
2 区民自治推進 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

18.4% 17.7% 19.0% 20.0%

109 139 240 320

ー 28.2% 29.0% 30.0%

この一年間で、地域活動やボラン
ティア活動に参加した区民の割合

成果指標と目
標値

成果指標

区民が区政運営に対する意見や要望を届けるしくみとして、意見交換会やパブリックコメ
ントの手続きを整備したが、さらに有効に機能させる必要がある。

区民と区長の対話集会は、平成18年度、これまでの自由参加による方式のほかに、団体
が行う会議や行事等に出向く方式を加えた。さらに参加者層を広げる必要がある。

現状と課題

区民団体の公益活動を支援するための助成（基金からの助成・政策助成）が、一層効果的
に運用されるよう、庁内の連携を密にとるとともに、区民に両助成制度の積極的なＰＲを
行う必要がある。基金への区民・事業者からの寄付の機運を高める必要もある。

区内に主たる事務所を置くＮＰＯ法
人の数

区が区民の意見や要望を聴く姿勢を
評価している区民の割合

自治と参加のもとに発展する区政運営

分野目標

多くの区民によって、地域課題解決のための話し合いや共同行動が積極的に行われ、地域
自治が進んでいる。

区民による協働の動きが広まり、地域の団体活動が活発になって、公共サービスの多く
が、多様で豊かな民間活動によって提供されている。

区民は、必要な情報を入手することができ、区政に対し意見や提案を行なうなど、区政運
営への参加を目指す。

区政に対する区民からの意見・要望・苦情について速やかに対応し区政に対する信頼を高
めていく必要がある。

業務委託の提案制度への18年度の応募は７業務あったが、採用業務は１業務であった。
区民公益活動推進協議会からの意見も踏まえ、パイロット事業的なものも積極的に採用す
るなど、制度の見直しを図る必要がある。



16年度

115,691

376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

区民公益活動の推進 地域活動分野

-

17年度 18年度

分野のコスト（千円）

99,170

目標に対する効果取り組み

区の政策目的実現に貢献する区民団体の公益
活動への助成制度を再編し、実施する。

区民公益活動への政策助成 対象とする活動領域や助成額を広げ、より
柔軟で透明性の高い仕組みとして再編する
ことにより、区民団体の様々な活動が一層
活発に繰り広げられる。

-

-

-

19年度

322



様式３

区民自治推進

201

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

10か年
計画

18.4% 17.7% 19.0% 20.0%

長期 109 139 180 240

長期 16.5% 15.9% 14.7% 18.0% 30.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 6 10

事業概要

事業名

実績 － － 13 15

事業概要

現状と
課題

区民が区政運営に対する意見や要望を届けるしくみとして、意見交換会やパブリックコメントの手続
きを整備したが、さらに有効に機能させる必要がある。

区民団体の公益活動を支援するための助成（基金からの助成・政策助成）が、一層効果的に運用され
るよう、庁内の連携を密にとるとともに、区民に両助成制度の積極的なＰＲを行う必要がある。基金
への区民・事業者からの寄付の機運を高める必要もある。

業務委託の提案制度への18年度の応募は７業務あったが、採用業務は１業務であった。区民公益活動
推進協議会からの意見も踏まえ、パイロット事業的なものも積極的に採用するなど、制度の見直しを
図る必要がある。

自治と参加のもとに発展する区政運営

多くの区民が、公共のサービス提供主体や支え合いの担い手として活躍している。

区民公益活動推進基金からの助成

助成への応募件数

成果指標
と目標値

区内に主たる事務所を
置くＮＰＯ法人の数

この一年間で、地域活動や
ボランティア活動に参加し
た区民の割合

区民の意見や要望などが区政に反
映されていると思う区民の割合

施策目標

区民公益活動推進基金（区民や事業者からの寄付、区からの資金）から、第三者の区民公
益活動推進協議会の審査を経て、区民団体の先駆的で発展性のある公益活動に助成を行っ
ている。１８年２月に開設の公益活動情報コーナーと連携するなど、財源となる基金への
寄付も含め当該助成制度について、一層のＰＲに努める。

自治の理念や地域自治の基本的な枠組みが区民に共有され、地域の自主的な活動が積極的
に行われる地域社会となっている。

区民の意見表明

各事業部等が実施する意見交換会、パブリック・コメント手続きなどの参加の手続きにつ
いて調整・支援を行う。

意見交換会やパブリックコメント実施件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 － － ー 250

事業概要

事業名

実績 ー ー 1 3

事業概要

21,93125,984 ー

助成への申請件数

－

ー

71

16年度

84 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民公益活動への政策助成

区の業務として採用した件数

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

【新しい中野をつくる10ヵ年計画】
領域Ⅳ－１　区民の声を受け止め生かす区政の推進
主な取り組み　区民の声を幅広く受け止める区政運営
　　　　　　　区政への区民参加の推進

区の政策目的の実現に貢献する区民団体の活動への助成制度を再編し、さらに透明性が高
く効果的な制度として「区民公益活動への政策助成」を行う。

業務委託の提案制度

区民団体が、団体の特長を生かした業務の受託を区に提案し、区は、その中から区の業務
としてふさわしいものを提案団体に委託して実施する制度である。１９年度は、区民団体
を育成する観点をより強化した制度として見直しを行い、実施する。



様式３

区民の声

202

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 88.9% 87.5% 92.0% 95.0%

長期 84.4% 94.90% 86.00% 87.0%

566 334 600 800

10か年
計画 － 28.2% ー 29.0% 30.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 863 1,019 ー

事業概要

事業名

実績 2,093 2,037 ー

事業概要

施策目標

区民の困りごとや悩みなどの解決を手助けするため、弁護士による法律相談等専門相談を実施する。
また、よくある問い合わせの項目と問い合わせ先などを集約・整理した冊子「たらい回しを食い止め
るガイド」日々加除修正を行い、最新の情報を提供できるようにする。その一部をホームページの
「よくある質問」にも活用する。

区民のさまざまな意見を区長が直接聴き、区政に活かしている。

区民の声を整理、分析、共有化するしくみが整い、迅速に回答できるようになっている。

区民の声

区民から寄せられた意見等を区政運営に生かすため、区民の声、私のアイデア便、団体か
らの申し出による対話集会などを実施する。

区民の声対応件数

現状と
課題

成果指標
と目標値

各種専門相談利用者の満足度

区民の声（匿名を除く）に一
週間以内に対応できた割合

各種相談

＜主な取組み＞

専門相談利用者件数

区民と区長の対話集会は、平成18年度、これまでの自由参加による方式のほかに、団体が
行う会議や行事等に出向く方式を加えた。さらに参加者層を広げる必要がある。

区が区民の意見や要望を聴く姿
勢を評価している区民の割合

区政に対する区民からの意見・要望・苦情について速やかに対応し、区政に対する区民の
信頼をさらに高めていく必要がある。

区民の声を受け止め活かす区政

区民と区長の対話集会
の参加者数

区民が生活上の様々な問題を解決するために、気軽に利用できる各種相談窓口が整ってい
る。

各種専門相談が用意されているが、法律相談を除くと、利用件数が横ばいであり、より区
民に周知し、利用者を増加していく必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 566 334 600

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

【新しい中野をつくる10ヵ年計画】
領域Ⅳ－１　区民の声を受け止め生かす区政の推進
主な取り組み　区民の声を幅広く受け止める区政運営
　　　　　　　区政への区民参加の推進

これからの区のあり方や、区の事業、区政の課題などについて、区長が区民と直接話し合
う対話集会を、本庁舎だけでなく地域に出向いて実施している。参加自由の対話集会と、
団体が行う会議や行事等に出向いて行う対話集会の２つの方式がある。１９年度は、全地
域センターに出向いて参加自由の対話集会を実施する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

区民と区長の対話集会

19年度18年度

251

16年度

290

77,23989,707 ー

対話集会の参加者数

ー
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