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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（％）

文化施設の利用率（％）

成果指標
と目標値

区民が知識や教養を高め、生活上の問題を解決しながら、豊かで潤いのある生活を送るために
は、幅広いジャンルの資料や情報が不可欠であり、区民からも図書館の資料等を充実させる要
望が強い。

現状と課題

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。

障害者や高齢者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、区民の学習・ス
ポーツ活動、文化芸術活動をより一層活性化していくための支援等の取り組みが必要である。

区民の学習・スポーツ活動や文化芸術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。

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

(2)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・スポーツ活動や文化
芸術活動が地域での活動へと展開することを目指す。

(4)区民が生涯にわたって主体的に調査、研究、学習活動に取り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。

(3)中野の歴史や文化を守り伝えるため、区の歴史民俗や文化財が大切に保存され、区民の認識
や愛着が高まることを目指す。

(1) 区民が主体的に学習・スポーツ活動や文化芸術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提供されているまちを目指す。

図書館利用登録者（区民）数の割合【10
か年計画】（％）

成果指標

スポーツ施設の利用率（％）

ことぶき大学・大学院在籍者で地域活動へ
の参加意欲を持っている人の割合（％）

歴史民俗資料館開催講座参加率（％）

16

2,537,661

8,215

既存のスポーツ施設の利用率は高いが、施
設数が十分ではないために高くなっている
という状況もある。区民が身近にスポーツ
を行える環境を新たに整えることで、ス
ポーツ施設全体の利用について改めて検証
することができる。

仲町小学校跡施設における地域スポーツクラブ設立
に向けての検討、準備を行う。（平成22年2月開設
予定）

区民一人あたりコスト(円) 8,689

17

分野のコスト（決算）（千円）
2,675,991

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

資料・情報の整備、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、中野区子
ども読書活動推進計画事業の充実を図る。また、資
料盗難防止装置（ブック･ディテクション･システ
ム）と連携した図書館システムのリプレースについ
て検討する。

成果指標に対する効果

自治・健康・まちづくり・歴史・教育・福
祉など、自ら希望する科目を選択し学ぶこ
とで、その成果を地域での具体的・実践的
活動等につなげることができる。

仲町小学校跡施設活用における地域スポーツクラブ整
備に関する検討等

取り組み

－

－

7,165

区民の調査、研究、学習等のニーズに応え
られるよう資料・情報を充実することは、
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。

19

子ども読書活動推進 子ども育成分野

ことぶき大学・大学院

2,212,396

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。20年度
は、19年度からの継続調査と重要建造物について
の記録保存調査を行う。

文化財保護事業 区内の歴史的価値のある建物について調
査・把握し活用することで、中野の歴史や
文化に対する区民の認識を深めることにつ
ながる。

資料情報サービス等の充実

18

保健福祉部経営分野

団塊世代を含めた若年高齢者層を焦点に、関心の高
いテーマを体系的に学習できるよう、名称も含め、
実施方法の全般的な見直しを進める。

地域スポーツクラブ



様式３

企画調整 （２０年度）

8101

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

38 60.9 95.1 ー 150

90.8 88.3 88.7 - 91

77.4 69.4 75.8 ー 78

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 91,443 157,558 255,621 ー 280,000

概要

事業２

実績 1,468,415 1,445,432 1,626,550 ー 1,650,000

概要

指定管理者が管理する文化・スポーツ施設の利用人数（人）

文化施設、スポーツ施設の指定管理者、及び区の各担当との総合的な調整等を行う。

実り豊かな学習・スポーツの機会創出

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「まなVIVA
ネット」の運営、「生涯学習・スポーツガイドブック」の発行を行う。

「ないせすネット」アクセス件数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

区民が学習・スポーツ活動や文化芸術活動に関する情報を積極的に活用し、主体的に生涯
学習活動を行っている。

文化・スポーツ施設が適切に管理運営され、区民が主体的に学習・スポーツ活動や文化芸
術活動を行える環境が整っている。

成果指標
と目標値

文化芸術に触れられる機会や環境が様々な担い手によって整えられ、区民が身近に文化芸
術に接している。

成果指標

文化施設の利用率(%)

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(%)

スポーツ施設の利用率(%)

学習・スポーツ活動や文化芸術活動に関する情報は様々な媒体により提供され、区民が自
ら情報発信できるしくみもあるが、まだ十分に活用されているとはいえない。

区内には文化芸術に関する資源が多数存在している。一方で、区民の日常生活の中に文化
芸術を浸透させていくための区としての基本理念や施策の方向を明らかにする必要があ
る。

文化・スポーツ施設の指定管理者との調整を総合的に行い、効率的な施設運営に加え、民
間企業のノウハウを活かした区民へのサービスの提供を図っていく必要がある。

指定管理者調整

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 ー ー 15,347 ー 18,000

概要

事業４

実績

概要

19

文化芸術活動

392,774318,148

18

ー

515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
[教育ビジョン実行プログラム]
(1)プロジェクトⅧ　文化芸術の創造・発信

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
の基本的な方向や具体策について検討を行う。
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

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,275

16

1,030

159,036

文化芸術事業の入場者数(人)



様式３

生涯学習支援 （２０年度）

8102

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

ー ー ー ー 25

70.2 75.5 75.4 ー 78

77.4 69.4 75.8 ー 78

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 ー 78 169 ー 300

概要

事業２

実績 ー ー 27 ー 40

概要

区民の生涯学習活動をサポートするための情報や環境の整備、区民の生涯学習を支援する
コーディネーター機能、また、大学や民間との連携・協力関係の構築と強化が求められて
いる。

区民の学習と文化芸術活動の場である区立文化施設は指定管理者制度により運営を行って
いるが、既存施設の老朽化が進んでおり、諸所の改修が必要な状態である。

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求
められている。

ことぶき大学・大学院

団塊世代を含めた若年高齢者層を焦点に、見直しについて検討する。

生涯学習に関する幅広いニーズに応え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。

区民の学習活動が地域活動へと展開し、活力ある地域づくりが進んでいる。

成果指標
と目標値

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。

成果指標

文化施設利用率(%)

生涯学習サポーターの会の人数
（人）
ことぶき大学・大学院在籍者で地域活動
への参加意欲を持っている人の割合
（％）

ことぶき大学・大学院　地域活動を始めたAコースの
人数（人）

主体的に生涯学習活動を行う区民

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-
トする生涯学習サポーターを、もみじ山文化センターの指定管理者、サポーターの会、大
学と連携・協力し養成する。

生涯学習サポーター養成講座延参加者数（人）

＜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 800,654 798,225 932,878 ー 935,000

概要

事業４

実績

概要

2,108

16

1,874

497,377

文化施設利用人数（人）

[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。
（なかのZERO大ホールの改修工事を行う予定）

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,611区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

649,361578,838

18

ー

19

文化施設調整



様式３

スポーツ （２０年度）

8103

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

28.2 - - - 33

22,278 22,781 23,585 - 24,000

90.8 88.3 88.7 - 91

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 － － 検討 ー
運営内容
の決定

概要

事業２

実績 421 369 790 － 830

概要

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。

区民のスポーツ活動の場となる区立スポーツ施設は、緊急度の高い箇所から修繕している
が、全体として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。

区民の様々なスポーツ需要は、スポーツ団体や体育指導委員など多くのボランティア等の
関わりによって支えられているが、こうした活動に積極的に参加する人は限られており、
後継者が不足している状況にある。

体育指導委員

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。

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。

成果指標
と目標値

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。

成果指標

スポーツ施設利用率(%)

週に１回以上スポーツをする区民の
割合(%)【10か年計画】

各種区民スポーツ大会参加者数(人)

体育指導委員会事業参加者数(人)

主体的にスポーツ活動を行う区民 

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。
仲町小学校跡施設を活用し平成21年度中の開設を目指して、地域スポーツクラブ構想をも
とに、クラブの組織・運営内容等の整理を行い、決定する。

地域スポーツクラブの設立準備

＜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 667,761 647,207 693,672 － 700,000

概要

事業４

実績

概要

1,744

16

1,700

477,134

スポーツ施設利用者数（人）

[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

施策のコスト（決算）（千円）

1,545区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

537,177525,281

18

ー

19

スポーツ施設調整



様式３

歴史民俗資料館 （２０年度）

8104

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

34,890 30,574 29,678 ー 35,800

78.3 75.7 78.3 ー 80

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 ー ー ー 実施 実施

概要

事業２

実績 12 12 12 ー 13

概要

区の歴史と区民生活の変遷を知り学ぶうえで、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、区民が歴史と民俗を身近なものとして受けとめる
とともに、地域に愛着を持ってもらうための積極的な取り組みを行う必要がある。

各種事業

区の歴史民俗について、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とともに、区の歴史や民俗に関連する講座等を行う。

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。

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。

成果指標
と目標値

成果指標

歴史民俗資料館年間入館者数（人）

講座参加率（参加者数／定員）
（％）

展示会・講座等開催回数（夏休み事業を含む）

伝え守られる歴史民俗と文化財

文化財保護事業（含：埋蔵文化財）

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。

文化財調査

＜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

概要

事業４

実績

概要

295

16

296

83,970

[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
　○施策の方向　：　文化芸術のまちづくりの推進
[教育ビジョン]
(1)目標Ⅶ　子どもから高齢者まですべての区民が文化や芸術に親しみ、生活の質を高めている

ー

17

施策のコスト（決算）（千円）

272区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

90,93391,330

18

ー

19



様式３

知的資産 （２０年度）

8105

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

22.1 21.6 20.8 ー 24.5

1,630,932 1,670,823 1,714,203 ー 1,755,000

展示：1回 展示：1回 展示：2回 ー
展示：

8回

21,532 26,669 31,278 ー 32,000

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 1,630,932 1,670,823 1,714,203 ー 1,755,000

概要

事業２

実績 21,532 26,669 31,278 ー 32,000

概要

区民が知識や教養を高め、生活上の問題を解決しながら、豊かで潤いのある生活を送るた
めには、幅広いジャンルの資料や情報が不可欠であり、区民からも図書館の資料等を充実
させる要望が強い。また、資料の盗難防止策が急務となっている。

子ども読書活動推進計画（平成19年2月策定）に基づき、家庭・地域、学校と図書館との連
携による、子どもの読書活動を支援するための取組みを計画的かつ継続的に行っていく必
要がある。

区民が地域に対する理解や愛着を深め、自分の住むまちを大切に思う心を育むために、図
書資料の体系的な展示などを通じて地域文化の発信に努めてきたが、区民に十分に周知さ
れていない。

子ども読書活動推進

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、絵本講座への講師派遣など
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・情報の充実、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、区民が図書館の資料・情報を便利に利用している。

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）

成果指標
と目標値

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。

成果指標

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)

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)

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

資料情報サービス

区民の生活上の課題解決を支援する資料・情報の整備、レファレンス用検索ツールの充
実、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収蔵・展示の充実を図
る。

年間資料貸出冊数（個人向け：冊)

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

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）

図書館の資料・情報を活用し、調査・研究・学習活動を行う区民の割合が向上している。

子どもが区立図書館を利用して、読書を楽しんだり、知識を得たりしている。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 544 1,007 1,528 ー 2,400

概要

事業４

実績

概要

3,266
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3,315

994,879
(図書資料購入費を
除く額　903,467)

[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

図書館システムの運用維持

資料盗難防止装置（ブック･ディテクション･システム）と連携した図書館システムのリプ
レース、自動貸出･返却機の設置、利用者用インターネット端末の設置（地域図書館）等の
検討を行う。

ー
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施策のコスト（決算）（千円）

3,222区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

1,005,746
(図書資料購入費を
除く額　924,435)

1,024,064
(図書資料購入費を
除く額　948,717)
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ー

ホームページのアクセス件数（１日あたり）（件）
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