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カイゼン運動による市役所の姿 カイゼン運動による市民の姿

古い体質からの脱却

検討を進めるうえでの課題・論点

事務処理の簡素化、効率化 事務事業の削減 コストの削減 無駄なコストを削減

市民サービスの向上 改善効果が伴えば最高 職員が楽になる

制度や取組の方向性 意識の醸成・人材育成

トヨタ生産方式

簡単にカイゼンできるもの 効率的によりスピードが要求されるもの

市民の視点 カイゼン」は必然的な視点、行動 誤りが減少するもの 経費節減できるもの

人材の育成。個人の能力を高める。 先進事例を踏まえて制度設計を行う。

自主的に改善に取り組むような仕組み

将
来
像

体 い
に転換

「このまちに住んでよか
った」と思ってもらえる

目
的
や
効
果

意
識

先進のカイゼン手法を勉強し導入しようとし
ても、制度という形だけの取り組みでは効果
が薄い

手法も大事ですが、土台となる「人」や「
心」がベース

市民の市役所に対する好感
度アップ

目
的

初期投資が増えても、経常経費削減をした
いのか、それとも市民の利便性が向上する
よう改善をしたいのか、目的をはっきりさせ
るべき

アイデアを提案することが
楽しくなる

良いアイデアが活かされる
風土が築かれる

お互いを認める風土が築か
れる。

仕事の目的を考えるきっか
けづくり

定
義

「カイゼン」が何を示しているのか、よく分か
っていませんが、きっとこの検討会に参加し
ない人はもっと分からないと思いますので、
わかりやすいように定義つけしたらどうか

負
担

各課は、目の前の業務をこなすことで、いっ
ぱいいっぱいの状態です。決して、このカイ
ゼンの取り組みにより、職員の負担が増え
ることのないよう、切にお願いします。

カ
イ
ゼ
ン
運
動
で
実
施
す
る
こ
と

運
用

効率化を図るがために、事務の押し付け合
いにならないように注意し、より良い形を見
出していくように留意

いままでのやり方を変革し、推進してい
く。

全庁に周知徹底を図り意識を持っても
らう

全庁的な視点や各職員のカイゼンに対
する意識の醸成につながる活動

実
施
対
象
者

職員一人一人が、ある程度カイゼン運動自
体に関わらないと、改善の方向性や具体策
を示しても、なかなか全体には浸透しない

カイゼン運動のグループを職場単位か、
横断的なメンバー単位なのか重要

市役所全体としてのあるべき姿の方向
性を示し、それに向け、各部署で統一
的な改善を実現していく。

市役所全体の事務を見直し、無駄を見
極め、事務処理を必要最低限に抑える

「よぉし、カイゼンしようぜ！」っていうの
ではなく、当たり前のように日常的に、
より良い方向に変えていく雰囲気のこと
だと思います。

業務の負担になるだけ、効果の実感が
沸かない等のマイナスイメージ、やらさ
れた感を抱かないよう、モチベーション
の向上を意識し、組織的に継続的して
モチベーションを奮い立たせる仕組み
や環境

対
象
案
件

他の職場でも共有できそうな情報を全
庁にお披露目して、改善の動きを広げ
ていく

職場単位で市民サービスの向上、業務
の効率化を目指した創意工夫を継続し
て行う

まずは小さな集団（係等）から成功事例
を作り、それを全庁的に広げていく

最少の経費で最大の効果を上げる改
善能力・意識の高い職員を養う人材育
成と職場風土向上

事
例
活
用

トップダウンではなく、現場が主体的と
なって現場の声を汲み上げる

何か特別なこと（イベント的なこと）を実
施するのではなく、日頃各職場で行わ
れるべき身近な業務改善を推進

目指す姿

取組により期待するもの 検討
反映
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審議・発表レベル 意識醸成 人材育成 カイゼンの具体的取組

高 低

高

カイゼンに取り組む組織の仕組みづくり 研修の一環として必ず提案してもらう。 事務用品の一括管理（各課で在庫を持たない）

電子決済の導入（庶務事務、文書決裁等）

各課各係等で必ず提案を行ってもらう。

低

組
織
関
与
レ
ベ
ル

各職場で実践した業務改善を、簡潔に
シートにまとめ、報告してもらい、全庁
で共有化を図る。

意識改革や人材育成についてしっかり
情報収集し、職員が楽しんで意欲的に
カイゼンに取り組めるような提案を目指
す。（例：ディズニー、マクドナルド）

カイゼン運動に関して課内会議を開催
し、主担当業務やその他についての課
題を抽出し、課の課題として集約。部内
会議を開催し、各課で抽出された課題
を集約。部間会議を開催し、各部で抽
出された課題を集約、改善に向けた統
一的な方向性を決定。
方向性の決定を受け、課内で改善策の
検討、実施。課内にとどまらず、部、市
役所として統一的な改善が必要なもの
については、課内で検討した改善策の
内容について部内会議、部間会議で検
討、決定。
各会議について、カイゼン運動検討会
メンバーが参加し、検討の方向づけ、会
議の取りまとめ等を行う。

係内や課内で業務改善について、考え
る場を設ける。（例えば、１ヶ月に１回な
ど）
そのような場があれば、普段の業務の
なかで、思いついたことをメモしたりす
るようになる。また、日々の意識も変わ
ってくる。

各課に庁内公募枠を設置し、チャレンジ
意識や基盤能力（コミュニケーション・チ
ーム志向・問題解決能力など）を高める
。

カイゼンをテーマとして集合研修を実施
。

１つの課で月ごとに改善案を競い合うと
か発表

職場単位で市民サービスの向上、業務
の効率化を目指した創意工夫を継続し
て行う。

全庁的に参考になるカイゼンは、勤勉
手当の成績率に加算する。（要調整）

勉強会の実施。有志を募り、順番に自
分の担当の部の業務の説明を行い各
個人の知識をつける。

事務の最適化をするうえで、長年同じ課に在職す
る人を置くのも手だが、５年程度で異動させること
で、業務のマニュアル化を進め、担当だけでなく、
他の係の職員も業務が分かるようにする。

まずは日常業務の中から、
１）必要な事務
２）改善の余地のある事務　を選別する
。
１）必要な事務については原則、現状の
まま行う。　（余力があれば、見直しを図
る。）
２）改善の余地のある事務について、係
、課内で話し合いを行い、改善策を練る
。他課との調整が必要な場合は、会議
の場を設けて事務改善に努める。

①モデルとして市役所カイゼン運動のメ
ンバーから自分の係の問題点等を洗い
出し、優先順位をつけカイゼンに取り組
む。
②いい成功事例が出て、かつ部として
取りめる内容の場合は部として取り組
む。　
③部として成功事例が出た場合、全庁
で取り組む。

四半期に一回程度日常業務の改善を
所属長へ報告し、企画政策課へ提出す
る。→優秀な提案については表彰し、さ
らに各部に一件程度で優秀だった提案
を庁内メールや掲示することで周知し、
フィードバックする。

市役所内部において使用されていない備品、事務
用品等を有効活用し経費の削減をする。各課にお
いて使用されていない備品等を報告し使用したい
課に貸出等ができるようにする。

業務や職場の現状と目標とする将来像
、課題を見える化し、職場の誰にでも常
に見える状態を作る。→情報や戦略、
現状や課題を全職員が正確に把握し、
共有することで、同じ方向に向かって力
を合わせる体制を整える。

庁舎清掃などを職員で行うことにより、経費削減を
する。業務時間終了後３０分程度清掃区域を設定
して行う。

業務の見える化（職場の情報が担当者不在時で
も容易に利用できるようにする）→机の整理、情報
（データ）の整理、ファイル棚の整理

どんどん公表（共有化）していく
提案事業で全庁的なものについては、
どんどん公表していけばいいと思いま
す。提案者名もどんどん出していけば
良いと思います。そしてその案をどんど
ん叩いていけばいいと思います。

提案を整理、処理する事務が必要ない
仕組み

改善を実施し、その効果を全庁的に発
表

アイデアを極限まで”生産”し尽くすこと
をスローガンに、カイゼン運動が活発化
するような仕組みづくりを行う

アウトソーシングの導入→戸籍、住民登録、外国
人登録、旅券、滞納整理業務等の委託

事務改善提案に変わり、チャレンジ失
敗談を募集する。チャレンジに意義があ
り、そのチャレンジを活かせなかった理
由や、失敗を隠したがる体質から情報
共有する意識へ改革する。
～・～有能な人間は失敗から学ぶから
有能なのだ。成功から学ぶものなど、た
かが知れている～・～　サロイヤン（アメ
リカの作家）

アイデアをフランクに提案し、それを見
た職員が、フェイスブックのように「いい
ね」、「採用！」、「パクる！」などの声を
返し、そのアイデアが広く根付く仕組み

クレド（豊川市版作成）、求められる職員像“５Ｃ”、
や市民憲章、及び総合計画等を常時携帯。

多くの職員が日常業務の中で改善を実
施している。小さな改善でも内容を紹介
し、全庁的に周知することで、他部署に
おいても効果が得られるケースがある

所属長を含む職員の意識改革が必要であり、市
政を市経営として捉えたとして、例えば、枠組みで
は市役所版バーチャルカンパニー制度の導入（ピ
ラミッドにフラット組織の併用、各部門に秘書室・
政策室等を設置）職員が持っているカイゼンに繋がる意

見が一つでも多く収集される誰もが利
用しやすい仕組み

既にある仕組み（例えば、職員の意見
を自由に書き込める掲示板など）と組
み合わせる

やった方が良い！ということはどんどん
やってみるべきで、やってみたら良かっ
たから、皆もやってみたら？くらいの事
後報告でよいのでは。

制度・取組の
具体策

意識醸成・人材育成

具体策

具体的

取組

の増加


