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第６回

実際に取り組んだカイゼン事例の報告として、今年度は各所属から28事例の報告をいただき、職員によ

る事前投票の結果、得票数の多かった上位３事例による発表会を開催します！

カイゼン事例を報告していただいた皆様、また、投票いただいた皆様、ありがとうございました！

開催日時 令和３年２月４日 １４時から１５時

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、聴講はYouTubeの生配信のみとします。

YouTube生配信アドレス → https://youtu.be/zUvUOTREZsE

YouTube生配信
▼QRコード▼

閲覧自由ですので、皆様ぜひご覧ください！

ＩＣＴ活用でコロナ対策もバッチリ！
動画・オンライン研修

【チーム債権管理（収納課）】

最先端技術を活用して課題解決
（ＡＩの活用）

【介護保険課認定係】

納付書作成業務の自動化
（ＲＰＡの活用）

【安積行政センター】

上位３事例記載順は、得票順でありません ※発表後に会場にて審査員による投票を行い、
３事例の中で最終的な順位を決定します

職員投票で惜しくも４位～10位となったカイゼンはコチラです！

順位 タイトル チーム（所属） 得票数 投票者からのコメント（抜粋）

４
ボールペンの消毒を徹底して、
感染予防を確実！

資産税課
管理係

40
・自分も気になっていたことで、共感できる
・細やかな気使いだと思います

５
単語一括登録ファイルの共有
（市内地名編）

国民子健康保険課
国保税係

34
・全職員が恩恵を受ける改善だと思う
・導入コストゼロでイライラ解消、業務効率化

６ ウォークスルー申請
道路維持課
行政係窓口

33

・市民の利便性向上・職員の負担軽減・感染症のリスク低
減の全てを実現しており、カイゼンに要したコストも少なく、
創造的なカイゼン

７ スペースの活用で情報共有 生涯学習課支援係 29
・スペースを確認すると同じような質問と回答が記載され
ていることが多いので便利に活用しています

８ Ｙｏｕｔｕｂｅで動画配信 生涯学習課支援係 21
・公民館の新しい情報発信スタイル。今後、ますますニー
ズのある手法

９
タブレットを活用した会議で資
料作成の効率化

農業政策課農業経営・
アグリテック推進係

17
・会議開催前に資料の修正が生じても紙資料と違い容易
に差替えることができる。

10
窓口設置広報用チラシ等の
送付部数の改善（第２弾）

富久山行政センター 16
・市民ニーズに応えつつ効率的なペーパレス化であり、他
の窓口等でもすぐに取り組める

有効得票数合計：490票

上位３事例のカイゼンの概要は次ページ以降に記載しています

事前投票ポイント＋
会場での投票ポイント
の合計で最終順位決定！

当日の逆転もアリ♪
最終順位決定時に事前投票
ポイントも公表します



ＩＣＴ活用でコロナ対策もバッチリ！動画・オンライン研修
≪税務部 収納課 債権管理係≫

チーム名 チーム債権管理Before
2昨年４月、コロナ禍ですべての集合研修の開催が見送り、 開催方針も未定となってい

ました。
しかし、債権管理は日常業務のため、庁内からは、債権管理を初めて担当する職員か

らの相談が寄せられ、担当者説明会の代替手段が必要な状況でしたが、Ｅラーニングな
どの外部委託に切り替える予算もありませんでした。

After
Before

パブリックビューイング（ＰＶ）研修

《主たる目的の達成》
コストも時間もかけずに、ＩＣＴの活用で、感染リスクを抑えた学びの手法を確立

《その他の成果》
①「動画」は、スキマ時間で学べる手軽さから、受講者数が前年度の１．７倍になり、

管理職の受講も増加。
②自分のペースで受講できることで、理解度も上昇し、理解度は９０％を達成。
③作成した動画は、制度改正まで繰り返し活用することができ、業務のスリム化も実現
④「ＰＶ研修」は早期に周知し、庁内のリーディングケースとして、ノウハウ提供。
⑤講師にとっては移動時間の削減、市にとっては講師旅費の削減でwin-win.

カイゼン内容

◆庁内備品を活用し、ゼロ予算事業として、
債権管理の知識を学ぶための動画を作成し、
受講希望者に配信しました。
◆動画は、内容ごとに10～15分で編集し、
スキマ時間でも学べるよう工夫するととも
に、動画の特性を生かした納付相談を実演
した動画も作成しました。

◆法律の専門家である弁護士から学ぶ機会も
必要だが、県をまたぐ移動や、研修は数時間
にわたって講師が受講者と向かい合い、飛沫
感染リスクが生じるため、そうしたリスクの
ないテレビ会議システムを利用し、感染リス
クを抑えたパブリックビューイング方式によ
る研修を開催しました。
◆併せて、入場時の検温やアルコール消毒、
会場の換気など感染対策を徹底しました。

思いがけないピンチも、創意
工夫とＩＣＴの活用でチャンス
に変えることができました！

発表者：阿部のり子
小野優輔、鈴木裕哉

「動画で学ぶ債権管理」

 コロナウィルス感染症対策に寄与し、自席で
研修ができることは素晴らしい。

 コロナ禍における新たなスタイルを、他に先
駆けて行った点が評価できる。

 リモートを利用して、いつでも視聴できるの
は画期的であると思います。

職員投票での投票者からのコメント（抜粋）



最先端技術を活用して課題解決
≪保健福祉部 介護保険課 認定係≫

介護保険課 認定係Before

After
Before

【要介護認定事務の流れ】

要介護認定は、対象者の心身の状態等を調査し、その結果をコンピュータ判定にかけ
介護認定審査会で最終的な介護度が判定される仕組みになっています。

調査項目は、全部で74項目にも及び、結果は概況調査票・基本調査票・特記事項に
まとめられます。この調査票の整合性チェックは、適正な認定を⾏う上で、とても重要
なステップですが、作業量は膨⼤で、職員にとって非常に負担の⼤きい事務でした。

 これまで申請から認定まで40⽇以上かかっていましたが、その期間を短縮させます。
 負担が⼤きかった事務を自動化することで、事務時間の削減等、生産性が向上します。
 ＡＩが確認することで、⼈によるバラつきがなくなり、認定精度が向上します。
 同様課題は全国のどの自治体でも抱えているので、郡⼭市の取り組みが、モデル事例
となります。

カイゼン内容

基本調査票の調査項目は全部で74項目。
項目の選択肢は、少ないところでは2個、多

い所では12個もあり、合計193個も存在します。
答えが合っているかどうか、1件当たりおよ

そ1,500字（原稿用紙4枚分）の文章から成る特
記事項から読み解かなければなりません。

この作業に、ＡＩの自然⾔語処理技術を適用
させることはできないか︖との発想を原点に
今回の企画をスタートさせました。

発表者︓七海 満
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【今回のＡＩの概要】
Entity（キー情報）とIntent（文が表す意図）を抽出し、その組み合わせから、Fact（知識）を生成。
Factに基づき選択すべき項目を決定していきます。

 令和元年12⽉から令和2年7⽉まで、ＮＴＴデータ東北様と、全国で初めてとなる実証実験を実施し
ました。

 実験の結果、80％を超える判定精度を獲得。商用化が決定し、郡⼭モデルとして展開されることに
なりました。

 全国に先駆け、システム導⼊することを決め、令和3年3⽉から、本格稼働させることになりました。

例えば、麻痺の有無の調査項目

の特記事項の内容が、『両下肢

とも筋力の低下が認められ、挙

上可能であるが、自動では途中

までしか挙上静止できない。』

であった場合。

Entity

Intent

Fact □ない

□左上肢

□右上肢

■左下肢

■右下肢

□その他

苦労もありましたが、楽しみな
がら取り組むことができました。

両下肢

麻痺あり

麻痺あり

本⼈

両下肢

 業務に要していた膨大な作業量や時間の短縮
が、業務の正確性を保持しながら図られる。

 AI活用事例が全国初であり、他自治体への波
及効果も期待できる。

 改良を加えて精度を高め、将来、日本の標準
となる事例になって欲しい。

職員投票での投票者からのコメント（抜粋）



現金等払込書作成業務の自動化
≪安積行政センター≫

Before
Before

After
Before

Excelで作成した収入日計表に取扱い件数を種別ごとに入力後、財務会計システムに
も手入力し、現金等払込書を作成していた。

財務会計システム入力作業は一定時間で強制ログアウトされてしまうため、途中で窓
口対応の必要が生じると、入力作業をやり直していた。

また、財務会計システムは手入力のため入力ミスが発生する可能性もあったので、毎
日来庁者のいない時間外に作業を行っていた。

○作業時間の短縮につながった。（年間事務処理時間 約７９２時間の削減）
〔納付書平均処理種別数〕3種/日×〔処理短縮時間〕3分/種×22所属×〔開庁日数〕240日

○自動処理中に窓口対応などができるようになった。

○対口支援時等においても、いつもと同じ事務処理をすればよくなった。
⇒作業内容の統一化・標準化

○財務会計システムへの誤入力が生じない。

カイゼン内容

ＲＰＡ（Robotic Process Automation）
を使って、財務会計システムでの処理を自
動化！

ＲＰＡ実行後は入力作業が自動で行われ
ます。

あとはプリンタにカードをかざすだけで
現金等払込書の印刷まで完了します。

安積行政センターでの稼働後、各行政セ
ンターやサービスセンター等にも展開し、
各施設で使われています。

問合せ・回答はガルーンのスペースを
利用することで、センターによる処理の違
いにも気づき、全行政センター共通での事
務処理にもつながりました。

キャッシュレスの導入により増加した手
数料収納事務もＲＰＡで自動化済みです。

センター職員、関係各課の協力の
もと作成することができました。
ありがとうございました。

発表者：大和田 博之

①戸籍謄抄本

②市税関係

③臨時運行許可

④ナンバー紛失

⑤東山悠苑

これまでの作業

所要時間 約３分/種

RPA実行！
実行後は
離席OK♪

カイゼン後

 各行政センター共通の事務改善、効率化に寄
与しており、入力ミス防止策にもなっている。

 退庁時間後の業務を減らしてワーク・ライ
フ・バランスの推進も図れる。

 発想が素晴らしい。
 毎日恩恵を受けております。

職員投票での投票者からのコメント（抜粋）

Excelに実績
を手入力

Excelに実績
を手入力

※既存のExcel表を
RPA用に一部加工

財務会計システムに手入力し、調定起票・納付書作成


