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３３３３．．．．新庁舎における窓口ワンストップサービスの基本的な考え方新庁舎における窓口ワンストップサービスの基本的な考え方新庁舎における窓口ワンストップサービスの基本的な考え方新庁舎における窓口ワンストップサービスの基本的な考え方        
    

    市民ニーズが多様化する中、また、超高齢化社会を向える中において、市民目線に市民ニーズが多様化する中、また、超高齢化社会を向える中において、市民目線に市民ニーズが多様化する中、また、超高齢化社会を向える中において、市民目線に市民ニーズが多様化する中、また、超高齢化社会を向える中において、市民目線に

立った“おもてなし”のサービスを、効果的、効率的に提供していくことが求められ立った“おもてなし”のサービスを、効果的、効率的に提供していくことが求められ立った“おもてなし”のサービスを、効果的、効率的に提供していくことが求められ立った“おもてなし”のサービスを、効果的、効率的に提供していくことが求められ

ている。ている。ている。ている。    

また、窓口サービスにおいては、関連する手続きについて、複数の窓口を回る状況また、窓口サービスにおいては、関連する手続きについて、複数の窓口を回る状況また、窓口サービスにおいては、関連する手続きについて、複数の窓口を回る状況また、窓口サービスにおいては、関連する手続きについて、複数の窓口を回る状況

にあり、特に、“行ったり来たり”する状況も発生していることから「ワンストップにあり、特に、“行ったり来たり”する状況も発生していることから「ワンストップにあり、特に、“行ったり来たり”する状況も発生していることから「ワンストップにあり、特に、“行ったり来たり”する状況も発生していることから「ワンストップ

サービス」の確立が望まれている。サービス」の確立が望まれている。サービス」の確立が望まれている。サービス」の確立が望まれている。    

    

（（（（１１１１））））窓口のワンストップサービスの定義窓口のワンストップサービスの定義窓口のワンストップサービスの定義窓口のワンストップサービスの定義        
    

☞☞☞☞    市民市民市民市民に負担をさせないでに負担をさせないでに負担をさせないでに負担をさせないで、、、、各各各各窓口で行われる届出等窓口で行われる届出等窓口で行われる届出等窓口で行われる届出等のののの手続きが、手続きが、手続きが、手続きが、“1“1“1“1箇所箇所箇所箇所””””

かつかつかつかつ““““１回１回１回１回””””で、重複することなく手続きが完了することで、重複することなく手続きが完了することで、重複することなく手続きが完了することで、重複することなく手続きが完了することとする。とする。とする。とする。    

            

    

    

    

    

（（（（２２２２））））ワンストップサービス展開の方向性ワンストップサービス展開の方向性ワンストップサービス展開の方向性ワンストップサービス展開の方向性        
    

窓口サービス窓口サービス窓口サービス窓口サービスにおける課題を踏まえ、における課題を踏まえ、における課題を踏まえ、における課題を踏まえ、「届出等手続き」、「証明」、「相談」に「届出等手続き」、「証明」、「相談」に「届出等手続き」、「証明」、「相談」に「届出等手続き」、「証明」、「相談」に

大きく区分し、来庁者の導線を考慮しながら、主な大きく区分し、来庁者の導線を考慮しながら、主な大きく区分し、来庁者の導線を考慮しながら、主な大きく区分し、来庁者の導線を考慮しながら、主な窓口窓口窓口窓口手続きや証明書を手続きや証明書を手続きや証明書を手続きや証明書を1111箇所で箇所で箇所で箇所で

まとめてまとめてまとめてまとめて処理できる受付形態と処理できる受付形態と処理できる受付形態と処理できる受付形態とし、し、し、し、「分かりやすく・使いやすい」「分かりやすく・使いやすい」「分かりやすく・使いやすい」「分かりやすく・使いやすい」ことことことことをををを基本基本基本基本とすとすとすとす

る。る。る。る。    

なお、相談については、関係する各課の職員が連携しながら対応し、何度も移動なお、相談については、関係する各課の職員が連携しながら対応し、何度も移動なお、相談については、関係する各課の職員が連携しながら対応し、何度も移動なお、相談については、関係する各課の職員が連携しながら対応し、何度も移動

しない窓口形態を目指すこととする。しない窓口形態を目指すこととする。しない窓口形態を目指すこととする。しない窓口形態を目指すこととする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

誰にでも“利用しやすく”かつ、“分かりやすく”そして、スピード感のある誰にでも“利用しやすく”かつ、“分かりやすく”そして、スピード感のある誰にでも“利用しやすく”かつ、“分かりやすく”そして、スピード感のある誰にでも“利用しやすく”かつ、“分かりやすく”そして、スピード感のある

親切な窓口とする。親切な窓口とする。親切な窓口とする。親切な窓口とする。    

    

◆届け出など、どの窓口に行◆届け出など、どの窓口に行◆届け出など、どの窓口に行◆届け出など、どの窓口に行

けばわからない。けばわからない。けばわからない。けばわからない。    

    

◆どこの窓口の手続きが必要◆どこの窓口の手続きが必要◆どこの窓口の手続きが必要◆どこの窓口の手続きが必要

なのか分かりにくい。なのか分かりにくい。なのか分かりにくい。なのか分かりにくい。    

    

◆一つの要件で２つ以上の窓◆一つの要件で２つ以上の窓◆一つの要件で２つ以上の窓◆一つの要件で２つ以上の窓

口をまわることがある。口をまわることがある。口をまわることがある。口をまわることがある。    

    

◆手続きの仕方や書類が分か◆手続きの仕方や書類が分か◆手続きの仕方や書類が分か◆手続きの仕方や書類が分か

らない。らない。らない。らない。 

窓口サービスにおける課題窓口サービスにおける課題窓口サービスにおける課題窓口サービスにおける課題    

    

総合窓口総合窓口総合窓口総合窓口 

解決の方向性解決の方向性解決の方向性解決の方向性    

☞窓口の手続きにかか☞窓口の手続きにかか☞窓口の手続きにかか☞窓口の手続きにかか

る手間や負担の軽減る手間や負担の軽減る手間や負担の軽減る手間や負担の軽減    

☞来庁者の目的に合わ☞来庁者の目的に合わ☞来庁者の目的に合わ☞来庁者の目的に合わ

せた総合受付の設置せた総合受付の設置せた総合受付の設置せた総合受付の設置    

～ワンストップの実現～～ワンストップの実現～～ワンストップの実現～～ワンストップの実現～    

☞来庁者が不安になら☞来庁者が不安になら☞来庁者が不安になら☞来庁者が不安になら

ないための案内機能ないための案内機能ないための案内機能ないための案内機能

の充実の充実の充実の充実    

～必要な手続きを分かり～必要な手続きを分かり～必要な手続きを分かり～必要な手続きを分かり

やすく案内～やすく案内～やすく案内～やすく案内～    

☞利用しやすい環境の☞利用しやすい環境の☞利用しやすい環境の☞利用しやすい環境の

整備整備整備整備 

フロアマネージャーフロアマネージャーフロアマネージャーフロアマネージャー    

（案内係）（案内係）（案内係）（案内係） 

各課各課各課各課の相談連携の相談連携の相談連携の相談連携    

証明窓口証明窓口証明窓口証明窓口    

－－－－３５３５３５３５－－－－    
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（３）鹿沼市における窓口ワンストップサービスの形態（３）鹿沼市における窓口ワンストップサービスの形態（３）鹿沼市における窓口ワンストップサービスの形態（３）鹿沼市における窓口ワンストップサービスの形態        
    

本市の窓口は、本市の窓口は、本市の窓口は、本市の窓口は、行政サービスの種類や行政サービスの種類や行政サービスの種類や行政サービスの種類や担当課担当課担当課担当課によって、行政サービスを提供するによって、行政サービスを提供するによって、行政サービスを提供するによって、行政サービスを提供する

窓口が異な窓口が異な窓口が異な窓口が異なり、それぞれの窓口で担当者が受付処理を行っていり、それぞれの窓口で担当者が受付処理を行っていり、それぞれの窓口で担当者が受付処理を行っていり、それぞれの窓口で担当者が受付処理を行っているるるる。そのため、。そのため、。そのため、。そのため、複数複数複数複数

の行政サービスを受けたいの行政サービスを受けたいの行政サービスを受けたいの行政サービスを受けたい市民市民市民市民は、同じは、同じは、同じは、同じフロアフロアフロアフロアのいくつもの窓口を回ったりしのいくつもの窓口を回ったりしのいくつもの窓口を回ったりしのいくつもの窓口を回ったりしていていていてい

るのが現状であるるのが現状であるるのが現状であるるのが現状である。。。。    

一連の一連の一連の一連の届出・届出・届出・届出・申請・申請・申請・申請・証明証明証明証明交付交付交付交付などなどなどなどが一度の手続きで済が一度の手続きで済が一度の手続きで済が一度の手続きで済むことを基本にむことを基本にむことを基本にむことを基本に、、、、市市市市民民民民の利の利の利の利

便性の向上が図れるとともに、便性の向上が図れるとともに、便性の向上が図れるとともに、便性の向上が図れるとともに、行政側行政側行政側行政側のののの業務業務業務業務もももも効率化が図れ効率化が図れ効率化が図れ効率化が図れるようるようるようるようワンストップ化ワンストップ化ワンストップ化ワンストップ化

のののの形態は次のとおりとする。形態は次のとおりとする。形態は次のとおりとする。形態は次のとおりとする。    

        

    

＜現庁舎の窓口のイメージ＞＜現庁舎の窓口のイメージ＞＜現庁舎の窓口のイメージ＞＜現庁舎の窓口のイメージ＞            

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    ＜新庁舎で考えられるワンストップの形態＞＜新庁舎で考えられるワンストップの形態＞＜新庁舎で考えられるワンストップの形態＞＜新庁舎で考えられるワンストップの形態＞    

    

方方方方        式式式式    内内内内            容容容容    受付窓口受付窓口受付窓口受付窓口    対応職員対応職員対応職員対応職員    

関係課統合方式関係課統合方式関係課統合方式関係課統合方式    

☞ワンフロアに関係課窓口部署を集約☞ワンフロアに関係課窓口部署を集約☞ワンフロアに関係課窓口部署を集約☞ワンフロアに関係課窓口部署を集約    

☞窓口は課ごとに複数設置して手続き☞窓口は課ごとに複数設置して手続き☞窓口は課ごとに複数設置して手続き☞窓口は課ごとに複数設置して手続き    

☞集約により市民の移動範囲、時間を短縮☞集約により市民の移動範囲、時間を短縮☞集約により市民の移動範囲、時間を短縮☞集約により市民の移動範囲、時間を短縮    
    

【課題】関係部署を集約するスペースの確保【課題】関係部署を集約するスペースの確保【課題】関係部署を集約するスペースの確保【課題】関係部署を集約するスペースの確保    

手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎

に複数に複数に複数に複数    

手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎

に複数に複数に複数に複数    

後方職員ローテー後方職員ローテー後方職員ローテー後方職員ローテー

ション方式ション方式ション方式ション方式    
☞届出窓口を一本化し☞届出窓口を一本化し☞届出窓口を一本化し☞届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数、一つの窓口で複数、一つの窓口で複数、一つの窓口で複数

の手続きの手続きの手続きの手続き((((申請等申請等申請等申請等))))を行うを行うを行うを行う    

☞☞☞☞申請者は着席した状態で、申請者は着席した状態で、申請者は着席した状態で、申請者は着席した状態で、手続きに応じ手続きに応じ手続きに応じ手続きに応じ

て複数の職員がローテーションして対応て複数の職員がローテーションして対応て複数の職員がローテーションして対応て複数の職員がローテーションして対応    
    

【課題】手続きに応じた職員【課題】手続きに応じた職員【課題】手続きに応じた職員【課題】手続きに応じた職員ローテーションローテーションローテーションローテーションの確立の確立の確立の確立    

                同じ状態で多くの処理時間を要する同じ状態で多くの処理時間を要する同じ状態で多くの処理時間を要する同じ状態で多くの処理時間を要する    

1111箇所箇所箇所箇所    
手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎

に複数に複数に複数に複数    

市民市民市民市民    来庁来庁来庁来庁    市市市市    民民民民    課課課課    
 執務スペース執務スペース執務スペース執務スペース    

対応対応対応対応    

〈カウンター〉 

保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課    

こ ど も 支 援こ ど も 支 援こ ど も 支 援こ ど も 支 援 課課課課    

((((各担当課を回る各担当課を回る各担当課を回る各担当課を回る))))    

 

 

対応対応対応対応    

対応対応対応対応    

執務スペース執務スペース執務スペース執務スペース    

執務スペース執務スペース執務スペース執務スペース    

－－－－３６３６３６３６－－－－    
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ワンストップフロワンストップフロワンストップフロワンストップフロ

ア方式ア方式ア方式ア方式    

☞☞☞☞届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数

の手続きの手続きの手続きの手続き((((申請等申請等申請等申請等))))を行うを行うを行うを行う    

☞申請者は、手続きに応じてワンストップ☞申請者は、手続きに応じてワンストップ☞申請者は、手続きに応じてワンストップ☞申請者は、手続きに応じてワンストップ

エリア内の担当窓口へ移動し手続きエリア内の担当窓口へ移動し手続きエリア内の担当窓口へ移動し手続きエリア内の担当窓口へ移動し手続き    
    

【課題】的確に案内できる人材の育成【課題】的確に案内できる人材の育成【課題】的確に案内できる人材の育成【課題】的確に案内できる人材の育成    

1111箇所箇所箇所箇所    
手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎手 続 き 毎

に複数に複数に複数に複数    

一人の職員が複数一人の職員が複数一人の職員が複数一人の職員が複数

の処理を行う方式の処理を行う方式の処理を行う方式の処理を行う方式    

☞届出窓口を一本☞届出窓口を一本☞届出窓口を一本☞届出窓口を一本化し、一つの窓口で複数化し、一つの窓口で複数化し、一つの窓口で複数化し、一つの窓口で複数

の手続きの手続きの手続きの手続き((((申請等申請等申請等申請等))))を行うを行うを行うを行う    

☞固定した職員が対応☞固定した職員が対応☞固定した職員が対応☞固定した職員が対応    
    

【課題】【課題】【課題】【課題】全て対応できる専門的知識を有する職員の確保全て対応できる専門的知識を有する職員の確保全て対応できる専門的知識を有する職員の確保全て対応できる専門的知識を有する職員の確保    

1111箇所箇所箇所箇所    1111人人人人    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

新庁舎における窓口ワンストップ化の形態：新庁舎における窓口ワンストップ化の形態：新庁舎における窓口ワンストップ化の形態：新庁舎における窓口ワンストップ化の形態：ワンストップフロア方式ワンストップフロア方式ワンストップフロア方式ワンストップフロア方式 

－－－－３３３３７７７７－－－－    



        

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼沼沼沼沼市市市市市市市市新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備基基基基基基基基本本本本本本本本計計計計計計計計画画画画画画画画（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（４）４）４）４）窓口のワンストップ化の対象範囲窓口のワンストップ化の対象範囲窓口のワンストップ化の対象範囲窓口のワンストップ化の対象範囲        
   

転入や転出、転居、出生、婚姻、死亡などのライフイベントに際して同時に必要転入や転出、転居、出生、婚姻、死亡などのライフイベントに際して同時に必要転入や転出、転居、出生、婚姻、死亡などのライフイベントに際して同時に必要転入や転出、転居、出生、婚姻、死亡などのライフイベントに際して同時に必要

となる手続きをできる限り一つの窓口で、一度に確実に済ませることのできることとなる手続きをできる限り一つの窓口で、一度に確実に済ませることのできることとなる手続きをできる限り一つの窓口で、一度に確実に済ませることのできることとなる手続きをできる限り一つの窓口で、一度に確実に済ませることのできること

を基本に、「市民課」の手続きに関連する関係課の窓口業務とする。を基本に、「市民課」の手続きに関連する関係課の窓口業務とする。を基本に、「市民課」の手続きに関連する関係課の窓口業務とする。を基本に、「市民課」の手続きに関連する関係課の窓口業務とする。    

特に、特に、特に、特に、１つの届出に関連して発生する業務１つの届出に関連して発生する業務１つの届出に関連して発生する業務１つの届出に関連して発生する業務((((一つの届出で複数の窓口を利用する一つの届出で複数の窓口を利用する一つの届出で複数の窓口を利用する一つの届出で複数の窓口を利用する

場合場合場合場合))))やややや１階フロアーで取り扱うことによりサービスが向上する業務１階フロアーで取り扱うことによりサービスが向上する業務１階フロアーで取り扱うことによりサービスが向上する業務１階フロアーで取り扱うことによりサービスが向上する業務    ((((他の他の他の他のフロアフロアフロアフロア

ーに用事のある市民の用件で、主管課に出向くことなく１階で簡易に事務処理が完ーに用事のある市民の用件で、主管課に出向くことなく１階で簡易に事務処理が完ーに用事のある市民の用件で、主管課に出向くことなく１階で簡易に事務処理が完ーに用事のある市民の用件で、主管課に出向くことなく１階で簡易に事務処理が完

結する業務結する業務結する業務結する業務))))とする。とする。とする。とする。なお、関係課のワンストップに関連する窓口手続きは、課同なお、関係課のワンストップに関連する窓口手続きは、課同なお、関係課のワンストップに関連する窓口手続きは、課同なお、関係課のワンストップに関連する窓口手続きは、課同

士が連携するレイアウト（配置計画）とする。士が連携するレイアウト（配置計画）とする。士が連携するレイアウト（配置計画）とする。士が連携するレイアウト（配置計画）とする。 

   

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜市市市市    民民民民    課課課課＞＞＞＞    

    

◇転入・出生・転居・転出・死亡等住所変更◇転入・出生・転居・転出・死亡等住所変更◇転入・出生・転居・転出・死亡等住所変更◇転入・出生・転居・転出・死亡等住所変更    

◇世帯の変更に関する届け出◇世帯の変更に関する届け出◇世帯の変更に関する届け出◇世帯の変更に関する届け出    

◇戸籍に関する届け出◇戸籍に関する届け出◇戸籍に関する届け出◇戸籍に関する届け出 

異動届出異動届出異動届出異動届出関係関係関係関係    

＜こども支援＜こども支援＜こども支援＜こども支援課課課課＞＞＞＞    

＜保険年金＜保険年金＜保険年金＜保険年金課課課課＞＞＞＞    

＜健＜健＜健＜健    康康康康    課課課課＞＞＞＞    

◇国民健康保険に関する手続き◇国民健康保険に関する手続き◇国民健康保険に関する手続き◇国民健康保険に関する手続き    

◇後期高齢者医療保険に◇後期高齢者医療保険に◇後期高齢者医療保険に◇後期高齢者医療保険に関する手続関する手続関する手続関する手続

きききき    

◇国民年金に関する手続き◇国民年金に関する手続き◇国民年金に関する手続き◇国民年金に関する手続き 

◇こども医療等に関する手続き◇こども医療等に関する手続き◇こども医療等に関する手続き◇こども医療等に関する手続き    

◇児童扶養手当等に関する手続き◇児童扶養手当等に関する手続き◇児童扶養手当等に関する手続き◇児童扶養手当等に関する手続き    

◇赤ちゃん訪問に関する手続き◇赤ちゃん訪問に関する手続き◇赤ちゃん訪問に関する手続き◇赤ちゃん訪問に関する手続き    

◇予防接種・健診に関する手続き◇予防接種・健診に関する手続き◇予防接種・健診に関する手続き◇予防接種・健診に関する手続き    

＜介護保険＜介護保険＜介護保険＜介護保険課課課課＞＞＞＞    

◇◇◇◇被保険者証に関する手続き被保険者証に関する手続き被保険者証に関する手続き被保険者証に関する手続き    

その他の関係課である税務課・納税課（その他の関係課である税務課・納税課（その他の関係課である税務課・納税課（その他の関係課である税務課・納税課（市税に関する手続き市税に関する手続き市税に関する手続き市税に関する手続き））））やややや学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課

（（（（転入学の手続き転入学の手続き転入学の手続き転入学の手続き）については、窓口）については、窓口）については、窓口）については、窓口のののの連携連携連携連携を前提に効率的なを前提に効率的なを前提に効率的なを前提に効率的な配置配置配置配置ととととする。する。する。する。 

ＨＨＨＨ25252525 年度：年度：年度：年度：6,6176,6176,6176,617 件件件件    

連携件数連携件数連携件数連携件数：：：：1111,,,,241241241241 件件件件((((ＨＨＨＨ25)25)25)25)    

連携件数連携件数連携件数連携件数：：：：2,7742,7742,7742,774 件件件件((((ＨＨＨＨ25)25)25)25)    

連携件数：連携件数：連携件数：連携件数：905905905905 件件件件((((ＨＨＨＨ25)25)25)25)    

連携件数：連携件数：連携件数：連携件数：528528528528 件件件件((((ＨＨＨＨ25)25)25)25)    

－－－－３８３８３８３８－－－－    



        

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼沼沼沼沼市市市市市市市市新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備基基基基基基基基本本本本本本本本計計計計計計計計画画画画画画画画（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（５）５）５）５）窓口のワンストップに伴窓口のワンストップに伴窓口のワンストップに伴窓口のワンストップに伴うううう配置配置配置配置計画計画計画計画の基本的な考え方の基本的な考え方の基本的な考え方の基本的な考え方        
            

ワンストップの「総合窓口」を設置し、関連する課を集約配置するとともに、「証ワンストップの「総合窓口」を設置し、関連する課を集約配置するとともに、「証ワンストップの「総合窓口」を設置し、関連する課を集約配置するとともに、「証ワンストップの「総合窓口」を設置し、関連する課を集約配置するとともに、「証

明窓口」や「相談窓口」を市民目線で分かりやすく、利用しやすい配置とする。明窓口」や「相談窓口」を市民目線で分かりやすく、利用しやすい配置とする。明窓口」や「相談窓口」を市民目線で分かりやすく、利用しやすい配置とする。明窓口」や「相談窓口」を市民目線で分かりやすく、利用しやすい配置とする。    

            特に、特に、特に、特に、「ワンストップフロア「ワンストップフロア「ワンストップフロア「ワンストップフロア方式」伴う方式」伴う方式」伴う方式」伴う「市民部」及び「保健福祉部」を中心に「市民部」及び「保健福祉部」を中心に「市民部」及び「保健福祉部」を中心に「市民部」及び「保健福祉部」を中心に                

１階フロアへの配置を基本と１階フロアへの配置を基本と１階フロアへの配置を基本と１階フロアへの配置を基本とする。する。する。する。    

    

＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞＜基本的な考え方＞    
    

☛☛☛☛市民利用を考慮し、１階のエントランスホール（待合ロビー等）を前面市民利用を考慮し、１階のエントランスホール（待合ロビー等）を前面市民利用を考慮し、１階のエントランスホール（待合ロビー等）を前面市民利用を考慮し、１階のエントランスホール（待合ロビー等）を前面ににににした配した配した配した配

置とする。置とする。置とする。置とする。    

    

☛☛☛☛子どもや乳幼児を連れた市民が安心して利用できるよう、十分な待合ロビーを確子どもや乳幼児を連れた市民が安心して利用できるよう、十分な待合ロビーを確子どもや乳幼児を連れた市民が安心して利用できるよう、十分な待合ロビーを確子どもや乳幼児を連れた市民が安心して利用できるよう、十分な待合ロビーを確

保し、近接して「保し、近接して「保し、近接して「保し、近接して「キッズコーナー」なども合わせて配置する。キッズコーナー」なども合わせて配置する。キッズコーナー」なども合わせて配置する。キッズコーナー」なども合わせて配置する。    

    

☛☛☛☛窓口カウンターにおける業務スペースと執窓口カウンターにおける業務スペースと執窓口カウンターにおける業務スペースと執窓口カウンターにおける業務スペースと執務スペースの連携を考慮した配置と務スペースの連携を考慮した配置と務スペースの連携を考慮した配置と務スペースの連携を考慮した配置と

する。する。する。する。    

    

☛☛☛☛分かりやすい｢総合案内表示｣をエントランスホール付近に設け、各窓口へのスム分かりやすい｢総合案内表示｣をエントランスホール付近に設け、各窓口へのスム分かりやすい｢総合案内表示｣をエントランスホール付近に設け、各窓口へのスム分かりやすい｢総合案内表示｣をエントランスホール付近に設け、各窓口へのスム

ーズな誘導を促す案内機能をーズな誘導を促す案内機能をーズな誘導を促す案内機能をーズな誘導を促す案内機能を確保確保確保確保する。する。する。する。    

    

☛☛☛☛申請の手続きや書類への記入など、来庁者に親切でわかりやすいサービスを提供申請の手続きや書類への記入など、来庁者に親切でわかりやすいサービスを提供申請の手続きや書類への記入など、来庁者に親切でわかりやすいサービスを提供申請の手続きや書類への記入など、来庁者に親切でわかりやすいサービスを提供

するため、市民のさまざまな相談に対応できる「フロアマネージャー」を配置すするため、市民のさまざまな相談に対応できる「フロアマネージャー」を配置すするため、市民のさまざまな相談に対応できる「フロアマネージャー」を配置すするため、市民のさまざまな相談に対応できる「フロアマネージャー」を配置す

る。る。る。る。    

    

☛☛☛☛市民にわかりやすい環境を整備するため、ローカウンター仕様とする。市民にわかりやすい環境を整備するため、ローカウンター仕様とする。市民にわかりやすい環境を整備するため、ローカウンター仕様とする。市民にわかりやすい環境を整備するため、ローカウンター仕様とする。    

    

    

    

    
    

    

    

    

＜＜＜＜北九州市小倉北区役所北九州市小倉北区役所北九州市小倉北区役所北九州市小倉北区役所＞＞＞＞    

－－－－３９３９３９３９－－－－    



        

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼沼沼沼沼市市市市市市市市新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎整整整整整整整整備備備備備備備備基基基基基基基基本本本本本本本本計計計計計計計計画画画画画画画画（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

 

    

（（（（６）６）６）６）窓口ワンストッ窓口ワンストッ窓口ワンストッ窓口ワンストップサービスの全体像プサービスの全体像プサービスの全体像プサービスの全体像    ～ワンストップ化の実現に向けて～～ワンストップ化の実現に向けて～～ワンストップ化の実現に向けて～～ワンストップ化の実現に向けて～    

            

新庁舎における窓口ワンストップ化に伴う全体像のイメージ図である。新庁舎における窓口ワンストップ化に伴う全体像のイメージ図である。新庁舎における窓口ワンストップ化に伴う全体像のイメージ図である。新庁舎における窓口ワンストップ化に伴う全体像のイメージ図である。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    
    

窓口カウンター窓口カウンター窓口カウンター窓口カウンター    

窓口カウンター窓口カウンター窓口カウンター窓口カウンター    

総総総総    合合合合    窓窓窓窓    口口口口    

ワンストップフロアワンストップフロアワンストップフロアワンストップフロア 

証明書発行窓口証明書発行窓口証明書発行窓口証明書発行窓口    

市民部市民部市民部市民部    市民課市民課市民課市民課    

（住所変更届・証明等）（住所変更届・証明等）（住所変更届・証明等）（住所変更届・証明等）    

バックオバックオバックオバックオフフフフィス形式ィス形式ィス形式ィス形式 

市民部市民部市民部市民部    保険年金課保険年金課保険年金課保険年金課    

（国民健康保険・年金等）（国民健康保険・年金等）（国民健康保険・年金等）（国民健康保険・年金等）    

バックバックバックバックオオオオフフフフィス形式ィス形式ィス形式ィス形式 

保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部    こども支援課こども支援課こども支援課こども支援課    

（児童手当等）（児童手当等）（児童手当等）（児童手当等） 

保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部    介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課    

（被保険者証等）（被保険者証等）（被保険者証等）（被保険者証等）    

保健福祉部保健福祉部保健福祉部保健福祉部    健健健健    康康康康    課課課課    

（母子手帳等（母子手帳等（母子手帳等（母子手帳等）））） 

バックオバックオバックオバックオフフフフィス形式ィス形式ィス形式ィス形式 

バックオバックオバックオバックオフフフフィス形式ィス形式ィス形式ィス形式 

バックオバックオバックオバックオフフフフィス形式ィス形式ィス形式ィス形式 

その他のその他のその他のその他の    

担当課担当課担当課担当課    

    

厚生課厚生課厚生課厚生課    

障がい福障がい福障がい福障がい福

祉課祉課祉課祉課    

高齢福祉高齢福祉高齢福祉高齢福祉

課課課課    

届 出 
申 請 

フロアマネージャーフロアマネージャーフロアマネージャーフロアマネージャー    

（記載指導）（記載指導）（記載指導）（記載指導）    

ご不明な点はごご不明な点はごご不明な点はごご不明な点はご

ざいませんか？ざいませんか？ざいませんか？ざいませんか？    

総合案内総合案内総合案内総合案内    

市市市市                民民民民    

メインエントメインエントメインエントメインエント

ランスホールランスホールランスホールランスホール    

    

待待待待    合合合合    

１１１１    

２２２２    

４４４４    

５５５５    ３３３３    税務課税務課税務課税務課 

納税課納税課納税課納税課 

－－－－４０４０４０４０－－－－    

 


