
平成１９年度目標体系

分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

計画財務1 持続可能な区政を実現する計画

計画財務1 総合的に調整し、選択される政策・財務

計画財務 総合的に調整し、選択される政策･財務1

18 政策の総合調整

51 財政運営

880 区政目標策定・管理

人材育成戦略2 職員の能力を生かし持続可能な区政を実現する人材戦略

人材育成戦略 職員の能力を生かし持続可能な区政を実現する人材戦
略

1

881 人材マネジメントの推進

区民自治推進2 自治と参加のもとに発展する区政運営

区民自治推進1 自治と参加のもとに発展する区政運営

区民自治推進 自治と参加のもとに発展する1

9 区民自治推進

10 公益活動推進

区民の声2 区民の声を受け止め活かす区政

区民の声 区政に活きる区民の声1

11 区民と区長の対話集会

43 区民の声

44 区政世論調査

区民相談 困ったときの相談窓口2

45 各種相談

調査研究3 多面的な研究・分析に基づき展開される区政運営

調査研究1 多面的な研究・分析に基づき展開される区政運営

調査研究 多面的な研究・分析に基づき展開される区政運営1

871 調査研究

情報化推進4 　 ＩＴで築く豊かなコミュニケーション

情報計画1 　地域経営の視点に立った地域情報化の計画的・総合的な推進
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

情報計画 　 地域経営の視点に立った地域情報化の計画・総合的な推進
1

64地域情報化の計画的・総合的な推進

65情報システムの導入・運用に関する評価制度の確立

情報基盤2 　 情報を共有しすばやく働く基盤が整備されている区役所

情報基盤 　 情報を共有しすばやく働く基盤が整備されている区役所
1

68 庁内情報ネットワークシステム運用・改善

69 庁内情報化支援

874 情報系ネットワーク運用

中央電算3 　 情報系システムが安全確実に運営されている区役所

中央電算 　 情報系システムが安全確実に運営されている区役所1

70 中央電算システムの運用・再構築検討

電子手続4 いつでもどこからでもできる行政手続き

電子手続 いつでもどこからでもできる行政手続き1

71 共同運営システム運用

72 施設予約システム検討

875 電子手続拡大支援

情報安全5 安全に守られる区政の電子情報

情報安全 安心して情報の電子化を任せられる安全対策1

73 情報安全対策の実施

74 情報安全対策に関するシステム監査

75 中野区組織認証局の基盤運営

地域ＩＴ6 情報化がすすんだ活力のあるまち

地域ＩＴ 情報化がすすんだ活力のあるまち1

76 ＩＣＴの活用支援

77 ＣＡＴＶの活用

　　　　　　　　　　　　　　　　1000地域情報基盤（統合型ＧＩＳ等）の構築検討 

平和・人権・国際化5 個性を認め大切にし合うまち

平和1 平和を世界に呼びかけるまち

平和 平和を世界に呼びかけるまち1

47 平和関連事業（平和のつどい、平和展、地域平和事業）

48 平和資料展示室運営

人権2 人権が尊重されるまち
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

人権 人権が尊重されるまち1

49 人権擁護委員協議会活動支援

50 人権関係事務

国際化推進3 異文化を理解し尊重し合うまち

国際化推進 異文化を理解し尊重し合うまち1

22 諸外国との友好交流

23 国際交流協会支援

751 国際化推進

経営6 信頼できる透明で親しみやすい区政

経営1 着実に推進する区政

経営 着実に推進する区政1

21 経営管理事務

872 中野まつり

文書・情報公開2 透明性の高い区政

文書 適正かつ効率的に行われる文書事務1

30 文書管理事務

情報公開 透明性の高い区政2

26 行政委員等選任・報酬事務

27 個人情報保護制度

28 情報公開制度

法務3 行政事務を支える法務事務

法務 行政事務を支える支える法務事務1

31 法務事務

32 争訟事務

契約4 透明で公正な競争に基づく契約

契約 透明で公正な競争に基づく契約1

52 契約等経理事務

統計5 正確で活用できる統計情報

統計 正確で活用できる統計情報1

33 統計調査

34 統計調査員事務
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

35 統計事務

報道・秘書7 皆に届く分りやすい区政情報

広報1 皆に届く分かりやすい区政情報

広報 皆に届く分かりやすい区政情報1

36 区報発行

37 ホームページ

38 区政情報誌

39 広報品質評価

40 パブリシティ

41 区政情報コーナー

42 広報設備等管理運営

46 区民案内

秘書2 円滑な秘書業務

秘書 円滑な秘書業務1

15 秘書機能

16 区政功労者表彰等

人事8 地域を知り区民に役立つ職員づくり

人事1 能力を活かし成果を高める人事

人事 能力を活かし成果を高める人事1

59 人事管理

60 給与支給等

870 組織及び職員定数の管理

能力開発2 使命を自覚し自己変革する職員づくり

能力開発 使命を自覚し自己変革する職員づくり1

61 職員能力開発

福利3 職員が安心して働ける職場環境

福利 職員が安心して働ける職場環境1

62 福利厚生

63 職員健康管理

財産管理9 守り活かされる区民の財産

用地・管財1 みんなの資産を守り活用する財産管理
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

用地・管財 みんなの資産を守り活用する財産管理1

20 庁舎管理

53 財産管理(用地委員会、未利用地活用）

54 土地開発公社

55 庁有車管理

施設計画2 多様なニーズに応える区有施設

施設計画 多様なニーズに応える区有施設1

754 技術・積算管理事務

756 教育委員会施設保全計画の策定

763 施設管理者等の意識啓発

867 区長部局施設保全計画の策定

施設保全3 安全で快適な区有施設

施設保全 安全で快適な区有施設1

755 区長部局施設保全工事の実施

757 教育委員会施設保全工事の実施

760 省エネ対策の実施計画策定

庁舎保全4 安心して気持ちよく利用できる本庁舎

庁舎保全 安心して気持ちよく利用できる本庁舎1

56 庁舎維持保全

57 各種設備等の保守点検

762 グリーン電力証書制度の運用

危機管理10 危機に適切に対処できる組織体制

危機管理1 危機に適切に対処できる組織体制

危機管理 危機に適切に対処できる組織体制1

108 地域の生活安全

877 国民保護

878 地域防犯活動

防災11 災害に強いまち

災害対策1 生きのびるための備えのあるまち

災害対策 生きのびるための備えのあるまち1

79 防災会議等の運営

80 災害対策組織の整備・運用
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

82 防災情報システムの整備

84 備蓄体制の確保

85 給水体制の確保

86 避難所設備の整備

88 消防団等活動支援

地域防災2 区民が自ら守り助け合う地域

地域防災 区民が自ら守り助け合う地域1

89 防災意識の普及啓発の推進

90 地域防災住民組織活動支援

91 地域自主訓練支援

92 総合防災訓練等の推進

93 災害要援護者支援態勢の推進

94 初期消火設備の確保

災害対応3 被災者に対する的確な支援体制

災害対応 被災者に対する的確な支援体制1

87 災害救助

882 小災害対応

評価・改善推進12 明確な目標により常に改善される区政運営

評価・改善1 明確な目標により常に改善される区政運営

評価・改善 明確な目標により常に改善される区政運営1

5 組織の活性化(おもてなし運動・アイデアBOX・職員提案）

868 行政評価

869 業務改善

873 環境マネジメントシステム運用

民間開放推進2 民間との協動により成果をあげる公共サービス

民間開放推進 民間との協動により成果をあげる公共サービス1

883 民間開放推進(市場化テスト）

経営分析・公会計改革13 持続可能な区政運営に活用される経営分析

経営分析・公会計改革1 持続可能な区政運営に活用される経営分析

経営分析・公会計改革 持続可能な区政運営に活用される経営分析1

884 会計分析

885 公会計改革の推進
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

資金管理2 確実で効率的な資金管理

資金管理 財政計画に基づいた資金管理1

638 資金計画事務

639 一時借入

税務14 正確でわかりやすく公平な税

課税1 公平で正確な住民税

課税 公平で正確な住民税1

95 課税

96 未申告者の調査課税

納税2 理解して着実に納める住民税

納税 理解して着実に納める住民税1

98 滞納整理

99 収納金の適切な管理

767 徴収

768 口座振替

諸税3 適正に管理する軽自動車税・たばこ税

諸税 適正に管理する軽自動車税・たばこ税1

769 課税・納税

770 原動機付自転車等の登録・廃車

税制4 効率的でわかりやすい税制度の運用

税制 効率的でわかりやすい税制度の運用1

97 広報活動

771 電算システムの運用・改善

772 制度改正

773 調査・統計

未収金対策15 未収金の発生を防ぐ債権管理

未収金対策1 未収金の発生を防ぐ債権管理

未収金対策 未収金の発生を防ぐ債権管理1

852 未収金対策

地域活動20 活動の喜びとその実りのある地域
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

地域活動推進1 地域活動の推進

地域活動推進 地域活動の推進1

774 地域活動推進

887 公益活動情報コーナー運営

888 （仮）区民活動センター転換

地域活動支援2 実りある活動が自立して行われる地域

地域活動支援 実りある活動が自立して行われる地域1

102 地域活動支援

103 老人クラブ運営助成

886 町会・自治会活動推進

889 宿泊施設管理等

地域活動事業3 住民の自己決定と行動による地域課題の解決

地域活動事業 活発な論議と協調的行動がある地域1

104 地域団体支援

105 地域広聴・広報

地域センター4 使いやすく身近な活動の場

地域センター運営 使いやすく身近な活動の場1

106 地域センター運営

地域証明5 身近な場所で受けられる証明等のサービス

地域センター証明事務 身近な場所で受けられる証明等のサービス1

107 地域センター証明事務

戸籍住民21 円滑な社会生活を支える個人の登録と証明

戸籍1 戸籍情報の適正な管理と保護

戸籍事務 戸籍情報の適正な管理と保護1

109 戸籍事務

住民記録2 住民情報の正確な記録と保護

住民記録事務 住民情報の正確な記録と保護1

110 住民基本台帳事務

111 印鑑登録事務

112 住民基本台帳ネットワークシステム運用管理事務

113 公的個人認証事務
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

外国人登録3 外国人情報の公正な管理と保護

外国人登録事務 外国人情報の公正な管理と保護1

114 外国人登録事務

国民年金4 国民年金のわかりやすい相談と手続き

国民年金事務 国民年金のわかりやすい相談と手続き1

115 国民年金事務

証明5 利用しやすい証明等のサービス

証明事務 利用しやすい証明等のサービス1

116 証明事務

窓口改善6 迅速で効率的な窓口業務

窓口改善事務 迅速で効率的な窓口業務1

118 窓口調整・改善

産業振興22 豊かで活力ある区内産業

新産業創出1 新産業を持続的に生み出すまち

企業誘致推進 都市型産業の誘導1

891 企業誘致活動

創業促進 創業の促進2

899 創業支援

900 インキュベ－ション施設整備

にぎわい創出2 にぎわい創出

にぎわい創出 にぎわい創出1

898 にぎわい創出

地域産業活性化3 地域価値が向上するコミュニティゾ－ン

ひと・経済交流推進 ひと・経済交流の推進1

897 里・まち経済交流

商店街活性化支援 商店街活性化支援2

896 商店街活性化支援

産業振興4 知恵と力を発揮する事業者

経営支援 経営革新・市場対応力向上への支援1

894 事業資金の調達支援
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

895 産業人材の育成支援

901 経営支援

企業等連携 企業・地域・産学連携2

890 商工会館運営

893 ネットワ－クづくり

雇用・就労支援 雇用・就労支援3

892 雇用・就労支援

902 勤労福祉会館運営等

環境と暮らし23 環境へのやさしさが暮らしに生きるまち

環境保全1 地球環境の保全に取り組むまち

環境保全 地球環境の保全に取り組むまち1

779 環境保全企画調整

780 地球温暖化対策推進

里・まち連携2 幅広い地域と連携する区民の暮らし

里・まち連携 幅広い地域と連携する区民の暮らし1

903 里・まち連携

環境公害3 環境汚染のないまち

公害防止 公害から守られる区民1

297 公害等防止指導

環境調査 着実に推進される環境汚染防止2

298 環境現況調査

環境美化4 清潔で気持ちよく暮らせるまち

環境美化 清潔で気持ちよく暮らせるまち1

160 まちの美化啓発

161 カラス対策

環境行動5 環境を考え行動する区民

環境リサイクルプラザ 環境を考える暮らし1

158 環境リサイクルプラザ運営

消費生活6 確かな目をもち自立した消費者

消費生活 確かな目をもち自立した消費者1

143 消費者センター運営

2007年6月27日 10/36 ページ



分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

ごみ減量24 ごみゼロをめざすまち

ごみ減量1 ごみの発生抑制と資源化推進

３Ｒ推進 ごみを出さない生活スタイル1

167 ごみ減量企画調整

168 ごみ減量普及啓発

905 一般管理事務

906 一般廃棄物処理業の許可・指導

資源回収 資源の回収2

170 集団回収の促進

171 びん・缶の回収

172 プラスチック製容器包装の回収

173 乾電池、古布の回収

175 ペットボトルの回収

清掃事業2 着実なごみ処理

清掃事業 着実なごみ処理1

177 ごみの適正排出啓発

178 ごみの収集・運搬

区民生活部経営25 区民活動で広がる潤いや豊かさの実感できる地域社会を担う区民生
活部門の部経営

区民生活部経営1 区民生活部門の部経営

企画調整事務等 区民生活部門の部経営1

853 企画調整事務

子育て支援30 多様な援助に支えられる子育て家庭

子育てサービス1 頼りになるサービスで支えられる子育て

子育てサービス 頼りになるサービスで支えられる子育て1

180 子ども総合相談窓口運営

183 ショートステイ事業／０歳～３歳未満児

184 ショートステイ事業／ひとり親家庭児童

185 一時保育

186 病後児保育

187 年末保育

188 休日保育

189 ファミリーサポートセンター事業
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分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

786 ショートステイ事業／３歳～１５歳未満児

787 育児支援ヘルパー派遣事業

ひとり親家庭支援 頼りになるひとり親家庭支援2

190 ひとり親家庭ホームヘルプサービス

192 母子生活支援施設運営

908 母子家庭自立支援教育訓練給付金

909 母子生活支援施設整備

児童手当2 負担が軽減されている子どもの育成

児童手当 負担が軽減されている子どもの育成1

193 児童手当

194 児童育成手当

195 児童扶養手当

196 特別児童扶養手当

子ども医療助成3 負担が軽減されている子どもの医療

子ども医療助成 負担が軽減されている子どもの医療1

198 乳幼児医療費助成

199 ひとり親家庭等医療費助成

200 入院助産

907 子ども医療費助成

私立幼稚園等補助4 負担が軽減されている子どもの教育

私立幼稚園等補助 負担が軽減されている子どもの教育1

201 私立幼稚園等保護者補助

202 私立幼稚園等就園奨励補助

203 私立幼稚園等入園料補助

204 私立幼稚園等園児の集い補助

205 私立幼稚園等振興補助

206 外国人学校保護者補助

788 私立幼稚園預かり保育推進補助

子ども家庭支援センター5 受け止められる親子の悩み

子ども家庭支援センター 受け止められる親子の悩み1

181 子ども家庭支援センター運営

子ども健康31 健康な心と体が育まれる子どもたち

子ども医療1 安心して受けられる子どもの医療

2007年6月27日 12/36 ページ



分野名 施策名 事務事業名 事業名（事業メニュー名）

子ども医療 安心して受けられる子どもの医療1

219 母子保健医療費等助成

220 大気汚染健康障害医療費助成審査

222 小児初期救急医療体制

910 食育の推進

911 出産・育児保健の推進

発達支援2 大切にされる子どもたちの豊かな発達

発達支援 大切にされる子どもたちの豊かな発達1

223 療育センターアポロ園運営・支援等

912 発達支援ネットワーク構築

出産・育児支援32 不安のない出産・育児

出産・育児支援1 不安のない出産・育児

出産・育児支援 不安のない出産・育児1

209 妊産婦保健指導

210 妊婦健康診査

211 母親学級・両親学級

212 乳幼児健康診査

213 幼児歯科健康診査

214 育児支援

215 個別相談・訪問

216 栄養指導

217 健康学習

218 公害等健康相談

保育園・幼稚園33 安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

保育園・幼稚園1 安心で頼りになる環境で過ごす子どもたち

区立保育園 安全で快適に過ごせる保育園1

236 区立保育園運営

237 保育園関係事務費等

区立幼稚園 安全で快適に過ごせる幼稚園2

238 区立幼稚園管理事務

791 区立保育園営繕等

792 区立幼稚園営繕等

入園相談2 誰もが利用できる保育サービス
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入園相談 誰もが利用できる保育1

224 認可保育園入所事務

225 区立幼稚園入園事務

民間保育3 多様で選択できる保育サービス

民間保育 多様で選択できる保育サービス1

226 児童の保育委託

227 家庭福祉員

229 保育室

230 認証保育所

790 指定管理者園運営

保育計画4 整えられる保育環境

保育計画 整えられる保育環境1

231 区立保育園民営化

保育指導5 高い保育水準で運営される保育園

保育指導 高い保育水準で運営される保育園1

234 保育園子育て教室

235 乳幼児ふれあい体験事業

789 保育園運営指導

幼児研究センター6 質の高い幼児教育・保育

幼児研究センター 質の高い幼児教育・保育1

915 幼児研究センター運営

認定子ども園7 整えられる幼児教育環境

認定子ども園 整えられる幼児教育環境1

913 区立幼稚園の認定子ども園への転換

914 認定子ども園の推進

子ども育成34 見守られる子どもたちの成長

育成活動支援1 地域で見守る子どもたち

育成活動支援 地域で見守る子どもたち1

242 地区教育懇談会

243 青少年委員活動

244 家庭・地域教育学級

245 区民カレッジ講座（子ども関連）
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793 青少年育成事業

794 子育てステップアップ支援事業

920 乳幼児親子支援活動助成

健全育成 さまざまな体験を通じて成長する子どもたち2

254 親子農園

255 少年自然体験講座

256 子どもの参画推進事業

257 成人のつどい

地域子ども施設運営2 のびのびと遊び交流する子どもたち

地域子ども施設運営 のびのびと遊び交流する子どもたち1

250 児童館運営

251 学童クラブ事業

252 学童クラブ運営

796 児童館事業

797 児童館･学童クラブ営繕等

984 民間学童クラブ運営補助

地域子ども施設連携3 整えられる子育て・子育ち環境

地域子ども施設連携 整えられる子育て・子育ち環境1

916 地域子育てネットワーク構築

919 地域子ども家庭支援センター開設準備

983 学校・地域連携事業推進

男女平等35 性別にかかわりなく共に参画して築く社会

男女共同参画1 性別にかかわりなく共に参画して築く社会

男女共同参画 性別にかかわりなく共に参画して築く社会1

798 男女共同参画施策推進

799 男女共同参画センター管理運営

985 男女共同参画に関する取組み・支援

子ども家庭部経営36 みんなの力で子どもがすくすく育つまちを担う子ども家庭部門の経営

子ども家庭部経営1 事業を支える効率的な部門の経営

子ども家庭部経営 事業を支える効率的な部門の経営1

179 部の経営企画

857 私学事務

858 子育て情報発信
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922 次世代育成支援対策推進

子ども施設整備2 快適と安全が保たれている子どもの施設

子ども施設整備 快適と安全が保たれている子どもの施設1

747 子ども施設整備調整

保健予防40 健康不安のない地域社会

保健予防1 健康危機から守られる地域社会(名称変更)

予防対策 予防対策が充実したまち1

267 保健予防推進（健康危機管理含む）

268 衛生統計調査等

269 定期予防接種

270 高齢者インフルエンザ予防接種

278 精神障害者の医療保護入院に関わる区長同意

279 精神保健法の第２４条の通報の受理

923 保健所研修生受入調整事務

926 特定給食施設指導

987 特定用途食品・保健機能食品・栄養表示相談

988 国民健康・栄養調査

感染予防 感染症がまん延しないまち2

271 感染症対策

272 エイズ等性感染症予防普及

結核予防2 結核登録者数の少ない地域社会

結核予防 結核患者が発生しないまち1

280 住民検診

281 結核対策推進事業

結核医療 結核登録患者が少ないまち2

282 保健指導

283 結核診査会（医療費公費負担）

986 服薬確認推進事業

試験検査3 的確な検査情報で安心な暮らし

試験検査 身近で信頼できる試験検査1

284 衛生検査

生活衛生41 暮らしの衛生が守られるまちの推進
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生活衛生1 区民自らが守る暮らしの衛生

学習支援 生活衛生情報が確実に利用されているまち1

286 生活衛生推進

287 消費者団体、事業者団体の学習活動支援

288 保健所の管理運営

929 免許証経由事務

適正管理 動物やあき地が適切に管理されているまち2

292 狂犬病の予防・動物の適正飼養

296 害虫防除・あき地の管理適正化指導

928 ペットなどと共存する暮らしの推進

食品衛生2 食品衛生に不安のない暮らし

食品監視 食中毒などの健康被害がない生活1

293 食品衛生監視

安全確保 みんなで進める食品の安全確保2

294 食品の安全確保対策の推進

環境衛生3 安全・快適・清潔な暮らし

医務薬事 安心できる医療と薬事1

289 医療監視

290 薬事監視・家庭用品監視

環境衛生 安全で快適な環境衛生施設2

295 環境衛生監視

健康・高齢42 健康づくりと高齢者の介護予防を進める地域社会

健康・高齢福祉1 健康な区民、いきいきと暮らす高齢者

高齢者事業 健康でいきいきとした高齢者1

312 高齢者農園

344 はつらつ体操

368 敬老事業

369 いきいき入浴

941 戦没者特別弔慰金等事業

942 シルバーパス

997 健康・高齢福祉推進

在宅福祉事業 高齢者の在宅介護を支える福祉サービス2
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374 おむつサービス

377 三療サービス

379 見守り・緊急通報システム

380 火災安全システム

381 自立支援住宅改修・日常生活用具給付

383 訪問食事サービス

938 徘徊高齢者探索サービス

995 ふれあい食事サービス

996 紙おむつサービス

健康推進2 連携して進める健康づくり

健康推進 区民が取り組む健康づくり運動1

931 健康づくりの普及推進

933 健康づくりの連携推進

地域医療 地域医療の推進2

303 かかりつけ歯科医療連携推進

304 障害児（者）歯科医療

305 在宅医療推進支援

306 休日医療

区民健診3 生活習慣を改善し、健康の自己管理を行う区民

区民健診 疾病の早期発見1

321 成人歯科健診

800 健康診査・がん検診

生活習慣改善 健康管理の支援2

322 健診事業精度管理

323 生活習慣病等予防

地域支援(介護予防)4 介護予防で自立を保持する高齢者

介護予防 機能の維持向上に取り組む高齢者1

989 介護予防特定高齢者事業

991 高齢者把握事業

992 訪問型介護予防事業

高齢者健康づくり みんなで取り組む介護予防の推進3

990 家族介護教室

993 介護予防普及啓発事業

994 健康・生きがいづくり事業
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地域ケア43 包括的地域ケア体制の推進

保健福祉活動推進1 地域の保健福祉を担い支えあう区民

自主活動支援 拡がる自主活動1

325 保健福祉活動推進

328 地域福祉活動支援事業

330 社会福祉会館管理

332 福祉サービス事業団

ﾈｯﾄﾜｰｸの構築 拡がる支えあいのネットワーク2

327 社会福祉協議会援助

333 民生児童委員による地域活動

364 地域支えあいネットワーク推進

366 ひとり暮らし高齢者確認調査

権利擁護推進2 権利擁護のしくみに守られる区民

権利擁護推進 使いやすい権利擁護のしくみ1

335 権利擁護事業支援

971 成年後見制度推進事業

982 高齢者成年後見制度利用支援

高齢者専門相談 高齢者虐待防止や困難事例の専門相談2

376 高齢者施設措置

388 緊急一時宿泊事業

917 認知症・虐待防止等相談支援

苦情調整 それぞれの機関で苦情調整される保健福祉サービス3

337 福祉サービス苦情調整委員

956 民間福祉サービス紛争調整事業

地域支援（地域ケア）3 地域包括ケア体制で支えられる区民

地域ケア 地域包括支援センターで展開される地域ケア1

364 地域支えあいネットワーク推進

859 地域包括支援センター運営協議会

918 地域包括支援センター運営委託(担当者会、従事者研修等)

地域保健福祉44 地域で支えあう保健・福祉・医療

支えあい支援1 地域支えあい活動支援

支えあい支援 地域支えあい活動支援1
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310 高齢者会館運営

311 高齢者福祉センター運営

346 保健福祉センター運営

351 地域保健福祉相談

921 地域支えあいネットワーク運営支援

健康支援2 地域で取り組む健康づくり

健康増進 地域健康づくり相談・指導1

340 地域健康学習支援

341 口腔保健

342 小規模企業勤労者等健康診査

801 地域栄養活動支援

924 骨密度相談

心の健康 心の健康づくり2

352 難病患者相談・支援

355 精神障害者相談・支援

356 高齢者精神保健相談・支援

357 精神障害回復者社会生活適応訓練（デイケア）

地域支援3 地域包括支援センター運営（直営）・支援

地域支援 地域包括支援センター運営（直営）・支援1

925 管理事務

障害福祉45 障害者が安心して暮らせる地域社会

障害者社会参画1 自立し社会に参画する障害者

障害者社会参画 自立し社会に参画する障害者1

392 障害福祉推進

394 障害者福祉事業団運営助成

395 障害者社会参加推進

396 障害者地域生活支援

402 障害者の雇用促進

927 障害福祉計画策定・障害者自立支援全体調整

障害者福祉事業2 在宅で暮らし続けられる障害者

障害者手当等 障害者の各種手当等1

412 各種手当・見舞金

414 更生医療給付等
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障害者生活援助 障害者の暮らしを支える日常生活援助2

423 補装具給付・日常生活用具等給付

424 日常生活援助サービス

427 難病患者等生活援助サービス

障害福祉サービス3 安心して利用できる障害福祉サービス

障害福祉サービス事業 障害者の自立生活を支える障害者福祉サービス1

428 介護給付・訓練等給付

930 高額障害福祉サービス費給付

旧法施設支援 障害者の施設利用を支える障害福祉サービス等2

439 知的障害者施設措置

440 身体障害者施設支援

441 知的障害者施設支援

地域生活支援事業 障害者の地域生活を支える福祉サービス3

967 移動支援

978 更生訓練等

障害者相談・支援決定4 安心してサービスを利用する障害者

障害者相談・支援 障害者の福祉相談・支援1

348 障害者相談・支援

935 障害者地域自立生活支援センターの運営支援

サービス支給決定 障害者福祉サービスの支給・決定2

936 身体障害者・知的障害者調査・支給決定

937 障害程度区分判定審査会

障害者施設5 様々な障害者施設への支援・対策

障害者施設 障害者がサービスを選択できる基盤整備1

405 民営福祉作業所運営助成

406 障害者福祉作業施設

407 障害児(者)通所訓練事業助成

408 精神障害者共同作業所等

469 障害児地域生活支援

803 障害者グループホーム支援

932 障害施設推進

934 知的障害者通所援護施設運営支援

障害者福祉会館6 生き生きと地域社会で生活する障害者
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会館運営 地域施設の利用をすすめる障害者1

442 会館運営

443 障害者相談

444 送迎バスの運行

446 生活寮等の運営

448 障害者短期入所支援

964 日中一時支援

リハビリ 質の高い地域生活を目指す身体障害者2

449 自立訓練

450 自助具・補装具相談、保健相談

451 講座・講習、自主活動支援

454 入浴サービス

965 身体障害者地域活動支援

生活介護 日常活動の場に通所し成長する重度障害者3

455 生活介護

456 家族との連携

かみさぎこぶし園 日常活動の場に通所し成長する重度知的障害者4

457 かみさぎこぶし園

就労施設7 障害者に用意される就労の場

弥生福祉作業所 就労し自立を高める知的障害者1

458 福祉作業所運営

中野福祉作業所 就労し自立を高める障害者2

462 福祉作業所運営

精神障害者支援8 自立した生活をめざす精神障害者

社会復帰支援 社会生活への復帰を目指す精神障害者1

466 精神障害者社会復帰センター運営

地域生活支援 生き生きと地域社会で生活する精神障害者2

468 精神障害者地域生活支援センター運営

生活援護46 困窮から守られる暮らし

生活保護1 困窮から守られる暮らし

生活保護 経済的な基盤が保障される暮らし1

472 生活援護推進
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473 生活保護

法外援護等 困難なときに支援のある暮らし2

474 生活相談

475 生活保護世帯への法外援護

476 婦人相談及び緊急一時保護

477 路上生活者対策

478 行旅死亡人・病人への援護

福祉資金2 自立を助ける福祉資金

福祉資金 自立を助ける福祉資金1

479 生業資金

480 応急資金

481 奨学金

482 入院資金

483 女性福祉資金

484 資産活用福祉資金

485 東京都母子福祉資金

保険医療47 保険・医療制度を利用し安心して暮らす区民

国保運営1 わかりやすい国民健康保険制度の運営

制度運営 制度運営を支えるしくみ1

491 国民健康保険運営協議会

492 国民健康保険事業推進

493 広報活動

804 連合会負担金

資格賦課 わかりやすく正しい加入のしくみ2

486 資格管理

487 保険料賦課

保険料納付 支えあい理解して納める保険料3

488 収納管理

490 滞納整理

国保給付2 国民健康保険加入者の誰もが公正に受けられる保険給付

療養諸費 誰もが公平に受けられる保険給付1

805 一般被保険者療養給付費

806 退職被保険者等療養給付費
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807 一般被保険者療養費

808 退職被保険者等療養費

809 審査支払手数料

高額療養 誰もが公平に受けられる高額給付2

810 一般被保険者高額療養費

811 退職被保険者等高額療養費

移送 誰もが公平に受けられる移送給付3

812 一般被保険者移送費

813 退職被保険者等移送費

出産育児諸費 誰もが公平に受けられる出産給付4

814 出産育児一時金

葬祭諸費 誰もが公平に受けられる葬祭給付5

815 葬祭費

結核・精神医療給付 誰もが公平に受けられる結核・精神給付6

496 結核・精神医療給付金

給付事務 適正な保険給付のしくみ7

495 給付事務

保健事業3 健康でいきいきと暮らす国民健康保険加入者

保健事業 自ら健康を確保する加入者1

494 健康管理の促進事業

老人保健医療4 医療制度を利用し健康を確保する高齢者

老人保健医療 適切な医療を受けている高齢者1

503 医療給付

504 医療費支給

505 審査支払手数料

老人保健医療制度運営5 わかりやすい老人保健医療制度の運営

制度運営 わかりやすく適正な制度運営1

509 東京都老人医療費助成

817 医療制度運営

医療制度改革7 医療制度改革の推進

後期高齢者医療 後期高齢者医療制度施行準備1

969 後期高齢者医療制度施行準備
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特定健診・保健指導 特定健診・保健指導事業準備2

970 特定健診・保健指導事業準備

介護保険48 介護保険を活用し住み慣れた地域で生活する区民

制度運営1 安心して利用する介護保険

制度管理 安定した制度運営1

512 介護保険推進

514 介護保険事業計画等

515 システム管理

賦課・徴収 介護保険財政を支える被保険者2

517 資格管理

518 保険料賦課・徴収

介護認定 適正・迅速な認定を受ける区民3

818 介護認定

事業者指導調整 安心してサービスを利用する要介護等認定者5

516 苦情調整

820 事業者指導・検査

保険給付2 必要な介護サービスを利用し地域で暮らし続ける要介護等
認定者

保険給付 必要な介護サービスを利用する要介護等認定者1

523 介護サービス費給付

524 高額介護サービス費給付

525 特別給付

939 給付確認

940 住宅改修理由書作成助成

972 特定入所者介護サービス費

審査支払 サービス利用に即した介護報酬の支払い2

526 審査支払

給付事務 円滑な給付を受ける要介護認定者3

819 介護給付事務

利用者支援 安心して利用できる介護サービス4

534 介護サービス利用者支援

運営支援4 介護保険運営の支援

介護サービス支援 介護保険運営の支援1
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943 介護サービス事業者育成・支援

944 介護サービス基盤整備支援

945 事業者運営助成

介護保険基盤整備 必要で十分な質の高いサービスが利用できる高齢者3

998 事業者指定管理

保健福祉部経営50 保健・福祉・医療が効果的に連携する部経営

保健福祉部経営1 保健・福祉・医療が効果的に連携する部経営

経営 部の経営企画1

266 部の経営

企画調整 保健・福祉・医療が効果的に連携する企画2

326 保健福祉審議会

338 福祉総合システム

975 部の企画調整

都市計画60 快適で調和のあるまちづくり

部経営1 効率的に推進する部経営

部経営 効率的に推進する部経営1

977 部の経営

まちづくり調整2 調和をめざすまち

まちづくり調整 調和をめざすまち1

538 都市計画審議会運営

540 建築審査会運営

624 建築紛争予防調整

625 建築紛争調停委員会運営

626 国土利用計画法届出受理

627 地価公示等閲覧

都市計画3 適切な土地利用

都市計画 適切な土地利用の誘導1

543 都市計画の決定

544 開発行為許可手続き

546 震災復興市民組織育成

828 住宅まちづくり総合支援

980 土地利用計画
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都市施設4 着実に進める都市施設

都市施設 着実に進める都市施設1

547 都市施設

548 都市計画道路整備

549 バリアフリー計画

551 交差点改良

552 東中野駅前広場整備

553 既存駅・駅周辺機能改善計画

554 生活道路整備構想

南部地域まちづくり61 南部地域のまちづくり

南部地域まちづくり1 南部地域のまちづくり

南部地域まちづくり 南部地域のまちづくり1

617 南台四丁目地区地区計画・整備

619 南台一・二丁目、弥生町地区地区計画・整備

621 共同化支援

622 地区計画区域内建築物審査

623 まちづくり事業住宅等管理

976 地域まちづくり支援

中部地域まちづくり62 中部地域のまちづくり

中部地域まちづくり1 中部地域のまちづくり

中部地域まちづくり 中部地域のまちづくり1

542 東中野駅周辺のまちづくり

621 共同化支援

622 地区計画区域内建築物審査

974 地域まちづくり支援

北部地域まちづくり63 北部地域のまちづくり

北部地域まちづくり1 北部地域のまちづくり

北部地域まちづくり 北部地域のまちづくり1

539 上鷺宮地域のまちづくり

618 平和の森公園周辺地区地区計画・整備

620 環状７号線中野地区地区計画・整備

621 共同化支援
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622 地区計画区域内建築物審査

629 西武新宿線沿線まちづくり構想・計画策定

838 西武新宿線と道路の立体交差化

973 地域まちづくり支援

土木・交通64 快適に管理された道路交通空間

道路管理1 快適に管理された道路・河川

道路管理 快適に管理された道路1

555 道路占用

556 道路監察

道路境界 境界のはっきりした道路2

821 道路境界

土木防災 災害に備えた道路・河川管理3

562 河川情報システム

822 水害等災害対策

981 橋梁拡幅整備

交通安全対策2 誰もが便利で安全に行き交うまち

交通施設 便利でやさしい交通環境1

579 地域交通整備

580 自転車駐車場運営

交通安全啓発 交通ルールが守られているまち2

581 交通安全啓発

582 交通安全教育

583 放置自転車対策

公園・道路65 みどりが守られ快適に保守整備された公園・道路空間

公園緑地1 みどりが守られみどりの豊かさが感じられるまち

公園整備 広がるやすらぎとゆとりの公園空間1

584 公園計画

585 公園新設

586 公園改良

公園管理 快適に管理された公園・道のみどり2

587 公園施設管理

588 樹木管理
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589 公園清掃

590 公園利用指導

591 平和の森公園管理

592 哲学堂公園管理

879 公園緑地管理事務

緑化推進 みどりの豊かさが感じられるまち3

162 屋上緑化助成等

163 みどりの協定

164 生け垣等設置助成

165 保護樹木等助成

166 緑化推進啓発

593 屋上緑化推進

594 ビオトープ計画

595 緑化計画運営

道路保守整備2 快適に保守整備された道路・河川

道路維持 快適に保守整備された道路1

567 街路灯維持管理

568 土木詰所維持管理

569 私道整備

823 道路橋梁維持

999 道路管理事務

道路整備 安全で人にやさしい道路2

574 受託事業

824 道路橋梁改良

生活道路整備 生活（狭あい）道路の拡幅整備3

575 生活道路拡幅整備

河川維持 快適に保守整備された河川4

578 護岸補修

825 河川溝渠維持

建築66 秩序ある安全な建物のまち

建築行政1 秩序ある建物づくり

建築行政 秩序ある建物づくり1

605 住居表示

606 建築確認指導・審査
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607 建築確認申請受付・諸証明

608 中間・完了検査

611 違反建築物是正指導

614 省エネ建築物指導

615 建設リサイクル法指導

826 建築調査

建築指導2 安全な建物づくり

建築指導 安全な建物づくり1

596 建築基準法上の道路判定

597 道路位置の指定・変更・廃止

598 共同住宅建築指導

600 福祉のまちづくりの事前協議

609 雑居ビル等改善指導

610 定期報告制度の充実

612 耐震補強等支援事業の推進

827 ビル落下物、ブロック塀等の改善指導

950 高床助成

住宅67 快適に暮らせる住まいのあるまち

住宅施策1 快適に暮らせる住環境・住まい

住宅計画 快適に暮らせる住環境・住まいづくり1

829 住宅の整備・誘導

963 住宅マスタープラン

住まいづくり支援 多様な世代が住み続けられる住宅支援2

601 分譲マンション支援

602 住宅資金等融資あっ旋

 

住宅運営2 安心して住み続けられる住まい

住み替え支援 住み替え支援1

154 都営住宅地元割当て募集

979 住宅相談・居住安定支援

区営住宅 区営住宅2

149 区営住宅管理運営

福祉住宅・アパート 福祉住宅・アパート3
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831 福祉住宅・アパート管理運営

832 退去者支援

区民（借上げ）住宅 区民（借上げ）住宅4

152 区民（借上げ）住宅管理運営

会計管理70 区民財産の適正な管理

会計管理1 会計事務の適正な執行

会計管理 適正かつ迅速に執行されている会計事務1

631 会計指導・審査

633 金銭出納

634 物品管理

636 会計システム・決算調製

637 室の経営企画

電子納付 多様にある税金等の納付方法2

839 収納方法等の多様化

学校教育80 自立し多様な価値観をうけとめる未来の市民を送り出す学校

学校・地域連携1 学校と地域との連携による多様な事業の展開

学校・地域連携 学校と地域との連携による多様な事業の展開1

728 小中学校体育施設開放

961 学校安全危機管理

962 学校教育企画調整

968 地域連携事業調整

学校教育2 多様な教育が受けられ、生きる力を育む学校

学習指導 一人ひとりの児童・生徒に応じた学習指導1

661 教育人事

665 日本語適応事業

666 少人数指導の推進

667 教育研究助成

669 学力向上の方策の検討･実施

670 教育指導（教科書事務等）

671 特色ある学校づくり推進

678 人権尊重教育

679 国際理解教育

680 環境教育
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840 教員の人材育成及び確保

心の教育 心を育む教育と相談2

689 心の教育推進事業

690 生活指導相談事業

691 適応指導教室運営事業

692 教育センター運営

学校経営3 地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校

学校経営 地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校1

705 外部評価制度

706 学校評議員

707 道徳授業地区公開講座

708 部活動のあり方

841 長期授業公開制度

教育機会4 教育機会の保障

教育機会 教育機会の保障1

662 就学事務

663 就学奨励

672 障害児就学相談

673 特別支援学級運営

674 肢体不自由学級運営

675 障害児生活指導

676 幼稚園管理（介助員等の配置）

677 ※就学事務（幼稚園関連）

952 特別支援教育

体験学習5 多様な可能性をひらく豊かな体験の場

体験学習 多様な可能性をひらく豊かな体験の場1

681 移動教室

682 夏季学園

683 修学旅行

684 音楽鑑賞教室

685 連合行事（文化）

686 連合行事（体育）

687 水泳指導補助

688 校外施設管理

842 活動支援
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953 職場体験

学校健康推進6 健やかな身体を育む学校

学校保健 健康を守る学校保健1

693 健康づくり推進支援

694 学校医報酬

695 学校保健運営

696 健康診断

697 ※学校医報酬（幼稚園関連）

698 ※学校保健運営（幼稚園関連）

699 ※健康診断（幼稚園関連）

学校給食 健康と正しい食習慣を育む学校給食2

700 給食維持管理

701 備品買い替え整備

703 給食調理業務の委託

704 栄養業務の委託

960 食育支援

学校体育 体力を高める学校体育3

843 体力向上プログラム

生涯学習81 新しい自分や仲間に出会い地域とつながる生涯学習・スポーツ

企画調整1 実り豊かな学習･スポーツの機会創出

企画調整 実り豊かな学習･スポーツの機会創出1

709 企画調整

710 社会教育委員

711 生涯学習情報提供

959 指定管理者調整

文化芸術 人を育む文化芸術活動2

958 文化芸術活動

生涯学習支援2 主体的に生涯学習活動を行う区民

生涯学習支援 主体的に生涯学習活動を行う区民1

719 ことぶき大学・大学院

720 社会教育訪問学級

721 いずみ教室

729 常葉サマースクール
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730 地区教育懇談会（事務局は子ども家庭部）

844 社会教育相談･活動支援

954 ※子ども関連事業（補助執行事業）

957 文化施設調整

スポーツ3 主体的にスポーツ活動を行う区民

スポーツ 主体的にスポーツ活動を行う区民1

722 地域スポーツクラブ

723 体育指導委員

724 都民体育大会等代表選手派遣

725 スポーツ団体援助

727 地域生涯学習館

955 スポーツ事業

966 スポーツ施設調整

歴史民俗資料館4 伝え守られる歴史民俗と文化財

歴史民俗資料館 伝え守られる歴史民俗と文化財1

740 資料館管理運営

741 各種事業

742 文化財保護事業（含：埋蔵文化財）

知的資産5 良質な知的資産が収集保管され便利に利用できる図書館

図書館運営 機動的な図書運営1

737 図書館システムの運用維持

738 図書館の施設管理

864 図書館の企画管理

図書館活動 利用される図書館2

739 資料情報サービス

866 子ども読書活動推進

教育経営82 わかりやすく機動的な教育行政の経営

教育委員会1 区民の期待に応える教育委員会

委員会運営 開かれた教育委員会1

649 教育委員会運営

650 教育広報

事務局運営 機動的な教育委員会事務局の運営2

644 管理事務
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646 組織･定数

647 人事・人材育成

648 政策法務

848 情報化推進

教育改革2 未来を展望し計画的に進められる教育改革

教育改革 未来を展望した教育改革の推進1

640 教育改革

642 教育ビジョンの推進等

学校再編 区立学校の再編2

641 区立学校の再編

教育財政3 教育行政の基盤を支える効果的な財政運営

予算・経理 効果的な予算編成と学校経理1

645 財政･予算･決算

849 学校経理

850 ※幼稚園経理

学校人事4 人材が幅広く活用される学校

学校人事 人材が幅広く活用される学校1

653 学校人事・福利・管理

655 給与事務

学校施設5 安全で快適に過ごせる施設

学校施設 安全で快適に過ごせる施設1

656 財産管理

657 維持補修

658 施設整備

659 ※園舎等営繕

選挙90 政治参加の保障

選挙1 政治参加の保障

選挙運営 選挙運営1

743 選挙執行

選挙啓発 高い政治意識2

744 明るい選挙推進活動
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拠点まちづくり100 活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり

中野駅周辺整備1 活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり

中野駅周辺整備 にぎわいと環境の調和した中野駅周辺まちづくり1

834 警察大学校等移転跡地・その周辺地区

835 中野駅南口地区

836 中野駅地区

837 サンモール・ブロードウェイ地区

西武新宿線沿線まちづくり2 地域にふさわしい心の形成

西武新宿線沿線まちづくり 地域にふさわしい心の形成1

629 西武新宿線沿線まちづくり構想・計画策定

838 西武新宿線と道路の立体交差化
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