
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 31年 1月 31日(木) 9：00～12：00 

会場：市役所本館 12階 1203大会議室 
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■進行予定 

9：00 開会，市長挨拶 

9：09～10：13 発表（第一部） 

10：13～10：25 ～休憩～ 

10：25～11：21 発表（第二部） 

11：21～11：30 ～休憩・採点～ 

11：30～11：50 審査発表・表彰式・市長総評 

11：50～11：55 記念撮影 

※発表時間は一組あたり 6 分とし，発表開始から 5分経過でベル 1回，6分経過でベル 2回を鳴らす。 

■発表チームリスト 

※進行具合によっては，時間が変更になる場合がありますので，その際は御了承ください。 

※コンテストの進行状況は庁内掲示板で案内します。 

No. 発表タイトル チーム名 所属名 時間 ページ 

1 マイスター制度における効果的な技術の継承 消防本部 消防本部  9:09 3 

2 日常的にドローンを活用！鈴鹿市業務向上計画 農（No）Limit 農林水産課  9:17 4 

3 話しやすい場づくりに向けて ～対話って大切～ ファシっていこうぜ！ 政策経営部  9:25 5 

4 ＳＮＳを活用した消防広報 東分署チーム 東分署  9:33 6 

5 
会議の持ち方の検討をしてみました 

（外部会議と内部会議） 

子ども政策部 =CHILD 

FIRST DOCTRINE= 
子ども政策部  9:41 7 

6 苦情対応制度による職員意識と住民信頼感の向上 COOL CHOICE 環境部  9:49 8 

7 人材育成 
YDK（やれば出来る改革

改善）チーム 
南消防署  9:57 9 

8 行政における広報のあり方 ～市民目線のその先へ～ 
上下一体！お客様サー

ビス改善チーム 
上下水道局 10:05 10 

9 What is 会議？ 教育委員会事務局 
教育委員会事

務局 
10:26 11 

10 

～目指せ！救急利用満足度日本一！！～ 

さいたま市から学ぶ救急現場の効率化 手荷物チェッ

クシート BCS(Baggage Check Seat)の活用について 

MZK51（エムズィーケー 

フィフティーワン） 
西分署 10:34 12 

11 鈴鹿市会議効率化ガイドライン KAERU 都市整備部 10:42 14 

12 新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決 地域振興クラブ 地域振興部 10:50 16 

13 気軽にふらっと立ち寄れるアットホ－ムな消防署 鈴峰分署 鈴峰分署 10:58 18 

14 議事概要のテンプレートをつくろう！ 文化スポーツ 5人衆 文化スポーツ部 11:06 19 

15 プロジェクトエレクトロニック ファイアーマン 202 中央消防署 11:14 20 
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■本コンテストの目的 

 改革・改善活動について他の行政機関や企業等が実践しているテクニックの優良事例を調査・研究

し，その結果を発表することを通じて，職員の情報収集力やプレゼンテーション能力の向上と，利用者と

しての意識付けや庁内への浸透を図ることで，本市の事務改善につなげることを目的に実施する。 

 

■募集内容 

課題（メインテーマ）のいずれかに該当するもので，日常的な困りごとや気になることを解決するため

に，他の行政機関や企業等が実践している優良なテクニックについて調査・研究し，その活用方法につ

いて，プレゼンテーションによる発表（６分以内）を募集する。 

 

 

 

■審査基準 

妥当性 それは，課題（メインテーマ）を十分に検討しているか。 ５点満点 

新規性 それは，本市に不足しているものか。 １０点満点 

実現性 それは，実際に実施可能なものか。 １０点満点 

必要性 それは，組織にとって必要なものか。 ５点満点 

継続性 それは，継続できるものか。 ５点満点 

※各項目を「非常に優れている」，「優れている」，「普通」「あまり適していない」，「適していない」で採点 

する。ユーモアやエンターテイメント性は評価対象外とする。 

 

■賞 

・グランプリ   審査員の評価が最も高いもの 

・市長特別賞  グランプリ受賞を除いた中から，市長の評価が最も高いもの 

・奨励賞     今回発表を行った全チームに授与する 

 

 

課題（メインテーマ） 

① 会議を工夫して，業務効率化や時間外削減へつなげる。 

② 地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

③ 新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№1 

発表タイトル マイスター制度における効果的な技術の継承 

メインテーマ ③新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。 

チーム名 消防本部 

代表連絡先 所属 消防総務課 氏名 栗須 竜平 内線 7303 

チーム構成員 
勝井 修（予防課）， 中瀬 力也（予防課）， 久保 友宏（消防課）， 

渥美 竜治（消防総務課）， 栗須 竜平（消防総務課） 

○現状・課題 

消防本部では，マイスター制度を制定し実施をしている。 

近年，定年退職等によりマイスターの人数が減少しつつあり，今後の技能者の養成が課題となっている。 

○調査・研究 

 厚生労働省では，効果的な技能の継承や後継者の育成のために，「ものづくりマイスター制度」を制定して

おり，建設，製造業 111 業種を対象に，企業等に高度な技術を持った「ものづくりマイスター」を派遣し，実技

指導を行い，人材育成を行っている。 

○活用方法・成果 

  消防本部におけるマイスター制度においても，このシステムを取り入れ，熟練マイスターから若手

職員に対し，各分野に特化した技能を伝承するために「弟子制度」を導入する。 

これにより，従来よりも密接かつ効果的に技術・技能の指導ができるようになり，将来の技術・技能者

＝「マイスター」の確保ができ，今後も継続して実施できる見込みである。 

また，マイスターによる迅速かつ効果的な実施，経費の削減についても引き続き取り組んでいきたい。 

平成最後の一言 災害に備え，更なる自己完結能力の向上を目指します。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№2 

発表タイトル 日常的にドローンを活用！鈴鹿市業務向上計画 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 農（No）Limit 

代表連絡先 所属 農林水産課 氏名 市川 有紀 内線 3635 

チーム構成員 
市川 有紀（農林水産課）， 加藤 誠（農林水産課）， 山川 大貴（農林水産課）， 

達知 秀吉（農林水産課）， 水谷 柾人（農林水産課） 

○現状・課題 

 農林水産課の業務は，林道の保全管理や獣害対策等の危険を伴う現地での作業が多々あり，職員の負担

になっている。また，補助金を伴う圃場は，現地確認を要することから，現在は職員が現地にて目視による確

認を行なっているものの，入り組んだ場所の圃場や小さな圃場は見落とす可能性もあり，異議申し立ての際

には，職員の記憶を頼りに説明を行なっている現状である。このことから，確実であるとともに安全性も兼ね備

えた現地での作業方法の改善が，業務の効率化や説得力・信頼感の向上への課題と考える。 

○調査・研究 

 今回の調査では，日常からドローンを取り入れ，業務を効率化する手法の研究を行なった。①山地災害発

生時のドローンによる迅速かつ安全な現場確認の事例，②ドローンを利用した獣害対策，③ドローンによる現

地確認事例等，農林水産課内で応用できる業務事例を調査し，現在かかえる業務課題を解決する手法を研

究した。また，視野を広げて，全庁的な業務への応用を調査し，他の自治体で実践されている災害現場や教

育現場，観光分野での活用事例を研究した。さらに，国が国家戦略としてドローンを成長産業と位置づけてい

ることから，今後のドローンの展望や技術革新の予測を調査し，近未来におけるドローンの可能性について研

究した。 

○活用方法・成果 

 現在，ドローンは農業分野での活用が最も多く，農林水産省もドローンの活用を含めた ICT の推進に力を

入れている。そのため，農林水産課の現行業務の中で，ドローンの活用が可能な事例が多く判明した。特にド

ローンによる空撮は，住民への説明資料としての活用や，点検・確認業務の効率化が期待できることに加え，

シティーセールスなどの新たな付加価値を見出せる可能性があることが分かった。当市においても，今年７月

に災害分野におけるドローンの活用として一般社団法人と協定を締結したこともあり，最新技術であるドロー

ンを日常業務から積極的に活用し，ドローンの先進地として活用を提案したい。 

平成最後の一言 平成から新しい時代へ，最新技術を導入し，鈴鹿市の新しい未来へ！！ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№3 

発表タイトル 話しやすい場づくりに向けて ～対話って大切～ 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 ファシっていこうぜ！ 

代表連絡先 所属 行政経営課 氏名 市野 喜久治 内線 3281 

チーム構成員 
伊藤 雄太（総合政策課）， 遠藤 桃子（財政課）， 樋口 泰子（総合政策課） 

澤 卓男（行政経営課）， 市野 喜久治（行政経営課） 

○現状・課題 

 人口減少と社会保障費増加の中にあって，公共サービスの継続と確保を行うためには，国が指示する

「個別施設計画」を 2020年度までに策定し，「公的ストックの適正化」を図らなければならない。 

 次世代に負担を残さず，サービスを維持していくための公共施設のあり方「施設総量の抑制（削減・縮

減）」を職員だけでなく，地域・住民と考えなければならない。 

 地域・住民が興味をもって，参加できるような，行政側の情報発信のあり方が重要である。 

○調査・研究 

今後の公共施設の管理と行政経営について，先進市で行う体験型の「ファシリティマネジメントゲーム」の実

施検証を行った。なお，検証におけるアンケ－トでは，企業の市場性調査で利用する NPS（ネットプロモーター

スコア）方式を試用した。 

○活用方法・成果 

今回紹介したファシリティマネジメントゲームは地域・住民へ説明する手法の一例だが，ゲームを通じて対

話をすることで，多用な考え方の理解や重要性に気付くことは大きな利点であるといえ，まちづくりの第一歩と

なることが期待できる。そのために，ファシリテーター（職員）は話しやすい場を提供することが重要である。 

平成最後の一言 
鈴鹿市のよりよい未来のためにも，地域・住民の橋渡しとして， 

ともにファシって（＝走って）いきましょう！ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№4 

発表タイトル ＳＮＳを活用した消防広報 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 東分署チーム 

代表連絡先 所属 東分署第一Ｇ 氏名 中邨 翔太 内線 6841 

チーム構成員 
中邨 翔太（東分署）， 稲穂 日出生（東分署）， 

大岩 和弘（東分署）， 北川 瑠應（東分署）， 牧添 聖弥（東分署） 

○現状・課題 

 現在，消防では各広報誌を活用して市民への広報を行っています。しかし，特に若年層は広報誌を読まな

い人が多く，限られた人にしか広報誌を目にしていただけないのが現状であると思います。 

○調査・研究 

他消防におけるＳＮＳを活用した広報の実施 

 ＳＮＳを活用し広報を実施することで，今まで広報誌を読んでいなかった方々（特に若年層）にも目にしてい

ただけるようにしている。また，ＳＮＳの特性を活かしたリアルタイムな情報を発信する事で，時期や季節に応

じた，より的確な広報を行う事ができる。また，元々市のアカウントがあったところも，消防独自のアカウントを

作る事で，消防関係の内容に限定した情報を発信できるようになり，市のアカウントを使って行っていた広報

よりも細かな情報発信が可能になったとのことでした。 

○活用方法・成果 

 上記の内容を元に，鈴鹿市消防本部でも専用アカウントを立ち上げＳＮＳを活用して広報活動を行う。また，

消防だけでなく各部が，部ごとの専用アカウントを持ち広報を実施する。 

平成最後の一言  
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№5 

発表タイトル 会議の持ち方の検討をしてみました（外部会議と内部会議） 

メインテーマ ①会議を工夫して，業務効率化や時間外削減につなげる。 

チーム名 子ども政策部＝CHILD FIRST DOCTRINE＝ 

代表連絡先 所属 子ども政策課 氏名 宮﨑 永一 内線 6715 

チーム構成員 

宮﨑 永一（子ども政策課）， 宮田 貴史（子ども政策課） 

志村 祥一（子ども育成課）， 中村 菜々（子ども育成課） 

匹田 智也（子ども家庭支援課）， 笠井 昌子（子ども家庭支援課） 

○現状・課題 

① 内部会議の有効的・効率的な持ち方及び必要な対策について。 

② 外部会議が行政批判の場に成り代わる（課題に対しての話し合いがなされていない）。 

○調査・研究 

＜内部会議の事例について＞先ずは自分たちの関連した会議や参考とした会議を見直すこととした。 

北勢児童相談所・子ども家庭支援課・子ども政策課・子ども育成課での会議（ミーティング）の持ち方を比較検討。 

⇒内部会議については，各種マネージメント理論を参照して，組織・職務体制にあった会議の持ち方の選択と，日常の職

場でのコミュニケーションの重要性について考察。 

＜外部会議の事例について＞ 

福祉部署でのケース会議開催において，事前にケースについての情報や，課題と考える点について，フェースシートを準

備し，事前に共通事項などを整理して，課題を共有化した上で会議に臨むやり方があった。⇒以上の例から会議開催趣

旨・課題の共有化についての重要性について考察。 

○活用方法・成果 

＜内部会議について＞  

課内及び Gの「定例の会議」と「職場でのコミュニケーション」の相互補完関係を重視し，各職場に応じた定期

会議の導入を行う。頻度・時間については職務内容や組織体制によって検討をする。また日常のコミュニケーシ

ョンの不足が起こっていないかを留意する。 

＜外部会議について＞ 

会議実施までに入念に時間をかけることに重点をおく。そうすることで重複する論点の洗い出しや，その会議の

趣旨にそぐわない発言や議論に陥るリスクを避けることが可能となる。しかしながら会議におけるブレインスト

ーミングの利点を壊さないような，会議のまわし方も必要となることに留意する。 

平成最後の一言 

会議の持ち方も，どのような意識・目的で会議を持つかによります。形式だけの会議は不要

です。他の機関の取組に目を向けることも大事ですが，現状について見直しを行うほうが有

意義でしょう。新しいものを何でも取り入れるのは悪い癖。是非今までのものをリフレーミング

してみましょう。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№6 

発表タイトル 苦情対応制度による職員意識と住民信頼感の向上 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感向上につなげる。 

チーム名 COOL CHOICE 

代表連絡先 所属 廃棄物対策課 氏名 杉野 裕哉 内線 3427 

チーム構成員 

杉野 裕哉（廃棄物対策課），津本 陽一（環境政策課），長嶋 美奈（開発整備課）， 

尾﨑 俊介（環境政策課），石川 哲久（廃棄物対策課）， 

井上 雄斗（廃棄物対策課）， 前澤 奎太（環境政策課） 

○現状・課題 

・苦情や相談を受けた担当によって，対応に差が生じてしまうことがある。 

・苦情に対してその場の対応に留まる場合があり，同様の苦情が繰り返されることがある。 

 →対応内容や説明がその都度異なる場合や，根本的な改善がなされず，市民の不満・不信感を招いている。 

○調査・研究 

苦情等対応報告書の活用による市民サービス向上事例（神奈川県茅ヶ崎市役所） 

・茅ヶ崎市役所では，市民主体の自治を推進するための自治基本条例にて，苦情等（苦情，問い合わせ， 

提案，要望）の内容とその対応内容を市民へ公表するよう規定している。 

・市民安全部 市民相談課にて四半期ごとに苦情等事例をデータ化し，庁内及び市民へ公開している。 

【↓担当職員：茅ヶ崎市役所 市民安全部 市民相談課 加藤さんに聞きました↓】 

・当該制度は，市民のニーズを満たしていない部分から発生している，苦情等への対応内容を市民に公表 

することにより，行政運営の透明性の確保を目的としている。 

・各課が問題に対して報告書を作成しているため，常に業務改善意識を持つことができ，職員の意識を向上 

させることにも付与している。実際に制度を運用していく中で，各課からの報告件数も年々増加してきている 

ため，当該制度が業務に対する意識を変えるキッカケとなったことを実感している。 

○活用方法・成果 

・各課内で苦情等について取りまとめ，一括管理を行い，対応状況や結果を閲覧できるように！ 

→いつでも，誰でも見ることが出来る体制整備，担当ごとの対応に差が生じにくい仕組みに。 

・定期的な集計や市民への公開によって，職員の意識向上・住民の信頼感向上を期待できる！ 

→事例について研修会や検討する機会を設け，多角的な視点で検討や新規採用職員などのスキル向上に。 

→対応情報を公開することで，業務内容の見える化や，職員が常に改善点を意識するキッカケに。 

→住民からの意見への対応を公開することで，透明性の確保と信頼感の向上につなげる。 

平成最後の一言 住民からの意見を大事にし，自らのスキルアップの糧とする！ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№7 

発表タイトル 人材育成 

メインテーマ ③新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。 

チーム名 ＹＤＫ（やれば出来る改革改善）チーム 

代表連絡先 所属 南消防署消防第二Ｇ 氏名 森岡 真吾 内線 6812 

チーム構成員 
森岡 真吾（南消防署）， 三浦 智也（南消防署）， 後藤 孝規（南消防署）， 

森 勇太（南消防署）， 﨑村 晃弥（南消防署） 

○現状・課題 

新規採用者・若年職員に対する教育訓練について，指導の質や内容にばらつきがあり，指導を受ける側の

能力に差異を生じさせているのではないか。 

また，組織としての教育体制を確立させるにはどうすべきか。 

○調査・研究 

他機関への調査は困難を要することから，職員へのアンケート調査を実施し，書籍・文献などから情報収集

を行った。 

・消防学校卒業後，日常的な訓練・指導は十分行われているが，体系的な教育は不足しがちである。 

・OJT と Off-JTにはそれぞれメリット・デメリットがある。 

○活用方法・成果 

・OJT と Off-JTのそれぞれの特徴を理解して活用する。 

・統一的な訓練計画等を立案実行することで，次年度以降も同じレベルで継続することができる。 

・教育体制を確立することで，指導者側の意欲や質を担保することができる。 

平成最後の一言 人材こそ鈴鹿市の財源です。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№8 

発表タイトル 行政における広報のあり方 ～市民目線のその先へ～ 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して、説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 上下一体！お客様サービス改善チーム 

代表連絡先 所属 上下水道局営業課 氏名 笹間 栄二 内線 4230 

チーム構成員 
江川 裕介（上下水道総務課）， 岩井 佑樹（上下水道総務課），            

原口 直也（営業課）， 加藤 貴惠（経理課）， 広平 理絵（営業課） 

○現状・課題 

① 料金改定における広報では一定の理解を得た効果はあるものの事業全体のＰＲ不足によるお客様（市

民）からの問い合わせ，ご不満の声も届いており，更なる改善が必要。 

② 本当の意味で自分達のやってきた業務を伝えられているか，認識を改め，お客様との意識共有が課題と

考える。 

○調査・研究 

他事例について 

① ヤフー株式会社・・見てもらう方々に視覚的に強烈に訴えかけ，体感いただくとともに自社イメージをＰＲ。 

② 仙台市・・・とっつきにくい予算決算状況を，身近な家計に例え，わかり易く示し理解いただく手法 

③ 四日市市・・下水道事業について，詳細でわかり易い特集広報誌の配布。（約 14万世帯） 

○活用方法・成果 

「これなら私にでも内容がわかる」と思っていただける身近な広報を目指しますが，まずは四日市市の事例を

参考に来年度の試みとして上下水道事業についてのＰＲパンフレットを作成すべく予算要求に反映させ，ＰＲ

活動をすぐに開始したいと考えております。 

平成最後の一言 

企業会計化から数年を経過し，徐々に経営感覚やお客様に対するサービス意識

が本物になりつつあります。上下水道局の中心を担う若手職員の思いを市上層

部をはじめ職員の皆さんに伝えたいと思います。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№9 

発表タイトル Ｗｈａｔ ｉｓ 会議？ 

メインテーマ ①会議を工夫して，業務効率化や時間外削減へつなげる。 

チーム名 教育委員会事務局 

代表連絡先 所属 教育政策課 氏名 小島 義弘 内線 6171 

チーム構成員 
縣 真璃（教育総務課）， 駒田 康優（学校教育課）， 森嶋 かをり（教育指導課） 

永田 由佳（教育支援課）， 小島 義弘（教育政策課） 

○現状・課題 

 

○調査・研究 

 

 

 

 

○活用方法・成果 

 
 
 
 
 
 

平成最後の一言 
｢できる｣｢できない｣は｢やりたい｣｢やりたくない｣の裏返し。大切なことは｢やる｣か｢や
らない｣。できない理由を考えるより，できる方法を考えて，ぜひ実行しましょう！ 

種類や回数が多い 

時間が長い 

準備や議事録が大変 

結論が出ない 

業務負担 

時間外勤務 

モチベーション 

情報共有？ 

コンセンサス取得？ 

実績作り？ 

アリバイ作り？ 

難しく考えず，もっと楽

に会議を行うことはで

きないのか？ 

目的は？ 

裏返すと？ 

説明責任は考慮の上 
 課題  現状 

★業務の省力化 

調査事例の中から，行政になじむか，継続して実施することができるか等の観点から検討  
 
 
人事異動の際（特

に４月１日），庁内関
係部署へのあいさつ
回りの禁止（長野県） 

効果（人件費相当額） 
30分×3,000 円 
×300 人＝45万円 

直接関係ないが 
ぜひ実施したい取組 

③二役・部長レク，部内・課内会議や打合せを勤務時間内で終了するよう設定する。 

①報告書（会議録・議事録）の様式を統一化する。原則，開催概要（日時，場所，参加者等），決
定事項，継続検討事項，その他意見等に項目分けし，発言要旨は，外部委員等がいる場合のみ
とする。また，会議開催にかかった人件費相当額を報告書に記載する。 

 ②内部会議や打合せ（レク）の資料を対象に，軽微な誤りは修正せず口頭修正とする。ただし，
誤りがないよう作成することが基本である。対外文書や完成資料は対象外とする。 

資料作成時間短縮，人件費の意識 
公務員に欠けているタイムイズマネーの感覚 

業務の省力化・時間外勤務時間の削減 

★働き方改革につながる！！ 

他の行政機関や企業での実践事例 
○資料作成に係る人件費の目安（部長 5,000 円/時な
ど）を示してコスト意識を植え付けた。 
○内部会議であれば，「てにをは」など軽微な誤りは修
正せず，資料訂正などの時間を短縮した。 

必要性検討      → 情報共有目的であればメール 

参加者の厳選     → 最少人数の出席者 

ホワイトボード活用  → 議事録はホワイトボード写真 

資料事前配付     → 資料説明の時間削除 

パワーポイント禁止  → パワポはあくまでプレゼン用 

巨大時計の設置    → 時間の意識付け 

終了時刻の事前告知  → 時間の意識付け 

優れた事例は本市にも！！ 

Apple，Google，amazon，日産自動車，青森県，長野県など 

二役・部長，一般質問の聞き取りであっても，会議や
打合せを勤務時間内で終了するよう設定。 
当然，17時 15分 20秒に退庁。（某課長） 
 

特に気になった事例（長野県） 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№10 

発表タイトル 

～目指せ！ 救急車利用満足度日本一！！～ 

          さいたま市から学ぶ救急現場の効率化 

手荷物チェックシート BCS（Baggage Check Seat）の活用について 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 MZK 51（エムズィーケー フィフティーワン） 

代表連絡先 所属 中央消防署西分署 氏名 中川 弘一 内線 6830 

チーム構成員 
橋本 晋宏（西分署）， 中川 弘一（西分署）， 岸 昌平（西分署）， 

望月 健吾（西分署）， 北村 尚也（西分署） 

○現状・課題 

救急現場で傷病者や家族に対し，薬（お薬手帳），保険証，現金，履き物等を携行するように口頭で説明し

ています。 しかし，緊迫した救急現場では傷病者や家族は狼狽し，携行品を忘れてしまうことが多く，また忘

れ物を取りに現場や家に戻ると，現場滞在時間の延長や病院内診察の遅延等を招いてしまいます。救急医

療において内服の状況や既往歴等の情報は非常に重要で，また現場滞在時間の延長による院内での決定

的な処置開始の遅れは傷病者の生命や予後に大きな影響をもたらします。そのような課題に対する特効薬の

必要性を感じていました。 

○調査・研究 

 Ｈ２９の４月からさいたま市消防局【管轄人口１３０万人，救急出動件数 67，034 件（H29）】の全救急隊が出

動時に使用している１１９番持ち物チェックリストを本市での活用に向けリサーチしました（さいたま市消防局

救急課に協力依頼）。 さいたま市では出動１件あたり平均約１分の現場滞在時間短縮が図られ年間でおよ

そ１，１１７時間の短縮に繋がったとのデータを得ました。また傷病者や家族等の関係者，また搬送先医療機

関からの反応も良好で，「忘れ物を取りに行く手間が省けた。」，「慌てず所持品を用意できた。」 「お薬手帳

の情報で初診の救急患者さんの診察・処置開始がスムーズになった。」などの声をいただいているそうです。 

○活用方法・成果 

救急車の利用満足度日本一を目指している鈴鹿消防は，他市のテクニックをパクリません！鈴鹿市のフィ

ルターを通し，吟味し，熟考しオリジナリティーを加えバージョンアップを図り活用します。 

傷病者や家族が慌てていても，BＣＳがあれば手荷物の忘れを防ぐ事ができ，現場滞在時間の時短から病

院での診察・処置開始が円滑となり傷病者や家族の利益に繋がります。そして，国際的イベント等で盛り上が

る鈴鹿オリジナルとして外国語バージョンも作成（Ｈ２９ ２６０人を搬送）。観光客を含めた外国籍の方々への

配慮も忘れません。さらにアップデートを図り，裏面に救急法開催の案内など応急手当普及啓発事項を記

載。救命に直面している環境から応急手当への関心・意欲を掻き立て，救急法の受講へと導き鈴鹿市総合計

画 2023で掲げる救命処置実施率の目標値 60％達成を目指します。 

平成最後の一言 小さなことからコツコツと・・・。目指せ！救急車利用満足度日本一！！ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№11 

発表タイトル 鈴鹿市会議効率化ガイドライン 

メインテーマ ①会議を工夫して，業務効率化や時間外削減につなげる。 

チーム名 KAERU 

代表連絡先 所属 都市計画課 氏名 宮川 諒太郎 内線 3815 

チーム構成員 

宮川 諒太郎（都市計画課），  家田 峻（住宅政策課）， 

甲斐 雄登（建築指導課）， 谷田 貴弘（建築指導課）， 

西中 健一郎（住宅政策課）， 窪田 智之（住宅政策課），松田 一真（都市計画課） 

○現状・課題 

都市整備部内で全職員対象に会議に参加して気になっていることや困りごとを把握するための 

アンケート調査を行う。 

※正規職員,嘱託職員含む 89名対象 

アンケート結果 

1位 長時間に及ぶ,必要以上の人数で会議を行っている【80％】 

2位 資料配布で済む会議を開催している            【75%】 

3位 会議記録が残っておらず内容がわからない     【63%】 

 

○調査・研究 

調査機関・企業【新潟市】【さいたま市】【名古屋市】【民間企業 2社】 

①資料配布で済む会議は開催しない。 

会議は,複数の関係者が議論,意見交換することで多様な意見を集約し,物事を決定するための手段です。 

資料説明が中心の場合は,可能な限り他の代替手段（メールや庁内掲示板等）での伝達を検討し, 

会議を開かないよう心がけます。 

②会議時間の効率化 

・会議室内のホワイトボード等に会議時間を表示し、終了後コストを発表する。 

・会議コストを金額で周知して、効率的な運営を意識づける。 

（職員の平均時給（約2,300 円）×出席人数×会議時間＝会議コスト） 

③会議内容の情報共有 

次回の会議を充実したものとするため,会議の決定事項は会議録（報告書）として必ず整理します。 

会議録のフォーマットに沿って,過去の会議録を参考にしながら書くことで,必要な情報の抜け・漏れを防ぐこと

ができ,また作成時間の短縮も図ることができます。 
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○活用方法・成果 

調査・研究の結果,会議を上手に進めるためには会議のルールを守ることが大前提と考えました。 

進め方がスムーズな会議では短時間で適切な結論を生み出し,仕事の生産性が格段に向上します。 

そこで私たちは鈴鹿市として会議の効率化に関するガイドラインを作成しました。市全体で情報の伝達や共有

を行って問題の解決を図ります。下記に作成したガイドラインの一部の内容を 3つ紹介します。 

 

 

 

 

 

①会議開催のフローチャートで会議の必要性を確認します。 

フローチャートは会議の手順を明確に示すことができ問題の発生箇所のみならず,その原因を追究し 

根本原因に対する検討,対処ができるようになります。 

会議を効率化させる 1番の根本がこのフローチャートです。 

②会議コストを金額で周知して,効率的な運営を意識づけます 

鈴鹿市職員の平均時給(約 2,300円)×出席人数×会議時間＝会議コスト 

⇒会議参加者の見直しや時間を費やすことなく職員のコスト削減の意識付けに繋げます。 

「今の会議でこんなにお金がかかるのか！」と思えば次から最低限の参加人数や時間で会議が 

進められます。 

③全庁統一の会議報告書 

部署移動してもわかるように様式は市としてフォーマットを統一します。 

会議録を書く際は、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」という５Ｗ１Ｈを意識することが 

基本です。また、決定事項だけでなく、そこに至るまでの経緯も書くことで、出席者だけでなく、 

参加できなかった人も含めた関係者全員が誤解なく会議の内容を理解し、決定事項を共有することが 

できます。資料や図面が多い場合は CD-Rにまとめ報告書 1枚に添付します。 

 

ガイドライン作成後の取り組み 

☆継続してガイドラインの改革・改善 

☆データベースを掲示板や全庁(ネットフォルダ)に公開して周知 

☆研修を通して職員一人一人の能力アップ 

平成最後の一言 

調査・研究の結果,会議を効率化させる方法はたくさんあります。それを市全体として

共有する際に,このガイドラインは会議に関する効率化を図る上で便利な指針 

になります。このガイドラインが鈴鹿市の新時代の象徴になることを願っています。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№12 

発表タイトル 新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決 

メインテーマ ③新たな手法をとおした財源確保で，地域の課題解決を行う。 

チーム名 地域振興クラブ 

代表連絡先 所属 地域協働課 氏名 中西 芳章 内線 3311 

チーム構成員 

井畑 和哉（人権政策課）， 兼子 妙美（男女共同参画課）， 

増田 圭悟（市民対話課）， 山際 愛寿沙（戸籍住民課）， 

上村 沙織（地域協働課） 

○現状・課題 

日々，様々な課題が発生    解決にあたるお金が必要    市の財政はとても厳しい状況 

いかに財源を確保するか 

○調査・研究 

①行政のあり方について 

 自立した地域経営のため，基盤となる財政確保が必要となる。 

⇒自らの地域力を高める手法が不可欠 

 「稼げる地域」の創設 及び「自治体自らが稼ぐ」 

（参考文献） 

・国際文化研修 2014秋 vol.85 特集 JIAM研修紹介「稼ぐ自治体を創る」 

 （株式会社ローカルファースト研究所 代表取締役 関 幸子 著） 

・公共施設再編はなぜ必要か（東洋大学 根本 祐二 著） 

 ・他自治体の財源確保検証資料及び実例（②の各自治体） 

 

②財源確保について 

 行政の強みを活かして，新たな手法で財源確保を行う。 

 ・来庁者，利用者用駐車場の有料化（新潟市，川崎市，西東京市等） 

 ・庁舎外壁，庁内階段壁面や駐車場等の外壁への広告掲載（名古屋市，横浜市，仙台市等） 

 ・公用車車体側面等への広告掲載（藤沢市，泉佐野市，半田市等） 
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○活用方法・成果 

行政財産を活かして財源確保！ 

■駐車場の有料化で収入ＵＰ！ 

本庁舎来庁者用，白子地区市民センター等の駐車場を，夜間や休日・祝祭日の時間帯を 

有料化して貸し出す。 

■広告掲載で収入ＵＰ！ 

・本庁舎，来庁者用駐車場等の各施設の壁面へ広告を掲載する。 

・公用車車体側面へ広告を掲載する。 

■公共用地の利活用で収入ＵＰ！ 

   

地域の問題解決に活用！ 

自主・自立した地域に！ 

平成最後の一言 ～わたしたちのまちはわたしたちの手で～ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№13 

発表タイトル 気軽にふらっと立ち寄れるアットホ－ムな消防署 

メインテーマ ②地域・住民への説明を工夫して，説得力と信頼感の向上へつなげる。 

チーム名 鈴峰分署 

代表連絡先 所属 鈴峰分署 氏名 金五 直樹 内線 6851 

チーム構成員 
金五 直樹（鈴峰分署）， 奥井 誠（鈴峰分署）， 増井 琢也（鈴峰分署）， 

伊藤 真史（鈴峰分署）， 佐藤 将行（鈴峰分署） 

○現状・課題 

消防署はどこか近寄りがたい雰囲気がある。 

 

① 子供が消防車が好きで近くで見たいけど，どうしたらいいのかわからない。 

② 消防署って一般の人が入っていいのかわからない。 

  

○調査・研究 

日本の消防署に比べ海外等の消防署は地域住民が気軽に立ち寄れる。 

 

① 海外の消防署などでは，長期休みや休日に気軽に消防署を見学している。幼少期の頃に消防署を身近に感

じることにより，子供の頃から防災・救命の重要さを理解している。 

○活用方法・成果 

土日・夏休み期間などの長期休みに最寄の消防署に気軽に見学に来てもらう。 

救急法・防火・防災漫画等の実施。消防車への乗車・記念撮影，訓練の見学。 

 

海外の消防署のアットホ－ムさを応用して気軽に消防署に見学・遊びに来てもらう。 

① 子供の頃から消防・防災に興味をもってもらうことができる 

② 親御さんにも防災・救命の話をすることができ，地域の防災力の向上にもつながる。 

③ 日常的な訓練を披露することで，地域住民の安心へとつながる。 

平成最後の一言 アットホ－ムな消防署 日本一を目指します！！ 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№14 

発表タイトル 議事概要のテンプレートをつくろう！ 

メインテーマ ①会議を工夫して，業務効率化や時間外削減へつなげる。 

チーム名 文化スポーツ 5人衆 

代表連絡先 所属 文化振興課 氏名 青山 裕 内線 6611 

チーム構成員 
青山 裕（文化振興課）， 吉田 有里（文化財課）， 尾﨑 彰一（スポーツ課）， 

花井 晋平（国体推進課）， 麻生 雅大（図書館） 

○現状・課題 

現在，会議を終えた後に議事録を作成し，庁内での共有やＨＰ等で市民への公開を行っている。 

しかし，多くの議事録が会議をほぼ全文文字に起こして作成しているので，非常に手間がかかっている。 

加えて，そういった議事録は文量が多くなり，読み手としては結論がわかりづらく，内容の把握が難しい。 

○調査・研究 

議事録の最大の目的は決定事項を共有するためにあるもの！ 

業務効率化のため，誰が読んでもわかりやすい簡易な議事概要のテンプレートを作ればいいのではないか？ 

⇒インターネット等を活用し，他市で公開されている議事録を調べ，必要な項目を洗い出し！ 

チームでテンプレート案を作成！ 

○活用方法・成果 

期待できる効果 

①作成時間が短縮し，情報共有がスムーズに行われるようになる！ 

②統一した様式で読み手（市民）にもわかりやすい！ 

③文字起こし等，より詳細な議事録を作る際にも結論の指針となる！ 

平成最後の一言 平成さようなら。時間外さようなら。 
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改善力アップ プレゼンテーションコンテスト  エントリーシート№15 

発表タイトル プロジェクトエレクトロニック 

メインテーマ ①会議を工夫して，業務効率化や時間外削減へつなげる。 

チーム名 ファイアーマン 202 

代表連絡先 所属 中央消防署 氏名 佐野 要 内線 7111 

チーム構成員 
矢田 和彦（中央消防署）， 髙山 拓人（中央消防署）， 

釣井 篤（中央消防署）， 天白 大貴（中央消防署） 

○現状・課題 

①書類について 

起案関係：紙起案が多く占めている。 

その他書類関係：例，救急出動報告書，事後検証書類等紙を多く使用している。 

③日常業務の中で電子化を図り，業務のクオリティやスピード，セキュリティを上げる。 

④会議等で集まること無くタブレット等を使用し，電子会議とする事による燃料費の削減， 

会議のスピードや効率を上げる。 

 

○調査・研究 

〈参考企業〉 

スズキ自販三重 （職員の元職場） 

〈参考点〉 

『全電子化及びペーパーレス化』 

紙書類は概ね無く，タブレット等を使用し電子化を図っている。 

 

○活用方法・成果 

〈参考点〉 

上記，調査・研究を参考にし， 

『全電子化及びペーパーレス化』を実施する。 

平成最後の一言 
来年度，年号が新しくなります。 

私達，職員もこれを機に新しく進化していきます！ 

 


