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ⅠⅠⅠⅠ    事務改善事務改善事務改善事務改善のモニタリングについてのモニタリングについてのモニタリングについてのモニタリングについて    

  日頃の事務改善について、モニタリングを行いました。各課で工夫しながら改善につな

げている様子が伺えます。改善の一歩は「えっ、こんなことでも？」と思うような小さな

一歩から始まります。改善に改善を加え、より向上を目指してください。「我が課でも取り

入れよう！」とすることも改善です。改善が改善を生んでいきます。 

  今後とも、創意工夫を期待します。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    各課の改善事例について各課の改善事例について各課の改善事例について各課の改善事例について    

 平成２３年度定期監査で事務改善として 40 課から 144 事例の報告がありました。それ

ぞれの事例について問題点、改善点、改善の効果をまとめてみました。経費削減、時間短

縮、精度向上については、各課から提出された内容どおりに掲載しています。 

 

効果の程度については、次の５段階で自己評価して頂きました。 

 

   効果の程度 

    ◎ 期待以上の効果があった 

     ○ 期待どおりの効果があった 

    △ 期待したほど効果はなかった 

    × 全く効果がなかった 

     － 不明、対象外・実行中なので評価できない 等 

 

 

 事務改善事例の分類は次のとおりです。 

 

 事務改善事例分類               

   １ お客様のために           ２ 円滑な業務のために  

   ３ 漏れのない業務執行のために     ４ 事業量を削減したい 

   ５ ＩＴの活用             ６ 事務費を削減したい 

   ７ 災害時の対応を円滑に行いたい    ８ 事業を盛り上げたい 

   ９ 職員体制を改善したい       １０ 現金のリスク管理をしたい 

  １１ リスク管理をしたい        １２ 収納業務を頑張りたい 
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ⅢⅢⅢⅢ    事務改善による効果について事務改善による効果について事務改善による効果について事務改善による効果について    

  分類ごとの改善効果（◎または○）は以下のとおりです。 
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１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１ お客さまへの対応に関する改善事例について 

事務改善事例 144 件中、お客さまへの対応に関する改善事例は 12 課 22 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 2 件 0 件 0 件 1 件 19 件 

時間短縮 3 件 4 件 1 件 0 件 14 件 

精度向上 2 件 8 件 0 件 0 件 12 件 

 

 

 

 

 

 

    １１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために        



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    中平田コミュニティセンターのトイレの館内サインがわかりづらい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

案内看板を外注せず、透明フィルムに印字してプラスチック板に貼付け、自

作した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     屋内の表記は可能な限り同様に処理する方針。 

 

自作するなどして、事務費を削減しつつ改善しています。お金をかけて改

善するだけでなく、このように自分でできることから改善してみてはどう

でしょうか。 

 

２２２２    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

希望ホールを使用する大会時の駐車場整理を、職員が口頭で行っているが、

情報がうまく伝わらず渋滞の原因となる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

案内看板のベースをホームセンターで作成。その都度表示を入替え出来るよ

うにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    運転者にわかりやすく表示できるようになった。 

 

３３３３    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

市庁舎１階まちづくり推進課正面にある身体障がい者トイレの自動ドア開

閉ボタンの場所がわかりづらく、使用者（特に高齢者）が入室できない例が見

受けられた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

文字だけの貼り紙ではわかりづらかったため、スイッチの絵を入れて、サイ

ン表示に改善した案内をドアに貼った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

 お客さまへわかりやすく表示したい 

POINT！ 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    身体障がい者手帳該当者への情報提供 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    身体障がい者手帳交付時に「身体障がい者更生会」の存在をお知らせした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

新たに障がい者手帳に該当した方へ情報提供することで、孤立することなく 

地域で生活することを支援できる。 

 

２２２２    下水道課下水道課下水道課下水道課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    情報提供・情報開示 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    ホームページに工事箇所及び交通規制の掲示を行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 お客さまへわかりやすく情報提供したい 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    福祉課福祉課福祉課福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

件数が少ない介護保険、後期高齢者に関する申請等の場合、すぐに様式が見

つからず、お客さまをお待たせしてしまうことがある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

申請等様式の検索システムを構築した（手続内容からボタン一つで必要な様

式にリンク）。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     市民サービスの向上。 

 

２２２２    観光物産課観光物産課観光物産課観光物産課    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

席の配置で、課職員の約半分が、路面出入り口に背中を向けていたため、来

客への反応が遅れていた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

メインとなる出入り口に相対する形、路面出入り口に平行する形にし、来客

に反応しやすい席配置にした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     来客に素早く反応し対応することが出来るようになった。 

 

 

３３３３    松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

来庁者対応に関し、当該事務担当者につなぐまでに内容聞き取りなどで、お

客さまをお待たせしてしまう 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

窓口来客が多い業務を担当する職員を、カウンター前に配置するなどの席替

えを行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

４４４４    松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    来庁されたお客さまへの「気づき」が遅い 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

窓口カウンター・机上のパソコンやプリンタの設置場所を変更することによ

り、窓口の見通しを良くした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    お客さまに気づくのが早くなった。 

 お客さまをお待たせしたくない 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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５５５５    福祉課福祉課福祉課福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

昼当番１人制のため、昼休み時間帯にお客さまをお待たせしてしまうことが

ある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

昼当番の２人体制（繁忙期の４～５月は、係を２班に分け交替で昼休みを取

る体制に）。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     市民サービスの向上。 

 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    

 

 

8 

 

 

 

 

１１１１    国保年金課国保年金課国保年金課国保年金課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

来庁する方の相談内容は、同じ内容のことが多く、また説明漏れの無い対応

が必要 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共通する説明内容を印刷したものを用意共通する説明内容を印刷したものを用意共通する説明内容を印刷したものを用意共通する説明内容を印刷したものを用意しておき、説明漏れの防止と説明時

間の短縮を図った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

説明漏れのリスクの低減、プリントを見せることで理解度が上がり、後日プ

リントを見ることもでき行き違いが減らせた。 

 

お客さまにきちんと説明したつもりでいても、説明する側、説明される側

の受け取り方が同じでない場合、行き違いは起こってしまうものです。プ

リントを使用することは、双方にとって利点が多いでしょう。 

 

２２２２    市民課市民課市民課市民課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    体の不自由な市民への便宜、窓口の混雑解消 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

申請書等の記載のために設置している既設の机のほかに低い記載台（H70cm）

を設けた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    車いす利用者等へ便宜が図られた。 

 

３３３３    市民課市民課市民課市民課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    開設時間に来庁できないお客さまへの便宜 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

窓口業務の繁忙期に開設時間を延長して業務を行った。（平成 23.3.28～31

まで、4.1、4.4 の 6 日間、17：15～19：00 まで） 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

6 日間の実績等：異動届 21 件、証明書発行 76件、受付 64人 

課職員の体制：延べ 48人、時間外勤務時間 96時間 

 

 より良い窓口対応のために 

POINT！ 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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４４４４    図書館図書館図書館図書館    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

ひらた図書センターで利用者への電話連絡業務を行っているが、カウンター

内での電話機の使用が利用者の迷惑になる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    ひらた図書センターの事務室に端末を追加で設置した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

５５５５    市民課市民課市民課市民課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    市民サービスの向上を図るための接遇の改善 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    セルフチェックによる業務再点検。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

○改善の取組：セルフチェックを行いながら、日々の業務を見直す機会となっ

ている。 

○継 続 実 施：点検を継続することにより、個人、係毎のスキルアップが比較

できる。 

 

市民課の場合、職員が研修で聞いてきたものを真似して実行しているそう

です。自分たちで考えるだけではなく、時には参考になると思ったものを

どんどん真似しながら取入れることも事務改善の一つです。 

 

POINT！ 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進課課課課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

補助金の申請書と請求書（支出調書）が別なため、申請者が分かりづらい、

送付枚数の増等があった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

会計課と協議し、補助金申請書の下部に請求書を兼務する様式に書式を変更

した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    平田地域振興課平田地域振興課平田地域振興課平田地域振興課    経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

来客者から広報・パンフ・チラシ等の有無について照会をよく受け、業務に

影響がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

市民ホールのカウンターとラックにあるパンフレット類を情報内容別に分

別した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

３３３３    福祉課福祉課福祉課福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    高齢者の方から、お知らせ文書が読みづらいとの声がある 

工夫工夫工夫工夫・取組・取組・取組・取組    大きな文字サイズ（13Ｐ、14Ｐ以上）を積極使用する。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    市民サービスの向上。 

 

経費削減、時間短縮、精度向上だけが事務改善ではありません。お客さま

のために、見やすいように文字サイズを大きくすることは、市民サービス

の向上というとても大事な事務改善です！ 

 

 申請書やパンフレット等をわかりやすくしよう 

POINT！ 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    ××××        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    乗船客から往復切符の販売についての要望がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

平成 23 年 4 月からこれまでの片道切符に加え、往復切符の販売も実施。併

せて、これまで酒田と飛島の両方で書いていた乗船名簿を複写式とし、飛島で

の記入を不要とした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

乗船客の利便性を向上させるために行ったものであり、観光客においては殆

どが往復切符を購入している。 

 

２２２２    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    船内での飲料水の提供 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    平成 23年 4 月 1日から船内に自動販売機を設置した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

３３３３    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    船内トイレの快適性向上 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    平成 23年 7 月から船内のトイレをウォシュレット式に改修した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

お客さまへのサービスを向上したい 



１１１１    お客様のためにお客様のためにお客様のためにお客様のために    
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１１１１    八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    住民の要望事項等への、対応の遅れを防ぎたい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    相談・要望一覧を作成し、完結までの経緯がわかるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    住民の相談や要望等に対する事務処理の遅延や遅れを防ぐことが出来た。 

 

この一覧表を課内または係内で共有し、更なる防止に努めましょう！ 

 

 

要望や苦情への対応を速やかに行いたい 

POINT！ 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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２ 円滑に業務を行うための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、円滑な業務を行うための改善事例は 15 課 17 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 2 件 2 件 1 件 0 件 12 件 

時間短縮 3 件 9 件 0 件 0 件  5 件 

精度向上 4 件 6 件 0 件 0 件  7 件 

 

 

 

 

 

 

    ２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために        



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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１１１１    子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    各人の情報を課内で共有したい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    マイコンピュータ内に共有ファイルを作成し、誰でも見られるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     外部施設の職員も確認できることから、本所との一体感が増した。 

 

課又は係内でファイルを共有することは、簡単かつ有効な手段です！ 

 

２２２２    文化スポーツ振興課文化スポーツ振興課文化スポーツ振興課文化スポーツ振興課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

体育施設の数が多いため、施設維持管理や修繕、各団体等との連絡調整等を

係内で共有しにくい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共有フォルダに施設係の連絡事項を記載し、施設係は必ず毎日チェックして

いる。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     係内での共通認識をもつことができるため、能率が上がった。 

 

３３３３    教育委員会管理課教育委員会管理課教育委員会管理課教育委員会管理課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    人事給与業務情報の共有化 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

セキュリティを保った共有フォルダを利用し、同様の情報を複数で共有する

ことで、複数で業務にあたることでミスを軽減した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

４４４４    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    問合せ等に担当者が不在で回答や提出が遅れる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

担当者以外の職員が使用する可能性が高いファイルを共有化し、誰でも使用

できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 課又は係内で情報を共有しよう 

POINT！ 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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５５５５    建築建築建築建築課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    情報の共有化 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

課員に必要な情報や資料を課の共有ファイルに保存し、情報の共有化に努め

ている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

情報や資料を共有ファイルに保存した結果、資料を様々な形で活用できるよ

うになった。 

 

６６６６    松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    課員の外勤不在が多いため電話問合せや急な来客対応に支障 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

毎週月曜に課内打合せをして一週間の各自予定を共有するとともに、席を立

つ際に周りへ行き先の声掛けを励行した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

７７７７    総務課総務課総務課総務課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    各職員の業務内容が異なり、それぞれの業務の進捗状況等が把握できない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

毎朝、朝礼で各職員が当日の業務予定、進捗状況を話し、情報交換を行って

いる。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 職員相互の意思疎通が図られ、職員の精神的な負担の軽減とスムーズな業務

遂行ができるようになった。 

 

８８８８    税務税務税務税務課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    少人数係のため、担当係員不在時の業務対応に不安がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    各担当業務に関わらず、係内の業務に関する手順等の共通理解を図った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 ｅＬＴａｘなど従来担当者のみが操作してものを複数の係員でチェックす

ることで、誤りの防止に期待できる。 

 

情報の共有と一口に言っても、その方法は色々あります。 

その課の状況にあった情報の共有方法を選択しましょう！ 

 

POINT！ 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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【酒田市職員服務規程】【酒田市職員服務規程】【酒田市職員服務規程】【酒田市職員服務規程】    

第 16 条  

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、ま

た離席しようとする場合においても上司に届ける等、常に自己の所在を明らかにして

おくように心掛けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        外出や離席する際に一声掛けることも、立派な情報共有です！ 

 

 

 

 

 

 

１１１１    土木土木土木土木課課課課    経費削減    △△△△        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

緊急時の電話連絡網では、電話が不通の場合もあり、伝達内容がずれる場合

もある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

無料のメーリングサービスに係員の携帯電話メールアドレスを登録し、代表

者が一斉送信を行うこととした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

電話連絡の時間短縮と内容の確実性に効果あり。登録者は誰でも発信すること

が可能で、画像データ等もサーバ経由で共有可能である。 

 

２２２２    子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

保育園の担当が管理係とこども育成係それぞれに関する業務を行うため、世

帯状況の変化があった際に連絡を密にしないとそれぞれの業務に支障がでる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

保育園担当者の課内での席を近くにすることで、世帯状況の変化があった際

に連絡を密にでき、時間のロスなくそれぞれの業務に反映できるようになっ

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

 連絡を密にしたい・正確に連絡したい 

ご存知でしょうか？ 

POINT！ 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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１１１１    子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

児童虐待相談・通告があった時に、対応した職員により様々な調書がでてき

て整理分類しづらい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

係員全員が同じように聞き取りし、迅速に報告できるよう「相談・通告受付

票」と「受付簿」の様式を共有ファイルに保存し、記入できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 この方式を利用することで家庭相談員との連絡調整が以前よりスムーズに

行われるようになった。 

 

２２２２    健康健康健康健康課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    飛島診療所日誌における様式の改善 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

収入日計表も取り込んだ様式に改め、作成について統一感を持たせた。内容

の把握が容易になった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    各種状況について、１ペーパーで把握できるようになった。 

 

３３３３    総務課総務課総務課総務課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

議会答弁書について、紙ベースの提出であるため各課でまとめることにな

り、答弁の順序が前後することがあり、わかりづらいものであった 

工夫・取工夫・取工夫・取工夫・取組組組組    

様式を変更し、データでの提出に改善し、総務課で編集を行うことで見やす

い答弁書になった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

データの提出に伴い紙でのやり取りがなくなった分経費の節減ができた。書

式を統一することで編集の時間の短縮も期待できる。 

 

 調書や記録の様式を改善、統一したい 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    

 

 

18 

 

 

 

 

１１１１    介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    保険料の還付届出書が提出されない為、還付事務が滞る 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

月次賦課時に還付発生が明らかなものについては、通知書に還付届出書を同

封した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    還付事務のスケジュールを立てて事務執行できるようになった。 

 

２２２２    図書館図書館図書館図書館    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

中央図書館において、業務上の資料検索専用の端末がないため通常の貸出返

却業務が滞る 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    中央図書館の閉架に端末を追加で設置した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

 

 

 

 

１１１１    管財課管財課管財課管財課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

総務課付の技能士（運転手）の時間が空いたときしか除雪機械を操作できな

かった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

平成 23 年度に管財課職員が除雪機械の操作資格を取り、駐車場等の除雪す

ることが可能になった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

平成 23 年度は、大雪のため、除雪機械を道路除雪に使用することが多く、

管財課で使用できる時間が少ない。 

 

 

 事務の停滞をなくしたい 

 資格を取って自分たちで出来ることを頑張りたい 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

自治会区割図が古い都市計画図に赤ペンで記入したもので、破れや経年劣化

があった。市街地分しかなかった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    空き地空き家調査のデータを利用して、全市分のバインダーを整備した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    図書館図書館図書館図書館    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    過去のレファレンス記録が充分に活用されていない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    図書システムにレファレンス機能を追加した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

分館も含めて参照できるようになった。現在、過去のデータ内容を精査の上、

入力作業を行っている。業務上のシステムであり、一般の人は操作できない。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    総務総務総務総務課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    倉庫に、民族衣装や古い土産物等が山積みされており、整理されていない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

古い土産物を整理（一部処分）するとともに、民族衣装・物品等を出し入れ

しやすいように、ラックを購入し整理した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    各種イベントの際、必要な物品等の準備が容易になった。 

 

 

 データを活用したい 

 備品等の管理をきちんとしたい 



２２２２    円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために円滑な業務のために    
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１１１１    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    正確で迅速な開票事務（平成 23年 4 月 10 日県議会議員選挙） 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

複数係の兼務。氏名点検、審査係を立ち作業で行う。 

早い段階での疑問票の処理・回付等。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    所要時間 1 時間 25 分（前回比 20分短縮） 

 

 

 

 

 

 

１１１１    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    事務事業進捗状況資料の作成 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

選挙事務について、局全体の引継事項、運営方針（Ｐ）、実施状況（Ｄ）、結

果と評価（Ｃ）、今後の取り組み（Ａ）を項目別にわかりやすく１枚にまとめ

ている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

選挙後に行う担当係長等の反省・評価なども加味し、選挙管理委員にも示し

て意見をもらっている。定期監査時の説明資料としても役立つ。 

 

 

 事務処理を迅速に行いたい 

 事務事業の進行管理を適切に行いたい 



３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために    
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３ 漏れのない事務執行のための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、漏れのない事務執行のための改善事例は 9 課 10 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 1 件 0 件 0 件 9 件 

時間短縮 0 件 6 件 0 件 0 件 4 件 

精度向上 1 件 8 件 0 件 0 件 1 件 

 

 

 

 

 

 

    ３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために        



３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために    
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１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

各コミュニティ振興会に向けた不要不急の文書は担当者訪問時に持参して

いるが、担当不在だった場合、持参する資料をどこに置いているか他の職員に

伝言が必要だった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    振興会毎に区切られた棚を用意し、送付文書を集約して分かりやすくした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    松山地域振興松山地域振興松山地域振興松山地域振興課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    担当者の休暇等による手続き漏れや失念による手続き漏れ 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

業務ごとにチェックシートの作成し、係長による定期的な進行管理を行って

いる。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     期限付きの業務の手続き漏れ防止に役立った。 

 

３３３３    財政課財政課財政課財政課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

担当が不在の場合でも、県市町村課から急ぎの照会等（軽微な）があった場

合、回答しなければならない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

財政課の共有フォルダに業務ごとのフォルダを作り、担当が不在でも対応で

きるようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 各業務のデータを共有することで、担当が不在の場合でも、照会等（軽微な）

への対応が可能となっている。 

 

 担当者が不在だったら 



３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために    
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１１１１    健康健康健康健康課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    松山診療所における、患者数等調べについて報告が不定期になりがち 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    毎月の実績が確定した段階で、送付してもらうように改めた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

毎月の患者動態等が把握できるようになった。何らかの間違いがあった場合な

ど対応が迅速にできるようになった。 

 

２２２２    松山地域振興松山地域振興松山地域振興松山地域振興課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    回答の必要な公文書への返事忘れ 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    文書収受簿へチェック欄を新設し、係長による定期的なチェックを行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    返答忘れ防止に役立った。 

 報告等の漏れをなくしたい 



３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために    
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１１１１    教育委員会管理課教育委員会管理課教育委員会管理課教育委員会管理課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    類似する内容の契約が複数あり、更新時期などを失念する可能性がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    契約ごとに分類コード、連番等を付与し、管理するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

２２２２    管財課管財課管財課管財課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    委託契約が多数あり、長期継続契約の最終年であることに気づくのが遅れた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

各契約の期間や入札関係書類の決裁日、支出負担行為、支払日等を記入する

チェックシートを作成し、計画的に遂行する。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

前年度の定期監査で指摘された点について、チェックリストを作成し、改

善に努めています。 

 忘れずに契約の更新を行いたい 

POINT！ 



３３３３    漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために漏れのない事務執行のために    
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１１１１    都市計画都市計画都市計画都市計画課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    課内、各係の業務予定について把握できない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

業務予定（会議、研修、打合せなど）について予定表を共有ファイルで一元

管理し、随時、誰でも予定把握が可能になるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

２２２２    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

外勤する職員も多く不在の職員に電話や不意の来客があったときなど対応

に苦慮することがある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共有ホルダーに予定表ファイルを作成しておき、あらかじめ用向きがわかる

ものについては入力、さらに不意の用向きが生じた場合などもリアルタイムで

入力してもらうようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 予定表に資料の提出期限日などを入力する項目も設けて置くことで、自分自

身の覚書にもなるので、計画的に業務を遂行することができた。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    松山市民福祉松山市民福祉松山市民福祉松山市民福祉課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    学童保育のバスの連絡 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

バス利用児童が学童保育を休む場合、保護者から市民福祉課のメールボック

スにメールで連絡をもらうこととした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

メールボックスを確認した職員が担当に関わらず、松山観光にバス運行の不

要を連絡する。保護者も自分の都合でメール送信できるので電話連絡より楽に

なった。 

 

 業務予定を把握したい 

 サービス利用について連絡をもらいたい 



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    
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４ 事務量削減のための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、事務量削減のための改善事例は 13 課 17 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 2 件  6 件 0 件 0 件 9 件 

時間短縮 3 件 12 件 1 件 0 件 1 件 

精度向上 2 件  9 件 0 件 0 件 6 件 

 

 

 

 

 

 

    ４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい        



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    

 

 

27 

 

 

 

 

１１１１    財政課財政課財政課財政課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

当初予算編成時、予算要求書のコピー及び差替えが大量であり、作業も多大

な労力を要していた。予算担当者の所管課から要求内容を聞き取るための時間

が不足している実態があった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

課長ヒアリング、課長調整については、直接の担当課以外には、予算担当者

が同席しない手法とし、コピーも必要最小限の部数に留めた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

要求書を全ての担当者に配布する必要がなくなり、全庁的なコピー代の低減

に繋がった。資料の差し替え等に係る労力が最小限となり、業務の効率化が図

られた。直接の所管課の聞き取りに十分時間を割くことができ、要求内容の理

解が深まった。 

 

２２２２    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

庁舎内外の調査物などで複数の職員で回答に関わる場合、ペーパーで求める

と浄書の手間がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共有ホルダーに回答様式をファイルで入れておき、関わりのある職員から期

限までに回答を記載してもらうようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

ファイルでベースで保存しておくので、ペーパーの節約のみならず、誤記の

訂正、文書の追加が楽になった。さらにハードディスクに保存しておくので検

索も楽にできる。 

 

３３３３    会計課会計課会計課会計課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

電気、電話料については納付書による支払いを行っているが、毎月の支払件

数も多く、伝票処理・支払処理には多くの時間を要している 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

これら公共料金の支払事務の効率化を図るため、支払方法を口座自動振替に

し、支払事務の集中化を行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

平成 23 年 4～12 月までに光熱水費で 1,444 枚、通信運搬費で 1,588 枚の伝

票が削減されており、その分の原課における起票事務、会計課における審査事

務が軽減されている一方、出納事務においては支払時期に事務が集中するよう

になった。 

 

 

 煩雑な事務を改善したい 



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    
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４４４４    子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

講師等への謝金支払いのほとんどが資金前渡であり、管理面、事務面で煩雑

さがあった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

講師を依頼する際には、口座振替に協力いただくようお願いをすることで改

善を図った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    ほとんどの講師が口座振替に協力してくれたほか、帳票類が少なく済んだ。 

 

５５５５    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    事務の効率化（平成 23年 11 月 13 日農業委員会委員選挙） 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

現農業委員あて立候補予定者説明会開催通知を、郵送によらず農業委員会事

務局召集の会議の場を利用して各委員に配布してもらった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 宛名シール作成不要、封筒不要。農業委員会事務局を経由することで、情報

も共有できた。 

 

６６６６    会計課会計課会計課会計課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

毎週水曜日の集中口座払日に支出する伝票が、期限ぎりぎりに提出され集中

するため、時間外に審査しなければ間に合わない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

伝票入力期限及び伝票提出期限をそれぞれ１日ずつ早めて処理するように

事務処理サイクルを変更し、全庁に周知した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

７７７７    建築建築建築建築課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

市営住宅の募集期間、公開抽選日、説明会等の募集に係る一連の業務日程を

募集月ごとに設定しているため、業務が煩雑化している 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    募集に係る年間日程の作成と会場の確保を年度当初に行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     募集業務が円滑に実施できるようになった。 

 

 

 

 



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    
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８８８８    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    調査への回答書作成に時間がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    共有ファイルを利用して分担、分筆、集計を行った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     直接入力することにより、転記ミスが防げる効果もあった。 

 

９９９９    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    収入済通知書の綴り込み時間がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    ひもの綴りをリングに変えた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

１０１０１０１０    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    山形県の施設空満情報システムの日次入力事務が過大 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

事務量は大きいがシステム利用者がほぼ皆無。費用対効果の観点からシステ

ムでの情報提供を廃止した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 日次入力に費やしていた時間を、収入日計減免状況の入力に回すことができ

た。 

 

１１１１１１１１    管財課管財課管財課管財課    経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

市役所開庁時間帯の希望ホールのイベント時に正面駐車場が混雑した場合、

管財課職員が駐車場整理を行っていた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

以前は、主催者側では駐車場整理員を開演時間まで依頼していたが、終演後

まで依頼するように希望ホール側と協議した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 希望ホールのイベント時には効果があったが、それ以外で駐車場が混雑した

場合には、効果がない。 

 



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    
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１１１１    図書館図書館図書館図書館    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

分館等への図書巡回を月、水、金曜日の午後に行っていたが、巡回後のカウ

ンター対応業務が煩雑であり、退庁時間と重なることもあった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    巡回時間を午前に変更した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

午後の場合、巡回が遅れるとカウンター職員が不足することもあったが、午

前巡回としてからは不足は無くなった。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    健康健康健康健康課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

がん検診無料クーポン券の再発行の申請があった際、発行を手処理でしなけ

ればならず時間がかかった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

Excel のマクロにより、クーポン番号を入力するだけで、クーポン券が再発

行できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    手間も省けたが、住所、氏名も正確に印刷可能になった。 

 

２２２２    国保年金課国保年金課国保年金課国保年金課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

保険証一斉更新の際、保険証、リーフレット等を手作業で封入封緘しており

時間と手間を要している 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

封入封緘機を利用できるように、保険証台紙にバーコードを付けると共に臓

器提供意思表示保護シール一体型に変更し、世帯毎に自動で封入封緘するよう

にした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

前年度台紙にバーコードを付け封入の確認を行い、問題ないことを確認し、

今年度は封入後の封緘処理までの一連の作業を機械で行った。 

 

 

 印刷や封入にかかる時間を減らしたい 

 窓口の煩雑な業務を改善したい 



４４４４    事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい事務量を削減したい    
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３３３３    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    賃貸借契約の更新通知書発送に時間がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

タックスシールの打ち出しを通知書の順番と同一になるように改善し、封筒

詰め作業の時間短縮を図った。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    発送先の誤り防止にもなった。 

 

４４４４    健康健康健康健康課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

同じ対象者に送付する胃がん、大腸がんの無料クーポン券を別々に印刷して

いた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

胃がん、大腸がんの無料クーポン券を１枚の紙に一緒に印刷１枚の紙に一緒に印刷１枚の紙に一緒に印刷１枚の紙に一緒に印刷するようデザイ

ンを変更した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    住所・氏名の印刷時間が短縮になった。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    平田地域振興平田地域振興平田地域振興平田地域振興課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

平田地区からの市民体育祭、巡回駅伝競走大会への参加で実行委員会事務局

を地域振興課が担っており、事務が煩雑となる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    平田体育振興会を設立し、事務を移管した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 地域振興課でも若干の事務援助を行うが、主体的には振興会が平田地区を取

りまとめて事業に参加する体制となり、地域振興課の事務軽減も図られた。 

 

 大会の事務局を移管したい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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５ ＩＴ等を活用したの改善事例について 

事務改善事例 144 件中、ＩＴ等を活用した改善事例は 12 課 19 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 1 件  6 件 0 件 0 件 12 件 

時間短縮 4 件 10 件 0 件 0 件  5 件 

精度向上 4 件 12 件 0 件 0 件  3 件 

 

 

 

 

 

 

    ５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用        



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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１１１１    介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

領収書、納付書、保険料額確認書、保険証等送付の際に、添書、あて名書き

等をそれぞれ行っている 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

各種業務共通の送り状様式を Access で作成し、介護保険システムからデー

タを読み込んで検索・作成できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

システムで郵便番号、住所、氏名等を探して、添書・あて名書き等の時間が

大幅に削減。転記の誤りもなくなった。 

 

２２２２    監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    監査結果等のデータを簡単に保存、抽出したい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

Access2010 を購入し、例月出納検査での疑義内容、定期監査の結果等をデー

タベース化した。また、定期監査の執行通知等も作成出来るようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 例月出納検査の疑義内容や、監査結果など、データを蓄積させることにより、

現年度分、過年度分のデータが容易に抽出できるようになった。また、執行通

知についても、今まで１課ずつ作成していたが、まとめて作成できるようにな

った。 

 

３３３３    納税課納税課納税課納税課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

毎月かなりの件数の還付処理等を行なうが、基幹系システムと財務会計シス

テム等がデータ連携されていないため、それぞれ手作業で入力しなおす必要が

あるなど非効率な面があった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

通常の業務において、できるだけ自主的なプログラミングによるアプリケー

ションソフト化を行なうことにより、手作業による単純ミスの防止や処理時間

の短縮が実現した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

口座番号の入力ミスがなくなり、処理時間も短縮された。このことにより余

裕を持って作業にあたることができた。 

 

 Ａｃｃｅｓｓを活用したい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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１１１１    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

往復切符の販売に伴い、日計表・月計表・集計表等のプログラムの変更が必

要である 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

これまではプログラムの作成を外部に委託して管理していたが、見積額が約

70 万円と高額なことから、これを機会にプログラムを自己開発し修正が必要な

場合でも臨機応変に対応できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

毎月介護保険給付費の支払いで 15 枚程度の支払調書を作成しなければなら

ず、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

Excel のマクロを利用して、支払日・金額のみ入力すれば自動で印刷される

ようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

それぞれの支払調書を修正する手間がなくなり、時間が大幅に削減。転記の

誤りもなくなった。 

 

３３３３    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    年休の残時間計算が複雑 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

オフィスで、ツール作成、日数・時間の入力をし、分単位の残時間計算で来

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

４４４４    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    文化センター部屋別 収入日計減免状況の把握 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

オフィスで、ツール作成、日次で入力しデータを逐時ためることができるよ

うにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 Ｅｘｃｅｌを活用したい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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１１１１    子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

各保育園、学童保育所等、外部施設との事務連絡や資料送付に手間と時間が

かかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    事務連絡や資料送付に、ＰＤＦやメールを活用することにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    手間も省けたが、紙の削減、各保育園への迅速な連絡に効果があった。 

 

２２２２    介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

審査会資料作成の際、個人情報を隠したものを作成しなければならず、目張

りの紙をつけてコピーして作成していたため、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

コピー機更新の際に複合機を導入し、スキャン機能で資料を取り込み、PC

上でマスキング等を行うようにした。また、FAX をコピー機から出るようにし

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

スキャンと PC によるマスキングだけでも効果があったが、更に複合機の機

能を活用して資料作成のシステムを構築し、時間と労力が大幅に減少した。 

 

３３３３    財政課財政課財政課財政課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

保存する必要のない、一時的に業務に必要となる文献等の資料でもコピーを

とっている 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    コピー機のスキャナ機能を活用し、データ（PDF)で確認するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

他課からの文献等の資料の提供依頼に対しても紙ではなくデータ（PDF)で対

応している。 

 

 

 

 ＰＤＦ等を活用したい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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１１１１    総務課総務課総務課総務課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

国際交流室業務に係るホームページの内容が不十分であり、更新も遅い状況

であった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

ホームページの構成や内容を見直し、充実を図った。また、事業の告知、事

業の結果等をタイムリーに掲載・更新するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    以前より充実した内容となったが、今後も掲載項目を増やしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

局内の打ち合わせなどで使用する、寿命の短い資料でも印刷しなければなら

ない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共有フォルダに資料を保存し、資料をパソコン上で見ながら打ち合わせをす

ることにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

打ち合わせの内容を、その場ですぐに修正することができるため、精度も能

率も向上した。 

 

２２２２    八幡病院八幡病院八幡病院八幡病院    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

外部から紙ベースのみで文書等が送付された場合、必要に応じてすべてコピ

ーをとっている 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

データで保存できるよう、情報管理課に申請してパソコンに共有ドライブ設

定し、コピー機のスキャナ機能を２階事務室内で誰でも使用できるようにし

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

調査回答を相手方に返送する際、これまでは郵送又はＦＡＸだったが、ＰＤ

Ｆ作成によるメール送信も可能となった。 

 

 

 データを共有したい 

 ホームページを充実させたい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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３３３３    総務課総務課総務課総務課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

国際交流室作成文書（電子データ）が、共有フォルダ、個人フォルダに整理

されずに保存されており、文書を探すのにも時間がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

一部の文書を除き、原則共有フォルダに文書を保存することとし、文書の共

有化を図った。また、共有フォルダ内の文書を性質別に整理し、検索しやすく

した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    まだ、文書整理の途中であるが、現時点でも事務能率は向上している。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    総務課総務課総務課総務課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

国内交流に関し、関係各課等でそれぞれ対応しており、情報が共有されてい

ない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

ノーツ上に、国内交流に関する掲示板を開設し、各課等が情報を掲載するこ

とにより、情報の共有化を図った。（平成 23 年 11 月～） 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

関係各課等の間で温度差があり、まだ有効に活用しているとはいえない状況

である。 

 

 

 情報を共有したい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    
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１１１１    管財課管財課管財課管財課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    登記業務における法務局への申請業務の負担軽減 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    登記・供託オンライン申請システムの導入。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

決裁は書面で行う必要があるため、登記完了証は書面で交付を受ける必要が

あるなど、完全オンライン化には至っていない。 

 

２２２２    管財課管財課管財課管財課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

公用車・会議室の予約システムの更新時に、より管理しやすいように変更し

た 

工夫工夫工夫工夫・取組・取組・取組・取組    

申請者の内線番号を入力。ETC 搭載車以外では、山形市等への出張入力はで

きないようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

ETC 搭載車以外の車に出張入力する人がいなくなり、急に車の調整をする必

要が少なくなった。 

 

 システムの導入・変更を行いたい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    

 

 

39 

 

 

 

 

１１１１    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

予算要求書など、共通の資料を職員全員が持つ場合に、同じインデックス（耳

シール）を人数分作成しなければならず、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

プリンタで印刷できるインデックス用紙を購入し、これまで手書きで行って

いた作業をパソコンを使って印刷するようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    手間を省き、書き損じも無くすことができた。 

 

２２２２    財政課財政課財政課財政課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

膨大な予算要求書を綴る際、インデックスに事業名等を手書きし整理する

が、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

プリンタで印刷できるインデックス用紙を購入し、パソコンを使って印刷す

るようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    次年度以降も使用することができ、事務の効率化を図ることができた。 

 

３３３３    商工港湾課商工港湾課商工港湾課商工港湾課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    同じインデックスシールを複数作成する際など、時間と労力が掛る 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

プリンタ用インデックス用紙を使用することにより、これまで手書きで行っ

ていた作業をパソコンを使って印刷するようにしている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

時間及び労力軽減に繋がったほか、書き損じによる無駄も省くことができて

いる。 

 

４４４４    監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    同じインデックスを８部作成しなければならず、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

プリンタで印刷できるインデックス用紙を購入し、これまで手書きで行って

いた作業をパソコンを使って印刷するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    時間及び労力軽減に繋がったほか、書き損じも無くすことができた。 

 

 インデックス等の作成を簡単にしたい 



５５５５    ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用ＩＴ等の活用    

 

 

40 

 

５５５５    監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局監査委員事務局    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    簿冊の背表紙を簡単に作りたい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

パソコンで背表紙を作成し、毎年色のみを変えてカラープリンターで印刷し

ている。また、文書保存ラベルも背表紙と一緒に印刷している。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

時間の短縮だけでなく、色遣いにより、年度の区分がよりわかりやすくなっ

た。文書保存ラベルも一緒に印刷することにより、ラベルへの記載や背表紙へ

の貼り付けなどの事務が省略された。 

 

６６６６    松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

集落や地区ごとのインデックスを作成するにあたり、手書きのため時間と労

力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

プリンタで印刷できるインデックス用紙を購入し、パソコンを使って印刷す

るようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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６ 事務費削減のための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、事務費削減に関する改善事例は 13 課 19 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 5 件 11 件 0 件 0 件  3 件 

時間短縮 2 件  2 件 0 件 2 件 13 件 

精度向上 1 件  3 件 1 件 0 件 14 件 

 

 

 

 

 

 

    ６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい        



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進まちづくり推進課課課課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上 －－－－    

課課課課 題題題題    蛍光灯が多いため、電気料の削減 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

業務に支障のないよう、机上に位置する蛍光灯を活かしながら、通路上の蛍

光灯を消灯した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

交流ひろば空調の使用節減（室内機 29 台の温度設定を、１階事務室内の集

中コントローラにより管理） 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

１台ごとの時季に応じた標準温度、１日ごとの停止時間を記載した表を作

成、集中コントローラの傍に掲示し、節減を徹底をした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

３３３３    八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課    経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    東日本大震災による節電対策 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

事務室、ロビー、会議室等の電気、エアコンをこまめに調節し、節電に努め

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     職員の節電意識が向上した。経費削減になった。 

 

 節電への取組みを頑張りたい 



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    看護学校看護学校看護学校看護学校    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

学生便覧、学校案内、出願書類送付用封筒等の印刷製本費の支出が大きい。

在庫が不足しないように多めに発注することとなり、無駄がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

外注せずプリンタを使用し、学校内で作成することとした。在庫が不足した

場合、すぐに増刷できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

教育・事務部門で軽微な変更があった場合でも、印刷物の内容をすぐ変更し

作成できる。 

 

２２２２    八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ××××        精度向上    △△△△    

課課課課 題題題題    

東日本大震災で「交流の翼」の旅費がかさみ、記録集作成の印刷費予算が少

なくなった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    文章をこちらの印刷機で印刷し、写真と製本を印刷業者にお願いした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    手間はかかるが経費節減にはつながっている。 

 

３３３３    八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ××××        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

(社)酒田観光物産協会八幡支部発行の前ノ川釣り大会１０周年記念誌の印

刷製本費を軽減する必要があった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    原稿を建設産業課で作成し、印刷と製本を印刷業者に依頼することとした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    事務作業が増大したが、支部予算の削減につながった。 

 

 印刷費を削減したい 



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    看護学校看護学校看護学校看護学校    経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    教材用の講義資料等のコピー代の支出が大きい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    輪転機を導入した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

外部講師などの資料は、講義に間に合うよう迅速に作成する必要があり、輪

転機の導入は、効果的である。 

 

２２２２    観光物産課観光物産課観光物産課観光物産課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    コピー機、プリンタの印刷用紙の消耗が激しい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    裏紙を手差しトレイに常備し、裏紙利用を促した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    経費節減に役立っているが、まだ取組の余地がある。 

 

３３３３    環境衛生環境衛生環境衛生環境衛生課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    コピー用紙の節減 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    片面コピーするときに、古紙の裏面を使うようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    職員の紙に対する節減意識の向上が図られる。 

 

４４４４    商工港湾課商工港湾課商工港湾課商工港湾課    
経費削減    －－－－        時間短縮 －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

コピー用紙を多量に使用するために、用紙代やトナー代等に多くの経費が必

要になる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

課内の事務連絡にはメールを活用し、個人的な資料等の内部文書には、なる

べく裏が白紙の使用済用紙を活用する等している。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

確実に経費削減に繋ると思われるが、裏紙使用等、今年度から実施したもの

もあるので、現時点では評価しかねる。 

 

 コピー代を削減したい 



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

自治会運営費補助金と自治会管轄灯整備補助金の書類は同時期に送付して

いるが、書類枚数が多く、また、自治会によっては担当部門が異なることもあ

ることから、別々に郵送していた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    郵送料削減のため、まとめて送付するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    クリップ留めや表記の工夫などを行っているが、書類を混同する例はある。 

 

２２２２    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    
経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    生涯学習情報紙「カモンくんニュース」の毎月発行での送達コストが過大 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

郵送からメール便に切り替えることでコスト低減が図られた。また、各地区

コミュニティ振興会へ直接配布を行いコスト低減が図られた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

各地区コミュニティ振興会へ毎月定期的に配布に伺うことで、事業の相談業

務の機会確保が図られた。 

 

３３３３    総務課総務課総務課総務課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    国際交流サロンだよりを郵送するのに、郵券料がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    希望者に対し、サロンだよりをメールで配信するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

登録者数のうち約１割（４０名程度）の方にメール配信することにより、郵

券料を削減するとともに、封筒詰めの手間を軽減することができた。 

今後もメール希望者を継続的に募集する予定である。 

 

４４４４    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    郵券量の経費削減を図る 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

委員あてに各担当で郵送している会議通知を発送月日を合わせて、できるだ

けいっしょに発送するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    会議日程のチェック効果もあった。 

 郵送代を削減したい



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    事務用品費用の削減 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    なるべく廉価な商品（PB 品）を購入している。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

２２２２    水道局水道局水道局水道局    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    「もったいない」文具の回収・再利用の促進 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

各自の机に眠っている文具や使い終わったファイルなどを所定の場所に集

め、必要な人はそこから再利用する。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

机の中に眠っている文房具は「使っていない」だけで、決して「使えない

物」ではありません。文房具を回収・再利用することは経費削減だけでな

く、職員の意識改革にもつながります！ 

 事務用品の費用を削減したい 

POINT！ 



６６６６    事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい事務費を削減したい    
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１１１１    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    利用に比して清亀園夜間管理人派遣コストが過大 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    常駐の管理人派遣を、利用申込時にのみ限定した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    数値化はしていないが光熱費の圧縮効果もある。 

 

２２２２    学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    学校訪問指導等が日常的に行われるため、普通旅費の支出が多い 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    複数での訪問で、特に事情が無い場合は乗合での訪問に心がけている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

 

 

 

 

 

１１１１    選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    選挙経費節減（平成 23年 4 月 10 日県議会議員選挙） 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

投、開票所係員の減員。日々雇用職員の減員、期間短縮。 

投票事務の４時間振替休日対応。開票所設営、撤去を平日職員で対応等。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    経費実績 今回 26,451 千円 前回 40,021 千円（13,570 千円節減） 

 

 

 その他の経費削減について 

 人件費を削減したい 



７７７７    災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい    
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７ 災害時の対応を円滑に行うための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、災害時の対応に関する改善事例は 2 課 2 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 1 件 0 件 0 件 1 件 

時間短縮 0 件 2 件 0 件 0 件 0 件 

精度向上 0 件 1 件 1 件 0 件 0 件 

 

 

 

 

 

 

    ７７７７    災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい        



７７７７    災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい災害時の対応を円滑に行いたい    
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１１１１    八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    △△△△    

課課課課 題題題題    災害時の現場巡視を迅速かつ的確に実施したい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

建設部と農林水産部が所管する施設を巡回する際、地域別の班編成と、係官

の情報を共有することで効率的に巡視・報告するようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     災害の状況確認を迅速かつ効率的にすることができた。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課松山建設産業課    
経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

災害対応で手分けした現地確認について写真情報の有無の確認に労力を要

する 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

共有フォルダに写真データを保存し、情報を共有することで、未確認被災箇

所の漏れ、二重確認を防止した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 災害時の現場確認を円滑に行いたい 

 現場確認後の処理を円滑に行いたい 



８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい    
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８ 事業を盛り上げるための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、事業を盛り上げるための改善事例は 10 課 11 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 1 件 0 件 0 件 10 件 

時間短縮 1 件 3 件 1 件 0 件  6 件 

精度向上 2 件 5 件 0 件 0 件  4 件 

 

 

 

 

 

 

    ８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい        



８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい    
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１１１１    八幡八幡八幡八幡地域振興地域振興地域振興地域振興課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    各種事業への参加者数が減っている 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

やわた俳句大会において、旧鳥海中学区の鳥海小・南遊佐小の参加をお願い

した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 新しく参加した学校は、全校生徒の参加はなかったものの思った以上で、参

加者数を増やすことができた。 

 

２２２２    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    船内での観光ＰＲ 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

平成 23 年 5 月 1 日から、船内で飛島の観光ＤＶＤ・酒田の観光ＤＶＤを放

映した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

 事業の参加者を増やしたい 



８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい    
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１１１１    平田地域振興平田地域振興平田地域振興平田地域振興課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

生涯スポーツ事業のうち、スーパーグラウンド・ゴルフ大会、雪ん子目ん玉

まつり（スキー大会）のみを直営事業としているが、関連団体の協力も受けな

がらの実施であり、事務効率が悪く、協力団体の自主性も発揮しづらい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

平田体育協会へ事業委託し、傘下団体であるグラウンド・ゴルフ協会、スキ

ークラブがそれぞれ主管・運営することとした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

これまで協力者であった団体が全面的に運営することで、主体性を発揮する

ことができ、地域振興課の事務軽減も図られた。 

 

２２２２    八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課八幡建設産業課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    玉簾の滝ライトアップの開始時刻遅延で苦情が寄せられた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

実施主体である升田自治会と支所建設産業課、観光物産協会の連絡体制を再連絡体制を再連絡体制を再連絡体制を再

確認確認確認確認し、非常時に迅速に対応できるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    非常時に迅速に対応できるような連絡体制ができた。 

 

３３３３    政策推進課政策推進課政策推進課政策推進課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    重要プロジェクト事業の推進 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

事業の進捗状況、課題把握のため重要プロジェクト事業ごとの勉強会を開催

し、共通理解を図り新たな問題や考えに対しての勉強会を積み重ね事業を進め

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

 

 

 

 

 

 事業を円滑に行いたい 



８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい    
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４４４４    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    航路時間の短縮 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

新定期船就航に合わせ、就航時間を 90 分から 80分に短縮した。平成 23年 4

月 1 日からは、更に 5分短縮し 75分とした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

５５５５    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    遊心館での職員管理・企画業務 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    館長職を新設、職員の現場指導・管理・広報・企画業務にあたらせた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    職員間の各種調整・広報がスムーズになった。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    工事発注において、請負業者と発注課との連絡体制が脆弱であった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

災害時など緊急連絡が必要となった際に、担当者以外でも請負業者へ迅速に

連絡できるよう「緊急連絡先表」を職場に掲示した（従来は年末など長期休暇

期間のみ実施）。また、業者へは工事担当者の他、２名の携帯番号を伝え、休

日でも市職員へ確実に連絡が入るようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

通常は、工事担当者と現場代理人の２者間で連絡を取っているが、緊急時に

担当者が不在だったり、休日に工事担当者の携帯電話に繋がらないことも想定

し、連絡体制の強化を図った。 

 

 

 

 

 

 工事を円滑に行いたい 



８８８８    事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい事業を盛り上げたい    
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１１１１    子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課    
経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

事業実績報告書の記載が担当者ごとまちまちであり、わかりにくく、事業の

評価が難しい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

良い点、うまくいかなかった点、改善点が関連して書けるように様式を整理

した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

 

 

 

 

１１１１    農政課農政課農政課農政課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    米の用途別に存在する協議会の統合 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    平成 24 年度より米消費拡大推進協議会と米粉利用推進協議会を統合する。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

統合的な米消費拡大施策により、米全般の生産量の拡大を目指すことができ

るものと期待する。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    総務課総務課総務課総務課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    指定管理の事業報告、事業計画が規程通り提出されない施設がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    指定管理導入各課へ、指定管理者へ求めるよう、提出時期に合わせ通知した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 評価を統一したい 

 協議会等を統合したい 

 指定管理者からの報告をきちんともらいたい 



９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい    
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９ 職員体制改善に関する改善事例について 

事務改善事例 144 件中、職員体制改善に関する改善事例は 8 課 10 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 2 件 1 件 0 件 7 件 

時間短縮 3 件 2 件 1 件 0 件 4 件 

精度向上 0 件 3 件 0 件 0 件 7 件 

 

 

 

 

 

 

    ９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい        



９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい    
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１１１１    福祉福祉福祉福祉課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

高齢者等の各種アンケート調査について、休日に職員を動員して行う必要が

あるため、時間外勤務がどうしても必要である 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

東北公益文科大学と連携した（公益大教員との連携により、地域福祉論の授

業の一環として、教員および学生が調査に参加）。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 人件費の削減・作業（調査）期間の短縮・地域の人材育成・公益大との連携

による更なる事業展開。 

 

２２２２    八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課    経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    行事・イベント等は土日の開催が多く、時間外勤務や休日勤務になる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    クラシックコンサートの開催日時を平日（金曜日）の午後７時からとした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 準備を勤務時間内にできるため、時間外勤務を減らすことができる。来年以

降の開催日は、入場者数も考慮に入れ再検討の必要がある。 

 

３３３３    水道水道水道水道局局局局    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    ノー残業デーの追加設定 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    水曜日のほかに、金曜日についてもノー残業デーと位置付けた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    週末に家族で団欒・街で飲食等を勧めることで、市の活性化に寄与する。 

 

 休日・時間外勤務を削減したい 



９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい    
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１１１１    観光物産課観光物産課観光物産課観光物産課    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

伝票起票は庶務（経理）担当者が行うこととしていたが、起票時期の集中な

どで担当者の負担が大きい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    各事業担当者が各自伝票起票を行うこととした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

事務の分担により効率が上がったほか、担当者が予算執行状況を常に把握で

きるよう改善された。 

 

２２２２    八幡建設産業八幡建設産業八幡建設産業八幡建設産業課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    ＦＭ放送の出演者が特定の者に偏るきらいがあり、研修の意義が薄れている 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

ＦＭ放送で紹介する内容に応じて地域振興課、市民福祉課の担当者が出演す

るように働きかけた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    内容に応じて各課の担当者が出演するようになった。 

 

３３３３    福祉福祉福祉福祉課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    担当業務により繁忙期に差異がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

事務分担にかかわらず、係会議を定期的に開催し情報共有するなど協力して

業務を行っている。また、年度途中でも柔軟に事務分担の変更を行っている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 業務の偏りを改善したい 



９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい    
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１１１１    土木土木土木土木課課課課    経費削減    △△△△        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

全ての事項において、人数の多い係全体で会議を行うことは、対象内容への

関与度が大きく異なることから、時間的に非効率である 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

事業に関連する者が会議に参加する。ミニ会議の実施。不参加者に対しては、

回覧やメール等により情報提供のみを行うこととした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

係員が時間を有効に使うことができる。ただし、全体のコミュニケーション

不足に陥る可能性もあることから、使い分けは必要。 

 

２２２２    水道水道水道水道局局局局    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    係間ミーティングの試行 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

情報伝達訓練を兼ね、何気ない気付きの場として、各係から 1 名づつ出席し

16 時 45 分からミーティング（情報交換）を行うこととした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     

 

 

 

 

 

 

１１１１    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

業務に取り組む姿勢、報告/連絡/相談、公務員としての自覚、健康管理、交

通安全など、職員の意識改革が必要であった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

毎日、朝礼を実施し、この中で訓示することで、職員の意識改革を図った。

また係長は当日の係業務の内容を説明する事とした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

職員は、他の人が今何をしているか把握でき、課内の連携が向上した。特に、

係長は、当日の係業務を事前に把握する必要が生じ、状況把握の徹底に寄与し

ている。 

 

 打合せの方法を見直したい 

 職員の意識を改革したい 



９９９９    職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい職員体制を改善したい    
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１１１１    子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

非常勤特別職の場合、1 台のパソコンを共有していたため、使用したい時間

に使用できなった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

パソコンを増やしたことで待ち時間がなくなり、時間を有効に活用できるよ

うになった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

非常勤特別職に一人1台のパソコンがありファイルの共有ができるようにな

ればさらに効率の向上が見込める。 

 

 

 仕事をする環境を整えたい 



10101010    現金現金現金現金のリスク管理をしたいのリスク管理をしたいのリスク管理をしたいのリスク管理をしたい    
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10 現金のリスク管理に関する改善事例について 

事務改善事例 144 件中、現金のリスク管理に関する改善事例は 3 課 3 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 0 件 0 件 0 件 3 件 

時間短縮 0 件 1 件 1 件 0 件 1 件 

精度向上 1 件 2 件 0 件 0 件 0 件 

 

 

 

 

 

 

    10101010    現金のリスク管理をしたい現金のリスク管理をしたい現金のリスク管理をしたい現金のリスク管理をしたい        



10101010    現金現金現金現金のリスク管理をしたいのリスク管理をしたいのリスク管理をしたいのリスク管理をしたい    
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１１１１    定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所定期航路事業所    経費削減    －－－－        時間短縮    ○○○○        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

調定額と収納額を照合するための毎日の現金の動きが分からない。発券種類

ごとの収納状況を把握する必要がある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

新たに現金出納簿を作成し、課題を解決することができた。複数の目でデー

タ管理することにより、調定額の誤りや現金の発券種類ごとの収納状況をリア

ルタイムで把握できるようになった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

２２２２    八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課八幡地域振興課    
経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    公演入場料の現金管理の確認を行いたい 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    チケット売上簿を作成し、売上枚数と売上代金の決裁をとるようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     担当者２名で行っていた確認を、課長の決裁を取ることで精度が向上した。 

 

３３３３    福祉福祉福祉福祉課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    職員が現金を取り扱うことのリスク 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

以前より複数の職員での対応を指導してきたが、さらに指導を強化してい

る。なお、返還金納付について、納付書による納付を勧めている。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     返還金に対するＣＷの意識が高まっている。 

 

 

 現金取扱のリスク管理をしたい 



11 11 11 11 リスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたい    

 

 

62 

 

 

 

11 リスク管理に関する改善事例について 

事務改善事例 144 件中、リスク管理に関する改善事例は 5 課 6 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 1 件 1 件 0 件 0 件 4 件 

時間短縮 0 件 0 件 1 件 0 件 5 件 

精度向上 0 件 2 件 0 件 0 件 4 件 

 

 

 

 

 

 

    11111111    リスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたい        



11 11 11 11 リスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたい    
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１１１１    税務税務税務税務課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

係員の半数が初任者という状況で、どのように業務を円滑を進め、課税誤り

等防ぐか 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

各業務の工程を細分化（大まかすぎず、細かすぎず）したものを、チェック

シートにし、全係員がそのシートをもとに業務を行った。そのため、初任者と

のやりとりがしやすく、経験者は具体的な指示ができた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 1 年間の工程が見えるようになったことで、初任者は仕事がやりやすくなっ

た。全員が同じ工程をしていることで、円滑に業務を進めることができた。ま

た、初任者と経験者の差を縮めることができたので、誤り防止のためのダブル

チェックも効果を上げた。 

 

２２２２    都市計画都市計画都市計画都市計画課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    請求書の会計処理が遅れる恐れがあった 

工夫・工夫・工夫・工夫・取組取組取組取組    

担当者が一人で行っていた業務を請書の処理や現場検査を行う実務者と請

求書の会計処理を行う事務担当者に業務を分離し、チェック体制を強化した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等      

 

３３３３    松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    手帳交付時の事故防止 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

身体障がい者手帳の交付時のみに受領書をいただいていたが、療育手帳、精

神保健福祉手帳交付時にも受領書をいただくことにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     支所での手帳交付時に、誰に交付したかが証拠として残り、事故防止になる。 

 

 

 

 

 

 

 業務上の事故、誤りを防ぎたい 



11 11 11 11 リスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたいリスク管理をしたい    
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４４４４    税務課税務課税務課税務課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    登記異動、住宅用地の課税標準特例等に係る課税誤りをなくす 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

過去の課税誤りについて検証し、事務処理で誤りやすい事例、法令に基づく

正しい適用例等を取りまとめ、ダブルチェック時のチェック項目、やり方を解

説したものを新たに作成し、ダブルチェックの精度を上げることを目指した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 ダブルチェエク時のチェック項目、ポイントが初心者でも理解できるので課

税誤りをなくすことに貢献できる。 

 

 

 

 

 

 

１１１１    まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課まちづくり推進課    
経費削減    ◎◎◎◎        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    

消防設備保守点検委託業者より「火気厳禁」の表示が消えかかっているとの

指摘があった 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    市販品は高価だったため、PC で印刷後ラミネート加工を施し自作した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     「館内禁煙」表示も同様に自作して各コミセンに掲示した。 

 

２２２２    子育て支援課子育て支援課子育て支援課子育て支援課    経費削減    ○○○○        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    自動手指消毒器を子どもが面白がり、必要以上に薬液を消耗した 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

消毒器の設置場所を受付の近くに置くことで、いたずらされないようにし

た。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     いたずらがほとんどなくなった。 

 

 

 施設等の管理を適切に行いたい 
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12 収納業務のための改善事例について 

事務改善事例 144 件中、収納業務のための改善事例は 6 課 8 件ありました。 

   

 ◎ ○ △ × － 

経費削減 0 件 2 件 0 件 0 件 6 件 

時間短縮 1 件 2 件 0 件 0 件 5 件 

精度向上 1 件 2 件 0 件 0 件 5 件 
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１１１１    介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課    経費削減    －－－－        時間短縮    △△△△        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    新規資格取得した被保険者の保険料の初回分の納め忘れが多い 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

保険料決定通知書送付時に同封していた口座振替のお知らせと口座振替依

頼書の送付時期を、被保険者証の送付時に前倒しした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     保険料の賦課前に口座振替申し込みする被保険者が増えてきた。 

 

２２２２    建築建築建築建築課課課課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

日中仕事をしているため、住宅使用料を平日の時間帯では納入できない方が

いた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

夜間や休日でも取扱っている金融機関窓口の案内書を、督促状及び催告書等

に同封して送付している。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 納入環境の改善と納入の利便性が図られるため、日中は納められないという

方に対して一定の効果があった。 

 

３３３３    下水道課下水道課下水道課下水道課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    負担金・分担金の未収金ある 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

滞納整理業務の充実（実施）を図った。 

日中の徴収訪問に加えて、夜間督励を月例化（月１回）した。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 一部でも納付することにより時効の延伸が図られる。 

夜間に訪問することにより面会できる機会が増え、納付義務の意識付けにつ

ながる。 

 収納率を上げたい 
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１１１１    水道水道水道水道局局局局    経費削減    －－－－        時間短縮    ◎◎◎◎        精度向上    ◎◎◎◎    

課課課課 題題題題    

窓口収納現金と原符の突合時に原符を１件づつエクセルシートに入力する

ため、時間と労力がかかる 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

一括処理用の OCR 読取り機を利用し読取りと消し込みを同時に行い、日計表

を出力して、レジ日計と突合を行うことで時間短縮と省力化が図られた。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等    

 現年度、過年度、督促・閉開栓手数料毎に集計ができ、レジに部門登録も行

ったことから確認しやすくなった。 

 

２２２２    介護保険介護保険介護保険介護保険課課課課    経費削減    ○○○○        時間短縮    ○○○○        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    保険料の口座振替データを毎月市中金融機関に届けなければならない 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

ＦＢ（ファームバンキング）の実施により、納税課からパソコン通信を利用

して口座振替データを送信する事ができるようになった。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     交通事故や移動中のデータの紛失の危険性が低下した。 

 

３３３３    健康課健康課健康課健康課    
経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    ○○○○    

課課課課 題題題題    

診療所会計全般において、調定行為については、診療報酬入金時に調定行為

を行っていたので、請求時から調定行為まで約２カ月の時間差が生じていた 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

診療報酬請求時に調定行為を行い、発生主義的要素を取り入れた。未収金管

理も併せて行うようにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     査定返戻過誤等の状況把握が容易になった。 

 

４４４４    松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課松山市民福祉課    経費削減    －－－－        時間短縮    －－－－        精度向上    －－－－    

課課課課 題題題題    主務者が不在時の診療所収入の調定、現金払込書の処理 

工夫・取組工夫・取組工夫・取組工夫・取組    

業務ファイルをＮドライブに保存することで、担当者が不在の時は、補助者

がその業務にあたることにした。 

効 果効 果効 果効 果 等等等等     診療所の収入をその日のうちに収入処理ができる。 

 

 収納に関する事務処理を正確・迅速に行いたい 
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課名 活用事例 使用ツール 

職員課 

日々雇用賃金日数報告のパンチデータを日々雇用賃金ソフ

トに取込みするため CSV ファイルを作成 

エクセルマクロ 

職員課 

日々雇用賃金ソフトから出力されたデータを統合し、チェックリ

ストと支給明細書を作成 

エクセルマクロ 

職員課 給与支払報告書・源泉徴収票作成ツール エクセルマクロ 

職員課 日々雇用職員年末調整等書類作成エクセル差し込みツール エクセルマクロ 

職員課 

給与支給データの集約 

（他所属からの給与支給データを1つのFDに集約し、会計課

へ提出している） 

エクセルマクロ 

職員課 人事給与システム アクセスマクロ 

職員課 

人事給与システムで作成した FD 情報を取り込み、エクセルに

引き渡す給与データを作成している 

アクセスマクロ 

職員課 

エクセル上に給与データと財務残高データを取り込み、残高

チェックを行い、財務会計システムに取込用のデータを出力

している 

エクセルマクロ 

契約検査課 

契約管理システムにおいて、データの入出力作業に活用して

いる 

アクセス 

契約検査課 

備品管理システムにおいて、データの入出力作業に活用して

いる 

アクセス 

管財課 

納付書作成ツール 

財務会計システムでは複数の分割納付書を同時作成できな

いため、処理件数の多い当課では必須のものである 

エクセルマクロ 

管財課 

（土地開発公社会計システム） 

土地開発公社の会計業務を行うシステムとして活用 

アクセスマクロ 

管財課 

財務会計より出力された伝票検索データを必要な部分を除き

削除し、執行状況のチェックに活用するもの 

エクセルマクロ 

税務課 

郵便振替票の印刷や外国税額控除の計算及び集計表の作

成 

アクセス 
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課名 活用事例 使用ツール 

税務課 

特別徴収から口座振替に徴収方法を変更する対象者を eAD

に取込む 

アクセスマクロ 

税務課 月例の異動データをもとにした各種リストの出力 アクセス 

税務課 

未申告者、軽減保留世帯としている国保被保険者について、

月例の異動があった場合に対象者を出力する 

アクセス 

税務課 

非自発的失業者について、月例の異動があった場合に対象

者を抽出する 

アクセス 

税務課 未申告者とする国保被保険者を eAD に取込む アクセスマクロ 

税務課 

給報くん（給与支払報告書、源泉徴収票を作成・印刷し、

eLTAX の PCdesk にインポート可能なＣＳＶデータを出力する

ソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 

特別徴収事業所検索ツール（特徴事業所が提出した給報の

特普の別、給報提出の有無、事業所番号の検索などに利用） 

アクセスマクロ 

税務課 

配当割・株式譲渡割控除不足額請求ツール（控除不足額を

県に請求するための自動計算ソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 

諸用紙綴作成ソフト（特別徴収の納入書等を随時、必要に応

じて印刷するソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 

一括不能明細ツール（特別徴収の一括徴収を行わなかった

事業所等の決裁用の一覧表作成ソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 

給報データ修正ツール（フロッピーディスクで提出された給与

支払報告書のデータ確認とそのデータを修正するためのソフ

ト） 

アクセスマクロ 

税務課 

年金特徴収納額計算ツール（年金特徴の収納額を把握する

ためのソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 

年金特徴データチェックツール（年金特徴データのＤＡＴ形式

ファイルをアクセスのＭＤＢ形式に変換するためのソフト） 

アクセスマクロ 

税務課 給報作成ツール（315dat 形式での出力可能） エクセルマクロ 

税務課 月例 過年度集計 エクセルマクロ 
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課名 活用事例 使用ツール 

税務課 未申告者ＤＢ アクセスマクロ 

税務課 個人番号特定ツール アクセスマクロ 

税務課 減価償却・水利費計算ツール アクセスマクロ 

税務課 飛島ツール アクセスマクロ 

税務課 賦課額報告用調定表_減免対応 アクセスマクロ 

税務課 ＥＵＣ補助ファイル（税制改正項目のＥＵＣ切出し） アクセスマクロ 

税務課 

給報取込ツール（給報パンチデータを申告支援システムに取

り込む形式に変換） 

アクセスマクロ 

税務課 

給報ラベル印刷ツール（個人特定した給報を世帯番号順に

綴り込みするため、世帯番号のシールを出力する） 

エクセルマクロ 

税務課 

納税義務者の死亡による「納税義務者申告書」の発送、届出

のデータ管理 

アクセス 

納税課 

未納延滞金の請求通知出力をExcel及び Wordを利用し出力

している（延滞金自動計算機能を搭載） 

その他 

納税課 

滞納管理システムへの国保相談員入力用インターフェイスを

作成し、専用項目の入力を効率的に行えるようにした 

アクセスマクロ 

納税課 

口座振替による実績件数集計表を、オフィスソフトが搭載され

ていないファームバンキング端末で利用できるように、

Windows 標準機能を利用してソフトを作成した 

その他 

納税課 

国民健康保険税の月毎集計に必要な、還付済額の按分表を

作成するために必要事項を基幹系システムから切り出して集

計するソフトを作成した。 

アクセスマクロ 

納税課 

国民健康保険税の調整交付金や、市税の決算に必要な、未

還付データを基幹系システムから切り出して集計及び按分す

るために必要なソフトを作成した 

アクセスマクロ 
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課名 活用事例 使用ツール 

納税課 

返戻されてきた督促状が、その後住所移転等されていないか

どうか等を基幹系システムの最新データを確認し一覧を作成

できるソフトを作成した 

アクセスマクロ 

納税課 

口座振替不能者の内、残高不足以外の特殊事情による対象

者に対して、事由毎に通知書を出力するソフトを作成した 

複数年度にまたがる振替状況の確認も行うえる機能も設けた 

アクセスマクロ 

納税課 

国保税の口座振替不能者で納付書送付予定者の内、直後に

税額変更(減額)が予定されている者の確認用の資料を作成

するためのソフトを作成した(国保税は頻繁に税額が変更され

るため) 

アクセスマクロ 

納税課 

還付対象者の内、口座振替納付利用者用の振込還付で、財

務会計伝票作成用の連携データを作成するソフトを作成した 

アクセスマクロ 

まちづくり 

推進課 

自治会長等名簿及び口座情報を入力し、防犯推進事業の補

助金交付に利用している 

アクセス 

まちづくり 

推進課 

住記・外国人登録・学齢簿・生保世帯の各データを取込み、

交通災害共済加入申込書等の発行作業に利用している 

アクセス 

まちづくり 

推進課 

１年ごとに更新となる非常勤特別職「交通指導員」の身分証明

書作成を行っている 

アクセス 

市民課 各課からの業務依頼により住民基本台帳データの抽出を行う アクセス 

市民課 

人口統計、人口移動調査などの統計調査などの業務で、住

基データの抽出や集計を行う 

アクセスマクロ 

環境衛生課 

酒田市霊園管理システムとの名称で、霊園墓地管理料の収

納を管理している 

アクセス 

環境衛生課 

封筒印刷システムとの名称で、一度に複数の宛先の封筒（長

３又は角２）を印刷する際に使用している 

エクセルマクロ 

環境衛生課 

粗大ごみ収集受付表兼手数料内訳書との名称で、日付の入

力などの支援に用いている 

エクセルマクロ 

環境衛生課 

飼養犬登録原簿管理システムとの名称で、飼い犬の登録状

況や狂犬病予防注射の履歴等を管理するための台帳として

飼養している 

アクセスマクロ 
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課名 活用事例 使用ツール 

介護保険課 

領収書、納付書、保険料額確認書、保険証等送付の際に、

添書、あて名書き等をそれぞれ行っていた 

⇒各種業務共通の送り状様式を Access で作成し、介護保険

システムからデータを読み込んで検索・作成できるようにした 

アクセス 

介護保険課 

保険料の還付届出書について、勧奨通知と届出書を介護保

険システムのデータを取り込んで印刷できるようにした 

アクセス 

介護保険課 

要介護認定関係の各種作業を Access で介護保険システムか

らデータを取り込んで行うようにした 

アクセス 

介護保険課 

毎月発生する「介護保険給付費の支払」や「介護相談員の訪

問実績に伴う報酬の支払」等で 15 枚程度の支払調書を作成

しなければならず、時間と労力がかかったが、入力シートに入

力して支払調書や会計上の添付書類等を一括印刷されるよう

にした 

エクセルマクロ 

介護保険課 

はつらつ介護予防事業負担金の口座振替データ作成を業者

に委託せず、エクセルマクロ・VBA を活用して自前で作成した 

エクセルマクロ 

介護保険課 

特別養護老人ホーム待機者台帳を作成し、毎月施設から報

告を受けて待機状況を分析している 

アクセス 

介護保険課 

介護保険料の窓口納付、納付相談員による訪問徴収の収納

日計表をエクセルマクロで作成。徴収件数が少ない日は手書

きで十分だが、徴収件数が多い日に活用 

エクセルマクロ 

福祉課 

酒田市ほっとふくし券事業 

エクセル入力したデータを申請事業者と扶助決定額ごとに仕

分けし、交付決定・不交付決定、受領書印刷までを自動化 

エクセルマクロ 

福祉課 

緊急通報システム利用者負担金の口座振替データ作成作業

において、各金融機関への FD 作成を自動化した 

エクセルマクロ 

福祉課 

軽度生活援助事業利用者負担金の口座振替データ作成作

業において、各金融機関への FD 作成を自動化した 

エクセルマクロ 

子育て支援課 

負担金・返納金の納付書作成に情報管理課作成の「納付書

作成ツール」を使用している 

エクセルマクロ 

子育て支援課 

子ども手当と住基のシステムを突き合わせ、受給者と子どもの

同居、別居に間違いや異動がないか確認する 

アクセス 

子育て支援課 

保育園毎に予算を配分しており、各園の予算残額の把握、及

び請求書の内容等の連絡に活用している 

エクセルマクロ 
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課名 活用事例 使用ツール 

国保年金課 

高額療養費の計算対象となるデータがテキストファイルで提

供されるため、エクセルファイルに変換を行う 

エクセルマクロ 

国保年金課 

項番１で作成したエクセルファイルをアクセスに取り込み、突

合及びエラーチェックを行う 

アクセス 

国保年金課 

e-ＡＤのＥＵＣで切り出したデータをアクセスに取り込み、国保

資格の突合及びエラーチェックを行う 

アクセスマクロ 

国保年金課 療養費支給事務 アクセスマクロ 

建築課 

住宅改善支援事業 

申請者の入力、通知書、合格書の発行など返済業務、データ

の分類等 過去の申請内容の確認 

アクセス 

建築課 

公営住宅入居者に係る管理システム 

入退去、世帯員異動、収納、滞納、納付書発行、家賃計算な

ど 

アクセス 

都市計画課 公園台帳管理システム アクセス 

都市計画課 屋外広告物台帳管理システム アクセス 

都市計画課 公園パトロール報告書 エクセルマクロ 

農政課  日々雇用職員勤務日数報告 エクセルマクロ 

農政課  

非常勤特別職及び日々雇用職員の年末調整及び源泉徴収

の支援。源泉徴収票及び法定調書の作成 

エクセルマクロ 

農政課  

国の支援システムに入力する水田農業に係る作物作付情

報等の確認・検証等に活用している 

アクセス 

観光物産課 観光案内標識の管理 アクセス 

定期航路 

事業所 

国庫補助金監査及び定期監査において貨物取扱の統計資

料作成で必要なデータを抽出している 

アクセス 
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課名 活用事例 使用ツール 

議会事務局 

市議会議員共済会会員管理システムにおいて、必要なデー

タを管理している 

エクセルマクロ 

議会事務局 

議員報酬支給業務において、口座振替用ＦＤへデータを取り

込む際のファイルを管理している 

エクセルマクロ 

選管事務局 

ポスター掲示場管理のために、入力フォーム、レポートを作成

した 

アクセス 

社会教育課 

管理調票とレイアウトを同じにした入力画面のツールを作成、

日計データを入力 

アクセス 

社会教育課 

名刺大のマルチシートに、事業参加者名やを管理コードを打

ち出し、数十から数百件単位の、ネーム台紙や席札の作成

を、簡易に行なう 

アクセス 

社会教育課 

千数百件のテキストをコードや項目で並べかえし、リスト形式

の帳票化。一覧資料にした 

アクセス 

図書館 

図書貸出等統計機能 

 必要なデータ等を集計するための機能を追加し、詳細な利

用状況を把握している 

アクセス 

図書館 

レファレンスシステム（相談業務データベース） 

 過去の相談記録（ペーパー記録）をデータベース化すること

で、窓口業務等の事務処理の効率化を図っているもの 

アクセス 

中央高校 人事給与システム アクセスマクロ 

中央高校 備品台帳システム アクセスマクロ 

中央高校 授業料管理システム アクセスマクロ 

八幡 

建設産業課 

生産調整業務において、水田台帳システムのデータ加工に

活用している 

アクセス 

八幡 

建設産業課 

中山間地域等直接支払制度業務において、農地データ管理

に活用している 

アクセス 

松山 

地域振興課 

消防団員の報酬・費用弁償等の管理・帳票の作成 アクセス 
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課名 活用事例 使用ツール 

各支所 

建設産業課 

除雪データベース アクセス 

各支所 

建設産業課 

水道料金システム アクセス 

各支所 

建設産業課 

公営住宅システム アクセス 

松山 

建設産業課 

≪様式≫写真台紙 

工事・現場確認等の写真データを簡単に工事写真台帳形式

で印刷できる 

エクセルマクロ 

松山 

建設産業課 

交付金申請書印字、営農計画書印字等のために水田管理シ

ステムを試験作成 

アクセス 

水道局 

人事給与システムによる人事管理及び給与計算、年末調整

等業務 

アクセスマクロ 

水道局 給与台帳への基礎データ（所属・氏名・職員 CD 等）差込印刷 エクセルマクロ 

水道局 

年末調整用紙への基礎データ（所属・氏名・住所・生年月日

等）差込印刷 

エクセルマクロ 

水道局 日々雇用職員等の源泉徴収票作成 エクセルマクロ 

水道局 出勤簿・休暇用紙への基礎データ（所属・氏名等）差込印刷 エクセルマクロ 

水道局 年休取得における残日数計算 エクセルマクロ 

水道局 

日々雇用職員等の勤務日数報告書作成におけるデータ削除

やシート複写の自動処理 

エクセルマクロ 

水道局 

県市民税の異動報告書作成における該当者データの差込印

刷処理 

エクセルマクロ 

水道局 

水道アンケートを送付する対象者を市内の世帯から無作為抽

出 

エクセルマクロ 
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課名 活用事例 使用ツール 

水道局 

振替伝票作成ツール（旅費） 

金額等をエクセルシートに入力しボタンを押すと、自動的に振

替伝票の画面に切り替わる。振替伝票には入力した事項が反

映されているため、印刷してそのまま使える 

エクセルマクロ 

水道局 

振替伝票作成ツール（旅費以外） 

金額等をエクセルシートに入力しボタンを押すと、自動的に振

替伝票の画面に切り替わる。振替伝票には入力した事項が反

映されているため、印刷してそのまま使える 

エクセルマクロ 

水道局 固定資産検索ツール アクセスマクロ 

水道局 振替伝票作成ツール エクセルマクロ 

水道局 

会計システムデータ抽出・検索ツール 

 会計システムから抽出したデータを元に、各種検索・集計を

行う 

アクセスマクロ 

水道局 

予算集計ツール 

 予算集計されたデータを 3 条・4 条別に集計し、消費税納税

計算に必要な計算を行う 

エクセルマクロ 

水道局 

会計システム集計データ再集計ツール 

 会計システムで各地区別の集計ができないため、システム

集計データを取り込み再集計するためのツール 

アクセスマクロ 

水道局 

文書収受簿 

 文書収受を共有ハードディスク内のフォルダにあるエクセル

で一括管理するもの 

エクセルマクロ 

水道局 

支払管理ツール 

 請求から実際に支払するまでの集計及び支払伝票の作成

を行う 

エクセルマクロ 
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