
  
 

 

 

２０１８年１２月２０日 

 

記者会見資料 
 

 

●中野区の新たな区政運営方針（案）について 

～新しい基本構想等の策定に向けて～ 

 

●単身高齢者等の住宅確保支援制度「中野区あんしんすまいパック」

の導入について 

～加入しやすく、住宅オーナーの方にも「あんしん」な新たな制度へ～ 

 

●東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における公式練

習会場の決定について 

 

●中野Ｌｏｖｅｒｓウォーク２０１９の開催について 

 



中野区の新たな区政運営方針（案） 
～新しい基本構想等の策定に向けて～ 

平成30年12月20日 
区長記者会見資料 

【お問い合わせ】 
  政策室副参事（基本構想担当） 永見 
  電話 03-3228-5778 
 



本方針（案）の趣旨① 

中野区では、より広範な区民の声を反映し、新しい
基本構想と基本計画を２０２０年度中に策定するこ
とを予定している。 

 

 

 

基本構想 

基本計画（５か年） 

個別計画 

基本構想で描くまちの姿を実現 

区と区民の共通目標 

基本計画と整合 



本方針（案）の趣旨② 

新しい基本構想等の策定までの間は、原則として、
現行の基本構想・基本計画を継承して区政運営を
行う。 

 

本方針では、新しい基本構想等を策定するまでの
間の区政運営の基本的な考え方と、これまでの方
向性を再検討する主な施策を示す。 

 

本方針の策定は、2019年1月の予定。 

 



区政運営における基本的な考え方 
～区民参加による開かれた区政へ～ 

【区政への区民参加の推進】 

 区民参加の機会や手法等の充実・改善に努めていく。 

 区民同士・区民と区が意見交換を行う機会の提供、広聴機
能の充実、区民参加手法の改善など。 

【区政情報の積極的な提供】 

 企画立案の段階から、広報活動等を通じて区政に関する情
報を積極的に提供していく。 

 オープンデータの推進により、区民活動の活性化を図る。 

【職員の能力を生かした区政運営】 

 職員が地域と関わる機会の充実、傾聴力・対話力の向上、
職員提案制度の改善、自主研究活動の支援の充実など。 



区政運営における基本的な考え方 
～機能的な区政運営～ 

【目標と成果による区政運営】 
 目標と成果による区政運営は引き続き実施。 
 行政評価は、より改善につながりやすい評価方法や手順に

改めるなど、効率的・効果的な仕組みを検討。 
 行政評価の結果を踏まえて、事業の廃止も含めた見直しを

検討し、区民ニーズ等を的確に捉えた区政運営を進める。 
【組織及び職員の体制】 
 【組織】より効果的かつ効率的に運営できる組織に見直し。 
 【職員定数】今後、適切な定数を見定める。 
 【職員採用】区民サービスの向上や年齢構成のバランス等

の観点から、持続可能な職員体制を構築。 



区政運営における基本的な考え方 
～財政運営の考え方～ 

現行の基本計画における「行財政運営の基本方針」を
継承した財政運営を実施。 

 
 【歳入】基準となる一般財源規模を定め、超過した歳入は基

金に積み立て、将来に備える。 
 【歳出】新しい事業の立ち上げと、既存事業の廃止を含めた

見直しを検討。おおむね基準となる一般財源規模の範囲内
で執行。 

 【起債】一般財源に占める公債費の割合をおおむね１０%の
範囲内となるよう計画し、極力発行を抑制して運用。 



基本構想等の策定までの間に 
再検討を進める主な施策① 

 すこやか福祉センター整備方針の再検討  
  ～地域包括ケアの拠点を適正配置～ 
 すこやか福祉センター、地域包括支援センター、障害者相談
支援事業所の適正配置等について再検討を行う。 
 地域の子育て支援拠点の充実 
  ～子どもと子育て世帯への地域包括ケアを推進～ 
 現在の児童館施設等を活用して、地域の子育て活動の支援
拠点を適正に配置する。 
 教育・保育施設等の誘導・確保に関する考え方の再検討 
  ～待機児童ゼロを確実に実現～ 
 区立保育園、区立幼稚園について、区が果たすべき役割を再
整理し、今後のあり方を検討する。 
 



基本構想等の策定までの間に 
再検討を進める主な施策② 

 中野駅新北口駅前エリア再整備の推進 
  ～区のシンボル空間の形成～ 
 区民参加により、中野駅新北口駅前エリアの再整備を推進し
ていく。集客交流施設については、多角的に再検討を行ってい
く。 
 哲学堂公園再生整備の見直し 
  ～文化財的な価値を高めるために～ 
 学習展示施設は規模の縮小を前提として、施設の配置や整
備時期を変更する。 

 



【参考①】基本構想・基本計画の 
策定スケジュール（予定） 

2019年 1月  新たな区政運営方針の策定 
        4月  基本構想審議会の設置 
      6月  区民と職員のワークショップ（基本構想） 
      8月  区民と職員のワークショップ（基本計画） 
       10月  基本構想審議会からの答申 
2020年 1月  基本構想（素案）の策定 
   4～6月  基本構想（案）、基本計画（素案）の策定 
      6月  基本構想議案の提案 
      8月  基本計画（案）の策定 
       10月  基本計画の策定 



【参考②】基本構想審議会 
区民委員の募集 

現在、基本構想に盛り込む内容を検討する審
議会の区民委員を募集中。 
 
【対象】区内在住・在勤・在学の方 
【任期】2019年4月～10月頃 
【報酬】会議への出席1回につき3,000円 
【定員】10人程度 
【申込み】区ホームページから申込むか、担当に応募
用紙を提出。1月18日必着。 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
中野区は、基本構想の改定にあたり、基本構想審議会を設置し、基本構想に

盛り込むべき内容等について審議を行っていただきます。 

そこで、審議会において、区民の立場からご意見をいただくため、委員を募

集します。詳細は、裏面の募集要領をご確認ください。 

 

基本構想は、区が目指すべきまちの姿を描くものです。中野に住むすべての

人々や、中野のまちで働き、学び、活動する人々にとって、より豊かな暮らし

や関わりを実現するための共通目標となります。 

また、区が区民の信託を受け区政運営を行ううえで、最も基本的な指針とな

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※現在の基本構想は、区ホームページや区立図書館でご覧いただけます。 

中野区ホームページ ＞ ホーム ＞ 区政資料 ＞ 区政の基本理念 ＞ 中野区基本構想 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d010204.html 

 

 

基本構想 目指すべきまちの姿 

基本構想審議会で議論 

基本計画 

個別計画 
基本構想の描くまちの姿を実現する
ための方策（事業･サービス等） 



 

中野区基本構想審議会区民委員募集要領 

 

１．趣旨 

より広範な区民の声を反映するプロセスを経て、基本構想を再構築するため、中野区基本

構想審議会の区民委員を募集します。 
 

２．任期 

２０１９年４月から２０１９年１０月までを予定 
 

３．会議の開催回数等 

 原則、平日夜間２時間、月１回程度（全８回）を予定 
 

４．募集対象 

中野区民（在勤、在学者を含む）で、基本構想の改定に向けた検討に意欲的に取り組め

る方 

 

５．募集人数 

１０名程度 
 

６．報酬（予定） 

   審議会出席１回につき３千円（交通費の支給なし） 
 

７．応募方法 

  （１）紙で提出する場合 

 指定の応募用紙・作文用紙に記入のうえ、ファクシミリ、郵送または直接、基本構想担当

へ提出してください。 
 

  （２）ホームページから応募する場合 

    中野区ホームページにアクセスし、必要事項を記載し、申し込んでください。 

    ホーム ＞ 区政資料 ＞ 区政の基本理念 ＞ 基本構想の改定及び基本計画の策定について 

＞ 中野区基本構想審議会区民委員募集要領 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d026537.html 
 

８．募集期間 

２０１８年１２月２０日（木）～２０１９年１月１８日（金） 
 

９．選考方法 

提出書類を基に書類選考します。結果は、２０１９年２月中旬頃までに、応募者全員へ郵

送します。なお、応募いただいた書類は返却しませんので、ご了承ください。 
 

１０．担当（応募先） 

   〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１ ４階７番窓口 

中野区役所 政策室 企画分野 基本構想担当 

電話    03-3228-5782（直通） 

ファクシミリ 03-3228-5476 

Mail    kihonkousou@city.tokyo-nakano.lg.jp 



単身高齢者等の住宅確保支援制度 
「中野区あんしんすまいパック」 

の導入について 

～加入しやすく、住宅オーナーの方にも「あんしん」な新たな制度へ～ 

【お問い合わせ】 
 中野区都市基盤部副参事（住宅政策担当） 塚本 電話０３－３２２８－５４０６ 

 
 平成30年12月20日 

 区長記者会見資料  



■制度導入の背景 
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 今後大幅な増加が見込まれる高齢者の単身世帯や障害者
の方は、家賃滞納や孤独死等への不安から、民間賃貸住
宅オーナーの多くが入居に拒否感を持っており、住宅確
保に支障が生じているケースが見受けられます。 

 中野区あんしんすまいパック １ 

「中野区あんしんすまいパック」は 
「中野区住宅確保要配慮者支援制度」として展開します！ 
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 中野区のひとり暮らし高齢者数は、平成32(2020)年
には30,045人と大幅に増加し、その後更に漸増すると
推計しています。 

中野区地域包括ケアシステム推進プラン（平成29年3月）より 
 

 中野区あんしんすまいパック ２ 

（参考）単身高齢者等の現状 
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 民間賃貸住宅オーナーの不安を軽減させ、住宅確保
要配慮者の円滑な入居を支援するため、「中野区住宅
確保要配慮者支援制度」として新たに展開します。 

 単身高齢者や障害者であることを理由とした入居拒
否の解消 

 比較的安価で利用しやすいサービスが付加された民
間賃貸住宅の普及 

 空き部屋となっている民間賃貸住宅の利用促進 

 中野区あんしんすまいパック ３ 

効果 

■制度導入の目的 
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 中野区あんしんすまいパック ４ 
■中野区あんしんすまいパックの概要 
 住まいに関する３つのサービスを１つにパッケージ
して提供し、入居者自身の安心とともに、家主や管
理事業者が単身高齢者等に安心して住宅を貸すこと
ができる制度 

 サービス費用の一部について区が補助 

 国の住宅セーフティネット制度における「住宅確保
要配慮者の入居を拒まない登録住宅」として登録を
していない住宅においても利用可能 

① 見守りサービス 
② 利用者が亡くなった際の葬儀対応・費用補償 
③ 利用者が亡くなった際の残存家財片付け・費用補償 

３つのサービス 
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 中野区あんしんすまいパック ５ 

 利用者に週２回の安否確認電話（音声ガイダンス） 

 固定電話のほか、携帯やスマートフォンにも対応可能 

 安否確認の結果を利用者が指定する連絡先にメール送
信（最大５名まで） 

サービス① 見守りサービス 
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 中野区あんしんすまいパック ６ 

 葬儀にかかる手配の実施 

 葬儀実施に要する費用の補償（上限５０万円） 

 残存家財片付け及び原状回復にかかる手配の実施 

 残存家財片付け及び原状回復に要する費用の補償 
 （葬儀費用補償との合計で１００万円以内） 

サービス② 利用者が亡くなった際の葬儀対応 

サービス③ 利用者が亡くなった際の残存家財の片付け 
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 中野区あんしんすまいパック ７ 

■補助の対象者 
 以下の全てに該当する方について、区がサービス利
用の経費の一部を補助します。 

① 区内の民間賃貸住宅に単身で居住し、または区内の
民間賃貸住宅に単身で転居しようとしている方 

② 本制度の開始後に、本制度に係る民間事業者のサー
ビス契約を締結した方 

③ 前年の所得額が256万8000円以下の方 
 （単身高齢者の公営住宅入居資格と同等） 
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 中野区あんしんすまいパック ８ 

■サービス利用料金（税込） 
 初回登録料：１６，２００円（区による全額補助） 

 月額利用料： １，９４４円（利用者本人負担） 

■今回のサービス提供事業者 
ホームネット株式会社  

 所 在 地：東京都新宿区大久保３－８－２新宿   
       ガーデンタワー１３階 
 主な事業内容：緊急通報サービス業、電話相談サー  
        ビス業等 
 東京都居住支援法人指定（平成３０年５月８日） 
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 中野区あんしんすまいパック ９ 

■今後の予定 

 平成３０年１２月  不動産事業者等への説明 

 平成３１年 １月  サービス事業者との協定締結後、   
           制度を開始 

★ 平成３０年度の制度利用見込み：４０件 

★ すまいに関する、見守り・費用補償をパッケージした 
  民間事業者サービスへの利用助成は全国自治体初 
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 中野区あんしんすまいパック １０ 

■従来型とのちがい 

●「自分で選べる・納得して加入できる」 

  他自治体では委託等が多く、内容や会社が選びにくい 

●「加入しやすい料金設定」 

 一般的な民間企業のサービスに比べ、加入しやすい料金設定 

●「市場性拡大の可能性」 

 今後、他社との協定等によりさらに選択の幅が広がっていく 

 
  



 平成30年12月20日 区長記者会見資料 

 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 

における公式練習会場の決定について 
 

問合せ先：健康福祉部副参事(文化・スポーツ担当） 平田 
電話番号：０３-３２２８-８０４４ 



(仮称)中野区立総合体育館 
イメージ図 

平和の森公園に整備中の「(仮称)中野区立総合体育館」が 
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の「卓球」の 

公式練習会場に決定しました。 



□ 対象施設 
  「 (仮称)中野区立総合体育館」 
      （中野区新井三丁目37番/平和の森公園内） 
 
□ 対象競技 
   「卓球」 
 
□ 公式練習会場開設期間 
   ・東京2020オリンピック： 
    2020年7月14日(火)から8月9日(日)まで 
 
    ・東京2020パラリンピック： 
    2020年8月18日(火)から9月6日(日)まで 
  
 
           ※ 開設に伴う仮設工事がある場合は、上記期間前後を含めた期間となります。 
 ※ 詳細な期間については、正式に決定後、区ホームページ等でお知らせします。 
 

 
 



中野区町会連合会主催 
中野区協力事業 

中野を撮る！知る！好きになる！ 

  
  

1 

平成30年12月20日 区長記者会見資料 

問合せ先：地域支えあい推進室副参事(地域活動推進担当） 伊藤 
電話番号：０３-３２２８-８８８１ 
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中野区町会連合会主催 
中野区の全面協力 

 
ことをコンセプトにした地
域密着型イベント 
 
 



コンセプトとイベント内容は 
             ワークショップで決定 

①町会・自治会クイズラリー 

②Ｉ♡なかの 

 インスタ・フォトコンテスト 

③ファイナルイベント 

の３つのイベントを決定！ 

 3 

「町会・自治会がずっと
元気でいるための「何
か？」を創ってみる
ワークショップ２０１８」 



地域にまつわるクイズを解きながら、地域を歩い
て巡る参加型イベント 

クイズのヒントは町会・自治会掲示板にあり！ 

 

• 期間 平成3１年2月１日（金） 

           ～11日（月・祝） 

• 区内を５エリアに分け、好きな 

 （身近な）地域で参加 

• 各エリア３．５～６．５㎞程度 

 

①町会・自治会クイズラリー 

4 



イメージ例 わくわくエリア（南中野地域⇔弥生地域） 
南中野地域と弥生地域に関するクイズを１０問出題 

参加者は町会・自治会掲示板に記されたヒントを手がかり
に、地域をめぐりながら謎解きに挑戦 

5 

ヒント① 

ヒント② 



クイズラリーに参加しながら、中野の街の
魅力を撮影、投稿、共有するイベント 

• 時期 平成3１年2月１日（金） 

           ～11日（月・祝） 

• 参加者はイベント専用 

 アカウントに写真を投稿 

• 入選作は、町会・自治会 

 のＰＲに活用 

②Ｉ♡なかのインスタ・フォトコンテスト 

6 



町会・自治会クイズラリーで見事完全正解した方
だけが参加できる抽選会イベント 

• 日時 平成3１年2月24日（日） 

• 場所 なかのＺＥＲＯ小ホール 

当日のプログラム 

• オープニングアトラクション 

• 「インスタ・フォトコンテスト」表彰式 

• 記念品抽選会 

• ファイナルクイズ大会 など 

  協力 中野区観光大使 

③ファイナルイベント 

7 



• クイズに参加するためのパンフレットは、 

２０１９年１月より区内１５か所の区民活動セン
ターのほか、郵便局等で配布 

• 中野区町会連合会のホームページからダウン
ロードも可能 

• クイズの回答は、パンフレット添付はがき又は
中野区町会連合会ホームページで 

 ※パンフレット配布時期、ホームページ掲載時期は 

  調整中 

 中野区町会連合会ホームページ 

http://nakano-chokai.jp/ 
8 







 

2018 年 12 月 20 日記者会見 お知らせイベント等 
 

 

 

○「みんなの２０２０」中野区絵はがきコンクール作品募集 

 【連絡先】オリンピック・パラリンピック推進担当 3228-8988 

 

○中野区検定「中野区ものしり博士マップ」 

 【連絡先】中野区観光協会  info@nakano-kanko.com 

      中野区教育振興会 3228-5544 
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