
1 計画財務 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

32.2 31.7 28.2 - 40 50

59% 58% 63% - 80% 80%

- - - - - 100

9.4% 13.8% - - 10％未満 10％未満

成果指標と目
標値

現状と課題

各部のそれぞれの取り組みの中で協働すべき、横串的な区政課題テーマを解決していく原動力
が弱い。

区政目標と職員の目標管理との連携が弱い。

税制改正や今後の国の地方財政計画などにより将来の歳入見込が減少する可能性がある。

持続可能な区政を実現する計画

分野目標

区民にとって価値あるサービスが継続して提供される安定した区政運営が行われるために、区
民が納得する区政の明確な目標が設定され、区民満足度の高い効率的な行政を進めている。

「新しい中野をつくる10か年計画」の目標が着実に達成される区政運営を目指し、区民ニーズ
を十分踏まえた、区政全体で見て成果が高い政策の選択、重要事項の方針策定が行われてい
る。

１０か年計画に掲げた目標値の達成割
合

成果指標が向上した施策の割合

公債費負担比率

成果指標

ずっと住み続けたいと思う区民の割合
【10か年計画】

区政目標における指標目標値の設定について、外部評価委員会から様々な見直し指摘をもらっ
ているが、改善がなかなか進んでいない。



16年度

1,308,270

4,235区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

１０か年計画の着実な推進

区政目標の効率的達成を行うためには、目標に照ら
した職員の効果的活用を計画的に進める必要がある
ため、職員の適材適所配置と目標への貢献力が高い
職員を育成するため、中野区版コンピテンシーモデ
ルを作成し評価の基準とする。

政策の総合調整 １０か年計画の目標値を達成するために、
各部の取り組みや方法を状況に合わせて見
直し成果を高める。

１０か年計画の進捗状況を総括して目標設定の見直
しを進める。

9,849

17年度

各部

区民が納得できる区政の目標設定 各部

安定的な財政運営に向けた調整 各部

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

3,033,306 －

－

－

－

計画的な財政運営を行うことで、起債・基
金による事業経費の確保や景気動向による
影響の最小化が図られ、安定的な区政運営
を行うことができる。

あいまいであった能力評価の基準が明確に
なることで、組織的には適材適所配置に活
用すると共に、職員評価の客観性を担保で
きる。また、職員には、能力向上への指針
となり、キャリアアップに向けた支援とな
る。

人材マネジメントの推進

財政運営計画に則った予算編成等を行うとともに、
予算執行方針の徹底を図る。

財政運営

取り組み



様式３

計画財務

101

16 17 18 19 １９目標 （達成度） 21目標

長期 9.4% 13.8% - 10％未満 10％未満

長期 88 129 - 160 148

10か年 32.2% 31.7% 28.2% 30% 40%

59% 58% 63% 70% 80%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - -

事業概要

事業名

実績 123 137

事業概要

総合的に調整し選択される政策・財務

成果指標が向上した施
策の割合

区民が納得する区政の明確な目標が前年度検証の上で適切に設定されている。

施策目標

区民ニーズを十分踏まえた政策の選択、重要事項の方針の策定がされている。

　・財政調整基金積立金等５基金・・財政調整基金、社会福祉施設整備基金、
　義務教育施設整備基金、道路・公園整備基金、まちづくり基金

　・公債費負担比率・・・・公債費（借金の返済金）に充てられた一般財源の比率。
 　公債費が一般財源等の使途の自由度をどの程度制約しているかを見積もることができる

財政調整基金等５基金
積立金残高(億円）

公債費負担比率

ずっと住み続けたいと
思う区民の割合

区政目標（施策）の策定数

年度当初に、区の全ての仕事について目標を設定、公表して成果を約束して予算・組織を
編成する。事後の評価結果を生かして次の目標を修正する。

区政目標の策定・管理

区政目標における指標目標値の設定について、外部評価委員会から様々な見直し指摘をも
らっているが、改善がなかなか進んでいない。

公債費負担比率については、10％未満を目標しているが、地方債の借入先が公的資金から
民間等資金に移行していることから満期一括償還による借入が増加する予定である。その
ため、減債基金への積立金が増えるため、公債費に充てる一般財源が増加し、目標達成の
ためには、より一層計画的な起債が必要となる。

中長期的な起債・基金計画を立てることにより、持続可能な財政運営が行われている。

政策の総合調整

１０か年計画の目標値を達成するため、総合的に効果の高い政策を策定するために、区長
及び各部等との総合的な調整を行う。

-

＜主な取組み＞

成果指標
と目標値

現状と
課題

各部のそれぞれの取り組みの中で協働すべき、横串的な区政課題テーマを解決していく原
動力が弱い。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - -

事業概要

事業名

実績

事業概要

18年度

ー

-

財政運営

－

ー

197

16年度

205

60,58763,393

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

１０か年計画
　　領域Ⅳー２　　 区民満足度の高い「小さな区役所」の実現
　　主な取組み　　公会計の改革と確実な予算編成

財政運営計画に則った予算編成等を行うとともに、予算執行方針の徹底を図る。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度



様式３

人材育成戦略

102

16 17 18 19 １９目標 （達成度） 21目標

長期 - 56% 55% - 60% - 70%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 検討
策定・
試行

事業概要

持続可能な区政を実現する人材の獲得・育成・有効活用の仕組みづくり

施策目標

経営資源である人材の能力を活性化し、有効活用する仕組みが体系的に構築されている。
そのための基盤となる職員の育成と評価の基準が明確になり、有効活用のシステムが円滑
に機能している。

職員の能力開発、人事評価及び職員配置等に活用し、もって職員が能力を発揮し高い成果
を上げるために、中野区版の能力・行動基準（コンピテンシーモデル）を作成し、職員に
周知する。また、人材経営戦略の中でその活用について検討する。

成果指標
と目標値

自らの使命を明確に持
ち、主体的に職務に取
り組めたと感じる職員
の割合

＜主な取組み＞

人材マネジメントの推進

コンピテンシーモデルの活用

現状と
課題

人的資源の活用について新たな方針を持ち、長期間の推移を想定して、人材育成計画を見
直す必要がある。

職員の能力開発、職場における人材育成の具体的な指針となる基準が必要となってきてい
る。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 　 構築

事業概要

人事育成戦略の構築

人事育成戦略の構築

17年度 18年度 19年度

人材育成計画に基づき、コンピテンシーモデルを活用した人材経営戦略を構築し、将来の
職員体制に向けた人材育成・活用の工程を明らかにする。

施策のコスト（千円）

16年度

- ー ー ー

－

区の計画との関係

人材育成計画

ー区民一人あたりコスト（円） - -
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