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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
ー 86.6% 77.0% 85% 85%

ベンチマーク

重点取組 ー ー 3.3点 4.0点 4.3点

ベンチマーク

分野目標
１０か年

計画

固定資産台
帳による財
務書類作成

新統一的基
準による財
務書類方針

案作成

新統一的基
準による財
務書類試作

版作成

新基本方針に
よる財務書類
作成、事業別
等コスト分析

実施

財務情報の
区政経営へ
の有効活用
モデル確立

ベンチマーク

重点取組 3.12% 2.7% 2.81% 2.5% 2.43%

ベンチマーク 3.00%

①

②

③

④

③

公会計改革の推進

④

区債権の収入未済率

近隣区（中野、杉並、練馬、板橋、豊島）平均

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○「職員のリスク管理・危機管理理解度調査」における総回答者の平均正答率を示す。内部統制やリスク管理・危機管理
に関する職員の意識と理解度を示すものと考えられるため、指標とした。平成27年度は係長級以上を対象としたが、結果
が良好であったことを踏まえ、平成28年度から調査対象を主任主事まで拡大した。よって、平成29年度目標値は、32年
度目標値と同様とした。なお、同調査の一定期間実施後に、正答率の対前年度比上昇率に指標を変更する予定である。

○行政評価の評価者を対象に実施しているアンケート調査において、当該年度（平成29年度）の行政評価が、施策や事業
の見直し・改善につながる適切な評価方法であるかを5点法で採点した結果で内部評価に関する採点結果（内部評価につ
いての全管理職の平均評価点）と外部評価に関する採点結果（外部評価委員による平均評価点）の平均を示す。行政評価
の精度を示すものと考えられるため、指標とした。目標値は、平成28年度の実績値や行政評価事務局に寄せられている意
見・要望を勘案して設定した。

○「中野区の新公会計改革基本方針」に基づく適切な財務分析を行い、その結果を区政経営に反映するためのプロセスを
示す。定量的な指標を設定することが困難であるとともに、公会計の推進を着実に進めていくことは、すなわち適切な財
務分析とその活用が行われていると考えられるため、指標とした。

○「用地特別会計を除くすべての会計の合計における収入すべき金額（＝調定額）」に対し、収入のなかった金額の割合
を示す。収納率向上対策の取組みが収入未済額の縮減につながり、区の財政基盤の安定に寄与すると考えられるため、指
標とした。主要債権である税及び国民健康保険料の収納率を、23区の中位まで向上することを目標としているため、近隣
区平均を参考にするとともに実績を踏まえ、平成29年度目標値は、平成27年度実績値の7.5％減、平成32年度目標値は平
成27年度実績値の10％減とした。

①

職員のリスク管理・危機管理に関する正しい理解・行動率

②

評価者による行政評価手法の評価点（5点満点）

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

平成29年度 行政監理分野 目標に向けて自らを律し、常に評価される
区政経営

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○区の事業運営において、不適切な事務処理や事件・事故が発生している。内部統制のしくみが機能し、リスク管理・危機管
理の実効力を向上するための効果的な取組みを実施していくことが不可欠である。
○また、持続可能な行財政運営を支えるため、精度の高い行政評価や「中野区の新公会計改革基本方針」に基づいた適切な財
務分析を行うとともに、区債権を着実に確保することが必要である。

分野目標

○コンプライアンスや危機管理などの全庁的な基準やルール、マニュアルについて適宜検証・見直しを行うとともに、実効性
の高い研修や訓練などを実施することによって、内部統制のしくみが機能し、区のリスク管理・危機管理力が向上している。

○行政評価や財務分析の方法等について、適宜検証と見直しを行い、評価・分析の精度を高めていくことによって、各部にお
ける施策や事業の見直し・改善が効果的に行われている。

平成29年度に重点的に行う取組み

○内部統制の実効力を高め、区のリスク管理・危機管理力を向上するため、研修・訓練などを工夫して行い、全庁的な基準や
マニュアルに反映する。
○施策や事業の見直し・改善が効果的に行われるよう、行政評価の精度を向上させる。
○複式簿記を前提とした「中野区の新公会計改革基本方針」に基づく財務書類を作成し、事業別コスト分析など新たな財務情
報の「見える化」を行い、区民等に対する情報開示、行政評価への活用策の検討を進める。
○さらなる収納率向上を図るため、平成27年度に策定した「収納率向上対策」に基づく取組みを着実に実施する。

分野の指標



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 12.0% 14.6% 8.9% 8.8%

② 6.6% 5.0% 4.8% 4.3%

③ ー 68.4% 64.5% 75.2%

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

○平成28年度に区の事業運営において発生した事件・事故のうち、行政監理担当に「リスク管理・危機管理情報連絡票」により報告された事案で、平成29年度に同一分野で
発生した同一・類似事案の割合を示す（＝平成29年度に平成28年度と同一分野で発生した同一・類似事案数／平成28年度の全分野の事件・事故数×100）。但し、外部要因
のみにより発生した事案を除き、また、同一事案は1件とする。同一分野における事件・事故の再発率が低いことは、行政監理担当による各分野への指導・支援が効果的に行
われたことを示すと考えられるため指標とした。

○職員に関する苦情件数の割合は、組織としての対応や職員の接遇が改善されたことによって、（一定程度）減少するものと
考えられるため指標とした。

○平成27年度から実施している、職員に対する環境に関する理解度調査における、回答者の平均点を示す。環境に関する取組
みが効果的に行われた結果を示すものと考え、指標とした。平成28年度まで環境マネジメント推進員などを対象としていた
が、平成29年度から主任主事以上の全職員に対象を拡大することも鑑み、平成29年度目標値を設定した。

【概要】
○職員のコンプライアンスに対する意識を高め、内部統制の実効性と組織としてのリス
ク管理・危機管理力を向上するため、研修・訓練を工夫して実施するとともに、各分野
における個別マニュアル等の整備を支援する。また、「中野区危機管理ガイドライン」
を改定するとともに、「中野区政のＢＣＰ」を見直す。さらに、中野区職員倫理条例に
基づく公益通報があった場合は、中野区法令遵守審査会の審査事務を補助する。また、
行政不服審査法による審査請求について、審理事務及び裁決を適切に行う。

組織内危機管理、法令遵守事務、内部統制等事業１

行政評価事業2

10か年計画（第３次） Ⅷ-3オ②危機管理体制の実効性の向上 ③業務継続力の向上、Ⅷ-3ア③コンプライアンスの推進

10か年計画（第３次）

環境マネジメントシステム

施策目標

○コンプライアンスや危機管理などの全庁的な基準・ルールやマニュアル等について適宜検証と見直しを行うとともに、実効性の
高い研修や訓練等を実施することによって、内部統制のしくみが機能し、区のリスク管理・危機管理力が向上している。

○行政評価や環境マネジメントスシステムの方法等について、適宜検証と見直しを行い、評価・分析の精度を高めていくととも
に、区に寄せられる意見・要望等が全庁的に共有されることによって、施策や事業、環境の取組みや区民への対応について、見直
しと改善が効果的に行われている。

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)

同一分野における同一（類似）事件・事故の再発率

区民の声に寄せられた意見・要望のうち、職員に関する苦情の割合

職員の環境に関する理解・実行率

0801 行政監理 目標に向けて自らを律する区政経営

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○区の事業運営において不適切な事務処理や事件・事故が発生している。内部統制のしくみが機能し、リスク管理・危機管理の実効力を向上するための効果
的な取組みを実施していくことが不可欠である。行政評価、区民の声、環境マネジメントシステムは、持続可能な行政財政運営を支えるため、施策や事業、
区民への対応や環境の取組みの見直し・改善につながる効果的なしくみとして機能していることが求められている。

【概要】
○目標と成果による区政運営の考え方に基づき、区の仕事の成果や効率性などを適切に
評価し、施策や事業の見直し・改善に繋げるため、方法等について検証・見直しを行っ
た上で平成29年度の行政評価を実施する。内部評価を実施した後、さらに、学識経験者
及び公募区民による外部評価を実施する（全分野の1/3程度。3年で一巡）予定であ
る。

事業3 区民の声

【概要】
○区民の声担当に寄せられる意見・要望等（メール、郵便、投書箱、電話、ＦＡＸ、窓
口等による）について、関係部署もしくは区民の声担当から回答等を行う。また、団体
からの申し入れによる対話集会を開催する。らに、区民から寄せられた区政への具体的
な提案（「区政への提案箱」あてにメール、郵便、ＦＡＸ等による）について、当該提
案に対する区の考え方等を原則区長名で回答する。新たな取組みとして、平成29年度
は、スマートフォンを活用した、新たな区民参加と協働のしくみについて検討する。

10か年計画（第３次）

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】
○区役所本庁舎及び庁外施設におけるＩＳＯ１４００１に基づく環境マネジメントシス
テムの運用を行う。平成29年度は、これまで区役所本庁舎だけであったＩＳＯ１４００
１の適用範囲を庁外施設まで拡げるとともに、新規格である２０１５年版に移行する。
これに伴い、第三者機関による移行審査を実施する。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① － － 61.1% 74%

② 2,883 2,594 3,394 3,600

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 経営分析･公会計改革

【概要】
○「中野区の新公会計改革基本方針」に基づき財務書類を作成し、事業別・施設別のコ
スト分析の実施、行政評価への活用策の検討などに取り組む。
○財務書類から新たに得られる財務情報を財政白書に加えるなどして、区の財政状況を
わかりやすく公表します。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅷ-３イ②　公会計改革等財務管理推進、財政分析強化

事業2

【概要】

10か年計画（第３次）

○「中野区の新公会計改革基本方針」に基づき、統一的基準に準拠した財務書類を作成する。事業別施設別のコスト分析や他団体
比較をすることによって、財務書類のデータが区政経営に活用されている。職員はコスト意識を持ちながら業務改善に取り組んで
いる。

○区の財政状況について必要な情報を区民に分かりやすく公表することによって、区民が区の財政状況を理解している。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

区の財務情報に関する職員の理解率

区の財務情報に関する区ホームページの閲覧数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○職員を対象とした区の財務情報に関するアンケート調査における平均正答率を示す。職員が財政白書等で示されている区の
財務情報等を理解し、コスト意識を高めていることを示すと考えられるため指標とした。

○区のホームページに掲載されている財務情報に関するページの単年度の閲覧数の合計を示す。新たな統一的基準により得ら
れる財務情報などを区民に分かりやすく示すことができ、関心等を高めていることが類推できるため、指標とした。

施策目標

0802 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

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○総務省が示した新たな統一的基準に対応し、さらなる公会計改革を推進していくため、平成27年度に「中野区の新公会計改革基
本方針」を策定した。この基本方針に基づき、複式簿記を前提とした財務書類を作成し、行財政運営を支えるため、事業別施設別
のコスト分析や他団体比較の実施、行政評価や事業見直しなどへの活用等に取り組まなければならない。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 93% 94% 98% 99%

② － 88% 90% 92%

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 債権管理・未収金対策

【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を進行管理するとと
もに、平成27年度に策定した「収納率向上対策」に基づく取組みの支援・統括を行う。
債権管理研修の実施や外部専門セミナーの受講を促すこと等により、債権管理に関する
知識、ノウハウを兼ね備えた人材を、より多く育成する。

10か年計画（第３次）

事業2

【概要】

10か年計画（第３次）

○各所管部（分野）の債権管理事務を支援・統括することによって、年間徴収計画が着実に実行され、各債権の徴収目標が達成さ
れている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

年間徴収計画に掲げた主な収納対策に対する取組み（収入未済額100
万円以上の債権対象）の実行率

債権管理研修受講者の理解率

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○区全体の債権の99.9％を占める収入未済額100万円以上の債権について、年間徴収計画に掲げた主な収納対策に対する取組
みが着実に実施されることは、債権管理担当の支援・統括が機能していることを示すと考えられるため、その実施率を指標と
した。

○債権管理研修受講者対象の理解度調査における正答率を示す。正答率が高いことは、債権管理担当が効果的な研修等を行っ
ていることを示すものと考えられるため指標とした。

施策目標

0803 債権管理 未収金の発生を防ぐ債権管理

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○特別区民税や国民健康保険料の収入率は、これまでの滞納処分の強化や口座振替加入の推進等によりいずれも向上しているが、
国民健康保険料は23区中10位を維持しているものの、特別区民税は未だ２３区平均を下回っている。また、その他の債権の中には
高額の収入未済を抱えている債権もあるなど、さらなる未収金の減少に向け、関係分野との連携・調整による収納率向上対策の実
施が必要である。


