
  
 

 

２０１２年 12 月 20 日 

 

記者会見資料 
 

 

●産業振興拠点の開設と活用事業者の結成について 

●2020 年オリンピック・パラリンピック東京招致気運醸成事業の実施

について 

●中野区「障害者とのコミュニケーション能力向上研修」の実施につい

て 

 

 

 

 

※次回記者会見（平成 25 年度予算プレス発表）は 2 月 7 日（木）午前 10 時

からを予定しています。 

○場所：区役所議会棟４階 第 3 委員会室 

 



平成２４年１２月２０日（木） 

区 長 記 者 会 見 資 料 
 

 

産業振興拠点の開設と活用事業者の結成について 

 
 
 区が開設する予定の産業振興拠点の活用事業者（事業共同体）の結成に係る

公募に向けて、基本方針を策定しました。 
 ＜「事業共同体に係る基本方針」の詳細については、別紙１を参照してください。（主な

内容は以下２～３に記載）＞ 
 
１ 産業振興拠点を開設します 

区は、新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）や中野区産業振興ビジ

ョンで、ICT・コンテンツ産業の振興を区内経済活性化のけん引役と位置付

けています。 
その振興策の一つとして、ICT・コンテンツ関連産業の集積・創出等や、

ICT・コンテンツを活用した新たな事業・サービスの創造・創出等の促進を

図ることを目的として、産業振興拠点を、平成２５年７月を目途に、開設す

ることとしています。 

 ＜産業振興拠点を開設する位置等については、別紙２を参照してください。＞ 
 
２ 事業共同体を結成いただきます 

  産業振興拠点の活用・運営については、民間活力を活用します。そのため、

区内産業の振興への効果も考慮して、区内の ICT・コンテンツ企業や大学な

どによって事業共同体を結成いただくこととしました。この事業共同体の活

動拠点とすることによって、産業振興拠点の目的を効果的効率的に達成して

いきます。 

 (1) 事業共同体の位置づけ等 

事業共同体は、区と連携・協働して、ＩＣＴ・コンテンツを活用した区

内の産業振興を促進するための様々な取組みを民間事業活動として企画・

提供等する民間の事業体です。 
 (2) 事業共同体の事業 

別紙１に示す事業を行っていただくこととします。 
これらの事業によって得る収入を共同体の活動経費や拠点の運営経費に

充てるものとしています。 
また、公民協働して区内産業振興を進める観点から、ＩＣＴ・コンテン

ツに関する区の産業振興のための制度構築などにおいて、調査研究や企画

提案などを担っていただくことも想定しています。 
 



 
 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（産業・都市振興担当）横山 電話（3228）5590 

３ 事業共同体の結成に向けた公募等の手続 

 区は、事業共同体の結成に参画する事業者を公募します。 
●公募対象予定 
 ・ＩＣＴ・コンテンツの技術・ノウハウ等をもつ事業者・研究機関 
 ・コンサルタント事業者 
 ・弁護士、会計士、税理士 
 ・金融機関 
 ・教育機関 （等） 
応募者の中から、区が区の定める基準に基づいて選定した事業者等に共同

で必要な設立準備を開始していただきます。 
事業共同体の目的を始め、会員資格、会費、組織等について定款等にまと

めるほか、事業計画や資金計画、役員人事等について協議して決めていただ

きます。 
区の了承を経て、設立登記していただきます。この段階で参加の最終意思

を確認していただきます。 
区との協定等を締結の後、内装等の準備を経て、当該拠点の運営を、平成

２５年７月を目途に、開始していただきます。 
 

４ スケジュール目途 

平成２５年 １月下旬 公募開始 
２月下旬 公募締め切り、設立準備開始 
５月下旬 定款、事業計画等の区への報告・承認 
６月   事業共同体の設立 
     区と事業共同体との事業協定・賃貸借契約の締結 
７月   産業振興拠点開設（運営開始） 
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別紙１ 

 

 

産業振興拠点を活用する事業共同体に係る基本方針について 
 
ＩＣＴ・コンテンツを活用し関連産業の集積や新事業の創出等を通じて区内

産業振興を促進する産業振興拠点を開設するに当たり、これの活用等を担う事

業共同体について、中野区ＩＣＴ・コンテンツ産業振興協議会の意見等を踏ま

え、次のとおり、基本方針を定める。 
 
１ 事業共同体の位置づけ等 

区が結成を呼びかける事業共同体は、区が開設する産業振興拠点を活用・

運営し、その目的達成のために必要・効果的なサービス等を、民間事業活動

として企画・実施等する民間の事業体である。 
同時に、事業共同体は、ＩＣＴ・コンテンツを活用した産業振興に係る区

の施策に協力することを通じて、区と連携・協働して区内産業振興を促進す

る役割を担うものである。 
 
２ 事業共同体の事業 

産業振興拠点の目的達成等に必要・効果的な事業として、以下を基本とす

るものとする。実施の規模や時期、方法、経費負担等これらの具体化につい

ては、事業共同体を結成する事業者等で協議して決定し、区の了承を得るも

のとする。 
① 自主事業 
・事業者等の情報交換・交流の場の形成と運営 

 ・事業創出をサポートするコーディネート・コンサルティングの提供 
 ・法務・財務・会計・資金・技術・人材面等に係る専門サポートの提供 
 ・ＩＣＴ・コンテンツに関する相談、ソリューション（解決策）の提供 
 ・セミナーほかイベント等の企画・実施 

  ・産学公連携の推進 
  ・拠点の宣伝・ＰＲ 

・その他、拠点の目的に抵触しない範囲での自主（収益）事業 （等） 
② 区の施策の受託実施等 

  ・区のＩＣＴ・コンテンツに係る施策立案等に係る調査研究等の受託 
・区の施策・制度等に係る運用受託・活用 （等） 

 ③ その他 
・施設の一部運用事業（産業振興拠点の目的達成に資するための転貸やス

ペースの有償使用に係る事業） （等） 
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※ 以上の事業から得られる収入によって、必要経費（区へ支払う当該拠点

の賃料（約１，４００万円／年）等も含む）を賄うものとする。 
 
３ 事業共同体の構成員と組織形態 

事業共同体の構成員には、ＩＣＴ・コンテンツの技術・ノウハウをもつ事

業者・研究機関等を始め、コンサルタントや弁護士等の専門家、金融機関、

教育機関等、サービス等を分担し提供できる事業者等を求めるものとする。

ただし、一部の事業等については、外部委託や協力提携先等により提供する

ことができるものとする。 
また、サービス利用者が他の利用者への解決策の提供や取引先等となる事

業想定であることから、利用者が順次事業共同体の会員となれる組織形態等

が望ましい。これに相応しい法人として、一般社団法人若しくはＮＰＯ法人

を基本とすることとする。 
 

４ 事業共同体の結成に係る公募の実施等 

  区は、事業共同体の結成希望者を公募する。 
区に選考された事業者等が発起人となって設立準備を開始する。事業共同

体の目的を始め、会員資格、会費、組織等について定款等にまとめるほか、

事業計画や資金計画、役員人事等について協議して決め、区の了承を経て、

設立登記する。この段階で参加の最終意思を確認する。 
区との協定等を締結の後、内装・初度調弁等の準備を経て、当該拠点の運

営を開始する。 
 

５ スケジュール目途 

平成２５年 １月下旬 公募要領の決定、公募開始 
２月下旬 公募締め切り・選考、設立準備開始 
５月下旬 定款、事業計画等の区への報告・承認 
６月   事業共同体の設立 
     区と事業共同体との事業協定・賃貸借契約の締結 
７月   産業振興拠点開設 

 

 



 

 

別紙２ 

Ｎ

産業振興拠点を開設する位置等 

  
●中野セントラルパーク（中野区中野四丁目２番）内 
・東棟（10 階建（地下 2 階））の１階スペース 約 368 ㎡   
・南棟（22 階建（地下 1 階））の２階スペース 約 362 ㎡ 

 ●区が賃借し、産業振興拠点を開設します。結成された事業共同体に区から再転貸す

る予定です。 
 ●区へお支払い頂く賃料は、約 1,400 万円／年／２棟計の予定です。 
／ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｎ



 

 

平成 24 年 12 月 20 日 

区長記者会見資料 

 

2020年オリンピック・パラリンピック 

東京招致気運醸成事業の実施について 
 

中野区は、東京都並びにオリンピック招致委員会等と連携して２０２０年オリンピッ

ク・パラリンピックを東京へ招致するための気運を醸成する事業を進めてまいりましたが、

年明け２月とも言われているＩＯＣによる世論調査も近付いてまいりました。 

そこで、更なる招致気運の盛り上げを図るため、下記の事業を実施いたします。 

 

記 

 

１ 中野区ふれあいスポーツ教室 

オリンピアンを招いて、バレーボール教室（西本哲雄氏）、走り方教室（谷川聡氏）、苦手克服体操

教室（松永政行氏）などを実施 

(1)日 時 平成２５年１月１３日（日） 午前１０時～午後５時 

(2)場 所 鷺宮体育館（中野区白鷺 3-1-13） 

(3)対象・内容 バレーボール教室  中学生以上の女性  １００名 

 走り方教室     小学生から成人   １００名 

 苦手克服体操教室  年長(５歳以上)～小学生  親子１００組 

 

２ 青少年柔道教室 

ロンドンオリンピック女子柔道 78 ㎏超級で銀メダルを獲得した杉本美香選手を招いて、区内の小

中学生等を対象とした柔道教室を開催 

(1)開催日時 平成２５年１月１４日（月・祝日） 午後３時～５時 

(2)場 所 中野体育館 柔道場（中野区中野 4-11-14） 

(3)対 象 区内小中学生等  約１００名 

(4)内 容 青少年柔道教室（打ち込み、技の指導、乱取） 

 

３ 区内各駅頭における招致気運醸成キャンペーン 

区内各駅頭にて、2020 年オリンピック・パラリンピック東京招致ＰＲグッズ（ポケットティッシュ、

ウェットティッシュ等）を配布する招致気運醸成キャンペーンの実施 

(1)実施日時 平成２５年１月９日(水)～１１日（金）、１６日(水)～１８日(金) 

 午後６時～６時３０分 

(2)場 所 区内各駅頭（期間中、１日２駅） 

 

 

 

 
問合せ先 

政策室副参事（企画担当）野村 電話（3228）8039 







平成 24 年 12 月 20 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

中野区「障害者とのコミュニケーション能力向上研修」の実施について 

 

中野区では、脳性まひ等による言語障害や聴覚障害のある方が区役所へお越しになった

際に、窓口で応対する職員のコミュニケーション能力の向上を図るため、次のとおり研修

を行います。 

講義だけでなく、実際に障害のある方にご参加いただいて窓口でのやりとりをロールプ

レイするなど、より実践的な内容を盛り込んでスキルの向上を目指します。 

まずは管理職を対象に実施し、職場における意識を高めていきます。全庁的なスキルの

向上を目指して、来年度以降も研修内容を工夫しながら実施していくこととし、管理職に

ついては全員がこの研修を受講するようにします。 

 

 

1. 研修名 

  「障害者とのコミュニケーション能力向上研修」 

 

2. 日時・会場    

平成２４年１２月２５日（火）午後２時～５時 

   区役所７階会議室（中野区中野４－８－１） 

 

3. 講師 

東京都心身障害者福祉センター職員等 

 

4. 内容 

（１）コミュニケーション概論 【講義】 

 脳性まひによる障害者とのコミュニケーションについて 

（２）障害について【講義】 

 障害の特徴を正しく理解するとともに、誤解しやすい事柄を当事者の声から

学び、窓口でのトラブル防止や接遇向上に役立てます。 

（３）コミュニケーション能力実習【ロールプレイ】 

 言語障害・聴覚障害別に事例を設定し、障害のある方に参加いただきながら

ロールプレイを行います。 

 ロールプレイから、改善点を受講生がグループ討議します。 

 

5. 受講者及び人数 

 当区管理職等 ２５名 

 

問合せ 

経営室副参事（人事担当） 角  電話：3228－8258 
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