
22 産業振興 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

450事
業所

550事
業所

１兆
1600
億円

１兆
2200
億円

41% 43%

95%

区内の情報通信・人的サ－ビス提供
事業所数（１０カ年計画）

成果指標

１．区内事業所数の１０年間の推移を見ると、情報通信業や医療・福祉などを除き減少傾
向にあり、都市型産業の誘致や創業、事業所間のネットワ－クづくりを含めた事業所への
活性化支援が急務の課題となっている。

創業支援資金の申し込み件数に対す
る融資あっ旋につながった割合

区民の就業者のうち、区内就業の割
合(１０カ年計画)

２．区内には芸能的な“お笑い”をはじめ、マスコミに取り上げられるような地域資源が
多数存在するにもかかわらず、戦略的な広報展開がなく、中野のブランドイメ－ジが確立
されていない。

区内商業売上高(１０カ年計画)

豊かで活力のある区内産業

分野目標

１．中野区の立地や事業環境を生かした新都市型産業が集積するとともに、創業しやすい
環境が整い、区内産業が活発化している。

３．商店街が様々な交流やにぎわいの中心となり、地域資源を活用しながら集客力を向上
させている。

４．経営革新や産業人材の育成が進み、市場対応力を備えた産業活動により地域全体の経
済力が高まっている。

２．“笑い”をキ－ワ－ドに、区内地域資源の再認識・再発見を通じた中野ブランドが構
築され、区民はそれを実感できるイベントなどに積極的に参加することで中野のまちに新
たな“にぎわい”があふれている。

成果指標と目
標値

現状と課題
３．商店街が地域コミュニティの核となるよう、その点に着目した事業を優先して進めて
いるが、効率的な事業展開の手順、方法などが課題である。

４．経営革新を支える、人材育成・確保に関する支援メニューの体系的整備が求められて
いる。



16年度

330,843

1,071

地域コミュニティの核としての商店街支援

ビジネス立地における中野の優位性をアピー
ルし、ＩＴ・コンテンツなどの都市型産業や
関連分野の大学等の研究機関の誘致及び創業
支援を強化する。

新都市型産業等の誘致

取り組み

　事業所数減に歯止めをかけるとともに、
地域経済や、区内産業を牽引する産業拠点
を作ることができる。

-

-

-

里・まち経済交流 環境と暮らし分野

区民一人あたりコスト(円)

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

550,550

拠点まちづくり分野

1,788

17年度

にぎわい創出戦略の構築

地域にある数多くの資源を整理・再構築して
“笑い”をキーコンセプトとするにぎわい創
出戦略としてまとめ、区内外に積極的にＰＲ
するなどにぎわい創出のための取組みを進め
る。

区民の郷土愛を育むとともに、中野区に対
するイメージアップを図ることができる。

警察大学跡地など中野駅周辺のまちづくり

地域との連携や観光資源を活用した商店街再
生支援及び、区と交流のある市町村との経済
交流の仕組み作りや産直フェア等を行なう。

就労・求人支援サイト運営

日常の暮らしの場で、もの・情報・人の交
流を進めることにより、地域住民の満足度
を高め、商店街への期待が高まる。

-

事業者の従業員確保と区内就労希望者、双
方のニーズを満たすことが可能となる。区内の求人情報を提供し、区民の就職及び区

内事業所の人材確保支援を行なう。

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

創業支援
（インキュベーション施設・コミュニティビジネ
ス）

生涯学習分野・地域活動分野



様式３

産業振興

2201

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

ー ー ー ー 50社 - 150社

93.3% 94.7% ー ー 95% - 95%

77.8% 調査中 ー ー 80% - 80%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー ー 50 ー

事業概要

事業名

実績 75 75 ー 80 ー

事業概要

現状と
課題

警大跡地など中野駅周辺の再開発等の新たなまちづくりの計画と産業の場づくりを一体的
にとらえた取り組みのチャンスを活かし、新都市型産業を積極的に中野区へ誘致し、新し
い産業の創出を図る。

事業所の廃業率が開業率を上回り、事業所数が減少している。区内で円滑な創業ができる
ように創業相談及び診断を充実する。また、創業後も安定した経営が継続できるように
フォローアップ診断を充実する。

区内での創業者を育成するためのオフィス機能を有した施設がない。警大跡地へ誘致する
大学等の教育機関と連携して、産学連携のインキュベーション施設整備を推進するととも
に、桃丘小跡等の活用によるデジタルコンテンツ文化・創出支援についての検討を行う。

新産業を持続的に生み出すまち

意欲あふれる創業者により、いきいきとした産業活動が展開されている。

創業支援相談・診断

創業相談件数

成果指標
と目標値

創業支援資金の申込件数に対して
融資あっ旋につながった割合

シティセールスによる訪問
事業所数

創業支援資金を利用した事
業者の１年後存続率

施策目標

創業準備のための相談や創業者が作成した創業計画書に基づき、商工相談員（中小企業診
断士）事業計画や資金計画等についてのアドバイスを行う。

中野区の立地を活かした新都市型産業が集積するとともに、産学公連携が図られ、区内産
業が活発化している。

企業訪問（企業誘致・企業活性化支援）

移転可能性のある区外企業に訪問してシティセールスを行う。
また、区内の企業を訪問して直接対話方式のヒアリングを行い、統計数値では把握しきれ
ない中小企業の実態について現状の把握に努め、施策のブラッシュアップに活かす。

訪問事業所数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 9 7 ー 8 ー

事業概要

事業名

実績

事業概要

ー

セミナー開催日数

－

ー

16年度

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

創業支援セミナー

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

〔１０カ年計画〕領域Ⅰ－１　活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり
　　　　　　　　　主な取り組み　ＩＴ・コンテンツや環境など都市型産業の誘導
　　　　　　　　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　　　　　　　主な取り組み　ＩＴ・コンテンツや環境など都市型産業の誘導
　　　　　　　　　　　　　　　　経営改善や創業のための環境づくりの推進
　　　　　　　　領域Ⅰ－１　多様な雇用機会の創出
　　　　　　　　　主な取り組み　就業支援の推進

創業を希望する人、創業して１年未満の人を対象に、創業にあたっての心構えや事業計画
書のつくり方、経理・税務の基礎知識やコミュニティビジネス立ち上げに関するセミナー
を実施する。



様式３

商店街支援

2202

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

- -

- - - 5% 20%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

現状と
課題

（１）（３）区内には多くの名所・旧跡やマスコミ等で取り上げられる名店などが多く存
在するにもかかわらず、戦略的な情報整理、情報提供が行われていない。

（２）中野は「お笑い芸人が多い」「演劇集団が多い」「おたくの聖地」といわれている
が、区民が生活する中でその実感はなく、中野のブランドイメージが確立されていない。

にぎわい創出

(2)“笑い”をキーコンセプトに中野ブランドを確立するとともに、中野ブランドが実感で
きるイベントが開催され、多くの区民が楽しんでいる。

成果指標
と目標値

中野区に、全国に知ら
れるようなイベントが
あると思っている区民
の割合

区内の鉄道の駅の乗降
客数

施策目標

(1)区の歴史やハード（公共ホール）、ソフト（演劇事務所）の集積、ブロードウェイなど
集客力のある状況を再発見し、さらに新たな地域文化の発見・創生を通じて中野の独自性
を確立し、区民は郷土愛・誇りを持って暮らしている。

(3)情報誌「るるぶ」などの広報媒体への積極的な情報提供をはじめ、異種・多方面にシ
ティセールスを行うことで、国内外を問わず多くの人がイメージアップされた中野を実感
している。

観光産業振興

区民や区商連などの協力を得ながら、区内の史跡などを観光の視点から再発見するととも
に、見どころと美味いものを組み合わせた「（仮）見どころマップ」を作成するなど観光
情報として積極的に発信する。

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

ーー ー

－

ー

－

16年度

－ ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　活気とにぎあいあふれる中野の顔づくり
　　　　主な取り組み　中野駅周辺地区を中心とした商店街振興
　　　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　　主な取り組み　ＩＴ・コンテンツや環境など都市型産業の誘導
　　　　　　　　　　　文化芸術活動の支援
　　　領域Ⅰ－１　活力と地域の交流がある商店街づくり
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生
　　　　　　　　　　　中野駅周辺地区を中心とした商店街振興
　　　領域Ⅱ－２　文化芸術のまちづくりの推進
　　　　主な取り組み　若手芸術家が育ち活動しやすい環境や機会の提供



様式３

商店街支援

2203

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

- 29% 35% 40%

- 38% 45% 50%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - 3 5

事業概要

事業名

実績 - - - 1

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

中野区と交流のある市町村について、名産品、特産品の産直フェスタを試行し、継続的な
産直販売や環境関連情報の提供、交換のできるアンテナショップ等の設置に向け、流通シ
ステムの構築等、区商連をはじめ区内産業団体と連携し、必要な検討を進める。

(1)区と地方との間で幅広い交流が進み、循環型社会が創出され、相互に活力ある地域社会
が実現している。

商店街活性化支援

集客力を高め地域のにぎわいの拠点として商店街の活性化を図るため、商店街と地域が一
体となって実施するイベントなどに対して助成する。

年間を通して地域コミュニティ等に取り組む商店街等
の数

成果指標
と目標値

地方との交流や地域コ
ミュニティに着目して
取り組んだ商店街事業
の割合

新・元気を出せ商店街
事業を実施した商店街
において、来街者が増
加した商店街の割合

地域価値が向上するコミュニティゾーン

(2)商店街が交流やにぎわいの中心となり、地域資源を活用しながら集客力を向上させてい
る。

里・まち経済交流(19年度新規事業)

産直品交流事業

現状と
課題

(1)区として初めて取り組む課題・事業であり、区商連など産業界との連携を密にしながら
進める必要がある。

(2)商店街が地域コミュニティの核となるような事業を優先的に進めているが、商店街の変
革がなかなか進んでいない。商店街活性化について地域で考え、にぎわいのあるまちづく
りを進める必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　活気とにぎあいあふれる中野の顔づくり
　　　　主な取り組み　中野駅周辺地区を中心とした商店街振興
　　　領域Ⅰ－１　活力と地域の交流がある商店街づくり
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生
　　　　　　　　　　　中野駅周辺地区を中心とした商店街振興
　　　領域Ⅰ－１　拠点まちづくりの推進
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生
　　　領域Ⅲ－２　支えあい風土の醸成
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

－

16年度

－

ーー ー



様式３

産業振興

2204

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

90.7% 77.9% － － 90.0% - 95%

－ － ー -

－ － － 70%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 899 798 － 800 －

事業概要

事業名

実績 － － ー ー

事業概要

知恵と力を発揮する事業者

施策目標

(1)経営支援　経営の改善と安定を求める中小企業者等に役に立つ商工相談が展開され、新
たな経営戦略や販路拡大・新分野開拓等への支援や情報提供が適切に行なわれている。ま
た、「経営・学び座なかの」は、大学等との連携により多様なカリキュラムが具体化さ
れ、経営者層はもちろん、従業員も対象に加えた人材育成の支援が的確に行われている。

(2)企業等連携　企業・事業者はビジネスフェアなどの機会を積極的に活用し、経営革新を
図りながら自社の発展を推進している。

(3)雇用・就労支援　働きたい人が、多様な働き方を選択できるとともに、地域内雇用が進
み、地域の経済力向上が図られている。

成果指標
と目標値

産業経済融資予定額に
対するあっ旋額の割合

ビジネスフェア来場者
数

就労支援事業に対する
満足度

現状と
課題

（１）信用補完制度の変更が１９年度に予定されている中で、資金調達力が脆弱な中小企
業者が資金調達に支障がでないように融資利率の見直しなどを行う必要がある。また、
「経営・学び座なかの」などでは、社会・経済動向に合わせ、経営者層等が取り組むべき
課題・テ－マを的確に把握し、提供していくことが欠かせない。

（２）産業懇談会やビジネスフェアなどの機会を通じ、区と産業界相互の接点ができつつ
ある。今後は、様々な交流会の場で企業者自身がネットワ－クを構築し、産業界全体の発
展につなげていくことが重要である。

（３）団塊世代の定年退職が始まる2007年を迎え、区民の労働力を上げることが不可欠で
ある。そのためには、特に若年無業者等への支援が急務だが、区として十分な支援体制が
未整備である。

＜主な取組み＞

産業経済融資

融資あっ旋件数

  中小企業者の資金調達を容易にするため、低利の事業資金をあっ旋し、融資の実行に伴い
金利の一部を補助する。

ネットワ－クづくり（ビジネスフェア共同出展）

ビジネスフェア来場者数

　会社・事業のＰＲによる商談の機会増と企業者相互の交流を図ることを目的として、ビ
ジネスフェア共同出展実行委員会と区で共催する。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 51 80

事業概要

事業名

実績 30,000

事業概要

I

「経営・学び座なかの」の運営

受講者数

　大学や産業支援機関なと゜と連携し、事業者や経営管理者層を対象として社会・経済動
向に即したテ－マで講座を開催し、経営革新”を生み出す産業教育環境を整備するととも
に、受講者間のネットワ－クを構築する。

就労・求人支援サイトの運営

サイトの利用件数

　区のホ－ムペ－ジに区内事業所求人情報を掲載し、区内の仕事情報を提供する。合わせ
て国や都における働くことに関する情報を総合的に提供する。

施策のコスト（千円）

16年度 17年度 18年度 19年度

ー ー

ー

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり
　　　　　　　　　主な取り組み　ＩＴ・コンテンツや環境など都市型産業の誘導、中野駅周辺地区を中心とし
た商店街振興
　　　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　　　　　　　主な取り組み　ＩＴ・コンテンツや環境など都市型産業の誘導、産業教育環境の整備、経営
改善や創業のための環境作りの推進
　　　領域Ⅰ－１　多様な雇用機会の創出
　　　　　　　　　主な取り組み　就業支援の推進
　　　領域Ⅲ－１　高齢者の就労・社会貢献の支援

区民一人あたりコスト（円） －


	産業振興分野
	新産業創出施策
	にぎわい創出施策
	地域産業活性化施策
	知恵と力を発揮する事業者施策

