
さいたま市 改善事例発表会

日時：平成３０年１１月１２日（月）
場所：浦和コミュニティセンター多目的ホール

いよいよ９回を迎えるカイゼンさいたマッチ
どんなカイゼンが繰り広げられるのか楽しみですね！

一球カイゼン！
「お役所仕事」にサヨナラ

(^O^) /~~~



14:30 開会
・市長挨拶
・審査委員紹介

14:40 優秀事例発表
①桜区 収納課
②都市局 都市計画課
③西区 高齢介護課
④緑区 支援課
⑤緑消防署 管理指導課
⑥南区 支援課

15:40 休憩

15:50 ゲストインタビュー

16:00 表彰式
・優秀賞
・ナイスカイゼン賞
・最優秀賞

16:15 講評
・審査委員講評
・市長あいさつ

16:30 閉会

第９回 カイゼンさいたマッチ
次 第



カイゼンさいたマッチとは

今年度で９回目を迎える、さいたま市職員が実践した業務改善事例の発表会です。
６月の強化月間に実践された、7,572件の改善事例の中から選ばれた６事例を発表
します。
発表を通じ、改善事例の内容や効果を楽しみながら共有するとともに、改善に取り組む
職員の意識を更に高めていくことを目指しています。

これまでのカイゼンさいたマッチ最優秀事例

【第１回】平成23年5月18日 大宮区役所
「放置自転車対策」

区役所前の広場を駐輪場として
活用するカイゼン。自転車盗難件
数が減少し、県内ワーストから脱却
しました。

【第２回】平成24年1月24日 南区役所
「区役所職員の流動的な活用」

区役所の全所属長の了解を得て、
部署をまたいだ協力体制をとること
で、超過勤務の縮減や職場間の交
流が促され、区役所内の融和に貢
献しました。
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【第４回】平成25年12月25日 岩槻消防署 消防２課
「担当者がいなくても大丈夫！～窓口１１９番ファイルの活用～」

１１９番を受ける際のマニュアル
を作成。ファイルを色別に分類したり、
内容をフローチャート化するなどの工
夫をし、担当以外の職員でも即座
に同じ回答をできるようにしました。

【第５回】平成27年1月28日 桜区役所
「職員みんながサポーター ～さくらサポートシステム～」

部署を超えて職員が協力できるシ
ステムを構築し、高品質経営区役
所を実現しました。

【第３回】平成24年12月26日 都市局 東浦和まちづくり事務所
「ひと目で解かる事業進捗状況図」

工事の進捗状況が示された地図
を、来庁者が見やすい場所に掲示
することで、担当以外の職員でも分
かりやすく説明できるようにしました。
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【第６回】平成27年12月22日 桜消防署 西浦和出張所
「これがあれば忘れ物ゼロ ～救急・１１９番チェックリスト～」

緊急搬送時等、緊迫した状況下
でも、家族等に必要な持ち物を確
実に案内するため、家族等に渡す
持ち物リストを作成。現場滞在時
間を短縮することができました。

【第７回】平成28年11月16日 見沼消防署 消防２課
「幼児防災・防災教室♪未来につなぐ『防さい楽習』の推進♪」

防火・防災について、子どもクイズ
や体操で遊んでもらうことで、楽しく
覚えてもらうことができました。

【第８回】平成29年11月20日 桜区役所 保健センター
「指定難病の申請はKSTで」

窓口での申請受付事務において、
処理状況や手順を可視化すること
により、どの工程においても職員がサ
ポートできる体制を構築。市民の待
ち時間の短縮を実現しました。
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第９回カイゼンさいたマッチ発表事例紹介

１ 桜区 収納課
「あわてない 不審電話の通報処理

～安全に安心して暮らせるまちづくりのために～」
不審電話通報用の聞き取り記録書様式を作成し、市民に安心感を

与えるカイゼン

２ 都市局 都市計画課
「打ち合わせを時間短縮＆ハイクオリティに！」
議題の所要時間や論点等記載の資料を事前に配布し、

端的かつ活発な打ち合わせを実現するカイゼン

３ 西区 高齢介護課
「マスキングの電子化～手作業よりも電子で！～」
マスキングの電子化により電子決裁の促進と修正作業の効率化を
実現するカイゼン

ここで本日発表の優秀事例６例の紹介です！

Team SAITAMA
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４ 緑区 支援課
「書類進達方法のカイゼンにより年300時短！

～10区支援課共通課題の解決～」
使送便を活用することで書類の持参進達にかかる時間を短縮する

カイゼン

５ 緑消防署 管理指導課
「電子メールのフィルタリング機能を活用した
標的型攻撃メールの明確化」
メールのフィルタリング機能を活用し、注意すべきメールを素早く

見分けるカイゼン

６ 南区 支援課
「～ひとりで抱えこまないで～シェア（share）ボックス」
「シェアボックス」を活用し、職員間の業務量を平準化するカイゼン
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１番 桜区 収納課

あわてない 不審電話の通報処理
～安全に安心して暮らせるまちづくりのために～
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２番 都市局 都市計画課

打ち合わせを時間短縮＆ハイクオリティに！
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３番 西区 高齢介護課

マスキングの電子化～手作業よりも電子で！～
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４番 緑区 支援課

書類進達方法のカイゼンにより年300時短！
～10区支援課共通課題の解決～
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５番 緑消防署 管理指導課

電子メールのフィルタリング機能を活用した
標的型攻撃メールの明確化
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６番 南区 支援課

～ひとりで抱えこまないで～
シェア（share）ボックス
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発表６事例以外の改善事例

６月の改善強化月間では、本日発表する６事例以外にも、
市民サービスの向上につながる改善事例が多く実践されて
いますので、一部を紹介します。

改善タイトル
取組の内容

（具体的な取組、取組の観点等）
振り返り

（取組の効果等）

発券機案内表示
のカイゼン

来庁者がどの係で手続きをとるべきか分
かりづらかったため、具体的な手続き内
容の案内を表示し、発券機の案内をわ
かりやすくした。

番号札の引き間違いが減るとともに、窓
口対応中の職員が、他の市民の方から
手続き場所の質問を受けることが減り、
待ち時間の短縮につなげることができた。

証明書の見本の
作成

証明書の見本を作成し、各証明書の
違いが、すぐに分かるようにした。

・証明書の取り間違い防止につながった。
・証明書の説明時間を短縮できた。

窓口対応時に
所要時間を示す

時間がかかりそうなときは、「お時間大丈
夫ですか」、長くかかりそうなときは、「～
分くらいかかりそうですが大丈夫ですか」
と聞く。先の見通しを示し、不安やイライ
ラを軽減したいと考えた。

お待たせする市民の方の不安等を軽減
することができた。
また、相手の状況や気持ちを確認し、時
間の見通しをお知らせできたことで、冷静
に作業ができた。

施設マップを
作成し窓口に
掲示

窓口において、市・県・国などの施設の
場所を聞かれることが多く、改善前は、
その都度マップを広げていた。
そこで、市で作成しているガイドマップを
ベースに、シールを活用して施設の所在
案内ができるようにした。

・施設の所在、最寄り駅などの案内をス
ムーズに行えるようになった。
・混雑などで対応しきれない時にも、マッ
プにより、施設の場所を確認していただけ
るようになった。
・職員も施設所在の全体像が見え、対
応力の向上につながった。
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改善タイトル
取組の内容

（具体的な取組、取組の観点等）
振り返り

（取組の効果等）

がん検診無料券
の誤交付防止

対象年齢以外の人に無料券を交付し
ないよう、申請書に年齢を記載する欄
を足し、視覚的に注意しやすいようにし
た。

申請書を見るだけで年齢がすぐに分かる
ようになり、対象者年齢の確認を強化で
きるようになった。

消防車両見学者
への防災広報

消防車両を離れたところで見ている親
子に、シールと火災予防パンフレットを
渡し予防広報を行った。庁舎の見学が
できることや消防団のPRを実施した。

とても喜んでもらうとともに、防災への関心
を持ってもらえた。
消防業務は市民の方の協力が欠かせな
いため、このような取り組みは、お互いの
距離が縮まり、とても有意義だと感じた。

交通事故等の
未然防止

区役所の職員に対し、外出した際に、『道
路に穴があいていた』『照明が切れていた』
などを見つけた場合には、情報提供してもら
えるよう周知した。（くらし応援室）

多くの目によって確認することで、事故が起き
る前に危険を回避することができるようになっ
た。

忘れ物の
注意喚起

傘の忘れ物が多いため、注意喚起を促す
ポスターを作製した。雨が止んだ後などに目
立つ位置に配置した。（公民館）

利用者の皆さんの目に届き、傘の置忘れが
減った。

外国籍の保護者へ
写真を加えた説明

日本語が分からず意思の疎通が困難で
あっため、写真入りの説明を行った。

言葉だけでは伝わらないことをカバーすること
ができた。

園行事の様子を
保護者に発信

園行事の様子を写真とともに掲示し、保護
者に発信した。
日中の子どもの様子を知ってもらい、関心を
高めてもらうことができた。

掲示を見た保護者からは、「楽しそう」と声を
掛けられるなどの反応があった。
園の様子を知ってもらう機会の一つになったと
感じた。

みんなで守ろう
“親子マーク”

親子で通る約束になっている、通用門の開
閉や階段の出入り口に、文章だけではなく、
マークを使用し保護者と子ども達に、安全
の意識づけができるようにした。

子どもが保護者を呼んで待ち、一緒に開閉
する姿がみられるようになった。
なお、掲示する前には、各クラスの子ども達に、
マークの意味を知らせ約束の確認も行った。
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審査委員のご紹介（五十音順）

 

 

さいたま市 市長 

 ＦＭラジオのパーソナリティとして活躍後、アメリカに留学し、宝石の鑑定士・

鑑別士の資格を取得。２０００年に現在の職に就任。危機的状況だった会社を３年

で建て直し、黒字へと導いた。同社は、独創性・革新性に優れ研究開発型企業とし

て、「さいたま市リーディングエッジ企業」の認証を受けており、その業績とリー

ダーシップから“常に前向きな女性経営者”として多方面で活躍している。 

日本電鍍工業株式会社 代表取締役  伊藤 麻美 様 

キヤノン電子株式会社 代表取締役社長  酒巻 久 様 

１９９９年３月に社長就任後、「世界トップレベルの高収益企業になる」を目標

に掲げて経営改革に着手し、生産性の向上、財務体質の強化を実現。著書「椅子と

パソコンをなくせば会社は伸びる！」は、企業経営の教科書として多くの経営者に

読み継がれている。また、最新刊「60歳から会社に残れる人、残ってほしい人」

など、著書多数。 

ひさし さかまき 

さいたま商工会議所女性会 副会長  大山 恭子 様 

 

おおやま 

でんと いとう 

きょうこ 

まみ 

２００７年「健康で安全な暮らしのサポート」を目指し株式会社結を設立。

主に施設警備や防犯カメラ設置などのセキュリティ事業を運営しつつ、商いを

するからには地元に貢献したい 地元企業と繋がりたいと商工会議所に入会。

今年７回目を迎えるチャリティクリスマスおもいやりコンサートの担当副会

長として活動を続けている。さいたま市初の女性消防団員としての顔も持つ。 

清水 勇人 


