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（１）これまでの取り組み 

 
本区では、平成９年策定の行財政改革大綱及び財政健全化計画、平成９年度

から１８年度にかけての第一次・第二次定員適正化計画などにより、事務事業

の見直しや業務委託、民間委託の推進、職員の定員適正化に取り組んできまし

た。 
また、地方自治法改正にともなう指定管理者制度の導入に伴い、平成１６年

度には、民間委託の推進に係る基本方針と具体的な取り組みを定めたアウトソ

ーシング基本方針を策定し、この基本方針と長期基本計画改定版により、平成

１７年度から２１年度の５か年にわたる国の集中改革プランに対応するものと

して、着実な行財政改革の取り組みを展開してきました。 
平成２０年度、本区を取り巻く社会経済状況の大きな変化を踏まえ、新たな

基本構想を策定、次いで、基本構想実現のための具体的方針として、平成２２

年度から３１年度にわたる長期計画を策定し、区政全般を網羅する３４の施策

と６９の主要事業を計画化するとともに、「計画の実現に向けて」、協働・行財

政改革にかかる「視点」や「基本的な考え方」を明示しました。 
さらに、予断を許さない行財政環境の中で、長期計画を着実に推進し、未来

の江東区づくりに向けた堅固な基盤を築くために、健全な財政の維持や組織・

定員の適正化、人材育成など、不断の行財政改革に取り組むため、計画期間を

平成２３～２６年度とした「江東区行財政改革計画」を平成２３年１０月に策

定しました。 
＜これまでの行財政改革の取り組み＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策定年度 対象年度 主　な　内　容
行財政改革に係る基本的な考え方を明示
事務事業の民間委託
使用料、保育料の見直し
公共施設の適正配置
行財政改革大綱に基づく実施計画
定員適正化計画数▲158人
5％マイナスシーリング
大型施設整備の原則凍結
定員適正化計画の上乗せ▲162人
健全化アクションプランを盛り込む
定員適正化計画の上乗せ▲326人
行政評価制度の導入による施策評価、事務事
業の見直し
民間委託の推進
受益者負担の原則
技能系職員の退職不補充
区民サービス部門の業務委託
再任用制度の活用
計画数▲360人
指定管理者制度の導入
経費削減と区民サービス向上の両立

平成17年 3月 長期基本計画改定版 平成17～21年度 行政評価制度の活用による事務事業の見直し

平成22年 3月 江東区長期計画 平成22～26年度
行財政改革に関する「視点」及び「基本的な
考え方」を明示

平成23年 3月 行政評価システム評価版 平成17～21年度
長期基本計画後期期間における行財政改革の
実績の検証・総括

平成23年10月 江東区行財政改革計画 平成23～26年度
江東区長期計画によって示された「視点」
「計画の実現に向けて」を踏まえた区政運営
管理にかかる実施計画

平成 9年 2月 行財政改革大綱 平成 9～12年度

計　画　名

平成16年 5月 アウトソーシング基本方針 平成16～21年度

平成12年11月 財政白書 平成12年度～  

平成13年 3月 長期基本計画 平成12～21年度

平成13年11月 第二次定員適正化計画 平成14～18年度

平成 9年12月 第一次定員適正化計画 平成 9～13年度

平成 9年12月 財政健全化計画 平成 9～12年度

Ⅰ．行財政改革計画について 
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（２）計画の目的 
 
 本計画は、以下の項目を目的に策定しました。 
 ① 区民が行政に主体的に参画し協働する環境の充実を図るとともに、区政

に関する必要な情報を、区民・事業者・区等が共有し、透明・公正な行

財政運営を実現する。 
 ② 多様な経営管理手法と行政資源の活用により、効率的な行財政運営を行

うとともに、多様化・高度化する行政需要に柔軟かつ迅速に対応できる

組織体制を確立し、さらに、江東区の将来像実現に向け、自ら考え行動

する職員を育成する。 
 ③ 江東区を取り巻く社会経済状況に柔軟に対応するとともに、自律的な基

盤を強化し、さらに、区民サービスの向上を図るため、安定的な区政運

営が可能な財政基盤を確立する。 
 
（３）計画の位置付け 

 
本計画は、長期計画の「視点」及び「計画の実現に向けて」に示された基

本的考え方を踏まえた、区政運営管理に関する実施計画として策定しました。 
長期計画を実現するための財政運営や、組織・機構、職員体制などの施策

の実行力を担保するための運営管理上の取り組みを示しています。 
また、これまでの本区の行財政改革の成果である、第一次・第二次定員適

正化計画及びアウトソーシング基本方針を引き継ぐ性格のものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

分野別計画

　 　長期計画
　　   （平成22年3月策定）

　基本構想を実現する
　ための10か年計画

行財政改革計画
　（平成23年10月策定）

　計画を実現するための
　運営管理の取り組み

 アウトソーシング基本方針
 第一次・第二次定員適正化計画

継
承

主要事業
その他の事務事業

　計画を実現するための
　施策・事務事業

 基本構想
（平成21年3月策定）

　概ね20年後の区の
　将来像と施策の大綱
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（４）行財政改革計画[前期](23～26年度)の主な取り組み 

 
本計画では、５８項目にわたる取り組み項目を通じ、区民の参画・協働と

開かれた区政の実現、スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営、自

律的な区政基盤の確立について、毎年度計画を見直しつつ、施策を展開して

きました。 
 
＜主な取り組み一覧＞ 

主な改革項目 具体策

○公募委員等の区民参画の推進
審議会等の施策検討の場への公募委員参画
人数の増加

○協働事業提案制度の推進
協働事業提案制度による、採択事業を毎年
度実施

○行政評価制度の活用
外部評価委員会での検討結果を次年度予算
に反映

○包括外部監査の活用
包括外部監査による指摘事項を、事業精査
や改善に反映

○江東きっずクラブの推進
江東きっずクラブの整備と学童クラブの休
廃止

○民間委託の推進

介護保険要介護認定調査業務委託
保育所調理業務委託
学校調理・学校警備・学校用務の業務委託
図書館窓口業務委託
区立保育所４園民営化
福祉会館１館民営化

○定員の適正化 平成23～26年度で92名職員削減

○窓口サービスの向上

総合案内カウンターの設置、フロアマネー
ジャの導入、プライバシーに配慮した窓口
カウンターやユニバーサルデザインに対応
した記載台・椅子等の導入

○職員の接遇能力の向上
窓口職場接遇診断を実施、接遇リーダー養
成研修実施

○検診等の利用者一部負担導入
全てのがん検診において、利用者一部負担
金導入

○区税の収納率向上
○国民健康保険料の収納率向上
○介護保険料の収納率向上
○保育料の収納率向上

滞納処分の強化、口座振替受付サービスの
導入、新たな納付方法（モバイルレジ、ペ
イジー、クレジットカード）を導入、納付
案内センターの導入

○新たな歳入確保策の検討
広告付き周辺案内地図・庁舎案内図設置、
印刷物への広告掲載を実施し、広告料収入
の確保

○適正な跡地等の活用 区有財産の未利用跡地の利活用を検討

区民の参画・協働と開かれ
た区政の実現

スリムで区民ニーズに的確
に対応した行財政運営

自律的な区政基盤の確立
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（５）行財政改革計画(後期)の位置づけ 

 
本計画の取り組み項目を通じて、行財政改革を推進してきましたが、この

計画が平成２６年度をもって計画期間満了となったことから、計画期間を平

成２７～３１年度として、これまでの計画内容を踏襲しつつ、新たな取り組

みを計画するなど、社会情勢や区民ニーズ等に的確に対応した「江東区行財

政改革計画（後期）」を策定しました。 
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（１）個別項目総括表 

Ⅱ．個別項目について 

項　目　名 ページ

(１）区民参画と協働できる環境の充実

1 公募委員等の区民参画の推進 8

2 協働事業提案制度の推進 9

(２）積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営

3 行政評価制度の活用 10

4 新公会計制度の活用 11

5 ケーブルテレビ運営手法の見直し 12

6 包括外部監査の活用 13

7 契約事務の見直し 14

２．スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営

(１）施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用

8 行政評価制度の活用（再掲) 15

9 指定管理者制度の見直し 16

10 基幹系システムの再構築 17

11 包括外部監査の活用（再掲) 18

12 公共施設改修等の適正化 19

13 青少年センター管理運営の見直し 20

14 環境学習情報館管理運営の見直し 21

15 在宅介護支援センター・地域包括支援センターの見直し 22

16 区立幼稚園のあり方の検討 23

17 江東きっずクラブの推進 24

18 要介護認定調査事務の見直し 25

19 障害程度区分（26年度から障害支援区分）認定調査事務の見直し 26

20 保育所調理の見直し 27

21 保育所用務の見直し 28

22 学校調理の見直し 29

23 学校警備の見直し 30

24 学校用務の見直し 31

25 効率的な清掃事業の推進 32

26 図書館管理運営の見直し 33

27 区立保育所の民営化 34

28 児童館のあり方の検討 35

29 児童館・学童クラブの管理運営の見直し 36

課題名

１．区民の参画・協働と開かれた区政の実現
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項　目　名 ページ

２．スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営

(１）施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用

30 福祉会館管理運営の見直し 37

31 塩浜福祉園管理運営の見直し 38

32 文化コミュニティ財団の経営改善 39

33 健康スポーツ公社の経営改善 40

34 社会福祉協議会の経営改善 41

35 スポーツ施策の見直し 42

36 高齢者地域見守り支援事業の見直し 43

(２）状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立

37 定員の適正化 44

38 組織・機構の改革 45

39 事務改善の推進 46

40 窓口サービスの向上 47

41 勤怠管理システムの活用 48

42 道路事務所・水辺と緑の事務所管理運営の見直し 49

43 豊洲シビックセンター内出張所の業務の見直し 50

(３）政策形成能力を備えた職員の育成

44 職員の計画的な人材育成 51

45 職員の接遇能力の向上 52

３．自律的な区政基盤の確立

(１）安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立

46 新公会計制度の活用（再掲) 53

47 住民参加型市場公募地方債の発行 54

48 使用料等の見直し 55

49 保育所保育料の見直し 56

50 区立幼稚園保育料等の見直し 57

51 検診等への利用者一部負担の導入 58

52 区税の収納率向上 59

53 国民健康保険料の収納率向上 60

54 介護保険料の収納率向上 61

55 保育料の収納率向上 62

56 債権管理の見直し 63

57 新たな歳入確保策の検討 64

58 適正な跡地等の活用 65

課題名
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（２）個別項目の見方 

 

 

NO. 1 課題名 区民参画と協働できる環境の実現 

項目名 公募委員等の区民参画の推進 

取組方針  審議会等の施策検討の場への、公募区民委員等の参画人員の増を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 13 

○公募区民委員 49名（1名増） 

 このほか、区政モニター100人 

24年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 15 

○公募区民委員 51名（2名増） 

 このほか、区政モニター277人 

25年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 16 

○公募区民委員 53名（2名増） 

 このほか、区政モニター218人 

26年度計画 ○公募区民委員等の参画人員の増 

26年度実績 

○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 44名（9名減） 

 このほか、区政モニター190人 

計画期間中の

取組の成果等 

 計画策定の平成23年度以降、着実に公募区民委員の増を図ってきたが、平

成26年度について、一部の委員会が開催を休止したこともあり、委員数が減

少した。 

 この項目は後期計画において引き続き取り組み、区民が行政に主体的に参

画できる環境の推進を図る。 

所管部課 政策経営部企画課 

個別項目の基本的な方針と

具体的な取組内容 

平成 26年度の取組実績 

取組の内容を示した項目名 

平成 23～26 年度の計画期間での

取り組み成果等及び後期計画で

の取り組み予定を記載 
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（３）個別項目 

 

１．区民の参画・協働と開かれた区政の実現 

（１）区民参画と協働できる環境の充実 

 

NO. 1 課題名 区民参画と協働できる環境の実現 

項目名 公募委員等の区民参画の推進 

取組方針  審議会等の施策検討の場への、公募区民委員等の参画人員の増を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 13 

○公募区民委員 49名（1名増） 

 このほか、区政モニター100人 

24年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 15 

○公募区民委員 51名（2名増） 

 このほか、区政モニター277人 

25年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 16 

○公募区民委員 53名（2名増） 

 このほか、区政モニター218人 

26年度計画 ○公募区民委員等の参画人員の増 

26年度実績 

○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 44名（9名減） 

 このほか、区政モニター190人 

計画期間中の

取組の成果等 

 計画策定の平成 23年度以降、着実に公募区民委員の増を図ってきたが、

平成 26年度について、一部の委員会が開催を休止したこともあり、委員数

が減少した。 

 この項目は後期計画において引き続き取り組み、区民が行政に主体的に参

画できる環境の推進を図る。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 2 課題名 区民参画と協働できる環境の実現 

項目名 協働事業提案制度の推進 

取組方針 

 協働事業提案制度に基づく、市民団体等との協働事業数の増を図る。 

 各年度３事業程度の採択・実施を通じ、団体活動の活性化と職員の意識

改革を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○応募件数 6件 「公園を通した地域コミュニティ形成活動事業、こうと

うむかしばなし事業」の2事業を採択 

○22年度採択事業の実施「スクリーンシアター上演事業」「プレーパーク

[冒険あそび場］運営事業」 

24年度 

○応募件数 6件 「家庭訪問型子育て支援事業」を採択 

○23年度採択事業の実施「公園を通した地域コミュニティ形成活動事業」

「こうとうむかしばなし事業」 

○23年度実施事業の評価を実施（スクリーンシアター上演事業、プレーパ

ーク[冒険あそび場］運営事業） 

25年度 

○応募件数 6件 「こども読書活動に関わる人材の育成」「江東区災害

時、歩行困難者・避難所のバリアフリー調査」の2提案を採択 

○24年度採択事業の実施「家庭訪問型子育て支援」 

○23年度実施事業の評価を実施「公園を通した地域コミュニティ形成活動

事業」「こうとうむかしばなし事業」 

26年度計画 
○提案の募集・審査・採択 

○前年度採択事業の実施と評価 

26年度実績 

○応募件数 6件 「江東区内ことばの道案内作成・提供事業」「江東区内

だれでもトイレの詳細情報の調査」の2提案を採択 

○25年度採択事業の実施「こども読書活動に関わる人材の育成」「江東区

災害時、歩行困難者・避難所のバリアフリー調査」 

○24年度実施事業の評価を実施「家庭訪問型子育て支援」 

計画期間中の

取組の成果等 

地域課題の解決と市民団体の活性化、庁内における協働事業への理解促

進を図ることを目的に協働事業提案制度を実施してきた。開始から５年が経

過し、応募件数も一定数あることから、提案制度に対する認知は着実に進ん

でいる。一方、事業実施期間が１年であるため、事業効果の十分な検証や事

業実施期間後の事業の継続が課題である。 

この項目は後期計画において引き続き取り組み、市民団体等が行政と協

働する環境の推進を図る。 

所管部課 地域振興部区民協働推進担当課長 
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（２）積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営

NO. 3 課題名 積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営 

項目名 行政評価制度の活用 

取組方針 

 外部評価を導入し、行政評価制度の透明性・客観性を高めるとともに、

評価結果の次年度予算への反映を図る。 

 従来の成果指標による自主的な施策評価に加え、学識経験者や公募区民

委員からなる外部評価委員会で施策の有効性を検討する。 

 評価結果を次年度予算に反映させることで、長期計画の方向性に沿った

効果的な施策運営を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○外部評価委員会の公募区民委員を3名から6名に拡大 

○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○24年度予算へ評価結果を反映（43事業） 

24年度 
○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○25年度予算へ評価結果を反映（42事業） 

25年度 
○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○26年度予算へ評価結果を反映（31事業） 

26年度計画 ○長期計画後期計画策定に向け、行政評価制度自体の評価と再検討 

26年度実績 
○外部評価を含む行政評価自体の評価と再検討 

○27年度予算へ評価結果を反映（48事業） 

計画期間中の

取組の成果等 

評価を実施する中で、評価経験者や学識経験者、公募区民から、専門性の

高い指摘や区民の率直な実感など、内部評価とは異なる多様な評価を得られ

客観的な視点の導入が図られた。一方、公募区民の応募者数や傍聴者数が少

ないという点では課題が残った。 

この項目は後期計画において引き続き取り組む。平成 27年度から委員構

成の見直しを行い、より専門的な見地から各施策の評価を行うなど制度の充

実を図る。また、区民参画の一環として、無作為抽出した参加を希望者する

者に外部評価委員会の議論を傍聴してもらい、その後意見を聴取し、外部評

価の参考とする。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 4 課題名 積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営 

項目名 新公会計制度の活用 

取組方針 

 新公会計制度を活用した区財政の分析や他自治体との比較を行い、財政

運営の透明性を高め、効率的な予算執行を図る。 

 新公会計制度に基づく財務書類の作成及び分析を継続的に行い、経年推

移や分析指標等を公表することにより、区財政の透明性と健全性を高め

る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○「江東区の財務書類（22年度決算）」により財務諸表と分析結果を公表 

24年度 
○「江東区の財務書類（23年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び

指標の経年比較による検証を公表 

25年度 
○「江東区の財務書類（24年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び

指標の経年比較による検証を公表 

26年度計画 
○財務書類の作成及び詳細分析の公表 

○指標等の経年比較による検証 

26年度実績 
○「江東区の財務書類（25年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び

指標の経年比較による検証を公表 

計画期間中の

取組の成果等 

「江東区の財務書類」を、前年度比較や項目ごとの分析、経年推移などの

詳細な分析を加え、表や図を活用して「わかりやすさ」「見やすさ」を重視

して作成した。詳細な分析を加えることにより、従来の単年度による決算収

支では把握できなかった資産の減価償却等の発生主義的なコストや、資産の

蓄積情報、連結方式による全体情報としての財務状況を企業会計的な視点で

把握でき、より中長期的な視点に立った財政運営を行うことが可能となっ

た。 

この項目は後期計画において引き続き取り組む。今後、地方公会計制度に

ついては、平成 29年度までに総務省通知に基づいた統一的な基準で作成す

ることで、全国の自治体間で財務状況の比較が可能となるほか、さらなる適

正かつ透明性のある財政運営の確保を図っていく。 

所管部課 政策経営部財政課 
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NO. 5 課題名 積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営 

項目名 ケーブルテレビ運営手法の見直し 

取組方針 

 平成２３年７月の地上デジタル放送移行に伴い、広報媒体としてのケー

ブルテレビの有効性について検討する。 

 広報における映像媒体の効果について整理し、映像発信ツールとしての

ケーブルテレビの有効性、放送量の妥当性について、地上デジタル移行後

のケーブルテレビ接続家庭数の動向も踏まえ検討し、運営手法の見直しを

図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○ケーブルテレビ接続世帯数の動向調査を実施 

○ケーブルテレビの有効性について検討し広報番組制作を継続 

○文化コミュニティ財団への業務委託を廃止し、放送制作会社に直接業務を

委託 

24年度 
○ケーブルテレビ接続世帯数の動向調査を実施。引き続き広報番組を制作 

○よりわかり易い情報提供を目指して、番組編成を見直し 

25年度 

○災害情報の円滑な伝達に向けた緊急時放送訓練の実施 

○ケーブルテレビ接続世帯数の動向調査を実施。引き続き広報番組を制作 

○ケーブルテレビ事業の運営方法の効率化により職員1名減 

26年度計画 ○検討結果に基づく運営手法の見直し 

26年度実績 

○災害情報の円滑な伝達に向けた緊急時放送訓練の実施 

○ケーブルテレビ接続世帯数の動向を引き続き注視しつつ、番組内容を充実 

○区政モニターによるアンケートや、メールによる番組への意見・要望等、

様々なツールにて区制作番組の評価を実施 

○江東区政世論調査にて視聴状況調査実施 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度に文化コミュニティ財団への業務委託を廃止し、放送制作会

社に直接業務を委託実施した。平成 24年度には、よりわかり易い情報提供

を目指して、江東ワイドスクエアの番組編成を変更し、前半部はニュースと

区政情報、後半部はイベントや区民活動と明確に区分けした。平成 25年度

には災害情報の円滑な伝達に向けた緊急時放送訓練を実施した。 

所管部課 政策経営部広報広聴課 
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NO. 6 課題名 積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営 

項目名 包括外部監査の活用 

取組方針 

 包括外部監査での指摘事項や意見を踏まえ、事業の見直し・改善を図る。 

 前年度の包括外部監査報告の指摘事項や意見を検証し、事業の見直し、改

善につなげる。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○住宅施策・都市計画・まちづくり事業に関する包括外部監査結果の措置状

況を公表 

○学校教育（財務事務）に関する包括外部監査を実施 

24年度 

○学校教育（財務事務）に関する包括外部監査結果の措置状況を公表 

○環境清掃部（財務事務）に関する包括外部監査を実施 

○20～22年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

25年度 

○環境清掃部（財務事務）に関する包括外部監査の措置状況を公表 

○財政的支援団体に関する包括外部監査を実施 

○23年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

26年度計画 ○包括外部監査報告の指摘事項・意見を踏まえた事業の見直し・改善 

26年度実績 

○財政援助団体に関する包括外部監査の措置状況を公表 

○特別区民税及び国民健康保険料の賦課・徴収・債権管理に関する包括外部

監査を実施 

○24年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

計画期間中の

取組の成果等 

監査機能の専門性・独立性を強化するため、専門的知識を持つ外部監査人

（公認会計士・弁護士等）により、上記の分野において包括外部監査を実施

し、結果の公表とともに事業の改善・効率化を図ってきた。 

この項目は引き続き後期計画においても取り組む。 

所管部課 総務部総務課 
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NO. 7 課題名 積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営 

項目名 契約事務の見直し 

取組方針 

 総合評価方式を始め、契約制度全般の公平性や契約事務の効率化を検討

する。 

 平成２３年度より、引き続き、契約制度の調査、研究に継続的に取り組

み、契約事務の見直しにより公平性の確保と事務の効率化を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○総合評価方式による契約を拡大 

 23年度：50件（うち2件不調）（12件増） 

○総合評価方式の地域貢献度点数の見直し及び暴力団等排除措置要綱の制定 

○電子入札件数の拡大 

 23年度：532件（300件増） 

24年度 

○総合評価方式による契約を継続実施 

 24年度：48件 

○契約制度の調査・研究 

 不適格事業者の排除を図るため、区内事業者等の認定基準の見直しを検討 

25年度 
○平成25年11月から全ての発注案件で電子入札化が完了 

○競争入札参加資格者の実態調査実施 

26年度計画 ○契約制度の調査・研究及び見直し 

26年度実績 ○契約制度全般の公平性や契約事務の効率化に向け、調査、研究を継続 

計画期間中の

取組の成果等 

総合評価方式は、入札の透明性、公正性、競争性、さらに適正な履行を確

保しつつ、地元企業の支援・育成に寄与している。 

また、電子入札は入札等の手続が電子的に処理可能で、応札者が発注者へ

出向く回数を減らすことができ、また、不正入札防止の観点から事業者と区

の双方にメリットがある。入札実施件数も平成 22年度の 232件から平成 26

年度は865件（全ての発注案件）と大幅に増加している。 

この項目は引き続き後期計画においても、契約制度の研究・調査を継続的

に取り組む。 

所管部課 総務部経理課 
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２．スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営 

（１）施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

NO. 8 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 行政評価制度の活用（再掲） 

取組方針 

 外部評価を導入し、行政評価制度の透明性・客観性を高めるとともに、

評価結果の次年度予算への反映を図る。 

 従来の成果指標による自主的な施策評価に加え、学識経験者や公募区民

委員からなる外部評価委員会で施策の有効性を検討する。 

 評価結果を次年度予算に反映させることで、長期計画の方向性に沿った

効果的な施策運営を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○外部評価委員会の公募区民委員を3名から6名に拡大 

○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○24年度予算へ評価結果を反映（43事業） 

24年度 
○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○25年度予算へ評価結果を反映（42事業） 

25年度 
○施策評価のために外部評価委員会を開催（6～8月） 

○26年度予算へ評価結果を反映（31事業） 

26年度計画 ○長期計画後期計画策定に向け、行政評価制度自体の評価と再検討 

26年度実績 
○外部評価を含む行政評価制度自体の評価と再検討 

○27年度予算へ評価結果を反映（48事業） 

計画期間中の

取組の成果等 

評価を実施する中で、評価経験者や学識経験者、公募区民から、専門性の

高い指摘や区民の率直な実感など、内部評価とは異なる多様な評価を得られ

客観的な視点の導入が図られた。一方、公募区民の応募者数や傍聴者数が少

ないという点では課題が残った。 

 この項目は後期計画において引き続き取り組む。平成 27年度から委員構

成の見直しを行い、より専門的な見地から各施策の評価を行うなど制度の充

実を図る。また、区民参画の一環として、無作為抽出した参加を希望者する

者に外部評価委員会の議論を傍聴してもらい、その後意見を聴取し、外部評

価の参考とする。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 9 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 指定管理者制度の見直し 

取組方針 

 指定管理者の選定・評価基準、選定委員会の役割の見直し等を行い、制

度の運用改善を図る。 

 指定期間中の毎年度の評価及び評価結果の選定への反映を考慮した選定

手続などの制度の改善を行う。 

 年度評価での財務診断の強化、第三者評価の義務付け、選定手続での外

部有識者の意見聴取により、制度の客観性を高める。毎年度指定管理施設

の評価結果の確認など、選定委員会の機能を強化する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○指定管理者制度運用マニュアルを策定 

○すべての指定管理施設に対し年度評価を実施 

○指定管理者選定委員会を選定評価委員会に機能拡充 

24年度 
○すべての指定管理施設に対し年度評価を実施 

○年度評価結果に基づいた指定管理者に対する業務改善等の指導を実施 

25年度 
○すべての指定管理施設に対し年度評価を実施 

○年度評価結果に基づいた指定管理者に対する業務改善等の指導を実施 

26年度計画 
○年度評価の実施 

○評価結果の次年度事業執行・選定への反映 

26年度実績 
○すべての指定管理施設に対し年度評価を実施 

○年度評価結果に基づいた指定管理者に対する業務改善等の指導を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度に策定した指定管理者制度運用マニュアルによって、施設評

価や財務診断の毎年度実施、指定期間内の第三者評価義務付け等、外部から

の視点を評価に取り入れ、制度および運営の透明性や客観性を高めてきた。 

この項目は後期計画において引き続き取り組む。今後、社会情勢に即した

選定評価基準や選定評価委員会のあり方等、運営方法の研究・調査を継続的

に実施する。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 10 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 基幹系システムの再構築 

取組方針 

 住民記録、福祉サービスなど基幹系システムの再構築を行い、効率的な

システムの運用を図る。 

 平成２３年度に窓口業務系システムを始めとした、新たな基幹系システ

ムの運用を開始する。 

 システムのオープン化により運用経費の縮減を図る。あわせて、情報シ

ステムに係る定員の適正化を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○新基幹系システムの稼動開始（24年１月） 

24年度 

○新基幹系システムの稼動に伴う運用経費のうち機器リース費用縮減（約 8

千万円） 

○運用・管理体制の効率化に伴う定員の減（5名減） 

25年度 ○新基幹系システムの効率的な運用を継続 

26年度計画 

○運用経費の縮減 

○運用・管理体制の効率化 

○定員の適正化 

26年度実績 ○新基幹系システムの継続運用 

計画期間中の

取組の成果等 

従前のシステムは、メーカー独自のホストコンピュータを使用していた

が、再構築を実施することで、市販のサーバを使用することにより、機器賃

借料については大幅に削減した。 

また、従前はシステムの運用を区職員が行っていたが、目まぐるしい法

改正や新たな制度等に迅速な対応を行うため、事業者にシステム運用全般を

委託し、職員を5名削減した。 

現在、新基幹系システムは導入後 3年以上経過し、安定的な運用を実施

している。 

所管部課 政策経営部情報システム課 
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NO. 11 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 包括外部監査の活用（再掲） 

取組方針 

 包括外部監査での指摘事項や意見を踏まえ、事業の見直し・改善を図る。 

 前年度の包括外部監査報告の指摘事項や意見を検証し、事業の見直し、改

善につなげる。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○住宅施策・都市計画・まちづくり事業に関する包括外部監査結果の措置状

況を公表 

○学校教育（財務事務）に関する包括外部監査を実施 

24年度 

○学校教育（財務事務）に関する包括外部監査結果の措置状況を公表 

○環境清掃部（財務事務）に関する包括外部監査を実施 

○20～22年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

25年度 

○環境清掃部（財務事務）に関する包括外部監査の措置状況を公表 

○財政的支援団体に関する包括外部監査を実施 

○23年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

26年度計画 ○包括外部監査報告の指摘事項・意見を踏まえた事業の見直し・改善 

26年度実績 

○財政援助団体に関する包括外部監査の措置状況を公表 

○特別区民税及び国民健康保険料の賦課・徴収・債権管理に関する包括外部

監査を実施 

○24年度監査結果を踏まえた事業の見直し等の進捗状況を追跡調査 

計画期間中の

取組の成果等 

監査機能の専門性・独立性を強化するため、専門的知識を持つ外部監査人

（公認会計士・弁護士等）により、上記の分野において包括外部監査を実施

し、結果の公表とともに事業の改善・効率化を図ってきた。 

この項目は引き続き後期計画においても取り組む。 

所管部課 総務部総務課 

- 18 -



NO. 12 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 公共施設改修等の適正化 

取組方針 

 公共施設の工事台帳、施設台帳及び計画改修を管理するためのシステム

を整備・導入し、公共施設のライフサイクルコストの縮減を図る。 

 公共施設情報管理システムを構築し、既存工事台帳等のデータ移行及び

区有施設の詳細情報を図面等から調査・整理・データ化する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○公共施設情報管理システムの構築及びシステム用サーバ機器の設置 

○既存工事台帳等からシステムへのデータ移行開始 

24年度 

○公共施設情報管理システムの一部運用開始 

○既存工事台帳等からシステムへのデータ移行及び図面等から区有施設の情

報の調査・整理・データ化（データ化率30％） 

○既存マイクロフィルム図面のデータ化（データ化率100％） 

25年度 ○図面等から区有施設情報の調査・整理・データ化(データ化率70％） 

26年度計画 
○図面等から区有施設情報の調査・整理・データ化(データ化率100％) 

○システム構築完了 

26年度実績 
○図面等から区有施設情報の調査・整理・データ化（データ化率100％） 

○公共施設情報管理システム構築完了 

計画期間中の

取組の成果等 

 区公共施設に関する情報を一元管理し、契約業務支援、工事履歴検索、図

面検索、施設情報検索、計画改修経費算出などを迅速かつ安定して行うこと

を目的にシステムを構築し、平成 26年度を以て全てのデータ（約 330施

設、図面約1,100枚）を完了した。 

所管部課 総務部営繕課 

- 19 -



NO. 13 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 青少年センター管理運営の見直し 

取組方針 

 青少年センターのあり方、施設の管理・運営を検討する。 

 青少年の活動や自立を支援する施設として運営されてきたことを踏ま

え、行政だけでなく、長年にわたり青少年の健全育成活動に取り組んでい

る地域や関係団体の意見を反映した運営方針の検討を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○少年団体連絡協議会・青少年委員会役員等で構成する検討会を開催（全体

会２回、部会５回） 

24年度 ○施設運営の具体的な見直し案の策定に向けて、引き続き検討 

25年度 ○指定管理者制度導入を視野に含めた、施設運営の具体的な見直し案の検討 

26年度計画 ○施設運営の具体的な見直し案の検討 

26年度実績 

○指定管理者制度導入等施設運営の見直し策を検討し、平成 28年度に施設

改修を実施し、亀戸第二保育園との複合施設とする。平成 29年度より指定

管理者による施設運営とすることに決定 

計画期間中の

取組の成果等 

計画期間中において、管理運営方法について検討が行われ、平成 29年度

からの指定管理者制度導入を決定した。 

引き続き後期計画において、指定管理者制度導入により開館日の増加や民

間事業者の専門性を活かした事業の充実を図る。 

所管部課 地域振興部青少年課 
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NO. 14 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 環境学習情報館管理運営の見直し 

取組方針 

 環境学習情報館のあり方、施設の管理・運営を検討する。 

 平成２３年度において、環境学習情報館管理運営等検討プロジェクトチ

ームを設置し、事業のあり方や施設の管理・運営について検討を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○検討組織の設置に着手 

○課題抽出に着手 

24年度 
○環境学習情報館管理運営見直し検討会を開催 

○「環境学習情報館運営計画」を策定 

25年度 

○「環境学習情報館運営計画」に基づき事業の整理を行い、区職員 2名減

（常勤・再任用各1名） 

○ソーラーカー活用事業、環境フェア出展準備金の廃止 

26年度計画 ― 

26年度実績 

○「環境学習情報館運営計画」の着実な実施 

○平成 25年度までの「環境学習情報館運営計画」の着実な実施実績に加

え、環境フェアの経費抑制と内容の充実化のため、協賛金の募集を開始 

計画期間中の

取組の成果等 

「環境学習情報館運営計画」に基づき、平成 25年度に職員の削減やソー

ラーカー活用事業、環境フェア事業等の見直しを図った。引き続き計画に沿

った見直しを実施していく。 

所管部課 環境清掃部温暖化対策課 
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NO. 15 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 地域包括支援センター・在宅介護支援センターの見直し 

取組方針 

 高齢者保健福祉計画の改定に合わせ、地域包括支援センターと在宅介護

支援センターの役割を明確化し、施設配置の適正化を図る。 

 平成２３年度中に各地域包括支援センター、在宅介護支援センターの現

受託法人、日常生活圏域ごとの課題を整理し、第５次高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画における地域包括ケアの中核として、事業内容・事

業量を含め、将来像及び将来像実現に向けた方針を示す。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○各施設の役割見直しに着手 

24年度 

○両センターの見直しに関する基本方針を策定し、並存施設の一体運営を

決定 

○深川南部地域に豊洲地域包括支援センターを開設 

○地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの愛称決定 

25年度 

○25年 4月から地域包括支援センター・在宅介護支援センターが併設して

いる事業所の運営を統合し、地域包括支援センターとして一体的に運営 

○25年 4月から、地域包括支援センターを「長寿サポートセンター」、在

宅介護支援センターを「長寿サポート」と施設の愛称を決定し使用開始 

26年度計画 ○施設配置の適正化 

26年度実績 
○26年度高齢者保健福祉計画・第 6期介護保険事業計画策定に向けた検討

を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

これまで、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターについて

は、同一建物内に両センターが存在するなど、その業務の違いがわかりづ

らいとの指摘があった。また、高齢者の増加や虐待への対応等新たな業務

が加わり、より効率的な運営が求められていたことから、併設する両セン

ターについては、平成25年4月から一体運営を実施した。 

高齢者保健福祉計画・第 6期介護保険事業計画において、すべての在宅

介護支援センター（長寿サポート）を、地域包括支援センター（長寿サポ

ートセンター）に転換し、体制の強化を実施する。 

所管部課 福祉部高齢者支援課 

- 22 -



NO. 16 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 区立幼稚園のあり方の検討 

取組方針 

 区立幼稚園のあり方を検討する。 

 区内の幼児数、園児数の推移を注視し、区立幼稚園の適正配置について

検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○区立幼稚園の適正配置を検討し、現行20園を維持 

24年度 ○区立幼稚園の適正配置を検討し、現行20園を維持 

25年度 

○区立幼稚園のあり方検討ワーキンググループを設置し、今後のあり方を

検討 

○就労状況の把握及び預かり保育等に関するアンケート調査を実施 

26年度計画 ○園児数の推移を注視し、区立幼稚園の適正配置を検討 

26年度実績 ○園児数の推移を注視し、区立幼稚園の適正配置を検討 

計画期間中の

取組の成果等 

計画期間中には「子ども・子育て支援法」の制定や、本区特有の幼児人

口の著しい増加など、当計画策定時とは取り巻く環境が大きく変化した。

区立幼稚園の配置については、計画策定前と変更なく20園としている。 

後期計画においても、区立幼稚園の適正配置、併せて区民サービスの向

上策を検討する。 

所管部課 教育委員会事務局学務課 
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NO. 17 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 江東きっずクラブの推進 

取組方針 

 江東きっずクラブの整備を推進するとともに、既存学童クラブの配置の

適正化を図る。 

 江東きっずクラブは、平成２４年度以降、毎年５校で実施し、待機児童

の発生防止やサービスの拡充を図るとともに、既存学童クラブ・放課後子

ども教室（げんきっず）は、段階的に整理統合を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○江東きっずクラブを新たに 7校で実施（学童クラブ 3か所、げんきっず

1か所を江東きっずクラブに移行） 

○北砂七丁目学童クラブを休止、大島五丁目学童クラブを廃止 

24年度 
○江東きっずクラブを新たに 5校で実施(学童クラブ 2か所、げんきっず

１か所を江東きっずクラブに移行） 

25年度 
○江東きっずクラブを新たに 5校で実施（学童クラブ 4か所、げんきっず

1か所を移行） 

26年度計画 
○江東きっずクラブを５校で実施 

○学童クラブ等の適正配置を実施 

26年度実績 

○江東きっずクラブを５校で実施（学童クラブ３か所、げんきっず１か所

を移行） 

○豊洲学童クラブの休止 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 22年度からきっずクラブの設置を開始し、平成 26年度までに 26

室設置（うち 14学童クラブ、4放課後子ども教室からの移行）した。な

お、学童クラブは3クラブを休止、1クラブを廃止した。 

この項目は後期計画において、平成 29年度にきっずクラブを全 45小学

校に整備予定とするとともに、学童クラブの適正配置にも引き続き取り組

んでいく。 

所管部課 教育委員会事務局放課後支援課 
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NO. 18 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 要介護認定調査事務の見直し 

取組方針 

 要介護認定調査事務の業務委託を推進する。 

 民間調査員の指導体制を構築する。介護認定調査事務受託法人である江

東区社会福祉協議会の体制を強化し、調査委託を拡大する。 

 あわせて、更新時の認定調査も、民間事業者への調査委託を拡大する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○社会福祉協議会の認定調査依頼件数 2,650件（643件増） 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）依頼件数 3,935件（385件

増） 

24年度 

○社会福祉協議会の認定調査依頼件数 3,367件（717件増） 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）依頼件数 4,291件（356件

増） 

25年度 

○社会福祉協議会の認定調査依頼件数 4,269件（902件増） 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）依頼件数 4,882件（591件

増） 

26年度計画 
○社会福祉協議会への認定調査委託を拡大 

○民間事業者への認定調査（更新時）委託を拡大 

26年度実績 

○社会福祉協議会の認定調査依頼件数 4,282件（13件増） 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）依頼件数 5,472件（590件

増） 

○社協登録調査員を募集 

○新規民間委託事業者を募集 

計画期間中の

取組の成果等 

社会福祉協議会への認定調査依頼件数は、2,650件（平成 23年度）か

ら、4,282件（平成 26年度）へ、区内民間事業者への認定調査依頼件数は

3,935件（平成 23年度）から 5,472件（平成 26年度）へ大幅に増加し

た。 

この項目は引き続き後期計画においても取り組み、社会福祉協議会や民

間事業者への調査委託の拡大を図る。 

所管部課 福祉部介護保険課 
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NO. 19 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 障害程度区分（26年度から障害支援区分）認定調査事務の見直し 

取組方針 
 障害程度区分（26年度から障害支援区分）認定調査事務を委託する。 

 委託先への指導体制を整備しつつ、業務委託を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○障害程度区分認定調査等委託 1社 36件 

○業務委託先職員へのノウハウ提供や指導を実施 

24年度 
○障害程度区分認定調査等委託 1社 25件 

○業務委託の推進に向けた検討 

25年度 
○障害程度区分認定調査委託 1社 23件 

○委託先の拡大に向けた検討 

26年度計画 ○業務委託の実施 

26年度実績 

○障害支援区分認定調査等委託 1社 44件 

○新たな委託先候補との協議 

○委託先拡大を検討 

計画期間中の

取組の成果等 

本計画によって委託は実施されたが、委託先への指導体制の整備や調査

件数の拡大が課題である。引き続き後期計画においても取り組み、業務委

託を推進していく。 

所管部課 福祉部障害者支援課 
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NO. 20 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 保育所調理の見直し 

取組方針  保育所調理の業務委託を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○大島第二保育園で業務委託を開始 

24年度 ○小名木川保育園、南砂第一保育園で業務委託を開始 

25年度 ○大島第五保育園で業務委託開始 

26年度計画 ○業務委託の実施 

26年度実績 ○わかば保育園、東砂第三保育園で業務委託実施（０歳児給食を除く） 

計画期間中の

取組の成果等 

計画策定の平成 23年度以降 6園において、調理業務委託を実施してき

た。（平成26年度時点では33園中23園で委託を実施） 

引き続き後期計画においても取り組み、業務委託を推進していく。 

所管部課 こども未来部保育課 
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NO. 21 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 保育所用務の見直し 

取組方針  保育所用務の業務委託等を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○業務委託を検討するも、再任用職員等の活用で業務を継続 

24年度 ○再任用職員等の活用で業務を継続 

25年度 ○再任用職員等の活用で業務を継続 

26年度計画 ― 

26年度実績 
○再任用・臨時職員の活用で対応 

○今後の方針を検討 

計画期間中の

取組の成果等 

 用務業務の規模等を踏まえ、再任用職員や臨時職員の活用で対応してい

るところである。 

 この項目については、後期計画においても、引き続き業務委託等を推進

する。 

所管部課 こども未来部保育課 
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NO. 22 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 学校調理の見直し 

取組方針  学校調理の業務委託を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○有明小・中学校、第五大島小学校で業務委託を実施 

24年度 ○新規の業務委託実施校なし 

25年度 ○扇橋小学校の業務委託を実施、すべての学校調理について委託完了 

26年度計画 ― 

26年度実績 平成27年4月に開校する豊洲西小学校の調理業務を委託準備 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 10年度から、順次学校調理業務の委託を実施してきた。平成 25年

度を以って、全ての小中学校において調理業務の委託を完了した。 

所管部課 
教育委員会事務局庶務課 

教育委員会事務局学務課 
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NO. 23 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 学校警備の見直し 

取組方針  学校警備の業務委託を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○元加賀小学校、浅間竪川小学校、有明小・中学校、第四大島小学校で業

務委託を実施 

24年度 ○臨海小、豊洲小、深川二中、大島中で業務委託を実施 

25年度 
○枝川小、一亀小、深川七中で業務委託を実施、東川小、辰巳小、小名木

川小で一部業務委託を実施 

26年度計画 ○業務委託を実施 

26年度実績 ○南陽小、二亀小、三砂中で一部業務委託を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 10年度から、順次学校警備業務の委託を実施してきた。平成 26年

度現在、小学校全 44校中 38校（一部委託 5校含む）、中学校全 23校中

16校（一部委託3校含む）の計54校に委託を実施した。 

この項目については、引き続き後期計画においても取り組み、業務委託

の推進を図る。 

所管部課 教育委員会事務局庶務課 
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NO. 24 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 学校用務の見直し 

取組方針  学校用務の業務委託を推進する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○有明小・中学校で業務委託を実施 

24年度 
○豊洲小、東雲小、四大小、大島南央小、六砂小、深川五中、深川六中、

四砂中で業務委託を実施 

25年度 ○毛利小、砂町小、二砂小、五砂小、深川七中、三亀中で業務委託を実施 

26年度計画 ○業務委託を実施 

26年度実績 
○八名川小、元加賀小、東川小、七砂小、東砂小、南砂小で業務委託を実

施 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度から、学校用務業務の委託を実施した。平成 26年度現在小

学校全44校中16校、中学校全23校中6校の計22校に委託を実施した。 

この項目については、引き続き後期計画においても取り組み、業務委託

の推進を図る。 

所管部課 教育委員会事務局庶務課 
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NO. 25 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 効率的な清掃事業の推進 

取組方針 

 清掃事業の民間活力活用の拡大と収集体制の一部見直しを検討する。 

 各年度において、技能系職員の退職不補充を原則としつつ、ごみ量の推

移に応じて、民間活力の活用等により、定員削減及び収集経費の節減を図

る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○収集職員の定数削減（3名減） 

24年度 ○収集職員の定数削減（8名減） 

25年度 ○収集職員の定数削減（5名減） 

26年度計画 ○定員削減及び収集経費の節減 

26年度実績 ○収集職員の定数削減（2名減） 

計画期間中の

取組の成果等 

 技能系職員の退職不補充による収集職員定数の 18名削減（平成 23～26

年度実績）と車両請負契約の配車数を適正化することにより、収集経費の

削減を図った。 

 この項目については、引き続き後期計画においても取り組み、定員削減

を図る。収集経費については人口増による集積所数の増大に対応しつつ、

各曜日の作業量の平準化を図ることにより収集作業の効率化を推進する。 

所管部課 環境清掃部清掃事務所 
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NO. 26 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 図書館管理運営の見直し 

取組方針 

 地域館での窓口業務委託を推進するとともに、中央館の機能強化を図

る。 

 先行事例を踏まえ運営方式を検証し、必要な見直しを行った上で、委託

の拡大を図るとともに、中央館の機能強化や区民サービスの向上を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○窓口業務委託拡大を決定（東大島図書館・白河こどもとしょかん） 

24年度 
○窓口業務委託拡大を実施（東大島図書館・白河こどもとしょかん） 

○窓口業務委託拡大を決定（城東図書館） 

25年度 
○窓口業務委託拡大を実施（城東図書館） 

○窓口業務委託拡大を決定（古石場図書館） 

26年度計画 ○地域館で業務委託を拡大 

26年度実績 

○窓口業務委託拡大を実施（古石場図書館） 

○窓口業務委託拡大館を決定（東陽図書館） 

○窓口委託委託拡大実施館での運営状況の検証 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 14年度より図書館業務の一部委託化に取り組んできたが、平成 23

年度より委託範囲の拡大（レファレンス・児童向け行事の準備等）を、東

大島・白河こども・城東・古石場の各図書館で実施した。 

 この項目については、引き続き後期計画においても取り組み、さらなる

業務委託拡大を推進するとともに、指定管理者制度導入や開館日の拡大に

よるサービスアップの検討を行う。 

所管部課 教育委員会事務局江東図書館 
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NO. 27 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 区立保育所の民営化 

取組方針 

 区立保育所の指定管理者制度の導入を推進する。 

 平成２３年度において、区立保育園民営化指針を策定し、指針に基づき平

成２８年度から平成３１年度までに４園の民営化を行い、区民サービス向上

及び運営経費の縮減を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○区立保育園民営化指針を策定 

○指針に基づき小名木川、亀高、南砂第四、大島第五の各保育園に指定管理

者制度の導入を決定 

24年度 

○小名木川保育園及び亀高保育園において、指定管理者制度導入に向けた保

護者説明会等を実施 

○小名木川保育園において、法人公募・選定にかかる保護者アンケート・保

護者説明会を実施 

25年度 

○小名木川保育園の指定管理事業者を選定 

○小名木川保育園、亀高保育園、南砂第四保育園において、指定管理者制度

導入に向けた保護者説明会等を実施 

○亀高保育園において、法人公募・選定にかかる保護者アンケート・保護者

説明会を実施 

26年度計画 ○民営化に向けた移行準備 

26年度実績 

○小名木川保育園、亀高保育園、南砂第四保育園において、指定管理者制度

導入に向けた保護者説明会等を実施 

○小名木川保育園の指定管理者制度移行準備開始 

○亀高保育園の指定管理事業者を選定 

○南砂第四保育園指定管理者選定準備（選定資料作成・選定にかかる保護者

アンケート・保護者説明会実施） 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度に区立保育園４園について指定管理者制度導入を決定し、保

護者説明会や選定にかかる保護者アンケート、指定管理事業者の選定や移行

準備を着実に実施してきた。平成 28年度より 31年度にかけ、順次指定管理

者制度導入を図っていく。 

この項目については、引き続き後期計画においても取り組む。指定管理者

制度への着実な移行を実施するとともに、今後の民営化計画についても検討

を行う。 

所管部課 こども未来部保育計画課 
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NO. 28 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 児童館のあり方の検討 

取組方針  児童館の今後のあり方について、将来像や方針の検討を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○児童館の今後のあり方をプロジェクトチームを設置し検討 

24年度 
○異世代交流や小学校高学年・中高生支援、指定管理者制度の導入等を盛り

込んだ児童館に関する運営方針を策定 

25年度 ○「児童館に関する運営方針」に基づく活動実施 

26年度計画 ― 

26年度実績 ○「児童館に関する運営方針」に基づく児童館事業の充実 

計画期間中の

取組の成果等 

児童館のあり方について検討を行い、平成 24年度、児童館事業の充実や

体制の整備について「児童館に関する運営方針」を策定した。この運営方針

に基づき、小学生高学年、乳幼児及び保護者、中高生に対する事業の充実及

び異世代交流に対する支援を重点項目とし様々な事業を実施した。 

所管部課 教育委員会事務局放課後支援課 
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NO. 29 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 児童館・学童クラブの管理運営の見直し 

取組方針 

 児童指導の退職不補充を基本に、施設の立地条件等を勘案し、順次指定管

理者制度を導入する。 

 児童館・福祉会館併設館は、一体運営による複合的な施設サービスのメリ

ットを活かしつつ、管理運営経費の縮減及び定員の適正化を図る。 

 学童クラブは、計画的に業務委託等を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○児童館の今後のあり方をプロジェクトチームを設置し検討 

○学童クラブ3か所、げんきっず1か所を江東きっずクラブに移行 

○北砂七丁目学童クラブを休止、大島五丁目学童クラブを廃止 

24年度 

○児童館（福祉会館併設）への指定管理者制度導入（26年度）を決定 

○学童クラブ2ヶ所を江東きっずクラブに移行 

○東砂第二学童クラブを休止 

25年度 
○千田児童館・千田学童クラブの指定管理事業者を選定 

○学童クラブ4ヶ所、げんきっず1か所を江東きっずクラブへ移行 

26年度計画 ○民営化の実施 

26年度実績 

○千田児童館・千田学童クラブを指定管理者へ移行 

○千田児童館指定管理者導入効果の検証 

○学童クラブ３か所を江東きっずクラブへ移行（うち公営学童クラブ２か所

を民営江東きっずクラブへ移行） 

○豊洲学童クラブを休止 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 26年度に、福祉会館との併設館である千田児童館に指定管理者制度

を導入した。なお、当区の児童館・児童会館は 19館中 4館にて指定管理者

による運営が行われている。 

また、平成 22年度から江東きっずクラブの設置を開始し、平成 26年度ま

でに学童クラブは14クラブを移行、3クラブを休止、1クラブを廃止した。 

この項目は後期計画においても、引き続き取り組んでいく。 

所管部課 教育委員会事務局放課後支援課 
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NO. 30 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 福祉会館管理運営の見直し 

取組方針 

 福祉会館のあり方と併せ、指定管理者制度の導入を検討する。 

 平成２３年度に福祉会館のあり方を整理し、将来像及び将来像実現に向け

た方針を示す。その方針に基づき平成２４年度より順次指定管理者制度導入

の準備に入る。 

 児童館・福祉会館併設館は、一体運営による複合的な施設サービスのメリ

ットを活かしつつ、管理運営経費の縮減及び定員の適正化を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○福祉会館のあり方、将来像の検討 

24年度 

○異世代交流や指定管理者制度の導入等を盛り込んだ福祉会館に関する運営

方針を策定 

○福祉会館（児童館併設）への指定管理者制度導入（26年度）を決定 

25年度 ○千田福祉会館の指定管理事業者を選定 

26年度計画 ○指定管理者移行条件が整った施設への指定管理者制度導入 

26年度実績 
○千田福祉会館にて指定管理者制度導入 

○職員定数削減（3名） 

計画期間中の

取組の成果等 

 福祉会館に関する運営方針に基づき、平成 26年度に千田福祉会館に指定

管理者制度を導入した。 

 後期計画において、千田福祉会館の指定管理者制度導入の効果を検証し、

他の福祉会館への指定管理者制度導入の計画を立てる。 

所管部課 福祉部高齢者支援課 
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NO. 31 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 塩浜福祉園管理運営の見直し 

取組方針 

 利用者との信頼関係を基本に、塩浜福祉プラザの改築に合わせ、指定管理

者制度の導入も含めた施設のあり方を検討する。 

 その中で利用者の受入れ等運営方針等についても検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○施設改築を見据え、父母の会役員及び利用者の保護者との懇談会を開催 

24年度 ○施設のあり方等の検討に資するための第三者評価の導入準備 

25年度 
○福祉サービス第三者評価の実施 

○評価結果を受け施設のあり方を検討 

26年度計画 ○施設改築に合わせ指定管理者制度の導入も含めた施設のあり方等の検討 

26年度実績 
○福祉サービス第三者評価結果分析並びに施設のあり方・指定管理者制度の

導入について方向性を検討 

計画期間中の

取組の成果等 

平成23年度より管理運営の見直しについて、検討を進めた。 

後期計画においても引き続き、利用者との信頼関係を基本に、指定管理者

制度導入を含めた施設のあり方を検討する。 

所管部課 福祉部塩浜福祉園 
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NO. 32 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 文化コミュニティ財団の経営改善 

取組方針 

 文化コミュニティ財団の事業計画、運営経費の見直し、定員の適正化等に

より経営改善を図る。 

 平成２３年度に経営改善計画を策定する。その中で、人員適正配置計画を

策定する。 

 平成２２年度から２５年度まで財団職員給与の見直しを行う。 

 事業や施設管理のあり方を見直し、サービスアップを図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○経営改善計画を策定 

○職員定数見直し  97名（7名減）、区派遣職員の縮減  7名（5名減） 

○財団職員の給与昇給抑制 

○事業・施設管理のあり方の見直し（各館講座パンフの廃止） 

24年度 

○職員定数見直し  94名（3名減）、区派遣職員の縮減  5名（2名減） 

○財団職員の給与昇給抑制 

○事業・施設管理のあり方の見直し（共通広報物の作成、施設利用料金改定

等） 

25年度 

○職員定数見直し  93名（1名減） 

○財団職員の給与昇給抑制 

○事業・施設管理のあり方の見直し（3施設で自動販売機設置事業者選定の

見直し、チケット販売手数料の見直し） 

26年度計画 
○次期指定管理に向けた人員適正配置計画・サービス向上策・経費削減策を

盛り込んだ事業計画書の策定 

26年度実績 

○次期指定管理者選定に向けた事業計画の策定 

○事業・施設管理のあり方の見直し（3施設で自動販売機設置事業者選定の

見直し、共催事業チケット販売手数料の見直し（新規契約 12％）、ティアラ

お一人様コンサートサービスの開始） 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度策定の経営改善計画に基づき、職員定数の削減及び給与昇給

抑制を実施した。 

後期計画においても引き続き経営改善を図る。また、事業や施設管理のあ

り方を見直し、サービスアップを図る。 

所管部課 地域振興部文化観光課 
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NO. 33 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 健康スポーツ公社の経営改善 

取組方針 

 健康スポーツ公社の事業計画、運営経費の見直し、定員の適正化等により

経営改善を図る。 

 平成２３年度に経営改善計画を策定する。その中で、人員適正配置計画を

策定する。 

 平成２２年度から２５年度まで財団職員給与の見直しを行う。 

 事業や施設管理のあり方を見直し、サービスアップを図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○経営改善計画を策定 

○職員定数見直し 37名（5名減） 

○公社職員の給与昇給抑制 

○区民体育大会運営の一部を区から公社へ移管実施 

24年度 

○財団職員の給与昇給抑制 

○墨東五区大会運営（体育館実施競技）を区から公社へ移管実施 

○施設利用料金改定 

25年度 

○財団職員の給与昇給抑制 

○少年少女スポーツ教室を区から移管。種目は水泳、剣道、バスケットボー

ル、バレーボール、なぎなた、軟式野球、サッカー、空手道、柔道、ソフト

テニス、陸上競技、ヨット 

26年度計画 

○スポーツ事業のあり方とスポーツ振興課との役割分担の整理 

○次期指定管理に向けた人員適正配置計画・サービス向上策・経費削減策を

盛り込んだ事業計画書の策定 

26年度実績 

○スポーツ推進計画を策定し、区との役割分担の整理 

○次期指定管理者選定に向けた事業計画の策定 

○「経営改善計画（平成27－29年度）」を策定 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度策定の経営改善計画に基づき、職員定数の削減及び給与昇給

抑制を実施した。 

後期計画においても引き続き経営改善を図る。また、事業や施設管理のあ

り方を見直し、サービスアップを図る。 

所管部課 地域振興部スポーツ振興課 
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NO. 34 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 社会福祉協議会の経営改善 

取組方針 

 社会福祉協議会の事業計画、運営経費の見直し、定員の適正化等により経

営改善を図る。 

 平成２３年度に経営改善計画を策定する。その中で、人員適正配置計画を

策定する。 

 平成２２年度から２５年度まで職員給与の見直しを行う。 

 事業や施設管理のあり方を見直し、サービスアップを図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○経営改善計画を策定 

○職員定数見直し 56名（2名減） 

○法人職員の給与昇給抑制 

24年度 

○職員定数見直し 54名（2名減） 

○法人職員の給与昇給抑制 

○人事評価制度の導入 

○事業・施設管理のあり方の見直し（高齢者見守支援事業地域拡大・障害者

福祉センター法内化検討等） 

25年度 

○職員定数見直し 55名（障害者福祉センター法内化により2名増、障害者

福祉センター所長とまつのみ作業所長兼務で1名減） 

○法人職員の給与昇給抑制 

○障害者福祉センターの法内化によるサービス向上 

26年度計画 
○次期指定管理に向けた人員適正配置計画・サービス向上策・経費削減策を

盛り込んだ事業計画書の策定 

26年度実績 

○職員定数見直し 52名（3名減）  

○次期指定管理に向けた人員適正配置計画・サービス向上策・経費削減策を

盛り込んだ計画を策定 

○プロパー管理職昇任制度の構築 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度策定の経営改善計画に基づき、職員定数の削減及び給与昇給

抑制を実施した。 

後期計画においても引き続き経営改善を図る。また、事業や施設管理のあ

り方を見直し、サービスアップを図る。 

所管部課 福祉部福祉課 
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NO. 35 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 スポーツ施策の見直し 

取組方針 

 健康スポーツ公社で実施可能な事業を選定し、順次、区の事業を移管す

る。 

 体育館実施事業、教室事業を中心に移管するとともに、平成２６年度にス

ポーツ事業のあり方と役割分担を整理する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○区民体育大会（体育館実施競技）を移管 

24年度 ○墨東五区大会（体育館実施競技）を移管 

25年度 

○少年少女スポーツ教室を健康スポーツ公社に移管。種目は水泳、剣道、バ

スケットボール、バレーボール、なぎなた、軟式野球、サッカー、空手道、

柔道、ソフトテニス、陸上競技、ヨット 

26年度計画 ○スポーツ事業のあり方と健康スポーツ公社との役割を整理 

26年度実績 ○スポーツ推進計画を策定し、区との役割分担の整理 

計画期間中の

取組の成果等 

健康スポーツ公社で実施可能な事業を選定し、順次、区の事業を移管し

た。平成 26年度に策定した「江東区スポーツ推進計画」にて、区や健康ス

ポーツ公社等各主体の役割を整理し、効果的な事業展開を図ることとした。 

後期計画においても「江東区スポーツ推進計画」に基づき事業の見直しを

図る。 

所管部課 地域振興部スポーツ振興課 
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NO. 36 課題名 施策・事業の効率性の向上と行政資源の有効活用 

項目名 高齢者地域見守り支援事業の見直し 

取組方針 

 高齢者地域見守り支援事業を社会福祉協議会に移管する。 

 平成２３年度は、公募事務、サロン開設補助制度を除いた支援事業を社会

福祉協議会に委託する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○公募事務、サロン開設補助制度を除いた支援事業を委託 

24年度 ○開設補助制度の委託は、引き続き検討 

25年度 
○平成 26年度からサロン開設補助に関する受付、内容審査を社会福祉協議

会に委託することを決定 

26年度計画 ○サロン開設補助制度を委託 

26年度実績 ○サロン開設補助に関する受付、内容審査を社会福祉協議会に委託開始 

計画期間中の

取組の成果等 
 高齢者地域見守り支援事業を社会福祉協議会に移管完了した。 

所管部課 福祉部高齢者支援課 
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（２）状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立

NO. 37 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 定員の適正化 

取組方針 
 技能系職員の退職不補充、その他執行体制を見直し、定員の適正化を図

る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○定員適正化計画を策定 

○職員数2,847名（52名減） 

24年度 ○職員数2,814名（33名減） 

25年度 ○職員数2,780名（34名減） 

26年度計画 ○定員適正化を推進 

26年度実績 ○職員数2,755名（25名減） 

計画期間中の

取組の成果等 

平成23年4月1日現在の職員数から平成26年4月1日現在の職員数につ

いて、104名削減する定員適正化計画を策定した。 

しかし、平成 26年度において、行政需要の増加やフルタイム再任用職員

制度による退職不補充職（技能職・児童指導職）の退職者数が、計画策定時

の見込みより減少したことにより、計画を12名超過した。 

定員適正化計画全体では、削減計画数 104名のところ 92名の削減となっ

た。 

後期計画においても、平成 26年 4月 1日現在職員数 2,755人を、平成 31

年 4月 1日現在まで維持する定員適正化計画を策定した。オリンピック・パ

ラリンピック開催準備や人口急増による行政需要の増大が見込まれる中、引

き続き簡素で効率的な体制を堅持しつつ、必要な人材の確保については積極

的かつ計画的な採用を実施する。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 38 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 組織・機構の改革 

取組方針 
 区民に分かりやすく、効率的な行政運営を可能にする、効果的な組織体制

を整備する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○男女共同参画推進センターに施設長を配置 

○納税課、医療保険課、健康推進課の課内執行体制を整備 

24年度 

○東京 2020オリンピック・パラリンピック招致担当課長、国民体育大会担

当課長の設置 

○地域保健課業務を見直し健康推進課に統合 

25年度 
○土木部再編、施設保全課の設置 

○オリンピック開催決定を受け担当部長、担当課長の設置 

26年度計画 ○効果的な組織の整備 

26年度実績 

○保護第一課・第二課の担当区域変更 

○職員課の給与・福利両係統合 

○こども未来部を再編し、保育計画課を設置し、こども政策課を廃止 

○木密地域不燃化事業・地域再開発を推進する地域整備課設置 

計画期間中の

取組の成果等 

区民ニーズを的確に捉え、効果的な組織体制を整備してきた。 

引き続き後期計画においても、社会情勢に即し、効率的でより区民にわか

りやすい組織を整備する。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 39 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 事務改善の推進 

取組方針 

 区民サービス向上を目指す職員の主体的な活動である事務改善活動を推

進、支援する。 

 平成２３年度は行政の基本的な活動に関する職員向け事務マニュアルの更

新に着手する。また、職員提案制度を活用した事務改善提案の募集を行い、

優秀な改善提案を全庁で実施する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○事務マニュアル策定の検討組織設置 

○職員提案制度で事務改善提案を募集 

24年度 
○事務マニュアルを作成し、職員へ配布 

○職員提案制度で事務改善提案を募集 

25年度 

○平成 25年 3月に配布した事務マニュアルの内容改訂を全庁に照会し、平

成26年3月に改訂版を発行 

○職員提案制度で事務改善提案を募集 

26年度計画 ○事務改善提案の募集・実施 

26年度実績 
○事務マニュアル改訂版を作成 

○職員提案制度で事務改善提案を募集 

計画期間中の

取組の成果等 

職員の基本的な知識・手順・対応を記載した「基本事務マニュアル」を平

成25年3月に発行した。以降、毎年度内容を改訂の上、発行している。 

職員提案制度での事務改善提案は年々増加し、優秀な提案については、事

業化した。 

後期計画においても引き続き事務改善の推進に取り組む。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 40 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 窓口サービスの向上 

取組方針 
 窓口対応での待ち時間短縮を始め、窓口サービスの改善を全庁的に推進

し、区民サービスの基本である窓口サービスでの区民満足度向上を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○窓口業務改善の検討組織を設置 

○検討組織の下に全庁から参加を募り「窓口サービスの向上」プロジェクト

チームを設置 

24年度 

○窓口利用者の満足度調査を実施 

○「窓口サービスの向上」プロジェクトチームによる課題の抽出と対応策の

取りまとめ 

○課題解決の一環として、庁舎 2階区民課窓口の一部改修やフロアマネージ

ャを導入 

25年度 

○平成25年5月に区民ホールの記載台と椅子、9～10月に総合案内カウンタ

ー、受付カウンターをユニバーサルデザイン対応のものに入替 

○24年度に取りまとめた「窓口サービスの向上」プロジェクト検討会議報告

書に基づき、各所管にて改善の検討・実施 

26年度計画 ○対応策の実施 

26年度実績 
○「窓口サービスの向上」プロジェクト検討会議報告書に基づき、各所管で

行った改善策を全庁に周知し、引き続き改善を図った 

計画期間中の

取組の成果等 

窓口業務改善の検討組織を設置し「窓口サービスの向上」プロジェクト検

討会報告書を取りまとめた。 

また、窓口サービスの向上策の一環として本庁舎 2階区民ホールを一部改

修し、見付けやすい総合案内カウンターの設置、区民ホール内空間の整理、

窓口でのプライバシーへの配慮、ユニバーサルデザインへ配慮した受付カウ

ンター・椅子・記載台の導入を実施した。さらに、区民の多様なニーズに適

切に対応し、気持ちよく手続きできるよう、フロアマネージャの配置を実施

した。 

後期計画においても、引き続き検討会報告書に基づく改善等を実施する。 

所管部課 政策経営部企画課 
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NO. 41 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 勤怠管理システムの活用 

取組方針 

 勤怠管理システムを活用し、事務執行の効率化を図る。 

 職員アンケートの実施などにより、利用状況や改善点等を確認し、利便性

の向上を図る。 

 交替制勤務の導入などを通して超過勤務を縮減し、事務執行の効率化を図

る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○勤怠管理システム利用に関する職員アンケートを実施 

○アンケート結果に基づき勤怠管理システムを改善 

24年度 

○勤怠管理システムの改善（4件） 

○交替制勤務の導入に向け、各所属へ意向調査を実施。引き続き導入に向け

検討を継続。 

25年度 
○交替制勤務の導入について引き続き検討 

○勤怠管理システムにおいて、出張手続関連について改修 

26年度計画 ○交替制勤務の導入について引き続き検討 

26年度実績 
○システムの利便性向上及び事務執行の効率化を、引き続き実施 

○区民課にて一部交替制勤務の導入 

計画期間中の

取組の成果等 

勤怠管理システムの導入により紙によって管理されていた、出勤簿整理・

勤怠管理業務や各種申請手続が電子化され、事務の効率化・スリム化が図ら

れた。また、同システムを活用することで、交替制勤務を導入した職場にお

いて、効率的な執行が図られている。 

所管部課 総務部職員課 
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NO. 42 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 道路事務所・水辺と緑の事務所管理運営の見直し 

取組方針 

 道路事務所・水辺と緑の事務所の業務内容を見直し、両事務所の統合的な

管理を検討する。 

 平成２２年度より、緊急時の即応体制を含めた道路・水辺と緑の事務所の

あり方を調査・検討し、平成２４年度に基本方針策定、平成２５年度から両

事務所の統合的な管理を行う。 

 業務委託と現業職員の退職不補充により経費の縮減及び定員の適正化を図

る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○事務所のあり方検討委員会を開催 

○道路事務所と水辺と緑の事務所で作業職員を削減（9名減） 

○道路・公園の維持管理について業務委託を拡大 

24年度 

○事務所のあり方基本方針を策定 

○25年度組織改正を準備（両事務所を統合的に管理する施設保全課の創設） 

○業務委託の拡大に向けた検討 

25年度 
○施設保全課を設置し、道路事務所、水辺と緑の事務所を統合管理 

○道路事務所の作業を委託試行 

26年度計画 ○業務委託の拡大 

26年度実績 

○前年度に引き続き、直営1班を4ヶ月間業務委託試行 

○27年度から道路事務所を道路保全係として、施設保全課に統合決定 

○事務所の統合計画については、区民サービス・災害対策等を踏まえ多角的

に検討を進める 

計画期間中の

取組の成果等 

道路事務所・水辺と緑の事務所の業務内容を見直し、両事務所の統合的な

管理を実施するため、施設保全課を設置した。 

また、作業職員の退職不補充により、常勤職員を 23年度 9名、24年度 1

名、25年度 3名、26年度 1名削減し、従前直営で実施されていた道路施設

維持作業の一部について、業務委託を実施した。 

所管部課 土木部施設保全課 
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NO. 43 課題名 状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立 

項目名 豊洲シビックセンター内出張所の業務の見直し 

取組方針 

豊洲シビックセンター内に設置する出張所の取扱い業務の拡大等を検討す

る。 

子育て世代の多い区南部地域の特性を踏まえて、取り扱う業務の拡大や開

庁時間の延長、窓口業務委託の検討等により区民サービスの向上を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ― （26年度より計画に追加された項目） 

24年度 ― （26年度より計画に追加された項目） 

25年度 ― （26年度より計画に追加された項目） 

26年度計画 ○取扱い業務の拡大等を検討 

26年度実績 

○取扱業務、開庁時間延長等の検討・決定 

○シビックセンター開設時から窓口業務の一部委託を実施することを決定 

○従来の出張所業務に加え、①戸籍の届出受理（一部）、②児童手当・子ど

も医療費助成、③保育所入園相談窓口の設置を決定 

○毎週水曜日の開庁時間延長、毎月第三日曜日の開庁を決定（保育所入園相

談窓口を除く） 

○一斉募集期間中における保育所入所臨時受付窓口の開設を決定 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 27年 9月 24日のシビックセンター開設に併せ、豊洲出張所を豊洲特

別出張所としてセンター内に開設することを決定した。 

取扱い業務を従前の出張所業務に加え、戸籍の届出受理（一部）、児童手

当・子ども医療費助成受付、保育所入園相談窓口の設置を決定した。 

また、開庁時間の延長、開庁日の拡大、フロアマネージャの配置等、区民

利便性の向上を図る。 

後期計画においても、取扱い業務拡大の実施状況を検証し、区民サービス

の向上に取り組む。 

所管部課 

区民部区民課 

こども未来部子育て支援課 

こども未来部保育課 
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（３）政策形成能力を備えた職員の育成 

NO. 44 課題名 政策形成能力を備えた職員の育成 

項目名 職員の計画的な人材育成 

取組方針 

 人材育成基本方針に基づき、計画的な職員研修や派遣等、人材育成を図

る。 

 人材育成に向けた計画的な職員研修を実施するとともに、国や他の地方公

共団体、民間企業への積極的な職員派遣を通して、他団体の優れた施策やノ

ウハウを学び、職員の知識・能力の向上を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○計画的な職員研修の実施 

○東京都への研修派遣4名を含め他団体及び組合等へ35名を派遣 

24年度 
○公募制人事制度による派遣募集を実施 

○自治体国際化協会など新規派遣を含め、他団体・組合等に51名を派遣 

25年度 
○計画的な職員研修の実施 

○東京都への研修派遣を含め、他団体・組合等に58名を派遣 

26年度計画 ○計画的な研修の実施及び派遣職員数の増 

26年度実績 

○計画的な職員研修の実施 

○東京都への研修派遣を含め、他団体・組合等に57名を派遣 

○民間企業等への職員派遣も検討 

計画期間中の

取組の成果等 

計画的な職員研修の実施や、他団体への積極的な職員派遣（民間事業者や

国・都等からの派遣受け入れを含む）を通じ、職員の知識・能力の向上を図

った。 

後期計画においても引き続き取り組む。 

所管部課 総務部職員課 
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NO. 45 課題名 政策形成能力を備えた職員の育成 

項目名 職員の接遇能力の向上 

取組方針 

 人材育成基本方針に基づき、職員の接遇能力の向上を図る。 

 平成２２年度に策定した人材育成基本方針に掲げる「区民と同じ視線を持

つ」職員を育成するため、必要な意識改革及び接遇能力の向上を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○接遇リーダー養成研修の実施 

○職員接遇マニュアルを作成 

○職員ポータルシステムへ「お客様の声」を掲載 

24年度 

○接遇リーダー養成研修修了者による職場指導を実施 

○新任研修、入区2年目研修で「職員接遇マニュアル」を活用し研修を実施 

○窓口職場接遇診断を実施（3職場） 

○接遇リーダー養成研修を実施 

25年度 

○接遇リーダー養成研修を前年度に引き続き実施 

○接遇リーダー養成研修修了者による職場指導を継続実施 

○新任、入区2年目を対象者に「職員接遇マニュアル」を活用し研修を実施 

○窓口職場接遇診断を実施（3職場） 

26年度計画 ○接遇リーダー養成研修修了者を中心に職場における接遇指導を推進 

26年度実績 

○接遇リーダー養成研修を前年度に引き続き実施 

○接遇リーダー養成研修修了者を中心に、職場における接遇指導を推進 

○新任、入区2年目を対象者に「職員接遇マニュアル」を活用し研修を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

各職場の業務内容や接客状況に応じて適切な接遇指導を行う指導者とし

て、接遇リーダー養成研修を平成 23～26年度に渡り実施し、313名の職員が

受講した。 

また、平成 24～25年度に、研修講師による窓口職場接遇診断を実施し、

結果を所属へ報告することで改善・指導に活用した。 

さらに、全て所属による接遇向上目標への取り組み実施、達成度を自己評

価し、接遇意識の高い職場づくりを行った。 

後期計画においても引き続き、職員の接遇能力の向上に取り組む。 

所管部課 総務部職員課 
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３．自律的な区政基盤の確立 

（１）安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

NO. 46 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 新公会計制度の活用（再掲） 

取組方針 

 新公会計制度を活用した区財政の分析や他自治体との比較を行い、財政運

営の透明性を高め、効率的な予算執行を図る。 

 新公会計制度に基づく財務書類の作成及び分析を継続的に行い、経年推移

や分析指標等を公表することにより、区財政の透明性と健全性を高める。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○「江東区の財務書類（22年度決算）」により財務諸表と分析結果を公表 

24年度 
○「江東区の財務書類（23年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び指

標の経年比較による検証を公表 

25年度 
○「江東区の財務書類（24年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び指

標の経年比較による検証を公表 

26年度計画 
○財務書類の作成及び詳細分析の公表 

○指標等の経年比較による検証 

26年度実績 
○「江東区の財務書類（25年度決算）」により、財務諸表と分析結果及び指

標の経年比較による検証を公表 

計画期間中の

取組の成果等 

「江東区の財務書類」によって、前年度比較や項目ごとの分析、経年推移

などの詳細な分析を加え、表や図を活用して「わかりやすさ」「見やすさ」

を重視して作成した。詳細な分析を加えることにより、従来の単年度による

決算収支では把握できなかった資産の減価償却等の発生主義的なコストや、

資産の蓄積情報、連結方式による全体情報としての財務状況を企業会計的な

視点で把握でき、より中長期的な視点に立った財政運営を行うことが可能と

なった。 

 この項目は後期計画において引き続き取り組む。今後、地方公会計制度に

ついては、平成 29年度までに総務省通知に基づいた統一的な基準で作成す

ることで、全国の自治体間で財務状況の比較が可能となるほか、適正かつ透

明性のある財政運営の確保を図っていく。 

所管部課 政策経営部財政課 
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NO. 47 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 住民参加型市場公募地方債の発行 

取組方針 

 区民向けの住民参加型市場公募地方債を発行し、区民協働によるまちづく

りを推進する。 

 長期計画の前期においては、住民参加型市場公募地方債「こうとう未来

債」の継続的な発行を検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○8億円のこうとう未来債を発行（23年10月発行） 

24年度 ○8億円のこうとう未来債を発行（24年10月発行） 

25年度 ○平成25年度は発行休止 

26年度計画 ○発行の検討 

26年度実績 
○平成 25年度から発行を休止。今後は財政状況、適債施設（事業）の有無

等を考慮し予算編成の中で検討 

計画期間中の

取組の成果等 

本区は 22～24年度の 3か年発行（計 21億円）してきたが、平成 25年度

以降については、特別区税等の増収により、歳入環境の改善が一定程度図ら

れたことから、後年度負担を考慮し発行を休止した。 

今後は財政状況、適債施設（事業）の有無等を考慮し予算編成の中で、発

行の検討を行う。 

所管部課 政策経営部財政課 
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NO. 48 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 使用料等の見直し 

取組方針 

 定期的に見直しを行い、受益者負担の適正化を図る。 

 平成２３年度に使用料検討委員会において、受益者負担の視点から、決算

分析等により見直しの検討を行う。 

 さらに、見直しのサイクルについても検討を行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○使用料検討委員会による使用料の分析、検討 

○見直しサイクルの明確化（原則４年ごとに実施及び毎年度の分析） 

24年度 ○新使用料等の適用開始（24年10月） 

25年度 ○新使用料等の決算に基づくコスト分析の実施 

26年度計画 ○決算分析等による見直しの検討 

26年度実績 
○平成25年度の決算分析に基づき、乖離率等の算出（概算） 

○今後の改定スケジュールの検討 

計画期間中の

取組の成果等 

受益者負担の適正化を図るため、平成 24年 10月、文化センター・スポー

ツ等施設、区民館等の施設使用料等の改定を実施した。 

後期計画においても使用料の妥当性を検証し、受益者負担の適正化を図

る。 

所管部課 政策経営部財政課 
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NO. 49 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 保育所保育料の見直し 

取組方針 

 保育所保育料の定期的な見直しを行い、受益者負担の適正化を図る。 

 平成１９年度から設置している保育所保育料検討委員会において、必要に

応じて保育料の検討、引き上げを行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○保育所保育料検討委員会による検討の結果、23年度の保育料の改定は見送

り 

24年度 ○保育料検討の資料収集を実施 

25年度 
○保育所保育料検討委員会にて保育料の見直し検討を行い、26年度より所得

税区分最高区分を細分化して、新たな階層を設置することを決定 

26年度計画 ― 

26年度実績 

○子ども・子育て支援新制度（平成 27年 4月施行）に伴い、保育所保育料

検討委員会を開催 

○新制度に伴い、保育料（階層区分）の算定根拠を所得税ベースから住民税

ベースに変更 

○制度変更に伴う周知期間が十分に確保できなかったため、２７年度は暫定

措置を実施 

○28年度以降については新制度対応等を踏まえ、27年度に改めて検討委員

会を開催し検討 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 26年度より所得税区分最高区分を細分化して新たな階層を設置し

た。平成 27年度は、子ども・子育て支援新制度に伴い、保育料の算定根拠

を住民税ベースに変更した。 

後期計画においても、受益者負担の適正化や子ども・子育て支援新制度へ

の新たな対応、他自治体の動向等を踏まえ、検討を行う。 

所管部課 こども未来部保育課 
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NO. 50 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 区立幼稚園保育料等の見直し 

取組方針 

 区立幼稚園保育料等の定期的な見直しを行い、受益者負担の適正化を図

る。 

 平成２３年度に区立幼稚園保育料等検討委員会を設置し、必要に応じて保

育料等の検討、引き上げを行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○区立幼稚園保育料等検討委員会を設置 

○検討委員会による検討の結果、24年度の保育料の改定は見送り 

24年度 
○区立幼稚園保育料等検討委員会を開催 

○検討委員会による検討の結果、25年度の保育料改定を見送り 

25年度 
○10月に検討委員会開催 私立幼稚園との負担比較、一人あたりの運営費推

移、子ども子育て支援法を考慮し、引き続き検討。26年度の改定は見送り 

26年度計画 
○保育料等の検討 

○検討結果に基づき保育料の見直し 

26年度実績 
○区立幼稚園保育料について改定を見送り 

○新制度移行園に係る私立幼稚園等保育料の検討・決定 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 23年度より検討を行ってきたが、消費者物価指数等が上がっていな

いことや、国の幼児教育無償化への動きなどを踏まえて改定を見送った。 

後期計画においても、子ども・子育て支援法における公定価格の動向を注

視しつつ、検討委員会において情勢に応じて検討する。 

所管部課 教育委員会事務局学務課 
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NO. 51 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 検診等への利用者一部負担の導入 

取組方針 

 区民向け各種検診事業に利用者一部負担金の導入を検討する。 

 平成２５年度のがん等検診事業において、利用者一部負担金を導入し、受

益者負担の適正化を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 
○がん等の検診事業利用者一部負担金導入を検討 

○医師会等関係機関と調整 

24年度 
○利用者一部負担金の料金設定、徴収方法を検討 

○医師会等関係機関と調整 

25年度 

○すべてのがん検診において、利用者一部負担金を導入 

○利用者一部負担金については、検診単価の１割相当の額とした。（胃が

ん・大腸がん・前立腺がん検診 500円、子宮頸がん検診 600円、肺がん検診

800円、乳がん検診1,000円 ） 

26年度計画 ○利用者一部負担金の一部導入の開始 

26年度実績 ○区報・ホームページ等により一部負担金導入について周知 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 25年度にすべてのがん検診において、利用者一部負担金を導入し

た。 

所管部課 健康部健康推進課 
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NO. 52 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 区税の収納率向上 

取組方針 

 収納体制の強化及び徴収事務の効率化により、収納率の向上を図る。 

 捜索、タイヤロック等を積極的に活用し、滞納処分の強化を図る。 

 平成２３年度に設置する収納機会検討プロジェクトチームにおいてクレジ

ットカード等新たな収納手法を調査、検討する。 

 民間納付案内センター及び区税徴収嘱託員の効果的活用など、効率化に向

けた徴収事務の見直しを行う。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○捜索、タイヤロックを実施（捜索6件、タイヤロック3件） 

○収納機会検討プロジェクトチームで収納手法の調査・検討 

○平成 23年度第２回区税等収納対策本部（平成 24年１月）にて収納機会検

討プロジェクトチームによる調査・検討結果を報告 

○組織再編、納付案内センター継続検討など徴収事務体制の整備 

24年度 

○捜索、タイヤロックを実施（捜索19件、タイヤロック5件） 

○新規収納手法の導入準備（クレジットカード、ペイジー、モバイルレジ、

口座振替受付サービス） 

○納付案内センターの委託業者を企画提案により公募・選定 

○徴収嘱託員の活用（現年度未納者の優先訪問） 

25年度 

○捜索、タイヤロックを実施（捜索28件、タイヤロック2件） 

○平成25年10月からモバイルレジ収納、口座振替受付サービスの実施 

○都税・国税経験者を非常勤職員として雇用。指導助言により、徴収員人材

育成の実施 

26年度計画 

○捜索・タイヤロック実施 

○新たな収納方法の導入 

○効率的な徴収事務体制の確立 

26年度実績 

○捜索・タイヤロックの実施（捜索16件、タイヤロック0件） 

○平成26年4月からクレジットカード決済・ペイジー納付の導入 

○国税・都税経験者による助言・指導・人材育成の実施 

○都外転出者の実態調査を民間の債権回収業者に委託 

計画期間中の

取組の成果等 

捜索やタイヤロックの活用による滞納処分の強化、徴収嘱託員による現年

度分優先徴収、口座振替の加入促進による徴収事務の効率化、新たな収納手

法として、ペイジー収納、モバイルレジ、クレジットカード収納、口座振替

受付サービスを導入した。 

その結果、特別区民税の収納率は平成 23年度と平成 26年度の比較で、現

年度分97.47％→99.00％、滞納繰越分22.37％→41.26％へ向上した。 

後期計画においても、収納体制の強化及び徴収体制の効率化により収納率

向上を図る。 

所管部課 区民部納税課 
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NO. 53 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 国民健康保険料の収納率向上 

取組方針 

 収納体制の強化及び徴収事務の効率化により、収納率の向上を図る。 

 キャッシュカードを利用した口座振替手続きの簡略化により早期収納促進

を図る。 

 平成２３年度に設置する収納機会検討プロジェクトチームにおいてクレジ

ットカード等新たな収納手法を調査、検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○キャッシュカードによる口座振替登録の実施 

○収納機会検討プロジェクトチームで収納手法の調査・検討 

○平成 23年度第２回区税等収納対策本部（平成 24年１月）にて収納機会検

討プロジェクトチームによる調査・検討結果を報告 

24年度 
○口座振替受付サービスを実施 

○新規収納手法の導入準備（クレジットカード・モバイルレジ） 

25年度 

○すでに導入している口座振替受付サービスを平成 25年 10月から出張所で

も受付開始 

○平成25年10月からモバイルレジ収納の実施 

26年度計画 

○キャッシュカードを利用した新収納システムにより、口座振替新規加入の

勧奨 

○新たな収納手法の導入 

26年度実績 
○26年4月からクレジットカード決済の導入 

○口座振替受付サービス、モバイルレジ収納の効果検証 

計画期間中の

取組の成果等 

口座振替の加入促進による徴収事務の効率化、新たな収納手法として、モ

バイルレジ、クレジットカード収納を導入した。 

その結果、国民健康保険料の収納率は現年度分 83.40％→85.47％、滞納繰

越分18.85％→28.54％へ向上した。 

 後期計画においても、収納体制の強化及び徴収体制の効率化により収納率

向上を図る。 

所管部課 生活支援部医療保険課 
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NO. 54 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 介護保険料の収納率向上 

取組方針 

 収納体制の強化及び徴収事務の効率化により、収納率の向上を図る。 

 平成２４年度に保険料一回賦課方式を導入するとともに、滞納初期段階で

の対応を強化する。また、過去の滞納分（分納・猶予）の整理を行う。 

 平成２３年度に設置する収納機会検討プロジェクトチームにおいてクレジ

ットカード等新たな収納手法を調査、検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○普通徴収の一回賦課方式導入・コールセンター設置の検討 

○収納機会検討プロジェクトチームで収納手法の調査・検討 

○平成 23年度第２回区税等収納対策本部（平成 24年１月）にて収納機会検

討プロジェクトチームによる調査・検討結果を報告 

24年度 

○普通徴収の一回賦課方式を導入 

○新規収納手法の導入準備（モバイルレジ、口座振替受付サービス） 

○平成24年10月に介護保険コールセンター設置・業務開始 

○徴収嘱託員の活用（随時訪問、口座振替勧奨） 

25年度 

○平成25年10月からモバイルレジ収納、口座振替受付サービスの実施 

○介護保険コールセンター継続設置 

○徴収嘱託員の活用（随時訪問、口座振替勧奨） 

26年度計画 
○滞納未整理分の徴収体制強化 

○新たな収納手法の導入 

26年度実績 

○介護保険コールセンター業務の継続 

○徴収嘱託員とコールセンターとの連携を強化し、滞納初期段階での対応実

施 

計画期間中の

取組の成果等 

口座振替の加入促進やコールセンター設置による徴収事務の効率化、新た

な収納手法として、モバイルレジを導入した。 

その結果、介護保険料の収納率は平成 23年度と平成 26年度の比較で、現

年度分97.42％→97.44％、滞納繰越分8.99％→14.02％へ向上した。 

 後期計画においても、収納体制の強化及び徴収体制の効率化により収納率

向上を図る。 

所管部課 福祉部介護保険課 
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NO. 55 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 保育料の収納率向上 

取組方針 

 収納体制の強化及び新たな収納手法の導入により、収納率の向上を図る。 

 納税課とも連携し、通常の督促だけでなく、強制徴収などの保育料の収納

対策を強化する。 

 平成２３年度に設置する収納機会検討プロジェクトチームにおいてクレジ

ットカード等新たな収納手法を調査、検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○納税課と連携し口座調査を実施 

○収納機会検討プロジェクトチームで収納手法の調査・検討 

○平成 23年度第２回区税等収納対策本部（平成 24年１月）にて収納機会検

討プロジェクトチームによる調査・検討結果を報告 

24年度 

○保育料滞納者の口座調査実施（16件) 

○新規収納手法の導入準備（モバイルレジ、口座振替受付サービス） 

 

25年度 ○平成25年10月からモバイルレジ収納、口座振替受付サービスの実施 

26年度計画 
○保育料の強制徴収の実施 

○新たな収納方法の導入 

26年度実績 ○新規入所者への口座振替勧奨等、口座振替率向上の働きかけ実施 

計画期間中の

取組の成果等 

口座振替の加入促進による徴収事務の効率化、新たな収納手法として、モ

バイルレジを導入した。 

その結果、保育所保育料の収納率は平成 23年度と平成 26年度の比較で、

現過年度分96.0％→96.8％、現年度分99.2％→99.5％と向上した。 

 後期計画においても、収納体制の強化及び徴収体制の効率化により収納率

向上を図る。 

所管部課 こども未来部保育課 
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NO. 56 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 債権管理の見直し 

取組方針 

 徴収対策、債権処理手法を検討し、私債権の管理強化を図る。 

 徴収対策の検討及び実施により、滞納額の減額・返還率の向上を図る。 

 私債権に関する運用マニュアル及び条例を整備する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 

○催告書を送付するとともに、口座振替や夜間電話催告を実施 

○私債権対策会議及び幹事会を開催し、徴収対策の強化策を検討 

○債権処理に関するマニュアル策定の検討 

24年度 

○私債権管理取扱基準を整備 

○私債権の管理に関する条例制定を検討 

○私債権対策会議開催及び幹事会を開催 

○口座振替や夜間電話催告等の徴収対策を実施 

25年度 

○私債権の管理に関する条例制定を引き続き検討 

○私債権対策会議開催及び幹事会を開催 

○督促状・催告書発送 

○借受人、保証人、相続人の現住所調査実施 

26年度計画 

○徴収対策の実施 

○条例の制定 

○マニュアル及び条例に基づく債権整理 

26年度実績 

○私債権の管理に関する条例制定 

○口座振替や夜間電話催告等の徴収対策を実施 

○督促状・催告書発送 

○借受人、保証人、相続人の現住所調査実施 

計画期間中の

取組の成果等 

平成 22年度に徴収対策、債権処理手法を検討するため、私債権対策会議

及び幹事会を設置した。平成 26年度に、私債権の管理に関する事務処理に

ついて必要な事項を定めた「江東区私債権の管理に関する条例」を制定し

た。 

所管部課 

政策経営部財政課 

福祉部福祉課 

教育委員会事務局庶務課 
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NO. 57 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 新たな歳入確保策の検討 

取組方針  広告料収入など新たな歳入確保策を検討する。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ― （25年度より計画に追加された項目） 

24年度 ― （25年度より計画に追加された項目） 

25年度 
○広告事業実施について、平成26年度予算説明会にて各所管へ周知 

○庁舎2階に広告付き周辺案内地図及び庁舎案内板を設置 

26年度計画 ○新たな歳入事業の実施 

26年度実績 
○広告事業を全庁的に拡大（庁舎案内版への広告掲載、印刷物への広告掲

載、女子サッカー部への広告付きユニフォーム提供等） 

計画期間中の

取組の成果等 

新たな歳入確保策として、平成 25年度に庁舎 2階に広告付き周辺案内地

図及び庁舎案内板の設置を実施した。平成 26年度は、これに加え、住民

税・軽自動車税納税通知書送付封筒や基本事務マニュアル等への広告掲載、

区立中学校女子サッカー部への広告付きユニフォーム提供等、広告事業を全

庁的に拡大した。 

後期計画においても、広告事業による歳入確保を更に推進するほか、その

他の歳入事業について検討を行う。 

所管部課 
政策経営部財政課 

政策経営部企画課 
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NO. 58 課題名 安定的な区政運営が可能な財政基盤の確立 

項目名 適正な跡地等の活用 

取組方針 

 区有財産の有効活用に向けた跡地等利用方針に基づき、個別状況に応じた

未利用跡地等の利活用を検討し、区有財産の有効活用を図る。 

 未利用区有財産の個別状況に応じ、調整組織である長期計画推進委員会区

有財産利活用検討部会を通じ、利活用の検討を図る。 

25年
度
以
前
の
実
績
 

23年度 ○区有財産利活用検討部会において未利用跡地等の利活用を検討 

24年度 

○区有財産利活用検討部会において未利用跡地等の利活用を検討 

○文化観光課大島分室跡地を都市計画事業用代替地に活用決定 

○旧塩浜保育園跡地を江東区中央防災倉庫整備用地に活用決定 

25年度 

○区有財産利活用検討部会において未利用跡地等の利活用を検討 

○旧第三大島中学校跡地のインディア・インターナショナルスクール・イ

ン・ジャパンへの有償貸付を継続（平成27年度まで） 

○小名木川保育園跡地を、平成 27年度に大規模改修工事を行う砂町出張所

の一時移転先として活用決定 

26年度計画 ○未利用跡地等の利活用の検討 

26年度実績 

○引き続き区有財産利活用検討部会おいて、未利用跡地等の利用を検討 

○豊洲シビックセンター開設に伴い移転する豊洲出張所、ならびに廃止する

豊洲区民館の跡地を、豊洲子ども家庭支援センターの拡張および江東湾岸サ

テライト保育（分園）として活用決定 

計画期間中の

取組の成果等 

区有財産利活用検討部会にて未利用跡地の利活用を検討し、文化観光課大

島分室跡地を都市計画事業用代替地、旧塩浜保育園跡地を江東区中央防災倉

庫整備用地、豊洲シビックセンター開設に伴い移転する豊洲出張所、ならび

に廃止する豊洲区民館の跡地を豊洲子ども家庭支援センターの拡張および江

東湾岸サテライト保育（分園）として、それぞれ利用することとした。 

引き続き後期計画においても、未利用跡地の利活用の検討を行う。 

所管部課 政策経営部企画課 
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 平成２３年４月１日の職員数から平成２６年４月１日現在の職員

数について、１０４名削減の計画であったが、平成２６年度におい

て、行政需要の増加やフルタイム再任用制度導入による退職不補充

職の退職者数が計画策定時の見込みより減少したことにより、92

名の削減となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ．定員適正化の実績  

平成２６年度

合計

2,780

平成８年度から２６年度
までの削減合計

▲ 1,330

平成２４年度

平成１９年度

▲ 252,755

平成２５年度

第
一
次 3,245

平成　８年度

平成１３年度

（４月１日現在）

平成１８年度

平成１３年度

3,075

職員数 （実績） （計画）

▲ 33

▲ 436 ▲ 320

3,649

3,681

▲ 680

▲ 33

第
二
次

2,814

2,847平成２３年度

定
員
適
正
化
計
画

▲ 37

合計 ▲ 104▲ 92

▲ 574 ▲ 360

▲ 34

3,010
▲ 228

▲ 34

▲ 1,010
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１．アウトソーシング基本方針の概要 

財政負担を軽減しつつ、多様化する区民ニーズに的確に応え

るための行財政改革の有効な手段として、施設の公設民営（指

定管理者）、施設の民営化、業務の民間委託など事務事業の外

注化を包括して、本区では、「アウトソーシング」と称してい

る。 

平成１６年５月、本区のアウトソーシングに関する基本的な

考え方や方向性を整理した「アウトソーシング基本方針」を策

定、この方針に基づき児童、福祉施設等の民間委託を推進して

きた。 

 

２．アウトソーシングに関する基本的な考え方 

 （１）アウトソーシング推進の方向性 

区自らが提供するよりも、民間事業者等にサービスの提供を

委ねた方が、市場原理により効果的な成果が期待できる場合が

ある。 

区自ら実施する場合と同程度以上のサービスが効率的に提供

される場合は、アウトソーシングを推進するものとする。 

・事務処理の効率化が図られる 

・人件費等の経費の削減が図られる 

・専門的な知識・技術の活用ができる 

・行政サービスの向上が図られる 

 

 

 

 

 

 

 

江東区アウトソーシング基本方針  

※区の職員が直接執行しなければならない業務 

 ・法令により民間に行わせることが禁止されているもの 

 ・公権力を直接行使するもの 

 ・政策形成に関するもの 

 ・高度なプライバシー保護が必要なもの、など 
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 （２）アウトソーシングを考える際の基準 

区の職員が直接執行しなければならない事業以外については、

次の基準に該当するものについて、原則としてアウトソーシン

グを検討するものとする。 

・区で行っている事業のうち民間でも同様に行っている業務 

・人件費や物件費等経費の削減が図られる業務 

・経常的に必要とされていない専門的・技術的業務 

・一時的に多量に処理する必要のある業務 

・臨時的業務 

・変則的勤務形態である業務 

・単純・定例化している業務 

 

３．アウトソーシング実施に当っての留意点 

 （１）アウトソーシングの手法、受託者等 

施設の設置目的や事務事業の内容等を考慮して、手法、受託

者等の中で最適なものを選択する。 

①手  法： 

施設の公設民営（指定管理者） 施設の無償貸付け

等による民営化 業務の民間委託 など 

②受託者等： 

社会福祉法人 公益財団法人 医師会 歯科医師会 

株式会社 町会・自治会ボランティア ＮＰＯ など 

 

 （２）個人情報保護・情報開示 

個人情報の保護については、守秘義務の担保に関する規定

（機密保持違反に対する損害賠償の規定を含む）を契約の中に

盛り込むとともに、外部委託業者の出入り場所を制限するなど

事務執行方法に細心の注意を払う必要がある。 

また、個人情報保護条例に定める個人情報の取扱いにかかる

諸規定、守秘義務規定や罰則規定を周知徹底させるものとする 

 

 （３）サービスの維持・向上 

アウトソーシングの実施により、総体としてサービスの低下

を来たさないようにしなければならない。むしろ、サービスの

向上（利用時間の延長、利用料金の軽減、良好な接遇等）に努

- 69 -



めるものとする。 

 

 （４）コストの削減 

アウトソーシングの実施により、人件費や物件費等のコスト

が削減され、経済性が期待できるものでなければならない。 

 

 （５）定期的な見直し・監督 

施設の公設民営や業務の民間委託等をした場合の最終的な行

政責任はあくまでも区にあり、事務処理を委ねたことにより行

政責任を免れるものではない。 

区における適正な管理監督の下に事務執行がなされるように

するとともに、定期又は随時にサービスの質、サービス利用者

の満足度等について調査・評価を行い、必要な軌道修正をし、

住民サービスの維持向上に努めるものとする。 

なお、アウトソーシングする事業に関する知識・技術・ノウ

ハウについては引き続き区で保持していかなければならない。 

 

 （６）住民に対する説明 

アウトソーシングに当っては、事前に関係住民に対する十分

な説明が必要である。事業の現状と将来展望、直営とアウトソ

ーシングのコスト比較、サービス内容、実施の手順などについ

て、計画段階から区報やホームページ、住民説明会など様々な

手段を使って情報を提供し、住民の理解を得るよう努めるもの

とする。 

 

 （７）人材の有効活用 

アウトソーシングにより生じる余剰人員については、必要に

応じて転職務等の措置により、新たな行政需要や退職者の補充

に振り向け、有効活用を図っているところであるが、今後は、

こうした制度の活用のほか、任用制度の見直しを検討するなど、

人材の一層の有効活用を図っていくものとする。 
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江東区長期計画推進委員会設置要綱 

平成２２年５月２５日 

２２江政企第２２２号 

（設置） 

第１条 江東区長期計画（以下「長期計画」という。）に基づく事業及び施策

の実施に関する課題について検討し調整を図るため、江東区長期計画推進委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次の事項について検討する。 

(1) 長期計画における主要事業の進行管理に関すること。 

(2) 長期計画における施策及び事務事業に関する行政評価に関すること。 

(3) 行財政改革のうち、次に掲げること。 

ア 職員体制の改革に関すること。 

イ 組織・機構運営改革に関すること。 

ウ 事業運営手法の改革に関すること。 

エ 区有財産の有効活用に関すること。 

(4) その他長期計画に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、政策経営部を担任する副区長（以下「政策経営部担任副区長」

という。）をもって充てる。 

３ 副委員長は、政策経営部担任副区長以外の副区長及び教育長をもって充て

る。 

４ 委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

５ 委員会に幹事を置き、別表第２に掲げる者をもって充てる。 

６ 幹事は、委員会の会務を補佐し、事務を分担する。 

（運営） 

第４条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。 

２ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその

職務を代理する。 
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３ 委員長は、必要あると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させるこ

とができる。 

（部会） 

第５条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。 

２ 部会長及び部会の構成員は、委員長が指名する。 

３ 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、政策経営部企画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 

別表第１（第３条関係） 

政策経営部長、総務部長、地域振興部長、区民部長、福祉部長、生活支援部

長、保健所長、こども未来部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、会

計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、

区議会事務局長 

別表第２（第３条関係） 

政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、政策経営部計画推進担当課長、

総務部総務課長、総務部職員課長 
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江東区長期計画推進委員会行財政改革検討部会設置要領 

 

平成２２年７月２６日 

江 政 企 第 ５ １ ９ 号 

 

（設置） 

第１条 江東区長期計画推進委員会設置要綱第５条に基づき、江東区長期計画

推進委員会（以下「委員会」という。）が審議する事項のうち、行財政改革の

推進について、調査及び検討するため、行財政改革検討部会（以下「部会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 部会は、次の事項について調査、検討する。 

(1) 定員の適正化に関すること。 
(2) 組織・機構運営の改革に関すること。 
(3) 事業運営手法の改革に関すること。 
(4) その他行財政改革に関すること。 
（組織） 

第３条 部会長は、政策経営部長をもって充てる。 

２ 副部会長は、総務部長をもって充てる。 

３ 部会員は、政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、政策経営部行政管

理担当課長、総務部総務課長、総務部職員課長及び教育委員会事務局庶務課

長をもって充てる。 

（運営） 

第４条 部会長は、必要に応じて部会を招集し、会務を総理する。 

２ 部会長に事故のあるときは、副部会長がその職務を代理する。 

３ 部会長は、必要あると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させる

ことができる。 

（庶務） 

第５条 部会の庶務は、政策経営部行政管理担当において処理する。 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は部会長が定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年７月２６日から施行する。 
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江東区行財政改革計画 

（平成 23～26年度）実績版 

 

平成 27年 10月 

江東区政策経営部企画課 


