
65 都市整備部経営 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

48.6 48.9 60 － 65 70

ー 29.3 31.6 － 35 50

99 2 100 100 99 7 99 7

安全・快適で有効なまちづくりを推進する都市整備部門の経営

分野目標

部の経営機能を発揮し、部の財源や人員等の経営資源を適切に配分するとともに、ＰＤＣＡサイ
クルに基づく効果的かつ効率的な組織運営をめざす。

職員２０００人体制へ向けて人材育成や能力開発を計画的に行い、部門として必要な人材の確保
をめざす。

中高層建築物の建築計画について、近隣関係住民への事前説明が確実に行われ、紛争が生じたと
きは迅速かつ適切な調整が行われている状態をめざす。

成果指標
と目標値

成果指標

各施策に掲げる成果指標のうち、目標
を達成した指標の割合（％）

まちづくりに関する施策を評価してい
る区民の割合（％）※区民意識調査調
べ

中高層建築物の建設にあたって紛争調
99.2 100 100 － 99.7 99.7

と目標値 中高層建築物 建設 あた て紛争調
停に至らなかった比率（％）

現状と課題

予算編成・定数・人事異動等の一部の権限が部に委譲されたことにより、適正な財源配
分や人員配置等の調整機能を経営担当として求められている。

職員２０００人体制へ向けて、まちづくりや都市整備の課題に対応するために必要な人
材を確保するため、人材育成や能力開発に部をあげて取り組むことが求められている。

地域における健全な生活環境の維持及び向上に資するため、中高層建築物の建築に係る
計画の事前公開並びに紛争のあっ旋及び調停を行なう。

連携の内容

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

部の経営 部の経営資源を適切に配分し、効果的かつ
効率的な組織運営を行うことで、各施策の
目標達成に寄与する。

部内の目標管理、人員配置、予算編成等の調整を行
い、社会情勢の変化や新たな課題に対応した事業の
再編、新規の取組みの推進を図る。

計画の進捗管理 計画に基づいた事業の着実な推進により、
区がめざす区民満足度の高いまちづくり施
策の展開を図る。

１０か年計画（第２次）や都市計画マスタープラン
等に基づいた施策の円滑な推進を図るため、部経営
会議など様々な調整場面での進行管理を行う。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

都市整備部門の経営
（部内各分野及びま
ちづくり推進室等）

関係部署との連携により、経営資
源を効果的に配分し、都市整備事
業の着実かつ円滑な推進を図る

連携による成果

18

65,564

212

ー

区民一人あたりコスト(円) 218 228 ー

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

67,465 71,025



様式３

都市整備部経営 （２２年度）

6501

18 19 20 21 22目標 （達成度）

48.6 48.9 60 ー 65

ー 29.3 31.6 ー 35

ー 3,476 3,908 ー 4,000

成果指標
と目標値

成果指標

各施策に掲げる成果指標のうち、目
標を達成した指標の割合（％）

まちづくりに関する施策を評価して
いる区民の割合（％）※区民意識調
査調べ

都市計画審議会に関するホームペー
ジアクセス件数（件）

まちづくりを効率的に推進する部経営

施策目標

部の経営機能が発揮され、部の財源や人員等の経営資源が適切に配分されるとともに、ＰＤ
ＣＡサイクルに基づき効果的かつ効率的な組織体制が構築されている。

人材育成や能力開発が計画的に行われ、部門として必要な人材が確保されている。

都市計画審議会の役割や機能を踏まえ、適切な審議会運営が行われている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 47 43 43 ー ー

概要

事業２

実績 3 4 7 5 ー

概要

部経営会議の開催回数（回）

部内の目標管理及び予算編成、組織、定数管理、議会対応など、部内外の調整業務を行い、
部門全体の事業の円滑な推進を支援し部門の目標達成を図る。また、部の職員のスキルアッ
プ（技能の向上）等を目的とした研修を行い、人材の育成を図る。

都市計画審議会運営

都市計画審議会の開催回数（回）

事務局として審議会の円滑な運営を図るとともに、審議会資料や会議録等について、紙文書
による閲覧やホームページでの公開により、区民への速やかな情報提供を行う。

現状と
課題

組織・予算編成・定数・人事異動等の一部の権限が事業部制となり部に委譲されたことによ
り、適正な財源配分や人員配置等の調整機能を経営担当として求められている。

職員２０００人体制へ向けて、部門として必要な人材を確保するための人材育成や能力開発
に部をあげて取り組むことが求められている。

都市計画及びまちづくりに関する区長の附属機関として都市計画審議会を設置しており（都
市計画法第77条の２第1項）、区長からの諮問事項について速やかに審議し、答申すること
が求められている。

＜主な取組み＞

部の経営

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

36,178 29,353 31,068 ー

区民一人あたりコスト（円） 117 95 100 ー

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

区の計画との関係



様式３

建築調整 （２２年度）

6502

18 19 20 21 22目標 （達成度）

－ － 100 － 100

99.2 100 100 － 99.7成果指標
と目標値

成果指標

建築審査会資料事前送付率（％）

中高層建築物の建設にあたって紛争
調停に至らなかった比率（％）

調和をめざすまち

施策目標

建築審査会の役割や機能を踏まえ、的確な審議が行われている。

中高層建築物の建築計画について、近隣関係住民への事前説明が確実に行われている。ま
た、紛争が生じたときは迅速かつ適切な調整が行われている。

国土利用計画法に基づく土地取引届出手続が、区民・事業者に周知され適正に行われてい
る。また、地価に関する情報が何時でも閲覧可能な状態である。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 12 10 7 － －

概要

事業２

実績 245 186 157 － －

概要

建築審査会開催回数（回）

建築行政の公正な運営を図るため、建築審査会を設置し運営を行なう。

建築紛争予防調整

標識設置届出件数（件）

中高層建築物の建築に先立ち、建築計画の周知を図るため当該敷地に標識を設置させるとと
もに、その旨の届出を受理する。また、建築計画の内容を近隣関係住民に対し説明させると
ともに、その内容の報告書を受理する。なお、近隣関係住民からの苦情相談に応ずるととも
に、紛争調整の申出があった場合にはあっ旋・調停を行なう。

現状と
課題

建築基準法第78条第1項の規定に基づき、中野区建築審査会を設置。

地域における健全な生活環境の維持及び向上に資するため、中高層建築物の建築に係る計画
の事前公開並びに紛争のあっ旋及び調停を行なう。なお、個別の建築紛争は、建築主及び近
隣関係住民が互いの立場を尊重し、互譲の精神をもって自主的に解決することが基本であ
る。

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について、「土地取引の規制に関する経由事務費等
交付金交付要綱」（都要綱）に基づき都知事へ経由する。また、地価公示法第7条第2項の規
定に基づき、公示価格記載書面等の一般の閲覧に供する。

＜主な取組み＞

建築審査会運営

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 6 5 6 － －

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

29,386 38,112 39,957 ー

区民一人あたりコスト（円） 95 123 128 ー

国土利用計画法届出受理件数（件）

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し乱開発を防止するため、一定
規模(2,000㎡)以上の土地取引について、当該土地が所在する区市町村の長を経由して、知事
への届出を義務付けている。この届出の受付をするとともに、そのための事前相談・指導等
を行なう。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

地価公示等

区の計画との関係


