
会場：市役所本館12階　1203会議室
日時：平成30年1月31日（水）　13:15～16:45





平成 29 年度 鈴鹿市改革・改善活動取組発表会 

改善して 1UP～最善は改善の先にある～ 

時間 内容 

13:00～ 受付開始 

13:15～ 開会挨拶・優勝カップ返還 

16:25～

16:45 

審査発表・表彰式 

市長総評 

閉会 

※ 入場～退場までの時間は，一組あたり 10 分程度を予定しています。

※ 進行具合によっては，予定時間を前後する場合があります。

№ タイトル チーム名

13:35～

14:45 

1 再利用で 1UP！ スーパーオクヤマリオブラザーズ

2 
三つ打ちロープを使った救助資機材 

（ナワバシゴ）
南消防署 

3 Ｓ・Ｄ・Ｋ ～書籍・データベース・化～ ＲＩＢＣ＠ＨＯＭＥ 

4 救急評価シート導入 MC99 

5 「見えない」を「見える」化！ 土木 

6 ファイヤーマイスターの導入について 消防総務課 

休憩（15 分） 

15:00～

16:00 

7 予診票は袋の中に！！ チームワクチン

8 災害時燃料問題 燃料確保グループ 

9 
質問スムーズに答えたいな～ 

はい 『Chiki-pedia』！！ 
地域の資源を活用し隊 

10 指令システムの有効活用について チーム 119

11 
まとめて１UP！ 

～鈴鹿市まちづくり活動補償制度～ 
保険見直し特命係 

休憩・審査（25 分） 



 
 

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 再利用で１UP！ 

チーム名 スーパーオクヤマリオブラザーズ 

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。） 

市役所本館も建設から 10 年以上経過しており，また西館・別館第 3 も老朽化により様々な設備に大小

かかわらず故障等が発生してきている。 

10 年以上前の部品は廃盤になっていることがあり，修理するにしても故障部品が手に入らないため，そ

のモノ全体の交換が必要となり，修理コストが増えてしまう。 

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。） 

上記のような課題に直面している中，老朽化及び耐震性に問題があった旧分館第 3（旧医師会館）を解

体することになった。解体の打合せで建物内に入った時，壁や天井を見回すと，まだまだ使用できる様々

な古い型の部品があることが判明。 

本館・西館・別館第 3 などで再利用できるか型番等の調査を行い，適合可の部品を解体前に外して市

役所内に保管，そして故障が発生した際に適合する部品を再利用した。 

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。） 

古い部品の再利用を行うことで，修理にかかるコスト 0 円で不良箇所を修繕することができ，設備の延

命化に繋がった。また担当課として，コスト意識やモノを無駄にしない意識を更に高めることが出来た。 

～あんな所やこんな所，皆さんの身近なところで再利用されています～ 

発表者連絡先 所属 管財課 氏名 奥山・高嶋 内線 3242 

 



 
（図表，チーム紹介，審査基準に対し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  三つ打ちロープを使った救助資機材（ナワバシゴ） 

チーム名  南消防署 

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。） 

消防は 119番通報が入れば最短消防署が出動します。初動出動隊からの正確な情報を元に応援隊へ

と組織で活動しています。初動出動隊は，迅速に救助するために必要な資機材を消防車に積載していま

すが，災害現場は多岐にわたり，車載の救助資機材で救助困難な場合は，救助隊の要請を行って活動し

ます。救助隊が到着するまでの時間も救助者を救助する活動をしなければなりません。初動出動隊の消

防車車載の資機材が救助現場へ狭く運べない，規格の橋子が対応できない場合を想定して，最少の予算

で最大の効果を発揮できる代替の救助資機材はないか考察してみました。 

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。） 

 海難救助に関する講義の中で救助梯子（ナワバシゴ）の紹介があり，海上以外の現場で活用できないか

あるいは，車載の梯子の代替の資機材として活用できないか検討，検証してみました。消防が使用してい

る救助ロープは二種あり，一つは三つ打ちロープ，一つは山岳用ザイルロープです。この二種類のロープ

の費用は三つ打ちロープが山岳用ザイルロープの三割ほど安価で毎年更新しているのに対して山岳用ザ

イルは，高価で毎年更新できず在庫希少です。三つ打ちロープは，救助活動での使用頻度により強度,耐

久性が下がった三つ打ちロープの在庫があり，三つ打ちロープを救助梯子のナワバシゴとして利用できな

いか検証してみました。 

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。） 

 三つ打ちロープと山岳用ザイルロープを耐火，強度,吸水性等で比較した場合に，双方共に特性はあるが

三つ打ちロープの方が調達やすさ，再利用から三つ打ちロープの方が有効で，再利用三つ打ちロープの

許容範囲（結索部）は，約 1000 キログラムとなることから使用できることが検証できた。本来の用途以外の

三つ打ちロープを再利用してナワバシゴを作製し消防車車載の梯子のでは困難であった狭い場所の搬

送，屈曲した低い場所，一人で運べる軽量，取り扱いが簡単で代替の救助資機材として活用でき，三つ打

ちロープの再利用に用いることができた。 

発表者連絡先 所属  南消防署 氏名  湯浅 世基 内線 6811 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

鈴鹿市改革・改善活動取組発表会  エントリーシート 

発表タイトル Ｓ・Ｄ・Ｋ ～書籍・データベース・化～  

チーム名 ＲＩＢＣ＠ＨＯＭＥ 

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。） 

【現状】 

・購入書籍が整理・整頓されていない！ 

・新任者はどのような書籍があるのか分からない！ 

【課題】 

・使用したい本がどこにあるのか分からない！ 

・最新版かどうかが分からない！ 

取組内容 （課題に対し，どう取り組んだか記入してください。） 

①ＨＯＰ！ 

書庫の整理（不要となった書籍を廃棄する）・整頓（分類し綺麗に並べ直す） 

②ＳＴＥＰ！！ 

書籍に固有番号と所在地（棚番号）を割り振り 

③ＪＵＭＰ！！！ 

Ｓ・Ｄ・Ｋ（書籍・データベース・化）！ さらに，配架図＆貸出簿も作成！ 

 

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。） 

☆不要な書籍が無くなりスペースが広くなった☆ 

☆誰でも書籍がすぐ見つけられる様になった☆ 

☆書籍の行方不明が無くなった☆ 

☆最新版の確認が簡単に確認できるようになった☆ 

☆次回購入時に予算立てが簡単になった☆ 

発表者連絡先 所属  住宅政策課 氏名  家田 峻 内線  3256 

 

 



 

  

（図表，チーム紹介，審査基準に対し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 救急評価シート導入 

チーム名 MC99 

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。） 

救急件数は年々右肩上がりの増加傾向にあり，１０年前に比べて約 2,000件増加しています。件数の増加に伴い

病院側のベット満床や診療過多を理由に受入れも難しく，救急当たりの所要時間も長くなっています。相対するように

出動事案における救急隊員の観察処置などの検証時間は短くなり，救急出動における搬送経路・車内収容の方法・

病態に応じた運転技術・病態変化に対する処置対応・隊員間の意思疎通・知識の共有が図れずに，救急隊員スキル

が保たれなくなり，救命士への負担が増加して救急出動時間の延長にも繋がっているのが現状です。 

また，救命士資格取得後の経験年数別で「病院連絡に要した時間」と「病院連絡回数」の統計を取ったところ，資格

取得後５年を境に連絡時間・回数に差異が見られ，総じて現場滞在時間の延長に繋がったものと分析できる結果でし

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。） 

   分析結果から救急出動後に「救急評価シート」の作成を義務付けました。救急評価シートは「出動・搬送経路」

「観察に要した時間・ポイント」｢病態変化に対する処置対応」「病院選定理由」「病院連絡に要した時間と回数」「想定

できる病態・程度と傷病名」などを出動隊員間で検証を行いながら記載するものであり，救急隊員のスキルアップが

期待できます。   

また，ベテラン救命士から病院連絡要領・傷病者への話し方要領・症状から病態想定を指導されることにより現場

滞在時間の短縮を図ることが期待できます。 

  更に，PTSD(心的外傷ストレス障害)や CIS(惨事ストレス)などの障害を，同じ経験をした出動隊で話し合うことで

デフュージングが期待できます。 

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。） 

   救急隊の活動はプロトコル(観察・処置・病院選定の指針)を遵守するものであり，その主体である救命士と一般

救急隊員が｢救急評価シート」を介して，プロトコルの習熟と観察や処置のスキルアップができ，経験の浅い救命士の

病院連絡時間の短縮と病院連絡回数の減少も図れ，現場滞在時間の短縮に繋がり，総じて救急出動時間を短縮す

ることができました。 

  ストレスの強い弱いに関わらず，発生事案の８時間以内に同じ経験をした出動隊での話し合いが実施されているこ

とで，急性ストレス反応・過覚醒状態の低減がなされ，情報の整理と共有ができています。 

発表者連絡先 所属 中央消防署第一 G  氏名  野口 高志 内線 7151  

 



 

 

（図表，チーム紹介，審査基準に対し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 「見えない」を「見える」化！ 

チーム名 土木 

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。） 

１ 土木部の各課・各グループ内には様々な「見えない」が存在していた。 

（１）道路整備課・道路保全課・河川雨水対策課で以前は，自治会からの要望書を対応するグループごとに

ファイルで管理し，担当者が中心となって処理していたことから，課内で情報が共有されていなかった。 

（２）河川雨水対策課を中心とする（建設班）では，年間数回発生する災害時の対応について，出動者，行

先，現地状況，出動車両，通行止め箇所等 全員が全体の状況を把握しづらかった。 

（３）土木総務課（公共用地管理グループ）では，境界立会い申請の進捗状況をグループ員で共有されてい

なかったことから，進捗に個人差が出たり，積み残しがあったりと市民サービスにばらつきが生じていた。 

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 土木部の各課・各グループ内で出来る事から情報を共有した。 

（１）各課で要望内容，現地写真，進捗状況等 把握できるような一覧表を作成し，課全員での情報の共有

化を図るとともに，3 ヶ月に 1 度 地域協働課を通じて要望に関係する地区市民センターへ進捗状況などを

情報提供している。  

（２）ホワイトボードに災害対応の一覧表を作成し，出動者，行先，車両のナンバー等を記入し，出動者は

現場状況を建設班本部に電話報告し，受信者が一覧表に必要事項を記入することで，建設班全員がリア

ルタイムに情報の共有化が図れるようにした。 

（３）境界立会い申請の処理状況一覧表を作成し，担当別の申請数，報告完了件数，進捗状況等をグルー

プ内での共有化を図った。 

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。） 

１ 土木部に「見える」が増えた事により市民サービスの向上や職場環境の改善に繋がった。 

（１）課内で情報管理を一元化し，課全員で情報の共有化が図られたことで，担当者の不在時の対応や定

期的な自治会への情報提供により市民サービスの向上に繋がった。 

（２）建設班全員が現場の情報を共有できることで，職員の安全確保は基より，誰もが無駄なく迅速な現場

対応ができるようになった。 

（３）境界立会い申請の進捗状況が適宜 把握できることで，対応が遅れている職員へのフォローや積み残

しへの管理体制，グループ内で相談しやすい環境を作ることができた。 

また，進捗の共有により，グループ員の一体感とモチベーションの向上に繋がった。 

発表者連絡先 所属  土木総務課 氏名 福井 智子 内線 3722 



 

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

 

       

      

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

       

 

            が増えた 

        が存在 
 

見えない 

 

職員の安全確保， 

無駄なく迅速な対応が可能に！ 

市民サービスの向上 

  

見える 

災害時の対応では…  

情報共有 

災害対応一覧表 

たとえば 

ホワイトボードを利用 

行き先，現場状況，出動者 

車両ナンバーを記入 

“リアルタイムに情報を整理” 

 

土木部には         

いろ～んな         

 土木部に        
み～んなの         

どこで？ どんな状況？ 誰が？ どんな対応を？ 



 

 

 

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 ファイヤーマイスターの導入について 

チーム名  消防総務課 

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。） 

施設及び車両等の修繕，維持管理には多額の費用が掛かり，常に，限りある予算を圧迫して

いる状況である。 

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。） 

コストの縮減，人材の育成のため，職員が固有に持つ技能，知識を活用し，職員自らが修繕，維

持管理作業等を実施する「ファイヤーマイスター」を導入した。 

【ファイヤーマイスターについて】 

・施設営繕マイスター   植栽の選定，消防施設全般の修理についての技能を持つ職員で構成 

 

・車両等整備マイスター  車両，装備の整備修理についての技能を持つ職員で構成 

 

・訓練指導マイスター   各種訓練での指導者の養成のため，訓練指導に熟達した職員で構成 

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。） 

 施設の修繕については既に実施をし，コスト低減に成功した。 

 今後についても，積極的に各方面において職員の技能を活かし，「自分達でできることは自分達

で」実施することで，コストの縮減，技術の伝承に努めたい。 

発表者連絡先 所属 消防総務課 氏名 栗須 竜平 内線 ７３０３ 

 

 



 

 

  （図表，チーム紹介，審査基準に対し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 予診票は袋の中に！！ 

チーム名 チームワクチン 

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。） 

・現在，鈴鹿市の小児の医療体制は，早期に「かかりつけ医」を持っていただき，救急体制の弱い夜間 

 帯に受診しなくても良いように，周知を図っている。 

・出生届提出時に渡す「予防接種のしおり」の中に，定期接種の予診票は入れていた。 

・昨年度から，ほぼ小児科専門医のみが実施している，ロタウイルスワクチンの接種に対し接種費用の 

一部を助成することとなった。 

・定期接種以外で市が費用助成をしている予防接種の予診票は，市内の医療機関には設置していた 

が，市外の医療機関で接種する場合については，健康づくり課に取り来てもらっていた。 

  ・ロタウイルスワクチンは，生後 6週以降に１回目を接種することでき，生後 14週 6日までに初回接種 

  を推奨しているため，出生後，最初に接種する定期接種（ヒブ，小児用肺炎球菌）の接種時に同時に接 

  種することが多く，市外での接種に関して，問い合わせや苦情が多かった。 

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。） 

 健康づくり課に問合せの電話等があった時点で，接種可能な期間が短くなっており，健康づくり課まで 

予診票を取りにくる時間が少ないことが多くあったため，事前に予診票を渡すことができないかを検討した 

結果，出生届提出時に渡していた「予防接種のしおり」の中に，本年４月からロタウイルスワクチン，おた 

ふくかぜワクチンの予診票も入れて渡すこととした。 

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。） 

・費用助成を用いたこのワクチン接種の実施は，早期より「かかりつけ小児科医」を持つことに繋がって 

 いる。 

・市外医療機関でのロタウイルスワクチン接種に関する健康づくり課への問い合わせや苦情が減った。 

・市民も予診票を健康づくり課まで取りにくる手間が省かれた。 

・ロタウイルスワクチン接種の助成の周知が図られ，里帰り等で県外にて接種しても助成ができるワクチン 

であるため，帰ってきてから２回目以降の接種がスムーズに行うことができ，助成を受けられない人が 

減り，接種率の向上や疾病の重症化予防にも寄与できた。また，接種推奨期間内に接種することで， 

接種期間間違いが回避でき，安全に接種できるようになった。 

・保護者がロタウイルスワクチンの存在や効果を事前に知り得ているため，医師からの接種説明に対し， 

 接種するかどうかの判断を考える時間ができた。 

発表者連絡先 所属  健康づくり課 氏名  角谷 元彦 内線  ３５８９ 



 

 

  （図表，チーム紹介，審査基準に対し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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現在 

・ほとんどの人が，最初に市内で接種した小児科医を 

「かかりつけ医」としている！ 

・問合せがほとんど無くなった！ 

   ・予診票を健康づくり課まで取りに来る必要が無くなった！ 

   ・ロタウイルスワクチンの啓発ができ，疾病の重症化予防 

（接種率９１．４９％），将来の医療費の軽減に寄与！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり課 

市外の医療機関で

接種したい 

市外の医療機関で接種

するが予診票がない 

ロタウイルスワクチンの

助成を知らなかった 

予診票を健康づくり課に

取りに行く時間が無い 

健康づくり課 

市外の医療機関で 

接種したい 

その他ロタウイルス 

ワクチンに関すること 

その他ロタウイルスワクチン 

に関すること 

市外の医療機関で接種

するが予診票がない 

ロタウイルスワクチンの

助成を知らなかった 

ロタウイルスワクチンの

助成を知らなかった 

予診票を健康づくり課に

取りに行く時間が無い 

予診票を健康づくり課に

取りに行く時間が無い 

予診票を 

取りに来る 



 

 

 

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  災害時燃料問題 

チーム名 燃料確保グループ  

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。） 

災害（台風）発生時に，市内の一部で停電が発生し，一部の消防署で自家用発電機を使用しなければなら

ない状況となった。所有している自家用発電機の燃料は災害発生時に注油し使用するよう取扱説明書に

記載されているため，そのとおりの運用を行っている。現在消防署には非常用の燃料が法令で定められて

いる数量以内で保管されているが，その燃料を用いて発電機に注油し使用。このことにより保管している

非常用燃料がなくなってしまった。また，この日は緊急出動が多く夜中に当該消防署で運用している救急

車の燃料は半分以下となり以後の緊急出動に不安な状況が発生した。当該消防署は他の消防署の予備

燃料を使用して対応し事なきを得るが，対応できたものの今後の災害対応への備蓄燃料の不安を残す結

果となった。 

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。） 

 燃料不足を解消するために，既存施設で貯蔵量を増やすにはどうしたらよいかを考え，油庫を少量危険

物施設にし，届け出ることを考える。本市の消防署施設は建物が古い署もあり，ガソリン等の危険物を貯

蔵するには対応できない署が多く，中央消防署及び鈴峰分署（２施設ともに少量危険物貯蔵取扱所として

届出済み）以外の施設は届出の行われていない状況であった。この中でも安価な改造で少量危険物貯蔵

取扱所にできる東分署油庫に気づき改装することにした。施設の概要を施工時の建築図面で確認したとこ

ろ，危険物の転倒防止策，消火器，少量危険物貯蔵取扱所の表示板の設置を行えば少量危険物施設とし

て使用できることが判明し，署員にて転倒防止策の検討をする。その結果，油を保管する棚に落下防止の

ためのチェーンを設置し地震等に対する落下防止を図ることとし，保管棚の改造を行う。その後，届出書類

を作成し少量危険物貯蔵取扱所として届け出ることに至った。 

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。） 

この取り組みにより，非常時の燃料確保に余裕ができ台風等の災害時にも燃料切れを起こす不安を減少

させることができた。 

発表者連絡先 所属 中央消防署東分署  氏名 稲穂 日出生  内線 6841  

 

 



 

 

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

 

 

 

（相談の結果） 

  

 

 

 

 
経費をあまりかけずに燃料を増やせたぞ(^^) 



 

 

 

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  質問スムーズに答えたいな～はい 『Chiki-pedia』！！ 

チーム名 地域の資源を活用し隊 

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。） 

当課は，観光地・地域資源･イベント等，扱う情報が多く，各種問合せがあった場合，担当職員が回答す

ることが多い。担当職員が不在の場合は，観光パンフレットやインターネットから必要な情報を入手した上

で回答しているため，時間を要し，円滑な対応ができているとは言い難く，職員によって知識量に差がある

ため，統一した回答ができていないことが見受けられた。  

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。） 

観光地・地域資源・イベント情報を全てまとめることが望ましいが，その作業量は膨大である。そこで，問 

合せの多い観光地，地域資源，イベントの中で，インターネットで検索しても情報量が乏しいもの，担当職

員がおらず回答に困ったものをリストアップした。その後，それぞれを分類し，必要な情報をまとめた『Chiki 

-pedia』を作成した。また，問合せのあった内容や回答について，必要があれば記録し，情報を更新してい

くことができるよう工夫した。 

 

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。） 

これまで回答に時間を要した問合せについて，『Chiki-pedia』を活用することで，どの職員も円滑かつ統

一した回答ができるようになった。また，『Chiki-pedia』の過去の記録を参照することで，どのような問合せ

が多いか事前に把握でき，余裕をもった回答ができるようになった。さらに，『Chiki-pedia』から必要な知識

をつけることができるため，問合せに対する回答力の向上だけでなく，観光ＰＲイベント等での情報発信力

を強化することができた。 

発表者連絡先 所属 地域資源活用課 氏名 藤後 充輝 内線 3624  

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Chiki-pedia」で情報を一元化することで 

観光情報の問合せについては，担当者任せ，または 

そのつどパンフレットから情報を拾っていた・・・・ 

錦秋花火会場に 

トイレはある？ 

コスモスの見頃は？ 

長太の大楠でドロー

ン飛ばしていいの？ 

御幣林道は通れるの？ 

海水浴場に更衣室はある？ 

バルーン搭乗体験は 

予約できるの？ 

げんき花火はどこ

から見える？ 

シャクヤクはど

こで見れるの？ 

バルーンの河川敷会

場の駐車台数は？ 

Ｆ１地元前夜祭の 

シャトルバス乗り場はどこ？ 

 

 

はい。コスモスの見頃は 

11月でございます。 

場所は甲斐町でございます！ 

 

いっけね・・・ 

担当じゃないから 

分からないヨ・・・ 

円滑な回答が可能に！！ 



 

 

 

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  指令システムの有効活用について 

チーム名  チーム １１９ 

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。） 

 これまでの指令地図で表示される中高層建物は，建物への色付け（３階建てはオレンジ色，４階建て以

上はピンク色）と，地図表示のサイズに準じた階数表示で区別していましたが，迅速な判断が求められる緊

急出動時においては，階数の判断が困難な状態であったのが現状です。ＡＥＤ設置場所については，地図

上に表示のみあるものの，建物の何階のどの場所にあるのかなど，確認ができない状態であった。 

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。） 

① これまでの中高層建物の表示に加えて，３階建て，４階建て，５階建て以上の建物にそれぞれシンボ

ルマークを作成し，区別した。また５階建て以上の建物には，付加情報として階数を表示させた。 

 

② ＡＥＤ設置場所については，これまでのシンボルマークをクリックすることで，詳しい場所，階数，使用可

能な時間帯などを表示させた。 

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。） 

① シンボルマークを指令システムに入力することにより，出動指令時，瞬時に建物の階数が確認できるよ

うになった。これらのシンボルマーク表示については，地図表示のサイズに関係なく表示されるため，常に

一定の大きさで明確に表示させることができる。 

 

② ＡＥＤの詳細表示については，１１９番入電時，指令課員が正確な設置場所を把握できることにより，通

報者に対してＡＥＤが近くにあることを知らせることができ，使用方法も口頭で指導することで，より適切な

救命処置ができるようになった。 

発表者連絡先 所属  情報指令課 氏名  山際 信寛 内線  7433 

 

 



 

 

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

シンボルマーク表示 

     

 

 

ＡＥＤ詳細表示 

  

 

 



 

 

 

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 
 まとめて１UP！ 

～鈴鹿市まちづくり活動補償制度～ 

チーム名 保険見直し特命係 

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。） 

市民の方が参加される公益活動は多岐に渡るが，活動ごとに個別の保険をかけている。活動を担当す

る課が変れば，当然に保険を管理する課もバラバラ。一覧表を作れば上から下まで保険の担当課や件名

でビッシリ！ 

そこで生じたひらめき。個別に契約していた保険を，一本の保険に統合できれば，窓口の一元化や請求

書等の様式が統一されることなど，市民の方にとって手続きの簡素化につながる他，保険料も下がり，管

理も明確にできるのではないか？ 

「それなら全庁的に保険を統合して管理できるようにしよう！」 

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。） 

 地域協働課が，各課において管理されている公益活動と，それに伴う保険の管理状況について聞き取り

を交えて調査を行った。その結果を踏まえて，保険会社に統合が可能かどうかを確認し，将来的な総合保

障の確立に向け取り組みを継続している。 

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。） 

 現在，総合補償制度の設立に向けて鋭意取り組んでいる。将来的に同制度が実現すれば，市民の方に

とっての手続きの簡素化といった窓口業務のスマート化が図れる。加えて，スケールメリットを活かした効

率的な予算運用が可能となり，全庁的な予算運用の適正化はもとより，業務の効率化を実現できる。 

発表者連絡先 所属  人権政策課 氏名 宮﨑 哲 内線 3362 

 

 



 

 

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

☆鈴鹿市まちづくり活動補償制度☆ 

公益活動は地域振興の柱。市民の皆さんに安心して参加して

もらいたい。当然保険も必須。従来は・・・・ 

●●ボランティア  ⇒ △△責任補償 

××清掃活動     ⇒ ○○傷害保険 

etc… 

        活動ごとに個別の保険契約 

     ・管理先がバラバラ 

    ・コスト面の問題(費用，時間など) 

   それなら・・・統合してみよう！ 

 

公益活動を総合してカバーする活動補償制度

のメリット 

・スケールメリットを活かした効果的な予算 

運用が可能に！ 

・一元管理で市民の方も利便性 UP！ 

・管理上も煩雑さが無くなりスッキリ！ 

統合で目指せ！行政事務のスマート化！ 

 

 




