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成果指標
と目標値 区内商業売上高【10か年計画】

中野区に対してよいイメージを持つ人
の割合

区民の就業者のうち、区内就業の割合
【10か年計画】

成果指標

区内の情報通信・人的サービス提供事
業所数【10か年計画】

４．4人以下の小規模事業所が7割を占め、人材の確保、育成や経済革新への取組みが進みにく
く、市場対応力が弱い。

２．中野に内在する魅力が十分に認知されず、まちのブランドイメージが確立されていないた
め、人々の中野に対する印象が薄く、行ってみたい、住みたいまちとしての集客力が弱い。

現状と課題
３．消費者行動の変化に対応しきれず、商店街の衰退が進んでいる。生活者にとって必要で魅
力ある商業集積としての商店街となることが求められている。

１．区内で付加価値の高い産業活動が展開されることは、区民生活の質的向上に大きく貢献す
る。事業所数の減少が進行する中、住宅都市と共生する新しい産業活動の集積を図り、よりよ
い地域づくりをする必要がある。

豊かで活力ある区内産業

分野目標

２．区民が中野に愛着を持てるようにするために、にぎわいを生むイベントやさまざまな情報
提供によって、人々の中野区に対するイメージの向上を目指す。

４．経営革新や産業人材の育成を進め、市場対応力を備えた事業者が増えることにより、地域
全体の経済力の向上を目指す。

３．地域資源・地域特性を活用した商店街の集客力の向上が図られ、交流やにぎわいの中心と
なることを目指す。

１．中野に新たな産業発展の活力を創出するために、中野区の事業環境を生かした新都
市型産業集積を創るとともに、創業がしやすいまちを目指す。

商店街活性化支援

16

330,843

1,071

拠点まちづくり分野

　里・まち連携事業の全体の仕組み、基盤づくりの開始によ
り、核となる経済交流も具体化し、商店街の交流やにぎわい
に寄与する。

区民生活部部経営分野

　ＩＴ・コンテンツ産業など企業立地を推進する業
種を呼び込むためのシティセールスを行う。

区民一人あたりコスト(円) 1,788

17

分野のコスト（決算）（千円）
550,550

全庁

　中野駅周辺まちづくりグランドデザインに産業振興の視点
を入れることで、都市型産業の集積に寄与する

成果指標に対する効果

　将来にわたって新産業、企業立地の掘り
起こしにつながる。

取り組み

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　地域資源を活用した商店街の事業展開ができるよ
う、マネジメント能力を向上させるための商店街支
援を行う。

　中野区イメージアップのためのキーコンセプトを全分野の
施策に生かすことで、中野ブランドの確立に寄与する。

企業立地推進

590,593

-

-

1,912

　新たな名所となることで集客力を高め、
売上高に貢献できる。

　中野区の魅力を「中野ブランド」として確立する
ため、区内はもちろん、区外も視野に入れたＰＲや
イベントを行う。

　中野ブランドを確立することにより、中
野の魅力を効果的に広めることができる。

にぎわい創出



様式３

産業振興 （２０年度）

2201

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

ー ー 2.6% 1.9% 1.7%

ー ー ー ー 80.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 ー ー 20 23 20

概要

事業２

実績 75 75 105 ー 120

概要

創業支援相談件数

新産業を持続的に生みだすまち

企業立地推進

　ＩＴ・コンテンツ産業など企業立地を推進する業種の企業に対して訪問活動をし、シ
ティセールスを行う。

企業訪問活動（社）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

（１）中野区の事業環境を生かした新都市型産業が集積するとともに、区内産業が活発化
している。

（２）事業所の新陳代謝が進み、起業が増えいきいきとした産業活動が展開されている。

成果指標
と目標値

成果指標

オフィス空室率

創業支援資金を利用した事業者の3
年後存続率

　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）が事業計画や資金計画等についてのアドバイスを行う。

　警大跡地など中野駅周辺の再開発等のまちづくりは新たな産業の場づくりのチャンスで
あり駅周辺整備と新都市型産業の立地促進を一体的に進め、新しい産業の創出を図る。

　活発な新陳代謝が進むための拠点となる起業家育成支援施設の計画を明らかにする。

　廃業事業所数が開業事業者数を大きく上回り事業所の減少が続いている。区内での創業
を増やすために創業の意欲の向上を図り、円滑な創業ができるように創業に関する知識の
取得やアドバイスを行い、創業後のフォローなどを充実する。

創業支援（創業支援相談・診断）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 331 179 203 ー 240

概要

事業４

実績 ー ー ー ー 策定

概要

19,74113,706

18

ー

区立桃丘小学校跡地活用基本計画の策定

19

創業支援（創業支援セミナー）

59区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

［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
　　　　　　　　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
書の作り方、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。

区立桃丘小学校跡地活用起業家育成支援施設（インキュベーション施設）整備

　区立桃丘小学校跡地の暫定利用（平成２０～２２年度）後、平成２３年度以降の起業家
育成支援施設（インキュベーション施設）の整備計画を策定する。

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

64

16

44

18,268

セミナー受講者数（人）



様式３

にぎわい創出 （２０年度）

2202

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

60.0%

10人

3回

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 実施

概要

事業２

実績 開設

概要

　中野のブランドイメージが確立されておらず、人々の中野に対する印象が薄い。

　中野の魅力がマスコミ等で十分に紹介されていない。

　多くのアーティストや芸能人が区内に拠点を置くにもかかわらず、区内での活動が顕在
化していない。

にぎわい創出（アーティスト・芸能人とのネットワークづくり）

　中野にゆかりのある、芸能人やアーティストとの連携窓口となる「（仮称）中野区にぎ
わい創出ネットワーク」を創出し、シナジー効果が得られる取組みを行う。また、桃丘小
学校跡地に「（仮称）桃丘コミュニティアートセンター」を整備し、中野の文化芸術活動
の核として、中野区ならではの文化芸術活動の育成と発信を行っていく。

（１）人々は中野区に共通するポジティブなイメージを有している。

（４）中野区の魅力が内外に発信され、しばしばマスコミ等で取り上げられている。

（２）中野区ににぎわいを創出するイベントが実施され、人々が楽しんでいる。

成果指標
と目標値

（３）区内に拠点を置くアーティストや芸能関係者・区民・区の間にネットワークが生ま
れ、協力関係が築かれている。

成果指標

フィルムコミッション経由で中野が
マスコミ等に取り上げられた数

中野区に対してよいイメージをもっ
ている人の割合

アーティスト・芸能人ネットワーク
に参加している人数

「（仮称）中野区にぎわい創出ネットワーク」の創設

活力があふれ、魅力を発信するまち

にぎわい創出（中野区のブランドづくり）

　中野区のブランドを確立するため、キーメッセージの発信やイメージアップアクション
を行うことで、区のイメージアップを図る。

（仮称）中野イメージアッププロモーション

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 設立

概要

事業４

実績

概要

5

16

10

1,198

中野区フィルムコミッションの設立

（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

　中野区フィルムコミッションを設立し、映画やTVの製作者等に積極的に中野の良さをア
ピールし、映画やTVに取り上げてもらうことで、中野区のイメージアップを図る。

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

4区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

1,4873,232

18

ー

19

にぎわい創出（フィルムコミッションの設立）



様式３

地域商業活性化 （２０年度）

2203

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

29.0% 35.3% 40.0%

38.0% 42.0% 48.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - - ー 1

概要

事業２

実績 - - 3 7

概要

産直品交流事業（か所）

地域価値が向上するコミュニティゾーン

商店街活性化支援

　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、商店街地域の交流を図るため
のイベント事業のほか、継続的な地域交流のための事業に対して助成する。

年間を通して地域コミュニティ等に取り組む商店街の数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

（１）時代の要請に合った、新たな商業集積が形成され、にぎわいや交流の中心になって
いる。

（２）区と地方との間で相互に活力ある経済交流が商店街を中心に行われ、特色のある商
店街として発展している。

成果指標
と目標値

成果指標

「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

　区と地方との間で幅広い交流を進め、循環型社会を創出していく中で、区商連などと連
携し、地方と経済交流を行うための産直品交流事業を商店街において行う。

　ほとんどの商店街が現状から抜け出せず衰退を続けている。特色ある商品の開発やPR、
新たな商業形態などを協議し、再生への取組みを支援する仕組みが必要である。

　安全・安心な生鮮品に対する区民ニーズは高く、身近な商店街で生産者の顔が見える商
品の購入が可能になる取組みが求められている。

経済交流

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

107,047108,348

18

－

19

327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

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

348

16

351

101,025



様式３

経営革新等推進 （２０年度）

2204

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

80.4% 89.3% 92.5% ー 95.0%

ー ー ー ー 20人

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 737 713 774 ー 800

概要

事業２

実績 ー ー 51 ー 60

概要

受講者数（人）

人材が育ち、経営革新が続くまち

事業資金の調達支援

   厳しい経営環境の変化の中で中小事業者の事業活動を支援するため、低利の事業資金を
あっ旋し、金利の一部を補助する。

融資あっ旋件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

(１)企業・事業者は、常に経営革新を図り、市場対応力を強化しながら安定的な事業活動を
行っている。

(２)産業を支える人材の育成と確保を支援するしくみが機能し、区内雇用が拡大している。

成果指標
と目標値

成果指標

融資あっ旋の実行率

雇用・就労支援事業による採用者数

   経営管理者層から従業員までを対象に、学びの場を提供し、中野の産業人材を生み出す
産業教育環境を整備する。

　4人以下の小規模事業所が7割を占め、国内外の競争の激化の影響を受けている。中小零
細事業所においては、経済革新への取組みを不断のものとし、経営基盤の強化が不可欠で
ある。

　中小事業所の中でも情報通信や人的サ－ビス産業は付加価値の高い産業であり、学びの
場と就労支援との連携により、人材の育成と供給が効果的に行われる支援の構築が課題で
ある。

産業人材の育成支援（「経営・学び座なかの」の運営）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 ー ー ー ー 54,000

概要

事業４

実績 ー ー ー ー

概要

422,275205,557

18

ー

19

雇用・就労支援（就労・求人支援サイトの運営）

1,522区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０カ年計画
　　領域Ⅰー１　活気とにぎわいあふれる中野の顔づくり
　　　　　　　　　　主な取組み　ビジネスフェアの開催支援
　　領域Ⅰー１　産業新生のしかけづくり
　　　　　　　　　　主な取組み　産業教育環境の整備、経営改善や創業のための環境づくりの推進
　　領域Ⅰー１　多様な雇用機会の創出
　　　　　　　　　　主な取組み　就業支援の推進
　　領域Ⅲー1  高齢者の就労・社会貢献の支援
　　　　　　　　　　主な取組み　就業支援の推進

　 就労・求人支援サイトは求人・求職活動の情報提供の場に止まらず、就職支援や人材育
成の情報等を総合的に提供し、人材の確保・育成に関する情報のプラットホームとして整
備する。

 

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,371

16

665

470,102

就労・求人支援サイトの閲覧件数


