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平成28年度　鈴鹿市改革・改善活動取組発表会
『善進善例！！翔けＳＵＺＵＫＡ』

発表者名（所属名）

チーム概閲
(建築指導課)

劇団SANGYO
(産業政策課)

第二のふるさとみつけ隊
(総合政策課)

内容

会場，受付

開会挨拶，カップ返還

発表者一覧

うぉーたーぼーいず＆がーるず
(上下水道総務課)

                     スライドショー
                    『 先輩職員から後輩職員へ向けたメッセージ 』(25分：最終審査)

審査発表・表彰式

廃棄物対策課業務改善チーム
(廃棄物対策課)

寸劇ネットワーク
(防災危機管理課)

チーム ベルボン
(図書館)

チーム纏
(中央消防署)

チーム改善
(土木用地課)

休憩（10分間）

窓口リフォームで業務改善！
チーム窓口

（地域振興部）

市長総評

閉会

活動の名称

単調作業こそ，全員で！

小改革！！劇的に業務が見える！？

『鈴鹿に来て！　見て！　応援！』プロジェクト

日常業務超スピードアップ

クリエイティブボウサイ！
～寸劇の風にのせて～

ＫＩＷ３ｒｄ
（３年目のキヨミ・イン・ワンダーランド）

継承・伝承（虎の巻）
～ここだけのはなし～

帰ってきた，改善の星
目指せ，未来のベテラン用地マン

「お皿ピカピカ大作戦」
食品ロスをなくそう！元気なからだづくり

私の名札が目に入らぬか！

旬な！かわのほいくしょ
(河曲保育所)



　市役所に紙ベースで保管されている建築計画概要書は，既存建築物の情報として貴重な資料のひとつ
です。建築指導課には毎日，様々な来庁者がこの建築計画概要書の閲覧に訪れ，窓口にて提供していま
す。GIS導入以降の物件については，データ化され，容易に探せますが，古い物件については手作業で台
帳から探し出さなければならず，非常に面倒な業務の一つです。書庫が混雑し，閲覧請求者を長く待たせ
てしまうこともあります。
　過去の台帳を電子化することで，仕事効率が格段に向上することは，誰もが理解しているところですが，
膨大な入力作業に対し，一つのグループが業務中で入力作業をするのは不可能な状況です。
　入力作業専用で，臨時職員を雇用することも考えられますが，人件費の確保問題があります。
　また，単調な入力作業をひとりでし続けることは，非常にストレスの溜まる作業ではないでしょうか。
　長期的な視点に立って，現在の業務状況を見直した際，やった方が良いが，やらなくても済んでいく仕事
が放置されていることに仕事効率の課題を見つけました。
　時間の使い方を工夫し，仕事の効率をあげる方法を見つけることが改善改革に繋がります。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 単調作業こそ，全員で！

現状と課題

チーム概閲チーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

　朝の８時半から９時までの時間は，比較的来庁者の窓口対応や電話対応の少ない時間帯です。
　この朝一の時間帯を活用し，課内全員で，古い物件のデータ入力作業を実施する取組みをしました。
　もちろん，朝礼や窓口・電話対応等は優先します。
　エクセルのデータベースへ確認番号や建築主情報を入力する単純作業ですが，作業時の混乱を減らす
ため，予め入力に関するルール（数字の半角・全角等）を明確にし，周知しました。
　また，入力作業がノルマ的なものとなり，過度な精神的負担とならないよう，あえて入力作業の目標は定
めていません。９時になったら，切のよいところでやめ，担当業務に入ります。
　この30分間という時間の長さが集中できる程良い長さであるとともに，全員が同時に実施することで，試
験の時のような特別な集中力が発揮できるのではないかと考えました。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

内線 3832

成　　果

・電子化が終了した年度については，手作業での物件検索が必要なくなり，効率の良い概要書閲覧の提
供ができるようになりました。
・３０分と明確に設定したことで，集中した作業および担当業務に支障のない作業ができました。
・静かな朝の時間を利用することで，入力ミスの少ない作業ができました。
・簡単なやりやすい作業から，手をつけることで仕事スイッチの切り替えが容易でした。
・担当業務に入る前のウォーミングアップ時間となり，担当業務でも作業時間を意識するようになりました。
・単調な入力作業に没頭することにより，ストレスやネガティブ思考を取り払う時間を作れました。
・毎日，入力成果が目に見えて積み重なることにより，仕事に対する充実感を感じることができました。
・上司も部下も同じ仕事を共有することで，課内のコミュニケーションが増えました。

　　つまらない単調作業でも，全員でやることにより，様々な効果を発揮します。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 建築指導課 氏名 宮本　高秀発表者連絡先



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

　台帳は，年度別・地区
別に整理さているもの
の，手書きの紙ファイル
から「建築年」「建築主
名」「建設場所」を手掛
かりに，問い合わせの
あった物件を探し出しま
す。
　建築計画概要書は，昭
和４６年から保管されて
おり，年間２０００件程
度あります。
　９階の書庫に，年度ご
と箱詰めし保管されてい
ますが，他の部署と書庫
の利用が重なり，閲覧請
求者を長く待たせてしま
うこともあります。

建築計画概要書とは・・・

　建築確認申請時に提出する書類で，建築に係る人およ
び建物の用途や規模などの概要が記されています。
　地図と配置図が添付されており，計画敷地の形状を知
ることができます。
　建設地周辺住民の協力を得て，違反建築物の発生を抑
制することを目的としており，営業目的での閲覧を除
き，誰でも建築指導課の窓口に来れば，見ることができ
ます。



　
　　　　　　　　　　　　　　～業務「見える化」リストの作成～

　改善前は，誰が何の仕事をいつまでにしているか分からず，また，担当業務であってもメールや掲示板
での内容を見落としてしまうといったこともあったため，各自，気づいたメールや掲示板等での内容を【業
務「見える化」リスト】へ記入することにより，自分だけでなく，グループ全員の業務共有ができるようになっ
た。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

【現状】
　共有メールや掲示板には，１日にたくさんの情報が入ってくるため，処理が必要な案件に気づかなかった
り，また，「誰かがやっているだろう」と思い，取り掛かるのに遅れることもある。
【課題】
　・メールおよび掲示板に上がっている情報や作業依頼などを見落としてしまう
　・グループ員それぞれの業務内容

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 小改革！！劇的に業務が見える！？

現状と課題

劇団SANGYOチーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

内線 3611

成　　果

業務「見える化」リストを作成したことにより・・・

・自分だけでなく全員の仕事状況を確認することができるため，見落としがなくなった。
・リストを見るだけで，自分が何を優先して取り掛からなければならないかの確認もできるため，業務をス
ムーズに進めることができるようになった。
・担当する業務が多い場合，グループ内で協力をし，分担することができるようになった。
・締め切りのある案件についてはお互いに声かけができるようになり，また，見落としにより先方に迷惑を
かける事態を防ぐことができている。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 産業政策課 氏名 岡本発表者連絡先



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

業務「見える化」リスト
これ，完璧じゃないですか！！

完璧やな

いか！！



【ミッション】
　「すずか応援寄附金」の拡充を図り，ふるさと納税に対する『興味・理解・機会』につながる取組を推進する。

　　　　　　　　　■平成２７年度　ふるさと納税推進プロジェクトと称して庁内ＷＧを設置
　　　　　　　　　■平成２８年７月　「すずか応援寄附金」拡充開始
【取組概要】
　　①申込サイトの開設
　　　「すずか応援寄附金」の拡充に伴う業務負担の軽減も視野に入れ，ふるさと納税一括代行業務のプロポーザル
      を実施し，㈱さとふると契約締結し申込サイト運用開始
　　②納付環境の拡大
　　　クレジットカード，コンビニ，Ｐａｙ-easy，郵便振替
　　③返礼品の拡充
　　　鈴鹿産のお茶１品　⇒　４２事業者の参画を得て，１７２品まで拡充

【プロモーションの強化】
　　①プロモーションビデオの作成・活用（ＡＮＡスカイビジョン，イオンシネマ板橋，ユーチューブ配信など）
　　②チラシ・啓発物品の作成（8耐・Ｆ１イベント，その他各種イベント）
　　③職員名刺デザインの作成（オール鈴鹿の取組として，職員自ら積極的なＰＲ）
　　④新聞，広告情報誌への掲載ＰＲ（朝日新聞東京都内版，ベルブ，月刊イオンエンターテイメントマガジンなど）

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

■｢ふるさと納税｣制度とは
　①自分の生まれ故郷や応援したい地方団体など，どの地方団体に対する寄附でも対象。
　②ふるさと納税（寄附）額のうち，2,000円を超える部分について，一定の上限まで，原則として所得税・個人住民税
　　 から全額が控除。
■全国的な風潮
　①返礼品の過当競争が話題に。
　②換金率の高い商品や，高額商品などで寄附者の納税意欲を煽り，各自治体は寄附金を獲得するため，本来の
　　制度趣旨から逸脱するような取組がフォーカス。
◆鈴鹿市では？
　①平成２０年度から｢すずか応援寄附金｣としてスタート。
　②国の制度趣旨（寄附者のふるさとを応援したいという気持ち＝寄附）を尊重し，過度な返礼品の設定など，本市
     独自の取組は実施せず。（希望者のみ返礼品として「鈴鹿産のお茶」を贈呈）
　
　　　　　 結果として，平成２０年度から平成２７年度までの８年間で，総額で約１，０７０万円の寄附金額にとどまる。

◎ふるさと納税制度を活用した「すずか応援寄附金」の活性化が今後の課題である。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 『鈴鹿に来て！　見て！　応援！』プロジェクト

現状と課題

第二のふるさとみつけ隊チーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

内線 3114

成　　果
　①シティセールス効果
　　地域資源の新たな発見とともに発信機会の増大によるシティセール効果が高まった。
　②産業振興
　　「すずか応援寄附金」の拡充に伴い，地域の返礼品提供事業者（パートナー）の産品ＰＲ及び販売促進に繋がった。
　③財源の確保
　　寄附機会及び返礼品の拡充により，想定を上回る寄附金額に繋がっている。
　　（平成28年12月4日現在　6,180万円　4,329件で，過去７年間の寄附金総額をはるかに上回る。）
【今後】
　■①～③の成果に繋げていく取組を一層強化していきます。
　■「鈴鹿市総合計画2023」の推進のため，貴重な寄附金を使途目的に応じて活用していきます。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 総合政策課 氏名 小河　範靖発表者連絡先



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

啓発用チラシ 申し込みサイト

東京での

プロモーション活動
（於：本田技研工業㈱本社前）

その他のプロモーション

映画館スクリーン広告

（於：イオンシネマ板橋）

朝日新聞 東京都内版

（11月5日号 朝刊）

啓発物品の作成
（｢さとふる｣の検索窓の入った，

ウエットティッシュ・うちわ）



内線 3424

成　　果

日常業務，特にExcelでの作業時間を大幅に短縮することができた。
↓
新規事業の企画，懸案事項の解決，調査・分析・研究などの重要な業務に時間を投入することができるよ
うになった。
【例】
・申請・許可業務の見直し→簡素化
・災害廃棄物処理に関する事前対策
・ごみ集積所のデータベース化

さらに□□□という想定外の成果があった。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 廃棄物対策課 氏名 吉田　拓也発表者連絡先

日常業務としてどんな作業をしているか分析する。
↓
現場出動，窓口・電話対応，データ入力・管理，書類作成，文書の起案・施行，物品の購入・契約など，多
岐にわたる。
↓
庁内LAN端末で作業をしている時間が長いことが分かった。
↓
WordやExcelでの作業に改善の余地があることが分かった。
↓
作業を改善するために，どんな手段があるかを調べた。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

【取り組んだ当時の現状】
・日常業務に長時間拘束されている。
・庁内LAN端末でデータ入力や書類作成する際に，無駄な作業や手戻りが発生している。

【課題】
・日常業務に追われ，○○○ができない。
　※「○○○」は，日常業務ではないが，非常に重要な業務。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 日常業務超スピードアップ

現状と課題

廃棄物対策課業務改善チームチーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）



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

改善の余地あり

日常業務

日常業務
ここに時間を

使いたい！

新規事業の企画

懸案事項の解決

調査・分析・研究

業務時間

■やりたいこと（課題）

■課題への取組み

Excelスピードアップのワザ

①ショートカットキー

②関数

③その他（入力規則，文字列，マクロ・・・）

即効性あり，効果絶大！

組み合わせて使えば

作業時間が

1/2，1/5，1/10にも・・・

■取組みの特徴

①予算ゼロ

②即効性

③汎用性



④求められる啓発内容に応じて自由に組み合わせられる，
    対策別の寸劇映像の作成。
⇒「伝わる」「解る」「心に響く」　啓発活動

①子どもたちが楽しみながら防災を学ぶことができた

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

①南海トラフ地震の今後３０年間の発生確率は７０％程度と高く，
    防災危機管理課では，市民の皆さんの防災意識向上を目的に
    年間約１５０件の防災啓発・訓練を行っている。

②防災というテーマに親しみがなく，難しく考えられがちである。

③啓発やＰＲの手法も行政特有の堅苦しいものや親しみがないものに
    なりがちである。

①防災訓練のPRを目的に出演・製作・編集を全て職員が行った
　 映像を作成し，テレビ番組に出演・放映。

②従来の形式に捉われない「ぼうさいおゆうぎ会」の開催

③防災講座でベルディを活用し，
    オリジナルキャラクター”防災ぼうや”「ベル男」と共演

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル クリエイティブボウサイ！
～寸劇の風にのせて～

現状と課題

寸劇ネットワークチーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

内線 3354

成　　果 （取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 防災危機管理課 氏名 國分　千尋発表者連絡先

②職員のスキルなどの資源の可能性を見出せた

③職員の手作りであるためかかったコストはほぼゼロ

④公務員・防災の堅苦しいイメージの払拭



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

チラシ類のデザイン作成を依頼すると

数万円かかってしまう…

ベルディ＆ベル男

発表会ではボク，

ベル男が取組みを紹介します！

職員作成でコスト０！

出 演：防災危機管理課職員

撮影・製作：防災危機管理課

防災イメージキャラクター

”防災ぼうや”ベル男



①待合席の配置換え
　・業務の流れを見れたり，あるいは呼び出しに気付きやすい，ニーズにそったやさしい窓口へ。

②個人番号カード交付窓口間の衝立をリニュアール
　・これまでの高さは44センチ，しかも重量があり状況に応じたアレンジが困難。
　 扱いやすいように軽く，かつプライバシーに配慮した大きなものに変更。高さを62センチに。

　 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

　・立って待っているお客様が多くて心苦しい・・・なんとかならないだろうか・・・

　・個人番号カードの手続きが始まったけど，きちんとプライバシーに配慮できているだろう
　　か・・・？

　・従来の椅子の配置では，テレビはよく見えるが，番号の呼び出しに気付きにくいことがある。

　・個人番号カードの交付手続きの時に，衝立が低くて不安。しかも必要な時に，必要な窓口に
　　動かしづらい。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 窓口リフォームで業務改善！

現状と課題

チーム窓口チーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

内線 3362

成　　果

・立ち待ちが減少！苦情も減少！
・個人番号カード交付事務の柔軟性ＵＰ！
　自由な窓口レイアウトにアレンジできる！
・大きな衝立で，プライバシーに配慮！
　安心の窓口に！

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 人権政策課 氏名 宮﨑哲発表者連絡先



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

視線が一方通行な待合席。これを・・・

よりニーズに即した待合席に！座席配置換えで気持ちもリフレッシュ！



内線 381-2324

成　　果

①イベント参加者から好評を得た
　参加者の68％が若年層だった。また，64％が図書館の利用度が低い人だったが，92％が前よりの図書
館に興味を持てたと回答している
　「イベントを通じて，図書館の使い方を知ることができましたか」の問いには，「○○について初めて知っ
た」（○○には館内各所の名称や現行の図書館各種サービスが入る）や「また利用したい」との意見が多
かった
②平成26年度から始めた継続的な改革・改善活動により，着実に利用者・貸出冊数が増加しており，この
長期的な活動成果を分析することで，今年度は弱点である若年層に梃入れを行えた。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 図書館 氏名 麻生　雅大発表者連絡先

①若年層をターゲットにしたイベントを開催した
　イベント名：「不思議の国のアリス×鈴鹿市立図書館」【読書好きかどうかは全く関係ない】
　開催日時：平成28年10月28日（金・休館日）18：15～20：30【極力学生が参加しやすい時間帯を設定】
　開催場所：鈴鹿市立図書館
　イベント内容：「不思議の国のアリス」の物語の世界に取り込まれたという設定で図書館内に設置した謎
（問題）を90分以内に全て解き明かし，ゲームクリアを目指す体験型謎解きイベント。
　募集人員：30名
　応募者数：66名
　当日参加者数：25名
　必要経費：担当職員の時間外勤務手当て等

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

現状：特に若者に浸透しやすい媒体の多様化や多忙な学生生活による図書館の利用減少
課題：鈴鹿市の将来を担い，やがては親世代となる若年層にとって魅力ある図書館でなければ，ゆくゆく
は施設としての存在意義を失いかねない。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル ＫＩＷ３ｒｄ　（３年目のキヨミ・イン・ワンダーランド）

現状と課題

チーム　ベルボンチーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）



（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください。）
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鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 継承・伝承（虎の巻）～ここだけのはなし～

現状と課題

チーム纏チーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

①ベテラン職員が長年にわたり身に付けた知識，技術を確実に継承・伝承するた
めの冊子「継承・伝承事項（虎の巻）」を作成した。

②庁内LANを活用し，伝達したいことや仕事に役立つ経験などを，自由に，簡単に
入力できる仕組み「伝達くん（excelﾌｧｲﾙ）」も構築した。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

　今後５年間で多くの定年退職者（以下「ベテラン職員」という。）が見込まれてお
り，ベテラン職員が長年培った技術や知識の確実な継承・伝承が課題となってい
る。
　（※平成29年～33年までの退職予定者数　26人（鈴鹿市消防職員の12.7%））

内線 7112～7115

成　　果

①冊子の作成は，継承・伝承の見える化になり，確実に継承・伝承できている。

②「伝達くん」の構築は，誰でも簡単に継承・伝承を発議できる仕組みとなった。

③若手からベテラン職員に対して，技術継承の直接指導の依頼が寄せられるな
ど，職場活性化につながっている。

④消防訓練や救急法指導の際，経験の浅い職員の知識の後ろ盾となっている。

⑤災害に関する知識などは，市民の方にも確実に継承・伝承することで，市全体の
防災・減災効果に期待できる。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 中央消防署 氏名 馬瀬健太郎発表者連絡先



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

収録のサンプル↓

　【回答】
　タクシーなど運転手のいる場合
　　運転席の後ろが上座になります。
　　後部座席に３名が座る場合は，中央が最も下座となります。

　　助手席に座る者が最下座となります。

　誰かが運転手となる場合
　　４～５名乗車するときは，助手席が上座となります。
　　消防隊の隊長（車長）は，原則，助手席に座ります。
　　後部座席に3名が座る場合は，中央が最下座となります。

接遇編 質問　：　車の上席者からの乗車席順は？

【特長】
1.昭和５０年以降採用職員の知識を１冊に収録

2.火災，緊急出動編から裏技（食事編）など分野
別に幅広く掲載 （消防ポンプ編の特別付録付）

3.先輩からの急な質疑には正答率９０%を保障

4.メール＆FAXで無料質問サポート
 メールやFAXで質問を無料で受け，解説を返信
するサービスは「若手必見！強い味方になる！」
と評判をいただいております。



　用地に関する知識を蓄積し，用地交渉の経験豊富な土木用地課のベテラン職員が講師となって，新規
採用職員や経験の浅い職員に，用地業務の研修を行った。
　研修は，相続や税控除，登記，土地評価，補償など11の項目に分けて，基礎的な知識から，これまでの
実例など，受講者の質問も交えながら研修を行った。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

・研修内容と実務の距離
　これまで土木用地課では，1年目職員が東京都で行われる10泊11日の宿泊を伴う研修もしくは名古屋市で行われ
る数回の研修に参加してきた。この研修は全国の用地担当職員が集まるため，研修内容が一般的なものであり，
「鈴鹿市の用地実務の実態に合わせた研修」ではなかった。

・集団研修の形式上の問題
　各研修は集団研修の形式で行われるため，疑問が生じたときにその場で質問することが難しいこと，個人の知りた
いことに特化することができないという問題点があった。

・研修費用や研修の開催日程による問題
　東京都で行われる研修は10泊11日で行われることから，宿泊を含めた研修費用が多大のため，1年目職員が全員
参加できるというものではなかった。
　土木用地課は用地交渉や他課との打ち合わせのために時間を拘束される。そのため，たとえ名古屋で行われたと
しても日程が合わず，すべての研修に1年目で参加することは難しかった。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル
帰ってきた，改善の星

目指せ，未来のベテラン用地マン

現状と課題

チーム改善チーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

内線 3762

成　　果

・少人数によるきめ細かい研修
　新規採用職員を含めた土木用地課1年目職員が参加するため，本年度は6人が参加した。集団研修と違い講師の
職員にも質問を発しやすく，少人数のため疑問が生じた際はその場で質問することができた。また，研修内容を項目
ごとに分割し複数回に分けることで研修内容を深く掘り下げて行うことができた。

・鈴鹿市用地実務への研修内容の特化
　鈴鹿市の用地職員による講議を行うことで，鈴鹿市でよくある事例や特徴のある地権者の情報を1年目職員に伝え
ることができ，研修内容を「一般的な」用地実務だけでなく，「鈴鹿市の」用地実務にまで広めることができた。

・研修費用の削減と開催日時の柔軟性
　課内で行う研修のため，東京都での宿泊を伴う研修費(約16万円)，名古屋での研修費(約4万円)を削減することが
できた。課内で研修を行うことで，互いのスケジュールを確認しながら日程を決めることができたため，1年目職員が
十分に研修に参加することができた。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 土木用地課 氏名 藤田　將成発表者連絡先



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

研修の参加費用が高額
用地研修の内容が

一般的で実践的ではない
全ての研修に参加できない

費用を抑え

時間を削減する

地域事情に応じた

用地研修を実施
全ての研修に参加できる

・費用を削減しつつ，用地用務に必要な

知識の習得

・実際の用地用務への実践

・土木用地課へ異動した職員への循環



1　残食ゼロ！
　　残食のデーターから子どもの心理的要因，環境が及ぼす影響など様々な考察へとつながった。
    楽しい雰囲気作りが重要であり，その一例として異年齢での会食を実施した。また日常的に職員が
　　おにぎり屋さんなど楽しいことを行い，調理員は人参を★星・ハート・花型など型抜きをすることで，
　　子どもの食べる意欲は，最高潮！残食ゼロにつながった。
2　職員の意識改革！
　  残食量が減る成果を得ることで，様々な創意工夫につながっている。
　 子どもたちが「おいしい」と喜んで食べる表情，自ら進んで食べようとする姿を見てさらなる取り組みへの
　 意欲が増している。

　
　

発表者連絡先 所属 河曲保育所 氏名 竹石　寿美子 内線 383-1643

　　「あれ，今日は残食多くない？」
　　　　調理員さんのつぶやき・・・
  ♪子どものつぶやきから♪
　　　　　　　 「しいたけ嫌い！」「お豆嫌い！」
　
　　　　　食事は，楽しい雰囲気の中で喜んで意欲的に食べて欲しい。
　　　　　楽しい雰囲気づくりのため会食にしたり，異年齢で食べたり様々な工夫をしてきたが，
　　　　　しかし，残食が・・・・なぜ残食がでるのか？
　
　　　　　ただ嫌いなだけなのか？好みのメニューでなかったのか？などなど・・・
　　　　　そこで給食から発生する食品ロスなど状況を調査することにした。
　
　
　
　

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

1　残食をさぐる。
　①メニュー・組合せ・食材・味付けなど何が原因となっているのか，9月から残食量のデータ化を開始した。
　②職員会議でデーターを元に話し合う。これまでは，「ご飯は，よく食べた」「野菜は好まなかった」と抽象的だった会話が，
　　数値で示すことでより具体的になり，メニュー改善や組合せの見直しが出来た。
　③例えばブロッコリーを下湯でした事で，出来上がりは色彩りがよく食欲を誘う。見た目が大事。
2　壁新聞を作成し給食の取組みを保護者にアピールした。
　①保護者にアンケートの協力を依頼した結果人気メニューベスト5を作成→レシピを掲示し関心を高めた。
　②リメイクメニュー　人気のなかった給食・子どもが苦手な食材をどうりメイクするのか提案した。
3　職員の意識改革
　①残食調査を開始しグラフによる可視化。分析の結果，食材やメニューだけの問題でなく，子どもの心理が
　　食事に大きく影響している事を知る。例えば雷が怖くて食欲がなくなる等の事例があり，楽しい雰囲気作りの大切さを再認識。
　　少しの残食も，チョットひと工夫。例えばラップを使い小さなおにぎりを作り”おにぎり屋さん開店”「いらっしゃい」
　　あっと言う間におにぎり完売。

成　　果 （取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

現状と課題 （取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 「お皿ピカピカ大作戦」　食品ロスをなくそう！元気なからだづくり

チーム名 旬な！かわのほいくしょ



（図表，チーム紹介，審査基準に対してここを特に見てほしい！など自由に記入してください。）
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内線 (4）214

成　　果

　上下水道局では，１１月１日にこの取り組みを開始し，まだ僅かな時間しか経過していないものの，新名
札採用後は市民からの問合わせや苦情，現場でも職員かどうかを疑われるトラブルはなく，逆に「職員が
分りやすくなり，助かった」等の声を頂いています。この改革・改善活動は，数字など目に見える効果は薄
いものの，継続的に市民に対し安心感を与えることの出来る活動であると考えています。
　この改革・改善発表会の本質が，「良い改革・改善活動が鈴鹿市全体に浸透すること」であると捉え，本
取組は各課単位でほぼ経費をかけることなく手軽に行うことが可能であり，市民のイメージアップにも寄与
できるものであると考えています。

（取り組んだことによって生まれた成果を記入してください。）

所属 上下水道総務課 氏名 岩井　佑樹発表者連絡先

　上記課題に対し，勤務時間中に常時携行している「名札」に着目し，以下の改善策を考えました。

①名札を携行している職員が，名札の職員であることを証する為，表面に当該職員の顔写真を追加
（＝名札記載の職員と名札を携行している職員の一致）
②名札の職員が，上下水道局職員であることを証する為，裏面に身分証明を追加
（＝名札記載の職員が上下水道局職員であることの証明）
以上，２点の改善を行うことにより，目の前の職員が上下水道局職員であることを証明できるようにし，市
民に安心感を抱いてもらえるようにしました。また，それに加え，職員としての自覚が生まれ，更なる行政
サービス向上につながる効果も見込まれます。
　更に名札と併せて，上下水道局の座席表にも同様の顔写真を追加し，来局された市民の方にも対応し
ている職員が一目で分るようものへと作り変えました。

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。）

　上下水道局では，水道管や下水道管の緊急修繕工事等で，事前の断り無しに個人宅に伺うことがあり
ます。その様な状況の中，昨今頻発している公務員を装った詐欺等の影響からか，個人宅を訪問した職
員が本当に上下水道局職員であるかを疑われてしまうトラブルが発生していました。
　現行の名札に記載されている情報は課名と氏名のみであり，また鈴鹿市から発行される身分証明書
は，①写真が入庁当時のものを使用している場合が多く，職員によっては数十年前に撮影した白黒写真
を使用している②証明内容が，「鈴鹿市」職員であり，出向機関である「上下水道局」職員であることを証
明するものではないこと，等の理由から，上下水道局職員であることの証明としては不十分でした。
　現状のままでは，市民に対して不信感を募らせてしまう可能性があり，上記の問題に対して早急に対応
しなければならない，と考えました。

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会　エントリーシート

発表タイトル 私の名札が目に入らぬか！

現状と課題

うぉーたーぼーいず＆がーるずチーム名

（取り組んだ当時の現状と，どういった課題があったかを記入してください。）



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

　　　　　　　　　　　　　従来の名札　　　　　　　　　　　　　

         新名札表面 （原口.ver）                       裏面（原口.ver）

　上下水道総務課　総務Ｇ　座席表

鈴鹿市上下水道局

営業課

原口 直也 
HARAGUCHI   NAOYA 

ともに信じ，ともに考え，果敢にチャレンジ！ 

～鈴鹿の未来をきりひらくために～ 

鈴鹿市上下水道局

営業課

原口 直也 
HARAGUCHI   NAOYA 

ともに信じ，ともに考え，果敢にチャレンジ！ 

～鈴鹿の未来をきりひらくために～ 

次長　川村　茂樹

上下水道総務課 総務Ｇ （３６８－１６９６）

201

岩井　佑樹 副主幹　永田　健太郎 副参事兼GL　金丸　直志

214 214 213 213

嘱託職員　河合　真澄美 金津　未来 副主査　永田　圭 主幹　稲場　順子

211 211 212 212

上下水道総務課長

片岡　健二

210
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