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1) 背景  

 

 

 

 

○ Ｔ－１グランプリは、これまでの「事務改善提案制度」の問題点・課題を整理して抜

本的に見直し、新たな制度として構築したものです。 

○ 行政経営改革プランでも重点取組として位置づけられており、本市として重要な取組

みとなっています。 

○ なお、Ｔ－１グランプリ は、平成２４年度に、公募による若手職員等から構成する

「市役所カイゼン運動検討会」での検討結果がベースとなっています。 
 

2) 目的と実施方針  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ これらの目的と実施方針のもと、様々な取組みを展開します。 

○ 特に、これまでの「提案」で終わる（終わりがちな）制度を、実施することを重視す

る制度へと転換し、実効性を高めます。 

○ そのほか、取り組む負担や裾野を拡げることに配慮しつつ、取組みの見える化、職員

の意識を高める評価の強化や啓発等の各種活動を行います。 

１ Ｔ－１グランプリの概要 

■行政経営改革に位置づけられた重要な取組み 

■平成２４年度に検討会を設置し、その導入案をベースとして改良を加え、

平成２５年度にＴ－１グランプリの取組みを本格的に開始した。 

目  的 

■効率的で質の高い業務を永続的に行い、市民に喜ばれる「市役所」をつくる。 

 

実施方針 

■取組みの裾野を拡げる。（小さな取組みでも可、件数・人数の拡大） 

■「提案」で終わるのでなく「実績」を重視する。 

■取組みを見える化する。（表彰式の開催、結果公表等） 

■評価を強化する。（勤勉手当への反映等） 

■取り組む負担を軽くする。（既存制度の活用） 

■職員の意識を高める取組みを実施する。（各種啓発・支援活動の実施） 
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3) 定義  

 

 

 

 

 

○ Ｔ－１グランプリは、「仕事カイゼン」を推進するため、啓発・支援、評価、情報共

有、公表などの各種制度の構築や具体的な取組みを実施します。 

○ 実施対象者の範囲は、医療職を除く全職員とします。（再任用・会計年度任用職員も含む。） 

  ※取組みによって限定される場合があります。 

 

4) 推進体制  

 

 

 

○ Ｔ－１グランプリの推進体制は、とよかわ仕事カイゼングランプリ推進本部を最高機

関とし、事務局にてＴ－１グランプリの具体的な取組みの運営を担います。 

○ 推進員は、課長級以下の全職員とします。これは、一部の職員が推進するのでなく、

課長級以下の職員全員で積極的に取り組む姿勢を表わしたものです。 

○ 各課長級職員は、所属職員の仕事カイゼンの支援・協力・管理を行う推進リーダーの

役割を担います。 

  

 

■仕事カイゼン＝ 

職員が行う事務、作業、応対等の効率化や質の向上を図る取組み 

■Ｔ－１グランプリ＝ 

  仕事カイゼンを推進するための様々な取組み 

■部長級からなる「とよかわ仕事カイゼングランプリ推進本部」を設置 

■課長級以下全職員を推進員（課長級を推進リーダー）に任命 
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１) 仕事カイゼンの範囲  

 

 

 

・「自課等の範囲」：自課等で所管（実施）する事務、作業、応対等 

 ※仕事カイゼンによる効果の範囲は問いません。（全庁的・特定組織、市民等でも可） 

・「他課等」の範囲：仕事カイゼンの取組みにおいて影響する事務を所管する関係各課

等 

  ※提案課の推進リーダーは、事前に連携しようとする他課の推進リーダーと協議の上、

合意を得る必要があります。 

 ・予算の範囲内であれば、支出を伴う取組みでも対象とします。 

 ・全庁（複数の組織）に共通する業務でも、自課等又は他課等と連携して実施できるも

のであれば対象です。 

 ・業績評価シートで定める業務改善でも、要件に合致すれば対象です。 

・過去から仕事カイゼンに取組み、当年度に初めて実績がでるものも対象です。 

・個人が実施しているものを、拡大してより効果を広めるものも対象です。 

  ※手続きを簡素化するため、個人の場合に限って、推進リーダーに提案しない実施報

告のみのものも対象とします。 

・対象か迷った場合は、事務局まで連絡してください。 

 

２) 実施対象者  

 

 

 

 

 

  

「課等」の単位：課、事務局、室、センター、支所、保育園、消防署、分署、中央図書館 

        ※市民病院のキャリア支援センター、医療安全管理センター及び患者サ 

ポートセンターは市民病院庶務課に含みます。 

「職員」の単位：課長級以下の職員 

        ※再任用・会計年度任用職員も対象です。 

※県、広域連合、災害派遣等職員や育児休業等による人事課付職員は

２ 令和２年度の取組み 

○ 自課等の範囲で実施できる仕事カイゼン 

○ 他課等と連携して実施する仕事カイゼン 

 

○ 自課等の範囲で実施できる仕事カイゼンの場合 

・課等に所属する職員個人 

・同じ課等に所属する複数の職員で形成したチーム 

○ 他課等と連携して実施する仕事カイゼンの場合 

  ・提案課及び連携する課等に所属する複数の職員で形成したチーム 
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含みません。 

 「チーム」：人数は問いません。（課等全体でも可） 

       必ずチーム名と代表者を決定してください。 

 

３) 他課へのアイデア提案制度  

 

 

  仕事カイゼンに必要なアイデアの情報源の充実化を図るために、個人やグループによ

るアイデア提案を、該当する課が仕事カイゼンに活用できる仕組みを次のとおり設け

ます。 

 【提案】 

  事務局までグループウェアのメール等にて提出してください。（随時） 

※様式は問いません。 

 【情報提供】 

  提案内容を適宜とりまとめて、事務局から提案された課に情報提供します。 

  ※匿名を希望される場合は、提案時にその旨を事務局に伝えてください。 

 【情報の活用】 

  情報提供されたアイデアの中から、各課における仕事カイゼンに相応しいものがあれ

ば、それを情報源として取り組むことができます。 

  ※実施する場合には、「提案書＆報告書」を作成し、取組みに着手します。この場合、 

「提案書&報告書」中に、他課へのアイデア提案制度がきっかけである旨の記載をし 

てください。 

【報償】 

 実施を重視するＴ－１グランプリの趣旨から、アイデアの提案者については、仕事カ

イゼンに係る勤勉手当の支給対象とはしません。 

 

４) 部門  

 

 

 

※「働き方改革部門」は、仕事カイゼンによる時間外勤務の削減及び年次休暇取得促進 

による総労働時間の削減が成果として見込まれるものになります。  

※新型コロナウイルス感染症対策として、各課で実施している仕事カイゼンは、新たな 

生活様式に向けた取組みとして積極的に提案してください。なお、提案する場合は、 

様式の新型コロナウイルス感染症対策欄から「○」を選択してください。 

○ 他課へのアイデア提案制度を設けます。 

○「一般部門」、「接遇部門」、「業務スクラップ部門」、「シティセールス部門」、

「働き方改革部門」の５部門を設けます。 
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５) 実施期間  

 

 

・仕事カイゼン実績の評価対象となる取組みは、当年度１０月３０日までに当該仕事カ

イゼンの実績を推進リーダーに報告したものに限ります。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により報告期間を短縮したため、事務局からの登録

状況についての中間報告は求めません。 

 

６) 提案から結果報告までの実施手順  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 通年実施 

①提案【仕事カイゼン提案者】           （随時） 

②登録・管理【推進リーダー】           （随時） 

③実施【仕事カイゼンの提案者又はチーム】     （随時） 

・提案書＆報告書の内容を確認し、保管と管理をしてください。 

 ※推進リーダーは、必要に応じて内容をヒアリングしてください。 

※複数の推進リーダーがいる場合は、分担していただくことも可能です。 

※事務局から登録状況についての中間報告は求めません。 

 

・各課等の推進リーダーに「提案書＆報告書」を提出します。 
 ※「提案書＆報告書」はグループウェアのネットフォルダ－「総務部」－「行政課」－ 

「Ｔ－１グランプリ」－「令和２年度」フォルダにあります。（Ｐ．１０ 参照） 

 ※提案書の記入方法は、様式上部の記入要領を参照してください。 

 ※各係１件以上の取組みを提案してください。 

（保育園、消防署については、組織で１つ以上の取組みで結構です。） 

 ※提出方法：データと紙で提出してください。 

 ※他課等との連携の場合は、提案課の推進リーダーが、事前に連携しようとする他課等の推

進リーダーと協議の上、合意を得てください。協議成立後は、提案書の作成及び内容変更

などは提案課が行い、連携全課で共有してください。 
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④実施報告【仕事カイゼン提案者】  （１０月３０日まで随時） 

・各課等の推進リーダーに、仕事カイゼンの成果をまとめた「提案書＆報告書」 

 を提出します。 

 ※推進リーダーは、必要に応じて内容をヒアリングしてください。 

 ※成果が確認できない等報告が難しい場合は、報告書の作成は不要です。ただし、推進 

  リーダーに口頭等で取組み状況を報告してください。 

 ※他課等との連携の場合は、提案課で推進リーダーに提出してください。 

⑤結果報告【推進リーダー】      （１１月６日まで） 

・１０月３０日までに提出があった「提案書＆報告書」を事務局へ提出します。 

 ※報告書の下欄にある「課代表仕事カイゼン」欄に、課代表としたものには「○」を付し

てください。（選出数は任意） 

 ※他課等との連携の場合、提出は提案課が行ってください。 
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７)優秀仕事カイゼン選出（Ｔ－１グランプリ大会）の実施手順  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 
 
 

■グループ            

グループ名 関係部長級職 関係組織 

企画部 
企画部長、防災対策監、 

議会事務局長 

企画部各課、会計課、議会事務局、 

監査委員事務局 

総務部 総務部長、財産管理監 総務部各課 

福祉部 福祉部長 福祉部各課等 

子ども健康部 子ども健康部長 子ども健康部各課等 

市民部 市民部長 市民部各課等 

産業環境部 産業環境部長 産業環境部各課 

建設部 建設部長 建設部各課 

都市整備部 都市整備部長 都市整備部各課等 

上下水道部 上下水道部長 上下水道部各課 

消防本部 消防長 消防本部各課等 

市民病院 市民病院事務局長 市民病院各課等 

教育委員会 教育部長 教育委員会各課等 

①課代表仕事カイゼン選出【課等】（１１月２日～１１月５日） 

・各課等ごとに、実績報告のあった仕事カイゼンから、課代表仕事カイゼンを選出 

 し、所管部長等へ報告します。 

 ※選出基準等の詳細な選出要領は、Ｐ．９を参照してください。 

 ※選出方法は、課等ごとに任意に対応してください。 

  （例：管理職による合議 課長等判断 課等内投票等） 

 ※推進リーダーは、選出結果を提案書＆報告書の「課代表カイゼン」欄にまとめ、事務局 

へ提出してください。 

 ※他課等との連携の場合は、提案課が行ってください。 

②部代表仕事カイゼン選出【部等】（１１月６日～１１月１３日） 

・部長級職員を単位として編制したグループごとに、課代表仕事カイゼンから、 
さらに抽出して選出します。 

 ※部グループは下表のとおり設定します。（1２グループ） 

 ※選出基準や選出数等の詳細な選出要領は、Ｐ．９を参照してください。 

 ※選出方法は、グループに所属する部次長の判断で任意に対応してください。 

 ※選出した取組みの「提案書＆報告書」、付属説明資料及びチームの写真を事務局へ提出し 

てください。（写真は、優秀仕事カイゼン選出投票参考資料（簡易版）に掲載します。） 

 ※他課等との連携の場合は、提案課の属するグループにおいて選出してください。 
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８) 表彰  

 

 

 

※詳細については、後日対象課等へ提示します。 

 

９) その他  

職員のカイゼン意識を醸成する取組みとして、各種啓発、研修、支援に関する活動を

行います。また、部代表仕事カイゼンに選出された実施者に対し勤勉手当を上乗せ支給

します。 

 

 

 

 

１) 趣旨  

Ｔ－１グランプリの一環として、仕事カイゼンの全庁的な意識を集中的に高めて実際 

の取組みへ繋げることで、カイゼンの促進を図るために行います。 

 今回は、「カイゼン週間」と題して、日頃からカイゼンに取り組みやすくなるように、 

昨年度の仕事カイゼンの事例紹介等を行います。 

 

２) 実施時期  

９月 

 

 

 

③優秀仕事カイゼン選出投票【全職員】（１２月１０日～１２月１７日） 

・全職員による投票により優秀仕事カイゼンを選出します。 

 ※優秀仕事カイゼン候補数は最大２０候補とし、３件を選出します。 

 ※投票方法等の詳細な要領は、後日提示します。 

 ※投票結果は速やかに結果集計し、公表します。 

○Ｔ－１グランプリ大会において、優秀仕事カイゼンに選ばれた取組み

を大会長（市長）が表彰します。 

３ 「カイゼン週間」実施要領 
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Ｔ－１グランプリでは、優秀なカイゼンに対し表彰や発表、勤勉手当へ反映するため、 

当該年度での優秀仕事カイゼンを選出することとしています。 

その選出方法の詳細については、次のとおりです。 

１) 選出基準  

部（課）代表仕事カイゼンの選出基準を次のとおりとし、総合的に選出することとし 

ます。 

 

 

 

 

 

 

２) 課代表仕事カイゼンの選出数について  

各課等にて任意に決定してください。 

３) 部代表仕事カイゼンの選出数について  

提案された仕事カイゼン取組みのうち、完了（実施報告があり、一定の成果が確認で 

きた。）したものの数を基礎数として、全体で最大２０候補となるように傾斜配分しま

す。（各部等グループで１～３候補を想定） 

４) 選出等しない場合について  

選出基準に照らして部（課）代表仕事カイゼンとして見合う取組みがないと各部課長 

等が判断する場合は、部（課）代表仕事カイゼンを選出しないことができます。（特に 

実施件数が少ないときに、この措置に留意してください。） 

５) 勤勉手当について  

投票対象に確定した部代表仕事カイゼンの実施者が、勤勉手当の上乗せ適用の対象と 

なります。 

６) その他  

 事務局へ当該仕事カイゼンの「提案書＆報告書」、付属説明資料及びチームの写真を 

提出してください。（写真は、優秀仕事カイゼン選出投票参考資料（簡易版）に掲載し 

ます。） 

基準名 基準の内容 

効き目 効果がどれくらい表れているか 

目新しさ これまでにない、斬新な取組みであるか 

分かりやすさ 取組み内容がどれくらい分かりやすく、明解であるか 

４ 部（課）代表仕事カイゼン選出要領 
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１）様式  

提案書＆報告書 

 

 

 

 

参考資料 

所属部署 補職及び氏名
※複数人の場合は、すべて記入

提案日 提案部門
新型コロナウイルス

感染症対策
「他課との連携」の場合のみ

連携する課名を記入

タイトル

チーム名
※個人で実施する場合も記入

Ｔ－１グランプリ　①仕事カイゼン提案書

提案者及び提案の基本事項

提案内容

１）現状（課題や問題点など）

２）理想の（目指すべき）状態

記入要領
・太枠内（「提案者及び提案の基本事項」及び「提案内容」）について記入してください。
・「提案部門」については、リストダウン設定となっていますので該当する部門を選択してください。
・新型コロナウイルス感染症対策の取組みを提案する場合は、リストダウン設定となっていますので○を選択してください。
・太枠内について記入が終わりましたら提案書の完成です。各部署の推進リーダー（課長級職員）にメールで提出してください。（随時）
　※このシートで提案する内容の実施結果は、シート名「②報告書」を使用して報告していただきます。

３）理想の（目指すべき）状態にするための取組み

（内容）

人数
実施者氏名

※複数人の場合は、すべての

実施者氏名を記入
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所属部署 補職及び氏名
※複数人の場合は、すべて記入

提案日 提案部門
新型コロナウイルス

感染症対策
「他課との連携」の場合のみ

連携する課名を記入

タイトル

チーム名
※個人で実施する場合も記入

報告日

課代表の仕事カイゼン
※選出数は任意

　
部代表の仕事カイゼン
※選出数は別途通知

　

提案者及び提案の基本事項

記入要領（提案及び実施者）
・シート名「①提案書」の内容を実施した後に太枠内（「実施結果」）について記入してください。
　※このシート上部の提案内容等は、自動的にコピーされています。
・「取組み進捗状況」については、リストダウン設定となっていますので該当する進捗状況を選択してください。
・太枠内について記入が終わりましたら報告書の完成です。各部署の推進リーダー（課長級職員）にメールで提出してください。（随時）
記入要領（推進リーダー）
・「＊推進リーダー記入欄」について、該当する欄に「〇」を選択してください。
　※当該作業は１１月上旬（事前に別途通知）を予定しています。

Ｔ－１グランプリ　②仕事カイゼン報告書

実施結果

＊推進リーダー記入欄（該当する欄に○を選択してください。）

取組み進捗状況

（内容）

４）取組みの成果

（内容）

提案内容

１）現状（課題や問題点など）

２）理想の（目指すべき）状態

３）理想の（目指すべき）状態にするための取組み

実施者氏名
※複数人の場合は、すべての

実施者氏名を記入

人数
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２）とよかわ仕事カイゼングランプリ推進本部設置要綱  

 

 （設置） 

第１条 職員が行う事務、作業、応対等の効率化や質の向上を図るための取組み（以下

「仕事カイゼン」という。）を通じて、市民に喜ばれる市役所をつくるため、とよかわ

仕事カイゼングランプリ推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部は、仕事カイゼンを推進するためのさまざまな取組み（以下「仕事カイゼン

グランプリ」という。）に必要な審議及び評価を行う。 

 （委員構成） 

第３条 本部の本部員は、部長及び部長相当職の者をもって構成する。 

 （本部長） 

第４条 本部に本部長を置き、本部長にあっては総務部長をもって充てる。 

２ 本部長は、会務を総理し、本部を代表するとともに、本部の会議（以下「会議」とい

う。）の議長となる。 

 （会議） 

第５条 会議は、本部長が招集する。 

２ 会議は、本部員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求

め、又は意見を聞くことができる。 

４ 本部長は、必要に応じて会議の結果を市長及び副市長に報告するものとする。 

 （作業部会） 

第６条 本部に、本部長が指定した事項を調査研究させるため、作業部会を置くことがで

きる。 

２ 作業部会は、本部長が指名した者をもって構成する。 

 （応援団） 

第７条 本部に、仕事カイゼングランプリに関し、その周知活動、研修、支援活動等具体

的な運営を行わせるため、応援団を置くことができる。 

２ 団員は、本部長が任命する。 

 （推進員） 

第８条 各課等に、推進員及び推進リーダーを置き、推進員にあっては職員（特別職、部

長、次長及びそれらの相当職並びに医療職を除く。）を、推進リーダーにあっては当該

課等の課長及び課長相当職をもって充てる。 

２ 推進員は、その所属する課等において仕事カイゼンを実施する。 

３ 推進リーダーは、その所属する課等の推進員の活動を統括する。 
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 （庶務） 

第９条 本部、作業部会及び応援団の庶務は、総務部行政課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔ－１グランプリ 

実施要領 
令和２年７月 
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Email：gyosei@city.toyokawa.lg.jp 


