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指標の種類 26年度 27年度 28年度 29年度 29目標 32目標

分野目標
１０か年
計画

－ － 98.2% 99.0% 100%

ベンチマーク

重点取組 ー ー 62.6% 65.0% 70.0%

ベンチマーク － － 66.6%

重点取組 ー ー 66.6% 73.2% 80.0%

ベンチマーク 50.0% 56.7% 53.0%

　 　 　 　

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成29年度 企画分野 計画的に着実に目標の達成に向け展開する
政策

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○基本構想及び「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」で示した目標の実現に向けた取組が着実に行われていく必要が
ある。ついては、事業部等の取組の進行管理とともに、部門横断的な計画、方針の策定を進めるにあたっては、ステークホル
ダーを見極め、十分な他部との議論を行い協働して構築していく必要がある。

男女共同参画社会に関する世論調査（内閣
府）

「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」の指標にお
ける３２年目標値に対する達成度

「男女共同参画社会」の区民認知度

○将来的な展望を踏まえて、施策の立案や、部間の調整及び各部への支援を適時行うことによって、基本構想及び「新しい中
野をつくる10か年計画（第3次）」で示す中野のまちの姿が着実に実現している。

○東京2020オリンピック・パラリンピックを契機として、さまざまな機会を通じて区民や庁内に働きかけを行うことによっ
て、人権意識の向上とユニバーサルデザインのまちづくりが進み、国際理解や平和の大切さについて意識が高まっている。

平成29年度に重点的に行う取組み

○基本構想で描く基本理念を実践するとともに、10年度後中野のまちの姿を実現し、区が取り組むべき方策を明らかにした
「10か年計画」で示した目標を実現していくために、事業部等の取組みについて進行管理を行うとともに、事業部等におけ
る施策化・事業化を支援する。
○今後10年間に更新を計画する施設について、基準となる財源や手法について取りまとめる「公共施設総合管理計画（建物
編）」に基づき、個別施設の集約化、複合化、適正規模化等について、個別具体的な検討を適時進めていく。また、施設マネ
ジメントにより、未利用となった土地・施設等の有効活用を進めるために、民間施設の誘導や財源確保策を推進する。
○年齢、性別、身体能力、国籍等様々な特性を持つ人を含め、すべての人が安心、安全で快適に暮らすことができる「ユニ
バーサルデザインのまちづくり」を実現するため、指針となる条例の制定及び推進計画を策定するとともに、男女共同参画基
本計画の改定を行う。
○多言語対応のため、ガイドライン及び整備方針を策定するとともに、東京2020参画プログラムやフラッグツアー関連事業
を通じて、東京2020オリンピック・パラリンピックへの気運醸成を図る。

分野の指標

インターネットによるバリアフリー化に関す
る意識調査（内閣府)

ユニバーサルデザインに関する認知度

　

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」の成果指標のうち、平成29年度の実績値が、32年度目標値に対して基準
値40%（前期5年について毎年20%づつ進捗すると想定した２年目の進捗度）以上に達した指標の割合。基本構想及び「新
しい中野をつくる10か年計画（第3次）」で示した目標が着実に進捗していることを示す指標とする。

○区が進める男女共同参画社会推進のための意識啓発と環境整備の周知度を測るためのものであり、内閣府における、男
女共同参画に関する用語の周知度調査を踏まえ設定した。（区民意識・実態調査）

○ユニバーサルデザインに関する普及促進等の取組の成果を測るため、区民のユニバーサルデザインに関する認知度（言
葉を認識）を指標として設定した。（区民意識・実態調査）目標値については、内閣府が実施する「平成27年度インター
ネットによるバリアフリー化に関する意識調査」における「ユニバーサルデザインの認知度」の伸び率（1.13）を踏まえ
て設定した。

　

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 7件 11件 17件 12件

② - - 1030件 1,350件

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

○施策立案や各部の施策立案支援、部間調整を行った案件のうち庁議報告に至った件数を指標とする。企画立案や調整業務を
活発に実行することで指標は向上する。目標値は、過去の実績や企画分野の施策の組替（企画調整から施策05及び06を分離）
を踏まえ設定した。（※庁議…区政の基本方針の周知、重要な施策の調整、主要課題の報告等を行う経営幹部による会議）

○ふるさと納税として寄付された件数を指標とする。件数の増加は、区の歳入増となるとともに、区や連携自治体のＰＲ、活
性化につながるものであり、区内事業者や連携自治体等との協力関係の強化、広報の工夫などにより指標の向上が期待でき
る。目標値については、28年度実績（28年10月事業開始）を踏まえて設定した。

【概要】
○「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」で示した目標の実現や新たな政策課題
への対応に向けて、事業部等の施策・事業の推進を支援する。また、区政の課題などに
ついて、区民と区長が直接話し合う対話集会を、区役所をはじめ、地域や学校に出向い
て実施する。

政策の総合調整事業１

施策立案にかかわった事案の件数

ふるさと納税寄付件数

施設マネジメント事業2

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－３ア①調査研究、政策立案機能の強化

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－４ア①観光・体験、経済、環境交流事業の展開

事業4

【概要】

0101 企画調整 総合的に調整し、選択される政策

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○「新しい中野をつくる10か年計画（第3次）」に掲げる取組の進行調整をはじめ、地方連携や新たな政策課題への対応など、部
門横断的な方針づくり、計画づくりが増加しており、施策の立案や部間の調整など政策立案機能をより強化し、事業部等を支援す
る必要がある。

施策目標

○各部における施策立案や目標設定を支援することによって、政策が適切に構築・選択され、区の施策が着実に展開されている。
目標設定、実施、評価、見直し改善のPDCAサイクルにより、区の取組みの成果が向上し、区政運営が区民に信頼されるものとなっ
ている。

【概要】
○持続可能な行財政運営と施設サービスの向上を図るため、長期的な視点に基づく区有
施設管理の方針である公共施設総合管理計画（建物編）に基づき、施設の管理運営や更
新の効率化、適正配置などを計画的に進める。

事業3 地方創生

【概要】
○区や連携自治体等の活性化及び自治体間交流を踏まえた相互に利点や価値がある関係
を高めるため、ふるさと納税事業の実施や全国連携プロジェクトに基づく地域間連携を
進める。
○寄附金に対する返礼品
・なかの里・まち連携自治体等の特産品等
・中野の逸品、区内に本社・本店等がある企業及び事業者等の商品

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－３エ①長期的な視点に基づく施設管理の推進

10か年計画（第３次）

○全国連携プロジェクトや、ふるさと納税事業の実施によって、区の活性化を図るととともに、地方の活性化及び地方との交流が
活発になっている。

施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(26～28)・目標(29)



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 83.1% 62.0% 71.5% 80%

② 63件 68件 77件 90件

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○統計情報や分析結果等を、区民や職員が利活用しやすいようにした上で、区ホーム
ページ等に掲載する。また、区民や職員からの統計調査に関する問合せ・相談に適切に
対応する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ-1ア③オープンデータの活用推進

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 レファレンスの実施

事業１ 基幹統計調査の実施

【概要】
○法定受託事務である基幹統計調査（国勢調査、学校基本調査、商業動態統計調査等）
を適切かつ効率的に実施する。

10か年計画（第３次）

事業2 区民意識・実態調査の実施

【概要】
○広く区民の意識や実態を把握し、構想・計画及び施策・事業の検討資料とするため、
定住意向や生活環境の満足度、区の施策への要望などについて、区民・意識実態調査を
実施する。

10か年計画（第３次）

○基幹統計調査や区民意識・実態調査を適切に実施し、その結果をはじめ、さまざまな区の保有するデータを体系的に整理・公表
するとともに、適切なレファレンスを行うことによって、統計調査等の情報が効果的な施策・事業の立案や区民のさまざまな活動
などに活かされている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

当年度に実施する統計調査の回収率（回答者の理解度）

統計調査に関するレファレンス数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○29年度に実施予定の基幹統計調査（工業統計調査、学校基本調査、商業動態統計調査、就業構造基本調査）及び区民意識・
実態調査の平均回収率を示す。回収率≒調査対象である区民・事業者の各調査に対する理解度と捉えているため指標とした。
目標値は、27年度回収率をもとに、現在の調査協力が得づらくなっている状況を鑑みて設定した。

○職員や区民等からの統計調査に対する問合せ・相談対応件数を示す。レファレンス数が多いということは、統計調査の適切
な周知や調査結果等をわかりやすく公表できているとともに、施策・事業及び区民の活動に役立つ情報提供が行えていること
を示すと考え、指標とした。目標値は、27年度の数を踏まえ設定した。

施策目標

0102 政策情報 施策に反映される情報の収集・分析

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絶えず変化しており、課題は多様かつ複雑になっている。各課題の解決に有効な施策や事業を実施し
ていくためには、課題に対する各種調査や統計分析に基づいた政策形成が必要である。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 437人 241人 151人 181人

② 7,027人 7,782人 8,228人 8,560人

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○中野区国際交流協会は、区が1989年に設立した外郭団体である。外国人区民への日
本語学習支援や外国人と区民との交流事業の実施など、市民レベルの国際交流事業を展
開している。区では協会の安定的な運営を図るため、人件費、事業費の一部を補助して
いる。外国からの来街者の増加、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会
の開催を見据え、今後は外国人観光客対応、在住外国人生活支援、区民の国際理解など
の事業展開の一翼を担っていく。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２イ①地域の国際化の推進

事業4 多言語対応ガイドラインの策定

【概要】
○2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機とした、外国人来
街者に対する案内や区内施設の多言語化の拡充を進めるため、区の基本的なルールとな
るガイドライン及び整備方針を策定する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅰ－２イ①都市観光活性化のための国際化対応・体制整備

事業3 中野区国際交流協会への支援

事業１ 平和関連事業

【概要】
○被爆・戦争体験を次世代に伝えるために、平和に関する講演や映画の上映を行うとと
もに、戦争体験者からの証言内容を映像化することで、多くの区民に平和について考え
るための機会を提供し、平和の尊さを広く区民に伝えていく。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２イ②国際平和への貢献

事業2 友好区との交流事業

【概要】
○友好都市関係を結んでいる中華人民共和国北京市西城区、大韓民国ソウル特別市陽川
区や、区に関わりのある他の諸外国との新たな交流を通じ、区民の国際理解の気運を醸
成させていく。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２イ③海外自治体との交流促進

○平和事業を通して、区民自身が自主的かつ積極的に平和の大切さや尊さを語りかけていくことによって、平和の理念が地域社会
に定着している。

○外国人にとっても魅力的なまちづくりが図られ、地域においてさまざまな交流が生まれ、まちは活力にあふれている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

「平和のつどい」の参加者数

地域での外国人との交流事業の参加者数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○平和の尊さや戦争の悲惨さを広く区民に啓発することを目的とする「平和のつどい」は、毎年夏に半日間、行っているイベ
ントである。平成2年度以降、継続して開催しているイベントであり、長年にわたり蓄積している「参加者数」という経年の
データは、平和への関心度合いを探るうえで指標となる。目標値は、平成２８年度の参加者数に鑑み、設定した。

○地域での外国人との交流事業は、主として国際交流協会によって行われている。四季の森公園や大学キャンパス等の開設、
外国人区民、外国人来街者の増加といった諸要因から、交流事業への参加者数が増加することが見込まれる。目標値は、外国
人区民の今後の増を見込み、設定した。

施策目標

0103 平和・国際化 平和を呼びかけ、異文化との交流を進めるまち

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○様々な平和啓発事業を行うことによって、戦争の悲惨さ、平和の尊さを幅広い世代に、継続して伝えていく必要がある。
今後のグローバル化の進展を見据え、外国人への多言語での情報提供や相談対応等の行政サービスの充実、日本語学習機会の充
実、国際交流協会や明治大学国際日本学部等の関係団体との連携強化等、さまざまな課題への対応が求められている。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① ー ー 62.2% 64%

② 56.7% 57.8% 56.5% 58%

③ ー ー 22.6% 23%

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

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 人権関係事務

【概要】
○中野地区の人権擁護委員と協力し人権教室、「人権の花」の育成、「中学生人権作
文」、パネル展などの啓発活動をおこなう事を通じて広く区民へ人権擁護委員を周知す
る

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２ア①人権意識の向上

事業2 男女共同参画に関する取組み・支援

【概要】
○男女共同参画社会の実現に向け、関連分野や関係機関と協力し区民、事業所、地域団
体などを対象に講座を開催するほか、情報誌の発行や区のＨＰを利用し、啓発と環境整
備を促す。また、男女共同参計画を見直す体制づくりを進め、施策の総合調整と推進を
図る。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２ア②男女共同参画の推進

○男女共同参画社会を正しく理解し、誰もが暮らしやすく、それぞれのライフスタイルに応じて個性と能力を発揮できる社会づく
りができている。

○人権擁護委員との協力のもとひとり一人の人権を尊重し、あらゆる差別許さないという人権意識が浸透されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

男女共同参画社会の用語周知度について

女性委員の比率が4割を満たしている審議会の割合

人権擁護委員の認知度

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○誰もが暮らしやすく、それぞれのライフスタイルに応じて個性と能力を発揮できる社会づくりを目指すためには、男女共同
参画社会という用語を正確に伝え周知度を上げることが必要なため。
28年度内閣府男女共同参画社会に関する世論調査の調査結果を参考に、取り組みの効果を加味して設定した。

○職場、地域、防災等様々な分野において、企画や方針の決定段階から女性の参画が行われると男女共同参画社会の推進につ
ながるため。

○地域での人権啓発活動の中心である人権擁護委員の相談業務、人権教室などの活動を知る機会を作り委員を知ることで、互
いに人権を尊重する社会を目指すため。活動をより活発に実行することで指標は向上する。目標値は取り組みの効果を加味し
て設定した。

施策目標

0104 人権・男女共同参画 互いに人権を尊重し、個性と能力を十分に発揮していく社会

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○いまだに固定的性別役割分担意識や男女共同参画の認識が広まらない為、互いに人権を尊重し、一人ひとりの個性や能力を十分
に発揮できる社会の実現が課題となっている。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① - - 66.6% 73.2%

② - - 36.6% 40.2%

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

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 ユニバーサルデザインに係る条例の制定、及び、推進計画の策定

【概要】
○平成28年度に設置した中野区ユニバーサルデザイン推進審議会からの答申を踏まえ、
ユニバーサルデザインに係る条例の制定と、推進計画の策定を行う。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２ア③誰もが生活しやすいまちづくりの推進

事業2 ユニバーサルデザインに係る普及啓発

【概要】
○区民や事業者等に対して、ユニバーサルデザインに関する考え方の普及啓発を図るた
め、シンポジウムを開催するとともに、リーフレット等を作成し、配布する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ－２ア③誰もが生活しやすいまちづくりの推進

○ユニバーサルデザインに係る条例の制定と、推進計画の策定を行うことによって、様々な区政課題に対する取組の中に、ユニ
バーサルデザインの視点が取り入れられている。

○ユニバーサルデザインに係る普及啓発等を行うことによって、区民、事業者等に、ユニバーサルデザインに関する考え方が理解
され、実践されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

ユニバーサルデザインに関する認知度

ユニバーサルデザインに関する理解度

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○ユニバーサルデザインに関する普及促進等の取組の成果を測るため、区民のユニバーサルデザインに関する認知度（言葉を
認識）を指標として設定した。（区民意識・実態調査）目標値については、内閣府が実施する「平成27年度インターネットに
よるバリアフリー化に関する意識調査」における「ユニバーサルデザインの認知度」の伸び率（1.13）を踏まえて設定した。

○ユニバーサルデザインに関する普及促進等の取組の成果を測るため、区民のユニバーサルデザインに関する理解度（内容を
認識）を指標として設定した。（区民意識・実態調査）目標値については、内閣府が実施する「平成27年度インターネットに
よるバリアフリー化に関する意識調査」における「ユニバーサルデザインの認知度」の伸び率（1.13）を踏まえて設定した。

施策目標

0105 ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザインの視点が取り入れられた区政の推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○高齢社会やグローバル化の進展等を踏まえると、区民、来街者が障壁（バリア）を感じることなく、都市活動や社会参加を行え
る環境づくりが重要となるため、ユニバーサルデザインの視点が取り入れられた区政を推進していく必要がある。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① - - 3 6

②

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

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 東京2020参画プログラム

【概要】
○「東京2020参画プログラム」は、各地で行われる東京2020オリンピック・パラリン
ピック関連事業を東京2020組織委員会が認証する制度である。区民の気運醸成を図る
ため、区が実施するスポーツ・文化・教育・国際化などの様々な部門の事業について、
参画プログラムへの参加（認証）を進め、区民が参画プログラムにふれる機会を拡充す
る。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅳ－１イ⑤東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運醸成

事業2 フラッグツアー関連事業

【概要】
○東京都等は、各区市町村にオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグを巡回さ
せ、フラッグの到着を歓迎するセレモニーと展示を実施することとしている。多くの区
民に、フラッグに親しんでもらうため、フラッグツアーの周知広報を行うとともに、フ
ラッグツアーにあわせて、オリンピック・パラリンピック競技種目の体験等の気運醸成
事業を実施する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅳ－１イ⑤東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた機運醸成

○東京2020参画プログラムやフラッグツアー関連事業等の気運醸成の取組がまちの至るところで実施されることによって、区民
は、東京2020オリンピック・パラリンピックに対して期待を膨らませている。

○スポーツ・健康づくり活動や国際理解の推進、外国人観光客の受入環境の整備等の様々な区政課題に対する取組が推進されるこ
とによって、区政における「オリンピック・レガシー（有形・無形の社会的遺産）」が創出されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

東京2020参画プログラム参加（認証）事業数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○東京2020参画プログラムに多くの区民がふれることによって、東京2020オリンピック・パラリンピックに関する気運醸成
が図られるものと考え、区内で実施される事業において、参画プログラムに参加する（認証された）事業の数を指標として設
定した。

施策目標

0106 オリンピック・パラリンピック推進 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした政策の推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○東京2020オリンピック・パラリンピックを一過性のイベントに留まらせるのではなく、様々な区政課題に対する目標達成のため
の契機としてとらえ、着実に政策を推進していく必要がある。


