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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。 

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、平成２３年１０月に行財政改革計画（前期）を

策定し、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

革に取り組むものとしました。さらに、平成２７年３月には、前期計画を踏襲しつ

つも、さらなる見直しを加えた行財政改革計画（後期）を策定しました。 

＜これまでの行財政改革の取り組み＞ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Ⅰ 行財政改革計画について 

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
（前期）

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27年3月
江東区行財政改革計画
（後期）

平成27～令和元年度
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 9～13年度

平成 9年12月 財政健全化計画 平成 9～12年度

平成13年 3月

平成 9年 2月 行財政改革大綱 平成 9～12年度

計　画　名

平成12年度～  

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

長期基本計画
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２ 計画の目的 

 
（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 

   行財政運営を実現します。 

 

（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 

   する職員を育成します。 

 

（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します。 

 

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(後期）
（平成27年3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
行財政改革計画(23～26年度）

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（後期）(平成 27～令和元年度)の主な取り組み 
 

  本計画では、６４項目にわたる取り組みを通じ、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

〇協働社会をつくるための人材づくり
協働の担い手となる人材を育成するため、区民協働啓発
セミナーを実施

〇行政評価制度の活用 外部評価委員の評価結果を次年度予算に反映

〇新公会計制度の活用
総務省の通知に基づいた統一的な基準による決算財務書
類を作成

〇ＳＮＳの利活用
区の公式ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、ユー
チューブチャンネル）を開設し、区民等へ情報発信、意
見聴取を実施

〇区立幼稚園のあり方の検討
区立幼稚園において３歳児保育及び預かり保育の実施、
適正配置等を行う基本方針を策定

〇江東きっずクラブの推進 全小学校、義務教育学校に江東きっずクラブを整備

青少年交流プラザ（旧青少年センター）民営化実施

要介護認定調査委託（介護保険課）及び障害支援区分認
定調査委託（障害者支援課）拡充

保育所調理、保育所用務業務委託

学校警備、学校用務業務委託

図書館４館民営化実施

保育所４園民営化実施

児童館１館民営化実施

福祉会館1館民営化実施

塩浜福祉園民営化実施

〇定員の適正化
平成２７年度から令和元年度で職員削減（2,773名→
2,715名）

〇窓口サービスの向上

区役所本庁舎窓口及び豊洲特別出張所の混雑状況をイン
ターネット上にリアルタイムで掲載、クラウド型通訳シ
ステム搭載のタブレット端末を配備し外国人来庁者に対
応、混雑緩和のために区役所、豊洲特別出張所等に臨時
窓口を開設

〇新たな歳入確保策の検討
歳入確保のため、広告掲載事業を実施。また、ロケ撮影
使用の際の区役所庁舎使用料を設定、公有地を駐車場運
営会社に貸付

〇適正な跡地等の活用 旧保育園、学童クラブ等の利活用について決定

〇庁舎等駐車場の有料化を含めた施設の有効
活用の検討

区役所庁舎及び総合区民センター駐車場を有料化

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

〇民間委託の推進

自律的な区政基盤の確立
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５ 行財政改革計画(令和２～令和６年度)の位置づけ 
 

  本区は、平成２３年１０月に行財政改革計画（前期）（平成２３年度～同２６ 
 年度）、平成２７年３月に行財政改革計画（後期）（平成２７年度～令和元年度） 
 を策定し、前期及び後期を通じて、効率的な行財政運営に取り組んできました。 
  令和２年３月には、新たな長期計画を策定し、計画の実現に向けた３つの行財 
 政運営の取り組みとして、「開かれた区政と区民の参画・協働の実現」、「効率的 
な区政運営と職員の育成」、「自主・自律的な区政運営の推進」を掲げました。 
そして、この３つの行財政運営の取り組みを実現するため、令和２年度から同 

６年度までを計画期間とする新たな行財政改革計画を策定しました。 
  新たな行財政改革計画では、これまでの行財政改革計画の内容を踏襲しつつ、 
 社会情勢や区民ニーズに的確に対応した所要の見直しを行いました。 
  本計画に基づき、引き続き効率的な行財政運営を行うとともに、さらなる区民 
 サービスの向上に取り組んでいきます。 

 

-4-



 

１ 個別項目総括表 

項　目　名 ページ

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

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

3 協働社会をつくるための人材づくり 10

(２）積極的な情報提供・共有と透明・公正な行財政運営

4 行政評価制度の活用 11

5 新公会計制度の活用 12

6 包括外部監査の活用 13

7 契約事務の見直し 14

8 SNSの利活用 15

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

9 行政評価制度の活用（再掲) 16

10 指定管理者制度の見直し 17

11 包括外部監査の活用（再掲) 18

12 青少年センター管理運営の見直し 19

13 区立幼稚園のあり方の検討 20

14 江東きっずクラブの推進 21

15 要介護認定調査事務の見直し 22

16 障害支援区分認定調査事務の見直し 23

17 保育所調理の見直し 24

18 保育所用務の見直し 25

19 学校警備の見直し 26

20 学校用務の見直し 27

21 効率的な清掃事業の推進 28

22 図書館管理運営の見直し 29

23 区立保育所の民営化 30

24 児童館・学童クラブの管理運営の見直し 31

25 福祉会館管理運営の見直し 32

26 塩浜福祉園管理運営の見直し 33

27 文化コミュニティ財団の経営改善 34

28 健康スポーツ公社の経営改善 35

29 社会福祉協議会の経営改善 36

30 スポーツ施策の見直し 37

31 がん検診の受診率の向上 38

32 番号制度のあり方検討 39

課題名

Ⅱ 個別項目について 
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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

33 生活保護事業のあり方検討 40

34 リサイクルパークのあり方、施設の管理運営の検討 41

35 公共施設等総合管理計画の策定 42

36 保育園のサービス向上 43

37 勤労者福祉共済事業の見直し 44

38 歴史三館の管理運営のあり方検討 45

39 高原学園のあり方検討 46

40 放課後子どもプラン・児童館に関する運営方針の見直し 47

41 （仮称）情報化推進プランの策定 48

(２）状況変化に柔軟かつ迅速に対応する組織体制の確立

42 定員の適正化 49

43 組織・機構の改革 50

44 事務改善の推進 51

45 窓口サービスの向上 52

46 豊洲シビックセンター内出張所の業務の見直し 53

47 窓口業務のあり方検討 54

48 給与・福利厚生関係事務の統合 55

49 男女共同参画推進センター相談事業の見直し 56

(３）政策形成能力を備えた職員の育成

50 職員の計画的な人材育成 57

51 職員の接遇能力の向上 58

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

52 新公会計制度の活用（再掲) 59

53 使用料等の見直し 60

54 保育所保育料の見直し 61

55 区立幼稚園保育料等の見直し 62

56 区税の収納率向上 63

57 国民健康保険料の収納率向上 64

58 介護保険料の収納率向上 65

59 保育料の収納率向上 66

60 新たな歳入確保策の検討 67

61 適正な跡地等の活用 68

62 後期高齢者医療保険料の収納率向上 69

63 庁舎駐車場の有料化を含めた施設の有効活用の検討 70

64 屋外スポーツ施設駐車場有料化の検討 71

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充実 

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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 12 

○公募区民委員 45 名（1名増） 

 このほか、区政モニター206 名、外部評価モニター79 名 

28 年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 48 名（3名増） 

 このほか、区政モニター220 名、外部評価モニター83 名 

29 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 46 名（2名減） 

このほか、外部評価モニター 83 名 

（区政モニターは平成 28 年度末で終了） 

30 年度 
○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 41 名（5名減） 

元年度計画 ○公募区民委員等の参画人員の増 

元年度実績 
○公募区民委員の参加がある審議会等 18 

○公募区民委員 53 名（12 名増） 

計画期間中の

取組の成果等 

 審議会及び区民委員の数は、平成 27 年度から平成 30 年度までは、ほぼ横

ばいの傾向であったが、令和元年度に個別計画の策定にかかる審議会等が増

加したことに伴い向上した。 

 次期計画においても、政策形成過程等への区民参画を推進するため、引き

続き庁内に働きかけていく。 

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 取組の内容を示した項目名 

令和元年度の取組実績 

平成 27～令和元年度の計画期間

での取り組み成果等及び次期計

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充実 

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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 12 

○公募区民委員 45 名（1名増） 

 このほか、区政モニター206 名、外部評価モニター79 名 

28 年度 

○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 48 名（3名増） 

 このほか、区政モニター220 名、外部評価モニター83 名 

29 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 46 名（2名減） 

このほか、外部評価モニター 83 名 

（区政モニターは平成 28 年度末で終了） 

30 年度 
○公募区民委員の参加がある審議会等 14 

○公募区民委員 41 名（5名減） 

元年度計画 ○公募区民委員等の参画人員の増 

元年度実績 
○公募区民委員の参加がある審議会等 18 

○公募区民委員 53 名（12 名増） 

計画期間中の

取組の成果等 

 審議会及び区民委員の数は、平成 27 年度から平成 30 年度までは、ほぼ横

ばいの傾向であったが、令和元年度に個別計画の策定にかかる審議会等が増

加したことに伴い向上した。 

 次期計画においても、政策形成過程等への区民参画を推進するため、引き

続き庁内に働きかけていく。 

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充実 

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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○応募件数 8 件  

「コミュニティガーデンによる花とみどりに彩られたまちづくりの推進」

「こうとう子育てメッセ」を採択し、事業実施を決定 

○平成 26 年度採択事業の実施 

○平成 26 年度実施事業（25 年度採択）の評価を実施 

28 年度 

○応募件数 1 件 

「地域障害者交流事業 さるえ」を採択し、事業実施を決定 

○平成 27 年度採択事業の実施 

○平成 27 年度実施事業（26 年度採択）の評価を実施 

29 年度 

○応募件数 7 件 

「身近な水辺を利用したセーリングの啓発による地域活性化事業」「日本語

指導が必要な児童・生徒への学習・日本語支援事業」の 2 事業を採択し、事

業実施を決定 

○平成 28 年度採択事業の実施 

○平成 28 年度実施事業（27 年度採択）の評価を実施 

30 年度 

○応募件数 3 件 

 「ブラウンバッグ推進活動」を採択し、事業実施を決定 

○平成 28 年度採択事業（2年目）、平成 29 年度採択事業の実施 

○平成 29 年度実施事業（28 年度採択）の評価を実施 

元年度計画 
○提案の募集・審査・採択 

○前年度採択事業の実施 

元年度実績 

○応募件数 3 件 

○「パブリックアートを活用した観光振興」、「脱孤育て推進事業」の 2 事

業を採択し、事業実施を決定 

○30 年度採択事業の実施 

○30 年度実施事業（28 年度又は 29 年度採択事業）の評価を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 制度開始から 10 年が経過し、毎年一定数の応募があることから、提案制

度は浸透してきている。 

 また、提案制度の課題については、平成 27 年度に協働事業提案制度見直

しＷＧを開催し、提案予定団体との事前相談、事前協議の必須化、事業実施

期間の複数年度化など制度の改善を行い、平成 28 年度から実施している。 

 次期計画においても、市民団体等と区の協働による地域課題の解決に引き

続き取り組んでいく。 

所管部課  地域振興部区民協働推進担当課長 
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NO. 3 課題名 区民参画と協働できる環境の充実 

項目名 協働社会をつくるための人材づくり 

取組方針 

 区民や市民活動団体へ向けた協働啓発事業や団体活性化セミナーを充実

させ、協働の担い手である人材の育成、団体活動の活性化に向けた環境整

備を図る。具体的には、市民協働団体と行政との連携・協働をコーディネ

イトする機関として中間支援組織（仮称：市民活動推進センター）の整備

に取り組む。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○協働啓発事業「地域活動入門講座」全 4回実施 

○中間支援組織である（仮称）市民活動推進センターの整備に向けた社会福

祉協議会との協議 

28 年度 

○協働啓発事業「はじめてみようボランティア～ボランティアの実際を聞い

て一歩踏み出そう～」全 2回実施 

○中間支援組織である（仮称）市民活動推進センターの整備に向けた社会福

祉協議会との協議、2区の中間支援組織の視察を実施 

29 年度 

○協働啓発セミナー「おもてなしの心でボランティア」を２回実施 

○他区で運営されている中間支援組織の状況についての情報収集のほか、整

備に向けた問題点等を確認 

30 年度 

○区民協働啓発セミナー「よりよい暮らしをつくるためにあなたにできるこ

と ―小さな活動からはじめる！地域の課題解決への道」の実施 

○中間支援組織である（仮称）市民活動推進センターの整備に向けた社会福

祉協議会との協議を実施 

元年度計画 
○協働啓発事業・団体活性化セミナーの実施・充実 

○活動の活性化に向けた環境整備 

元年度実績 

○区民協働啓発セミナー「地域で支えるまちづくり！行政とのパートナーシ

ップを考える」を実施 

〇地域福祉計画策定等検討委員会において、中間支援組織設立に向けた方向

性を整理 

計画期間中の

取組の成果等 

 協働の意義や考え方を広め、地域に協働の土壌を醸成するため、市民活動

団体向けのセミナーを実施してきた。 

 次期計画においても、協働の担い手である人材の育成、団体活動の活性化

に向けた環境整備に取り組むとともに、中間支援組織設立に向けて、令和元

年度に地域福祉計画策定等検討委員会で決定した方向性を踏まえ、引き続き

福祉部及び社会福祉協議会と協議をしていく。 

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. 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 行政評価制度の活用 

取組方針 

 引き続き外部評価を活用し、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。 

 今後、委員構成の見直し等、より専門性の高い評価を行うなど制度の充

実を目指し改善を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○平成 27 年度から公募区民委員にかわり、学識経験者等 6 名で構成する外

部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 28 年度予算へ評価結果を反映（54 事業） 

28 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 29 年度予算へ評価結果を反映（63 事業） 

29 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 30 年度予算へ評価結果を反映（66 事業） 

30 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○令和元年度予算へ評価結果を反映（50 事業） 

元年度計画 
○次年度予算への評価結果の反映 

○次期長期計画に向けた行政評価制度の検証 

元年度実績 
○令和 2年度予算へ評価結果を反映（52 事業） 

〇新長期計画に向けた行政評価制度の見直し実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 外部評価にあたっては、評価経験者や学識経験者の専門性の高い指摘や公

募区民である外部評価モニターからの率直な感想など、内部評価とは異なる

多様な評価を得られ、次年度予算への反映につなげることができた。 

 また、4 年目（平成 30 年度）には総括評価を実施し、新長期計画への提

言も頂き、新長期計画の各所に織り込むことができた。 

 次期計画においても、引き続き外部評価を取り入れた「行政評価システ

ム」を活用し、新長期計画の進行管理を効果的に実施していく。 

所管部課  政策経営部企画課 
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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 新公会計制度の活用 

取組方針 

 固定資産台帳の整備や複式簿記の導入を図り、平成 29 年度に平成 28 年

度決算に基づく統一的な基準による財務書類を作成する。これにより、団

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

の確保を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○固定資産台帳の整備 

○平成 28 年度決算からの複式簿記導入に向けた準備・検討 

28 年度 ○複式簿記の導入 

29 年度 ○統一的な基準による平成 28 年度決算財務書類を作成・公表 

30 年度 ○統一的な基準による平成 29 年度決算財務書類を作成・公表 

元年度計画 ○統一的な基準による財務書類の作成・公表 

元年度実績 ○統一的な基準による平成 30 年度決算財務書類を作成・公表 

計画期間中の

取組の成果等 

 固定資産台帳の整備及び統一的な基準による決算財務書類の作成により、

「江東区財政レポート」において、区が保有する固定資産の状況を減価償却

等による価値の減少も含めた詳細な分析を行い、施設の老朽化の進捗程度を

示すこと等が可能となった。加えて、固定資産台帳情報を使用料等の見直し

にも活用を図った。 

 次期計画においても引き続き取り組み、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. 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○保健所に係る財務事務の執行に関する包括外部監査を実施 

○平成 26 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 25 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 

28 年度 

○道路、河川、公園等の維持管理等に係る財務事務の執行に関する包括外部

監査を実施 

○平成 27 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 26 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 

29 年度 

○防災・安全に関する財務事務の執行について包括外部監査を実施 

○平成 28 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 27 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 

30 年度 

○金融資産の管理に関する包括外部監査を実施 

○平成 29 年度監査措置状況の公表（区のホームページ） 

○平成 28 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 

元年度計画 
○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 

○前々年度包括外部監査報告に基づく追跡調査 

元年度実績 

○障害者福祉事業に関する財務事務の執行について包括外部監査を実施 

○平成 30 年度監査措置状況の公表（区のホームページ） 

○平成 29 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）による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、引き続き次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 
 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○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 

○共同企業体に対する発注対象工事の改正 

○最低制限価格制度の改正 

28 年度 
○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 

○共同企業体実施案件への総合評価方式の導入 

29 年度 

○総合評価方式の契約拡大・継続 

○契約制度の調査・研究および見直し 

 ・低入札価格調査制度の調査・研究 

30 年度 
○施工能力審査型総合評価方式における低入札価格調査制度の導入 

○プロポーザル方式のマニュアル作成 

元年度計画 ○契約制度の調査・研究及び見直し 

元年度実績 

○工事（道路舗装、橋りょう）の希望制指名競争入札制度の活用に向けた調

査・研究を実施 

○新・担い手 3 法が成立したことを受け、債務負担行為を活用した工事の平

準化などの調査・研究を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 前期計画に引き続き総合評価方式の導入拡大について取り組み、平成 29

年度より順次、一部の共同企業体案件への試行導入を行うなど導入拡大に努

めた。 

 今後も社会経済情勢の変化に応じた契約制度の適切な運用を図ることを目

標とし、次期計画においても総合評価方式などの必要な制度の調査・研究に

継続的に取り組んでいく。 

所管部課  総務部経理課 
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NO. 8 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 ＳＮＳの利活用 

取組方針 

 平成 27 年度にＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）にかかる

利用方針（ガイドライン）を策定して取扱い窓口の一元化等を図るととも

に、広報ツールとしての SNS 導入・活用を検討していく。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○江東区ソーシャルメディアの利用に関する基本方針の策定 

○各課が管理するソーシャルメディアのアカウントの調査実施 

28 年度 

○江東区ソーシャルメディアの利用に関する基本方針に基づく、区が管理す

るアカウントの把握および運用の適正化 

○公式ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ユーチューブチャンネル）の

開設および利活用 

29 年度 

○「江東区ソーシャルメディアの利用に関する基本方針」に基づく、区が管

理するアカウントの把握および運用の適正化 

○公式ＳＮＳの利活用 

・公式フェイスブック（29 年 1 月開設・フォロワー数 1,429 名） 

・公式ツイッター（29 年 2 月開設・フォロワー数 2,692 名） 

・公式ユーチューブチャンネル（29 年 4 月開設：登録者数 123 名） 

30 年度 

○公式ＳＮＳの利活用 

・公式フェイスブック（フォロワー数 1,781 名） 

・公式ツイッター（フォロワー数 3,564 名） 

・公式ユーチューブチャンネル（登録者数 552 名） 

元年度計画 ○ＳＮＳ導入、利活用推進 

元年度実績 

○公式フェイスブック（フォロワー数 2,193 名） 

○公式ツイッター（フォロワー数 6,395 名） 

○公式ユーチューブチャンネル（登録者数 1,010 名） 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 27 年度に「江東区ソーシャルメディアの利用に関する基本方針」を

策定し、各課が管理するＳＮＳアカウントの把握および運用の適正化を図っ

てきた。また、広報広聴課においても江東区公式フェイスブック・ツイッタ

ー・ユーチューブチャンネルを運用し、事業等の案内に加えて緊急情報の伝

達ツールとしても、タイムリーかつ効果的な情報発信を続けている。 

 この項目は、次期計画においても取り組み、引き続きＳＮＳの積極的な利

活用を図っていく。 

所管部課  政策経営部広報広聴課 
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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. 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 行政評価制度の活用（再掲） 

取組方針 

 引き続き外部評価を活用し、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。 

 今後、委員構成の見直し等、より専門性の高い評価を行うなど制度の充

実を目指し改善を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○平成 27 年度から公募区民委員にかわり、学識経験者等 6 名で構成する外

部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 28 年度予算へ評価結果を反映（54 事業） 

28 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 29 年度予算へ評価結果を反映（63 事業） 

29 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○平成 30 年度予算へ評価結果を反映（66 事業） 

30 年度 

○学識経験者等 6名で構成する外部評価委員会を開催 

○区民は外部評価モニターとして外部評価委員会に参画 

○令和元年度予算へ評価結果を反映（50 事業） 

元年度計画 
○次年度予算への評価結果の反映 

○次期長期計画に向けた行政評価制度の検証 

元年度実績 
○令和 2年度予算へ評価結果を反映（52 事業） 

〇新長期計画に向けた行政評価制度の見直し実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 外部評価にあたっては、評価経験者や学識経験者の専門性の高い指摘や公

募区民である外部評価モニターからの率直な感想など、内部評価とは異なる

多様な評価を得られ、次年度予算への反映につなげることができた。 

 また、4 年目（平成 30 年度）には総括評価を実施し、新長期計画への提

言も頂き、新長期計画の各所に織り込むことができた。 

 次期計画においても引き続き外部評価を取り入れた「行政評価システム」

を活用し、新長期計画の進行管理を効果的に実施していく。 

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 指定管理者制度の見直し 

取組方針 

 平成 23 年度より、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、毎

年度指定管理施設の評価結果の確認などを実施し、円滑な運営を行ってき

た。 

 今後の社会情勢に即した選定評価基準・評価委員会のあり方等、運営方

法を随時検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○平成 28 年 1 月にマニュアル改定実施 

○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 

28 年度 
○すべての指定管理施設に対し年度評価を実施 

〇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 

29 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 

30 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 

元年度計画 
○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 

元年度実績 
○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 27 年度に選定手続きに関する議会報告の原則化、選定評価委員会に

おいて、次期指定期間の非公募選定施設を承認する会議を開催するなど、制

度の運用方法を見直すとともに、指定管理者制度運用マニュアルに反映させ

ることで、制度および運営の透明性や客観性を高めることができた。 

 また、年度評価や第三者評価に基づき指定管理者が改善に取り組むこと

で、制度の安定した運用につなげることができた。 

 次期計画においても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・調査を実施し、制度の円滑な運用を図る。 

所管部課  政策経営部企画課 
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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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○保健所に係る財務事務の執行に関する包括外部監査を実施 

○平成 26 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 25 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 

28 年度 

○道路、河川、公園等の維持管理等に係る財務事務の執行に関する包括外部

監査を実施 

○平成 27 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 26 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 

29 年度 

○防災・安全に関する財務事務の執行について包括外部監査を実施 

○平成 28 年度監査措置状況の公表（区ホームページ） 

○平成 27 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 

30 年度 

○金融資産の管理に関する包括外部監査を実施 

○平成 29 年度監査措置状況の公表（区のホームページ） 

○平成 28 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 

元年度計画 
○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 

○前々年度包括外部監査報告に基づく追跡調査 

元年度実績 

○障害者福祉事業に関する財務事務の執行について包括外部監査を実施 

○平成 30 年度監査措置状況の公表（区のホームページ） 

○平成 29 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）による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、引き続き次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. 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 青少年センター管理運営の見直し 

取組方針 

施設の改修にあわせ、平成 29 年度より指定管理者制度を導入し、開館日の

増加や民間事業者の専門性を生かした事業の充実を図り、青少年への支援

を行う。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○センター改修後の施設レイアウト決定 

○平成 28 年度・29 年度の事業フレームの決定 

○指定管理者制度の導入に向けた準備 

28 年度 

○指定管理者の選定および決定 

○運営委員会及び利用団体説明会の開催 

○指定管理事業者へ開設準備事業委託 

○条例改正により、施設名を「青少年交流プラザ」に変更 

29 年度 
○指定管理者制度導入 

○施設名称を「青少年交流プラザ」に変更 

30 年度 （平成 29 年度に計画達成） 

元年度計画 （平成 29 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 29 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 施設の改修にあわせ、平成 29 年度から指定管理者制度を導入し、民間事

業者の専門性を活かした事業運営および開館日の増加を行い、利用者へのサ

ービスアップを図った。 

所管部課  地域振興部青少年課 
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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 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、区立幼稚園における区民サービ

スの向上を図るとともに、適正配置についても検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○園児数の推移及び平成 28 年度区立幼稚園新入園児募集結果を踏まえ、区

立幼稚園あり方検討委員会において検討 

28 年度 ○江東区立幼稚園あり方検討委員会において検討 

29 年度 

○今後の方向性について検討 

・3 歳児保育及び預かり保育の実施、認定こども園への転換、適正配置を一

体で進める方向で検討 

30 年度 

〇区立幼稚園の今後の方向性をまとめた基本方針の策定 

・3 歳児保育及び預かり保育、認定こども園への転換、適正配置を一体的に

実施 

元年度計画 ○方針に基づき実施 

元年度実績 
〇区立幼稚園 2園（南陽幼稚園・豊洲幼稚園）で令和 2年 4月より開始する

3歳児保育及び預かり保育の具体的な制度設計及び実施準備 

計画期間中の

取組の成果等 

 基本方針ならびに実施計画を策定し、3 歳児保育及び預かり保育（令和 2

年度から 2 園で開始）、認定こども園への転換（1 園）、適正配置（令和 6

年度までに 4園を廃園）を進めることとした。 

 次期計画においても、引き続き区立幼稚園の適正配置やサービス向上につ

いて取り組んでいく。 

所管部課  教育委員会事務局学務課 
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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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○江東きっずクラブを新たに 7 校で実施（学童クラブから１か所移行） 

○古石場学童クラブと大島七丁目学童クラブを休室 

○東砂第二学童クラブの廃室 

28 年度 

○江東きっずクラブを新たに 6 校で実施（げんきっずから 6 校移行及び学童

クラブから 1か所移行） 

〇45 校の既存小学校に江東きっずクラブの整備が完了 

〇学童クラブ 1施設を民営化、2施設を休止、4施設を廃止 

29 年度 
○全小学校で江東きっずクラブを実施 

○学童クラブ３施設を廃止（古石場、小名木川、大島四丁目） 

30 年度 
〇全小学校・義務教育学校における運営開始 

〇既存学童クラブにおける配置の適正化検討 

元年度計画 ○学童クラブの適正配置を検討・実施 

元年度実績 

〇江東きっずクラブ五砂を令和 2年 4月より民営化 

〇公営きっずクラブの民営化移行の検討を継続（46 クラブ中、直営 7、民営

39） 

〇大島八丁目学童クラブを令和 2年 4月より休室 

〇既存学童クラブにおける適正配置の検討継続 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 29 年度よりきっずクラブを全 45 小学校で実施し、平成 30 年度には

義務教育学校（有明西学園）に整備した。 

 また、令和 2 年度より学童クラブもきっずクラブに名称を統一することと

した。 

 次期計画においても引き続き取り組み、公営きっずクラブの民営化移行等

を検討していく。 

所管部課  教育委員会事務局地域教育課 
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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 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。 

 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。さらに、民間調査員の指導充実のため、区の体制

強化に取り組む。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○社会福祉協議会の認定調査件数 4,182 件（依頼件数 4,336 件） 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）件数 6,004 件（依頼件数 6,093

件） 

○社協登録調査員を募集 年 3回 

○新規民間委託事業者を募集 

28 年度 

〇社会福祉協議会の認定調査件数 4,979 件 

〇区内民間事業者への認定調査（更新時）件数 5,256 件 

〇社協登録調査員 6名増 

〇認定調査員を対象とした現任研修を実施 

29 年度 

○社会福祉協議会への認定調査件数 4,999 件 

○区内民間事業者への認定調査（更新時）件数 4,454 件 

○委託先調査員への新任・現任研修の実施 

30 年度 

○社会福祉協議会への認定調査委託を拡大 5,734 件 

○民間事業者への認定調査（更新時）委託を拡大 5,129 件 

○委託先調査員の指導充実 

元年度計画 

○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 

○委託先調査員の指導充実 

元年度実績 

○社会福祉協議会への認定調査委託を拡大 5,149 件（585 件減） 

○民間事業者への認定調査（更新時）委託を拡大 4,364 件（765 件減） 

○委託先調査員の指導充実 

・提出された調査票をもとに区職員による適切な助言・指導 

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件数は、2,650 件（平成 23 年度）から 5,149

件（令和元年度）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 4,364 件（令和元年度）へ大幅に増加した。 

 今後も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. 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 障害支援区分認定調査事務の見直し 

取組方針 
 障害支援区分認定調査事務の委託拡大を図る。 

 委託事業者への指導体制を整備しつつ、業務委託を推進する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○障害支援区分認定調査等委託 1 社 44 件 

○平成 28 年度から江東区社会福祉協議会への委託決定 

28 年度 

○障害支援区分認定調査等委託 

181 件（ＮＰＯ法人 43 件、社協 138 件） 

〇平成 28 年度から江東区社会福祉協議会との事務委託契約を実施 

29 年度 
○障害者支援区分認定調査事務委託 

172 件（ＮＰＯ法人 39 件、社協 133 件） 

30 年度 
○障害者支援区分認定調査事務委託 

234 件（ＮＰＯ法人 81 件、社協 153 件） 

元年度計画 

○新たな委託先の開拓 

○委託事業者の支援 

○指導する人材の育成 

元年度実績 

○障害者支援区分認定調査事務委託 

 令和元年度実績：206 件 （ＮＰＯ法人 66 件、社協 140 件） 

〇令和元年度より 1法人委託（ＮＰＯ法人）を拡大した。 

○認定調査員は、区職員の訪問への同行や研修受講により調査の質の向上に

努めている。 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 28 年度に社会福祉協議会、令和元年度にＮＰＯ法人の委託先を拡大

した。 

 次期計画においても、認定調査員の質向上に努めるとともに、委託件数を

拡大していく。 

所管部課  障害福祉部障害者支援課 
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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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○辰巳第三保育園、城東保育園の業務委託実施 

28 年度 ○白河保育園、亀戸第三保育園の業務委託実施 

29 年度 
○平成 30 年度より新たに実施する 2 園（小名木川第二保育園、亀高第二保

育園）の業務委託準備 

30 年度 ○小名木川第二保育園、亀高第二保育園の業務委託実施 

元年度計画 ○業務委託を実施 

元年度実績 
〇令和 2 年度より新たに実施する 2 園（古石場保育園、東陽保育園）の業務

委託準備 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 27 年度以降 6 園で調理業務委託を実施した。（令和元年度時点では

29 園中 26 園で委託を実施） 

 次期計画においても、引き続き業務委託を推進する。 

所管部課  こども未来部保育課 
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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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○再任用職員及び臨時職員の活用 

28 年度 ○再任用職員及び臨時職員の活用 

29 年度 ○再任用職員及び臨時職員の活用 

30 年度 ○再任用職員及び臨時職員等の活用 

元年度計画 ○再任用職員と臨時職員の活用により業務継続 

元年度実績 ○再任用職員及び臨時職員等を活用 

計画期間中の

取組の成果等 

 用務業務の規模等を踏まえ、再任用職員及び臨時職員等の活用で対応し

た。 

 次期計画においても、引き続き業務委託等を検討する。 

所管部課  こども未来部保育課 
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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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○北砂小学校、第二大島中学校、砂町中学校で一部委託を実施 

○新設校の豊洲西小学校で完全委託実施 

28 年度 
○数矢小学校、東陽小学校、東陽中学校で一部委託を実施 

○東川小学校、第三砂町中学校で完全委託実施 

29 年度 
○第二亀戸小学校で完全委託を実施 

○第二辰巳小学校で一部委託を実施 

30 年度 ○東陽小学校、小名木川小学校、有明西学園で完全委託を実施 

元年度計画 ○業務委託を実施 

元年度実績 ○数矢小学校、第二辰巳小学校、辰巳中学校で完全委託を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 10 年度より、学校警備業務の委託を順次実施。令和元年度現在、小

学校全 45 校中 43 校（一部委託校 3校含む）、中学校全 23 校中 20 校（一部

委託校 5校含む）、義務教育学校 1校の計 64 校に委託を実施した。 

 次期計画においても、引き続き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. 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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○深川小学校、越中島小学校、豊洲北小学校、深川第二中学校、深川第八中

学校、大島中学校で委託を実施 

○新設校の豊洲西小学校で委託を実施 

28 年度 ○扇橋小学校、水神小学校、第三砂町小学校、第四砂町小学校で委託を実施 

29 年度 
○平久小学校、枝川小学校、第三砂町中学校、南砂中学校、平久幼稚園で委

託を実施 

30 年度 
○第一亀戸小学校、第二亀戸小学校、第二砂町中学校、有明西学園で委託を

実施 

元年度計画 ○業務委託を実施 

元年度実績 ○臨海小学校、数矢小学校、東陽小学校、第二大島小学校で委託を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 23 年度より、学校用務業務の委託を順次実施。令和元年度現在、小

学校全 45 校中 32 校、中学校全 23 校中 12 校、義務教育学校 1 校、幼稚園

20 園中 1園の計 46 校園に委託を実施した。 

 次期計画においても引き続き取り組み、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. 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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○収集職員の定数削減（3名減） 

28 年度 
〇収集職員の定数削減（2名減） 

〇収集作業計画の見直し実施により収集運搬経費の節減を実施 

29 年度 
○収集職員の定数削減（2名減） 

○収集作業計画の見直し実施により収集運搬経費の節減を実施 

30 年度 ○収集職員等の定数削減（4名減） 

元年度計画 ○定員削減及び収集経費の節減 

元年度実績 ○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削減と収集作業計画の見直

しにより、収集運搬経費の削減を図った。 

 次期計画においても取り組み、引き続き定員を削減するとともに民間活力

活用の拡大を検討する。 

所管部課  環境清掃部清掃事務所 
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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 図書館管理運営の見直し 

取組方針 

 窓口委託の成果を検証した上で、さらなる委託の拡大を推進するととも

に、指定管理者制度導入を検討する。 

 また、開館日の拡大等、区民サービスの向上策を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○窓口業務委託拡大を実施（東陽図書館） 

○指定管理者制度導入の調査 

○開館日拡大等についてＰＴで検討 

28 年度 

○窓口業務委託拡大を実施（砂町図書館） 

○江東区立図書館あり方検討委員会を設置・検討 

○指定管理者制度導入の検討 

29 年度 

○窓口業務委託拡大を実施(亀戸図書館) 

○指定管理者制度導入準備 

○開館日拡大等サービス向上策の試行実施(江東図書館) 

30 年度 ○図書館 4館の指定管理者を選定（豊洲・古石場・亀戸・砂町図書館） 

元年度計画 
○指定管理者による運営開始（第 1次） 

○指定管理者の選定(第 2次） 

元年度実績 

〇江東・深川図書館の業務委託を拡大 

〇豊洲・古石場・亀戸・砂町図書館で指定管理者による運営を開始 

○令和 2 年度から東陽・東雲・城東・東大島図書館で指定管理者制度を導入

するために、指定管理者の選定を実施 

〇江東・深川・豊洲・古石場・亀戸・砂町図書館及び白河こどもとしょかん

にて開館日・開館時間の拡大を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 窓口業務委託の拡大及び指定管理者制度の導入により、業務の効率化や指

定管理者が持つノウハウを活用した図書館サービスの向上に取り組んだ。 

 また、開館日及び開館時間の拡大を実施したことにより、来館機会の拡大

につなげることができた。 

所管部課  教育委員会事務局江東図書館 
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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 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 28 年度小名木川保育園、平成 29 年度亀高保育園、平成 30 年度南砂

第四保育園、令和元年度大島第五保育園、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。また、今後の民営化計画について検討

する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○南砂第四保育園の指定管理事業者を選定 

○民営化移行準備（亀高保育園、小名木川保育園） 

28 年度 

○小名木川保育園民営化実施 

○大島第五保育園の指定管理事業者を選定 

○民営化移行準備（南砂第四保育園、亀高保育園） 

○次期行財政改革計画期間における民営化計画の検討 

29 年度 

○亀高保育園民営化実施 

○民営化移行準備（大島第五保育園、南砂第四保育園） 

○次期行財政改革計画期間における民営化計画の決定・公表 

30 年度 

○南砂第四保育園民営化実施 

○民営化移行準備（大島第五保育園） 

○次期民営化計画に向けた準備 

元年度計画 
○大島第五保育園民営化 

○次期民営化計画に向けた準備 

元年度実績 
〇大島第五保育園民営化実施 

○辰巳第二保育園の指定管理事業者を選定 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 23 年度に決定した区立保育園 4 園の民営化計画について、保護者説

明会や指定管理事業者の選定及び移行準備等の着実な実施により、平成 31

年 4 月までに対象全園の民営化が完了した。 

 また、平成 29 年度に新たな民営化計画を策定し、令和 4 年度以降の区立

保育園 3 園の指定管理者制度導入を決定した。平成 30 年度より当計画の準

備を進めている。 

 次期計画においても、これまで蓄積されたノウハウを活かし、民営化計画

に基づき着実に取り組んでいく。 

所管部課  こども未来部保育計画課 
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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 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、指定管理者による運営の検証を行い指

定管理者制度導入館を選定する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○学童クラブ１ヵ所を江東きっずクラブへ移行とともに民営化 

○古石場学童クラブと大島七丁目学童クラブを休室 

○東砂第二学童クラブの廃止 

28 年度 

○学童クラブ１ヵ所を江東きっずクラブへ移行とともに民営化 

〇学童クラブ 1施設を民営化 

○学童クラブ 2施設を休止 

〇学童クラブ 4施設を廃止 

○亀戸第二児童館の指定管理者制度導入の方針を決定 

29 年度 
○学童クラブ 3施設を廃止（古石場、小名木川、大島四丁目） 

○亀戸第二児童館の指定管理者を決定 

30 年度 
○児童会館の廃止検討 

○亀戸第二児童館で指定管理者制度を導入 

元年度計画 ○民営化の実施 

元年度実績 
〇児童会館を廃止 

〇小名木川児童館の指定管理者制度導入の方針を決定 

計画期間中の

取組の成果等 

 児童館は、1 館で指定管理者制度を導入し、１館を廃止した。今後も指定

管理者制度の導入や適正配置に取り組む。 

 学童クラブは 8 クラブを廃止、2 クラブを民営化、1 クラブを休止した。

今後も引き続き管理運営の見直しに取り組んでいく。 

所管部課 
 こども未来部こども家庭支援課 

 教育委員会事務局地域教育課 
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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 福祉会館管理運営の見直し 

取組方針 
 平成 26 年度より導入した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計画を立てる。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○指定管理者制度を導入した千田福祉会館の検証結果報告書の作成 

28 年度 
〇指定管理者制度導入計画を策定、平成 30 年度より亀戸福祉会館への指定

管理者制度導入を決定 

29 年度 ○亀戸福祉会館の指定管理者を選定 

30 年度 
○亀戸福祉会館の指定管理者制度導入 

○大島福祉会館の指定管理者制度導入決定 

元年度計画 〇計画に基づき指定管理者の選定 

元年度実績 ○大島福祉会館の指定管理者を選定 

計画期間中の

取組の成果等 

 千田福祉会館の実績を検証した上で、亀戸及び大島福祉会館を民営化し、

計画期間中、全 7館のうち 3館まで民営化した。 

 次期計画においても、引き続き指定管理者制度の導入を進める。 

所管部課  福祉部長寿応援課 
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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 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、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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○あり方検討会の開催 4 回 

○あり方検討会専門部会 4 回 

○利用者家族会への指定管理者制度移行説明 

○保護者個別ヒアリング 

28 年度 

○あり方検討会の開催   2 回 

○父母の会全体会     3 回 

○父母の会役員会     3 回 

○指定生活介護施設の視察調査実施（希望する利用者家族を含む）31 施設 

29 年度 

○利用者家族（31 世帯中 28 世帯）の個別説明会実施 

○あり方検討会の開催 2 回 

○家族会全体会の開催 4 回 

30 年度 
○指定管理者の選定及び決定 

○指定管理者による引継ぎ業務委託の実施（5か月） 

元年度計画 〇指定管理者による運営開始 

元年度実績 〇指定管理者による運営開始 

計画期間中の

取組の成果等 

 利用者家族への説明やあり方検討会等を重ね、平成 31 年 4 月より指定管

理者による運営を開始した。 

所管部課  障害福祉部障害者施策課 
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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 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。 

 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○次期指定期間に向けた事業計画の策定 

○収入確保策の検討・実施 

28 年度 

○策定した事業計画に沿った事業の実施 

〇運営経費の見直し（振込手数料の削減、収入確保策の実施） 

○定員の適正化 

○財団ホームページのリニューアル 

29 年度 

○新たな収入確保策、運営経費節減の取組 

○施設用途の一部見直し（中川船番所資料館会議室） 

○職員定数管理（常勤 97 名、非常勤 33 名） 

 東大島文化センター休館期間中の欠員不補充 

 常勤△3名、非常勤△1名（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

30 年度 

○各種歳入確保策の取組 

○運営経費の見直し 

○事業計画の進行管理。予算編成に反映 

○職員定数管理（常勤 97 名、非常勤 33 名） 

 非常勤△1名（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

元年度計画 
○運営経費の見直し 

○定員の適正化 

元年度実績 

○運営経費の見直し及び定員の適正化を実施 

○職員定数：常勤 97 名、非常勤 33 名 

○経営改善計画素案策定 

計画期間中の

取組の成果等 

 新たな広告収入・協賛収入の確保と運営経費の削減に努めるとともに、職

員定数を遵守し、人件費を抑制した。 

 また、財団ホームページのリニューアル及びソーシャルメディア等の運用

を行い、利用者の獲得に努めた。 

 この項目は、次期計画においても取り組み、経営改善計画を策定し、運営

経費の見直し等により引き続き経営改善を図る。 

所管部課  地域振興部文化観光課 
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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 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。 

 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○次期指定期間に向けた事業計画の策定 

○江東区スポーツ推進計画に沿った事業実施 

○HP へのバナー広告、広報誌への広告獲得活動実施 

28 年度 

○策定した事業計画に沿った事業の実施 

○運営経費の見直し（深川スポーツセンターの省エネ化） 

○HP へのバナー広告、広報誌への広告獲得活動実施 

29 年度 

○経営改善計画及び事業計画書に沿った事業実施 

○運営経費の見直し（深川北スポーツセンターの省エネ化） 

○江東区ロゴマーク入りグッズ販売による新たな収入確保 

○経営改善計画（平成 30～32 年度）の策定 

○定員の適正化  

 深川北スポーツセンター改修工事による休館のための欠員不補充 

 常勤 2名減（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

30 年度 

○経営改善計画及び事業計画書に沿った事業実施 

○教室 WEB 申込システムの導入による新たな利用者確保（約 1,300 名増） 

○スポーツ用品の受託販売による新たな収入確保 

○自動販売機設置の見直し 

○利用者アンケート、顧客満足度調査、第三者評価の実施・分析・改善 

元年度計画 
○運営経費の見直し 

○定員の適正化 

元年度実績 

〇事業の収支バランスにより事業の統廃合の実施 

 平成 30 年度（295 教室）、令和元年度（287 教室） 

〇定員適正化継続 

計画期間中の

取組の成果等 

 教室及び各種スポーツイベントの申込に WEB システムを導入することで、

新たな利用者を確保するとともに、スポーツ用品等の販売により新たな収入

源を確保した。 

 この項目は、次期計画においても取り組み、経営改善計画を策定し、運営

経費の見直し等により引き続き経営改善を図る。 

所管部課  地域振興部スポーツ振興課 
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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 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。 

 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○次期指定期間に向けた事業計画の策定 

○高齢者生活支援体制整備事業受託 

○まつのみ作業所指定管理終了 

○自悠大学受託終了 

28 年度 

○策定した事業計画に沿った事業の実施 

○障害者支援区分認定調査事業受託 

○人員適正配置により定数１名削減 

29 年度 

○運営経費の見直し 

 事業等の見直しによるサービスの向上 

○定員の適正化 

 定数 92 名（2名：区派遣中） 

30 年度 

○運営経費の見直し 

 事業等の見直しによるサービスの向上 

○定員の適正化 

 定数 90 名を達成 

元年度計画 
○運営経費の見直し 

○定員の適正化 

元年度実績 

〇運営経費の見直し及び定員適正化を実施 

令和元年度の職員数は、常勤 50 名、非常勤 39 名で内部努力により非常勤職

員１名を削減 

計画期間中の

取組の成果等 

 後期計画においても、職員定数の削減実施し、事業や施設管理のあり方を

見直し、サービスアップを図った。 

 この項目は、次期計画においても取り組み、定員の適正化等により引き続

き経営改善を図る。 

所管部課  福祉部長寿応援課 
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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 スポーツ施策の見直し 

取組方針 
 江東区スポーツ推進計画を踏まえ、健康スポーツ公社との役割を整理す

る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○区民体育大会及び墨東五区大会の屋外実施競技について健康スポーツ公社

への移管準備 

28 年度 〇区民体育大会及び墨東五区大会の健康スポーツ公社への完全事務移管 

29 年度 
○健康スポーツ公社へ障害者スポーツフェスタこうとうの事務移管準備 

○スポーツ推進計画の進捗管理 

30 年度 

○障害者スポーツフェスタこうとうの運営を健康スポーツ公社へ移管 

○江東区カヌー協会の組織化 

○こどもカヌー大会のレース方法を変更、イベント内容の充実化 

元年度計画 ○江東区スポーツ推進計画に基づく事業の見直し 

元年度実績 

○こどもスポーツデーを見直し、ファミリースポーツチャレンジに名称変

更、イベント内容を充実化 

○江東区体育協会事務局事務を健康スポーツ公社へ移管することについて協

議（令和 2年度に移管） 

〇オリンピアン・パラリンピアンを招いてのイベント開催（トークショー、

バレー教室 258 名、柔道クリニック 250 名、陸上クリニック 255 名） 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 27 年 3 月に策定した「江東区スポーツ推進計画」において、区や健

康スポーツ公社等の役割を整理するとともに、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など、効果的な事業展開を図るこ

とができた。 

 次期計画においても、引き続き取り組み、効率的な事業の見直しを図って

いく。 

所管部課  地域振興部スポーツ振興課 
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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 がん検診の受診率の向上 

取組方針 
 利用者一部負担の取り組みを継続するとともに、疾病の予防と早期発見

につなげるために、受診率向上に取り組む。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○胃がん、肺がん検診について 

・検診車会場を 3か所から 7か所へ増加 

・検診車受診にハガキ申込みに加え電話申込みを導入 

・検診未受診者（40～49 歳、50・55・60 歳）への受診勧奨実施 

28 年度 

○受診率向上の取り組み（胃がん、肺がん検診） 

・区報、ＨＰ、チラシ等により区民周知実施 

・個別通知封筒にがん情報のＱＲコード掲載 

・未受診者への受診勧奨ハガキの個別送付実施 

・検診車での検診の同日実施を 1会場で実施 

29 年度 

○受診率向上の取り組み(胃がん・肺がん検診） 

・申込の少ない地域の未受診者へ受診勧奨ハガキの個別送付を実施 

・Ｗｅｂによる予約申込開始 実績 1,960 件 

30 年度 

○受診率向上の取り組み（胃がん・肺がん検診） 

・胃がん・肺がん検診Ｗｅｂ予約申込み実績 2,536 件 

・胃内視鏡検診実施検討会（医師会・専門医・検診機関・区職員）を 6 回 

開催 

元年度計画 ○受診率向上の取り組み 

元年度実績 

○受診率向上の取り組み（胃がん・肺がん検診） 

・区報、ＨＰ、チラシ等により区民周知実施 

・個別通知に胃がん・肺がん検診の受診券を追加 

・過去 5 年間に胃がん・肺がん検診を受けたことのある未受診者へ再勧奨の

ハガキを個別送付 

・検診車での検診の同日受診を 2会場で実施 

・胃がん・肺がん検診Ｗｅｂ予約申込み実績 6,383 件 

・胃がん（内視鏡）検診を開始 

計画期間中の

取組の成果等 

 胃がん・肺がん検診について、ハガキのみによる申し込みから、電話、

Web での申し込みを可能とし、未受診者へは再勧奨ハガキを送付した。 

 また、検診車会場及び同日受診の会場と日数を増加するとともに、個別通

知に胃がん・肺がん検診の受診券を追加し、胃がん(内視鏡）検診を開始す

ることで受診率の向上につながった。 

所管部課  健康部健康推進課 
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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 番号制度のあり方検討 

取組方針 
 番号制度の実施に向け、システムの構築を進めるとともに、番号法の目

的を踏まえた制度の具体的な活用を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○区民向け説明会実施（4か所 8回）、事業者向け説明会（1回） 

○区報・チラシでの広報実施 

○1/18 から個人番号カード交付実施 

○1/18 からコンビニでの証明書交付サービス開始 

○江東区特定個人情報等の取扱いに関する基本方針の策定 

○システム改修 

28 年度 

〇情報連携テストの実施 

〇個人番号カード交付 

〇子育てワンストップサービスの検討 

○システム改修 

29 年度 

〇情報連携開始 

〇個人番号カード交付 

〇子育てワンストップサービス開始 

○システム改修 

30 年度 

○情報連携実施 

〇個人番号カード交付 

○業務の効率化・区民サービスの向上 

元年度計画 
○個人番号カード交付 

○業務の効率化・区民サービスの向上 

元年度実績 

○情報連携実施 

○個人番号カード交付 

○業務の効率化・区民サービスの向上 

計画期間中の

取組の成果等 

 区報等での周知ならびに区民及び事業者への説明を着実に実施するととも

に、個人番号カードの発行や証明書のコンビニ交付などに対応したシステム

改修を行うことにより番号制度を円滑に開始することができた。 

 制度開始後は、異なる行政機関等との情報提供ネットワークシステムを用

いた情報連携を実施し、手続きにおける添付書類の省略を進めるとともに、

「ぴったりサービス（子育てワンストップサービス）」を利用した電子申請

を開始し、業務の効率化・区民サービスの向上を図った。 

また、制度の適正な運営を支えるため、庁内向けには毎年、特定個人情報

保護に関する説明会や PIA 監査を実施し、個人番号の取扱いに関する意識を

高めてきた。 

次期計画においても、マイナンバーの利活用について取り組んでいく。 

所管部課 
 政策経営部広報広聴課 

 政策経営部情報システム課 
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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 生活保護事業のあり方検討 

取組方針 

 国の制度上、訪問業務等のケースワーカー業務について、業務委託は認

められていない。今後、保護受給者の増加や相談内容の複雑化に対応する

専門性を確保し、支援の充実を図る必要がある。そこで規制緩和された場

合を想定し、他自治体の状況や、事業委託にあたっての法的問題点を整理

する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○他 22 区に事業の実態を調査 

○委託の実施について都へ法的問題点を照会し、現行では訪問の委託は不可

との回答 

28 年度 
○ケースワークの規制緩和について、国の状況や東京都の考え方の確認 

○業務改善ＰＴの開催（年 7回） 

29 年度 

○ケースワークの規制緩和について、国の状況や東京都の考え方の確認 

○業務改善ＰＴの開催（年 4回） 

○他自治体への視察 

30 年度 

○ケースワークの規制緩和について、国の状況や東京都の考え方の確認 

○業務改善ＰＴの開催 

○他自治体への視察 

元年度計画 
○国の動向の確認 

○効果効率的執行体制の検討 

元年度実績 

○ケースワークの規制緩和について、国の状況や東京都の考え方の確認 

○業務改善ＰＴの設立 

○他自治体への視察 

計画期間中の

取組の成果等 

 業務改善ＰＴを立ち上げ、効率的な執行体制の検討を行った。 

 次期計画においても、他自治体の状況などを参考に、執行体制の見直しや

事務の部分的な委託の可否などを引き続き検討する。併せて、保護受給者の

増加や相談内容の複雑化に対応する専門性を確保し、支援の充実を図ること

ができるよう業務改善ＰＴや他自治体への視察を進める。 

所管部課 
 生活支援部保護第一課 

 生活支援部保護第二課 
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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 リサイクルパークのあり方、施設の管理運営の検討 

取組方針 

 リサイクルパークについて、本区の人口増加率を考慮した上で、びん・

缶・ペットボトルの発生量と処理にかかるコスト・処理効果を総合的に判

断して、運営のあり方を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○リサイクルパークは平成 27 年度末で閉鎖 

○平成 28 年度よりびん・缶・ペットボトルの中間処理業務を民間委託実施

決定 

28 年度 
○28 年 4 月よりびん・缶・ペットボトルの資源化中間処理業務について、

民間委託を完全実施 

29 年度 （平成 28 年度に計画達成） 

30 年度 （平成 28 年度に計画達成） 

元年度計画 （平成 28 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 28 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 リサイクルパークを平成 27 年度末で閉鎖し、平成 28 年度よりリサイクル

パークで行っていたびん・缶・ペットボトルの中間処理の民間委託を完全実

施した。 

所管部課  環境清掃部清掃リサイクル課 
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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 公共施設等総合管理計画の策定 

取組方針 
 国からの公共施設等総合管理計画策定の要請を受け、計画策定の体制構

築、スケジュール等検討を行う。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○平成 27 年度中に策定スケジュール、検討体制を確定 

○施設情報の収集・調査 

28 年度 ○江東区公共施設等総合管理計画を策定 

29 年度 （平成 28 年度に計画達成） 

30 年度 （平成 28 年度に計画達成） 

元年度計画 （平成 28 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 28 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 限られた財源の中で長期的な視点を持って公共施設等の更新・長寿命化・

統廃合等を計画的に実施することにより、財政負担を軽減・平準化するとと

もに、公共施設等の利活用促進や最適配置等を実現するため、「江東区公共

施設等総合管理計画」を平成 29 年 3 月に策定した。 

所管部課 

 政策経営部企画課 

 政策経営部財政課 

 総務部営繕課 
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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 保育園のサービス向上 

取組方針 

 平成 28 年度から令和元年度にかけて実施する区立保育園民営化に伴う人

員を活用し、延長保育未実施園での延長保育実施や、在宅子育て世帯への

支援強化のためマイ保育園登録制度の拡充を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○平成 28 年度より延長保育実施園を 4園拡大決定 

○マイ保育園ひろばを、前倒しで私立・公設民営園へ拡大実施 

28 年度 

○東雲第二保育園、亀戸保育園、北砂保育園、南砂第三保育園で延長保育実

施 

〇マイ保育園ひろば事業を 58 園から 65 園に拡大実施 

29 年度 

○深川一丁目保育園、辰巳第二保育園、東砂保育園、東砂第四保育園で延長

保育実施 

○マイ保育園ひろば事業を区立 31 園、私立 38 園、公設民営 10 園、認定こ

ども園 1園の合計 80 園で実施 

30 年度 

○東雲保育園、大島保育園、東砂第二保育園、南砂第五保育園で延長保育を

実施し、区立保育園全園で延長保育実施を達成 

○マイ保育園ひろば事業を区立 30 園、私立 47 園、公設民営 11 園、認定こ

ども園 2園の合計 90 園で実施 

元年度計画 
○全園で延長保育実施 

○マイ保育園登録制度の充実 

元年度実績 

○区立保育園全園で延長保育実施 

○マイ保育園ひろば事業を区立 29 園、私立 82 園、公設民営 15 園、認定こ

ども園 2園の合計 128 園で実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 延長保育未実施園での実施を進め、平成 30 年度以降区立保育園全園で延

長保育を実施した。 

 また、在宅での子育て支援強化のため、マイ保育園ひろば事業の実施園を

拡充した。 

 次期計画においても引き続き取り組み、多様化する保護者の就労形態に合

わせた保育サービスの向上を図る。 

所管部課 
 こども未来部保育計画課 

 こども未来部保育課 
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NO. 37 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 勤労者福祉共済事業の見直し 

取組方針 

 任意団体「江東区勤労者福祉サービスセンター（カナルこうとう）」が

実施している中小企業の福利厚生支援事業について、効果的・効率的な業

務運営のあり方を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○平成 28 年 3 月の運営協議会・理事会にて、事業運営の見直し方針の検討 

28 年度 ○勤労者サービスセンターの福利厚生事業委託事業者の決定 

29 年度 〇江東区勤労者福祉サービスセンターの福利厚生支援事業の一部業務委託 

30 年度 〇福利厚生支援事業の一部民間委託 

元年度計画 ○見直し策の実施 

元年度実績 

○平成 29 年 4 月、勤労者福祉サービスセンターの一部事業を民間委託し、

令和元年度も引き続き実施 

（福利厚生事業を、株式会社ＪＴＢベネフィットに委託） 

計画期間中の

取組の成果等 

 勤労者福祉サービスセンターの福利厚生支援事業の一部を民間委託をする

ことにより、新たなサービスを提供することができた。 

所管部課  地域振興部経済課 
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NO. 38 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 歴史三館の管理運営のあり方検討 

取組方針 

 歴史三館（深川江戸資料館・芭蕉記念館・中川船番所資料館）について

効率的な業務運営を推進するとともに、ソフト面でのサービス拡充による

魅力ある施設の運営により入場者数の増加を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○歴史文化施設に関するあり方検討報告書の策定 

28 年度 

○歴史文化施設に関するあり方検討報告書に基づき、入場者数増を主とした

事業展開を実施 

 ・観光資源としての施設活用 

 ・インバウンド対応 

 ・展示内容の更なる創意工夫 

 ・施設の利用形態見直しによる有効活用（船番所資料館会議室） 

29 年度 
○来館者増に向けた各種イベント等の実施 

総来館者数 139,488 名 

30 年度 
○来館者増に向けた各種イベント等の実施 

総来館者数 121,009 名 

元年度計画 ○見直し策の実施 

元年度実績 

○来館者増に向けた各種イベント等の実施 

総来館者数 117,810 名（3,199 名減） 

芭蕉記念館 13,719 名（1,137 名減） 

深川江戸資料館 87,505 名（4,983 名減） 

中川船番所資料館 16,586 名（2,921 名増） 

○インバウンド対応として 7 か国語 8 種のリーフレット作成、企画展解説に

英語解説を追加（深川江戸資料館） 

計画期間中の

取組の成果等 

 各施設において、特色あるイベントを企画・開催することで、来館者の増

員に努めた。また、外国人旅行者向けのサービス（外国語リーフレットの作

成など）を実施した。 

 次期計画においても、引き続き魅力ある施設運営を検討し入館者の増加を

図っていく。 

所管部課  地域振興部文化観光課 
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NO. 39 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 高原学園のあり方検討 

取組方針 
 費用対効果等の観点から民間借上げ施設へ移行することも視野に入れ、

今後の高原学園のあり方について検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

28 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

29 年度 

○高原学園のあり方を検討・方針決定 

・日光高原学園 

 大規模改修工事を行い、平成 31 年度は民間施設借り上げ 

・富士見高原学園 

 平成 30 年度をもって廃園し、今後は民間施設借り上げ 

30 年度 

○方針に基づき休園・廃園に向けた手続きと、宿泊施設借り上げに係る準備 

・日光高原学園 

 大規模改修工事を行い、令和 2 年度より再開（令和元年度のみ民間施設借

り上げ） 

・富士見高原学園 

 平成 30 年度をもって廃園し、今後は民間施設借り上げ 

元年度計画 
○日光高原学園の大規模改修実施  

○富士見高原学園の廃止 

元年度実績 

○日光高原学園 

大規模改修工事を実施し、令和 2 年度からの再開に向けて準備（令和元年度

のみ民間宿泊施設借り上げを実施） 

○富士見高原学園 

・方針に基づき、中学校移動教室は民間宿泊施設借り上げを開始 

・廃園後の土地及び建物については、運用方針が未定のため現状維持の管理

委託を実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 29 年度に各高原学園のあり方について方針を決定した。 

 平成 30 年度に日光高原学園は大規模改修を開始し、富士見高原学園は廃

園した。 

 令和元年度で日光高原学園は大規模改修が完了した。また、小学校及び中

学校移動教室は民間宿泊施設を借上げて実施した。 

所管部課  教育委員会事務局学務課 
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NO. 40 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 放課後子どもプラン・児童館に関する運営方針の見直し 

取組方針 

 放課後子どもプラン及び今後の児童館に関する運営方針の改定を行う。

また、あわせて子ども家庭支援センターなどの乳幼児子育て支援施設との

連携等についても検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

28 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

29 年度 

○今後の方向性について検討 

・平成 30 年度に利用者ニーズ等を踏まえ放課後子どもプランを改定 

・児童館における乳幼児対象事業の拡大を検討 

 なお、児童館運営方針の改定は利用者動向やニーズを踏まえ引き続き検討 

・他の乳幼児施設との連携強化を踏まえた組織改正等を検討 

30 年度 

○放課後こどもプラン 

 新・放課後こどもプラン策定（平成 31 年 3 月末） 

○児童館 

 他の乳幼児施設との連携強化を図るため、組織改正を検討 

○児童館に関する運営方針改定の検討及び他の乳幼児施設との連携等の検討 

 利用状況の変化や国の「児童館ガイドライン」の改正（平成 30 年 10 月）

等を踏まえ、引き続き検討 

元年度計画 
〇児童館に関する運営方針改定の検討 

〇他の乳幼児施設との連携等の検討 

元年度実績 

○国の「児童館ガイドライン」や他の子育て支援施設の状況や課題を踏まえ

た「児童館のあり方検討に関する報告書（案）」を策定 

○組織改正実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 31 年 3 月に「江東区版・放課後子どもプラン」を見直し、「江東区

放課後こどもプラン」において新たに取組方針を示した。引き続き課題解決

に取り組んでいく。 

 また、児童館に関する運営方針の見直しについては、江東区長期計画推進

委員会行財政改革検討部会での意見を踏まえ検討を進めた。引き続き、他の

子育て支援施設等との関係等を含め、そのあり方について検討していく。 

所管部課 
 こども未来部こども家庭支援課 

 教育委員会事務局地域教育課 
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NO. 41 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 （仮称）情報化推進プランの策定 

取組方針 

情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に活用し、内部管理業務や区民サービス

など、庁内の広範な事務・事業の高度化・効率化を推進していくため、

（仮称）情報化推進プランを策定する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 （令和元年度より計画に追加された項目） 

28 年度 （令和元年度より計画に追加された項目） 

29 年度 （令和元年度より計画に追加された項目） 

30 年度 （令和元年度より計画に追加された項目） 

元年度計画 〇（仮称）情報化推進プランの策定 

元年度実績 
〇令和 2年 3月に情報化推進プランを策定 

〇区ホームページに情報化推進プランを掲載 

計画期間中の

取組の成果等 

 ＩＣＴを利活用し、区民にとって便利で質の高い行政サービスの提供と効

率的な行政運営を推進するため江東区官民データ活用推進計画を包含する

「江東区情報化推進プラン」を令和 2年 3月に策定した。 

 今後も情報化推進プラン方針と方向性に基づいてＩＣＴの利活用を図る。 

所管部課  政策経営部情報システム課 
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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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○平成 27 年 4 月 1 日現在、2,773 名 （18 名増） 

○技能系職員、児童指導職の退職不補充継続 

28 年度 
○平成 28 年 4 月 1 日現在、2,756 名 （17 名減） 

○技能系職員、児童指導職の退職不補充継続 

29 年度 
○平成 29 年 4 月 1 日現在、2,751 名（5名減） 

○技能系職員、児童指導職の退職不補充継続 

30 年度 
○平成 30 年 4 月 1 日現在、2,720 名（31 名減） 

○技能系職員、児童指導職の退職不補充継続 

元年度計画 ○定員適正化を推進 

元年度実績 
○平成 31 年 4 月 1 日現在、2,715 名（5名減） 

○技能系職員、児童指導職の退職不補充継続 

計画期間中の

取組の成果等 

 後期計画においては、令和元年度の職員数を 2,755 名とする定員適正化計

画を策定した。 

 平成 27 年度の職員数は、豊洲シビックセンター開設等の行政需要増加な

どから前年度比 18 名増となったものの、平成 28 年度以降は前年度比減が続

き、5年間で 40 名の削減となった。 

 次期計画においても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 

-49-



 

 

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 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○豊洲シビックセンター開設に伴い、豊洲出張所を特別出張所へ移行 

○土木部施設保全課内にある道路事務所を道路保全係に名称変更 

28 年度 

〇東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、推進体制をより強化す

るため、オリンピック・パラリンピック開催準備室を新設 

〇介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、利用者の状況やニーズに

合わせたサービスを提供し、わかりやすい窓口にするため福祉部の組織を再

編 

29 年度 

〇高齢者・障害者施設の整備・改修等計画及び障害者福祉のさらなる充実、

推進を図るため、福祉推進担当部長を新設 

〇児童相談所設置に向けた準備体制強化のため、こども未来部に児童相談所

開設準備担当課長を、子育て支援課に児童相談所開設準備担当係長を新設 

30 年度 

○社会保障・税番号制度の総合調整のため、情報システム課にシステム調

整・番号制度担当係長を新設 

○江東ブランドを核とした区内企業の国内外への情報発信と販路開拓支援を

図るため、経済課に販路開拓担当係長を新設 

元年度計画 ○効果的な組織の整備 

元年度実績 

〇東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向け、推進体制

をさらに強化するために、オリンピック・パラリンピック開催準備室を同推

進室に名称変更し、連携調整係、事業推進係を新設 

〇障害者福祉のさらなる充実、推進を図るため、障害者施策課を新設し、施

策推進係、施設管理係、指導検査担当係長、施設調整担当係長を設置 

〇子育て支援課を廃止し、こども家庭支援課を新設。こども家庭支援課には

庶務係、給付係、こども家庭係、養育支援係、こども家庭担当係長、養育支

援担当係長、児童相談所開設準備担当係長、こども子育て支援事業計画担当

係長、児童館を設置 

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。 

 次期計画においても引き続き取り組み、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. 44 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 24 年度より配布している基本事務マニュアルの改訂は毎年実施す

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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○基本事務マニュアル改訂版を作成 

○職員提案制度による事務改善提案を募集 

28 年度 
○基本事務マニュアル改訂版を作成 

○職員提案制度による事務改善提案を募集 

29 年度 

○基本事務マニュアル改訂版を作成 

○職員提案制度の運用見直しを行い、事務改善及び新規事業提案に加え、特

定のテーマに関する提案区分を新たに設定 

30 年度 
○基本事務マニュアルの改訂版を作成 

○職員提案制度による事務改善提案の募集 

元年度計画 
○基本事務マニュアルを改訂し、職員へ周知・活用 

○事務改善提案の募集・実施 

元年度実績 
○基本事務マニュアルの改訂版を作成 

○職員提案制度による事務改善提案の募集 

計画期間中の

取組の成果等 

 区の事務執行全般における基本的な知識・手順・対応を記載した「基本事

務マニュアル」を毎年度改訂し、職員に配布した。 

 職員提案制度では、平成 29 年度よりこれまでの新規事業提案、事務改善

提案に加え、特定のテーマを設定し募集することで事業の活性化を図った。 

 今後もマニュアルの改訂等により、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. 45 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○豊洲特別出張所において取扱業務を拡充するとともに、毎週水曜日の夜間

窓口実施及び第三日曜日を開庁とした 

28 年度 

○区役所本庁舎住民票異動手続き窓口および豊洲特別出張所の混雑状況をイ

ンターネット上にリアルタイムで掲載 

○豊洲特別出張所において窓口案内フロアマネージャーの配置数増 

29 年度 

○区役所本庁舎住民票異動手続き窓口および豊洲特別出張所の混雑状況をイ

ンターネット上にリアルタイムで掲載 

○クラウド型通訳システム搭載のタブレット端末を配備し、外国人来庁者に

対応 

○タブレット端末による専用地図機能を導入し、住民異動時の確認作業に対

応 

30 年度 

○窓口業務における動線確保、スペース有効活用等のため区民課住民記録係

にフリーアドレスを導入 

○クラウド型通訳システム搭載のタブレット端末配備数を拡充し、外国人来

庁者の対応を強化 

○年度末の混雑緩和のため 3 月 30 日（土）に区民課窓口での臨時開庁を実

施 

元年度計画 ○対応策の実施 

元年度実績 

○繁忙期に転出専用窓口を設け、混雑緩和に対応 

○10 連休となった GW 中にも区役所及び豊洲特別出張所に日曜窓口を開設 

○大量の住民異動届が集中する 3 月に設置している臨時窓口をこれまでの区

役所、豊洲特別出張所に加え、小松橋出張所及び南砂出張所においても開設 

計画期間中の

取組の成果等 

 毎週水曜日夜間の延長窓口、月 1 回実施の日曜窓口、3 月等の繁忙期に実

施する臨時窓口を開設するとともに区役所本庁舎区民課窓口及び豊洲特別出

張所窓口の混雑状況をインターネット上でリアルタイムで掲載し、窓口サー

ビスの向上努めた。 

 また、クラウド型通訳システム搭載のタブレット端末を配備し、外国人来

庁者への対応を強化した。 

 次期計画においても引き続き窓口サービス向上のため対応を図っていく。 

所管部課  政策経営部企画課 
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NO. 46 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において、児童手当、子ども

医療費助成、戸籍関連届出や保育所入園相談等、業務の拡大を図り、子育

て世代の多い区南部地域住民の利便性を向上する。 

 また、開庁時間の延長や窓口業務委託等により、区民サービスの向上を

図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○平成 27 年 9 月 24 日、豊洲シビックセンター開設 

○戸籍届出の一部、児童手当関連手続、子ども医療費助成、保育園入園相談

を受付開始 

○開庁時間を毎週水曜日 19:00 まで、第三日曜日を開庁とした 

○窓口業務の一部委託実施 

28 年度 
○窓口業務の一部委託を引き続き実施 

○フロアマネージャーの配置数増（2ポストから 3ポストへ） 

29 年度 ○窓口業務の一部及び案内業務の委託を引き続き実施 

30 年度 ○窓口業務の一部及び案内業務の委託を引き続き実施 

元年度計画 ○取扱業務の拡大実施 

元年度実績 

○戸籍関係の一部の届出受理、戸籍関連証明書の交付、児童手当の申請受

付、子ども医療費助成申請受付、保育園入園相談などの窓口受付を引き続き

実施 

○窓口案内業務（来所目的に応じた窓口への案内、館内情報、その他行政情

報及び地域情報の提供等）を引き続き実施 

○水曜夜間延長・日曜窓口を引き続き実施 

○大量入居に対応し 3月 8日、20 日に休日の臨時窓口を実施 

○窓口業務（入力業務等）及び窓口案内業務委託を引き続き実施 

○令和元年度 保育所入園相談実績 4,614 件 

計画期間中の

取組の成果等 

 区南部地域は子育て世代の人口が増加していることから、取り扱い業務に

ついては従前の出張所業務に加え、戸籍関係の一部の届出受理、戸籍関連証

明書の交付種類の拡充、児童手当・子ども医療費助成申請、保育園入園相談

などの窓口受付を実施し、地域住民の利便性の向上を図った。 

 また、本庁舎同様、水曜夜間延長・日曜窓口実施（一部業務を除く）とと

もに、フロアマネージャーを含む業務の一部を事業者へ委託するなど、混雑

緩和に努め、区民サービスの向上を図った。 

所管部課 

 区民部区民課 

 区民部豊洲特別出張所 

 こども未来部こども家庭支援課 

 こども未来部保育課 
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NO. 47 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 窓口業務のあり方検討 

取組方針 
 豊洲シビックセンター内出張所での業務見直しを踏まえ、区民課等の窓

口業務のあり方を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○豊洲特別出張所の委託状況の検証実施 

○委託のほか、非常勤職員の任用等検討 

28 年度 
○豊洲特別出張所における委託業務の検証 

○非常勤職員、委託職員等の任用のあり方を検討 

29 年度 ○平成 30 年度以降の窓口業務実施体制に関する検討会を開催 

30 年度 〇窓口業務実施体制検討会で策定した課内応援体制の実施および検証 

元年度計画 ○窓口業務実施体制の検討 

元年度実績 

〇窓口業務実施体制検討会で策定した課内応援体制の実施および検証 

〇大量転入対策として一時的な派遣職員の導入を実施（令和 2 年 1 月～5

月） 

〇大量転入対策として発券機の入替えを実施（令和 2年 2月） 

〇混雑緩和のため郵送対応等の協力依頼（こども家庭支援課・医療保険課） 

〇大量転入対策として休日の臨時窓口の開設 

〇年度当初の窓口混雑緩和のため人事異動職員に短期間の兼務発令（令和 2

年 4月） 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 27 年度より、業務の専門性や管理の観点から、非常勤職員の任用を

行うことで受付・入力業務を拡充した。 

平成 29 年度からは、クラウド型通訳システム、地図閲覧機能を搭載した

多機能タブレット端末を配備し、効率的・効果的な窓口業務を展開してい

る。また、窓口業務実施体制に関する検討会を実施するなど、課内応援体制

を構築し、混雑緩和を推進している。 

平成 30 年度には、フリーアドレスを導入し、執務スペースの有効活用や

労働環境の改善を図るとともに、人事異動職員への兼務発令を実施した。 

令和元年度には、発券機の入替え、休日臨時窓口の増設、派遣職員の導入

など大量転入対策を実施している。 

 次期計画においても引き続き窓口サービスの向上に取り組んでいく。 

所管部課  区民部区民課 
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NO. 48 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 給与・福利厚生関係事務の統合 

取組方針 
 区長部局と教育委員会事務局でそれぞれ行っている給与・福利厚生業務

の統合を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○検討委員会での検討の結果、平成 29 年度に統合する方針を決定 

28 年度 

○作業部会の設置 

○関係所管との調整を実施 

○想定される課題の抽出、整理、再確認の実施 

○29 年 4 月からの給与・福利厚生業務の統合を決定（29 年 4 月 1 日より実

施） 

29 年度 ○平成 29 年度より給与・福利厚生業務の統合を実施 

30 年度 （平成 29 年度に計画達成） 

元年度計画 （平成 29 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 29 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 29 年 4 月 1 日に給与・福利厚生業務の統合を実施し、計画を達成し

た。 

所管部課 
 総務部職員課 

 教育委員会事務局庶務課 
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NO. 49 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 男女共同参画推進センター相談事業の見直し 

取組方針 
 男女共同参画推進センター相談事業の委託化を視野に入れ、相談体制を

検討するとともに、相談事業の充実を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

28 年度 （平成 29 年度より計画に追加された項目） 

29 年度 

〇委託事業者選定委員会を設置 

〇公募（プロポーザル方式）により委託事業者を決定 

〇委託事業者による引継ぎ業務委託の実施（1か月） 

30 年度 〇相談業務の委託を実施 

元年度計画 （平成 30 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 30 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 委託化に伴い相談時間を拡大した。 

 （12 時～13 時、木曜の 17 時～20 時、土曜の 12 時～17 時が受付可となっ

た） 

所管部課  総務部男女共同参画推進センター 
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（３）政策形成能力を備えた職員の育成 

 

 

NO. 50 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、民間企業等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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○計画的な研修の実施 

○新規メニュー 

 ・目標管理研修を実施(平成 27 年度のみ実施) 

 ・自己啓発支援講座を 5回実施 

○東京都への研修派遣を含め、他団体等に 60 名を派遣 

28 年度 

○「江東区人材育成基本方針」及び「平成 28 年度職員研修実施計画」に基

づき研修を実施 

○東京都への研修派遣を含め、他団体等に 54 名を派遣（平成 28 年 4 月 1 日

現在） 

29 年度 

○「江東区人材育成基本方針」及び「平成 29 年度職員研修実施計画」に基

づき研修を実施 

○東京オリンピック・パラリンピック関連を含む東京都への研修派遣のほ

か、他団体等に 55 名の職員を派遣している。（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

30 年度 

○「江東区人材育成基本方針」及び「平成 30 年度職員研修実施計画」に基

づき研修を実施 

○東京オリンピック・パラリンピック関連を含む東京都への研修派遣のほ

か、他団体等に 56 名の職員を派遣（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

元年度計画 
○計画的な研修の実施 

○効果的な派遣職員の実施 

元年度実績 

○令和 2年 3月に新たな「江東区人材育成基本方針」を策定 

〇職員研修実施計画に基づき研修等を実施 

○東京オリンピック・パラリンピック関連を含む東京都への研修派遣のほ

か、他団体等に 57 名の職員を派遣（平成 31 年 4 月 1 日現在） 

計画期間中の

取組の成果等 

 「江東区人材育成基本方針」に基づき、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。 

所管部課  総務部職員課 
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NO. 51 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。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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○接遇リーダー研修を引き続き実施 

○各職場で接遇向上目標を設定し取組み 

28 年度 
○接遇リーダー研修を引き続き実施 

○各職場で接遇向上目標の設定及び自己評価の実施 

29 年度 
○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 

○各職場で接遇向上目標の設定及び自己評価の実施 

30 年度 

○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                                                                                                                        

○各職場において「平成 30 年度接遇向上目標」についての自己評価(前期）

（後期）の取組みを実施 

元年度計画 ○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 

元年度実績 

○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                                                                                                                        

○係ごとに「接遇向上目標」を設定し、半年に一度達成度を自己評価するこ

とにより職員一人ひとりの接遇意識を高めた。 

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た適切な接遇指導を行う指導者を養成

するため、接遇リーダー養成研修を実施しており、平成 29 年度からは受講

修了後一定年数経過者への再勧奨も行っている。平成 27～令和元年度まで

に 196 名が受講している。 

 また、各所属において接遇向上目標を掲げ、接遇リーダーを中心に目標達

成に向けた取り組みも継続実施しており、平成 27 年度からは評価者を接遇

リーダーとし、半年に一度達成度の自己評価を行い、接遇意識の高い職場づ

くりに取り組んだ。 

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. 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 新公会計制度の活用（再掲） 

取組方針 

 固定資産台帳の整備や複式簿記の導入を図り、平成 29 年度に平成 28 年

度決算に基づく統一的な基準による財務書類を作成する。これにより、団

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

の確保を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○固定資産台帳の整備 

○平成 28 年度決算からの複式簿記導入に向けた準備・検討 

28 年度 ○複式簿記の導入 

29 年度 ○統一的な基準による平成 28 年度決算財務書類を作成・公表 

30 年度 〇統一的な基準による平成 29 年度決算財務書類を作成・公表 

元年度計画 ○統一的な基準による財務書類の作成・公表 

元年度実績 ○統一的な基準による平成 30 年度決算財務書類を作成・公表 

計画期間中の

取組の成果等 

 固定資産台帳の整備及び統一的な基準による決算財務書類の作成により、

「江東区財政レポート」において、区が保有する固定資産の状況を減価償却

等による価値の減少も含めた詳細な分析を行い、施設の老朽化の進捗程度を

示すこと等が可能となった。加えて、固定資産台帳情報を使用料等の見直し

にも活用を図った。 

 この項目は、次期計画においても引き続き取り組み、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. 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 使用料等の見直し 

取組方針 

 決算における各施設の物件費や人件費等の維持管理コスト等を分析する

ことにより、使用料の妥当性を検証し、4 年に 1 回見直しを行うことで、受

益者負担の適正化を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○平成 26 年度決算に基づく決算分析を実施 

○分析結果を踏まえ、平成 28 年 10 月からの使用料改定は見送り 

28 年度 ○平成 27 年度決算に基づく決算分析を実施 

29 年度 ○平成 28 年度決算に基づく決算分析を実施 

30 年度 ○平成 29 年度決算に基づく決算分析を実施 

元年度計画 
○決算分析を実施 

○使用料改定に向けた検証 

元年度実績 ○平成 30 年度決算に基づく決算分析を実施し、使用料の見直し実施 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 27 年度に行った使用料等の見直し検討では改定見送りとしたが、そ

の後の決算分析の結果、維持管理コストと最大徴収使用料の乖離が拡大傾向

にあったことから、令和元年度に実施した見直し検討においては、使用料等

の改定を決定した。 

 また、新たに固定資産台帳を活用し、減価償却費を分析に含めることで、

より実態に即したコスト分析に努めた。 

 次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. 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 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。 

 子ども子育て支援新制度において、利用者負担にかかる階層区分が所得

税ベースから住民税ベースになることから、改定を実施し、併せて地域型

保育事業の保育料も新たに検討を行う。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○平成 27 年第 4回定例会で条例改正し、平成 28 年度から改定 

28 年度 

○平成 28 年度から保育料改定 

○多子軽減等の拡充に伴う負担軽減措置実施 

○次期保育料改定検討に向けて調査研究の実施 

29 年度 
○多子軽減等の拡充に伴う保育料の見直し 

○幼児教育の段階的無償化に伴う多子減免の拡充等を検討 

30 年度 
○令和元年度に予定している保育料見直しに向けて、他自治体を訪問 

〇令和元年度中の改定に向けた準備 

元年度計画 ○保育料の見直し検討 

元年度実績 
○令和 2 年度からの保育料改定に向け、保育所保育料検討委員会において、

適正な保育料について検討し、改定を決定 

計画期間中の

取組の成果等 

 令和元年 10 月以降の保育料については、幼児教育・保育の無償化に伴

い、0～2 歳児クラスの非課税世帯及び 3 歳児以上のクラスに対する保育料

を無償とした。 

 また、保育所保育料検討委員会において、令和 2 年度以降の保育料につい

て検討を行い、改定を決定した。 

 次期計画においても、定期的に保育料を見直し、受益者負担の適正化を図

る。 

所管部課  こども未来部保育課 
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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 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。 

 子ども子育て関連三法における公定価格の動向を注視しつつ区立及び私

立幼稚園等の保育料等検討委員会において情勢に応じて検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○平成 27 年第 3回定例会で条例改正し、平成 28 年度から改定 

28 年度 

○平成 28 年度から保育料改定 

○多子軽減等の拡充に伴う負担軽減措置実施 

○次期保育料改定検討に向けて調査研究の実施 

29 年度 ○平成 28 年度に保育料改定済み（4年に 1回改定） 

30 年度 〇平成 28 年度に保育料改定済み（4年に 1回改定） 

元年度計画 ○保育料の見直し検討 

元年度実績 

〇令和元年 10 月からの幼児教育・保育無償化への対応として、区立幼稚園

等の保育料を 0円とするとともに、令和 2 年 4月から開始する区立幼稚園預

かり保育料を設定 

計画期間中の

取組の成果等 

 平成 28 年に改定を行い、多子軽減等の拡充に伴う負担軽減措置等を実施

した。 

 令和元年度の幼児教育・保育の無償化に伴い、区立幼稚園等の保育料を 0

円とした。 

所管部課  教育委員会事務局学務課 
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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 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。

「納期内納税の推進」「早期納税の促進」「滞納処分の強化」の 3 つを基

本方針に、徴収対策を実施する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○納付案内センターの活用と徴収嘱託員の滞納処分前訪問により早期納税を

促進 

○滞納者への財産調査と差押強化を継続実施 

○新たな収納方法の充実 

28 年度 

○早期徴収体制の組織再編実施 

○滞納者への財産調査と差押強化を継続実施 

○他自治体との協力関係の構築 

29 年度 

○滞納者への財産調査、捜索、差押、公売の強化 

財産調査：給与等収入、預金、生命保険、不動産、自動車、ライフライン調

査を実施 

〇他自治体との連携実施 

30 年度 

○財産調査・捜索・差押・公売の強化 

財産調査：給与等収入・預金・生命保険・ライフライン調査を実施 

○他自治体との連携充実 

○区税徴収嘱託員制度の見直し 

元年度計画 

○財産調査・捜索・差押・公売の強化 

○他自治体との連携充実 

○新たな収納体制の構築 

元年度実績 

○財産調査・捜索・差押・公売の強化 

財産調査：給与等収入・預金・生命保険・ライフライン調査を実施（捜索：

9件、差押：4,544 件、公売：0件） 

○他自治体との連携充実 

・滞納ＳＴＯＰ強化月間の合同広報等を実施（東京都及び都内区市町村)、

研修実施の協力（東京都）、捜査立会人協力（東京都・23 区）、調査協力

（税務署・東京都） 

計画期間中の

取組の成果等 

 クレジットやペイジーなど収納機会を拡大し、納税環境を整えた。 

 また、徴収嘱託員制度を見直し、従来の納付案内センター業務委託に訪問

催告業務を統合し効率的な納税慫慂策を図った。これにより早期の処分着手

が可能となり差押や捜索等による滞納処分の強化が進んだ。 

 その結果、特別区民税の収納率は平成 27 年度と令和元年度の比較で、現

年度分 99.10％→99.28％、滞納繰越分 41.67％→46.77％へ向上した。 

 次期計画においても、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. 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 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。コ

ールセンターと徴収嘱託員の連携を図り、現年度分保険料の早期徴収及び

滞納繰越分の圧縮を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○コールセンター活用による早期収納対策の実施 

○口座振替受付サービスの導入及び周知事業の実施 

○収納関係組織の体制検討の継続 

28 年度 
○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

○組織を再編し、収納体制を強化 

29 年度 
○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

○係の統合及び所管業務の見直しを実施 

30 年度 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

元年度計画 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携 

元年度実績 

○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施                

〇新たな滞納を発生させないため、現年度優先納付を推進 

〇適正な資格管理のため、社会保険適用者の調査範囲を拡大 

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に加え、LINE Pay 収納を令和 2 年 6 月

からの導入に向けて準備した。 

 都合のよい場所、タイミングでスマートフォンを使って納付ができること

から、利便性が上がり、収納率向上の効果が期待できる。 

 次期計画においても、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. 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 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。コ

ールセンターと徴収嘱託員の連携を図り、現年度分保険料の早期徴収及び

滞納繰越分の圧縮を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

○普通徴収者への納付書送付を年１回に変更実施 

28 年度 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

29 年度 
○コールセンター業務の継続 

○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

30 年度 
〇コールセンター業務の継続 

○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化を実施 

元年度計画 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携 

元年度実績 
〇コールセンター業務の継続 

○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化を実施 

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、普通

徴収期間を短縮するため特別徴収への変更回数を年 4 回から 6 回へ変更し

た。 

 特別徴収者の割合は平成 27 年度と令和元年度の比較で 81.85％→86.73％

へ増加、介護保険料の収納率は同比較で、現年度分 97.46％→98.43％、滞

納繰越分 13.27％→13.38％へ向上した。 

 次期計画においても、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. 59 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 
 新制度移行による状況変化が見込まれる中、引き続き、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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 ○高額滞納者へ対面方式による納付督促実施 

28 年度 

○滞納者への督促・催告を強化 

○在園児には園において面接実施 

○卒園児に対しては電話催告を実施 

29 年度 
○滞納者への督促、催告の強化 

○高額滞納者に対する給与照会実施 

30 年度 ○滞納者への督促・催告の強化 

元年度計画 ○滞納対策の強化 

元年度実績 

○滞納者への督促・催告の強化 

 督促や催告の封筒を目立つものに変更し、同封しているお知らせは、より

分かりやすく、自主納付を促す内容に変更 

計画期間中の

取組の成果等 

 督促や催告の封筒を目立つものに変更し自主納付を促すとともに、滞納者

に対し電話での催告等を実施し収納を強化した。 

 次期計画においても様々な滞納対策を行い、収納率の向上に取り組む。 

所管部課  こども未来部保育課 
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NO. 60 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 
 新たな歳入確保に向け、広告事業のさらなる推進とともに、その他の歳

入事業の検討を行う。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 

○広告事業実施（庁舎 2F 及び出張所への広告付き庁舎案内板など） 

○駐車場使用料および自動販売機設置 

○豊洲西小学校体育館地域開放事業 

28 年度 

○広告事業実施（高齢者のためのハンドブックへの広告掲載） 

○千石一丁目の公有地を活用し、駐車場運営会社に土地の貸付を実施 

○ロケ撮影使用料等、歳入確保の一環として庁舎の目的外使用料を新規設定 

29 年度 

○広告事業実施（区ホームページへのバナー広告導入、区勢要覧への広告掲

載） 

○東砂三丁目公有地を活用し、駐車場運営会社に土地の貸付を実施 

30 年度 

○広告事業の推進、新たな事業展開の検討 

・図書館において「こどものほん（絵本）スポンサー」を導入 

・令和元年度末で協定期間満了となる「広告付周辺案内地図」等の拡充案を

検討 

元年度計画 ○新たな歳入事業の実施 

元年度実績 

○広告事業の推進、新たな事業展開を検討 

・令和元年度末で協定期間満了となる「広告付周辺案内地図」等の協定延長

（窓口モニターを１出張所追加） 

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 27 年度に豊洲西小学校体育館の地域開放

を実施したほか、平成 28 年度にはロケ使用料の新規設定を行った。 

 また、物品についても計画期間において区勢要覧や子育てハンドブックへ

の広告掲載のほか、図書館において「こどものほん（絵本）スポンサー」を

導入するなど、広告事業を全庁的に展開した。 

 次期計画においても、新たな歳入確保策の検討を行う。 

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. 61 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。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○旧竪川小学校プール跡地の利活用決定 

○旧小名木川保育園の暫定利用を決定 

28 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 

○旧小名木川保育園跡地を防災に資する公園整備用地として活用決定 

○北砂七丁目学童クラブ跡地を地域包括支援センターとして活用決定 

29 年度 ○東砂自転車保管場所跡地を民設民営保育園として活用決定 

30 年度 ○大島四丁目学童クラブ跡地を大島子ども家庭支援センターとして活用 

元年度計画 ○未利用跡地等の利活用の検討 

元年度実績 ○未利用跡地等の利活用の検討 

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、公園や保育園

等への活用が図られた。 

 次期計画においても、引き続き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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NO. 62 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 後期高齢者医療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。コ

ールセンターと徴収嘱託員の連携を図り、現年度分保険料の早期徴収及び

滞納繰越分の圧縮を図る。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○コールセンター活用による早期収納対策の実施 

○口座振替受付サービスの導入及び周知事業の実施 

28 年度 
○収納関係組織の再編に向け、事務分掌の見直し実施 

○徴収嘱託員との連携強化 

29 年度 
○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化実施 

○係の統合及び所管業務の見直しを実施 

30 年度 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化を実施 

元年度計画 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携 

元年度実績 ○コールセンターと徴収嘱託員の連携による徴収強化を実施 

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

バイルレジ収納を導入した。 

 次期計画においても、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. 63 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 庁舎等駐車場の有料化を含めた施設の有効活用の検討 

取組方針  有料化による歳入確保と、施設の有効活用を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 
○事業者のヒアリングや先行自治体の視察実施 

○実施方法の検討 

28 年度 
○実態調査、他区等調査 

○本庁舎駐車場有料化検討委員会開催 

29 年度 

○実施方法の再検討 

・先行自治体調査 

・駐車場事業者ヒアリング 

・運営スキームの検討 

・公有財産管理運用委員会、財産価格審議会への付議、可決 

30 年度 
○庁舎駐車場の有料化（平成 30 年 10 月 1 日開始） 

○総合区民センター駐車場の有料化（平成 31 年 3 月 1 日開始） 

元年度計画 （平成 30 年度に計画達成） 

元年度実績 （平成 30 年度に計画達成） 

計画期間中の

取組の成果等 

 区有財産を活用し歳入確保を図る取り組みとして、平成 30 年 10 月から区

役所庁舎駐車場を有料化した。また、平成 31 年 3 月には、総合区民センタ

ーの駐車場を有料化した。 

所管部課 

 総務部総務課 

 総務部経理課 

 区民部区民課 
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NO. 64 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 屋外スポーツ施設駐車場有料化の検討 

取組方針  有料化による歳入確保と、施設の有効活用を検討する。 

30
年
度
以
前
の
実
績 

27 年度 （平成 30 年度より計画に追加された項目） 

28 年度 （平成 30 年度より計画に追加された項目） 

29 年度 （平成 30 年度より計画に追加された項目） 

30 年度 

○庁舎、総合区民センターなどの駐車場有料化実施状況を踏まえた上で、具

体的な実施方法、時期の再検討を開始 

〇屋外スポーツ施設(新砂・潮見)の駐車場有料化を検討 

元年度計画 ○実施方法の検討 

元年度実績 
○新砂運動場と潮見野球場・庭球場の駐車場有料化に伴う駐車場料金徴収シ

ステム設置工事費を、令和 2年度予算に計上 

計画期間中の

取組の成果等 

 新砂運動場と潮見野球場・庭球場の駐車場有料化に伴う駐車場料金徴収シ

ステム設置工事費を、令和 2年度予算に計上した。 

 次期計画においても、駐車場利用料金の適切な見直しなど、歳入確保に取

り組んでいく。 

所管部課  地域振興部スポーツ振興課 
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 行財政改革計画（後期）における定員適正化計画は、技能系職員

の 退 職 不 補 充 方 針 の も と 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 職 員 数 を 

２，７５５名以内に維持する計画としました。 

職員数は、行政需要の増加等により平成２７年度においては、

前年度比１８名増の２，７７３名となりましたが、平成２８年度以

降は減員が続き、計画最終年度の令和元年度は２，７１５名で、定

員適正化計画の範囲内としました。職員数は、計画期間中で４０名

の削減となりました。 

平成８年度から令和元年
度までの削減合計

▲ 1,370

令和元年度 2,715 ▲ 5 ‐

合計 ▲ 40 ±0

2,751 ▲ 5 ‐

平成３０年度 2,720 ▲ 31 ‐

定
員

適
正
化
計
画

平成２７年度 2,773 18 ‐

平成２８年度 2,756 ▲ 17 ‐

平成２９年度

2,755 ▲ 25 ▲ 37

合計 ▲ 92 ▲ 104

定
員

適

正
化

計
画

平成２４年度 2,814 ▲ 33 ▲ 34

平成２５年度 2,780 ▲ 34 ▲ 33

平成２６年度

合計 ▲ 1,010 ▲ 680

平成１９年度 3,010
▲ 228

平成２３年度 2,847

第
二

次

平成１３年度 3,649
▲ 574 ▲ 360

平成１８年度 3,075

第
一

次

平成　８年度 3,681
▲ 436 ▲ 320

平成１３年度 3,245

職員数 （実績） （計画）
（４月１日現在）

 

Ⅲ 定員適正化の実績 
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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
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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) 前３号に掲げるもののほか、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又は委員長が欠けたときは、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。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ

ることができる。 
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（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。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年５月２６日から施行する。 

（江東区長期基本計画進行管理に関する要綱の廃止） 

２ 江東区長期基本計画進行管理に関する要綱（平成１３年６月１８日１３江

政企発第４８号）は、廃止する。 

（江東区組織改革検討委員会設置要綱の廃止） 

３ 江東区組織改革検討委員会設置要綱（平成２０年８月１５日２０江政企第

４９７号）は、廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

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、障害福祉部

長、生活支援部長、健康部長、保健所長、健康部次長、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、政策経営部計画推

進担当課長、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。 

   附 則 

 この規定は、平成２８年７月１日から施行する。 
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江東区行財政改革計画（後期） 

【平成 27～令和元年度実績版】 

 

令和 2 年 10 月  

印刷物登録番号（2） 号 

江東区政策経営部企画課 


