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領域Ⅳ．区民が発想し、区民が選択する新しい自治 

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 

 

１． １０年後のまちの姿 

   「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」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次のとおりです。 

 

 

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 

 

○ 多くの区民によって、地域課題解決のための話し合いや共同行動などが積極的

に進められ、暮らしやすいまちづくりの動きが広がっています。 

○ 町会・自治会は、地縁団体としての長い活動の経験をふまえて、大きな役割を

担っています。 
○ 住民による協働の動きが広まり、地域の団体活動が活発になって、ＮＰＯなど

の新しい形の活動形態も広がっています。 

○ 区民は、必要な情報を、情報通信技術をはじめとする多様な方法で、速やかに

入手できるようになっています。 

○ 身近なところに人々が集う場、話し合いの場があり、区民の意思にもとづいて

運営され、多様な地域活動の拠点として生かされています。 

○ 政策等の「計画－実施－評価－改善」の段階ごとに参加するしくみが整い、区

民の意思を反映した区政運営が進められています。 

○ 地域で活動するさまざまな団体が、公共サービスの新たな担い手となり、区民

にとって質の高いサービスを提供しています。 

○ 地域では、災害時への対応や防犯のための備えなど、安全、安心な暮らしを支

えるための取り組みが、人々の力を生かしながら幅広く実践されています。 

○ 区の内外でのさまざまな交流を通じて、世界の国々や民族との相互理解の輪が

広がり、平和な世界の実現に向けた努力が重ねられています。 
 

 

 

２． 現状と課題 

地域では、町会や自治会が、長年にわたり防犯や防災、環境問題など区民生活を守る公

共・公益活動に積極的に取り組んでいます。また、地域には、地域の課題などについて幅広く

区民が話し合う場として住区（地域）協議会があります。このほか、子育てや福祉で多くの団体

による活動も幅広く行われています。地域活動の活性化に向けて、団体相互の連携を強化す

るとともに、新たな分野や活動形態への展開がますます求められてきています。 

区政情報の提供は、区報やホームページ、区政資料センター、地域センター窓口などで行

っていますが、情報が十分に迅速に提供されていない面もあります。ホームページを充実する
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など、区民が必要な情報を、迅速かつわかりやすい形で提供していく必要があります。 

地域活動を通じて、地域の中で公共サービスを提供する団体も現れてきています。区が必

要な支援を行いながら、多くの団体が質の高い多様なサービスの担い手になることが求められ

ます。 

地域では、町会・自治会単位に防災会が整備され、自主的な防災訓練などを行っています。

地域団体による防犯パトロールなど、地域での防犯の取り組みも始まっています。「みずから

の地域はみずから守る」という理念を、地域住民が共有し、より一層地域の防災・防犯力を高

めていく必要があります。 

国際理解・交流については、地域を中心に、身近な場で相互理解に向けた取り組みを広げ

ていく必要があります。 
 

 

３． 施策の方向 

 

区民の公益活動の推進 

皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

区民の声を受け止め生かす区政の推進 

安全で安心な地域生活の推進 

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 
平和・国際交流の推進 

 

 

区民の公益活動の推進 

   

（１）目標とする姿 

町会・自治会をはじめとする地域のさまざまな団体を中心に、地域課題の解決のための

話し合いや共同行動など、自主的な活動が幅広く展開されています。 

公共サービスの提供主体として、価値の高い多様なサービスを提供するさまざまな区民

団体が活動しています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 実績 
21 年度 

目標値 

26 年度 

目標値 

こ の １ 年 間

で、地域活動

やボランティ

ア 活 動 に 参

加した区民の

割合 

区民活動への参加意欲の高さを示す

ため。 

１８．４％

(１６年度)
２０％ ３０％ 
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（３）おもな取り組み 

① 町会・自治会活動の推進 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

区内全域にわたり、地縁団体として設置されている町会・自治会については、その活動の

公益性を踏まえ、活動を一層推進するとともに、区との連携・協働を強化していきます。 

 
② 地域団体活動の支援 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

地域のコミュニティ形成、地域課題の解決のための話し合いなど、区民の多様な地域自

治活動の拠点を設け、地域自治の推進を支えます。地域住民の意思にもとづいて運営され

るしくみをつくるとともに、区は、地域の自主活動の企画と運営が円滑に行えるように、支援・

調整の役割を担います。この活動拠点は、現在の地域センターを活用し、名称を(仮称)区

民活動センターとします。 

 
③ 公益活動支援のための助成と拠点整備 

（担当：区長室 政策計画分野ほか） 

さまざまな区民団体の公益活動がさらに発展するよう、区民の寄付等を財源とする助成制

度を創設するとともに、人材や団体の育成、関係情報の収集や発信などを行う（仮称）ＮＰＯ

活動センターを区立施設内に開設します。 

 
④ 公共サービスへの参入機会の提供 

（担当：区長室 政策計画分野ほか） 

区民団体の活動の特長を生かすとともに活動の場を広げるため、区民団体に、積極的に

区の業務の委託等を行います。また、区民団体から受託したい事業の提案ができる制度を

創設します。 

 
⑤ 地域通貨の導入支援 

（担当：区長室 政策計画分野ほか） 
 地域ボランティアをはじめとする地域の支えあいの輪を築き、参加の裾野を広げるために

地域通貨の導入を進めます。地域通貨は、助けを必要とする人の手伝いや環境配慮行動

をしたときなどに通貨を受け取り、自分が助けを受けたときにその通貨を支払うしくみを基本

とします。地域通貨の利便性や有効性を確保するためには、流通のしくみを確立する必要

があり、関係団体と連携し、その取り組みを支援していきます。 

 
 



第3章 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 

 122

区民の公益活動の推進 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○町会・自治会と区の

協働による支えあい活

動の推進 

○地域団体活動の拠

点となる施設運営のし

くみづくり（地域での話

し合い） 

 

 

 

 

 

 

○公益活動を支援する

助成制度の創設と（仮

称）ＮＰＯ活動センター

の開設（現環境リサイ

クルプラザ内に開設） 

○公募による事業提案

制度の創設 

 

○地域通貨の導入支

援検討 

 

 

 

○地域団体による施設

運営開始（地域センタ

ーを（仮称）区民活動セ

ンターへ転換開始） 

 

 

 

 

 

 

○公益活動を行うさま

ざまな区民団体との連

携強化 

 

                

○区民団体の公共サ

ービスへの参入機会の

拡大 

○地域通貨の導入支

援 

 

 

 

○地域団体による施設

運営の拡大（地域セン

ターを（仮称）区民活動

センターへ転換拡大） 

○（仮称）南中野区民

活動センター(総合窓口

併設)の移転整備（弥生

町５－５） 

 

 

 

○地域団体による施設

運営の拡大（全地域セ

ンターが（仮称）区民活

動センターへ転換） 

○（仮称）東中野区民

活動センターの移転整

備（東中野５－１７） 

○（仮称）昭和区民活

動センターの移転整備

（中野５－３） 

 

 
皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

 

（１）目標とする姿 

区民は、必要とする区の仕事や区政に関する情報を、インターネットの活用などを通じて、

いつでも早く手に入れることができるようになっています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 実績 
21 年度 

目標値 

26 年度 

目標値 

区政情報が

十分に提供

さ れ て い る

と 思 う 区 民

の割合 

区政情報が、サービスの利用や、区

民参加の推進に役立っているかどう

かを示すため。 

５７．６％ 

(１５年度) 
６５％ ７０％ 

必要な区政

情報を入手

できるとする

区民の割合 

区政情報を必要とするとき、その情

報を適切な方法で入手できているか

どうかを示すため。 

４５．１％ 

(１５年度) 
４７．６％ ５０％ 
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（３）おもな取り組み 

① 皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

（担当：総務部 広聴広報分野ほか） 

  区民が必要とする情報を区報やホームページなどで積極的に提供します。 

とくにホームページでは、区民が区政情報を身近に入手できるよう、情報をわかりやすく整

理し、いつでも必要なときに閲覧できるようにします。また、メール機能を活用し、区民が必

要とする情報の公開・提供を積極的に行います。 

さらに、外部委員による品質評価を行いながら、常に区民の立場にたったわかりやすい

広報にしていきます。 

 
② ＧＩＳを利用した地図情報の提供【再掲】 

（担当：総務部 情報化推進分野ほか） 

統合型ＧＩＳ（地図情報システム）を構築し、福祉やまちづくりなどの情報を盛り込んだ電

子上の地図をホームページで区民に提供します。 
 

③ ケーブルテレビ等を通じた映像情報提供の拡充 
（担当：総務部 情報化推進分野ほか） 

ケーブルテレビ等を通じて、議会中継や防災情報、地域情報など映像による区政情報の

提供を拡充します。 

 

④ ＩＴを活用した情報提供のさらなる進展 
（担当：総務部 情報化推進分野ほか） 

ＩＴ化の進展を踏まえながら、区民への情報提供の手法について検討を進めるとともに、

テレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴い、既存の電波障害対策については見

直しを行います。 

 
皆に届くわかりやすい区政情報の提供 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ホームページによる

情報提供の拡充 

○ケーブルテレビ（ＣＴ

Ｎ）のコミュニティチャン

ネルの区内全域視聴

可能化 

○区民への新たな情

報提供手法検討・準備

○IT を活用した映像情

報コンテンツの充実検

討 

 

○区民への新たな情

報提供手法の拡充 

○IT を活用した映像情

報コンテンツの充実 

 

推進 
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区民の声を受け止め生かす区政の推進 

 

（１）目標とする姿 

区政運営に対する意見や要望を届けるためのしくみが整い、多くの区民が積極的にその

しくみを活用して区政運営に対して意見を表明しています。 

区民の声を共有化するしくみが整い、区民の声を反映した区政運営が進められていま

す。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 実績 
21 年度 

目標値 

26 年度 

目標値 

区 が 区 民 の

意 見 や 要 望

を聴く姿勢を

評価している

区民の割合 

意見や要望をしっかり受け止めた区

政運営が行われていることを示すた

め。 

２３．２％ 

(１５年度) 
３０％ ４０％ 

 
（３）おもな取り組み 

① 区民の声を幅広く受け止める区政運営 

（担当：全分野） 

区政世論調査や統計調査などの分析を通じて、区民の意思や要望の把握に努めます。 

「わたしのアイデア便」、「区民と区長の対話集会」や施策ごとの対話集会などを行うととも

に、IT を活用して区民が区政に対して意見を述べることができる多様な機会を提供します。 

 

② 区政への区民参加の推進 

（担当：総務部 広聴広報分野ほか） 

区政運営の「計画－実施－評価－改善」（ＰＤＣＡサイクル）の各段階で、ワークショップ

や意見交換会、パブリック・コメント手続、外部委員による行政評価など、区民が区政に参加

するしくみを徹底します。 

また、さまざまな場で区民から寄せられた意見や要望、苦情などの区民の声を整理・分析

し、区政全体で共有しながら区政運営に生かしていくとともに、区政への反映結果について

もすみやかに区民に公開します。 

 

区民の声を受け止め生かす区政の推進 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○区民が区政に参加

し、意見を述べる多様

な機会の提供 

推進 推進 推進 
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安全で安心な地域生活の推進 

 

（１）目標とする姿 

「みずからのまちはみずからで守る」という理念のもと、地域防災住民組織を核とした防災

活動や災害要援護者への支援態勢など、地域が連携した取り組みが進み、地域の防災力

が高まっています。    

また、区や関係機関との連携が強化され、町会・自治会などによる防犯ボランティア団体

との協働が進み、地域の防犯力が高まっています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 実績 
21 年度 

目標値 

26 年度 

目標値 

防災活動住

民参加率 

防災活動への住民の参加は、防災意

識の向上につながり、中野のまちの

安全度を高めることを示すため。 

８．４％ 

（１６年度）
１５％ ２０％ 

犯罪発生件

数 
※中野区内

で警察が発

生を認知した

年間の犯罪

件数 

件数が減っていくことは、地域で安全

な暮らしを支える取り組みが進んでい

ることを示すため。 

６，２４２件

（１６年） 
１２％減 ２０％減 

 
（３）おもな取り組み 

① 地域の防災力の向上 
（担当：総務部 防災分野） 

地域全体の災害対応能力を高めるため、とくに地域防災力が低下する平日の昼間の対

応として、中学生や女性を対象とした防災訓練や地域内の事業所と連携した防災訓練の実

施に向けて支援を行います。また、災害時の物資の確保に向け、区内事業所との物資供給

協定の締結を促進します。 

 
 
② 地域の生活安全の向上 

（担当：区民生活部 地域活動分野ほか） 

  防犯資機材の支給などにより、地域の自主的な防犯活動を支援するとともに、警察や消

防等の関係機関との連携を強め、安全で安心なまちづくりを進めていきます。 

   消費生活相談を充実し、消費者が良質な商品やサービスが選択できるよう啓発を行い、

消費者の被害を防止します。 
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③ 子どもの安全対策の強化 
（担当：教育委員会事務局 学校教育分野ほか） 

子どもたちが安心して通える施設としていくため、侵入者の防止など施設の安全性を高

める方策を実施します。また、不審者や事件・事故の情報など、緊急時の子どもの安全に関

する情報を、インターネットや携帯電話のメールを活用して、保護者に迅速・的確に伝達し

ます。 

学校開放事業や子どもの育成などで地域の人が学校を訪れる機会が増え、学校がより地

域に開かれていく中で、地域の人とともに学校の安全性を高めていきます。 

また、安全パトロールなど子どもを守る活動に地域が関わることで、子どもに関する事故

や犯罪を未然に防止していきます。 

 

安全で安心な地域生活の推進 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○商店街等の事業所

や中学生を対象とした

防災訓練の推進 

○商店街等との物資供

給協定の締結促進 

○防犯資機材の支給

等による地域の自主的

な防犯活動の支援 

○警察や消防等の関

係機関との連携強化 

○消費生活相談・啓発

の充実 

○保護者への不審者

情報等の提供 

○侵入者の防止など施

設の安全性を高める方

策の検討・実施 

○安全パトロール等の

子どもを守る地域活動

の実施 

 

推進 

 

 

 

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和・国際交流の推進 

 

（１）目標とする姿 

平和な世界の実現をめざして、市民レベルでの相互理解のためのさまざまな交流や自主

活動が展開されています。 
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（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 実績 
21 年度 

目標値 

26 年度 

目標値 

地域での外

国人との交

流事業の参

加者数 

国際理解と平和への理解が進むこと

を示すため。 

３，２６２人

（１５年度） 
３，５００人 ４，０００人

 
（３）おもな取り組み 

① 平和への取り組みの推進 

（担当：総務部 平和人権分野ほか） 

  さまざまな手段を用いた平和資料の収集・提供を充実するなど、平和の意義の普及や

平和交流などの事業を推進します。 

 

② 国際交流の推進 

（担当：総務部 総務分野ほか） 

  外国人が地域の中でいきいきと生活できるよう、日常生活に必要な情報を提供するととも

に、区民レベルでの交流を促進します。また、学校における国際理解教育などを通じて、互

いの文化や生活習慣の違いなどを理解し、ともに生活していく地域社会づくりを推進しま

す。 

 

平和・国際交流の推進 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○平和の意義の普及、

平和交流事業の推進 

○外国人向け生活情

報の提供推進 

○国際理解教育の推

進 

推進 推進 推進 

 


