
21 戸籍住民 分野（20年度） 様式２
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― ― （3.6） ― 3.0 2.5

― ― ― ― 5.2 5.0

― 74.6 75.4 ― 75.0 60.0

円滑な社会生活を支える個人の登録と証明

分野目標

区民等が窓口まで出向かなくても手続きができるようにするため、インターネットや自
動交付機など多様な方法によるサービス提供を目指す。

個人情報保護の徹底を図り、区民がなお一層安心して届出や相談を行える窓口サービス
を目指す。

窓口サービスの利便性向上のため、区立施設の活用や窓口開設時間の拡大などを目指
す。

現状と課題
　区民のプライバシー意識の高まり、成りすまし等による不正の増加と本人確認に関す
る法改正等を踏まえ、更なる個人情報保護及び情報管理の徹底が必要となっている。

　地域センター窓口集約化に向けて、（仮）地域事務所及び戸籍住民分野の窓口体制整備など
準備を進める必要がある。また、区民の利便性向上のため、窓口集約化に合わせて導入予定の
証明書自動交付機のシステム開発を行う必要がある。

窓口処理件数（全体件数に占める割
合）
（％）

　窓口業務の民間委託・派遣活用の拡大について、市場化テスト法等の動向を踏まえた
対応が求められている。

　夜間や休日の窓口の取り扱い業務の拡充など、区民の利便性向上に向けた取組みが求
められている。

成果指標
と目標値 平均窓口待ち時間（分）（通常期）

注：（　）内は通年

夜間延長・休日開庁窓口における取扱
件数（件）

平均窓口待ち時間（分）（繁忙期）

成果指標

利用者満足度(アンケート調査)　(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のうち
満足の割合)

16

929,320

3,008

証明書自動交付機システム開発

903,451

               ―

               ―

2,927

休日・夜間サービスが拡充すれば区民の利
便性が向上する。

地域センター窓口集約化に向けて、戸籍住民分野窓口及
び新設する5か所の地域事務所の窓口体制を整備するた
め、具体的な準備を進める。

地域センター窓口集約化への対応 集約化後の窓口サービスへの区民満足度
は、成果指標の利用者満足度に直接反映さ
れる。

休日・夜間窓口の取り扱い業務の拡充検討

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

休日・夜間窓口における取り扱い業務の拡充に向け
て、地域事務所での取り扱いを含め検討する。

取り組み

窓口集約化の円滑な実施

成果指標に対する効果

身近な地域で夜間・休日も証明書交付サー
ビスが受けられ、区民の利便性が向上す
る。また窓口の混雑緩和にも寄与し、待ち
時間解消につながる。

窓口集約化に合わせて、区役所、地域事務所、区民
活動センターに自動交付機を設置するため、住民基
本台帳カードの活用を含め検討・準備を行う。

区民一人あたりコスト(円) 3,052

17

分野のコスト（決算）（千円）
939,453

地域活動分野

証明書自動交付機の導入による利便性向上 情報化推進分野、税務分野



様式３

戸籍 （２０年度）

2101

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

76 65 71 ー 75

ー － (1.2) ー 1.0

ー ー ー ー 3.0

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 62,035 60,673 61,919 ー 62,000

概要

事業２

実績

概要

戸籍情報の適正な管理と保護

戸籍事務

   戸籍法等に基づく戸籍に係る届書の審査・受理、届出事項等の入力・照会、戸籍の訂
正・更正、届書等の保管・発送、戸籍関係通知の受領及び発送等。

戸籍に係る届出・通知の件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

婚姻・出生等の戸籍に係る届出が正確かつ迅速に処理され、即日で戸籍謄抄本を交付でき
ている。

戸籍データの保全ならびにシステムの安定が図られている。

プライバシーには、十分な配慮がなされていて、区民は安心して届出や相談ができてい
る。

成果指標
と目標値

届出等での本人確認が的確に行われ、虚偽の届出が防止されて、個人情報が保護されてい
る。

成果指標

平均窓口待ち時間（分）（繁忙期
（特異日：７月７日の七夕等））

利用者満足度(アンケート調査)(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のう
ち満足の割合)

平均窓口待ち時間（分）（通常期）
注：（　）内は通年

　届出日に戸籍謄抄本を交付するためには、専門知識を持った人材育成と職員体制が課題
である。

正確性を確保しながら迅速な処理を行うため、戸籍データの保全ならびにシステムの安
定を図る必要がある。

　個人情報を保護し、事務処理が正確かつ迅速に執行できるよう、関係法令や要綱等に留
意した事務処理基準を明確化する必要がある。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

196,058199,196

18

　　　ー

19

600区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
領域Ⅳ-２　　 便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取り組み　窓口サービスの効率化と利便性の向上

　　　ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

637

16

647

184,976



様式３

住民記録 （２０年度）

2102

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

56 71 69 － 80

－ － (4.6) ー 3.0

－ － － ー 7.0

－ 1.8 2.5 ー 4.0

－ 1,142 1,778 ー 2,400

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 138,718 151,880 142,734 145,000

概要

事業２

実績 31,117 31,626 30,485 32,000

概要

　地域センター窓口集約化により、住民異動届及び印鑑登録、住民異動に伴う国民健康保
険証発行・保険料納付案内等の事務量が増大しても、サービスを低下させず正確かつ迅速
な事務処理が行えるよう、効率的な窓口運営及び事務処理方法の検討と執行体制の確立が
必要である。

住民異動業務については、毎週火曜日に夜間窓口延長を行っている。今後、休日の取扱
業務を拡大するにあたっては、執行体制の整備と、住民異動業務に関連する部門など、全
庁的な調整が必要である。

　住民基本台帳カードは、現段階ではカードの機能や利活用の範囲が限定的である。今後
は、区独自の住民基本台帳カードの利活用、電子申請業務の拡大など、区民にとって利便
性の高いカードとなるよう、全庁的な視点からの検討が必要である。

印鑑登録事務

　中野区印鑑条例に基づく印鑑登録申請書の受理、印鑑登録証の交付

区民は便利な場所と方法により迅速に届出ができる。

区民が住民基本台帳カードを持ち、利便性の高い行政サービスが受けられる環境が整って
いる。

プライバシーには、十分な配慮がなされていて、区民は安心して届出や相談ができる。

成果指標
と目標値

届出等での本人確認が的確に行われ、虚偽の届出が防止され、個人情報が保護されてい
る。

住民基本台帳は、正確に居住実態を反映している。

成果指標

平均窓口待ち時間（分)(繁忙期４･
５･３月）

利用者満足度(アンケート調査)(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のう
ち満足の割合)

平均窓口待ち時間（分)（通常期）
注：(　)内は通年

登録申請、廃止、引替交付、職権処理

住民情報の正確な記録と保護

住民基本台帳事務

　住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の整備、記録、管理

転入、転出、転居、世帯変更届、通知等

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

住民基本台帳カード普及率（％）

夜間延長窓口における取扱件数
（件）注：17年６月開始

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 2,644 2,024 2,602 3,000

概要

事業４

実績 259 240 359 500

概要

993

16

927

291,276

住民基本台帳カードの交付

（1）10か年計画
　　領域Ⅳ－２　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　主な取組み　　窓口サービスの効率化と利便性の向上

　住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理
　国民年金、各種共済年金の支給などに係る本人確認情報の提供
　住民基本台帳カードの受付、作成及び交付
　広域交付住民票の受付、作成及び交付

公的個人認証事務

　電子証明書の受付、交付

17

施策のコスト（決算）（千円）

944区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

305,503285,762

18

電子証明書申請件数

19

住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理事務



様式３

外国人登録 （２０年度）

2103

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

90 82.4 100 － 95

－ － (6.4) － 6

－ － － － 9

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 54,634 54,452 57,230 ー 57,000

概要

事業２

実績

概要

外国人情報の公正な管理と保護

外国人登録事務

外国人登録法に基づく各種申請の受理、外国人登録原票の作成・管理、外国人登録証明書
の交付、外国人登録原票記載事項証明書の作成･交付

登録、切替交付等

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

外国人登録項目内容が正確に保たれている。

正確で迅速な対応と利便性の高いサービスが行われている。

成果指標
と目標値

成果指標

  平均窓口待ち時間（分） （繁忙期４・
１０・３月）

利用者満足度(アンケート調査)(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のう
ち満足の割合)

 平均窓口待ち時間 （分）  （通常期）
注：(　)内は通年

業務内容の複雑化に伴い職員の資質･能力の向上が必至であり、研修体制の充実及びOJTの
強化を図る必要がある。

繁忙期における窓口待ち時間短縮を図るため、外国人留学生等を対象とした申請書記入指
導について、近隣語学学校に協力要請の強化を図る必要がある。

夜間、休日窓口における対応件数の増加を図るため、周知方法を改善する必要がある。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

91,84591,534

18 19

299区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０ヵ年計画
領域Ⅳ-２　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取り組み　窓口サービスの効率化と利便性の向上

17

施策のコスト（決算）（千円）

299

16

296

92,131



様式３

国民年金 （２０年度）

2104

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

78 70 75 - 80

- - (2.4) - 2.0

- - - - 3.0

- 149 226 - 250

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 54,519 54,699 61,849 - 55,000

概要

事業２

実績

概要

　国民年金事務は国の直接執行事務とされているが、区市町村の住民情報の活用や被保険者の利便性
の確保を図る観点から、区市町村では第１号被保険者の資格取得等の届出、保険料免除申請の受付、
裁定請求書の受理を行っている。この事務分担が区民にとって国民年金事務の受付窓口を分かりづら
くしている。被保険者のたらいまわしを防ぐために、適切な窓口の案内と手続きの的確な事務処理が
求められている。

被保険者へ電子申請による国民年金加入手続き方法をさらに周知するとともに、効率的な事務運営
のために中野区住民情報系システムの再構築完了を目途に区と社会保険事務所が行っている被保険者
情報交換を紙媒体から磁気媒体へ変更する取組みが必要である。

　各種届出や免除申請の受付、裁定請求及び相談には個人の被保険者情報を社会保険事務所等へ内容
照会をしなければ正確で適切な対応ができない。そのために迅速かつ的確な事務処理を行い他の来訪
者の待ち時間を短くする対応と他の来訪者などから個人の被保険者情報を保護する対応が求められて
いる。

迅速でわかりやすい説明と的確な手続きの案内がなされ、だれもが満足できる対応ができ
ている。

国との正確かつ迅速な被保険者情報の交換が行われ、国民年金事務が効率的に事務処理さ
れている。

プライバシーには、十分な配慮がなされていて、区民は安心して相談ができている。

成果指標
と目標値

被保険者は電子申請により加入届出や免除申請の手続きができており届出や申請の利便性
が向上している。

成果指標

平均窓口待ち時間（分）　  （繁忙期
４・７・３月）

利用者満足度(アンケート調査)(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のう
ち満足の割合)

平均窓口待ち時間（分）　（通常期）
注：（　）内は通年

国民年金の正確な手続きと適切な相談

国民年金事務

　国民年金法に基づき被保険者や受給者からの届出書等受理及び事実審査、国との協力連
携事務として年金制度の周知に関する相談

各種届出・申請、裁定請求及び給付申請の受理件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

夜間延長窓口における取扱件数
（件）　注：17年6月開始

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

387

16

359

108,411

(1)　10か年計画
領域Ⅳ-2　　　便利で利用やすい行政サービスの拡充
主な取り組み　　窓口サービスの効率化と利便性の向上

-

17

施策のコスト（決算）（千円）

352区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

119,055110,902

18

-

19



様式３

証明 （２０年度）

2105

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

－ － 64 － 65

－ 3,876 4,521 － 6,000

－ － (3.4) － 3.0

－ － － － 4.0

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 419,240 412,085 408,424 － 412,000

概要

事業２

実績

概要

　地域センター窓口集約化による区役所窓口での申請の増大に対しても正確で迅速に対応
できる事務の執行体制を整備しなければならない。

住民基本台帳法及び戸籍法の改正により本人確認や申請できる場合の規定が整備される
ので、職員への研修と区民への周知を図り、受付をスムーズにさせるとともに個人情報の
保護を徹底していかなければならない。

　夜間・休日の証明サービスの拡充が求められている。このため窓口集約化にあわせて区
民の利便性を高めるため自動交付機の導入を円滑に行う必要がある。

窓口で速やかに証明書を受け取ることができる。

必要な時にいつでも身近な場所で証明書を受け取ることができる。

成果指標
と目標値

本人確認が的確に行われ、虚偽の申請が防止されて個人情報の保護が徹底されている。

成果指標

平均窓口待ち時間（分）（通常期）
注意：（　）内は通年

利用者満足度(アンケート調査)(％)
(満足･やや満足･やや不満･不満のう
ち満足の割合)

夜間延長・休日開庁窓口における取
扱件数（件）

利用しやすい証明等のサービス

証明事務

　戸籍、住民基本台帳、印鑑登録等に関する各種証明書の作成・交付及び手数料の徴収。
　住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び手数料の徴収。

諸証明、閲覧申請件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

平均窓口待ち時間（分）（繁忙期
２・３月）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

689

16

638

210,732

１０か年計画
領域Ⅳー２　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取組み　窓口サービスの効率化と利便性の向上

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

682区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

211,885197,199

18

－

19



様式３

窓口改善 （２０年度）

2106

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

67 61 63 - 70

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 3 3 3 - 3

概要

事業２

実績

概要

迅速で効率的な窓口業務

窓口調整・改善

・区民にとって利用しやすい窓口環境の整備・改善を図る。
・地域センター窓口集約化に向けて、（仮）地域事務所や戸籍住民分野への職員配置や窓
口・機器の整備など受入れ準備を行う。

窓口改善件数（件）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

ロビーでの気持ちの良い声かけと分かりやすい窓口案内などが行われ、区民は速やかに用
件を済ますことができる。

区民にとって利用しやすい窓口環境が整備されている。

成果指標
と目標値

成果指標

利用者満足度(アンケート調査:窓口
の案内表示)(％)(満足･やや満足･やや
不満･不満のうち満足の割合)

　分かりやすい案内表示、職員による適切な案内や相談ができる環境を整えていく必要が
ある。

　夜間・休日窓口業務の拡充など、区民の利便性向上が求められている。

　地域センターの窓口集約に伴う利用者の増に対応できるよう、受付窓口の増設、変更、
端末機の増設など適切な態勢を整備していく必要がある。
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15,10744,700
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52区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)１０か年計画領域
Ⅳ-2　　　　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取り組み　窓口サービスの効率化と利便性の向上
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施策のコスト（決算）（千円）
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