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歴史民俗資料館開催講座参加率
（％）

図書館利用登録者（区民）数の割合
【10か年計画】（％）

成果指標と目
標値

現状と課題

区民による学習活動やスポーツ活動は行われているが、自己の趣味や教養の範囲を超え
て、積極的に地域社会での活動に参加しようとする区民は必ずしも多くない。

区内に存在する文化財や区の歴史民俗について十分に把握されているとはいえない。ま
た、区の歴史民俗や文化財に対する区民の認識や関心は必ずしも高くない。

利用者から図書資料や視聴覚資料の充実に関する要望が多い。図書館が区民の期待に応え
るためには、豊富な蔵書が不可欠であるが、そのための資料費が確保できていない。少な
くとも開架図書更新率が10%となるよう、資料の充実を図る必要がある。

新しい自分や仲間に出会い地域とつながる生涯学習・スポーツ

分野目標

区民が主体的に学習・文化芸術活動やスポーツ活動を行える環境を整えるため、様々な担
い手によって活動の機会や情報が豊富に用意されているまちを目指す。

区民が地域の仲間と出会い豊かな地域社会の担い手となるため、学習活動やスポーツ活動
が地域での活動へと展開することを目指す。

中野の歴史民俗や文化財を守り後世に伝えるため、区の歴史民俗や文化財が大切に保存さ
れているまちを目指す。

区民が生涯にわたって主体的に調査、研究、学習活動に取組めるようにするため、「情
報・資料が利用しやすく収集組織された魅力ある図書館」が整備されているまちを目指
す。

生涯学習・スポーツに関する区の情
報を利用した区民（利用延件数）の
割合（％）

週に１回以上スポーツをする区民の
割合【10か年計画】（％）

この1年間に学習や趣味の活動を
行った区民の割合【10か年計画】
（％）

成果指標

区内や近隣区では民間による生涯学習や文化芸術、スポーツ活動に関する機会が豊富に提
供されている。一方で、障害者等を対象とした民間では提供されにくい活動の機会の提供
や、区全体の学習・スポーツ活動の振興、支援等の取り組みが必要である。

生涯学習サポーターの人数（人）



16年度

2,424,247

7,848

区内の歴史的価値のある建物について調
査・把握することで、文化財として保存し
伝えていくことにつながる。大正から昭和の前期にかけて建てられた建物

について記録し、伝えていくために調査を行
う。

区民一人あたりコスト(円)

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

地域スポーツクラブの設立支援

地域スポーツクラブの設立に向けた検討、準
備を行う。

資料情報サービス 区民の調査、研究、学習等のニーズに応え
られるよう資料を充実することは、年間資
料貸出冊数の増加や、利用者の満足度の向
上につながる。

　区民の多様なニーズに応えられるよう図書資料
を充実するとともに、地域図書館は館ごとに特色
ある資料収集を行い、魅力ある図書館として整備
する。また、中野区ゆかりの作家や文化人などに
関する文化資料の収蔵・展示の充実や、レファレ
ンスサービス向上のための検索ツールの充実を図
る。

8,206

17年度

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

2,527,433

-

-

-

-

区長室、子ども家庭部、保健福
祉部

文化芸術の振興 産業振興分野

子ども読書活動推進 子ども育成分野

文化財保護事業（含：埋蔵文化財）

地域スポーツクラブ

区民の生涯学習活動を支援し、情報や人材等
を幅広くコーディネートする生涯学習サポー
ターを養成する。

社会教育相談・学習支援

取り組み

区民の力により区民の生涯学習活動を支援
することで、地域活動の展開へとつなげて
いくことができる。

区民が気軽にスポーツに取り組み、主体的
に地域の中で活動を展開していくことにつ
ながる。



様式３

企画調整

8101

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 38 60.9 - - 100 -

長期 39.7 - - - 40 43

長期 38.5 - - - 40 43

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 91,443 157,558 ー 280,000 ー

事業概要

事業名

実績 1,468,415 1,445,432 ー 1,570,000 ー

事業概要

施策目標

文化施設、スポーツ施設の指定管理者、及び区の各担当セクションとの総合的な調整等を
行う。

区民が積極的に学習や文化芸術、スポーツに関する情報を収集し、主体的に生涯学習活動
を行っている。

区民が身近で気軽に文化芸術に接することのできる機会が地域の中に用意されている。

生涯学習情報提供

広報紙「ないせす」の発行、「生涯学習活動・支援コーナー」の運営、ホームページ・施
設予約システム「ないせすネット」の運営、生涯学習人材・団体支援サイトの運営、「生
涯学習・スポーツガイドブック」の発行を行う。

成果指標
と目標値

「ないせすネット」へのアクセス件数（件）

＜主な取組み＞

現状と
課題

区内には文化芸術に関する資源が存在するものの、区民が地域の中で気軽に文化芸術に触
れる機会が多いとはいえない。

指定管理者が運営する文化・スポーツ施設の利用人数(人)

実り豊かな学習・スポーツの機会創出

学習・スポーツ活動を行う環境が民間も含め様々な担い手によって整えられ、区民が積極
的に参加している。

指定管理者調整

この1年間に学習や趣味の
活動を行った区民の割合
(%)

生涯学習・スポーツに関する
区の情報を利用した区民（利
用延件数）の割合(%)

文化芸術活動を行ってい
る、または行ってみたいと
思う区民の割合(%)

区や大学、民間などにより生涯学習に関する様々な情報が提供されているが、区民が必要
な情報を効率的に収集、あるいは発信できているとはいえない。

区や近隣区では、民間による生涯学習・スポーツ活動の機会や場の提供がされている。区
は民間で提供できるものは民間に任せ、区として必要な取り組みに力を入れることが求め
られている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー
8,259

(4～10月)
14,000 ー

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

[10か年計画]
(1)領　 域Ⅱ―2
　○施策の方向：新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進
　　おもな取り組み：区民の学習活動支援の推進
　○施策の方向　：　文化芸術のまちづくりの推進
　　おもな取り組み：文化芸術活動の支援、若手芸術家が育ち活動しやすい環境や機会の提供

文化芸術と教育や福祉等との連携や、伝統文化の保存・継承など、中野区の文化芸術振興
の基本的な方向について継続して検討を行う。
また、講座や公演事業を指定管理者への委託により行う。

ー

19年度18年度

－

文化芸術活動

1,275

16年度

1,030

17年度

392,774318,148 ー

文化芸術事業の入場者数(人)

施策のコスト（千円）
ー



様式３

生涯学習支援

8102

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - - - - 15 30

長期 70.2 75.5 73.6 - 77 80

短期 77.4 69.4 - - 77 -

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー 78 ー 100   

事業概要

事業名

実績 192 199 ー 205   

事業概要

施策目標

現状と
課題

生涯学習に関する情報の収集・提供、地域の人材発掘や育成など、区民の求める学習活動
をサポートする環境やコーディネーターが不足している。

学習の成果を地域に還元し、地域の教育・学習活動を区民の力で進める仕組みづくりが課
題である。

区民の学習と文化芸術活動の場である区立文化施設は、平成18年度から指定管理者制度を
導入し効率的な運営を目指しているが、一方で既存施設は老朽化が進んでおり諸所の改修
が必要な状態である。

主体的に生涯学習活動を行う区民

ことぶき大学・大学院

ことぶき大学・大学院在籍者の地域活動参加人数

成果指標
と目標値

ことぶき大学・大学院在籍者
の地域活動への参加意欲(%)

生涯学習サポーターの
人数(人)

文化施設利用率(%)

開講目的である地域参加・還元の実効性を一層高められるよう、プログラム等の見直しを
進める。

生涯学習に関する地域の人材の発掘や育成、情報提供など、区民の生涯学習活動を支援す
るための総合的なコーディネート機能が整備されている。

社会教育相談・学習支援

区民の生涯学習活動を支援し、生涯学習に関する情報や地域の人材等を幅広くコーディ
ネートする生涯学習サポーターを養成する。

生涯学習サポーター養成講座延参加人数(人)

生涯学習活動を通じて地域活動への参加が活発化し、活力ある地域づくりが進んでいる。

多くの区民が気軽に文化施設を利用し、生涯学習や文化芸術活動に取り組んでいる。

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 800,654 798,225 ー 900,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

649,361651,110 ー

文化施設利用人数（人）

－

ー

2,108

16年度

2,108 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

文化施設調整

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

[10か年計画]
(1)領　 域Ⅱ―2
　○施策の方向　：　新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進
　○おもな取り組み　：　区民の学習活動支援の推進

もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場の施設整備、及び指定管理者
による管理運営を行う。



様式３

スポーツ

8103

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 28.2 - - - 32 35

短期 22,278 22,781 - - 22,800 -

短期 90.8 88.3 - - 91 -

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 － － － 1 ー

事業概要

事業名

実績 421 369 － 500 ー

事業概要

地域スポーツクラブ準備会の設立(箇所)

現状と
課題

施策目標

体育指導委員は、地域の社会体育振興のため、スポーツに関する指導・助言や実技指導を
行い、スポーツ・レクリエーションの普及に努めている。
また、区民を対象に、あるこう会、３ｏｎ３バスケットボール大会、健康スポーツ教室等
の事業を行う。

区民は、いつでもスポーツを始める機会が得られ、指導を受け、競技スポーツの楽しさを
知り、積極的にスポーツに参加している。

多くの区民が気軽にスポーツ施設を利用し、スポーツ活動に取り組んでいる。

地域スポーツクラブ

区民の多様なニーズに応じた活動ができる「地域スポーツクラブ」が日常生活圏としての
地域に展開され「だれもが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを楽しむことが
できる地域社会の実現を支援する。
平成21年度中の開設を目指して、平成19年度地域スポーツクラブ準備会を設立する。

成果指標
と目標値 スポーツ施設利用率(%)

＜主な取組み＞

週に１回以上スポーツ
をする区民の割合(%)

各種区民スポーツ大会
参加者数(人)

体育指導委員

体育指導委員会事業参加者数(人)

区民のスポーツ活動の場となる区立スポーツ施設は、平成18年度から指定管理者制度を導
入し効率的な運営を目指している。一方で既存施設は老朽化が進んでおり、諸所の改修が
必要な状態である。

主体的にスポーツ活動を行う区民 

区民の誰もが、それぞれの目的や適性、体力などに応じて、生涯にわたってスポーツに親
しむことができる環境が整っている。

スポーツ団体の活動は、そこに参加しているボランティアの人々によって支えられている
が、スポーツを行なっている多くの人達は、自己の趣味の範疇であり、地域スポーツ活動
への参画が少なく支援までには至っていない。
自由時間の増大に伴い、区民の体力向上や健康づくりへの関心が高まり、身近にいつでも
スポーツのできる場と機会が求められているが、十分に提供されておらずスポーツをした
くても出来にくい状況にある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 667,761 647,207 ー 670,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

[10か年計画]
(1)領　 域Ⅱ―2
　○施策の方向　：　新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進
　○おもな取り組み　：　地域スポーツクラブの設立・支援
[教育ビジョン実行プログラム]
(1)プロジェクトⅦ　生涯スポーツの環境整備

中野・鷺宮体育館、上高田・哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場の施設整備、及び指
定管理者による管理運営を行う。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－1,262

16年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

スポーツ施設調整

1,099

388,619339,595 ー

スポーツ施設利用者数（人）

ー

19年度18年度



様式３

歴史民俗資料館

8104

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 34,890 30,574 - - 35,600 36,000

長期 78.3 75.7 - - 76.5 77.5

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - - 実施

事業概要

事業名

実績 8 8 - 8

事業概要

施策目標

区の歴史民俗についての区民の関心と理解を深めていくため、館所蔵の資料を活用し、企
画展、所蔵名品展等の展示会を行う。

区の歴史民俗に関わる文化財が大切に保存され、伝えられている。

成果指標
と目標値

区の歴史と区民生活の推移を知るうえで、古文書、様々な風俗慣習とそれらに用いられる
衣服や器具等の文化財は貴重な資料となるが、区内に存在する文化財についての十分な把
握がなされていない。また、文化財保護に関する区民の意識は必ずしも高いとはいえな
い。

区の伝統文化や文化財を保存・継承し、区民に認識してもらい、地域に愛着を持ってもら
うための積極的な取り組みが不足している。

現状と
課題

＜主な取組み＞

文化財保護事業（含：埋蔵文化財）

展示会開催回数(回)

大正から昭和の前期にかけて建てられた建物について記録し、伝えていくために調査を行
う。

各種事業

文化財調査

伝え守られる歴史民俗と文化財

区の伝統文化や文化財について多くの区民が認識し、地域に愛着を抱いている。

講座参加率（参加者数
／定員）（％）

歴史民俗資料館年間入
館者数（人）



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 講座等実施回数（「夏休み事業」１を含む）（回） 4 4 - 4

事業概要

事業名

実績

事業概要

－

ー

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

区の歴史民俗についての区民の関心と理解を深めていくため、歴史講座等の講座を行う。

ー296

17年度 18年度

295

19年度

各種事業

ー
施策のコスト（千円）

16年度

90,93391,330



様式３

知的資産

8105

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 22.1 21.6 - - 24 25

短期 未実施 61 - - 63 65

短期 1,630,932 1,670,823 - - 1,670,823 1,766,000

短期
展示：
１回

展示：
１回

- -
展示：
１回

展示：
８回

短期 21,532 26,669 - - 27,300 28,000

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 22.1 21.6 - 24 25

事業概要

事業名

実績 544 1,007 - 1,300 -

事業概要

中野区ゆかりの作家や文化人などに関する文化資料の収蔵・展示の充実や、ビジネス支援
のための情報提供のさらなる充実を図るため、有料データベースなどを活用して、これら
の情報を随時検索・提供できるしくみを整備する必要がある。

各図書館施設・設備には老朽化しているものが多いため、利用者が安全かつ快適に利用で
きるよう、適時適切に管理する必要がある。

平成17年度に実施された情報セキュリティ監査の指摘事項に係る改善、ＢＤＳ（ブック・
ディテクション・システム）による利用者サービスの向上、インターネット利用環境の拡
充等を図るため、図書館システムの機能を拡充する必要がある。

地域図書館は、区民の日常的な需要を満たす資料を整備するだけでなく、地域図書館ごと
に特色ある資料収集を行い、魅力ある図書館として整備する必要がある。

良質な知的資産が収集保管され便利に利用できる図書館

中野区ゆかりの作家・文化人など
に関する図書館での講座・展示の
回数(回)

地域館ごとの特色ある蔵書構築、インターネット利用環境の拡充、レファレンスサービス
の充実等の「魅力ある図書館づくり」により、利用者の満足度が高まっている。

図書館システムの運用維持

ホームページのアクセス件数（１日あたり）（件）

成果指標
と目標値

図書館利用者の満足度
(%)

図書館利用登録者（区民）数
の割合【10か年計画】(%)

年間資料貸出冊数
（個人向け：冊)

年間資料貸出冊数
（団体[区内の学校・読書グルー
プ等]向け：冊）

現状と
課題

複数の運営主体であっても、図書等に関する情報の一元管理と業務の一体的な運営によ
り、質の高いサービスが安定的に提供されるよう、１９年度から新たに委託するレファレ
ンス業務等を含む図書館業務委託の適正な執行管理を行う必要がある。

施策目標

図書館システム及び図書館ホームページの運用管理を行う。
インターネット利用環境の拡充（地域図書館への利用者開放端末の設置、有料データベース検索
サービスの拡充等）、また、ＢＤＳ（ブック・ディテクション・システム）、ＩＣタグの導入、図
書館システムのリプレース（平成２０年度予定）について検討する。

良質な知的資産を活用し、主体的に調査・研究・学習活動を行う区民の割合が向上してい
る。

区立図書館や学校図書館をはじめとして、家庭・地域、学校、図書館との連携による子ど
もの読書環境が整備され、子どもたちが自主的な読書活動を活発に行っている。

中野区ゆかりの作家・文化人などに関する文化資料の収蔵・展示を通して、区民が地域に
対する理解や愛着を深め、まちの活性化につながっている。

図書館の企画管理

「教育ビジョン」、「区立図書館のあり方」、「図書館運営協議会の提言」等を踏まえ、
区民ニーズに即した施策や事務事業の企画立案、進行管理、評価を行う。また、さらなる
簡素で効率的な業務運営を図るため、図書館業務委託内容の見直しの検討や、指定管理者
制度の調査研究を行う。

図書館利用登録者（区民）数の割合(%)

来館する子どもに対するサービスだけでなく、学校や児童館等における、子どもの読書活
動を推進するため、広く子どもや保護者に読書に関する情報や機会を提供していく必要が
ある。学校図書館については、地域の乳幼児親子を対象とした地域開放への支援を行って
いく必要がある。

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績
288

(292)
288

(292)
-

288
(292)

-

事業概要

事業名

実績 未実施 61 - 63 -

事業概要

事業名

実績 21,532 26,669 - 27,300 -

事業概要

年間資料貸出冊数
（団体[区内の学校・読書グループ等]向け：冊）

各館の児童図書を整備するとともに、お話会、ブックトークなどの取組みをとおして、子
どもたちの読書活動を支援する。また、学校との連携においては、図書担当教諭及び学校
図書館指導員との合同研修を実施するなど、一層の連携強化を図る。さらに、学校図書館
については、地域の乳幼児親子を対象とした地域開放への支援を行う。

資料情報サービス

図書館利用者の満足度(%)

利用者の多様な資料要望に応えるため、資料の充実を図るとともに、特色ある地域館づく
りや、中野区にゆかりのある作家や文化人などに関する文化資料の展示・講座を充実す
る。

子ども読書活動推進

1,005,7461,024,064 ー

年間開館日数の拡大：中央館の日数（地域館の日数）（日）

－

ー

3,266

16年度

3,315

施策のコスト（千円）

19年度18年度

図書館の施設管理

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

[１０か年計画]
（１）領   域　 Ⅱ－２
　○施策の方向　　　：　利用しやすい魅力ある図書館の運営
　○おもな取り組み　：　魅力ある図書館の整備、学校図書館の地域開放の推進
[教育ビジョン実行プログラム]
　プロジェクトⅧ
　主な取り組み　中野区ゆかりの作家・文化人などに関する文化資料の収蔵・展示

利用者が安全かつ快適に利用できるよう、各図書館施設・設備を適時適切に管理するとと
もに、計画的な維持修繕を行う。特に、野方、鷺宮の２館については、耐震診断結果を踏
まえた対策を講じる。
また、地域図書館については、将来の改築に合わせて、今後具体的な再編を検討する。

ー

17年度
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