
様式２
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ー ー ー ー 100% 100%

18.4% 17.7% ー ー 20.0% 30.0%
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20　　　　　　地域活動分野（20年度）
活動の喜びとその実りのある地域（地域活動）

分野目標

(2) 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るよう、区民団体による協働
の広まりと活動の発展を目指す。

(1) 地域活性化のため、区民がその経験や能力をいかしながら様々な自治活動や地域活動に積極
的に参加しているまちを目指す。

(4) 地域自治と地域活動の拠点として施設がさらに活用され、機能するために、地域住民が主体的に
運営し、実践活動が活発に行われている（仮称）区民活動センターへの転換及びその運営を目指
す。

(3) 地域に根ざした公共・公益的な活動が活発に展開されるよう、町会・自治会活動等の一層の
推進を目指す。

現状と課題

（3）町会・自治会が積極的に取り組んでいる古紙回収や防犯・防災、交通安全などに関する活
動は、一層の発展が求められている。

（5）地域センター集会室の平均利用率は５割弱を推移しており、ほぼ横ばい傾向にある。利用
者の満足度調査の結果等も参考にしながら、平成21年7月に予定している（仮称）区民活動セン
ターへの転換前に対応できることは速やかに対応しつつ、転換後においては、一層利用しやす
く、柔軟な運営を行える施設としていく必要がある。

（1）区民による地域活動は幅広く行われてきているが、新たな担い手の参加や活動分野の拡大
が求められている。

成果指標
と目標値

この１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

地域センター施設（集会室）利用者の
満足度

成果指標

（仮称）区民活動センターの運営委員
会準備会設立の割合

（4）平成21年7月を予定している地域センターの窓口業務の集約化（５か所の(仮称)地域事務
所に集約）にあたっては、現状行っている保健･福祉･医療等の取次ぎや申請受付といった窓口
サービスについて、取り扱うサービスを拡大するなど、区民の利便性を向上させる方向で検討
を進めなければならない。

（2）公共サービスを継続的に提供するような活動を行っている区民団体は少ないため、区民に
よる協働の動きが広まり、そうした活動が活発に展開されるよう支援していく必要がある。
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1,570,633

5,084

(仮称)区民活動センターの開設準備

1,590,085

（仮称）地域事務所への集約後の窓口サービスのあ
り方を区民の利便性を十分考慮しつつ検討し、最終
的な窓口業務の形を確定する。

地域センター窓口の（仮称）地域事務所への集約化 地域センター窓口の集約にあたって区民の
利便性を十分考慮することは、地域におけ
る効率的な窓口サービスにつながる。

5,150

地域センターの窓口集約

取り組み

18

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

運営委員会準備会が設立されることは、地
域住民の意思に基づいた(仮称)区民活動セ
ンターの運営につながり、区民の多様な地
域自治活動の活性化に結びつく。

(仮称)区民活動センターへの転換に向け、運営委員
会準備会の立上げを支援する。

戸籍住民分野

成果指標に対する効果

地域の防災・災害時対応 防災分野

区民一人あたりコスト(円) 5,107

17

分野のコスト（決算）（千円）
1,572,692

19



様式３

地域自治推進 （２０年度）

2001

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - - - 100.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - - - 制定

概要

事業２

実績

概要

住民の自己決定と行動による地域自治の推進（地域自治推進）

施策目標

地域センターの（仮称）区民活動センターへの転換後、センターは町会・自治会等を中核
とした運営により地域自治の拠点として機能し、コミュニティ活動が活性化している。

成果指標
と目標値

成果指標

現状と
課題

区民による自治と実践活動を推進する（仮称）区民活動センター（15か所）は、21年7月を
目途として開設準備を進めている。当センターの運営は、町会・自治会を中核とした運営
委員会に委託することとし、準備の整った地域から順次立ち上げた運営委員会準備会に、
運営委員会設立準備業務を委託していく。（仮称）区民活動センターへの転換を円滑に進
めるため、区は、運営委員会準備会の設立に向け、地域の理解を十分に得る必要がある。

＜主な取組み＞

（仮称）区民活動センターの開設準備

（仮称）区民活動センター条例の制定

21年7月の開設に向けて、20年12月の条例の制定を目指す。運営委員会準備会の設立につ
いて、区民の理解を得られるよう働きかけを行うとともに、転換後の業務が円滑に行われ
るよう運営委員会準備会等を対象とした研修を実施する。

（仮称）区民活動センターの運営委
員会準備会設立の割合

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

- 13,942 34,735

区の計画との関係

（１）10か年計画
領域Ⅳ－１　区民の公益活動の推進
主な取り組み　地域団体活動の支援、公益活動支援のための助成と拠点整備

区民一人あたりコスト（円） - 45 112



様式３

公益活動推進 （２０年度）

2002

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

18.4% 17.7% - - 20.0%

109 139 153 185

- - 43 110

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - - 195 215

概要

事業２

実績 - - 13 11 15

概要

区民が行う多様で豊かな公益活動の推進（公益活動推進）

施策目標

多くの区民によって、地域課題解決のための行動が積極的に行われ、様々な担い手との協
働による取り組みが進んでいる。

地域の団体活動が活発になり、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。

成果指標
と目標値

成果指標

現状と
課題

平成19年度から実施の「区民公益活動に関する政策助成」は、申請書類の記載事項の見直し等、より
効果的・効率的な制度運用を図る必要がある。平成18年度から実施の「区民公益活動推進基金からの
助成」は、さらに制度の浸透・発展を図るため、積極的なＰＲを行うとともに、助成の財源となる基
金への区民・事業者からの寄付の機運を高める必要がある。

業務委託の提案制度は平成18年度から実施しているが、区長の諮問機関である区民公益活動推進協議
会からの意見も踏まえ、提案予定団体と所管分野の事前協議を行うなど、より一層、制度運用の改善
を図る必要がある。
平成19年2月に開設した公益活動情報コーナーは、公益活動に関する様々な相談対応や情報提供、啓発のための
講座を実施するなど円滑な運営のスタートが切れた。さらに、区民の活動の幅を広げたり、活動への参加者を増
やすため、ネットワークづくりや啓発事業に力点を置いた事業を展開する必要がある。

＜主な取組み＞

区民公益活動に関する政策助成

助成への申請事業数

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として、「区民公益活動への
政策助成」を行う。

区民公益活動推進基金からの助成

助成への応募件数

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、区長の諮問機関
である区民公益活動推進協議会の審査を経て、先駆的で発展性のある区民団体の公益活動
に助成を行う。

この1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

区内に主たる事務所を置くNPO法人
の数

公益活動情報コーナーホームページ
登録団体数

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 - - - 1 2

概要

事業４

実績 - - 169 500

概要

業務委託の提案制度

区の業務として採用した件数

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。

公益活動情報コーナー

相談件数

相談や情報の収集・提供､講習･研修といった業務や、団体紹介･交流イベントを開催するな
ど団体間のネットワーク化の促進を図る。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

- - 21,763

区の計画との関係

（1）10か年計画
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

区民一人あたりコスト（円） - - 70



様式３

地域活動支援 （２０年度）

2003

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

18.4% 17.7% - - 20.0%

14,851 14,724 14,947 16,000

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 67 56 47 60

概要

事業２

実績 - - 25,433 28,220

概要

実りある活動が自立して行われる地域（地域活動支援）

施策目標

地域活動やボランティア活動、ＮＰＯ活動などを通じて、個々の力を社会に生かす行動を
とる区民が増える。

町会･自治会が地縁団体としての特徴を生かし、住民を巻き込みながら活動を行い､地域の中
心的な役割を果たしている。

老人クラブのボランティア活動が活発に行われ、その活動が地域に生かされている。

成果指標
と目標値

成果指標

この1年間で、地域活動やボラン
ティア活動をした区民の割合

地域センター集会室の公益活動目的
利用件数

現状と
課題

地域貢献活動への参加意向は6割ある（2006年度区政世論調査）が、実際に行動している区
民は少ないため、潜在的に意欲のある区民を掘り起こし、活動に結びつけていく必要があ
る。
町会・自治会の活動の担い手が高齢化・固定化している傾向にあるため、若い世代の活動
への関心を呼び起こし、気軽に参加してもらえるよう、支援を行う必要がある。

高齢者の地域活動や社会活動に関する関心・関与が多様化しており、老人クラブの会員数
が減少していることから、組織強化や新たな活動への支援が必要である。

＜主な取組み＞

地域活動への支援

地域事業の実施回数

地域を活性化するため、地域センターにおいて、講座や講演会､催しなどの事業を行うとと
もに、ボランティアや自主的団体等が活発に活動できるよう支援する。

町会・自治会活動の推進

町会・自治会活動費助成額（万円）

長年にわたり防犯や防災、環境問題などの公共・公益活動に取り組む町会・自治会活動の
推進を図るため、その活動に対して助成金を支給する。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 5,333 5,226 5,185 5,400

概要

事業４

実績 - - - - 1

概要

老人クラブの運営助成

老人クラブ会員数

自らの健康増進や学習、文化、レクリエーション、社会奉仕活動などを通して高齢者相互
の交流を図り、活力ある豊かな生活を送れるよう支援するため、自主的に活動している老
人クラブに対し運営費を助成する。

コミュニティ・文化交流

里・まち（中野）双方の住民によるコミュニティ・文化交流事業

里・まち（中野）連携による地方都市との間で、双方の住民によるコミュニティ・文化交
流事業の実施を推進する。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

300,554 245,969 270,027

区の計画との関係

（1）10か年計画
領域Ⅳ－１　区民の公益活動の推進
主な取組み　町会・自治会活動の推進

区民一人あたりコスト（円） 973 799 875



様式３

地域センター運営 （２０年度）

2004

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- 64.4% 62.0% 70.0%

- - - 70.0%

- - 80.2% 90.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 48.5 48.8 47.8 52.0

概要

事業２

実績 90 90 90 90

概要

使いやすく身近な活動の場（地域センター運営）

施策目標

使いやすい施設が身近な場所にあり、地域団体等の意思に基づき運営され、地域住民に
よって活発に利用されている。

区民は、身近な地域で、必要な地域情報を必要なときにいつでも入手することができると
ともに、区政全般についての意見や要望等を申し出ることができる。

地域センターの窓口サービス（各種証明や交付届出等）が集約化され、（仮称）地域事務
所で効率的な運営がされている。

成果指標
と目標値

成果指標

地域センター施設（集会室）利用者
の満足度

地域センター窓口利用者の満足度

地域ニュースの活用度

現状と
課題

地域センター集会室の利用率が5割程度であることから、利用状況の推移や（仮称）区民活
動センターへの転換を視野に入れ、利用しやすく使い勝手のよい集会室として改善策を講
じていく必要がある。
地域に根ざしたさまざまな地域情報の媒体として、地域ニュースを年6回程度発行し全戸配付すると
ともに、平成19年度からは区のホームページにも掲載している。また、区政全般に関する意見や要望
等の受付・調整を行っているが、（仮称）区民活動センターへの転換後の地域広聴・広報のあり方を
構築する必要がある。
地域センターにおける証明書などの取り扱い総件数は概ね毎年一定で変わりはないが、駅に近い地域
センターなどの件数が多くなっており、地域センターにより取り扱い件数の格差が大きくなってい
る。窓口サービスの効率化を図るため、15か所ある地域センターの窓口業務を5か所の（仮称）地域
事務所に集約するが、集約にあたっては、区民の利便性に十分配慮する必要がある。

＜主な取組み＞

地域センターの運営

集会室平均利用率(％)

地域センター施設の維持管理・集会室の提供・印刷機等の貸し出しを行っている。

地域広聴・広報

地域ニュースの発行（回）

各地域センターごとに、地域の課題や地域情報について区民に向けた広報活動を実施する
とともに、区民からの区政全般に対する意見や要望に対応し調整する。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 208,684 211,264 205,399 215,000

概要

事業４

実績

概要

地域センターの証明事務

各種証明書発行件数

住民基本台帳法に基づく転入・転出などの届出の受付、住民票・戸籍謄抄本等の証明書の
交付を行う。また、窓口の集約に関連して、区民に対するサービスの利便性を確保する方
策の検討を行う。

施策のコスト（決算）（千円）

16 17 18 19

1,249,118 1,295,135 1,238,793

区の計画との関係

(1)10か年計画
領域Ⅳ－２　　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
主な取組み　　窓口サービスの効率化と利便性の向上

区民一人あたりコスト（円） 4,044 4,205 4,012


