
平成31年度（2019年度）

指標の種類 30実績 31目標 32目標

(1) － 7.5% 7.4% 7.3%

ベンチ

マーク

食料 １０か年計画 52.0% 53.5% 55.0%

飲料水 １０か年計画 62.0% 63.5% 65.0%

ベンチ

マーク

(3) １０か年計画 2,600 2,500 2,400

ベンチ

マーク

(4)

ベンチ

マーク

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

○中野区の地域特性を鑑みた災害対策が関係機関や区民の協力のもとで実施されるとともに、関係機関との連携により、区民が安

心して生活を送ることができるまちが実現されている。

05 危機管理課
区民の生命・財産が守られ安全・安心に暮らせる災害に強い

まち

１　課目標（課の政策目的）

○コンプライアンスや危機管理などの全庁的な基準やマニュアル等が適宜見直しされるとともに、実効性の高い研修や訓練等が実施さ

れ、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。

係名 担当施策名

２　課の指標

指標／実績(30年度)・目標(31年度・32年度)

同一課（分野）における同一（類似）事件・事故の再発率

(2)

地震（災害）に対して食料・飲料水を備蓄している区民の割合

犯罪発生認知件数（件、暦年）

都内の犯罪発生認知件数（件、暦年）

３　課の構成

危機管理係 危機管理

防災対策係 防災対策

地域防災係 地域防災

生活・交通安全係 生活・交通安全



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0501 危機管理 危機に適切に対応できる態勢の整備

　１　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。

災害対策は、様々な法改正、多様化する区民ニーズや過去の災害における課題を踏まえた改善等、多様化している。これら

の課題を中野区の地域特性を踏まえて災害対策を計画し、中野区地域防災計画へ反映させていくことが必要である。

○コンプライアンスや危機管理などの全庁的な基準やマニュアル等が適宜見直しされるとともに、実効性の高い研修や訓練等を

実施され、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。

○中野区にかかる災害に関し、様々な災害対策が改善され、中野区の地域特性を鑑みた災害対策が関係機関や区民の協

力のもと実施されており、これらの災害対策を中野区地域防災計画へ反映している。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

（実績）
(1) 同一課（分野）における同一（類似）事件・事故の再発率

（目標） 7.5% 7.4% 7.3%

（実績） 18.3%
(2)

定期（財務）監査における同一指摘事項及び伝達事項の再発

率

（目標） － 18.0% 18.0%

（実績）
(3)

（目標）

事業２ 法令遵守事務

事業３ 内部統制

事業４ 防災会議等の運営

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

平成30年度に区の事業運営において発生した事件・事故のうち、「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31年度に同一課（分野）で発生した同一・類似事案の割合を示す（＝平成31年度に平成30年度と同一課

（分野）で発生した同一・類似事案数／平成30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。この再発率が低いことは、危機管理担当による各課への指導・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。

本年度（平成31年度）の定期（財務）監査における前年度（平成30年度）の指摘事項及び伝達注意事項の再発

率を示す。なお、監査の対象となる事務は、監査年度の前年度の事務である。同一指摘事項及び伝達注意事項の再発率が

低いことは、内部統制に関して、危機管理担当による各課への指導・支援や全庁的な注意喚起等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。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 危機管理調整事務

事業８

事業９

事業10

事業５ 地域防災計画

事業６

事業７

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13

事業10

事業９

事業１ 防災対策の推進

事業２

事業４

事業５

事業６

（実績）

事業３

災害救助

事業８

(3)
（目標）

事業７

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

中野区区民意識・実態調査の生活環境調査のうち、「災害時の安全性」は、災害対策事業だけではなく木造密集地域や

狭あい道路などの影響も大きいが、災害対策の取組みに対する評価として、良い、または、どちらかといえば良いと回答した区民

の割合を指標とした。目標値は、過去10年で2.7％上昇という実績から、年1％の上昇を目標とした。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

（実績）
(2)

（目標）

自然災害が多発する中、中野区には木造密集地域や狭あい道路など被害が拡大する要因がある。災害による被害を減ら

し、区民の安全・安心を確保するためには、区が中心となり関係機関と連携した迅速な応急活動体制の整備が重要である。

また、関係機関との連携とともに、区民への情報伝達、避難所における女性や要配慮者への対応など円滑な避難所運営、他

自治体・協定事業者との協働など、過去の災害における課題に対応できる応急活動体制を確保する必要がある。

○災害時に、関係機関との連携のもと区の対応が的確に行われ、必要な情報が区民一人ひとりに届き、必要な物資が提供さ

れ、区民の生命を守る救援救護活動体制が確立している。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

（実績）
(1)

中野区区民意識・実態調査の生活環境調査の災害時の安全

性について、良い、どちらかといえば良い、と回答した区民の割合

（目標） 54.4% 55.4% 56.4%

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0502 防災対策 的確な防災対策



　２　施策の目標（目的）

(1) 　

(2)

(3)

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13

事業８

事業９

事業10

事業５

事業６

事業７

事業２ 初期消火設備の確保

事業３ 消防団等活動支援

事業４

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

区及び消防署が関わった防災訓練、講演会等の参加者数。一人ひとりの区民が地域の防災訓練に参加することにより、区

民の災害時の行動力が向上することから、年ごとの参加者を増加させることを目標としている。 参考：平成29年度 参加者

数　46,315人

中野区区民意識・実態調査において、地震災害への対策として家庭内で飲料水・食料を備蓄している割合。「自らの生命は

自らが守る」ための対策と取組みの浸透度を表すものとして増加させることを指標とした。 参考：平成29年度 備蓄率 食料

49.0％、飲料水　59.8％

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 地域防災の推進

（実績）
(3) 地震（災害）に対して飲料水を備蓄している区民の割合

（目標） 62.0% 63.5% 65.0%

（実績）
(2) 地震（災害）に対して食料を備蓄している区民の割合

（目標） 52.0% 53.5% 55.0%

（実績）
(1) 防災訓練参加者数

（目標）50,300人 54,300人 58,300人

中野区では、地域防災会（地域防災住民組織）があり、全区民がこの防災会に加入、防災訓練等を行い、地域の防災力

向上に努めている。平成28年度時点で、この防災会の役員の高齢化や、防災会が主催する防災訓練などへの参加数の減少

が課題となっていた。そこで、強化・推進策として総合防災訓練を参加者体験型にリニューアルするなど「地域の防災行動力向

上」にかかわる具体的な取組みを着実に実施し、災害時に自助・共助が効果的に発揮されるよう、引き続き地域防災力の向上

を図っていく必要がある。

○地域防災会（地域防災住民組織）の活動支援や各種訓練の実施により、区民の自助・共助能力が向上している。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0503 地域防災 地域防災力の向上



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

施策 0504 生活・交通安全 区民生活の安全確保

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

地域での防犯パトロール団体による活動や警察をはじめとする関係機関との連携強化により、区内の犯罪発生認知件数は減

少傾向にあるが、一方で振り込め詐欺等の犯罪が高い水準で推移しているため、引き続き取組みの強化が求められている。

区内の交通事故件数は昨年に比べ微増だが、自転車が関与する交通事故の割合は約4割と高い状態が続いているため、自

転車利用者に対するルール普及活動や街頭啓発活動を重点的に取り組む必要がある。

○主要交差点等に設置した防犯カメラの運用の検証を行うとともに防犯カメラの助成事業を拡充し、警察等の関係機関との連

携を強めることによって、防犯力が向上した安全・安心なまちが実現されている。

○青色灯防犯パトロールカーで見守り広報・パトロール強化地点等の運行により子供の見守り強化、犯罪の未然防止を図る。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

○自転車利用者の交通ルール遵守とマナー向上により自転車関連事故が減少している。

（実績）
(1) 犯罪発生認知件数（件、暦年）

（目標） 2,600 2,500 2,400

（実績）
(2) 特殊詐欺発生認知件数（件、暦年）

（目標） 70 60 50

（実績） 268
(3) 自転車による交通事故件数（件、暦年）

（目標） 240 210 175

事業２ 交通安全啓発

事業３

事業４

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

地域団体や警察・防犯協会等の関係機関と連携した地域の安全・安心に対する取組みの成果として、一目で理解すること

ができる区内の犯罪発生認知件数を指標として設定した。なお、本件数は警視庁が認知・集計した中野区内の刑法犯認知

件数とする。

振り込め詐欺をはじめとした特殊詐欺の根絶に向け、警察等関係機関と連携して街頭キャンペーンや区報、区ホームページで

の効果的な広報、自動通話録音機の貸与事業の成果として、区内の特殊詐欺発生件数を指標として設定した。

区は、自転車安全利用に重点を置いた事業を警察署、交通安全協会などの関係機関と連携して展開している。取組みの

成果として、警視庁が集計した「自転車による交通事故件数」を指標として設定した。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 地域の生活安全

事業８

事業９

事業10

事業５

事業６

事業７

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13


