短いスパン（毎月）での見直しも検討。

南消防署 節電及び節水 　東日本大震災で発生した福島第１原発の事故に伴い、各
地で原発問題が浮上し、現在原発については稼動されてい
ない状態となっています。このため、各地で深刻な電力不足
が懸念されており、昨年度以上に節電が求められる事態と
なっています。南消防署及び丸山分署では、２４時間庁舎に
職員が常駐していますので、使用していない部屋の電気は
必ず消灯し、昼間の照明制限を行い、エアコンの設定温度に
ついても、不適切な温度になっていないかを常に確認し、極
力使用の制限を行う等、節電に努めていくとともに、公用車洗
車時の水使用制限、生活水の使用を節約する等、節水にも
努めて経費削減を図ります。

H24.6～
H25.12

3 　事務所内では、夏は指定されたＴシャツ姿で、冬も指定
されたブルゾンを着用する等、エアコンを使用しない時間
帯を増やし節電に取り組んだ。また、節水に関してもそれ
ぞれ意識を持って取り組んだ。

取り組み開始当初は、上席者が注意する発言をしなければ
ならないことが時よりあったが、徐々に職員一人一人に節
電及び節水の意識が浸透していき、各職員が自ら意識を
持って取り組むようになった。

【上野総合市民病院】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

庶務課 庶務課事務室内の書類整
理

当課の事務所スペースは広くないにも関わらず、室内ロッ
カーに過去の簿冊が入ったままになっている。
　簿冊を整理することにより、事務所スペースを有効活用でき
るとともに、担当外職員も簿冊が探しやすくなる。更に、院内
従事者（医師、看護師、技師等）からの問合せに対応する時
間が短縮できる。

H24.6～
H24.8

1 　室内ロッカーに入っている過去の簿冊を整理した。
　（平成24年7月21日（土））

　簿冊を整理したことにより、少しではあるが事務所スペー
スを有効活用できた。また、担当外職員も簿冊を探しやすく
なった。更に、院内従事者（医師、看護師、技師等）からの
問合せに対応する時間が短縮できた。

経営企画課 庶務課事務室内の書類整
理

　当課の事務所スペースは広くないにも関わらず、室内ロッ
カーに庶務課からの引継ぎ簿冊が入ったままになっている。
　簿冊を整理することにより、事務所スペースを有効活用でき
るとともに、担当外職員も簿冊が探しやすくなる。更に、院内
従事者（医師、看護師、技師等）からの問合せに対応する時
間が短縮できる。

H24.6～
H24.8

1 上記期間中に書類整理に取り組んだ。簿冊の保存年限が
超過したものの廃棄から手がけ、業務別にまとめる作業を
行った。

整理業務を行ったことで、簿冊の検索がある程度容易に
なったが、庶務課と経営企画課の課別の簿冊整理が十分
にできておらず、その整理をするという課題は残っている。

医療事務課

検診管理課 職員は、センター内のエレ
ベーターを極力使用しない

節電と健康保持のため、エレベーターを使用せず階段を利
用する。

H24.6～
H24.12

3 エレベーターの不使用だけでなく、昼休みのプリンタの電
源を切るなど、経費削減に所属職員全員が取り組んだ。

最低一月に一度、経費削減と収入増加策、時間の有効活
用策などの課内ミーティングを行い、職員の経営者意識を
醸成することが出来た。

【伊賀支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

振興課 定期的な環境整備 窓口カウンターや支所の正面玄関など、気持ちよく手続き等
してもらえるよう市民の目線にたって、記入書類が散らかって
いないか、ポスターやチラシは期限のきれたものを置いてい
ないかなど月に１度チェックを行う。

H24.6～
H24.12

2 日頃から各自がカウンター等の整理整頓に心がけるよう取
り組み、さらに毎月担当者を決め、きちんとできているかど
うかチェックを行った。

取り組みを行うことにより、窓口環境をよくしていこうという意
識をもつことができた。今後も、窓口にきた市民が気持ちよ
く手続きしていただけるように続けていきたい。
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【伊賀支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

住民福祉課 課内の組織力アップ 　 支所の窓口対応は多種多様であることから、一人の接客に
時間を要し別の方を待たせることや、係りが不在の場合は対
応が充分でないことが少なくないことから、課員みんなが課内
の業務を把握し、また情報等を共有することにより協力体制
を充実させ積極的な窓口対応に努める。その為にも課内会
議等においては、執務の状況や課題等への意見についても
述べられる場としたい。

H24.6～
H24.12

2 毎月の課内会議の後、課員全員が情報を共有し、係の枠
を越えて事務連携を行うべく、テーマを決め担当者が講
師役となり業務についての勉強会を行った。

住民福祉課では、来庁された方の目的や用件を十分果た
せるよう、また気持ちよく帰っていただけるような対応を目指
している。
全般的には窓口での受付や案内等、停滞することなくス
ムーズに対応できたのではないかと思う。課内で勉強会を
実施することにより、他の業務内容も理解できたうえに自分
の業務の再確認にもなった。業務に対する意見交換が事
務向上につながったのではないかと思う。

柘植保育園 送迎方法や環境の改善 送迎時の保護者や職員の動線を見直し、動きの無駄をなく
すことで、保護者の軽減や仕事の効率を図る。また安全に配
慮した環境づくりを行なう。

H24.6～
H24.12

2 ６月１６日（土）の懇談会にて、保護者への説明を行なう。
６月１８日（月）より適宜、街頭指導や手紙の配布等行な
う。

○保護者の送迎の負担が少し軽減された。
○門前道路への駐車が減り、神社への参拝者の安全が確
保された。
○保護者の車の安全と防犯の意識が高まった。
○合同保育のための移動が無駄なく安全に出来るように
なった。
○職員の動きが整理されて子どもによい環境で保育が出
来るようになった。

柘植第２保育園 事務室内及び保育室、倉庫
の整理整頓

日常的に整理整頓に心掛ける。不必要な物を机や床、ロッ
カーの上等に放置せず、使用後は元の場所に片付けること
で、他の職員（又は自分自身）が探す時間の短縮につながっ
たり、消耗品や保育材料の重複した購入を防げる。

H24.6～
H24.12

1 職員同士声をかけあいながら整理整頓に心がけた。
引き出しや棚にラベルをはり、整理しやすいようにした。

職員同士声を掛け合ったり、引き出しや棚にラベルを貼っ
たことで、保育材料が重複せず購入でき、また使い切ること
ができた。

西柘植保育園 「緑のカーテン」の設置 昨年度ゴーヤを栽培し、室内の温度を下げるのに効果があっ
たため、今年度も、ひょうたん、朝顔、風船かずらを栽培し、よ
り多くの部屋の室内温度を下げ、冷房の設定温度を上げるこ
とにより消費電力の削減に努める。また、園児とともに育てる
ことにより、環境教育を行う。

H24.5～
H24.10

3 職員会議で一課一善について話し合い、こども達と一緒
に緑のカーテン作りに取り組むことを確認しあう。瓢箪・ふ
うせんかずら・あさがおをこども達と一緒になって育て環境
教育の一環とする。

特に、事務所前の瓢箪が大きく育ち、まったく日が差し込ま
なくなり大きな成果を得られたと思う。また、瓢箪の花をはじ
めて見た子ども・大人がけっこういて事務所前がにぎやかな
交流場所ともなった。反省点は、もっとしっかりとした支柱が
あればよかっと思う。年長児・年中児の部屋前はせんかず
らがたくさんのふうせんをつけ、日よけになったが少し部屋
が暗くなった点は課題としておきたい。

壬生野保育園 コピー印刷ミスをなくす。及
び代表メールの印刷を必要
最小減にする。

昨年度に引続き、紙の経費の節減に繋げる。保育園は、保
護者宛のたよりが多く、紙資源の消耗が多いため、たより等の
両面印刷やコピー印刷ミスをなくしたり、保護者宛のたよりを
必要要最小限にし、掲示版を活用。また、代表メールの印刷
を必要最小限にし、裏面印刷をする。

H24.6～
H24.12

3 紙の経費が削減できるよう意識し、職員間で状況確認をし
た。

①コピー印刷ミスについてはコピー機がうまく機能せず紙
づまりになり、紙の経費削減につながるようにはいかない部
分もあった。②保護者向け、簡単な内容は看板を活用する
ことで紙の節減につながった③代表メール内容を簡単にメ
モすることで、紙の削減はでき、使用した紙の裏面も使うこ
とで効果はあった。

希望が丘保育
園

冷房・暖房・電気の節電
印刷・コピーの節約

・部屋に子ども・職員がいない時は必ず消す。
・保護者への配布物で両面できる手紙は両面印刷を心がけ
る。また、メールなど必要な時には、裏面印刷・コピーをする。

H24.6～
H24.12

3 お互いに声を掛け合いながら、進めていった。 協力して実施することが出来た。

【島ヶ原支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

振興課 節電・節水 各地の原発が停止状態となっているため、例年よりも節電が
求められる状況である。グリーンカーテンを設置し、室温上昇
を防ぎ、エアコンの使用を控える。昼休み、終業時にこまめに
照明や事務機器、ポット等の主電源を消す。
長時間席を外す時は、ノートパソコンを閉じる。
手洗い時は水を止めるなど、普段から生活水の節水を徹底
する。

H24.6～
H24.12

3 支所1階窓にグリーンカーテンを設置し、室温の上昇を防
ぎました。
エアコンの設定温度や、時間差で稼動させる等、デマンド
監視システムを活用して、節電しました。
節水については、個々で心がける以外特別な取り組みは
ありませんでした。

夏季の節電は、比較的容易で、電気使用量も前年に比べ
て、減少しましたが、冬季についてはあまり効果が得られな
かったようです。

デマンドの設定値を下げたことで、職員ひとりひとりがより一
層、節電を意識するようになりました。

住民福祉課 近い距離の移動は公用車
の使用をひかえ、自転車を
使用する

　市民センター、子育て支援センター、老人福祉センター、
郵便局等、島ヶ原支所から、２キロ程度の場所への移動につ
いては、公用車の使用をひかえ、自転車での移動を推進す
る。

H24.6～
H24.12

4  天候や業務内容に応じて無理のない範囲で実施した。 　公用車の使用の減少、地元の住人ではない職員が支所
周辺の地理が分かるようになった等の効果があった。

島ヶ原保育所 グリーンカーテンの設置 園舎は、緑の木々に囲まれているが、午後になると保育室の
一部が、直射日光により、室温が上がる。そのため、プラン
ターにゴーヤを植え、緑のカーテンをすることにより、室温を
下げる効果が期待でき、食育にも繋がる。

H24.6～
H24.12

4 ５月中旬、ゴーヤ苗６本を、プランター（大）３ヶ所に植え、
つるが伸びてきた５月下旬、屋根までネットを張り、園児と
職員で肥料や水やり等の世話をして育てた。

つるが屋根まで届いた頃には、ゴーヤの黄色い花が無数
に咲き、涼しそうな緑のカーテンが出来上がった。未満児
の保育室は、日よけにもなり、体感温度も下がったように感
じた。また最初に付けた実は、７月中旬から収穫して給食の
食材にもなった。
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【阿山支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

振興課 キャビネット内の整理 課内各人がキャビネット内の担当するデータの整理を行い、
誰もが見やすく、使いやすくすることによって、検索や処理時
間の短縮化を行う。

H24.6～
H24.12

1 各個人が担当する業務のキャビネット内の整理をした。 キャビネット内の整理により見やすく、データを探すのに時
間の短縮につながり事務等スムーズに図られた。

住民福祉課 窓口業務等処理報告書を
作成し、職員間の情報共有
を図る。

支所の業務は多種多様であるため幅広い知識が求められ
る。電話での問い合わせや窓口で対応したこと、クレーム処
理などで、職員が共通して認識しておくべき事項を窓口業務
等処理報告書に記入し、職員に回覧することにより情報共有
ができ、住民対応もスムーズになる。

H24.6～
H24.12

2 問い合わせの電話や窓口での対応の際に、確認したこと
等を所定の報告書に記載している。課内回覧し、情報共
有に努めた。

窓口業務等処理報告書を作成し、それを確認することで問
い合わせや苦情等対応について、日頃の窓口対応を振り
返ることができ、住民対応が迅速にできた。
特にごみ収集についての質問が多く、資源ごみガイドブッ
ク作成（平成２６年度作成予定）の際にごみの出し方の問い
合わせをまとめたものが参考になった。

あやま保育所 書類の速やかな回覧 連絡事項や事務処理のたまの書類を回覧した場合、速やか
に回すことで事務の能率が向上する。

H24.5～
H25.3

1 書類や連絡事項など、緊急を要するものや、重要なものな
どに「至急」「重要」とスタンプを押し、回覧する。

「至急」や「重要」と赤のスタンプを押すことで、意識して回
覧を回すことができた。

ともだ保育所 印刷時の節約 コピー機の印刷濃度を『ややうすく』に心がけるよう、職員の
目の届く位置に張り紙等をして周知徹底しトナーの節約をす
る。
家庭通信で両面印刷対応できるものは両面印刷をして配布
する。
失敗のないように試し刷りをしてから枚数をかけるようにする。
また失敗裏用紙は裏紙として使い用紙の節減をする。

H24.6～
H24.12

3 かなり改善できたと思う。 目に届くところに張り紙をすることで、職員に徹底することが
できたので効果が出た。
裏紙使用またためし刷りをすることでコピー用紙を節減でき
た。

たまたき保育所 印刷時の節約（印刷濃度設
定、集約印刷、両面印刷、
古紙の再利用）

・印刷時に濃度を薄くする事により、トナーを長持ちさせ、経
費の節減を図る。
・なるべく集約して印刷したり、両面印刷を心がけることにより
により、用紙の節減を図る。
・古紙を利用し、紙の無駄づかいに気をつけるようにする。

H24.6～
H24.12

3 ・印刷濃度を最低の状況に設置することを、職員間で徹底
するとともに、コピー機の見えるところに注意事項として貼
り出した。
・古紙、ミスプリントした紙は捨てずに一箇所に集めるよう
にし、見えるところに置いて利用しやすいようにした。

・注意事項として貼り出すことにより、印刷時に各自が気を
つけて見るようになり、トナーの長持ちを心がけるようになっ
た。
・古紙を集めてコピー機の横に置くことにより、まずは、その
用紙から使用するようになった。

まるばしら保育
所

経費の節減 ＊節水・節電の実施　　　＊コピー用紙の裏紙の利用　　　＊
コピー濃度を　　薄くする

H24.6～
H24.12

3 ＊節水、節電を日常的に実施する。園児への啓発を行い
実施する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊コピー関係は、
職員間で意識統一して実施する。

＊職員が声をかけあい、お互いに協力し合い改善に努め
てきた。　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一人ひとりが意識を
もって、改善の努力に心がけてきた。

【大山田支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

振興課 事務効率アップを目指した
書式づくり

・共通の電話メモを作成し、メモを書く時間の削減を目指す。
・決裁用ファイルの整理
　⇒「(通常)決裁」「至急決裁」「重要度の低い郵便物」等目的
別でファイルの色を分け、その目的に応じた回覧時間で決裁
が回付できるよう工夫する。
・農村環境改善センターの使用簿等のマニュアルづくり
　⇒庁舎移転により改善センターの使用頻度が高くなるの
で、受付マニュアルを作成し、予約帳面の記載方法、夜間管
理人の必要有無、会場準備期間の必要有無等を明記し、事
務の効率アップを目指す。

H24.6～
H24.12

1 ・電話メモを作成し、課員に配付した。
・決裁用ファイルを整理した。
・改善センター受付簿記入方法マニュアルを作成した。

・電話メモのおかげで、メモ作成の時間が減った。課員の
机に常時電話メモを置いてあり、フル活用している。（電話
メモは裏紙を使用）
・決裁用ファイルに、「至急決裁」「決裁」「回覧」と印字した
テプラを貼った。「至急決裁」のテプラは目立つ色にしたの
で、短時間で決裁が回付できるようになり、事務効率が上
がった。
・改善センター受付簿記入方法マニュアルによって、記載
方法の統一ができた。
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【大山田支所】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

住民福祉課 パソコン配置の改善 　大山田支所は総合窓口になっており、現在の配置では国
保や年金等のシステムが窓口から遠い位置にあり、客が事務
処理を待っている間、職員がモニターやプリンターの陰に隠
れてしまう。来客は自分が依頼した職員がいなくなってしまう
ため、不安になるし、言い忘れたことも伝えられない。
　ＮＥＣのシステム構築があまりに程度が低く、わずか４人の
健康福祉係にシステムパソコン６台・プリンター３台、２人の窓
口係にパソコン７台・プリンター４台が設置され、それぞれに
サーバーを伴っている。　健康福祉係のシステム内容はオン
ライン業務、介護保険、後期高齢、福祉で、窓口には住民
票、印鑑証明、戸籍とそれぞれ独立しており、住基カードに
至っては、カード作成に1台、電子証明を付加するために1
台、多目的サービスの付加に1台設置されており、パソコンだ
らけで窓口が占拠され、健康福祉関連のパソコンを窓口付近
に設置できない。
　事務所の改善より、ＮＥＣのシステム改善や電算契約会社
の変更を考えるべきと思うが、当面事務所内での配置換えを
行いたい。しかしパソコン移動にはＮＥＣからの派遣が必要で
費用がかかるため、振興課とあわせて、フロア全体の改善を
行いたい。

H24.5～
H24.8

1 振興課と相談しフロア全体の配置を改善した。パソコンの
台数はシステム上減らすことができないが、窓口も含め、
キャビネットや書庫等の配置換えを行うことで改善を行っ
た。

職員が、来客者の応対からパソコン操作に離れると、パソコ
ンの陰に職員が隠れてしまい、窓口で待つ来客者が不安
に感じていたことが解消され、またパソコンを近くにまとめた
ことで、来客者に確認を取りながらの作業・処理が早くなっ
た。

大山田西保育
園

職員連携の充実 職員の連携をより深めていくために、職員一人ひとりが取り組
み事項等についてしっかり認識・理解したうえで、互いに周知
し合いながら、的確早急な対応をおこなっていけるようにす
る。

H24.6～
H24.12

2 　月1回の職員会議および、必要に応じて随時職員会議
を行い、個々が知りえた情報は、職員間で共有するよう努
めた。

　個々に知り得た情報は職員間で共有できるよう話したり、
一人ひとりがとりくんだことについては全職員で話し合い、
誰もが共通理解のもとで進められるようにした。また、個人
情報に関わることについては外部への漏えいがないよう職
員間で十分確認しあった。。

大山田東保育
園

倉庫・書類棚等の整理整頓 倉庫や書類棚を見やすく、探しやすく整理し、用品や書類を
探す時間が短縮できるようにする。
　また、用品等の使用後は必ずもとの場所に戻すことにより、
他の者が問い合わせたり、探さなくてもよいので、仕事の効率
がよくなる。

H24.6～
H24.12

1 用品の箱には中身が分かるように大きく表示し、書類は分
類して置けるように整理した。

　書類を分類して入れるようにしたので、探しやすくなった。
　用品などは誰が見ても分かるように表示することにより、探
しやすくなり、時間の短縮ができた。日常的に整理すること
で、書類も用品も出し入れがスムーズになった。

阿波診療所 　書類保管倉庫の整理 　書類倉庫には各年度毎にファイルの色分けし保管している
が、事務関係、医業関係、施設関係等に分類して整理し、誰
が探してもすぐ見つかるように時間の短縮を図る。また、一緒
に保管している物品についても整理整頓していく。

H24.6～
H24.12

1 ６月に文書整理をした際に、予定どおり分類し年度別にま
とめて保管するようにした

ファイルの色で年度がわかり、背表紙で分類してあるので
過去の書類を見たいときに時間がかからず取り出すことが
できた

山田診療所 レセプト打ち出しに使用済
みの裏紙を使う

診療報酬の請求がオンラインになり、紙での提出は不要と
なったので、病名チェックや内容の確認のために打ち出す紙
は使用済みの裏紙を使う。

H24.6～
H24.12

3 実施できた。 紙の購入量が昨年の半分程度となり、経費削減になった。

【青山支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

振興課 施設及び書類棚の鍵整理 振興課は支所・施設の全体管理を担当しているが、課執務
室内には普段ほとんど使用しない施設・書棚・ロッカーの鍵
が膨大にあり鍵自体の収納場所もバラバラのため、把握して
いる者が不在の場合スムーズに提供できない恐れがある。日
常的に使用するもの・特定の時期のみ使用するもの・当面使
用しない鍵を仕分けし鍵のタグ・保管場所(キーボックス等)を
見直すことで、スムーズな対応と収納スペースの有効利用を
図る。

H24.6～
H24.12

1 　常用する鍵とそれ以外を分け、常用する鍵について新た
にキーボックスを設けた。

　よくわかる場所にキーボックスを設置することで、担当者
が不在であっても　必要に応じて提供しやすくなった。

住民福祉課 グループウェア内の課キャ
ビネットを整理する。

　キャビネット内に保存されている情報を精査し、不要なもの
を削除・統合することにより情報の整理を図る。
　整理することにより、目的とする情報の検索時間の削減がで
き、担当職員以外の者が検索することも容易になる。

H24.6～
H24.12

1 　課専用キャビネット内に作成されている、各係・各事業ご
とのフォルダ内の様式等情報を整理した。

　情報を整理することにより、検索時間の短縮が図れるよう
になり、担当以外でも検索が可能になった。また、使用して
いない旧様式や不必要な情報の破棄を行うことができた。
　ただし、当課は業務内容が多岐にわたり、保有する情報
量も多いことから今後も継続的に整理することが必要であ
る。
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【青山支所】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

さくら保育園 印刷物の整理と消耗品の節
約

園次数・職員数が多いため
　・印刷時の集約印刷
　・両面印刷の実施
　・消耗品の節約
を職員ひとりひとりが心がける。

H24.5～
H24.12

3 　印刷時両面印刷や裏紙使用を心がけた。
　ノートのページを半分にして使ったりのりの使い方を
　工夫して消耗品の節約に心がけた。

職員数が多いので少し心がけることで紙の使用枚数など
　変化があったように思う。

【出納室】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

出納室 ノーマイカーデーの実施 　徒歩、自転車、公共交通機関を利用し、各自、期間中３０日
以上のノーマイカーデーを実施する。

H24.6～
H24.12

4 　各自が、徒歩、自転車、公共交通機関を利用し、ノーマ
イカーデーを実施した。

　CO2の削減が図れたとともに、職員の意識改善につな
がった。

【市議会事務局】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

議事課 Ｗｅｂキャビネットの整理・活
用

　事務局の業務情報の中で共有した方が効率的なものにつ
いては、個人パソコンのディスクトップやフォルダに保存する
のではなく、Ｗｅｂキャビネットを使用して、整理・活用すること
で他所属からの問い合わせなどに対して、事務局内の誰もが
対応でき、対応時間の短縮化を行うことができる。
　また、全庁に向けて周知を行い、情報面での職員の満足度
の向上とともに他所属からの問合せ減少を目指す。

H24.6～
H25.3

1 　全庁に向けて周知したい内容については、公開キャビ
ネットや伊賀市職員必携へ随時掲載するようにし、担当者
以外でも問い合わせに答えられるよう専用キャビネットを整
理した。

　周知内容について、キャビネット等に速やかに掲載したこ
とにより、他所属からの問い合わせが減少し、対応時間の
短縮ができた。

【監査委員事務局】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

監査委員事務
局

事務情報の共有 主担当事務以外の情報についても職員間で情報を共有し、
担当者不在の場合にも対応できるようにする。

H24.6～
H24.12

1 担当職員が入手した資料等はメール転送により全職員が
目を通すようにし、決裁文書は熟読を心がけ、質問、意見
を出し合った。

小人数のため全職員が質問、意見を交し合う機会も多くな
り、情報共有する意識が高まった。

【農業委員会事務局】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

農業委員会事
務局

グリーンカーテンの設置 　地球温暖化防止活動として、今夏も電力不足が予想される
ことから一層の省エネルギー対策を進めていく必要がありま
す。職場（夏季）の冷房費節減のため、事務所南側窓の外に
ゴーヤ等の植物を栽培し、その葉影により直射日光を遮り、
室温を低下させ、冷房設定温度を抑える。(グリーンカーテン
をつくることで４℃程度温度を下げることができる）　さらに、緑
の景観を造成することにより、職場環境の改善と毎日の水遣
り等での職員間において協働意識の醸成を図り、体感温度
の低下および室内景観の改善により事務効率の向上を行う。

H24.6～
H24.10

4 　平成２４年５月から棚及び網の設置を所属職員全員で行
い、アサガオ６本及びゴーヤ４本を植栽しグリーンカーテン
とした。期間は６月から１０月までの間で、所属全員で休日
を含むほぼ毎日給水及び肥培管理を行い職場環境に努
めた。

　グリーンカーテンを設置したことで、室内温度が下がり、
来客する市民の方々より、良い好評をいただきました。ま
た、受付より窓際が緑という室内景観が改善され、特に８月
及び９月においては、気分的に体感温度が下がり執務向
上に繋がった。
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【水道部】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

水道総務課 コピー用紙の購入量削減 使用済み用紙の裏面利用、両面印刷をおこない用紙購入費
を節約する。

H24.6～
H24.12

3 部内会議で用紙の節約を呼びかけるとともに、使用済み
用紙をコピー機にセットして利用を促した。

使用済み用紙の利用度は高く、ホルダーへの給紙が追い
つかないこともあった。昨年度と比べて12月末現在、枚数
ベースで６％減となっている。

業務課 オフィス専用キャビネット内
文書整理及び共有フィルダ
(基幹系）の文書整理

オフィス専用キャビネット内に、各職員が作成した文書を整理
し、過去の文書等現在使用しなくなったものについては、削
除するなどし、キャビネット内を見やすく、探しやすく整理する
ことによって、目的の電子ファイルを探す時間を短縮すること
ができる。共有フォルダについても整理する。

H24.6～
H25.2

1 業務ごとに仕切りを挿入し、不要と思われるものについて
は、廃棄フォルダにまとめた。

業務ごとにまとめることによって、各職員がデーターファイ
ルを参照しやすい環境を整えることができた。

施設課 印刷時の節約（両面印刷） 　極力、両面印刷を実施することにより、経費の節減を図る。 H24.6～
H24.12

3 課員各自が、経費節減の意識をもって、両面印刷に努め
た。

各自の経費節減意識が高まり両面印刷を努めることにより、
紙の新しい使用を減らし、経費節減に繋がった。

【教育委員会事務局】

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

教育総務課 公開キャビネット及び課ホー
ムページの整理

　当課の専用及び公開キャビネットについて、分類化等の整
理ができていなく、煩雑になっており、更新もあまり行ってい
ない状況です。
　そこで、キャビネットの整理を行い、検索時間の短縮を行い
ます。また、他課からの問い合わせについて、スムーズな対
応を図ります。
　また、市ホームページの整理を行い、検索時間の縮減を図
り、市民サービスの充実に努めます。

H24.7～
H24.12

1 整理項目の担当者を決めて、整理を行った。 キャビネットを業務の項目ごとに行ったことにより、検索時間
の短縮ができ、他課からの問い合わせについて、スムーズ
な対応が図ることができました。　また、市ホームページの
整理を行い、検索時間の縮減を図り、市民サービスの充実
に努めます。

学校教育課 職員間での情報の共有 　市民や学校から問い合わせの多い事項には、「説明に必要
な資料コーナーを設置する」「課内ミーティングを定期的にも
ち共通意識を持つ」「問い合わせ内容を適切に記録し担当者
に示す」などの取組を充実させ、担当者不在の場合にもてい
ねいかつ早急に対応できるようにする。

H24.6～
H24.12

2 ・月に１～２回程度課内ミーティングを行い、懸案事項や
事業内容等を共有した。
・不在の場合も担当者に代わり対応し、どうしても無理な場
合は「伝言メモ」を活用して丁寧に伝えるようにした。
・共有の資料棚を設け、問い合わせに関して、担当に代
わって資料を活用しながら対応した。

・月１～２回程度の課内ミーティングで各担当の情報を共有
することにより、課題に対して迅速に対応することができて
いる。
・「伝言メモ」を活用することにより、相手に同じ用件を説明
させることを避けることができている。
・共有の資料棚を設けたことにより、各担当のデータを誰も
が活用することができ、サービスの向上につなげることがで
きている。

いがっこ給食セ
ンター夢

「除去食」から「代替食」への
移行

　現在は、アレルギー（卵・マヨネーズ・イカ・エビ等）対応生
徒へは、具材を入れない「除去食」を実施しています。
　今年は、アレルギーとなる具材と同等な「代替食」に移行す
る方向で、学校と連携を図りながら検討します。

H24.9～
H24.12

2 献立内容により一部代替食を実施しました。魚介類の対
応については、平成２５年度完全実施にむけ保護者や学
校関係者と連携を図りつつ現在調整中です。

代替食を実施することにより、栄養のバランスが整い、心身
の成長や健康の保持増進が保たれます。食物アレルギー
等を有する生徒については、個々の状況に応じた対応が
必要であり慎重を期さねばなりませんが、安心安全でおい
しい給食が提供できるよう取り組みます。

阿山給食セン
ター

書類棚及び物品の整理 　書類を整理して、探しやすくするこてで、時間の短縮をす
る。また、物品を整理して、残数が分かりやすくすることで在
庫管理をする。

H24.6～
H24.12

1 　書類を年度別に色分けし、種類ごとに纏めた。また、１０
段のプラスチック棚に、物品を種類別に分けて入れた。

　書類が何処に有るかすぐに分かった。また、透明なプラス
チック棚のため、引出しを開けずに分かり、探しやすくなっ
た。

大山田給食セン
ター

･事務連絡等の近距離の移
動は、車を使用しない。

･資源や経費の節約になり、また、二酸化炭素等の環境負荷
の低減につながる。

H24.6～
H24.12

4 ほぼ、100パーセント達成できた。 実施していることは、微々たることで、その効果についても
大きなものではないが、こうした小さな積み重ねと、考えを
常に持ち続けることが大切と考える。

桃青の丘幼稚
園

掲示板や担当棚の活用 　連絡事項等について掲示板や各職員の担当棚を活用した
り、情報伝達の組織化をしたりすることにより、全職員が情報
を共有し、より円滑に職務を遂行できるようにする。

H24.6～
H24.12

4 掲示板担当棚を設置し、情報伝達に努めた。 　職員にシステムが浸透し、職員間の情報伝達は円滑にす
すんだ。
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【教育委員会事務局】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

生涯学習課 職員間での情報の共有 ４月１６日から稼動したハイトピア伊賀に事務所を移し、公民
館窓口として、また教育委員会の窓口として、直接市民への
対応の範囲が広がっている。
窓口を訪れる市民や電話での問い合わせに対し、説明資料
を作成したりミーティングを行うなど、職員間で業務情報を共
有し、共通意識を持って適切な事務対応ができるよう努める。

H24.6～
H24.12

2 　窓口を訪れる市民や電話での問い合わせに迅速に対応
できるよう、当センター貸室や駐車場利用についての案内
資料を作成し、配架した。
　また、当センター利用状況や周知事項を常に掲示し、職
員間は勿論のこと、利用者に分かりやすいよう情報を周知
した。

常時、情報を掲示することにより、当センターの利用状況が
分かりやすく、利用しやすくなった。
　また、４月稼動時と比較し、問い合わせについても減少し
ているように思われる。

文化財室 机周辺及び書類棚等の整
理整頓

日常的（月１回程度）に室内の種類棚の整理を行い、事務机
周辺の書類整理を行うことで事務の効率化が図れる。
　また、整理整頓することで担当者以外でも効率よく書類を確
認することができ、他所属等からの問い合わせによる対応時
間の短縮化を行うことができる。

H24.6～
H24.12

1 　日頃の業務に追われ、なかなか室内にある棚等の整理
整頓は行えなかった。しかし、事務机の書類整理につい
ては、各自が責任を持って実施できたように思う。

　整理整頓することで、担当者以外でも効率よく書類を確
認することができ、他の所属からの問い合わせにも素早く対
応することができた。

中央公民館 新施設での来館者への誘
導表示、窓口での迅速かつ
丁寧な対応

　４月１６日から稼動したハイトピア伊賀では、市民の施設利
用に対して適切な誘導表示ができていないことから、来館者
の声に基づき、来館者が親しみをもって利用していただく環
境づくりを実施する。また施設の予約や見学等で窓口に来ら
れた市民に対しては、管理規則等を遵守しながらも、自席か
ら速やかに窓口に移動し、利用者を待たせることなく丁寧な
応対を心がけ、何度も繰り返して利用していただく配慮を行
う。

H24.6～
H24.12

2 　適切な誘導表示を行うとともに、パンフレットの作成等に
より、安心して施設を利用していただく方策を行った。また
生涯学習センター職員全員が情報共有をして、窓口での
迅速かつ丁寧な対応を心がけた。

従来の公民館としての利用者を含め、市内外を問わず、幅
広い団体・企業等からの利用もあり、毎月安定した施設利
用者数の維持に寄与することができた。

いがまち公民館 書類棚等の整理 公民館利用者の申請用紙等を整理することにより、書類の提
供する時間を短縮し利用者へのサービス向上に努める。
また、教室開催案内等をスムーズに提供できるよう誰が見て
もわかるようファイルの整理・予定表の記入をする。

H24.6～
H24.12

2 書類棚を整理し、申請用紙等を窓口にわかり易く配置し
た。
グループウェアのオフィス公開キャビネットに「公民館使用
許可申請書」と「備品使用願」を掲載した。
公民館利用状況や備品貸出・教室開催案内を、館員全
員で話し合い予定表を記入し状況を利用者に案内できる
ようにした。

公民館利用者を待たせることなく、スムーズに受付案内が
できるようになり対応時間の短縮につながった。
公民館利用担当課から「公民館使用許可申請書」「備品使
用願」を来館せずに手続きできるようになり事務の効率化に
つながった。

阿山公民館 平成24年度　夏期集中学習
の開催

阿山公民館のパソコン室などの空き室を利用して、夏休み期
間中に伊賀市内の小学生以上の人を対象に、夏期集中学
習を開催する。　　　　　　　　　　夏休みの宿題、自由学習、
受験勉強、生涯学習などの自習。冷房完備の快適な環境で
集中して学習し、各自の学力や能力を身に付ていただくこと
が趣旨で、併せて家庭の平日昼間における節電効果を図る
目的。
参加者負担金は一人1日100円〔半日50円〕冷房等の電気代
相当分　定員は毎日20人　午前の部9:00～12:00　午後の部
13:30～17:00　　　　　　　　主催は阿山公民館
その他別紙のとおり （市HP、阿山管内小中学校に配布、管
内回覧等）
昨年度を継続（２３年度は初めての実施であったため、認知
度が低かった）

H24.7.20
～

H24.8.31
の内（火
～金曜

日）

2 市内の小学生、中学生、一般の延33人の参加者があっ
た。公民館空き室の内、旧北庁舎の解体に伴い、机１０、
いす２０をいただいた「リユース」で主に図書分室・を使用
して実施した。中学生は受験勉強等一般は趣味活動・資
格取得の勉強をしていた。冷房のある快適な環境で好評
だった。

（節電効果を図りながら効率的な学習）原子力発電所稼動
休止の影響から電力不足が今夏の課題であった。これまで
夏休み期間中は各家庭でエアコンをつけて勉強していた
が、今回の夏期集中学習により、家庭でしっかり節電をして
静かな阿山公民館で快適に涼しく過ごしながら熱心に内容
のある学習でき、各自の学力･能力の向上につながる工夫
ができた。参加者が「マイカー通勤をバス通勤」に転換した
イメージで節電の効果があった。

大山田公民館 印刷時の節約 メール等の印刷は、両面印刷や使用済コピー用紙を使用し
経費の削減に努める。

H24.6～
H24.12

3 両面印刷の実施や使用済み用紙の使用や、メールは必
要なもののみ印刷するように努めた。

用紙の再利用や、無駄な印刷をしないことにより経費削減
が図れた。

青山公民館 施設の適正管理 今年も電気使用の節電が、大きな問題になっている。そこ
で、温室効果ガス、公熱水費削減のため、公民館図書室の
南側が窓でしめられているので、窓際は、照明がなくても明る
く夏場の季節や天気の良い日は、窓側の照明を切り、節電に
努めて行きたい。

H24.6～
H24.12

3 照明がなくても明るい夏場や天気の良い日は、読書をす
るのに支障が無ければ窓側の照明を切り、節電に心がけ
た。

節電について職員の認識が高まり、図書室に来ていただい
た市民の方にも節電の理解をいただくことができた。

スポーツ振興課 職員間の情報共有 スポーツに関する事業に対し、県内外（各事業募集規定によ
る）にわたり広報・ＨＰ・雑誌・新聞等で参加募集を行っている
ため、問い合わせが頻繁にある。決裁文書の回覧等で職場
全体の業務内容・現在の進捗状況を把握することは昨年度
の改善にもあげているが、担当者不在の場合でも、相手に不
満感を抱かさないように最低限の応答は心がけたいものであ
る。説明資料を個人で打ち出し電話対応に備える等、共通意
識を持って市民満足度の向上につなげたい。

H24.6～
H24.12

2 他の担当者が中心となって進めている事業について、各
自が資料等を用意して電話対応に備えた。

　情報を共有することにより連帯意識が強くなり事業遂行が
よりスムーズになった。
　担当者が不在であっても電話及び窓口対応で不満を抱
かせることが少なくなり、市民満足度の向上につながってい
ると考える。
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【教育委員会事務局】つづき

所属名 改善の名称 改善内容
実施
期間

改善
区分

実施状況 実施効果

上野図書館 職員間の情報共有 利用者からの問い合わせやクレーム、または館内での出来事
等を報告するミーティングを終業時に毎日行い、職員全員が
情報を共有して利用者に満足していだける対応ができるよう
努める。

H24.6～
H24.12

2 ・課内会議を月１回定期的に行った。
　　→会議録は必ずスタッフ全員が供覧するよう徹底した。
・毎日、図書館閉館後に業務連絡のミーティングを実施
し、その日の出来事の報告や通達を行い、利用者への
サービス向上に努めた。

情報の共有を徹底することで、利用者に対して全員が責任
感を持って対応がすることができるようになった。
日々の業務の改善点をそれぞれが意見を出し合うことで利
用者満足度を高めるための意識向上を図ることができた。

1 43

2 29

3 26

4 11

109
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