
  
 

 

 

２０１７年 10 月 19 日 

 

記者会見資料 
 

 

●哲学堂公園再生整備基本計画（案）について 

●公有地等の活用による待機児童解消緊急対策の実施について 

●「中野×杉並アニメフェス 2017」の開催について 

●「2017 東北復興大祭典なかの」及び「棟方志功サミット in 中野」等

の開催について 

●ふるさと納税事業返礼品への伝統工芸品の導入について 



平成２９年１０月１９日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
哲学堂公園再生整備基本計画（案）について 

 

哲学堂公園は、明治３７年に哲学者で東洋大学の創立者、故・井上円了博士によって精神

修養の場として創設された、哲学世界を視覚的に表現し、哲学や社会教育の場として整備さ

れた全国に例を見ない個性的な公園です。 
昭和５０年に中野区立公園となってからも、古建築物の修復、整備を重ね、また中野区内

でも有数の花の名所として親しまれる公園となっています。また、平成２１年に東京都の名

勝に指定されました。 
平成３２年（２０２０年）７月の東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、中

野区の新たな都市観光の拠点として、歴史と文化の観光拠点整備を行うため、平成２９年３

月に「哲学堂公園及び哲学堂公園周辺都市観光拠点整備計画」を策定しました。 
このたび、この整備計画における主要な整備内容の一つである哲学堂公園の再生整備につ

いて、基本計画（案）をとりまとめましたのでお知らせします。 
 

１ 公園の概要 

（１）場所：中野区松が丘一丁目３４番 哲学堂公園 
（２）面積：約５．２ha 

    
２ 再生整備基本計画（案）の概要 

（１）再生整備のコンセプト 
①哲学堂本来の価値の向上 
・世界に類を見ない哲学を表現した造園としての価値・魅力の向上 
・井上円了が込めた思い・創設時の姿の復元 
②観光資源としての価値の向上 
・井上円了没後１００年（２０１９年）を契機とした文化財的価値の向上 
・歴史・文化を活かした新たな都市観光拠点の核となる整備 

 
（２）再生整備の方針 

①哲学堂７７場を中心にした独自性のある庭園としての整備 
②哲学の概念を解り易く伝える空間・施設の整備 
③哲学堂の本来的価値・魅力を取り戻すための空間・施設の改善 
④井上円了と哲学堂に関する知識の掘り下げと普及 
⑤都市観光拠点の核となる国の名勝指定 
⑥哲学に関する学習・体験の場・機会の提供と情報発信 
 



（３）再生整備の主な整備項目 
  ①哲学堂７７場の整備 

・東京都の名勝に指定されている歴史的文化遺産として、古建築物群等文化財の修復、

保全、活用、園内の景観の回復保全及び眺望の確保 
・井上円了の記した「哲学堂案内」に基づく７７場の巡路の復元 
②学習展示施設の整備  
・哲学堂公園の魅力を高め、哲学堂７７場や円了哲学への理解増進等を促すための施設

として学習展示施設を整備 
③既存公園施設の整備 
・哲学堂７７場の周辺区域は空間的な調和を図り、哲学堂公園の価値・魅力を高めるた

めの施設改修 
・哲学の庭の活用、ユニバーサルデザイン対応、情報提供・ソフト方策などにより、歴

史・文化の観光拠点として哲学堂公園の価値・魅力を向上 
 

３ 国指定名勝について 

哲学堂公園については、平成２１年２月に東京都名勝の指定を受けたことに伴い、平成

２４年３月に「哲学堂公園保存管理計画」を策定し、現在、同計画に基づいて保存修復を継

続しています。 

このたび、哲学堂公園の観光資源としての価値を更に高めるため、井上円了没後１００

年となる平成３１年（２０１９）年を目途に、国指定の「名勝」を目指します。 

 

（参考）東京都内の国指定名勝 

 

※ 国指定文化財分類の記念物の中で、重要なものを「史跡」「名勝」「天然記念物」と呼び、

            （指定年順） 

  指定年 名  称 種  別 管理者・所有者 

1 1952 旧浜離宮庭園 特別史跡・名勝 東京都 

2 1952 小石川後楽園 特別史跡・名勝 東京都 

3 1953 六義園 特別名勝 東京都 

4 1978 向島百花園 史跡・名勝 東京都 

5 1979 旧芝離宮庭園 名勝 東京都 

6 2006 旧古河庭園 名勝 東京都 

7 2008 旧朝倉文夫氏庭園 名勝 台東区 

8 2011 殿ヶ谷戸公園 名勝 東京都 

9 2011 伝法院庭園 名勝 浅草寺 

10 2012 小石川植物園 名勝 東京大学 

11 2017 横山大観旧宅及び庭園 史跡・名勝 （公財）横山大観記念館 



その中で特に重要なものは「特別史跡」「特別名勝」「特別天然記念物」と称します。 

  名勝は記念物の中で、庭園・橋梁・峡谷・海浜などの名勝地で、わが国にとって芸術上

又は鑑賞上価値の高いものを称します。 

 

４ 今後の予定 

平成２９（２０１７）年度  基本計画策定 

基本設計・実施設計 

平成３０（２０１８）年度  公園再生整備工事着手 

平成３１（２０１９）年度  公園再生整備工事竣工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

都市基盤部副参事（公園担当）千田 電話 03-3228-8848 

年度 2018（平成 30年度） 
2019 (平成 31年度) 

（井上円了没後 100年) 
2020（平成 32年度） 

公園再生整備       

学習展示施設整備 
 
 

     

国の名勝指定 
     

 
 

 

学習展示施設竣工 

管理事務所解体 事務所跡地整備 

オリンピック・パラリンピック開催 

答申 意見具申 



 

 
–– 
 
–––– 
 
 

 

 

 

妙正寺川事業センター

跡観光車両の駐車場と

して整備する 

 

＜全体における整備＞ 
● 園路整備 
◇劣化した園路舗装や階段を改修します。 

・必要な箇所には手スリなどを設けます。 

（文化財庭園ゾーンにおいては文化財的価値の保全を優先します。） 

●エントランス整備 
◇主要な入口において門柱や園名板などを設置し、サイン整備や広場空間を整備し

ます。 

・風格と哲学イメージ（テーマ性）を表現します。 
・案内板、解説板で哲学堂公園と哲学堂 77 場、井上円了について分かりやすく

伝えます。 
・ 利用者を園内へ誘なうような空間を造ります。 

●その他の施設 
・ 劣化した施設を改修します。   
・景観を阻害する施設の改修し景観に配慮します。 

  

 

学習展示施設周辺

の主な施設 

 

■学習展示施設 

■庭園 

■アプローチ 

■児童遊園 

■駐車場 

 

＜文化財庭園ゾーン＞ 

●７７場の整備 

◇ 「保存管理計画」に基づく復元・修復を行います。 
・哲学堂 77 場の構成要素を復元・修復します。 
・哲学堂 77 場における景観を復元します。 

●公園施設の整備 
 ・劣化した舗装等を修復します。 
 ・水系設備の機能回復により水質を改善します。 
 ・景観を阻害する施設を樹木により遮へいし、意匠

や材料により景観に配慮します。 

●情報提供・ソフト方策 
◇ 哲学堂 77 場や井上円了の込めた想い、哲学を分か

りやすく伝えるための整備を行います。 
 ・解説サインを充実します。 
 ・巡回ルート補助サインを設置します。 

＜周辺庭園ゾーン＞ 

●公園施設の整備 
a.さくら広場はサクラによる魅力を高めるとともに、四季を通じて楽しめる明るい空間とします。 

サクラの名所としての魅力をいっそう高めます。 
b.つつじ園は丘上からの眺望を意識しながら、樹木整理と修景植栽の追加を行います。 
c.菖蒲池は菖蒲をはじめとした植栽による水景の改善を行います。 
d.梅林は良好な景観を維持します。 
●「哲学の庭」の活用 

e.「哲学の庭」は良好な景観を維持します。また、作品紹介や哲学堂との関連を説明する解説サ

インを設置します。 

■哲学堂公園再生整備基本計画（案）               １ ゾーン区分と主な整備内容 

 ＜アプローチゾーン＞ 

●公園施設の整備 
◇ 入口から文化財庭園ゾーンへの誘導を行います。 
◇ 文化財庭園と運動施設との空間分離の役割を果たします。 
a.正面口：公園のメインの動線としての風格を表します。 

文化財庭園ゾーン利用の動線と運動施設利用の動線を整理します。 
b.桜並木：施設利用のための整備や桜並木の景観を整備します。 

東京都指定名勝範囲 
 

哲学堂７７場 

＜学習展示施設ゾーン＞ 

 

 配置計画案 

 

●学習展示施設の整備 

◇ 現在駐車場、売店、児童遊園があるエリアに学習展示施設を新設します。 
・哲学堂公園としてのイメージに統調した建物とします。 
・現在の管理棟を撤去し機能を統合します。 

●公園施設の整備 

◇ 学習展示施設の周囲には駐車場や児童遊園など既存の機能を再配置し、加えて

庭園や 77場までのアプローチを配置します。 

・アプローチ部は哲学堂 77 場への導入を演出する空間として整備します。 
＜学習展示施設内の主な施設＞ 

紹介・展示 常設展示室/企画展示室/シアターゾーン/収蔵庫 

教育・研修 セミナー室/図書保管・閲覧室 

サービス･休憩 エントランス/売店/休憩スペース 

管理・運営 トイレ/事務室/会議室/ロッカー室/倉庫など 

運動施設利用 エントランス/更衣室/ロビー 

 

 



 

 

 

 

 

■哲学堂公園再生整備基本計画（案）                  ２ 学習展示施設 

 

 

 

展示空間イメージ 

1階平面図 

2階平面図 

 

① 周辺の歴史・文化 

周辺の歴史、文化、観光

情報を発信。来街者の周遊

を促進する空間。地域住民

には自分たちの歴史、文化

を再発見するきっかけをつ

くり、郷土への誇りや郷土

愛の醸成が育まれる空間。 

哲学をテーマとした世界

に類を見ない公園であるこ

と、77 場が表す意味、精神

修養の場であること等を認

識し、その価値・魅力を理

解する空間。 

また、「哲学の庭」の紹介、

解説を行う空間。 

③ 哲学堂公園について 

② 哲学について 

哲学堂公園を知る導入と

して、哲学がどのようなも

のか、哲学に初めて触れる

来館者にも理解できるよ

う、分かりやすい解説を行

う空間。 

④ 井上円了について 

創設者井上円了の生涯

と時代背景、思想を知り、

哲学堂公園の存在意義

や、現代の哲学にもつな

がる、ものの見かた・考

え方を理解する空間。 

⑤ 身近な哲学 

生活のなかで活かせる哲

学、身近なところにある哲学

から、現代の哲学について分

かりやすく紹介し、哲学に対

する親近感を持たせること

で、来館者が今後の生活を豊

かにするため考え方を発見

することを誘発する空間。 

⑥ シアター 

映像コンテンツによって

哲学堂公園や井上円了、哲

学についての全般的な解説

を行い、展示内容の理解を

サポートする空間。より充

実した映像空間となるよ

う、コンテンツの追加が可

能なシステムを構築しま

す。 

シアター 

ゾーン 

企画 

展示 

常設 

展示 

学習展示施設配置イメージ 

想定諸室規模 

① 

②  ③  ④  

⑤  

⑥  



 
平 成 ２ ９ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

 

公有地等の活用による待機児童解消緊急対策の実施について 

 

  待機児童解消に向けた緊急対策等の実施については、前回（９月４日）の記者会見内

容のとおり行いますが、緊急対策のうち区有施設及び公有地を活用した保育施設の整備

を次のとおり実施することとなりましたので、お知らせします。 

 

１ 緊急対策による保育施設整備 

  区有施設及び公有地を暫定的に活用し、区が認可外の保育施設整備を行い、その運営

を民間事業者に委託することにより、平成３０年４月１日における待機児童の解消を行

うための必要な保育定員の確保を図ります。 

 

２ 整備予定地等 

（１）整備数  ７施設 

（２）予定地等 

 名称等 所在地 平成３０年度定員想定 

① 旧沼袋小学校跡施設の一部 沼袋３－１３ ３３名 

② 旧警視庁沼袋寮跡地（都有地） 沼袋１－８ ４２名 

③ 旧第六中学校用地の一部（都有地） 野方３－６ ５４名 

④ 区立中野上高田公園の一部 上高田５－９ ５４名 

⑤ 区立新井南公園 新井２－３１ ５４名 

⑥ 区立江原公園の一部 江原町１－１５ ４２名 

⑦ 調整中 

（３）対象年齢 

①は０歳から３歳、②から⑦は０歳から２歳を想定 

３ 運営事業者 

（１）選定方法 

  上記２（２）のうち②から⑦までの施設の運営事業者の選定については公募（現在

選定中）。 

  上記２（２）のうち①については、旧沼袋小学校跡施設内で運営している現学童ク

ラブ運営事業者と協議中。 

（２）運営委託期間 

   平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

４ 説明会の実施 

  １０月以降、緊急対策の実施及び施設整備等について、上記２（２）に掲げる区有施

設及び公有地の近隣住民への説明会を実施します。  

問合せ先 

子ども教育部副参事（保育園・幼稚園担当）長﨑 電話 03-3228-8947 



平成２９年１０月１９日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

「中野×杉並アニメフェス２０１７」の開催について 

 

１ 趣旨 

アニメ制作会社、サブカルチャー関連企業が集積する中野区及び杉並区の

地域特性を踏まえ、アニメコンテンツを活用したイベントを両区が連携して

実施します。 

中野区および杉並区の連携により大きな情報発信を行うことで、誘客促進

を図るとともに、アニメ・サブカルによる地域のブランド化や地域のにぎわ

い創出につなげることを目的としています。 

２ イベント名 

「中野×杉並アニメフェス２０１７」 

３ 主催について 

（１）主催団体 

  中野区・杉並区アニメ・サブカル地域ブランディング事業実行委員会 

（２）実行委員 

中野区、杉並区、東京商工会議所中野支部、東京商工会議所杉並支部 

（３）協力企業・団体 

 日本動画協会、東映アニメーション、バンダイナムコピクチャーズ、ブ

リッジ、トムス・エンタテイメント、なかのまちめぐり博覧会実行委員会、

高円寺フェス実行委員会、コングレスクエア中野、ＮＰＯ法人劇場創造ネ

ットワーク／座・高円寺等 

４ 中野区ステージイベント 

（１）日時 

   ２０１７年１１月１２日（日） ９時３０分～２０時００分 

（２）会場 

   コングレスクエア中野地下１階「コンベンションホール」 

（３）イベント内容 

ア「キラキラ☆プリキュアアラモードショー」 

キラキラ☆プリキュアアラモードが登場するステージイベント（全２回） 

①第１回公演１１：００～ ②第２回公演１４：００～ 

イ「スーパーロボットまんがまつり」 

世代を超えて愛されるスーパーロボットアニメの魅力をスペシャルゲス

トを迎えてのトークショーとアニメ上映で紹介します。 

 ①開演１８：００～ 

②第１部「スーパーロボットマニアックトーク」  

1 

 



原点とも言うべきＴＶシリーズ「マジンガーＺ」のスタッフ・キャス

トを迎えた超マニアックトークを行います。ＴＶシリーズで弓さやかを

演じた松島みのりさんが出演し、また田名部生来さんは弓さやかのコス

プレで出演します。 

 ③第２部「ロボットガールズＺコーナー」 

スーパーロボットを擬人化したプロジェクト「ロボットガールズＺ」

のスペシャルコーナーです。このコーナーでは新作ぷちキャラアニメー

ション「復活の地下帝国！？ロボットガールズＺｖｓなぞの三大主役ロ

ボ！」を初公開します。ゲストには本多真梨子さん（主人公・Ｚちゃん

役）を始め、作品内でライバル役を務めるキャストたちが和気藹々とト

ークを行います。 

５ 中野区その他イベント 

（１）日時 

   ２０１７年１１月１２日（日） ９時３０分～１５時００分 

（２）会場 

   コングレスクエア中野地下１階「コンベンションホール」 

（３）ワークショップ 

アニメ制作体験ワークショップ 

（４）展示会 

   アニメ１００周年記念コーナー 

   中野・杉並アニメ制作会社紹介コーナー 

６ 杉並区イベント 

（１）日時 

２０１７年１０月２８日（土）２９日（日）１１：００～１６：００ 

（２）会場 

   座・高円寺地下２階「座・高円寺２」「阿波おどりホール」 

（３）内容 

  ア ステージイベント 

①アイカツスターズ！ＬＩＶＥ 

②少年アシベＧＯ！ＧＯ！ゴマちゃんキャラクターショー 

  イ ワークショップ 

    中野区と同じ 

  ウ 展示会 

    中野区と同じ 

 

 

 
問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）藤永 電話 03-3228-5464 
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平成２９年１０月１９日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

「2017東北復興大祭典なかの」及び「棟方志功サミット in中野」等の開催について 

 

１ 趣旨 

中野区の東北復興大祭典は、東日本大震災で被災した地域への継続的な復興支援等の

ため、2012年から毎年開催しており、今回で第６回を迎えます。 

祭典は被災各県の復興の歩みや現状を紹介するほか、宮城県、福島県及び熊本県にお

ける中野区の震災復興広域協働の取り組みや自衛隊・警視庁等の復旧・復興活動を紹介

し、被災地の復興への理解を深めることを目的としており、例年 20 万人を超える方の

参加があります。 

また東北各県の農水産物・工芸品などの販売と観光や文化・芸能などの発信により、

東北地方の地域振興の推進にも寄与しており、青森市から提供された「ねぶた」の展示

と運行を行うほか、東北各県の主要祭事（東北絆まつり（旧東北六魂祭）関連）のＰＲ

も行います。 

併せて、棟方志功ゆかりの５つの自治体（青森市、中野区、倉敷市、南砺市、杉並区）

の首長による「棟方志功サミット in 中野」及び「棟方志功特別企画展」等を開催し、

５つの自治体の交流・連携・協力関係を強めるとともに、広く区民に棟方志功画伯の魅

力と中野での暮らし・創作活動・区民等との交流について発信していくことを目的とし

ています。 

「棟方志功サミット」は、昨年、「誕生の地」青森市で初めて開催され、「飛躍の地」

中野区での開催が第２回目となります。特別企画展では、棟方志功が中野区に暮らし、

制作した代表作「大和し美（うるわ）し」等、見ごたえのある作品をご覧いただけます。 

 

２ 祭典名等 「２０１７東北復興大祭典なかの」「東北復興祈念展」 

       「棟方志功サミット in中野」「棟方志功特別企画展」 

 

３ 主催   「２０１７東北復興大祭典なかの」は、 

２０１７東北復興大祭典なかの実行委員会が主催します。 

（実行委員会の構成） 

        中野区宮城県人会、東京青森県人会、中野地区秋田県人会、 

中野区福島県人会、東北復興・ねぶた振興中野区議会議員連盟、 

中野区町会連合会、中野区商店街連合会 

      中野区民謡連盟、中野区 

       「東北復興祈念展」「棟方志功サミット in中野」「棟方志功特別企画展」

は、中野区が主催します。 
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４ 日時   「２０１７東北復興大祭典なかの」 

２０１７年１０月２８日（土）・２９日（日） 

          ２８日（土） 午前１０時～午後８時 

             ２９日（日） 午前１０時～午後５時 

「棟方志功サミット in中野」 

２９日（日） 午前１０時～正午（開場：午前９時３０分） 

「棟方志功特別企画展」 

２５日（水）から３１日（火）の７日間開催 

各日、午前１０時から午後７時３０分まで（最終入場：午後７時） 

 

５ 会場 

  以下の会場で催し物を開催します。 

【Ａ会場】中野サンプラザ前広場 

  メインステージ、受付 

（ステージでは、東北各地の伝統芸能（踊り）が増える他、山形県出身の橋本マナ

ミさんのミニトークイベントや陸上自衛隊第 1音楽隊の演奏等を行います） 

【Ｂ会場】中野駅北口暫定広場・駅前広場 

  東北各県及び市町村の物販・グルメブース 

【Ｃ会場】区役所１階及び区役所前広場「東北復興祈念展」 

本部、被災地復興活動状況の報告、各県、絆まつり関係市の観光・物産ＰＲ、 

物販及びグルメブース、防災体験 

（東北復興祈念展の内容） 

・東北各県及び熊本県の復旧・復興の歩みや現状の報告、観光・文化の発信 

・東北絆まつり関係市の観光・文化の紹介 

・中野区が職員派遣している自治体における復興状況の報告 

（宮城県石巻市、東松島市、亘理町、熊本県宇土市、福島県楢葉町） 

・中野区が職員派遣している被災自治体の農水産物・工芸品やグルメ品の販売 

・防衛省自衛隊の被災地救援・復旧活動の紹介及び警視庁コーナー 

・区民の防災意識等の向上のための体験コーナー（起震車による地震体験、 

初期消火体験、煙体験）の実施（協力：東京消防庁） 

【Ｄ会場】四季の森公園北側 

  イベント広場、ねぶた展示 

【Ｅ会場】中野セントラルパークサウス コングレスクエア中野 

  棟方志功サミット in中野、棟方志功特別企画展 

  ※この他、中野駅北口駅前広場において、東北各県の伝統芸能によるＰＲを行う予

定です（花笠（山形市）、盛岡さんさ踊り、仙台すずめ踊り）。 
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６ ねぶた運行 

東北復興大祭典で実施する「ねぶた運行」については、四季の森公園北側直線道路

を交通規制し、実施します【ねぶた運行コース】。 

また、運行のほか、四季の森公園北側において、ねぶた囃子や東北各県の主要祭事

のＰＲ等を行います。 

運行日時：２８日(土) 午後５時３０分～６時３０分 

        ２９日(日)  午後１時～２時 

     (荒天等により中止となる場合は、中野区ホームページなどでお知らせします) 

 

７ 「棟方志功サミットｉｎ中野」及び「特別企画展」の内容（Ｅ会場） 

（１）サミット 

棟方志功に造詣が深い作家・長部日出雄（おさべひでお）氏による基調講演のほ

か、棟方ゆかりの自治体が、創作活動の背景をそれぞれの地域から探るという内容

で発表を行い、互いの意見を交わすパネルディスカッションを実施します。 

（会場詳細）コングレスクエア中野地下１階、コンベンションホール 

（中野セントラルパークサウス内） 

参加費は無料（当日先着４００名）です。 

（２）特別企画展 

中野区大和町は棟方志功の創作の起点となり、「二菩薩釈迦十大弟子」、「大和し

美し」など、のちに世界的評価を得た作品が生まれた「飛躍の地」です。 

大和町での創作活動の賜物である「大和し美し」「善知鳥版画巻（うとうはんが 

かん）」などを展示するとともに、当時の区民との交流を紹介します。 

（会場詳細）コングレスクエア中野１階、ルーム１ 

（中野セントラルパークサウス内） 

入場料は、お一人５００円（中学生以下は無料）です。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

【東北復興大祭典・東北復興祈念展】 

 経営室副参事（新区役所整備担当）       中村 電話 03-3228-5445 

【棟方志功サミット in中野・特別企画展】 

健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当 ） 永見 電話 03-3228-8044 
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平成２９年１０月１９日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 

 

ふるさと納税事業返礼品への伝統工芸品の導入について 

 

 

 中野区では、昨年１０月にふるさと納税事業を開始以来、寄附者への返礼品として区

内で生産・販売されている商品等を提供し、区の魅力発信や地域産業の活性化を進めて

きました。この度、中野区伝統工芸保存会との連携・協力により、新たな返礼品として

区内の職人により作り上げられた伝統工芸品を導入しましたのでお知らせします。 
 
 
１ 伝統工芸保存会とは 

  中野区在住の伝統工芸職人により構成されている団体。 
毎年６月には、区内で「中野区伝統工芸展」を開催し、 
長年受け継がれてきた伝統工芸等の紹介を行っています。 

 
２ 返礼品(伝統工芸品)の概要 

○導入日：平成２９年１０月１７日 

○参加職人数：８名 

○提供商品：２７品（※一部準備中） 

 ○備 考：いずれの商品も数に限りがあります。  
 ○内 容：皿、茶碗、屏風、テーブルセンター、彫刻、ブローチ、カード入れ、財布、

グラス、ランプ、信玄袋、裏ごし 等  ※裏面参照 

 

３ 今後の展開 

  区内の伝統工芸品のＰＲや販路拡大を進めていくため、掲載商品の拡充や新たな職

人の参加等に向けて、伝統工芸保存会に対し今後も引き続き支援・協力を行っていき

ます。 

 

受付方法等、詳細はＷＥＢで 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 【ふるさと納税に関すること】 

政策室参事（企画担当） 

青山 電話 03-3228- 8039 
【伝統工芸支援に関すること】 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当） 

  藤永 電話 03-3228-5464 

ふるさとチョイス 中野

 

Android・iPhone 専用 
 



○新たに導入する伝統工芸品（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

桃梅花皮          江戸表具         東京手描友禅  

桜紋中皿          屏風半双        テーブルセンター 

 「陶芸工房 SHIKI哉」    「アイデイ・タナカ」      「熊澤 吉治」 

  （寄附金 3万円以上）     （〃10万円以上）         （〃10万円以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

木彫刻            手織佐賀錦             江戸硝子（1/15～） 

家紋額            財布          ペア 一口ビアグラス 

   「天野 輝義」        「大谷 久美子」       「T・Hグラス工房」 

   （〃10万円以上）            （〃10万円以上）               （〃3万円以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 東京手描友禅            手作り裏ごし 

       信玄袋           （並目） 

   「染め工房 佐和」     「大川セイロ店」 

   （〃10万円以上）         （〃3万円以上） 

 

   ※各商品の詳細は以下のリンク先からご覧ください。 

ふるさとチョイス⇒ https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/13114 

 

https://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/13114
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