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20 21 22 23 23目標 31目標

79% 未調査 － － 82% 90%

58.6% 55.5% － － 61.0% 69.0%

地上デジタル放送普及促進
進捗が遅れがちな集合住宅のデジタル化を始め区民の地上
デジタル対応が進めることにより、７月に予定されている
地上デジタル放送への移行が円滑に行われる。地上デジタル放送に関する受信相談窓口を設置し、区民

からの問い合わせに対して、戸別訪問も含めて対応す
る。

ワンストップ型総合窓口の整備 関連性の高い複数の手続きを１か所の窓口で受付できる環
境を整えることで、利用者の手続きや相談に要する手間や
時間を省き、質の高い窓口サービスを提供することができ
る。

本庁舎において、ワンストップ型の総合窓口を整備す
る。
23年度は、１階戸籍住民窓口において、窓口カウンター
の改修と合わせ、受付業務を拡充する。

電子手続の拡大 電子機器のモバイル化、機能強化が進む中で携帯電話対応
を進めること、主管部署でも簡易版申請書類の作成を行う
ことで、自ら電子申請の利用の利便性を理解でき、利用割
合の向上が見込める。

申請画面の簡易化等を図り、携帯電話対応できるよう推
進する。また、添付書類等の簡略化を検討整備していく
とともに、主管部署が簡易版申請書類の作成を、円滑に
執行できる体制を推進する。

現状と課題

各種手続きや急を要する相談などに対応できる曜日や時間帯が限られているため、夜間休日窓口の延長、緊急時の連絡
体制の整備、行政サービスの電子化などにより、24時間365日対応型の行政サービスの整備、拡充が必要である。ま
た、区役所本庁舎において、ワンストップ型の総合窓口を設置するなど、いっそうの利便性向上を図る必要がある。

電子申請利用を促進するため、手続所管分野の協力を得ながら利便性を向上するとともに、区民に対する一層の周知・
啓蒙を図る必要がある。また、電子申請が困難な手続きについて、行政事務の簡素化・電子手続化に向けて事業運営を
見直し、業務改善をすすめていく必要がある。

23年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

分野の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

区役所来訪者（本庁舎）満足度

電子手続の利用割合

情報・改善分野（23年度）

目標に向けて常に改善を行い、情報の高度利活用を推進する区政運営

分野目標

効率的で効果的な業務運営が行われるとともに、24時間365日対応型の行政サービスが整備・拡充し、区民の安全安心
が支えられるほか、利便性も向上している。

基本構想、10か年計画を情報政策面から支え、社会的変化や技術的進歩に適切に対応している。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

79% 未調査 － － 82% －

59% 55% 61%

21年度 22年度 23年度

事業１ ワンストップ型総合窓口の整備 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 24時間365日どこでも区役所の推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 電子手続の推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

電子化未対応手続の電子化、電子手続の定着に向けた各分野への様々な
支援、携帯電話対応手続並びに電子決済対応手続の拡大を図る。

実績：

【概要】

実績：

【概要】

本庁舎の夜間・休日における取扱い業務を拡充していくほか、すこやか
福祉センターなど区の拠点施設も含めた公的サービスの推進を図る。
23年度は、現行の夜間休日窓口の実施状況から、24年度以降の取組み内
容を計画化する。 実績：

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅳ－２　「小さな区役所」で質の高い行政を実現するまち
　　おもな取り組み　①電子区役所の拡充、②行政サービスの効率化と利便性の向上、
　　　　　　　　　　③２４時間３６５日対応による、区民の安全安心のしくみの確立

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

本庁舎において、ワンストップ型の総合窓口を年次計画で整備してい
く。
23年度は、１階戸籍住民窓口において、窓口カウンターの改修と合わ
せ、受付業務を拡充する。 実績：

現状と課題

本庁舎では、来庁者が用件ごとに窓口を移動して手続きを行っている実態があるため、来庁者の生活領域に応
じた関連性の高い手続きをまとめた、手間や時間のかからない「ワンストップ型の総合窓口」を整備する必要
がある。

問い合わせや手続き・相談の可能な曜日や時間帯、取扱い範囲が限られている。このため、夜間休日の窓口
サービスを拡充させるほか、子どもや障害者、高齢者の安全・安心を支えるための緊急連絡体制を整備・充実
する必要がある。

電子申請利用を促進するため、手続所管分野の協力を得ながら利便性を向上するとともに、区民に対する一層
の周知・啓蒙を図る必要がある。また、電子申請が困難な手続きについて、行政事務の簡素化・電子手続化に
向けて事業運営を見直し、業務改善をすすめていく必要がある。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

区役所来訪者（本庁舎）満足度

電子手続の利用割合【10か年計画】

業務改善 目標に向けて常に改善される区政運営

施策目標

効率的で効果的な業務運営が行われるとともに24時間３６５日対応型の行政サービスが整備・拡充し、区民の
安全安心が支えられるほか、利便性も向上している

基本構想、10か年計画を情報政策面から支え、社会的変化や技術的進歩に適切に対応している。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

17件 32件 － － 60件 －

7 7 7

－ 57% 100%

21年度 22年度 23年度

事業１ 情報化推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 情報安全体制の整備 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 地域の情報化政策推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 地域の情報化政策推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】   地上デジタル放送受信相談

地上デジタル放送に関する受信相談窓口を設置し、区民からの問い合わ
せに対して、戸別訪問も含めて対応する。

実績：

【概要】　地域情報化政策検討

教育機関やＮＰＯなどの地域団体が連携して区民の情報利活用を支援し
ていくなど、区全体で取り組む今後の地域情報化の展望を描き、それを
推進していく。

実績：

【概要】  情報安全対策に関するシステム外部監査

システムリプレース、改修等があったシステム及びセキュリティチェッ
クシートの点検結果を加味して、システムの情報セキュリティ外部監査
を行う。

実績：

区の計画との関係

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】  情報システム全体最適化推進

区全体で最適なシステム運用が実現するように、システムの導入・運用
等を調整していく。また、職員の役割に応じたＩＴスキルの向上など情
報化人材の育成も図る。

実績：

現状と課題

調達ガイドラインの導入によりＩＴガバナンス向上を図っているが、区全体の最適なシステム運用という点で
は展望を示し切れていない。また、職員のＩＴスキルの向上など情報化人材の継続的育成も課題となってい
る。

計画的に情報セキュリティ外部監査、情報安全研修、セキュリティチェックシートによる点検を実施してい
る。しかしながら、情報安全が徹底していない部署における事件事故が発生する傾向にあるため、部単位にお
ける情報セキュリティの改善、強化も必要である。

地上デジタル放送への対応は進んでいるが、集合住宅の進捗が遅れがちである。移行が円滑に行われるために
は、集合住宅を始め、区民への周知広報、区民からの問い合わせ対応を行うなど、一層の働きかけが必要であ
る。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

ＩＴ専門技術習得のための民間研修受講件数

システム監査を適用したシステム数（当該年度）

集合住宅共聴施設のデジタル化対応率

地域情報化推進 効果的な電子行政の推進

施策目標

システムの全体最適化と情報化人材の育成・活用を進め、効果的なシステム投資が図られている。

ＩＴを利活用して得られる利益を誰もが享受できるまちを目指す。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

99.9% 99.9% － － 99.9% －

58.0% 57.9% 65.0%

21年度 22年度 23年度

事業１ ネットワーク基盤の運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 庁内情報システムの運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

実績：

【概要】

実績：

【概要】

システムによる業務改善を推進するために、グループウェアソフト及び
パソコンのWebブラウザのバージョンアップ、システムのより高度で便
利な利活用方法についての啓発等を行い、業務効率及び利用者満足度の
向上を図る。 実績：

区の計画との関係

（１）１０か年計画
Ⅳ－２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　おもな取組み
　　区政経営の発展的推進

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

全庁のシステムが安定稼動し、安全で効率的なネットワーク運営管理を
行う。

実績：

現状と課題

庁内情報システムについては機能及び動作速度の段階的な改善を行っているが、「機能の活用レベルに個人差が
ある」「ユーザ満足度調査の際に多数の機能改善要望が寄せられている」等、解決すべき課題が存在している。

グループウェアソフト及びパソコンのWebブラウザソフトのバージョンが古く、情報の利活用に支障をきたして
いる。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

庁内情報システムの総合的な稼働率

庁内情報システムユーザ満足度

庁内情報システム 情報を共有しすばやく働く基盤が整備されている区役所

施策目標

庁内情報システムが安定的に稼動し、電子文書に基づく行政事務運営が円滑に執行されている。

グループウェアのバージョンアップに伴い、より一層の情報の利活用推進をすすめ、さらなる業務の効率化を
目指す。


