
1
口座振替による支
払の中止手順の再
点検

○（現状）
　口座振替による債権者への支払を中止する場
合、口座振替支払事務取扱要領等（以下、「各要領
等」という。）に基づき、局所が中止通知書を作成し
出納課へ送付、出納課は中止通知書の内容を確
認した後、指定金融機関に中止依頼を行っている。
○（課題）
　中止通知書は、各要領等で規定された送付期限
の直前に送付されるケースが多く、送付が集中した
場合、指定金融機関の処理可能件数を超えてしま
うことが想定される。このため、支払事故の発生を
未然に防止する観点から、口座振替による支払の
中止手順について再点検を行う。

○（決定プロセス）
　出納課において、口座振替による支払
の中止の取扱状況を調査、中止手順にお
ける問題点を把握、検討

○（取組内容）
　中止状況に関する調査のほか、指定金
融機関へのヒアリング等を通じて、一連の
中止手順における再点検を実施

○（取組の成果）
　指定金融機関へヒアリングを実施
し、給与支払について、事前中止分、
当日中止分等に分類したうえで、詳細
な送付期限を再確認した。

○（今後の方向性）
　給与支払について、繁忙期において
も確実に中止処理が完了するよう、中
止通知書の送付時期を担当部署と調
整する。また、給与以外の支払につい
て、支出命令の取消等で中止対応が
可能なケースを整理する。

検討中 管理部

2
審査の質の向上と
確実な業務の推進

○（現状）
　警察出納課では、警視庁の事業が平時、非常時
を問わず円滑に遂行されるよう、会計事務処理に
おける最終審査部門として、業務の確実な遂行と
質の向上に努めている。
○（課題）
　審査の質の向上と確実な業務推進のために、局
内外関係部署との連携を更に進め、情報の共有化
と知識及び実務能力の向上を図る必要がある。

○（決定プロセス）
・局内外関係部署との連携・情報共有の
あり方について検討。
・知識及び実務能力向上を図るための取
組を検討。

○（取組内容）
　・出納課、消防出納課との連携強化のた
め、連絡調整会議の実施回数を増やすと
ともに、内容の見直しも図った。
　・局主催の実務研修へ課員全員及び警
視庁指導部門担当者が参加した。
 ・ 執務参考資料「質疑応答集」を課員全
員に配布した。
 ・ ３出納課による審査交流会を実施し
た。

○（取組の成果）
・局内外関係部署との連携強化及び
情報共有を深めることができた。
・課員の知識及び審査技術のブラッ
シュアップを図ることができた。

○（今後の方向性）
　引き続き、局内外関係部署との連携
強化を図り、課員の知識及び実務能
力向上に向けた取組を促進する。

実施中
警察・消防
出納部
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3
消防署等に対する
支援の推進

○（現状）
  消防出納課では、東京消防庁の会計事務におけ
る最終審査部門として、厳正な審査と状況に応じた
迅速・正確な支払対応に努めている。
○（課題）
　東京消防庁の事業執行が、より適正・円滑に行え
るように局内外の関係部門と連携・情報共有を行
い、消防署等の実務能力向上を図るため一層の支
援を行う必要がある。

○（決定プロセス）
・関係部門との連携・情報共有のあり方に
ついて検討。
・消防署等における必要な情報の洗い出
し。

○（取組内容）
・出納課、警察出納課とのとの連携強化
のため、連絡調整会議の実施回数を増や
し内容の見直しも行った。また、３出納課
による審査交流会を実施し情報共有を深
めた。
・消防署等に対して書類作成時のチェック
ポイントを図解した資料を提供した。

○（取組の成果）
・局内関係部署との連携強化及び情
報共有を深めることができた。
・消防署等の実務能力向上の支援を
行った。

○（今後の方向性）
　引き続き出納課、警察出納課との連
携を密にするとともに、東京消防庁検
査指導部門との連携強化を図ってい
く。

実施中
警察・消防
出納部

4
固定電話用ヘッド
セットの配布

○（現状）
　電話による照会対応が多い部署においては、通
話しながらの作業（記録を取る、資料や過去の記録
を探す等）が日常的に発生しているが、片手が受
話器で塞がれた状態でそのような作業を行わなけ
ればならないため事務として非効率である。
○（課題）
　電話による照会対応が多い部署には、事務の効
率化のため、固定電話用のマイク付きヘッドセット
を配布する必要がある。

○（決定プロセス）
　会計企画課において導入可能なヘッド
セットの機種等について検討し、局内で試
験的に導入することとした。

○（取組内容）
　試験的にヘッドセットを少数導入し、局内
の電話による照会対応が多い部署におい
て交代で使用し、その効果について検討
する。

○（取組の成果）
　総務課において２台購入し、電話対
応の多い部署において交代で使用
中。

○（今後の方向性）
　試験的な導入後、費用対効果等を
踏まえた検証を行い、今後の導入に
ついて判断する。

実施中 管理部

5
ペーパーレス会議・
打合せの推進及び
両面印刷の徹底

○（現状）
　会議や打合せにおいて、修正があった場合、資料
を作成し直し、再度時間を設けて確認を行うことか
ら非効率な業務体制となっている。また、その都度
資料を作成し直し、片面印刷で配付することから大
量の紙を消費するとともに、個々が同じ資料を所
持・保管することから保管資料が重複し、非効率的
な管理体制となっている。
○（課題）
　会議や打合せにおいてペーパーレス化や両面印
刷を推進することにより、効率的な業務体制及びコ
ストの削減を図る必要がある。

○（決定プロセス）
・局内関係部署と調整をして、ペーパーレ
ス会議に向いている会議や場所を洗い出
し、下記の取組の実施を決定した。
・また、紙の消費量を減らすという点につ
いて、より効果を高めるために、両面印刷
の徹底を同時並行で進めていくことも決定
した。
○（取組内容）
・会議室に、ＰＣの映像を映し出すための
モニターを設置し、ペーパーレス会議を実
施できる環境を整備した。
・その上で、全職員にペーパーレス会議の
積極的な実施を依頼した。
・また、両面印刷の徹底について掲示し、
取組を依頼した。

○（取組の成果）
　ペーパーレス会議の実施により、業
務の効率性が向上した。さらに、両面
印刷の徹底も実施することで、紙の消
費量を削減できた。

○（今後の方向性）
　ペーパーレス会議による成果及び
課題の洗い出しを引き続き行い、より
効果的な運用が可能となるように、改
善をしていく。

実施中 管理部
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6
消耗品調達事務の
円滑化

○（現状）
　本庁の消耗品については、局の経理担当が、一
定の在庫を、供用場所にてまとめて提供している。
在庫が不足すると、消耗品の要求者が個別に在庫
補充の要請を経理担当に行う。
○（課題）
　経理担当への要請のタイミングが不規則で、経理
担当が不在の場合、事務に滞りが生じる場合や、
請求内容がが重複し、無駄な事務が発生してい
る。そのため、消耗品の要求者と経理担当者の間
の連絡方法を工夫する必要がある。

○（決定プロセス）
・総務課経理担当において、消耗品を要
求する各課の庶務担当者間や経理担当
者との間で、相互に情報共有できる方法
を検討。
・総務課において、各課の庶務担当者の
意向を確認した上で、下記の取組の実施
を決定。

○（取組内容）
・消耗品の供用場所にホワイトボードを設
置し、不足する消耗品を、消耗品の要求
者自ら記入できるようにする。
・その上で、経理担当は、ホワイトボードを
定期的にチェックし、不足する消耗品を随
時補充する。

○（取組の成果）
・不足する消耗品の情報を、全ての職
員が共有できるため、経理担当への
補充要請の重複がなくなった。
・また、経理担当が不在の場合でも、
補充の要請が可能となり、事務の滞り
が解消された。

○（今後の方向性）
　成果が確認されたことから、今後も
運用を続けるとともに、利用について
局内に周知を続ける。

実施済 管理部

7
課内職員全員の退
庁時間の見える化

○（現状）
　公金管理課においては、退庁時間の管理につい
て、超過勤務が必要な際に課長への事前届け出を
適切に行っているところであるが、職員個々の間で
は、退庁予定時間の共有が徹底しきれていない。
　そのため、職員間の連携や調整が必要な場合等
において、各自の退庁時間を念頭に置いた上での
効率的な業務遂行が図られていないケースが見受
けられ、結果として、不必要な超過勤務が発生する
要因にもなっている。
○（課題）
　管理職以下、課内の職員の退庁予定時間につい
て、職員全員が毎日把握できるようにすることで、
定時退庁を強く意識した効果的な業務執行体制の
確立と、職員各々のタイムマネジメント能力の向上
を図る必要がある。

○（決定プロセス）
　管理職を含め、公金管理課内の職員全
員が各々の退庁予定時間について、一覧
的に共有できる方法を検討

○（取組内容）
　職員個々の当日の退庁予定時間を一覧
的に表示した「退庁予定時間ボード」を、
職員全員がよく見えるところに掲示し、課
内職員の退庁時間の「見える化」を実施

○（取組の成果）
　退庁時間の管理がより一層厳正化
されるとともに、各人が課内の職員全
員の退庁予定時間を把握、共有する
ことで、効率的かつ効果的な業務執
行が図られ、課全体の業務の生産性
向上につながり、その結果、課内全体
に定時退庁意識がより深く浸透した。

○（今後の方向性）
　公金管理課の取組において、上記
の成果が確認されたことから、会計管
理局の全ての課において同様の取組
を順次実施していく。

一部実施中 管理部
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8
検査関係書類の管
理の厳格化

○（現状）
　検査で全日出張することが多い検査担当職員
は、互いに不在職員の机の上に置く方法で検査関
係書類の受け渡しを行っている。また、出張時に持
ち運ぶ書類には取扱いを注意すべき書類も含まれ
るが、特別な運搬方法の検討がなされていなかっ
た。
○（課題）
　机上に置いて受け渡すことは、紛失リスクだけで
なく紛失時の責任の所在を曖昧にするリスクも包含
しており、また、現状の運搬方法では情報漏えいリ
スクを包含しているため、これらを解消する必要が
ある。

○（決定プロセス）
　会計企画課（検査担当）において、従来
の方法に潜むリスクを問題視。定期的に
開催する担当打合せ（担当課長同席）で
企画し、その場で実施を決定。

○（取組内容）
　施錠できる書庫と各職員の書類交換箱
を調達して受け渡す書類を全てここへ集
約し、机上には交換箱に書類があることを
示すメモのみを残す方法へ移行。また出
張時に持ち運ぶ際には施錠できるメール
バックを調達してこれに収納する方法へ
移行。

○（取組の成果）
　課題として掲げた各リスクの解消

○（今後の方向性）
　今回採用した方法の運用を重ねな
がら、新たに包含するリスクの有無を
検証していく。

実施済 管理部
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