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記者会見資料 
 

 

●「中野区を子育て先進区へ！」 

地域の子育て支援拠点（児童館）の考え方について 

 

●哲学堂公園再生整備の見直しについて 

～文化財としての価値を高めるための整備へ～ 

 

 



平成30年10月18日 
区長記者会見資料 

「中野区を子育て先進区へ！」 

地域の子育て支援拠点（児童館）の考え方について 

【お問い合わせ】 
  地域支えあい推進室副参事（地域子ども施設調整担当） 小山 
  電話 03-3228-5663 



見直しの方針 

○ 児童館は、子育てに関わる多世代が地域で交流する機能として 
    必要である。 

○ 児童館全体の方向性を見直し、一定程度存続させる。 

○ 中野における子育て環境の全体像を定め必要な施設数や配置 
        を考える。 

現  況 

○ 児童館 １８館  （ふれあいの家を含む） 

○ これまでに廃止した児童館 １０館   



地域の子育て支援拠点（児童館）のあり方検討 

考 え 方 

○ 配置エリア 
   次世代育成委員をはじめとする様々な団体等の子育てネットワークの

活動エリアに着目し、一定数を配置する。 
 

       ※中野区次世代育成委員規則（平成20年規則第75号） 
地域の子育て・子育ちの支援活動並びに家庭、地域及び学校の連携推進を目的として設置 

○ 特徴ある活動 
   子どもの育成に関わる地域団体の活動状況等を踏まえた特徴のある

活動を展開する。 
   例）小学生の知的・文化芸術的活動支援、多世代交流支援、学校へ行

けない子どもへの配慮など 

○ アウトリーチ支援 
   区が行うアウトリーチ支援として子育てに係る個別の相談支援や地域

課題の把握、地域資源の把握と地域コーディネート活動を行う。 



検討の進め方 

○ 主な検討事項 
・ 児童館施設の配置 
・ 児童館施設の運営方法、運営内容の見直し 
・ 地域包括ケア推進体制における児童館の役割整理 
・ 中高生の活動等に対する支援方針 
・ 学童クラブの整備 
・ 子育てひろばの整備 

    
    これらの事項について、地域の子育て団体や保護者等の意見を聴取

しながら、児童館職員も参加し検討を進める。 
    

スケジュール 

 平成30年度  「地域の子育て活動支援拠点の考え方について」決定 
          新たな児童館施設等の配置計画検討 
          区民、関係団体 説明・意見聴取 
 平成31年度    新たな児童館施設等の配置計画策定 
  
 ※2020年度新校開設予定の小学校統合地区は、全体の方向性を見定 
   めて対応していく。            



平成30年10月19日  
区長記者会見資料 

哲学堂公園再生整備の見直しについて 
  

【お問い合わせ】 
 都市基盤部副参事（公園担当）細野 
 電話03-3228-8848 

 ～文化財としての価値を高めるための整備へ～ 



１．趣旨 

●哲学堂公園とは 
 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
的な公園である。 
 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
備を重ねており、区内でも有数の花の名所として親しまれてい
る。平成21年には東京都の名勝に指定されている。 

●再生整備の見直し 
 区はこのたび、インバウンドを目指した周辺エリアの整備と
施設整備を優先とした区の考え方を改め 『歴史文化を守り、区
民や来街者が憩いを楽しむ利活用』を目指し、文化財としての
本来的価値を高めるための整備を行うこととした。 
 



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

２．公園の概要 

四聖堂 

六賢台 哲学の庭 

桜 



３．見直しの考え方 

●再生整備の方向性 ～国の名勝指定を目指して～ 
 現行の「哲学堂公園再生整備基本計画」を見直し、再生整備の
目標を「哲学堂公園の歴史・背景を汲んだ、哲学堂が持つ文化財
としての本来的価値を高めるための整備」とし、井上円了没後１
００年となる平成３１年（２０１９年）の国の名勝指定を目指す。 

●学習展示施設等の整備 
 学習展示施設の整備は、規模の縮小を前提とし、施設の配置や
整備時期を変更する。 
 整備工事の着手は、名勝指定の完了後とする。 
  



現行の「哲学堂公園再生整備基本計画」の主な整備内容 

    
• 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
保を行う。 

• 文化財的価値保存の観点から、修
復・復元は「保存活用計画書」に
基づき行う。 

• 井上円了の記した「哲学堂案内」
に基づく77場の巡路の復元を行う。 

東京都指定名勝範囲 
  

哲学堂７７場 

 

• 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
施設を整備する。 

• 建替予定の管理事務所の機能も集
約する。 

 

• 施設利用の利便性を考慮
し、文化財的価値の保存
可能な範囲でユニバーサ
ルデザインへの対応に取
り組む。 

 

• 解説サイン、学習展示施
設を活用した情報提供、
情報発信を行う。 

• 哲学堂や哲学、歴史、文
化観光などの情報発信基
地とする。 

 

• 哲学堂77場や学習展示
施設の整備と連携し、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、施設の改修を
行う。 

学習展示 
施設 

 77場の整備内容 

 学習展示施設の整備   

 公園施設の整備 

ユニバーサルデザイン 

情報提供・ソフト方策 

参考 



４．今後のスケジュール 

平成３０年度（２０１８年度） 
１０月 国名勝指定獲得への意見具申書等の東京都との協議開始 
     「見直しの方向性」 により関係機関調整 

平成３１年度（２０１９年度） 
 ７月 国名勝指定獲得への意見具申書提出・文化庁確認 
     「新たな整備基本計画案」 策定・区民説明会等開催 
平成３２年度（２０２０年度） 
  「整備基本設計」 策定 

平成３３年度（２０２１年度） 
「整備実施設計」 策定、整備工事着手 



 

2018 年 10 月 19 日記者会見 お知らせイベント 
 

 

 
○なかのまちめぐり博覧会 

 【連絡先】都市観光推進担当 3228-5433 

 

○「中野区花と緑の祭典 2018秋（第 42回全国育樹祭記念行事）」の

開催について 

 【連絡先】緑化推進担当 3228-5554 

 

○なかのエコフェア 2018 

 【連絡先】地球温暖化対策担当 3228-5516 

 

○2018 東北復興大祭典なかの 

 【連絡先】復興広域協働推進担当 3228-7868 

 





昭和59年から春と秋の年2回開催される　「中野区花と緑の祭典」　は、
中野区民のボランティアによって運営されています
実行委員を募集中です　あなたの参加をお待ちしています

　　　　　　　　　　　日　　時　　10月20日（土）　　10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月21日（日）　　10:00～15:00

　　　　　　　　　　　場　　所　　中野四季の森公園（中野区中野四丁目13番）

主催 中野区花と緑の祭典実行委員会・中野区 
後援 公益財団法人 東京都公園協会 
協力 中野区町会連合会・中野区造園緑化業協会 

＜問い合わせ先＞ 

中野区環境部地球温暖化対策分野緑化推進担当内 

          TEL     3228-5554      FAX    3228-5673 

          Email    tikyuondankataisaku@city.tokyo-nakano.lg.jp    

中野区花と緑の祭典事務局   

 

            

 名    前        

 年    齢       才 

 住    所 

  連 絡 先   電話    : 

         ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ : 
 
 

実行委員応募用紙 

祭典のご案内 

  

中野区は、福島県喜多方市の「喜多方市森林整備加

速化プロジェクト」の取組と連携し、喜多方市で間

伐した森林のCO2吸収価値を70トン分購入しました。

その一部を活用して、「中野区花と緑の祭典2018
秋」において、出店者の会場との往復やプログラム

の作成などで排出されるCO2を埋め合わせる「カー

ボン・オフセット」を行い、地球温暖化防止に貢献

しています 
  

 このイベントは に取り組んでいます 

中野四季の森公園のサンゴジュ 



花と緑の窓口 花と緑の窓口

バラ入門教室 寄せ植え教室

寄せ植え教室 ハーブ教室

剪定教室 クリスマスローズの育て方教室

ミニグリーンアドベンチャー ミニグリーンアドベンチャー

園芸緑化相談 園芸緑化相談

苗木配布（はがき当選者） 中野区苗木配布（先着制）

みどりの貢献賞表彰式 出店

出店 省エネアドバイス

省エネアドバイス

＊＊ イベント ＊＊ 秋の「中野四季の森公園」で、大人から子供まで一日中楽しめる企画満載です 

寄せ植え教室（A教室） 先着10名/日（有料1,000円） 

樹木の整枝、剪定から庭の手入れ方法などの講義です 
造園施工管理技士が実演しながら、わかりやすく説明します 

植物の性質を基本に、選び方、植え方、管理まで学ぶ体験教室です 
自分だけの、とっておきの「秋の寄せ植え」を作りましょう 

秋から冬のハーブの栽培、手入れ、生活の中での活用法を紹介します 
ハーバルセラピストが「生活の質」向上について提案します ハーブティを楽しめます 

花と緑の窓口（鉢植え花木の交換コーナー）  

中野区環境部地球温暖化対策分野のコーナーです  
なかのエコポイント、家庭向け省エネアドバイス事業について紹介します 

ミニグリーンアドベンチャー 先着100名/日 

園芸緑化相談 

中野区地球温暖化対策コーナー 

 

剪定教室（B教室） 先着20名 

ハーブ教室（B教室） 事前応募先着30名（有料200円） 

福島県田村市 

バラ入門教室（A教室） 事前応募当選者20名（有料2,300円） 
四季咲き大輪バラのノヴァ―リスを使ってバラ栽培の基礎を学びます 
土の配合、施肥、病害虫対策、剪定をわかりやすく教えます 持ち帰り育てましょう  なかのみどりの貢献賞表彰式（B教室） 

中野区苗木配布 先着600名 
10月21日10:00から先着順に配布します 600本に達した時点で終了です 

苗木配布 事前応募はがき当選者400名 
譲りたい、もらいたい鉢花を交換する場です 植木鉢だけでも歓迎です  
1000鉢ほど集まります    
■ 譲りたい方の持ち込みは10月21日12:00まで 

草花、樹木についての何でも相談コーナーです  専門家がアドバイスします  

当選した方に苗木を配布します 大切に育て地球の温暖化をくい止めましょう 
10月20日午後3時まで 

四季の森公園の樹木や木の実を見て、樹木名を当てるクイズです   
小学生でも参加できます 正解者には景品を差し上げます       

中野区とご縁がある福島県田村市の特産品を紹介・販売します 
産地ならではの本物を体験でき大好評です 

（株）神明園、内堀育種農場、（有）城北造園、 

中野区造園緑化業協会 おたのしみコーナー 
園芸資材販売のほか、焼きそば・シュウマイ・小豚まんは祭典の名物です 

柳育種花園、(有)榎戸園、中野春秋盆栽会 
生活に彩りをそえる草花や鉢植えなど 多種多様の品揃えでお待ちしています  

緑化活動等に貢献した方々の表彰式 祭典期間中表彰した活動の展示を行

います 

10月20日（土） 10月21日（日） 
10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 

＊ 事情により内容に変更がある場合があります 

持ち込みは12:00まで 

＊＊ 出 店 ＊＊ 

なくなり次第終了 
なくなり次第終了 

クリスマスローズの育て方教室（B教室） 事前応募当選者20名（有料500円） 
鉢でクリスマスローズを育てる場合の用土、置き場所、肥料の与え方について、実際に植え

替え作業をしながら学びます。苗は持ち帰れます。 



【中野・コンポスト連絡会】 【クール・ネット東京】 

【かおり会】 【積水ハウス株式会社】 

【中野区消費者団体連絡会】 【森の学級】 

【エコ窓普及促進会】 

【福島県喜多方市】 

【東都生活協同組合】 

【群馬県みなかみ町】 

【中野区環境部地球温暖化対策担当】 

【NPO法人ボランティア労力ネットワーク東中野支部】 

【NPO法人中野・環境市民の会】 

【中野区環境部ごみゼロ推進分野】 

【公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局】  

【東京ガス（株）中央支店】 

【東京都水道局中野営業所】 

【東京二十三区清掃一部事務組合】 

ダンボールコンポストのすすめ ゲームでシロクマを救おう！ 

裂織りや古布等の作品展示販売 『2020年の暮らし』を先取りする家 

川から海へ プラスチックごみ 公園はみんなのお庭、楽しんで大切にしよう 

窓リフォームで健康・省エネ！ 

間伐材を活用した木工クラフト体験 

産直の東都生協 

 利根川源流のまち 水と森林と人を育む 
         みなかみユネスコエコパーク 

環境施策紹介/スタンプ・お絵かきコーナー 

中野の森プロジェクト協賛事業 

私たちの暮らしと身近なエコロジー 

 毎日の「燃やすごみ」、 
         こうすればもっと減らせます。 
  

エコな商品の目印、エコマーク！ 

エコな暮らしでHAPPYに 

水deエコ！ 

清掃工場のえんとつを見比べてみよう！ 

ご来場いただくと、参加賞のプレゼントがもらえます！ 

ブース一覧 

【主  催】中野区  【問合せ先】環境部地球温暖化対策担当 TEL：3228-5516 FAX：3228-5673 

なかのエコフェア2018は、「みどり東京・温暖化防止 

プロジェクト」の助成事業です。 

会場 

中野駅北口 

中
野
区
役
所 

中
野
サ
ン
プ
ラ
ザ 



東北復興大祭典東北復興大祭典
な か の10/27（土）

10/28（日）
ねぶた運行▶17:30～18:30

10:00～20:00

10:00～17:00
ねぶた運行▶13:00～14:00

10/27（土）

20182018

- プログラム -- プログラム -10/28（日）

東北復興を応援しよう！東北復興を応援しよう！

ねぶた運行▶17:30～18:30
10:00～20:00

10:00～17:00
ねぶた運行▶13:00～14:00

会　場
Ａ会場：中野サンプラザ広場（メインステージ）
Ｂ会場：中野駅北口中央自転車駐車場
　　　   （復興物産展）
Ｃ会場：中野区役所前広場・区役所１階ロビー
                 （東北復興祈念展、復興物産展）
Ｄ会場：絆まつりイベント（ねぶた展示・ねぶた運行等）

※大祭典会場における「ドローン（無人航空機）」の使用は禁止です。
※人が密集した会場での「自撮り棒」の使用はご遠慮ください。
※ねぶた会場での「自撮り棒」の使用は禁止です。

ご注意！

東北絆まつりも参加します
「青森ねぶた祭り」「盛岡さんさ踊り」
「仙台七夕まつり」「秋田竿燈まつり」
「山形花笠まつり」「福島わらじまつり」

主催：東北復興大祭典なかの実行委員会
共催：（中野区）2018 東北復興祈念展

 

ね ぶ た 跳 人 募 集！ 
・跳人の衣装を着てねぶた運行に参加しよう。
・衣装レンタル（着付込み）は3,000円。各日先着50名
・衣装持参で着付けのみの場合は 1,000 円
・レンタル / 着付け申込は、各日当日受付のみ
・A 会場にて、運行 2 時間前まで受付
※ねぶた運行に参加するには、跳人衣装の着用が必要です。
※跳人衣装を個人でお持ちの方は、衣装を着用していれば参加 OK
（お着替えは指定場所にてできますが、手荷物の管理は各自でお願  
  いします。紛失等の責任は負いかねます。）

詳細は区公式HPで
www.city.tokyo-nakano.lg.jp



2018東北復興大祭典なかの　ステージプログラム【1日目】（10月17日現在）

時間 出演者

9:35 郷土芸能 ねぶた囃子

9:40 合唱 中野中学校・平和の森小学校

11:10 橋本マナミ(山形出身タレント）①

11:40 カミムスヒ

12:10 ピースストーン

12:40 カキザキタカシ

13:10 橋本マナミ(山形出身タレント）②

13:40 津軽三味線　澤田勝仁社中

14:10 さんさ踊り（岩手県盛岡市）

14:40 ねぶた囃子

15:10 すずめ踊り①（宮城県仙台市）

15:40 花笠踊り（山形県山形市）

16:10 黒石よされ（青森県黒石市）

16:40 桃花小学校

17:10 秋田観光レディ

17:30 ナニフラ中野

18:00 津軽三味線　澤田勝仁社中

18:30 すずめ踊り②（宮城県仙台市）

19:00 ステージクローズ

10:00

フラダンス

郷土芸能

踊り

踊り

郷土芸能

踊り

踊り

東北PR

邦楽

歌ユニット

シンガー

とうほく創生 Genki プロジェクト

郷土芸能

郷土芸能

開会宣言

10/27(土）

式
典

演目等

とうほく創生 Genki プロジェクト

オープニングセレモニー

フラッグイベント

演奏



2018東北復興大祭典なかの　ステージプログラム【2日目】（10月17日現在）

時間 演目等 出演者

9:55 郷土芸能 ねぶた囃子①

10:00 ダンス リトルドリーム

10:20 踊り 花笠踊り（山形県山形市）

10:50 踊り すずめ踊り（宮城県仙台市）

11:20 郷土芸能 中野区民謡連盟①

11:50 郷土芸能 黒石よされ①（青森県黒石市）

13:10 東北PR 秋田観光レディ

13:30 （ステージ準備）

14:00 津軽三味線ロックバンド 津軽 ハードロック 三味線 バンド

14:30 和太鼓 和太鼓　暁

15:00 踊り さんさ踊り（岩手県盛岡市）

15:30 郷土芸能 中野区民謡連盟③

16:00 郷土芸能 黒石よされ②（青森県黒石市）

16:30 郷土芸能 ねぶた囃子②

16:45

17:00 ステージクローズ・終了

10/28（日）

閉会挨拶

郷土芸能 中野区民謡連盟②12:20



                

 

福島わらじ 

担ぎ体験／写真撮影 
１０月２７日（土） 
午後１時～ 

午後 7時 30分 
 

１０月２８日（日） 
午前１０時～ 

午後２時 
 

（ねぶた運行・準備時間除く） 

Ｄ会場 
 

絆まつりイベント広場 

（2018 東北復興大祭典なかの実行委員会） 

 

秋田竿燈 

妙技／ふれあい 

１０月２７日（土） 

午後１時～ 
午後２時～ 
午後７時～ 
 

１０月２８日（日） 

午前 10時～ 
午前 11時～ 

（各回 30分） 
 

（プログラムＰ６地図参照） 

  10 月 27 日（土）午後 5:30~6:30 

 
10 月 28 日（日）午後 1:00~2:00 

 

ねぶた運行時間:  

 

ねぶた展示 
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