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22 23 24 25 25目標 31目標

― ― 18.0% 23.0%

― 19,091 20,500 20,500

4.83% 4.57% 4.39% 3.83%

債権管理・未集金対策 　全庁的な取組みとして収納率の向上に取り組み、区全体
の未集金が最小限に抑えられることで、財政基盤の安定化
につながる。　平成24年度に改定した「収納率向上対策」に基づき、

各所管部（分野）で年間の収納率目標を定め、その実現
に向けた各分野の取組みに対する進行管理を行う。

行政評価 　行政評価結果等を基に、継続的な事務・事業の見直し・
改善を行うことで、目標と成果による区政運営が展開さ
れ、区民から評価されるサービスの提供が実現されてい
る。

　内部評価、外部評価とも、分野・施策の事業や成果の
在り方等に踏み込んだ評価となるよう評価方法を見直
し、評価における経営的視点などについて評価項目を追
加・変更する。

公会計改革の推進 　固定資産台帳が整備されることにより、資産状況をより
正確に把握できている。

　区の決算状況を普通会計と企業会計的手法により分析
し、区の財政状況を公表する。また、より正確な資産状
況の把握のため、固定資産台帳の整備を進める。

現状と課題

　行政運営における丌適切な事務処理や事件・事敀が発生している。行政活動に関する法令遵守など内部統制を中
心とした組織運営の改善を図るとともに、リスク・危機に対して未然防止対策の徹底を図り、事件・事敀発生時は
迅速、的確な対応が図られるよう職員の意識改革、組織体制の強化を進める必要がある。

　区は、「小さな区役所」で質の高い行政を実現するために、行政評価・財務分析を活用し、目標の達成状況を適
時適切に把握し、効率的・効果的な執行に向けた業務の見直しを進める必要がある。

25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

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

行政評価結果のうち評価がA以上の割合【10か年計
画】（25年度から新基準により実施）

区有施設全体（居住用施設及び事業者貸不施設を除
く）の電気使用量　（千kWh）

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）

行政監理分野（25年度）

目標に向けて自らを律し、常に評価される区政経営

分野目標

　財政基盤を安定させ、区民から信頼される質の高い行政運営を実現するしくみとしての内部統制が効果的に機能
している。

　財政状況の分析結果などを活用し、成果に対する評価が適切に行われることで、常に効率的で効果的なサービス
が提供されている。

分野の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

29.1% 42.4% 66.0%

15 7 3

23年度 24年度 25年度

事業１ 組織内危機管理 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 法令遵守事務 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 内部統制 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

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
　　イ　 区民の暮らしを守る体制の整備（①危機管理体制の整備）

【概要】

内部統制の実効性を高め、個別の業務マニュアルやルールの見直しなど
を行いながら、適正な業務の遂行を確保する。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　職員のリスク管理意識の醸成と危機への対応力向上のため、計画的に
研修と訓練を実施する。
　また、各部におけるリスク管理・危機管理の充実を図るため、継続的
に進捗状況を調査し、各部の対応力の向上を図る。 実績：

【概要】

　職員倫理条例の適正な運用を図り、公正かつ公平な職務の遂行を確保
する。また、法令遵守に対する職員意識啓発のため定期的に研修を実施
する。（平成20年7月：中野区職員倫理条例施行。中野区法令遵守審査会
（区長の附属機関、外部の有識者3名）を設置。） 実績：

主な取組み

　職員倫理条例の制定以降、職員への啓発や研修を通して職員の意識改革を進めてきた。区民が信頼できる透
明で親しみやすい区政の実現を図るために、継続的に職員の意識改革を進める必要がある。

　財務監査指摘事項に見られる丌適切な事務処理ミス等をなくすため内部統制の実効性を更に高める必要があ
る。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

危機管理等研修修了者割合

財務監査指摘事項数（件）

現状と課題

　業務における職員の危機管理意識が高まって来ている。今後さらに、リスク・危機に対する未然防止の徹
底、発生時の適切かつ迅速な対応を高めていくことが必要である。

行政監理 目標に向けて自らを律する区政経営

施策目標

　組織及び職員の危機管理意識が高まり、個別事案に適切かつ迅速に対応できている。

　区民から信頼される質の高い行政運営を実現するしくみとしての内部統制が効果的に機能している。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

― 158 120

1,423 1,120 1,225

23年度 24年度 25年度

事業１ 行政評価 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 区民の声 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 環境マネジメントシステム 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　領域　Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち
　　ウ　 区民の声を受け止め生かす区政の推進
　　　 　 （①区民の声を幅広く受け止める区政運営　②区政への区民参加の推進）
　領域　Ⅳ－２　　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　ア　 区民満足度の高い「小さな区役所」の実現（①区政経営の発展的推進）

【概要】

　全ての区有施設（居住用施設及び事業者に貸不している施設は除く）
について、環境マネジメントシステムの制度を確実に運用し、環境負荷
低減の取組みを推進する。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　効果的な施策をより効率的に展開し、区民サービスの向上を図るた
め、行政評価結果を事務・事業等の見直しに反映させる。

実績：

【概要】

　区政に対する区民の信頼を高めるために、区政に対する区民からの意
見・要望などを区政運営に反映させる。

実績：

主な取組み

　区本庁舎を始め区有施設全体で、環境負荷低減に向けた取組みを推進する必要がある。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

区民の声のうち職員に関する苦情件数

本庁舎のＣＯ２排出量（電気・ガス・水道使用量）
（ｔ）

現状と課題

　各業務の成果に対する評価が適切に行われ、その評価内容や区民の区政への提案などが業務の見直しに適時
適切に反映されるよう運用していく必要がある。

経営管理 目標に向けて、常に成果を評価する区政経営

施策目標

　常に効率的で効果的なサービスが提供され、成果に対する評価が適切に行われている。

　環境マネジメントの運用を継続的に行うことで、事業の効率的な執行など環境負荷の低減に向けた行動が推
進され、エネルギー消費量の削減が行われている。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

総務省方式
改訂モデル
による財務
諸表の作成

連結財務諸
表（地位尾
事務組合含
む）の作成

固定資産
台帳作成

23年度 24年度 25年度

事業１ 経営分析・公会計改革の推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

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
　　ア  区民満足度の高い「小さな区役所」の実現（③公会計改革の推進）

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　区の決算状況を普通会計と企業会計的手法により分析し、区の財政状
況を公表する。また、財務書類の精度を高めるため、未整備の固定資産
について専門家の支援を受けて整備をする。

実績：

【概要】

実績：

主な取組み

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

公会計改革の推進

現状と課題

　平成21年度決算から総務省方式改訂モデルで財務諸表を作成しているが、固定資産台帳を段階的に整備してい
く必要がある。

経営分析・公会計改革 持続可能な財政運営のための財政改革

施策目標

　財政状況の分析結果に基づき、施策評価や事務・事業の見直し、改善が行われている。

　区の財政状況が区民に分かりやすく公表され、区民と財政情報が共有されている。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

83.01% 82.90% 84.01%

84.84% 84.72% 84.98%

23年度 24年度 25年度

事業１ 適正な債権管理 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 全庁的な徴収体制の強化 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画
　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　区政経営の発展的推進

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　債権管理対策会議の運営等を通じ、各債権所管部（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えるよう、年間徴収計画
や債権放棄についての進行管理や指導・支援を行う。

実績：

【概要】

　区の主要な債権である特別区民税及び国民健康保険料については、全
庁を挙げて一斉臨戸徴収を実施する。

実績：

主な取組み

　債権回収の基本的な環境（条例やマニュアル等）は整備されてから5年が経過し、また、毎年実施している
債権徴収事務説明会等により債権管理に対する知識やノウハウが職員に浸透してきている。今後は個々の職員
の更なるレベルアップとともに、それらの知識やノウハウを組織に蓄積させていく必要がある。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

主要３債権（特別区民税・国民健康保険料・介護保
険料）の収入率（収入すべき金額＝調定額に対し、
収入済額の割合）

主要３債権を除く、他の主な債権（未集金）の収入
率（収入すべき金額＝調定額に対し、収入済額の割
合）

現状と課題

　長引く景気低迷による経済環境の悪化等に伴い、区債権の収入未済率は依然高い水準にある。平成24年度に
は「収納率向上対策」を改定し、これまでの取組み等を見直したが、更なる未収金の減尐のため、新たに強化
した取組みについて着実に実施していく必要がある。

債権管理・未収金対策 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。

施策の成果指標


