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指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

分野目標 44.4% 40.4% 45.0% 50%

ベンチマーク

分野目標 91.7% 94.3% 96.0% 97%

ベンチマーク

重点取組
10か年計画

整備基本
方針策定

整備基本
構想検討

整備基本
構想(素

案）作成

整備基本
計画策定

建設中

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成28年度 経営分野 着実に推進する区政

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区政を取り巻く社会状況は、複雑かつ多様な様相を呈している。このような状況の中では、区は限られた経営資源を有効活
用し、スピード感を持って政策課題に対応する必要があり、経営本部会議等における適宜適切な情報共有と政策・施策の方向
性の確認、政策決定がより重要となっている。
　経営分野が所管する文書管理、個人情報保護、情報公開、法務などの事務事業については事業運営の基本となるものであ
り、研修などを通じて職員の基本的な能力と組織的なチェック機能を高める必要がある。

各部における分野の成果指標が当該年度の目標を達成した
割合

条例の定める当初の期間内に情報公開決定した事案の割合
(期間内決定件数／全請求件数）

経営本部体制が効率的に機能し、目標達成に向けて区政全体が効率的、効果的に運営されている。

　区役所の全ての部署で、文書事務、法令事務、情報公開事務などが適切に運用されている。

平成28年度に重点的に行う取組み

新区役所整備基本計画を策定する。
政策形成過程等における法制面からの指導・助言を充実する。
行政不服審査会の適切な運営を開始する。

分野の指標

新区役所整備の進捗状況

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　目標を達成した成果指標数／全成果指標数（％）。全分野の指標のうち、目標を達成した（100.0％以上）指標の割
合。（数値化されていない指標や当該年度の実績値が取れない指標などについては、集計から除外。）
　経営室は政策室とともに、事業部の政策執行を支援・調整する責務・機能を担っている。経営本部体制が適切に機能す
ることが、各事業部の目標達成に大きく影響を及ぼすため成果指標とした。

　情報公開請求件数のうち、延長決定せずに、請求の翌日から15日以内に公開の可否の決定をした件数の割合を示す。
　速やかな決定は、情報公開に関する事務の適切な運用を表すと考えるため。目標値は、過去に最も割合が高かった平成
24年度数値及び27年度の状況を踏まえ設定した。

       新区役所整備は分野の重点取組であるため、進捗状況を指標とした。

指標／実績(25～27)・目標(28,32)

①

②

③

④



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 44.4% 40.4% 45.0%

② 85件 107件 100件

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】
　区長、副区長、教育長・教育委員及び監査委員の選任にあたって、議案の提出など所
要の手続きを行う。
　教育委員候補者の人材推薦登録及び登録に係る意見発表会を実施する。(4年毎)
　区議会議員の報酬の額及び区長を始めとした特別職の給料の額について審議する特別
職報酬等審議会を運営する。

10か年計画（第３次）

事業4 中野区行政不服審査会の運営

【概要】
　平成28年4月1日に施行される行政不服審査法の規定に基づく、中野区行政不服審査
会を運営する。

10か年計画（第３次）

事業3 行政委員等選任・報酬事務

事業１ 庁議等庁内調整会議の事務局

【概要】
　経営本部会議（区政の重要方針、重要な施策の総合調整）、政策会議（区政の重要方
針を審議）、庁議（区政の重要方針の周知、重要な施策の調整、主要課題の報告）、そ
の他の会議（部長会、部経営担当連絡会など）の事務局機能を担う。

10か年計画（第３次）

事業2 関係機関との連絡調整

【概要】
　区議会や他行政機関（教育委員会、選挙管理委員会、監査委員）と連絡調整を行う。
　東京都、特別区など、関係機関との窓口として連絡調整を行う。
　　主な関連機関：特別区協議会、特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合
　株式会社まちづくり中野21の経営支援、連絡調整を行う。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定された、区長と教育委員会との調整
の場である「総合教育会議」を開催する。

10か年計画（第３次）

区の重要施策の総合調整が行われ、区政が効率的、効果的に運営されている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

各部における分野の成果指標が当該年度の目標を達成した割合

経営本部会議において、施策の方向性を確認できた案件

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　目標を達成した成果指標数／全成果指標数（％）。全分野の指標のうち、目標を達成した（100.0％以上）指標の割合。（数
値化されていない指標や当該年度の実績値が取れない指標などについては、集計から除外。）
　経営室は政策室とともに、事業部の政策執行を支援・調整する責務・機能を担っている。経営本部体制が適切に機能するこ
とが各事業部の目標達成に大きく影響を及ぼすため成果指標とした。

　区の重要施策の総合調整の場である経営本部会議で施策の方向性を確認することは、各部の事業執行に大きく影響すること
から成果指標とした。

施策目標

0501 経営 効率的、効果的に運営される区政

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区政を取り巻く社会状況は、複雑かつ多様な様相を呈している。このような状況の中では、区は限られた経営資源を有効活用
し、スピード感を持って政策課題に対応する必要があり、経営本部会議等における適宜適切な情報共有と政策・施策の方向性の確
認、政策決定がより重要となっている。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 90.1% 89.4% 92.0%

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】
   区が保有する情報の公開・提供が的確かつ速やかに行われ、区と区民の情報共有が進
むよう、職員への助言・指導や実務研修、情報公開審査会の事務局としての業務を、適
切に行う。

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 情報公開制度

事業１ 文書管理事務

【概要】
　職員への助言・指導や実務研修を行い、文書事務の職務遂行能力の確保に努めるとと
もに、分野間の文書の集配等を行う文書交換業務や郵便に関する業務、印刷業務などを
円滑に実施する。

10か年計画（第３次）

事業2 個人情報保護制度

【概要】
　区が保有する個人情報が適正に管理され、区民の権利利益が保護されるよう、職員へ
の助言・指導や実務研修、個人情報保護審議会及び個人情報保護審査会の事務局として
の業務を、適切に行う。また、社会保障・税番号（マイナンバー）制度導入後の個人情
報の保護について、一層の徹底を図る。

10か年計画（第３次）

　適正な文書管理のもとで、個人情報を保護するとともに情報の公開・提供を行うことによって、職員は、区民の信頼に応える業
務を遂行している

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

文書及び個人情報保護・情報公開制度の研修において当初の研修受講目
標を80％以上達成できた受講生の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　文書・情報公開担当の職員等が講師を務める文書及び個人情報保護・情報公開制度の研修を受講した職員うち、当初の研修
目標を80％以上達成できたと回答した受講生の割合を示す。当該割合が高いことは、職員の実務についての理解が深まり、実
務能力の向上につながると考えるため。平成28年度目標は、この割合が最も高かった平成 24年度の数値を踏まえ設定した。

　

施策目標

0502 文書・情報公開 透明性の高い区政

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

   事務執行の根拠となる文書には、文書のライフサイクル（収受、起案、決定、施行、完結、保管、保存、廃棄）に沿った取扱い
が求められており、文書管理における職員の適正な執行を確保していく必要がある。
　個人情報保護については、個人情報保護条例や、社会保障・税番号（マイナンバー）制度導入に併せ平成27年9月に策定した
「個人情報保護の安全管理に関する基本方針」に基づき取り組んでいる。また、情報公開条例にのっとり、区政情報の公開を進め
ている。個人情報保護制度・情報公開制度ともに、職員の理解を深め、適切な運用を確保する必要がある。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 126件 139件 160件

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3

事業１ 法務事務

【概要】
　政策形成とその実現を支援するため、法令の解釈・運用等について必要な指導や助言
を行うとともに、各部の例規の制定改廃に当たり、政策法務担当者等に対し法制執務に
関する支援を行う。また、様々な法律問題への対応のため、顧問弁護士による法律相談
を実施する。

10か年計画（第３次）

事業2 争訟事務

【概要】
　業務執行等に伴い発生する訴訟事件等の発生や重大化を防ぐため、所管部との連絡を
密にし、きめ細かな相談に応じるなど速やかな対応を行う。

10か年計画（第３次）

　区の政策課題に的確に対応することのできる法務能力を備えた職員が、全庁的に連携し合いながら課題解決に積極的に取り組む
ことにより、区民にとって価値ある政策形成が図られている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

法務相談処理件数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

様々な相談に対する指導・助言を行うことにより、職員の課題解決能力の向上に資することができる。

施策目標

0503 法務 行政事務を支える法務事務

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　各部の法的な課題解決や職員の法務能力の向上を図るため、顧問弁護士による法律相談を積極的に活用するほか、各部の政策法
務担当者と連携しながら相談体制の充実を図る必要がある。
　各部からの法務相談に対し適切な指導・助言を行うとともに、訴訟事件等への適切な対応を図るため、法務担当職員の能力向上
を図る必要がある。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 108 53 110

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

0504 秘書 円滑な秘書事務

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区長、副区長及び政策・経営の各室長をメンバーとして週に２回開催されている経営本部定例打合せにおいて、政策課題の調
整が行われているが、経営本部会議、庁議など他の主要会議に向けて、トップマネジメントを補佐するために必要とされる調整
の範囲が複雑になってきており、スケジュールを含めた各種調整を効率的かつ的確に行うことが求められる。
　定期表彰の開催時期の幅を広げて受賞者、来賓が出席しやすい環境づくりのため、開催時期の調整を適宜行う。また、区の自
治の発展や区民の生活と文化の向上に功労があった人を、幅広い分野からの推薦により表彰することが求められている。事前の
情報収集や推薦基準への適合確認により効率的な事務を進めていく。

区長、副区長のトップマネジメントが有効に機能するよう、秘書業務が効率的に行われている。

自治の発展や区民の生活と文化の向上に功労があった人の功績が的確に把握され、表彰されている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

中野区表彰条例に基づく受賞者数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

通常年度は５０名前後であるが、２８年度は民生・児童委員改選年度であるため、過去の実績を参考に数値を設定した。

事業3

事業１ 秘書機能

【概要】
　区長、副区長の補佐、各種情報の収集整理、日程調整等を行う。

10か年計画（第３次）

事業2 区政功労者表彰等

【概要】
　自治功労等の区政功労者に対する表彰等を行う。

10か年計画（第３次）

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

①
整備基本
方針策定

整備基本
構想検討

整備基本構
想

(素案）作成

整備基本
計画策定

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

0505 新区役所整備 区民満足度の高い新区役所

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

新しい区役所に必要とされる機能や規模の詳細を明らかにし、建築計画を含めた整備基本計画を策定する必要がある。

新しい区役所の機能や建築計画が整備基本計画としてまとめられ、新区役所整備が着実に進んでいる。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

新区役所整備の進捗状況

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

施策目標に対する成果を図る指標である。

事業3

事業１ 整備基本計画策定

【概要】
　平成27年10月に策定した新しい区役所整備基本構想(素案）を踏まえ、整備基本計画
を策定することにより、新しい区役所の機能や整備規模、建築計画などを明らかにす
る。

10か年計画（第３次） Ⅷ-３ウ　新しい時代にふさわしい新区役所整備

事業2

【概要】

10か年計画（第３次）

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）


