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スマート県庁大作戦アクションプラン  

「スマート県庁大作戦」とは、県民サービス向上のために県の業務を効率化して、「機

敏に」、「手際よく」、「知的に」業務を遂行する県庁を目指す取組みです。職員は、自ら

最適な働き方を見つけ出し、実践することで、県民満足度を高めることができる県庁職

員となることが求められます。 

そこで、「スマート県庁大作戦」の目標を全職員が共有するため、ワークスタイルの

あるべき姿を定め、平成 26 年 6 月に策定した「スマート県庁大作戦」（実施期間：平

成 26 年度から 30 年度まで）のアクションプランの内容を拡充し、各取組みを引き続

き計画・遂行することで、あるべき姿に近づけることを推進していきます。 

１  ワークスタイルのあるべき姿  

行政改革大綱では、職員・組織・仕事の質的向上に着目した改革を進めることで、「か

ながわグランドデザイン」を着実に推進し、県民にとって価値のあるサービスを提供し

ていくとしています。 

職員には、企画・創造・現場対応力を高め、前例にとらわれることなく果敢に挑戦し

ていくことが求められます。 

そのためには、できるだけ少ないトータルコストで多くの成果を得るための生産性の

向上、機会損失を最小限にするため時間や場所の制約のない働き方、スマート県庁の達

成に意欲的に取り組むための職員のモチベーションの向上を実現する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマート県庁が目指すもの 

県民にとって価値のあるサービスを提供できる県庁 

企画・創造・現場対応力 

の強化 

前例にとらわれることなく 

果敢に挑戦 

時間と場所の 

制約からの解放  

職員のモチベーショ

ンの向上  
生産性の向上 
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これを、職員のワークスタイルのあるべき姿に落とし込むと次のようになると考えら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

取組みの対象としては、職員・組織・仕事が想定され、また、それを支える制度やＩ

ＣＴ1技術の変革も必要となります。 

スマート県庁大作戦では、これらを、①職員の意識改革、②ＢＰＲ2の推進、③制度

の見直し、④情報と知識の共有化、⑤ＩＣＴの整備のテーマに分け、取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 ＩＣＴ 【Information and Communication Technology】情報通信技術 
2 ＢＰＲ 【Business Process Re-engineering】組織の目標を達成するために、既存の業務内
容や業務フロー、組織構造やルールを見直し、再設計すること 

スマート県庁大作戦の５つのテーマ 

ワークスタイルのあるべき姿 

★自分自身の業務の進め方、時間の使い方を把握し、業務効率の向上のために

行動できる。 

★県民サービス向上のために、積極的にノウハウの共有をすることができる。 

★県民満足度の向上という目的を明確に意識し、目的達成のために最適な、働

く時間・場所を自ら選択することができる。 

★ＩＣＴの利活用が特別なことではなく、仕事に合わせて意識することなく使

いこなすことができる。 

★情報漏えいの心配なく、業務の情報をいつでもどこでも、入力／閲覧／共有

できる。 

★ワーク・ライフ・バランスの実現により、多様な経験や勉強をするための時

間が確保できる。 

情報と知識 

の共有化 

BPRの推進 
職員の 

意識改革 

ＩＣＴの整備 

制度の見直し 
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２  アクションプラン  

スマート県庁を実現するために不可欠な 5つのテーマについて、これらを連携させな

がら実行していくための具体的な取組方策を定め、各取組方策に対し、平成 30年度ま

でに達成すべき目標と、取組項目、活動指標を次のとおり設定しました。 

(1) 職員の意識改革  

県民にとって価値のあるサービスを提供できるよう、県民サービス向上につながる

業務を行う時間を増やし、職員が新しいことにチャレンジするためには、長時間労働

をすることなく成果を上げることができる職場を実現する必要があります。 

そのために、業務の進め方や時間の使い方を把握・管理し、改善をしていくこと、

資料作成や会議などの内部調整事務にかける時間を削減していくことなどを、職員全

員が常に意識し実践するための取組みです。 

ア  残業ゼロに向けた取組み  

【目標】 

◎「仕事の見える化」を推進することにより、職員一人ひとりが自分自身の業務

の進め方、時間の使い方を把握し、業務効率の向上のために行動できる。また、

見える化の結果が所属内で共有され、時間内に勤務を終えるために必要な改善

を行うことができる。 

【取組項目】 

□業務プロセスを見える化し、業務量や実施時期を把握するため、「仕事見える

化シート」を策定 

□各職員は、時間内に業務を終わらせるよう目標を設定し、事務処理の効率化と

改善事項の検討を実施 

□所属長やＧＬ等は、「仕事見える化シート」等を利用し、計画的な業務管理に

より、業務量の平準化や残業時間の削減に向けた改善を実施 

□把握した業務量に基づき所属長が事業の優先度を見定め、業務の改善や所属内

の柔軟な配置換えを実施 

□年度途中の人事異動をより一層柔軟かつ迅速に実施 

【活動指標】 

・「仕事見える化シート」を策定している所属 100% 

・朝ミーティングなどで毎日の仕事に対し、職員が目標を設定している所属 

100% 

イ  資料の簡素化  

【目標】 

◎的確に伝わり短時間で意思決定ができることを意識して資料作成ができる。ま

た、資料作成そのものに時間をかけない。 

【取組項目】 

□資料作成に関するルールの策定と周知 
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□簡素で的確に伝わる資料作成についての研修実施 

□省エネ、省資源の観点からの環境マネジメントシステムを活用した資料の削減 

【活動指標】 

・所属長が年１回以上「仕事のやり方に関するルール」を周知している所属 

100% 

・研修実施については、研修計画を作成し指標を設定 

・省エネ、省資源の観点からの資料削減については、平成 28年度の新しい環境

マネジメントシステム導入に合わせ指標を設定 

ウ  調整等の時間削減  

【目標】 

◎意思決定のための内部調整にかかる時間が削減されている。 

【取組項目】 

□幹部が調整時間等の時間削減を意識し、具体的かつ明確な指示を徹底 

□タブレット型端末や大型ディスプレイを活用して打合せや会議を行うことで、

資料の修正に要する時間を削減 

【活動指標】 

・所属長が年１回以上「仕事のやり方に関するルール」を周知している所属 

100% 

・局長室に設置された大型ディスプレイを使用している局 100% 

エ  会議改革  

【目標】 

◎会議は問題解決をする場、討議を行い決定する場であることが徹底されている。

また、会議をマネジメントする能力を高めることで、会議の進め方が効率化さ

れている。 

【取組項目】 

□会議の開催や進行に関しルールを定め、周知徹底 

□グループウェアを利用した主要会議の見える化 

□会議のマネジメントに関する研修の実施 

□「スマート会議支援システム」の活用 

【活動指標】 

・所属長が年１回以上「仕事のやり方に関するルール」を周知している所属 

100% 

・全庁に結果を周知する必要のある主要な会議について、グループウェア上で開

催予定・開催結果を参照することができる割合 100% 

・研修実施については、研修計画を作成し指標を設定。 

・スマート会議支援システムの年間貸出回数 平成 30年度までに 160回（平成

26年度実績 137回の 2割増） 
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オ  進捗管理の徹底  

【目標】 

◎所属内、グループ内等での情報共有により、業務手順及び業務量の見える化が

できており、進捗状況を適切に管理できている。 

【取組項目】 

□業務プロセスを見える化し、業務量や実施時期を把握するため、「仕事見える

化シート」を策定 

□「仕事見える化シート」や、朝ミーティング、朝夕メールなどを利用して、進

捗状況や業務の優先順位付けを所属内、グループ内等で情報共有 

□所属長やＧＬ等は、「仕事見える化シート」等を利用し、計画的な業務管理に

より、業務量の平準化や残業時間の削減に向けた改善を実施 

□把握した業務量に基づき所属長が事業の優先度を見定め、所属内の柔軟な配置

換えを実施 

□年度途中の人事異動をより一層柔軟かつ迅速に実施 

【活動指標】 

・「仕事見える化シート」を策定している所属 100% 

・「仕事見える化シート」や、朝ミーティング、朝夕メールを利用するなど、所

属の状況に応じた方法で、職員が情報共有の取組みを行っている所属 100% 

(2) ＢＰＲの推進  

県民サービスの向上のためには、現場を知り業務に精通した職員が、自ら業務改善

を行っていく必要があります。 

そのために、業務の見える化を行い、ムダ取りやスクラップ、業務フローの改善、

ＩＣＴの導入といった、業務手順等の見直し（ＢＰＲ）を実行できるよう推進する取

組みです。 

ア  BPR 手法の全庁展開  

【目標】 

◎各所属が主体となって、ＢＰＲを自主的に実施・展開できるようになっている。 

【取組項目】 

□ＢＰＲの全庁展開に向けた課題整理及び検討 

□ＢＰＲに関する研修の実施 

□各所属がＢＰＲを実施し、課題の洗い出しや業務改善への取組みに着手 

□個人の課題意識を所属及び関連所属での共有や改善の実践に移す仕組みづく

り 

【活動指標】 

・多くの所属が関係する業務について、モデル的にＢＰＲを実施する。実施業務

数 ３業務 

・研修実施については、研修計画を作成し指標を設定 

・全庁展開に向けた検討結果に基づき指標を設定 
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イ  業務のスピードアップに向けた取組み  

【目標】 

◎業務のスピードアップの視点から、意思決定のあり方の共通意識＝ルールが構

築されている。 

【取組項目】 

□現在の意思決定の仕組みと、必要書類の現況を明確にし、スリム化・スピード

アップに向けて見直し 

□見直しを踏まえ、ルール化や共通認識の徹底を行い、全庁へ展開 

【活動指標】 

・ルール化や共通認識の徹底のため、「仕事のやり方に関するルール」の見直し 

年１回 

(3) 制度の見直し  

業務効率の向上や意思決定のスピードアップ、情報・知識の共有の強化、時間と場

所を選ばない働き方などを実現するために、慣例にとらわれることなく制度も含めて

積極的な見直しを行う取組みです。 

ア  制度・内規・慣例の見直し  

【目標】 

◎スマート県庁の取組みを実施する上で必要な制度・内規・慣例の見直しを行う

ことができている。 

【取組項目】 

□制度・内規・慣例の見直しを含めて、業務の見直しやＩＣＴの導入を積極的に

実施 

【活動指標】 

・必要に応じて実施 

イ  決裁権限と事務処理の見直しと電子決裁の推進   

【目標】 

◎意思決定のスピードアップが図られている。 

【取組項目】 

□決裁権限とそれに係る事務処理の見直し 

□グループウェアによる電子決裁の徹底 

□平成 30年度以降に導入予定の新文書管理システムでの電子決裁のルール化を

検討 

【活動指標】 

・電子決裁機能を利用している所属 100% 

(4) 情報と知識の共有化  

積極的にノウハウの共有を行うことは、課題解決力を高め、県民サービスの向上に

つながります。また、業務の標準化・マニュアル化を進め、職員同士で共有すること
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で、業務の属人性を薄め、組織として業務を遂行できる体制を整えることができます。 

そのために、グループウェア等を活用し、職員が持っている情報や知識を互いに共

有し、県庁全体の質を向上させるための取組みです。 

ア  知識の共有化に向けた仕組みづくり   

【目標】 

◎ＩＣＴの活用による情報共有化を図り、業務効率を向上させ、創意工夫を促進

する。 

【取組項目】 

□グループウェア等を活用して課題や解決策のナレッジ（知識）を集積 

□グループウェアのスケジュール機能により、他所属も含めた職員間で、予定や

現在の状況について情報共有 

□ノウハウの共有や業務の標準化の促進 

□現在のファイルサーバーのフォルダ構成とファイル基準表の整合を図るなど、

ファイルサーバーの利用ルールの周知徹底 

【活動指標】 

・全庁から課題や解決策のナレッジ（知識）の収集実施 年１回 

・スケジュール機能を利用している所属 100% 

・職員が、事務引継において、「仕事見える化シート」等に基づく年間スケジュ

ールや、定型的な業務のマニュアル、標準化された事務処理手順を添付してい

る所属 100% 

・所属長が年１回以上「仕事のやり方に関するルール」を周知している所属 

100% 

(5) ＩＣＴの整備  

職員が業務に必要なＩＣＴを使いこなし、情報・知識の共有の強化、時間と場所の

制約を受けない働き方などを実現するためには、セキュリティを確保しながら効率

性・利便性を向上させるためのＩＣＴ基盤が不可欠です。 

そのために、業務用の情報端末の最適化や、モバイル環境の整備、情報・知識の共

有に適したグループウェア等の検討、オフィス環境の改善等を進める取組みです。 

ア  タブレット型端末の導入・活用  

【目標】 

◎許認可、指導監査、税務、支援、広報等の業務においては、現地解決性、現場

対応力を高めることで、県民サービスの向上が図られ、会議や打合せ等の内部

調整業務においては、効率化、意思決定のスピードアップが図られている。 

【取組項目】 

□タブレット型端末の導入を進め、時間と場所にとらわれずにグループウェア等

の情報にアクセスできる環境を整備 

□既存の一人１台パソコンとの棲み分けを検証しながら、将来の業務用情報端末
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の形態と配付台数について、ＢＹＯＤ3も含めて検討 

【活動指標】 

・ワークスタイルのあるべき姿を実現するための情報端末導入計画を作成し、指

標を設定 

イ  モバイルワーク・テレワークの検討   

【目標】 

◎各職員が業務に最適な時間・場所を選択することができる。 

【取組項目】 

□セキュリティ、システム、服務上の課題、当該勤務形態に適する業務の範囲等

を含めて検討 

【活動指標】 

・検討結果に基づき指標を設定 

ウ  グループウェア刷新に向けた検討  

【目標】 

◎次期グループウェア更新（平成 32年度予定）に向け、求められる機能が整理

されている。 

【取組項目】 

□あるべきワークスタイルの実現に必要なグループウェアの検討 

【活動指標】 

・検討結果に基づき指標を設定 

エ  無線 LAN 導入  

【目標】 

◎全庁的に時間と場所にとらわれないアクセス環境を整える。 

【取組項目】 

□本庁庁舎の無線ＬＡＮ対応 

□出先機関の無線ＬＡＮ整備について検討 

【活動指標】 

・本庁庁舎の面的整備及び接続台数に合わせた増強計画を作成し、指標を設定 

・出先機関については、検討結果に基づき指標を設定 

オ  生産性向上に向けたオフィス改革の検討   

【目標】 

◎職員の生産性を向上し、働き方の質を高めるために必要なコミュニケーション

手段のあり方や、効率的に業務が行えるオフィス環境のあり方について整理が

できている。 

【取組項目】 

□効果的なコミュニケーションツール導入に向けた検討（パソコンやタブレット

から利用できる、内線・外線電話の音声通話機能、相手の応答可否状態の確認

                                                   
3 ＢＹＯＤ 【Bring Your Own Device】職員が所有する情報端末の業務利用 
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ができるプレゼンス機能、インスタント・メッセージ機能、資料を共有しなが

ら行える会議機能、モバイル機能等の機能面及び電話（携帯電話含む）、タブ

レット、パソコン等のハードウェア面の検討） 

□ＩＣカードの導入について、職員の身分証明や名札、入退室管理（セキュリテ

ィゲート・ドア設置）、勤怠管理、システム認証、複合機管理、健康デバイス

との連携など、全職員の情報管理の最適化やセキュリティのあり方といった観

点から検討 

□職員の行動に関する動線の最適化等も含め、オフィス環境の改善を実施 

【活動指標】 

・検討結果に基づき指標を設定 
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３  工程表  

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

職員の 

意識改革 

     

BPRの 

推進 

     

制度の 

見直し 

     

情報と 

知識の 

共有化 

     

ＩＣＴの 

整備 

     

 

無線 LAN導入 

タブレット・PCを含めた端末の最適化 

グループウェア刷新に向けた検討 

生産性向上に向けたオフィス改革の検討 

モバイルワーク・テレワークの検討 

グループウェアを活用したナレッジの集積 

ノウハウの共有や業務の標準化の促進 

業務の見える化（試行） 

グループウェア活用 

モデル業務における 

課題の洗い出し 

（委託事業） 

グループウェア利用促進 

スケジュール共有 

ファイルサーバー活用 

タブレット・大型ディ

スプレイ等のツールの

導入 

残業ゼロに向けた取組み 

資料の簡素化 

調整等の時間削減 

会議改革 

進捗管理の徹底 

全庁展開に向

けた検討 
各所属でのＢＰＲ実施 

制度・内規・慣例の見直し 

決裁権限と事務処理の見直し 

電子決裁の推進 

知識の共有化に向け

た仕組みづくり 

タブレット活用 

業務のスピードアップに向けた取組み 

全庁展開に向けて 

の課題整理 

研修の実施 

改善の実践に移す仕組みづくり 
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