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20 21 22 23 23目標 31目標

64% 70.2% － － 75% 80%

9,214 9,382 － － 22,500 25,000

93.6% 84.7% 100% 100%

ワンストップ窓口の実施 　ひとつの窓口で複数の用件を済ますことができ、区民の
利便性が向上するとともに、安心して手続きができるよう
になり区民満足度の向上につながる。　住民異動届や戸籍の届に関連する複数のサービスをワ

ンストップで行えるよう、取扱える手続きを増やして区
民の利便性向上を図る。

証明書のコンビニ交付 　コンビニエンスストアで証明書の交付を行うことによ
り、身近な地域で夜間や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し、区民満足度の向上につなが
る。

　区民の利便性向上や行政の効率化を目指して、コンビ
ニエンスストアの端末を利用した証明書自動交付システ
ムの構築を行い、住基カードの普及拡大を図りながら新
たにコンビニエンスストアで証明書の交付を開始する。

地域センター窓口集約への対応 　地域センター窓口集約後の窓口サービスに対する区民満
足度は、成果指標の利用者満足度に直接反映される。

　戸籍住民分野窓口及び地域事務所で区民が円滑に窓口
サービスを受けられるよう、地域センター窓口集約に向
けて的確な周知や誘導、窓口体制の整備などの準備を行
い、新たな体制で窓口サービスを行っていく。

現状と課題

複数の用件で来庁する区民は、用件の数だけ窓口を訪れることになる。このうち住民異動や戸籍の届に関連する手
続きについては、現在もかなりの割合で戸籍住民分野内で完了するよう対応しているが、今後も更に取扱い可能な
手続きを増やして可能な限りひとつの窓口で行えるようにしていく必要がある。また、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に向けて、戸籍住民分野及び地域事務所の窓口体制整備を行い、円滑で的確な事務移行を
行っていく必要がある。また、区民の利便性向上や行政の効率化を図るため、コンビニエンスストアで証明書の交
付が行えるようシステムの構築や住民基本台帳カードの普及拡大に向けた取組みを進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

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

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４項目のうち満足の割合）

夜間延長・休日開庁窓口における取扱い件数

平均窓口待ち時間短縮達成度（通常期）（各施策達成
度の平均）

戸籍住民分野（23年度）

戸籍・住民情報の適正な管理と提供

分野目標

複数の用件で来庁する区民にワンストップでのサービスを提供し、窓口サービスの充実と利便性向上を図るととも
に、個人情報保護の徹底を図り、区民が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。

窓口サービスを再構築し、窓口時間や取扱い事務などのサービス拡充を図るとともに、区民等が窓口まで出向かな
くても手続きができるよう、インターネットや証明書自動交付（コンビニ交付）など多様な方法によるサービス提
供を目指す。

分野の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

94% 94.2% － － 95% －

0.6 0.5 1分以内

21年度 22年度 23年度

事業１ 戸籍事務 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 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）

区の計画との関係

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　　行政サービスの効率化と利便性の向上

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※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】

　戸籍法に基づく、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。

実績：

【概要】

実績：

主な取組み

戸籍に関する知識習得や実務経験の伝承が業務の中で循環できる組織の仕組みづくりを再検討し、実践するこ
とが急務である。

高齢者の問題等社会現象化する問題に対応し、戸籍データの精査や保全を図りつつ戸籍情報総合システム運用
を行うことが一層重要になる。平成２３年度は、次年度に予定される戸籍情報総合システムリプレースに向け
た準備を進めていく。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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４項目のうち満足の割合）

平均窓口待ち時間（分）（通常期）

現状と課題

地域センター窓口集約化に伴い、予測される窓口での届出増大に対応し、戸籍謄抄本を即日発行できる体制を
継続するように努める。また、戸籍の届に伴う複数の用件をひとつの窓口で提供できる窓口サービスの充実と
利便性の向上が求められている。

戸籍 戸籍事務の適正な処理と正確な戸籍簿整理

施策目標

戸籍の届出が正確かつ迅速に処理され、即日で戸籍謄抄本の交付ができている。また届出に伴う複数の用件
が、ワンストップサービスで提供でき、窓口サービスの充実と利便性の向上が図られている。

戸籍情報総合システムが適切に運用され、戸籍データの保全が十分に図られている。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

65% 69.5% － － 70% －

2,284 2,251 5,500

3.3 3.2 3.0

21年度 22年度 23年度

事業１ 住民基本台帳事務・印鑑登録事務 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 住基ネット運用、公的個人認証、住基カード普及 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 住民基本台帳法改正準備事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 外国人登録事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

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　　行政サービスの効率化と利便性の向上

【概要】

(1)住民基本台帳法改正に伴う既存住基システム、住民基本台帳システム
の改修。
(2)外国人住民のデータ整理、仮住民票の作成、新制度に伴う執行体制の
構築。 実績：

【概要】

外国人登録法に基づく各種申請の審査・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。

実績：

※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】

(1)住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の整備・記録・管理。
(2)中野区印鑑登録条例に基づく印鑑登録申請書の受理・印鑑登録証の交
付。

実績：

【概要】

(1)住民基本台帳ネットワーク運用管理、各種年金の支給などに係る本人確認情報
の提供。
(2)住民基本台帳カード・公的個人認証の受付、作成、交付及び普及促進。
(3)広域交付住民票の受付、作成及び交付。 実績：

主な取組み

証明書自動交付システムの導入に向け、利用者カードとなる住民基本台帳カードの普及に努める必要がある。

住民基本台帳法改正による新制度に向けた正確かつ迅速な執行体制の構築を図るとともに、更なる職員能力の
向上を目指し、研修体制を強化する必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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４項目のうち満足の割合）
夜間延長・休日開庁窓口における取扱い件数
（件）

平均窓口待ち時間（分）（通常期）

現状と課題

窓口サービス時間の拡大、複数用件で来庁する区民へのワンストップによる窓口サービスの提供など、事務量
増大やサービス方法の変更に対応できるよう、効率的な窓口運営及び事務処理を実施し、区民の利便性向上に
向けた取組みを行う必要がある。

住民記録 住民情報の正確な記録と保護

施策目標

休日・夜間の窓口開設時間や取扱い業務を拡充するとともに、住民異動に伴う複数の用件で来庁する区民にワ
ンストップサービスを提供し、窓口サービスの充実と利便性の向上が図られている。

住民基本台帳、外国人登録項目内容が、正確に保たれている。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

51% 62.5% － － 65% －

7.5 3.2 3.0

6,656 6,914 17,000

21年度 22年度 23年度

事業１ 証明事務 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 証明書自動交付システム開発 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）

区の計画との関係

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　　行政サービスの効率化と利便性の向上

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※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】

(1)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。
(2)住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び手数料の徴収。

実績：

【概要】

　平成２４年２月を目途に区内及び全国のコンビニエンスストア（当初
はセブンイレブン）で住民票の写し、印鑑登録証明書が申請できるよう
証明書自動交付システム（コンビニ交付）の整備。年度末には運用開
始。 実績：

主な取組み

区民が必要な時に証明書が受けとれるよう２２年度から拡大した夜間・休日の証明書窓口を的確に周知し、
サービスの向上を図る。また、その拡大と需要にあわせ、適切な窓口体制を構築していく必要がある。

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規定が整備された。法令遵守のもと、職員は区
民の個人情報が不正に漏れないよう研鑽し、適正な窓口対応に常時努めていく必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

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４項目のうち満足の割合）

平均窓口待ち時間（分）（通常期）

夜間延長・休日開庁窓口における取扱件数（件）

現状と課題

地域センター窓口集約化（２３年度中）から、区役所窓口での予測される申請増大に対応し、正確迅速な執行
体制の構築に努める。また、区民の利便性の向上のため、コンビニエンスストアで証明書の交付が行えるよう
自動交付システム（コンビニ交付）の導入に向けて、システム構築（開発）や運用に係る準備を進めていく必
要がある

証明 利用しやすい証明サービス

施策目標

身近な場所で速やかに証明サービスを受けることができている。

的確な本人確認と、虚偽申請の防止により個人情報の保護が徹底されている。

施策の成果指標
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

58% 64% － － 70% －

－ － 80%

21年度 22年度 23年度

事業１ 地域事務所窓口サービス 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 戸籍住民サービスの調整・改善 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）

区の計画との関係

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　　行政サービスの効率化と利便性の向上

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※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】

　住民基本台帳法に基づく転入・転出などの届出の受付、住民票の写
し・戸籍謄抄本等の各種証明書の交付、税や保険料等の公金収納。

実績：

【概要】

　利用しやすい窓口環境の整備・改善、地域事務所の開設に向けた準備
及び運用支援等。

実績：

主な取組み

地域での総合的な窓口サービスを行う場として平成２３年７月に５か所の地域事務所の開設を予定している。
地域事務所では、職員の専門性を高め、取扱い業務を拡大するとともに、行政サービス等の総合案内窓口とし
て関連部署等への適切な引継ぎができるよう体制を整えていく必要がある。

南中野地域事務所については、平成２６年度に中野富士見中学校跡施設に移転を予定している。円滑に移転と
運営ができるよう、施設整備に向けた調整を関係部署と行っていく必要がある。

成果指標／実績(20～23)・目標(23)
区役所窓口利用者満足度（窓口案内表示に関するアンケート調
査）（満足・やや満足・やや不満・不満の４項目のうち満足の割
合）地域事務所窓口利用者満足度（アンケート調査）
（満足・やや満足・やや不満・不満の４項目のうち

現状と課題

利用者がひとつの窓口で複数用件でも手続きができるよう、分かりやすい案内表示と職員による適切な案内や
相談を行い、安心して手続きができる環境を整備していく必要がある。

戸籍住民管理運営 効率的で利便性の高い窓口サービス

施策目標

分かりやすい窓口案内と利用しやすい窓口環境が整備され、区民は安心して複数の用件を済ますことができて
いる。

戸籍住民分野窓口と新たに設置した地域事務所で窓口サービスが一体的かつ効率的に運用されている。

施策の成果指標


