
15 管理改善 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

62% 64% 67% 64% 70% 80%

未調査 78.5% 79.0% 80.0% 81.0% 90.0%

70.0% 74.0% 79.0% 80.0% 85.0% 90.0%
環境マネジメントシステムの取組み達成度
（エコオフィス活動）

成果指標
と目標値

成果指標

成果指標が向上した割合

区役所来訪者(本庁舎)満足度

目標に向けて常に改善される区政経営

分野目標

各窓口で共有化された情報をもとに、区役所窓口がワンストップ型に整備され、区民は快適な環
境のもとで円滑な窓口サービスの提供を受けている。

企業会計的分析手法による分析を行い、資産の状況やコストなどをより明確に把握することによ
り、財政基盤が強固で、日々経営革新が行われている区政運営を目指す。

区政目標の実現に向けて、効率的で確かなサービスを提供するため、ＰＤＣＡサイクルにより継
続的に見直し・改善を進め、マネジメントシステムの向上をめざす。

70.0% 74.0% 79.0% 80.0% 85.0% 90.0%

0.28%
(0.23%)

0.56%
(0.4%)

0.61%
(0.35%)

-

指定金融機
関の２年定
期預金金利

以上

-

3.42% 3.29% 4.12% 4.10% 3.03% -

債権回収の基本的な環境（条例やマニュアル等）は整備されたが、それを活用する各所
管担当者の更なるレベルアップを図る必要がある。

行政評価が事業の見直し・改善に十分に活用されるため、業務のプロセスコストを算出して事務
の見直しに活用するなど、評価の質を高めることや、評価後の事業部の見直しが積極的に推進で
きる、より戦略的なサイクルを検討する必要がある。

複式簿記・発生主義会計に対応した財務会計システムが構築されておらず、事業別に分析するた
めの行政コスト計算書が作成できない。財務諸表などの分析結果が職員の意識改革や具体的な事
務改善に具体的に生かされていない。

中野区役所の窓口は所管分野単位に窓口が構成されており、来庁者の目的や関連性による整理が
十分でないため、高齢者も含めた来庁者が庁舎内を移動して手続きを行っている。また、窓口カ
ウンターの整備が十分でなく、快適な窓口環境となっておらず、窓口改善を進める必要がある。

（エコオフィス活動）

区債権の収入未済率（用地特別会計を除くすべての
会計の合計において、収入すべき金額＝調定額に対
し、収入のなかった金額の割合）

ISO14001による環境マネジメントシステムが定着しつつあるが、コスト・職員の負担の改善を図
る必要がある。また、　区環境基本計画の目標達成に向けて、一事業者としても行政としても、
CO2削減の取組みが発展的に進むよう、環境マネジメントシステムをさらに拡大していく必要が
ある。

積立基金の年運用利回り　※（　）は、目
標値（指定金融機関の1年定期預金金利)

現状と課題

連携の内容

見直し・改善の推進 各部単位に評価結果を活用した継続的な見
直し・改善を進めることで、目標達成に向
けた区政運営が行われている。

評価結果が今まで以上に事業の見直しに活用される
ために、各部単位に事業改善方針を策定する。一
方、外部評価はポイントを絞って実施し、結果を確
実に見直しに反映させる。

成果指標に対する効果

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

連携による実績

連携による成果

連　携

連携による成果
向上内容と分野

見直し結果の目標・予
算への反映（企画調
整・予算）

評価結果を次年度の予算編成に活用
させることにより、区全体の見直
し・改善が進む。

連携により期待される効果

窓口最適化

取り組み

債権管理

区役所の窓口において、区民は誰もが、快
適でスムーズなサービスの提供を受けるこ
とができる。

適正、有効な債権管理が行われることによ
り、区全体の未収金が最小限にとどめられ
る。

区役所でのワンストップ窓口実現に向け、窓口最適
化のための基礎資料を作成し、快適で効率的な窓口
カウンターのあり方について検討する。

区の債権管理対策会議の運営等を通じ、各所管部
（分野）が共通認識の下、収納率向上に向けた適切
な債権管理を行う。

18

46,719

164

61,548

197区民一人あたりコスト(円) 168

19 2120

分野のコスト（決算）（千円）
52,031



　 様式３

管理改善 （２２年度）

1501

18 19 20 21 22目標 （達成度）

62% 64% 67% 64% 70%

- 78.5% 79.0% 80.0% 81.0%

93施設 96施設 102施設 111施設 120施設

民間の創意と工夫の反映によって公共サービスの質が高まり、民間がサービスの担い手とし
てよりよいサービスを区民に提供している。

成果指標

委託・民営化した区立施設の数（累
計）

成果指標が向上した割合

区役所来訪者(本庁舎)満足度

目標に向けて常に改善される区政経営

施策目標

成果指標
と目標値

マネジメントシステムを向上させ、効率性の向上、効果的なサービス提供が行われている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 － 126 218

概要

事業２

実績 326 338 320 340

概要

行政評価が事業の見直し・改善に十分に活用される必要がある。業務のプロセスコストを算
出して事務の見直しに活用するなど、評価の質を高めることや、評価後の事業部の見直しが
積極的に推進できる、より戦略的なサイクルを検討する必要がある。

民間開放の推進については、各事業部単位で積極的に取り組んでいるところである。平成18
年７月に制定された｢競争の導入による公共サービスの改革に関する法律｣の趣旨を生かし、
業務の民間開放を推進する仕組みを整備・運用していく必要がある。

おもてなし運動の目的である顧客満足度の向上に向けて、それぞれの職場に合った具体的な
事務の効率化やサービス向上の取組みが求められている。また、職員がアイデアBOX等を活
用し、新たな発想を出しやすい環境をつくることが必要である。

おもてなし運動の推進

顧客満足度向上に向けて、各職場で事務の効率化やサービス向上についての見直しプランを
策定し推進する、全庁的な運動を展開する。（おもてなし運動）
職員の自由な発想による区政運営への提案を募り、改善に向けた推進体制を確立する。（職
員提案制度、アイデアBOX）

顧客満足向上のための取り組み件数

行政評価

各評価結果（自己評価・部内評価・外部評価・施策相互評価）を活用することで、各分野は
積極的に見直し・改善に取り組んでいる。

見直し改善項目数

＜主な取組み＞

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 － － 20 21

概要

事業４

実績

概要

124

18

151

44,863

しくみの中で民間開放を含む事業の見直しに取り組んだ事業
数

19

施策のコスト（決算）（千円）

144区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

38,55746,719

20 21

民間開放推進

民間開放の可能性を含め、個別の事業を見直すしくみ（事業相互評価）を運用し、全庁的な
視点から事業の民間開放を推進する。

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　　領域Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　　主な取組み　①区政経営の発展的推進
　　　　　　　　　　③公会計改革の推進



様式３

窓口改善推進 （２２年度）

1502

18 19 20 21 22目標 （達成度）

未調査 78.5% 79.0% 80.0% 81.0% 

２４時間３６５日どこでも区役所の推進

施策目標

成果指標
と目標値

誰もが安心してサービスを受けられる窓口

区役所来訪者（本庁舎）満足度

成果指標

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 － － － 検討

概要

事業２

実績

概要

窓口最適化のための調査及び窓口整備計画策定

区役所でのワンストップ窓口実現に向け、区が行っている手続きや証明等の数、処理件数な
どを調査し、窓口最適化のための基礎資料を作成し、ワンストップサービスや、快適で効率
的な窓口カウンターのあり方について検討する。

調査検討及び計画策定

＜主な取組み＞

現状と
課題

中野区役所の窓口は所管分野単位に窓口が構成されており、来庁者の目的や関連性による整
理が十分でない。そのため、高齢者も含めた来庁者が、庁舎内を移動して手続きを行ってい
る状況が発生しやすくなっており、顧客視点からの窓口再編の必要がある。

現在、区役所の４階以上の窓口においては、スチールキャビネットを接客カウンターとして
使用している分野が多く、来庁者、とくに高齢者が手続きを行う際の配慮が乏しい環境と
なっており、環境整備の視点からの改善が必要である。

各窓口において情報の共有が進まず、区民に提供する窓口サービスのレベルに不均衡が生じ
ており、窓口のサービスレベルを統一する必要がある。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

2120

ー区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

ーー

19

施策のコスト（決算）（千円）

ー

18

ー

ー

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　主な取組み　②行政サービスの効率化と利便性の向上
　　　　　　　　　③２４時間３６５日対応による、区民の安全安心のしくみの確立



様式３
環境マネジメン

トシステム （２２年度）

1503

18 19 20 21 22目標 （達成度）

70% 74% 79% 80% 85%

継続的に取り組む環境マネジメントシステム

成果指標
と目標値

成果指標

環境マネジメントの取組み達成度
（エコオフィス活動等）　（％）

施策目標

環境マネジメントシステムの運用を継続的に行い、エネルギー消費量の削減や環境に配慮し
た仕事が進められている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 115 115 119 113 120

概要

事業２

実績

概要

＜主な取組み＞

区役所全職場への環境マネジメントシステムの推進

環境目標に取り組んできた件数(件)

区役所の各施設・組織がCO2削減等の目標を設定し、持続的に取組みを実行していくため、
環境マネジメントシステムを推進する。

現状と
課題

　ISO14001による環境マネジメントシステムが定着しつつあるが、コスト・職員の負担の改
善を図る必要がある。

　区環境基本計画の目標達成に向けて、一事業者としても行政としても、CO2削減の取組み
が発展的に進むよう、環境マネジメントシステムをさらに拡大していく必要がある。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 95 43 53

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

29,416 13,474 16,685

区の計画との関係

(1)10か年計画（第２次）
　　領域Ⅰ－２　環境に配慮する区民生活が根づくまち
　　　　主な取組み　②省エネルギー・自然エネルギー利用の推進
　　　　　　　　　　③環境マネジメントシステムの推進
(2)中野区環境基本計画
      ４つのプロジェクトと１４のアクションプログラム



様式３

財務管理 （２２年度）

1504

18 19 20 21 22目標 （達成度）

基本方針
の検討

基本方針の策
定、システム
構築の準備

-
分野別行
政コスト

算出

土地・建
物分作成

0.28%
(0.23%)

0.56%
(0.4%)

0.61%
(0.35%)

－
指定金融機関
の２年定期預
金金利以上

財務管理の仕組みにより、財務規律が確保され、適切な予算執行が行われている。

財務会計システムの活用により、資金需要や資金残高等が的確に把握できている。

金融環境の変化に対応し、確実かつ効率的な資金管理を行い、安定した運用益が確保できて
いる。

持続可能な財政運営のための財政改革

成果指標
と目標値

成果指標

複式簿記・発生主義会計の導入

固定資産台帳の整備

積立基金の年運用利回り　※（　）は、目標
値（指定金融機関の1年定期預金金利)

施策目標

財政状況の分析結果が浸透しており、資産やコストの状況を踏まえた事業執行が行われてい
る。

区の財政状況を区民に分かりやすく公表し、区民と財政分析の情報を共有している。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 多角的分析
白書

多角的分析
白書

多角的分析
白書

多角的分析
白書

多角的分析
白書

概要

事業２

実績 基本方針等検討 構想企画書作成
出資団体の連

結拡大

資産台帳・分
野別コスト算

出

概要

現状と
課題

複式簿記・発生主義会計に対応した財務会計システムが構築されておらず、事業別に分析す
るための行政コスト計算書が作成できない。財務諸表などの分析結果が職員の意識改革や具
体的な事務改善に具体的に生かされていない。

現行の総務省方式（普通会計決算の発生主義的会計への置き換え）では、資産の正確な把握
ができない。新たな方式による資産状況の把握が必要である。

中長期の財政需要を適切に把握し、区の保有する資金を安全かつ適切に管理するとともに、
経済状況や金融環境の変化に対応した効率的で安定した運用が求められている。

＜主な取組み＞

決算分析、財政白書等による公表

中野区の決算状況を普通会計と企業会計的手法により多角的に分析し、決算審査に役立てる
ととに、区民に分かりやすく公表する。

公会計改革の推進

資産台帳の整備を進めるとともに、行政評価や事業執行に活かされる仕組みを作る。職員の
分析能力やコスト意識の醸成。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 指標作成・
しくみ検討 運用

概要

事業４

実績 63,330 162,155 237,240 ― ２年定期預金
金利以上

概要

財政の健全性の確保と適切な予算執行を担保するため、財務管理の仕組みを確立し円滑な運
用を行う。

資金計画

20 21

71,484

積立基金運用利子収入（千円）

財務管理の円滑な運用

金融環境の変化に対応できるしくみづくりと、的確な資金収支見込による積立基金の運用を
行う。

区民一人あたりコスト（円）

80,595

234 258

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

区の計画との関係区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　　領域Ⅳ－２　　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　主な取組み　　③公会計改革の推進



様式３

債権管理 （２２年度）

1505

18 19 20 21 22目標 （達成度）

3.42% 3.29% 4.12% ー 3.03%

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー - ー ー ー

概要

事業２

実績 指導・支援 指導・支援 指導・支援 指導・支援 指導・支援

概要

不良債権（私債権）の適正処理の各所管への支援

各所管部（分野）で保有している未納の私債権（＝区と債務者の間で、契約等に基づいて
区に支払うこととなった金銭債権）で、すでに時効が完成したが債務者が行方不明などに
より、区が徴収不能となった不良債権については、各所管が適正かつ計画的に、債権管理
条例に基づき放棄等の手続きをとって整理するよう、進行管理や指導・支援を行う。

＜主な取組み＞

適正な債権管理

適正な債権管理

区の債権管理対策会議の運営等を通じ、各所管部（分野）が共通認識の下、収納率向上に
向けた適切な債権管理を行う。

適正な債権管理

未収金の発生を防ぐ債権管理

施策目標

適正、有効な債権管理が行われるよう各所管部（分野）の債権管理事務を支援・統括し、
区全体の未収金が最小限にとどめられている。

現状と
課題

債権回収の基本的な環境（条例やマニュアル等）は整備されたが、それを活用する各所管
担当者の更なるレベルアップを図る必要がある。

強制徴収できない債権について、通常の督促・催告に加え、法的措置に取り組み始めた所
管もあるが、こうした取組みは今後ますます必要となるため、債権を保有する各所管で実
際の手続きに活用できるマニュアル等の整備が求められている。

成果指標
と目標値

成果指標

区債権の収入未済率（用地特別会計
を除くすべての会計の合計におい
て、収入すべき金額＝調定額に対
し、収入のなかった金額の割合）

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区民一人あたりコスト（円） 88 91 66

施策のコスト（決算）（千円）

18

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域　Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　主な取組み　②行政サービスの効率化と利便性の向上
　　　　　　　　　税財源の確保

27,046 28,290 20,718
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