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計画改定の背景 

区は、著しい社会環境の変化に伴い、昭和５６年（１９８１年）に制定した基本構想を改定

し、平成１７年（２００５年）３月に、新たな基本構想を制定しました。 

この基本構想は、真に豊かで持続可能な地域社会をつくりあげていくための基本理念と、

中野のまちの将来像を示した上で、１０年後に実現するまちの姿を明らかにしています。ま

た、この基本構想は、人々が力をあわせてお互いの暮らしやまちの豊かさを高めていくため

の区民の共通目標であると同時に、区が区民の信託に基づき行政をすすめる上で、もっと

も基本的な指針となるものです。 

この基本構想の掲げる理念と「１０年後に実現するまちの姿」を実現するための基本計画

として、平成１８年（２００６年）１月に、「新しい中野をつくる１０か年計画」を策定し、取り組み

をすすめてきました。 

このたび、区を取り巻く社会経済状況の変化を踏まえ、平成○○年（○○○○年）○○月

に基本構想を改定しました。この改定により、基本構想は､平成２２年度（２０１０年度）から１０

年後を見据えたものとなりました。 

これに伴い、今回、「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」（以下「１０か年計画」とい

います。）として改定することとします。 

計画の性格 

１０か年計画は、基本構想で描く基本理念を実践するとともに、１０年後の中野のまちの姿

を実現するために、区が取り組むべき方策を明らかにします。この計画は、中野区自治基本

条例の規定に基づく区の基本計画として、中長期的な目標と戦略を明示し、目標を達成す

るための手段である事業について、予算や人員などの経営資源を最大限に活用し、もっと

も効率的、効果的に展開していくための基本的な方向を示すものです。 

 

【図１】 計画の体系 
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 計画の構成 

【図２】 基本構想と１０か年計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０か年計画の第２章から第４章までの概要は、次のとおりです。 

■第２章…特に区民生活に大きな影響を与える課題４つについて、先導的、効果的に取り

組むための４つ戦略と、戦略を推進する上での共通の重点プロジェクトを示しています。 

■第３章…基本構想で描く４つの領域とその柱ごとに、１０年後のまちの姿を実現するため、

目標を掲げて総合的、体系的に取り組む戦略として「施策の方向」を明示しています。この

「施策の方向」では、将来像の達成状況の目安となる成果指標と目標値を設定するとともに、

それを達成するための手段として「おもな取り組み」を示しています。 

「施策の方向」については、行政評価＊により、施策の達成状況を常に検証しながら、事業

の見直し・改善をすすめ、１０年後のまちの姿を着実に実現していく取り組みへとつなげて

いきます。 

■第４章…持続可能な行財政運営のための財政運営の基本方針、１０か年の財政フレーム

を示しています。 

中野のまちの将来像

（４つの領域ごと） 

第３章 

 

新たな時代

に向けて 

 

 

中野のまち

の基本理念

 
１０年後に実現するまちの姿  

（４つの領域ごと） 

 

 

将来像の実現 

をめざして 

(１０年後以降のめざすべき将来像) 

(１０年後に実現する姿) 

第４章
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計画と区政経営 

区では、基本構想に描かれた「中野のまちの将来像」の実現に向け、区民により高い価

値を提供するという視点から、「目標と成果による区政経営」をすすめています。 

行政活動を部門、分野及び施策に体系化し、それぞれに具体的な目標を定め、その目

標を実現するための取り組みを行っています。取り組みの成果は、目標達成度を測る「成

果指標と目標値」により評価することとしています。 

この行政評価＊の結果を踏まえた施策や事業の見直し・改善につなげる経営システム

は、区政経営の基本的なしくみです。 

１０か年計画は、この区政経営におけるＰＤＣＡサイクル＊【図３】の基本となるものであり、

このサイクルを通じて常に見直しや執行方法の改善を図りながら目標達成をめざしていき

ます。 

  【図３】 ＰＤＣＡサイクル 

 
 
 
 

 
 
                            
 

 
 
 

 

計画と財政運営 

１０か年計画は、中長期的な目標と戦略を示す計画であり、これに基づく事業はＰＤＣＡ

サイクル＊の中で目標達成をめざして展開していきます。個々の事業内容や事業量は、常

にその成果を把握しながら見直しを行っていくため、状況に応じて変動します。したがって、

この計画では、第２章及び第３章の中で、目標達成をめざした取り組みの展開や時期を４

つのステップに分けて表しています。 

５ 
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１０か年計画をもとに、施策展開・事業内容

を組み立てる 
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行政評価によって目標の達成状況を検証

する 
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   １０か年計画 （平成２２年度（２０１０年度）～平成３１年度（２０１９年度）） 

１０か年の財政フレームについては、第４章の中で、計画の策定段階で想定する事業内

容や実施時期を踏まえ、ステップごと（概ねステップ１からステップ３までを２年間ずつ、ス

テップ４を４年間）でまとめて示しています。各年度の予算は、この財政フレームを基本とし

て編成していきますが､目標達成に向けた事業の変動等に的確に対応していくため、概ね

３年程度の事業規模を想定した中で予算の編成・管理を行うなど、柔軟な財政運営のもと

で目標の着実な実現をめざします。 

 

【図４】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

計画期間と内容の改定 

１０か年計画の計画期間は、平成２２年度（２０１０年度）から平成３１年度（２０１９年度）ま

での１０年間です。この計画は、策定後も目標の達成度の検証などを行いながら取り組み

内容の改善を図るとともに、概ね５年後、または、今後、区を取り巻く社会経済情勢が大き

く変化した場合には必要に応じて改定していきます。 

6 

■ステップ    （第２章・第３章） 

■財政運営 （第４章） 

【見直し】■目標値     （第３章） 

ステップ４ ステップ３ ステップ２ ステップ１ 

 平成３１年度（２０１９年度）  平成２６年度（２０１４年度）

 財政フレーム 

複数年型 

単年度 

ステップ４ ステップ３ステップ２ステップ１
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戦略の位置付け 

いま、中野のまちは、１００年に一度とも言われる金融危機による雇用・生活不安や温暖化

現象、子どもの虐待、高齢者の健康不安などが、大きな影を落としています。同時に、これらは、

国内産業の縮小、消費活動の低迷や地球環境の破壊、少子高齢化などの形で、日本社会全

体の大きな問題にもなっています。 

こうした問題を地域から解決し、基本構想で描く「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」で

あふれる中野を実現するためには、区民や事業者のみなさんと力をあわせて、効果的な取り

組みをすすめることが不可欠です。 

区民生活に影響を与える大きな課題を中野のまちから解決していくため、次のとおり４つの

戦略を定め、１０年間で優先的に取り組みをすすめていきます。 

また、４つの戦略を推進する上での共通の重点プロジェクトとして、「なかの里・まち連携事

業＊」、「エコ・支えあい・商店街の３ポイントと地域通貨」、「２４時間３６５日どこでも区役所」を設

定し、その展開を図っていきます。 

 

未来への扉をひらく４つの戦略 

☆ 日本全体の大きな流れを、中野から変えようとする取り組みです。 

☆ 区民や事業者のみなさんと、力をあわせて戦略を展開していきます。 

☆ １０年後の中野を、基本構想の描く「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」であふれ

るまちにしていくための原動力になります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

重点プロジェクト 

☆ ４つの戦略を推進する上での共通の重点プロジェクトとして展開していきます。 

１ 

２ 

 
 

元元気気いいっっぱぱいい  

子子育育てて戦戦略略  

すすくくすすくく中中野野  

～～子子育育ててをを楽楽ししむむ  

親親とと子子どどももたたちちのの  

確確かかなな未未来来～～  

戦略３  
 

健健康康・・生生ききががいい  

戦戦略略  

いいききいいきき中中野野  

～～生生涯涯現現役役でで輝輝くく  

個個性性とと支支ええああいい～～  

戦略４  

 

ままちち活活性性化化戦戦略略  

  

キキララリリ中中野野  

～～ままちちのの魅魅力力とと  

新新ししいい活活力力～～

戦略１  

 

地地球球温温暖暖化化防防止止

戦戦略略  

ススリリムム中中野野  

～～省省エエネネルルギギーーとと  

ごごみみゼゼロロをを  

          めめざざししてて～～  

戦略２

なかの里・まち連携事業 １ 

エコ・支えあい・商店街の３ポイントと地域通貨 ２ 

２４時間３６５日どこでも区役所 ３ 

３ 
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未来への扉をひらく４つの戦略１ 

まち活性化戦略 
～キラリ中野 まちの魅力と新しい活力～ 

 

平成２０年（２００８年）の世界金融危機は、区民の暮らしや区内の産業にも大きな影響を及

ぼしています。特に大規模事業所が少なく、個人・小規模事業所が中心である区内の産業に

ついては、これまで以上に事業所総数の減少が懸念されます。また、他区に比べて事業所

数・年間商品販売額が少ない区内小売業についても、廃業や休業による「シャッター商店街」

化が懸念されます。 

まちの状況をみると、小規模な建物が密集し、狭い道路が多く、都市基盤の整備や景観に

配慮したまちづくりがすすんでいません。都心から多摩方面にかけての交通の結節点となって

おり、区の顔である中野駅周辺地区についても例外ではありません。 

こうした状況を改善し、１０年後の中野を区民や来街者でにぎわうまちへと変えていき、東京

の新たなエネルギーを生み出すまちとなり、中野のまちから東京、日本を元気にしていきます。

このために、お笑いや演劇、ダンスなどの若者の表現活動を全国に向けて発信し、これらを中

心に個性あふれる文化を育てていきます。ひと・もの・文化を中野に集め、人々の活動、産業・

商業を活性化していくとともに、このバックグラウンドとなる基盤整備を中心としたまちづくりを着

実にすすめていきます。 

 

 

まち活性化のための戦略展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の個性が生きるまちづくり 展開４ 

にぎわいと魅力あふれる東京の新たな活動拠点 展開１ 

起業と業務革新を支えのばすまち 展開２ 

時代と地域の変化に対応し持続可能な商店街 展開３ 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・ひと・情報・企業の集積 

・若者文化の活用 

・駅周辺の交通環境の改善 

・歩行者の回遊動線の確保 

 

☆中野駅周辺のまちづくりにより、東京の新たな活動拠点を形成します 

警察大学校等跡地と中野二丁目の再開発の完了、駅の西側南北通路と西口橋上改札、南

北駅前広場、北口東西デッキ＊の完成などをめざすと同時に、区役所・サンプラザ地区の再整

備構想を策定・推進し、新たな東京の顔にふさわしい都市活動を演出するハード・ソフトの整

備をさらにすすめていきます。 

 

☆先端的な基盤整備により、人にやさしくユビキタス＊なまちづくりをすすめます 

中野駅周辺の各地区では、段差の解消など安全性への配慮、案内表示やわかりやすいデ

ザインの工夫、使いやすさの追求などによって、誰もが自由に安心して快適に過ごせるユニ

バーサルデザイン＊に配慮したまちづくりをすすめていきます。 

また、多種多様なＩＣＴ＊を活用した施設・設備の配置とそのネットワークによって、誰もが簡

単に必要な情報や便利な情報を得られ、先駆的で快適なサービスが受けられるなど、仕事も

日常生活も楽しく、創造性豊かで充実した暮らしができるユビキタスなまちづくりをすすめてい

きます。 

 

☆産学公の連携・交流によって、区内産業の活性化と新たな企業立地を推進します 

警察大学校等跡地や中野二丁目再開発を中心とする業務機能の集積と大学の立地を生

かし、産学公の連携や区内産業の活性化を推進するため、ビジネスフェアなどのコンベンショ

ン＊を開催するなど、交流の機会づくりを推進していきます。さらに、全国の大学・研究機関等

と企業を結びつける場をつくると同時にＴＬＯ＊（技術移転機関）の機能を誘致し、幅広いビジ

ネスチャンスを提供していきます。 

また、融資・出資制度の充実や各種の政策的誘導を行い、地域内への企業立地を推進し

ていきます。 

にぎわいと魅力あふれる東京の新たな活動拠点 展開１ 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

☆若者の活発な表現・文化活動によって、東京の新たな文化発信源を形成します 

お笑い、ダンス、演劇、アニメ文化などの若者の表現・文化活動が活発に行われ、インター

ネットやＣＡＴＶなどを通じて全国に発信・配信されるまちをめざしていきます。それらを中心に

練習や編集などのスタジオ、関連の物販や人的交流のための飲食など、商業機能が集積し、

東京の新たな文化発信源としてのにぎわいの形成をめざします。 

 

☆タウンマネジメント＊の推進によって、まちの魅力と活力を高めていきます 

新たな業務機能等の集積による昼間人口の増加に加え、さらに多くの来街者を集めるよう、

まちの魅力を演出するため、企業や商店街などの協力によるイベントの開催や新たなまちを担

う各種の人材養成、企業活動支援、情報発信を計画的に行っていきます。 

また、まちの魅力と利便性を高めるため、タウンマネジメント手法によるまちづくりのしくみを

構築し、企業・産業団体・地域と行政が協働してまちの活力を持続させていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○警察大学校等跡地

第一期整備 

○警察大学校等跡地

第二期整備 

○統合中学校新校舎

開設 

 

○囲町まちづくり協議

会支援 

 ○囲町地区のまちづく

り事業支援 

 

○区役所・サンプラザ

地区の再整備等構想

策定 

○区役所移転計画の

策定 

  

○中野二丁目地区ま

ちづくり計画策定 

○中野二丁目再開発

事業等支援 

○新体育館エリア整備  

 ○中野三丁目地区ま

ちづくり計画策定 

○まちづくり協議会＊

運営支援 

 

 ○中野四丁目西地区

まちづくり方針案策定 

 ○中野四丁目西地区

まちづくり事業支援 

  ○中野五丁目地区ま

ちづくり計画（素案）策

定 

 

○中野駅北口東西連

絡路、現北口駅前広

場整備 

 ○新北口駅前広場整

備 

○中野通り東側歩道

拡幅 

 ○中野駅西側南北連

絡通路整備 

 ○現南口駅前広場整

備、南口東西連絡路

整備 

○中野駅周辺のタウ

ンマネジメント＊のしく

みづくり 

○中野駅周辺のタウ

ンマネジメントの運用 

  

○表現・文化活動拠点

整備（桃丘小跡） 

○表現・文化活動拠点

の運営 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・活性化を牽引する産業の誘致 

・起業・創業できる環境の整備 

・経営者・就業者の能力向上のための機会の確保 

 

☆ＩＣＴ＊・コンテンツ＊に特化した支援により、新たな産業を育成・誘導していきます 

ＩＣＴ産業、コンテンツ産業に特化したインキュベーション施設＊を整備するほか、これらの産

業への融資・出資制度の充実や空きオフィスの情報提供などによって、区内での創業、区内

への移転などを促していきます。企業の集積を活かし、相互連携や新しいビジネスの創出へと

つなげていくため、ＩＣＴ・コンテンツに係る地域企業同士の交流を支援します。 

 

☆職業教育の場の拡充によって、産業の活性化と雇用の拡大をすすめます 

区内の大学などとの連携によって、区内企業の経営者や従業員に対し、経営能力、職務能

力の向上、習得を支援していきます。また、若年層から高齢者まで幅広く社会人に対する職業

教育の場を拡充するとともに、養成した人材と区内事業所のマッチングを行って区内産業の活

性化と雇用の拡大をすすめます。制度融資の拡充と経営相談の充実に努め、区内企業の経

営基盤の強化を図っていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ＩＣＴ＊・コンテンツ＊

関連産業の情報交換

の場の創設 

  ○インキュベーション

オフィス＊の整備・開設

（本町４－４４） 

○ＩＣＴ・コンテンツ関係

事業者の参入促進 

○業種別ビジネスマッ

チングイベント＊の開

催支援 

  

○順次開設する大学

等教育研究機関との

産学公連携による産

業人材の育成 

   

○（仮称）産業振興セ

ンターの体制整備 

 

○（仮称）産業振興セ

ンターの開設 

○区内ビジネスフェア

の開催 

  

起業と業務革新を支えのばすまち 展開２ 

推進 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・空き店舗等の解消 

・個性的な店舗の誘致 

・商店街の組織力の向上 

 

☆商店街の役割・機能などを捉えて、持続可能な商店街像を描き出していきます 

広域中心拠点＊、交流拠点＊、生活拠点＊など、立地する地域の特性による商店街の役割、

機能の違いなどを踏まえ、区内の商店街の構成、区民ニーズにあった商品やサービスのあり

方などを検討し、将来にわたって持続可能な商店街像を描き出していきます。 

 

☆個店の革新と参入支援などによって、商店街の魅力を高めていきます 

個店の業務革新や経営機能強化を支援すると同時に、地域の需要にあった店舗の新規参

入支援、廃業店と新規出店者のマッチングや事業整理の支援なども行い、商店街の魅力を高

める取り組みをすすめていきます。 

 

☆なかの里・まち連携事業＊により、中野ならではの魅力ある商業をつくり出します 

なかの里・まち連携事業で幅広い提携関係にある地方都市の産品を里・まちブランドとして、

生産地と消費地の顔の見える関係で、安心でき、質の高い商品を提供するなど、中野ならで

はの魅力ある商業をつくり出します。 

 

☆新たなポイント制度によって、消費者を区内商店街に引き付けます 

商店街活性化のしかけとして、商店街ポイント制度の導入を支援するとともに、区独自の環

境行動に対して与えられる地域エコポイント制度や、支えあい活動に対して付与される支えあ

いポイント制度などと連携させていきます。さらに、区内共通商品券への交換などもできるよう

にするなど、消費者を区内商店街に引き付ける誘因をつくり出していきます。 

 

☆努力をする商店街を支援し、商店街の底力を高めます 

組織力や事業実施能力を高める商店街組織の努力を評価し、適切な支援を行い、商店街

の底力を高めていきます。 

時代と地域の変化に対応し持続可能な商店街 展開３ 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○新生商店街の形成

に向けたしくみづくり支

援 

 ○建物の共同化の支

援など新生商店街の

形成促進 

 

○空き店舗等を活用し

た魅力ある店舗の誘

導・支援 

   

○後継者マッチング支

援＊の検討・支援 

○後継者マッチング支

援 

  

○商店街ポイント制度

の導入支援 

○地域エコポイント制

度、支えあいポイント

制度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

推進 
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戦略１                                                  まち活性化戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・踏切問題の解消 

・防災性の向上 

・みどり・オープンスペース＊の創出 

 

☆連続立体交差化＊とまちづくりの推進によって、まちの活力と環境を向上していきます 

西武新宿線による南北交通の分断解消を図り、沿線周辺の住みよい住環境を築いていくた

め、地域の人々と合意形成を図りながら、連続立体交差事業にあわせて沿線まちづくりをすす

めます。 

沿線まちづくりでは、駅前広場やアクセス道路＊の整備をはじめ、周辺の道路ネットワーク整

備に着手し、交通利便性の向上や駅周辺の安全な歩行者空間や買い物空間を確保し、まち

の活力を高めていきます。 

 

☆防災性の向上とみどりの創出などにより、地域の個性にあったまちづくりをすすめます 

区内各地域において、住民や土地所有者、事業者などの意思を踏まえ、地域の歴史・文化

やその中心となる地区の商業の特性など地域の個性を生かしながら、防災性の向上とみどり

やオープンスペース＊の創出に配慮し、地域の個性にあったまちづくりを計画していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○新井薬師前駅、沼

袋駅の駅前広場等基

盤施設の調査・測量等 

   ○駅前広場等の事業

着手 

○ 連 続 立 体 交 差 事

業＊の推進（都施行） 

   

○地区計画＊によるま

ちづくりの推進 

   

○東大附属中等教育

学校一帯の不燃化促

進事業＊の実施 

  ○東大附属中等教育

学校一帯の不燃化促

進事業の完了 

○（仮称）南部防災公

園の計画・設計 

 ○（仮称）南部防災公

園の整備 

 

○本町二・三丁目防災

まちづくり検討 

○本町二・三丁目地区

の地区計画＊等の策

定 

○（仮称）本町二丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町二丁目

公園の整備・開設 

 ○（仮称）本町五丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町五丁目

公園の整備・開設 

 

地域の個性が生きるまちづくり 展開４ 
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未来への扉をひらく４つの戦略２ 

地球温暖化防止戦略 
～スリム中野 省エネルギーとごみゼロをめざして～ 

 

地球環境に大きな影響を及ぼす温室効果ガス＊の削減は、地球規模で緊急に取り組む必

要がある課題となっています。そのため、平成２０年（２００８年）７月の洞爺湖サミットでは、２０５

０年までに温室効果ガスの排出量を世界全体で半減することが首脳宣言に盛込まれました。

さらに、平成２１年（２００９年）７月のラクイラサミットでは、先進国の温暖化ガス排出量を２０５０

年までに８０％以上減らす長期目標が首脳宣言に明記されました。 

また、平成２１年（２００９年）９月に、政府は平成３２年（２０２０年）の温室効果ガス削減の中

期目標を、平成２年（１９９０年）比でマイナス２５％とする考えを発表するなど、日本の排出する

温室効果ガスの９割を占める二酸化炭素の削減が政策の重要課題となっています。 

そこで、中野区においては、区内の二酸化炭素排出量の約４５％と大きな割合を占める家

庭部門における取り組みを促進していくことが重要となります。このために、区が率先して自然

エネルギー＊の活用やみどりを増やすなど二酸化炭素を削減するしくみを構築するとともに、

ごみの減量化や資源の有効活用をはかることで環境に配慮したまちになるように取組んでい

きます。 

 

 

地球温暖化防止のための戦略展開 

 

 

脱炭素社会に向け志が行動に結びつくまち 展開１ 

ごみ半減 ～ ごみゼロへ道筋を確かなものに 展開２ 

みどりを増やし、みどりをつなぐ 展開３ 
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戦略２                                              地球温暖化防止戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・温暖化の原因である二酸化炭素排出量の削減 

・持続的な環境対策 

・積極的な自然エネルギー＊の活用 

 

☆エコポイントや基金を活用し、区民が自らＣＯ２を削減するしくみをつくります 

区民の環境に対する意識が、省エネ等の具体的な行動に結びつくよう、さまざまな啓発を

すすめると同時に、区民が太陽光エネルギーの利用や省エネ行動などで削減したＣＯ２の量

に応じて、エコポイントを付与するしくみをつくります。 

このポイント制度が持続可能なしくみとなるよう、自然エネルギー＊(太陽光、太陽熱、風力な

ど)の活用や、区道街路灯のＬＥＤ化＊など区立施設の省エネによって節減した電気料金相当

額や、区民・事業者等の寄付などを積み立てる（仮称）環境基金を創設します。 

 

☆環境交流をすすめ、都市と地方が協働して環境保護に取り組みます 

なかの里・まち連携事業＊により交流する地方都市と環境対策面でも、市民同士、行政同

士が協働することとし、自然エネルギー＊の活用や区民の協力による山や森、川、海の環境保

全など、都市と地方とが持つ様々な資源を相互に活用した取り組みをすすめていきます。 

 

☆太陽光等の利用や環境保全の取り組みにより、区が率先して環境負荷を低減します。 

設置可能な区立施設に、太陽光や太陽熱を利用する設備の導入を計画的に進めます。ま

た、環境マネージメントシステム＊ＩＳＯ１４００１＊については、既に導入している区役所本庁舎

での取り組みを推進していくほか、未導入の区施設においても、可能なすべての施設で同基

準に準拠した取り組みを導入します。 

脱炭素社会に向け志が行動に結びつくまち 展開１ 
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戦略２                                              地球温暖化防止戦略 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○自然エネルギー＊の

活用のための基金な

どのしくみづくり 

○自然エネルギーの

活用のための基金な

どの運用 

  

○自然エネルギーの

活用 

   

○地域エコポイント制

度の導入 

○支えあいポイント制

度、商店街ポイント制

度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

○環境体験事業実施    

○街路灯のＬＥＤ化＊

整備 

   

○区立小・中学校等へ

の太陽光発電機器等

の設置 

   

 

推進 
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戦略２                                              地球温暖化防止戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・更なるごみ減量と資源化 

・限りある 終処分場 

 

☆ごみを出さない生活スタイルの浸透によって、ごみの減量、資源化をすすめます 

生ごみ減量への取り組みを具体化することをはじめ、ごみの発生抑制（Ｒｅｄｕｃｅ）、製品の

再利用（Ｒｅｕｓｅ）、資源の再生利用（Ｒｅｃｙｃｌｅ）の３Ｒをすすめます。 

また、ごみ減量へのさまざまな環境整備をすすめる一方、ごみ減量への意識啓発や費用負

担の公平化を図るため、家庭ごみの有料化を導入します。 

 

☆事業系ごみの排出者責任によるごみ減量をすすめます 

事業系ごみについては、排出者責任の原則を踏まえて、事業者による自主的な処理や資

源化を推進します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ホームページなどを

活用した３Ｒ促進のた

めの区民参加型広報

の試行 

○ホームページなどを

活用した３Ｒ促進のた

めの区民参加型広報

の実施 

○より効果的な啓発広

報の検討・実施 

 

 

○共同住宅の集積所

等の設置基準の見直

し 

○住宅管理者と連携し

た適正排出・減量化指

導の充実 

  

○水切りによる生ごみ

の減量化の実施 

○生ごみの再資源化

事業のモデル実施 

   

 ○新たな資源回収事

業の実施 

  

○家庭ごみの有料化

に向けた事業計画の

策定・環境整備 

○家庭ごみの有料化 ○ごみ減量効果等の

検証と回収方法の改

善 

 

○排出事業者への委

託処理や資源化に関

する情報提供 

○小規模排出事業者

が共同して排出できる

自主ルートを確保 

○排出事業者への指

導啓発の継続 

 

 

ごみ半減 ～ ごみゼロへ道筋を確かなものに 展開２ 

推進 
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戦略２                                              地球温暖化防止戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・ヒートアイランド現象＊の防止 

・緑地・樹林の増加 

・みどり分布の全区展開 

 

☆新たな公園や街路樹を整備し、みどりの連続をつくります 

区施設の緑化をすすめるとともに、警察大学校等跡地や本町二丁目、同五丁目、東京大

学附属中等教育学校一帯などへの大規模公園の整備を図り、公共のみどりを増やします。ま

た、街路樹や民間の敷地のみどりとあわせ、可能な限りみどりの連続をつくり出し、景観と環境

の向上に努めていきます。 

 

☆身近なみどりを増やす取り組みによって、地域のみどりを増やします 

区民への緑化の啓発や、建築時の指導などにより地域の緑化をすすめるとともに、開発事

業や建物の共同化、建て替えなどにあたって、オープンスペース＊をつくり、緑化することを促

進するしくみをつくります。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○企業・団体等のみど

りに関する社会貢献活

動支援制度の創設 

○企業・団体等のみど

りに関する社会貢献活

動支援制度の開始・展

開 

  

○校庭の芝生化・屋上

緑化の推進 

   

○公共施設のみどり

のカーテン＊推進 

   

○建築時の緑化指導

の推進（接道部の緑化

指導含む） 

   

○（仮称）中央部防災

公園の整備・開設 

   

○（仮称）南部防災公

園の計画・設計 

 ○（仮称）南部防災公

園の整備 

 

  ○（仮称）本町二丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町二丁目

公園の整備・開設 

 ○（仮称）本町五丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町五丁目

公園の整備・開設 

 

 

みどりを増やし、みどりをつなぐ 展開３ 
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未来への扉をひらく４つの戦略３ 

元気いっぱい子育て戦略 
～すくすく中野 子育てを楽しむ親と子どもたちの確かな未来～ 

 

核家族化や近隣関係の希薄化が進行する中で、身近な相談相手や困ったときに手助けを

してくれる人が少なく、孤立している子育て家庭があります。虐待ケースも引き続き増加傾向に

あり、その原因も複雑化しています。 

このような状況の中、子育てに関する不安や負担を解消するため、子どもや子育て家庭の

状況を把握し、子どもの成長過程を通じて一貫した支援を行っていくとともに、地域・家庭・学

校・行政が連携して子育てしやすい地域づくりをすすめていきます。 

また、少子高齢化や産業経済構造の変化に対応し、将来の地域や日本を担って社会の持

続や発展に寄与することができる、たくましい社会の担い手を育てていく教育が求められてい

ます。 

そのため、子どもの学習意欲を高め、個に応じた教育を充実し、すべての子どもたちに基礎

的・基本的な知識及び技能を定着させ、これらを活用して課題を解決する能力を育んでいくと

ともに、子どもの体力の向上に向けた指導を充実していきます。 

 

 

元気いっぱい子育てのための戦略展開 

 

 

 

安心して子どもを産み育てられる支援の拡充 展開１ 

地域ぐるみで支える子どもと家庭 展開２ 

かしこく優しくたくましい社会の担い手を育てる 展開３ 
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戦略３                                            元気いっぱい子育て戦略 

 
 
 

 

【解決すべき課題】 

・家庭の養育力の向上 

・子育て家庭の孤立化の解消 

・保育所の待機児童の解消 

 

☆子育てサービスを拡充し、子育てに関する負担の軽減を図ります 

育児支援ヘルパー＊や一時保育＊、病児の預かりなどのサービスを引き続き実施するととも

に、地域子ども家庭支援センター＊の展開の中で、子育ての経済的負担やひとり親家庭の実

状など、需要と実態を把握しながら子育てサービスを拡充していきます。建て替え後の母子生

活支援施設＊では、トワイライトステイ＊や子どもショートステイ＊などの子育てサービスを実施し

ます。 

 

☆保育園の定員の拡大などによって、待機児童を解消します 

保育園の建て替えにあわせた定員の拡大や、認証保育所＊の新規開設の支援、家庭福祉

員の充実などにより、保育所の待機児ゼロを実現し、維持します。 

 

☆保育園の建て替え民営化や機能の拡充をすすめ、よりよい保育環境をつくります 

区立保育園を建て替え・民営化するとともに、私立保育園について改築支援を行い、保育

環境を整備するとともに、地域の乳幼児親子が気軽に集まれる施設として保育園の機能を拡

充していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○トワイライトステイ＊

の実施 
 

  

○区立保育園の建て

替え民営化（新井） 

○民間保育園の新設

（江古田児童館跡）と

区立保育園の廃園（南

江古田） 

○区立保育園の建て

替え民営化（沼袋西） 

○区立保育園の建て

替え民営化（橋場） 

○区立保育園の民営

化推進（野方・松が丘・

昭和・あさひ） 

 
 

安心して子どもを産み育てられる支援の拡充 展開１ 
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戦略３                                            元気いっぱい子育て戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・地域コミュニティ＊の活性化 

・育成団体の活動力の向上とネットワーク化 

・子育て家庭の孤立化の解消 

・地域・家庭・学校・行政の連携の強化 

 

☆地域・家庭・学校・行政が連携して、子育て・子育ちを支えるまちをつくります 

地域子ども家庭支援センター＊については、現在の児童館施設を活用した暫定施設から、

（仮称）すこやか福祉センター＊への本格開設をすすめます。 

また、地域子ども家庭支援センターは、妊娠・出産期から新生児、学齢期を通じて一貫した

子育て支援の事業を行い、Ｕ１８プラザ＊、キッズ・プラザ＊、学童クラブを所管するとともに、各

種の相談事業や子育て支援サービスの提供、乳幼児親子の交流支援などの事業を実施しま

す。 

それらの活動を通じて、子育てに関する情報を集約し、必要な支援を適切に提供するととも

に、子育てに関する地域の団体などのさまざまな活動主体や機関等の活動を結びつけたり、

地域の子育て支援に関わる人材養成なども行い、地域・家庭・学校・行政が連携した子ども育

成の中核となります。 

 

☆地域を拠点にきめ細かい対応を行い、虐待の発生ゼロをめざします 

虐待問題への対応も、地域子ども家庭支援センター＊が身近な窓口となって対応することで、

保有する情報を活用しての相談・指導、地域的な連携の中での見守りや支援を通じて、きめ

細かく予防や対応を行い、虐待の発生ゼロをめざします。 

 

☆児童施設の再編・充実をすすめ、子どもがのびのびと活動できる機会や場をつくります 

Ｕ１８プラザ＊は、概ね中学校区単位に設置するものとし、乳幼児親子の交流促進、中高生

が中心の創作・芸術活動やスポーツ活動、中高生ボランティアの養成、子どもの社会参画・社

会貢献活動の機会の提供など、各施設ごとに特徴のある取り組みを行います。 

キッズ・プラザ＊はすべての小学校に設置をすすめます。放課後の子どもたちに自由で安全

な遊び場を提供するとともに、区民の育成者や民間団体等の力を活用しながら、さまざまな事

業を展開します。 

地域ぐるみで支える子どもと家庭 展開２ 
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学童クラブは委託化をすすめるとともに、区立以外の学童クラブ開設･運営についても積極

的に支援を行い、サービスの充実や多様なニーズへの対応をすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○子育てサポーター＊

の 育 成 活 動 参 加 支

援、自主活動支援 

   

   ○（仮称）すこやか福

祉センターを拠点とす

る子育てコミュニティの

推進 

○（仮称）すこやか福

祉センター＊内に地域

子ども家庭支援セン

ター＊を移転・整備（仲

町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（中野富

士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（沼袋小

跡、鷺宮圏域） 

○キッズ・プラザ＊事業

の展開 

   

○民間活力による学

童クラブ運営のサービ

ス向上 

   

○虐待防止マニュアル

の改正 

   

○虐待の早期発見・対

応力の向上 

   

 

 

推進 
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戦略３                                            元気いっぱい子育て戦略 

 
 
 
 
【解決すべき課題】 

・社会性や人間性を育むコミュニケーション能力の向上 

・確かな学力の定着 

・教育のさまざまな場面での地域との連携 

・子どもの体力の向上 

・教育環境の充実 

 

☆基礎学力の定着とともに発展的な学習をすすめ、子どもの可能性を伸ばします 

認識・読解、表現、コミュニケーションなど、すべての学力の基本となる国語教育、国際的な

競争の中で科学分野での優位性が求められる日本にあって、次代を担う基礎となる理数教育

など、確かな学力を身につけるよう定着を図ります。 

少人数指導や、習熟度別指導などを推進して、分からない子どもを出さない努力をすると同

時に、読書感想文、数学コンクール、科学研究発表、ディベート、英語スピーチなど、学んで

考え、自ら表現することを通して生きた学力を養う発展学習を教育活動に取り入れていきます。 

 

☆体験学習などを拡充し、自分の将来を描く力を育みます 

地域の人材を幅広く活用することで、学校教育の質を高めるとともに、学校と地域の連携を

強めます。 

勤労体験やボランティア体験などで、社会との結びつきの中で自分の将来設計をすること

のできる子どもを育てます。 

 

☆体育指導を充実し、子どもの体力を高めます 

全校で策定した体力向上プログラムをさらに進展させ、子どもの体力の向上をすすめます。 

 

かしこく優しくたくましい社会の担い手を育てる 展開３ 
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戦略３                                            元気いっぱい子育て戦略 

 
☆学校再編や連携教育を推進し、教育環境を充実します 

学校再編の着実な取り組みにより、教育環境の改善をすすめます。 

あわせて、保育園・幼稚園と小学校との連携、小学校と中学校との連携をさらにすすめて、

全校で連携教育の標準的な方法を定めていきます。 

全校での標準的な連携教育とは別に、特徴ある教育成果を目的に小中一貫校を設置する

ことを検討します。また、連携教育のメリットをさらに生かすため、中学校・高校の連携を推進す

る方策を検討します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○職場体験学習の充

実 

○中学生の保育体験

の全校実施 

○職場体験受け入れ

先登録リストの作成 

○職場体験学習に対

する全区的サポートの

実施 

 

○区独自の学校と地

域の連携のあり方の

検討 

○新たな学校と地域

の連携の取り組みの

実施 

  

○統合新校の開設（野

方小と丸山小と沼袋小

で２校） 

○統合新校の開設（第

九中と中央中で１校） 

○第九中と中央中の

統合新校の移転 

○野方小の位置に開

設した統合新校の移

転 

○学校再編の中後期

計画化 

○学校再編の取り組

み 

  

○中野スタンダード達

成のための体力向上

プログラムに基づく取

り組みの推進 

○小･中学校の指導の

連続性を重視した体育

指導のカリキュラムや

指導事例の作成 

○小中学校における

体育指導での連携の

実施 
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未来への扉をひらく４つの戦略４ 

健康・生きがい戦略 
～いきいき中野 生涯現役で輝く個性と支えあい～ 

 

長寿医療（後期高齢者医療）制度＊や介護保険法の改正等、さまざまな社会制度が整えら

れる一方で、急速な高齢化や少子化に伴う、医療・保険制度の不安が広がっています。 

しかし、企業における雇用期間の延長や、障害者自立支援法の施行等により、特性や能力

に応じた機会が提供されるなど、個人の力で社会を元気にしていくチャンスでもあります。一人

ひとりの力を社会に生かしていくためには､高年齢となっても元気でいられることが不可欠です｡ 

成人期は、健康管理がおろそかになりがちで、壮年期には体力の低下やストレスなどによる

健康障害が現れたりします。若いうちからの、ライフサイクルにあった健康づくりに自ら取り組む

ことが必要です。 

また、いわゆる団塊の世代の人たちも、自分の経験・知識を生かしながら、地域で貢献をし

ていくことができるしくみづくりも必要になります。 

運動を中心に気軽に取り組める健康づくりメニューを充実し、健康的な生活習慣を確立する

とともに、７５歳を超えても地域で元気に活動できる姿をめざして、生活機能の維持向上に対

する多様な取り組みを推進します。 

どのような状況にある人も、地域で誇りを持って自立して暮らしていけるノーマライゼーショ

ン＊の社会をつくるため、その障害となるあらゆる社会的な要因を取り除くのが公共の義務で

す。「障害」は人にあるのではなく、社会にあるのであり、いわゆる「障害者」は障害のある人な

のではなく、社会にある障害に向きあっている人です。誰にとっても障害のないまちをめざす

ため、障害の当事者の意見を受け止めながら、必要なサービスや施策の充実を順次図ってい

きます。 

すべての区民が、さまざまな形で見守られ、支えあい、生涯を通じて健康で、一人ひとりの

能力や状況に応じた支援によって自立した生活が営める地域社会をめざします。 

 

健康・生きがいのための戦略展開 

 

 

 

だれにとっても障害のないまち 展開４ 

だれもが参加、健康づくり 先進区 展開１ 

生涯現役を続けられるまち 展開２ 

地域・行政一体の支えあいネットワーク 展開３ 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・自発的に取り組む健康行動 

・予想される膨大な介護需要の削減 

・健康への取り組みの継続性 

・生活習慣病による健康不安の解消 

  

☆自ら行う健康管理のしくみをつくり、健康への関心と行動を結びつけます 

(仮称)すこやか福祉センター＊を中心として、健康づくりを体系的に推進します。区民一人

ひとりが、健診を健康の自己管理の契機とし、健診結果に応じて生活習慣を改善できるよう、

身体活動・食生活・禁煙等の保健指導を充実し、区民自ら行う健康の自己管理を支援します。 

健康づくりの取り組みや成果を記録し、自己管理するための健康づくりカードをつくり、健康

づくりによって、医療費を軽減した人にも支えあいのポイントを付与するなど区民の健康づくり

の推進を図ります。 

 

☆古希（７０歳）・喜寿（７７歳）訪問等の積極的な働きかけによって、介護予防をすすめます 

高齢による身体機能の衰え、転倒、低栄養などの危険性をいち早く発見するため、日常生

活の維持のために必要な能力を点検する自己チェックシートなどを組み入れた､生活機能評

価を実施します。 

７０歳（古希）や７７歳（喜寿）の方など、節目となる年齢の区民を訪問し、健康状態の確認や

介護予防事業を個別に案内する取り組みをすすめます。 

 

☆気軽に取り組める運動の場を整備し、体力の向上をすすめます 

地域スポーツクラブ＊を区内４か所を拠点に展開し、身近な場所で気軽にスポーツや健康

づくりに取り組める場を整備します。 

また、健康づくりのための器具を配置した健康づくり公園＊の整備をすすめます。 

 

だれもが参加、健康づくり 先進区 展開１ 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

☆糖尿病対策を強力に推進し、より効果的に生活環境を整えます 

生活習慣病の中でもさまざまな合併症を伴い総合的な健康悪化の原因となる糖尿病に対し、

予防対策をさらにすすめるとともに、糖尿病の疑いがある場合には生活習慣の改善や自己管

理の指導が確実に受けられる体制づくりと、糖尿病になった場合にも地域における保健・医療

の連携のしくみにより、自己管理を支援するための総合的な対策をすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○健診結果に基づく保

健指導受け入れ体制

の拡充 

○保健指導の推進 ○保健指導の検証・再

構築 

○保健指導の推進 

○「健康づくり行動プラ

ン＊」に基づく健康づく

り事業の推進 

○「健康づくり行動プラ

ン」の改定にあわせた

健康づくり事業の改善

○「健康づくり行動プラ

ン」に基づき区民自ら

主体的に取り組む健

康づくり活動の推進 

 

○（仮称）健康づくり推

進協議会を核とした健

康づくり運動の推進 

○（仮称）健康づくり推

進協議会への参加団

体の拡大 

○各地域単位で取り

組む健康づくり運動の

充実 

  

○仲町小跡の地域ス

ポーツクラブ＊の人材

などを活用した健康づ

くり活動の推進 

 

 

 

 

○地域スポーツクラブ

との連携による運動メ

ニューの開発・普及啓

発 

○中野富士見中跡の

地域スポーツクラブの

人材などを活用した健

康づくり活動の拡大 

○地域スポーツクラブ

との連携による運動メ

ニューの開発 

○自主グループとの

連 携 に よ る運 動 メ ニ

ューの普及啓発 

○沼袋小跡の地域ス

ポーツクラブの人材な

どを活用した健康づく

り活動の拡大 

○鷺宮圏域の地域ス

ポーツクラブの人材な

どを活用した健康づく

り活動の拡大 

○糖尿病ハイリスク者

に対する運動・身体活

動及び食生活改善指

導事業の検討・実施 

○運動・身体活動及び

食生活改善指導事業

による糖尿病改善効

果の検証 

○指導事業における

改善内容の検討、実

施 

○検討内容を反映さ

せた事業の継続 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・団塊世代の生きがい対策 

・地域活動への積極的な参加 

 

☆人材育成や区内産業の活性化によって、高齢者が元気に働ける機会をつくります 

若年層から高齢者まで就業意欲のあるすべての人が、自分の能力を発揮して多様な働き

方ができるよう、産業人材を育成するための職業教育の場を拡充します。さらに、その能力を

活かして就職ができるよう効果的な人材マッチングを実現し、区内事業所の活性化と雇用の

促進を図ります。 

シルバー人材センターへの支援を強化するなど７０歳まで働くことのできる環境を整えます。 

 

☆ポイント制度をつくり、区民の支えあい活動をすすめます 

ボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービスを必要としている人たちを結

びつけ、活動を行う区民の動機付けの一助とするため、商店街ポイントや地域エコポイントと共

通の支えあいポイント制度を構築し、地域で相互に支えあう関係団体の取り組みを支援します。 

健康生きがいづくりの事業などを通じて、意欲ある高齢者をグループ活動の支援者として養

成していきます。また、価値の高いサービスを提供する公益活動が発展するよう、助成や情報

提供、ＮＰＯ＊関連講座の開催などを通じて、地域での子育て支援や高齢者の地域での暮ら

しを支える活動など、重点的な分野での活動に対し、積極的な支援を行っていきます。 

 

生涯現役を続けられるまち 展開２ 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○産業人材育成の推

進と合同面接会の実

施 

   

○地域支えあいポイン

ト制度の導入 

○商店街・地域エコポ

イントとの連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

○健康・生きがいづく

り事業(体操、手芸等)

の事業数拡大による

参加者の拡大 

○健康・生きがいづく

り事業終了者に対する

自主グループ化への

働きかけ 

○高齢者施設や公園

等を利用した自主グ

ループによる健康づく

り活動の推進 

○元気な高齢者を自

主グループ活動の支

援者として育成 

 

 

 

 

○自主グループ活動

の支援者となる高齢者

の拡大 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・団体活動と調整がとれた関係機関のネットワーク 

・支えが必要な人一人ひとりへの総合的な支援 

・地域コミュニティ＊の活性化 

・地域で暮らし続けるための介護サービスの充実 

・認知症＊の高齢者への支援 

 

☆地域の連携によって、だれもが安心して住めるまちをつくります 

保健福祉センターを、今後、地域の自主活動支援や民間事業者等によるさまざまな保健福

祉サービスの提供、子育て支援機能をあわせ持った、（仮称）すこやか福祉センター＊に移行

し、区内に４か所整備します。 

（仮称）すこやか福祉センターを中心に、支援を必要とするすべての区民に対して、情報を

把握し、必要な支援を適切に提供する行政の基盤をつくると同時に、地域の公共機関、民生

児童委員、医療機関、介護・福祉や生活関連の事業所、町会・自治会をはじめとする各種の

区民団体など、健康・福祉・安全など地域の生活全般の関係者と連携して、地域の区民の暮

らしを支える体制をつくります。 

 

☆地域自治の基盤を強化して、まちの力を高めます 

支えあいのみならず、防災や環境リサイクル、子育て支援など、地域の普遍的なコミュニテ

ィ活動の中心となっている町会・自治会について、その活動がより一層充実したものとなるよう、

拠点施設としての（仮称）区民活動センター＊の充実を図るとともに、町会・自治会への加入を

促進するための方策を講じ、地域自治の基盤強化を図ります。 

 

☆地域密着型サービスの充実で、住み続けられる地域をつくります 

要介護状態になっても可能な限り自宅や住み慣れた地域で生活が継続できるよう、家族介

護負担の軽減を図るショートステイ＊などの在宅サービスの充実を図ります。また「通い・宿泊・

訪問」を身近な地域で一体的に提供する小規模多機能型居宅介護＊や、増加する認知症＊高

齢者の地域での生活の場であるグループホーム＊など、地域密着型サービスについて、区内

４つの生活圏域を基本に整備を図るとともに、在宅介護が困難になったときの入所施設の整

備についても、事業者の参入を積極的に促し、整備をすすめます。 

地域・行政一体の支えあいネットワーク 展開３ 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

☆家族への支援や成年後見＊を充実し、認知症＊の高齢者等の暮らしを守ります 

認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の特性を

踏まえた総合的な対策を充実します。家族に対する認知症の正しい理解の促進や、介護スト

レス解消のための相談や介護者が一時的に介護から離れ休養を取る間、代わって介護を担う

緊急一時宿泊事業＊などにより、介護する家族等への支援を強めます。 

今後、ますますその重要性が増す成年後見制度について、成年後見支援センターを中心

に普及啓発・利用促進を行うとともに、後見人のサポートや法人後見＊等を推進します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○（仮称）すこやか福

祉 セ ン タ ー ＊ の 設 置

（仲町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（中

野富士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（沼

袋小跡、鷺宮圏域） 

○地域支えあいネット

ワークの推進 

○公益活動を行うさま

ざまな団体との連携強

化 

○関係機関、団体、住

民による地域支えあい

ネットワークの活性化 

○包括的な地域支え

あいネットワークの発

展 

○条例化など町会・自

治会への加入促進を

図るしくみづくり 

○町会・自治会の運営

強化策の促進 

  

○町会・自治会を中核

とする地域住民により

組織された運営委員

会 の 運 営 に よ る （ 仮

称 ） 区 民 活 動 セ ン

ター＊への転換準備・

一 斉 転 換 （ 地 域 セ ン

ターからの転換） 

○（仮称）区民活動セ

ンターを拠点とした地

域自治推進の基盤づく

り 

○（仮称）区民活動セ

ンターを拠点とした地

域自治推進の展開 

 

○認知症 ＊高齢者グ

ループホーム＊誘導整

備 

○ 認 知 症 高 齢 者 グ

ループホーム誘導整

備拡充 

  

○小規模多機能型居

宅介護施設＊誘導整

備 

○小規模多機能型居

宅介護施設誘導整備

拡充 

  

○ 成 年 後 見 人 の 養

成、確保 

○法人後見＊のしくみ

づくり 

○ 社 会 貢 献 型 後 見

人＊のしくみづくり 

○法人後見支援の充

実 

○成年後見の推進  
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

 

 

 

【解決すべき課題】 

・障害者の社会参加の促進 

・障害者の就業機会の創出 

・障害者の労働に見あった収入 

・特別な支援が必要な児童・生徒への支援 

 

☆支援サービスを充実し、障害者の積極的な社会参加を促進します 

障害者の地域活動への参加や障害者が自ら行うボランティア活動などの地域活動を支援し、

地域における障害に対する理解と障害者の社会参加をすすめます。また、社会参加を妨げて

いる外出や意思疎通の困難さの解消に向けて、社会参加のための支援サービスを改善して

いきます。 

障害のある人を日常的に介助する家族の疲労や負担を軽減するための、一時保護やシ

ョートステイ＊などを充実します。 

 

☆就業の機会や雇用を生み出すしくみをつくり、障害者の自立を促進します 

障害のある人が一般就労＊に必要な能力を身につけるためのしくみづくりを促進すると同時

に、区内企業に対しては障害者雇用に向けての情報やノウハウ提供などの支援を行います。

さらに、特例子会社＊を誘致するなど就労の場の拡充をすすめます。 

雇用を促進するしくみをつくるとともに、就労移行支援事業の整備・拡充を図り、障害者の

一般就労を支援します。 

 

☆民間作業所等への支援強化によって、障害者の就労支援機能の向上をめざします 

障害者自立支援法の趣旨を生かして就労支援をすすめるため、民間福祉作業所の法定事

業への移行促進に引き続き取り組むとともに、作業所における指導体制の充実を図り、就労

支援機能の向上を図ります。 

作業所等における工賃の改善をすすめ、努力と成果に応じた工賃とするための支援や受

注の増加に向けた取り組みのあり方について検討し、施策を推進します。 

 

だれにとっても障害のないまち 展開４ 
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戦略４                                               健康・生きがい戦略 

 

☆環境や施設の整備をすすめ、特別な支援が必要な子どもの育ちを支援します 

特別支援学級＊を増設するとともに、小中学校全校に特別支援教室＊を整備し、情緒障害

等特別支援学級を拠点に、各校の特別支援教室における巡回指導を行うなど、特別な教育

的支援が必要な子どもに対する教育環境を充実させ、一人ひとりの子どもに応じたきめ細かな

教育を行います。  

発達の遅れや障害のある子もない子も互いに交流できる機会を充実させるなど、特別支援

教育＊の推進を図ります。また、障害のある中高生が放課後等を過ごすための施設を整備しま

す。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○障害者の移動支援・

コミュニケーション支援

（手話通訳等）の推進 

   

○中小企業への障害

者雇用を奨励するしく

みの創設 

   

○特例子会社＊の誘

致 

   

○障害者就労支援施

設等への発注拡大の

しくみの創設 

 ○障害者就労支援施

設等への場の整備・提

供 

 

○障害者支援施設等

における機能強化支

援 

   

 ○小学校特別支援学

級＊の増設 

 ○小学校特別支援学

級の増設 

○中学校特別支援学

級の増設 

  ○特別支援教室＊の

整備 

○特別支援教室の整

備 

  ○巡回指導員の養成 ○巡回指導員の養成 

○情緒障害等特別支

援学級を拠点とした各

特別支援教室への巡

回指導の実施 

  ○障害のある中高生

の放課後等の施設の

設置 
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重点プロジェクト 

 

４つの戦略を推進する上での共通の重点プロジェクトとして、「なかの里・まち連携事業＊」、

「エコ・支えあい・商店街の３ポイントと地域通貨」、「２４時間３６５日どこでも区役所」を設定し、

その展開を図っていきます。 

 

 

 

 

過密な大都市・中野が抱えるさまざまな課題と過疎地を持つ地方都市が抱える課題を、都

市と地方が空間を越えて連帯し、互いに補いあいながら、新しい時代にあった豊かさをつくり

出すために、区民・市民が中心となって交流する、なかの里・まち連携事業＊を推進します。 

 

☆暮らしを結ぶ経済交流では、消費地と生産地が顔の見える関係で、地方都市側から中野に、

安全で美味しい食品等その地方ならではの産品を商品として安定的に供給するしくみをつ

くり上げていきます。 

 

☆人を結ぶ観光・体験交流では、地域文化を互いに紹介しあい、豊かな人の交流につなげて

いくとともに、人の訪問や物、文化、環境などの交流を重ねる中から、長期滞在や移住、二

地域居住などの可能性も検討できるような条件づくりを図っていきます。 

 

☆自然を守る環境交流では、自然エネルギー＊の活用や、農業や森林保全、自然保護などの

体験で区民が地方都市を訪れたり、区内での生ごみの堆肥化や緑化の指導を受けたりす

るなど、相互の交流を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

各種の政策を推進していく上で、区民の参加や行動を促すための誘因とするため、地域エ

コポイント、支えあいポイント、商店街ポイントという３つのポイントの活用を推進していきます。 

 

☆環境に配慮した行動（省エネ行動）の動機づけとして、太陽光発電設置や省エネ行動など

のＣＯ２削減量に応じてエコポイントを付与するしくみとして地域エコポイント制度の創設を進

めます。 

なかの里・まち連携事業 １ 

エコ・支えあい・商店街の３ポイントと地域通貨 ２ 
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                                                     重点プロジェクト 

 

☆ボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービスを必要としている人たちとの

結びつけと、活動を行う区民自身の意欲向上のため、支えあいポイント制度の創設を進めま

す。 
 

☆商店街の活性化のしかけのひとつとして、商店街のポイント制度の導入を支援していきます。 

 

☆これらのポイントは、発行目的を持った機関等が発行者となります。ポイント発行機関は、区

などの公共公益団体やさまざまな事業体から発行原資を調達します。さらに、区内共通商

品券との互換性を持たせ、区内商業の活性化にもつなげていきます。また、支えあい活動

や特定の商品への代金としても使える機能を付加することで、地域通貨としての役割を果た

していくことをめざしていきます。 

 

 

 

 

これまでの行政革新の取り組みによって開発されてきたさまざまなサービス提供の手法や職

員の働き方の工夫などによって、いつでも、どこでも、用件が済ませられ、役に立つ区役所を

目指し、２４時間３６５日の対応が可能な「どこでも区役所」を構築していきます。 
 

☆インターネットやケーブルテレビの双方向機能やコンビニ、クレジットカードなど多様な方法

を活用して、いつでも区内のどこからでも区への相談や手続きができたり、使用料･手数料、

税、保険料などの納付ができたりするなど、便利な電子区役所の構築をすすめていきます。 
 

☆区の公共施設などに、休日夜間の利用も可能な証明書自動交付機を設置していきます。 
 

☆区役所本庁舎への来庁者に対しては、庁内を回ることなく一か所ですべての用件が完結す

るワンストップ＊型の総合窓口を整備していきます。 
 

☆区役所などの窓口サービスの開設時間を延長するとともに、日曜日の開庁を推進するほか、

諸証明、届出などについては、２４時間受付可能な夜間・休日窓口の業務を拡充します。 
 

☆(仮称)すこやか福祉センター＊や（仮称）地域事務所＊、地域包括支援センター＊など、地域

に配置された区の施設等を拠点として、子どもや障害者、高齢者などの緊急時には、２４時

間３６５日、いつでも対応可能な区の組織体制を構築するほか、これらと連携したコールセ

ンターを設置して、区民の暮らしを支えていきます。 

 

 

 

２４時間３６５日どこでも区役所 ３ 
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第第３３章章      

  

 

１０年後の中野の姿とめざす方向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 
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 基本構想では、中野のまちの将来の都市像を「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」とし

て、次のとおり描いています。 

 

 

中野区は、これまで築いてきた歴史と個性を受け継ぎながら、まちに住む人の生

活の質を高めていきます。同時に、多くの人々がこのまちを訪れ、幅広い活動を展

開する、だれにとっても快適な、魅力あふれるまちをめざします。 

そこでは、人々がいきいきと暮らし、ともに協力し、支えあいながら生活を営んで

います。その中から、地域に根ざした支えあいの精神が育ち、独創的、先進的な文

化や芸術がはぐくまれ、社会を豊かにし、次代を切り拓（ひら）くような財やサービス

が次々と生まれて、まちの魅力がさまざまな形で内外に向けて発信されている・・・、

そんなまちの実現をめざしていきます。 

 

 

その上で、右ページの４つの領域と、領域ごとの柱を設けて、具体的な将来の姿を示してい

ます。 

４２ページ以降では、領域とその柱ごとに「１０年後のまちの姿」と「現状と課題」を示し、将

来像の実現のための戦略となる「施策の方向」を明らかにします。その上で、達成状況の目安

となる「成果指標と目標値」と、目標を実現するための「おもな取り組み」、取り組みの手順を示

す「実現へのステップ」について記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
０
年
後
の
ま
ち
の
姿 

 

現
状
と
課
題 

 
 

      

施
策
の
方
向 

 

（１
） 

目
標
と
す
る
姿 

 

（
２
） 

成
果
指
標
と
目
標
値 

 

（３
） 

お
も
な
取
り
組
み 

実
現
へ
の
ス
テ
ッ
プ 

第３章では、領域とその柱ごとに、「１０年後の中野の姿とめざす方向」を明らかにしています。
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《 基本構想の４つの領域とその柱 》 

 

 

 

 

 

                              ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持続可能な活力あるまちづくり   

Ⅰ－１ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

Ⅰ－２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち 

Ⅰ－３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち 

   自立してともに成長する人づくり   

Ⅱ－１ 子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

Ⅱ－２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

   支えあい安心して暮らせるまち   

Ⅲ－１ 人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち 

Ⅲ－２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

Ⅲ－３ 安心した暮らしが保障されるまち 

   区民が発想し、区民が選択する新しい自治   

Ⅳ－１ 自治のしくみが効果的に機能し、 

さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち 

Ⅳ－２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち 

領域Ⅰ 

領域Ⅱ 

領域Ⅲ 

領域Ⅳ 
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領域Ⅰ．持続可能な活力あるまちづくり 

Ⅰ－１ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

 

１．１０年後のまちの姿 

「産業と人々の活力がみなぎるまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次のと

おりです。 

 

 

Ⅰ－１ 産業と人々の活力がみなぎるまち 
 

○ 中野駅周辺は、にぎわいの中心として、業務・商業施設、住宅、教育機関などさまざま

な施設が複合的に誘導され、広域避難場所＊としての機能とみどり豊かな空間を備えた

まちとなっています。さらに、東京の新たな顔となるべく、サンプラザや区役所、中野駅北

口広場一帯の再整備や中野駅南口のまちづくりが動き始めています。 

○ 地域の中心となる拠点では、その地区ごとの環境にあったまちづくりが、地域の人々と

ともに検討され、着実に進められています。 

○ 踏み切り問題の早期解決に向けて、西武新宿線と道路の立体交差化にあわせて、駅

前広場や道路の整備など、まちの活力と居住環境、安全性を高める沿線のまちづくりが

進められています。 

○ 便利で快適に移動できる交通環境が整備されており、人々が区内を移動しやすくなっ

ています。 

○ 区内各所では、さまざまな施策の組み合わせによって、土地の適切な活用が進んでい

ます。 

○ 情報関連ビジネス、人材サービスなど、多様な都市生活のニーズに対応した産業が発

展しており、区外から起業をめざす人が多く集まるなど、地域全体の経済力が高まって

います。 

○ 商店街は、人とのつながりの中で楽しく買物ができる地域コミュニティ＊の核として、消

費者が新しい発見やおもしろさなどを体感できる場へと発展しています。 

○ さまざまな世代が集まり、活発に活動して、暮らしや文化をにぎわいのあるものにして

います。 

○ 三世代向け、高齢者・障害者向けなど、多様で良質な住宅が、区内各所に増えていま

す。 

 

 

１ 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 43

Ⅰ－１                                      産業と人々の活力がみなぎるまち 

 

２．現状と課題 

中野駅周辺地区は、交通アクセスに優れた交通の結節点であり、区内における「広域中

心拠点＊」として、商業・業務、文化その他広域性を有する諸機能が集積しています。しかし、

鉄道施設、道路、地形等によりまちが南北・東西に分断され、まちや各拠点をつなぐ回遊動

線が得られておらず、先行して開発がすすむ警察大学校等跡地と他の地区とのにぎわいの

相乗効果が発揮しづらくなっています。安心・安全、環境・快適性、利便性を備えた中野な

らではの基盤を整えながら、同地区を東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点として、

にぎわいと環境の調和するまちにしていくことが求められています。 

また、環状六号線（山手通り）の拡幅、駅前広場などの整備がすすむ東中野駅周辺や、

新宿副都心に隣接し一定の業務集積がすすんでいる中野坂上駅周辺などは、交通結節

点＊としての機能向上を図るとともに、その立地条件を活かし、「交流拠点＊」として育成し、

地区全体の魅力を高めていくことが必要です。 

西武新宿線沿線地域は、踏切による渋滞が慢性化している上、駅前広場、アクセス道

路＊などが未整備で、まちづくりがすすんでいません。西武新宿線と道路の連続立体交差

化＊にあわせて各駅周辺のまちづくりをすすめることが求められています。 

中野は、都心に近接した優れた立地条件と若い世代の働き手が多いという地域の特性を

有していますが、企業、事業所数が少なく、就業者も流出する傾向にあります。区内の小売

業を見ると、他区に比べて店舗数、店舗あたりの面積、年間商品販売額ともに少なく、商店

街では空き店舗も目立ってきています。 

新たなまちづくりを契機として、まちのにぎわいを創出し、都市のブランド力を高めることに

より、新たな企業や個性的な店舗、来街者を呼び込み、区内産業とまちを活性化していくこ

と、商店街の再編や新規開業者の誘導など、それぞれの地域の特性に応じた魅力的な商

店街をつくっていくことが求められています。 

区内には住居専用地域が広がり、「住宅のまち」となっていますが、木造住宅が密集して

いる地域も多く、広さや設備が十分でない住宅も多い状況です。若年者・単身者だけでなく、

さまざまな世代が快適に暮らせる住宅の誘導に取り組む必要があります。 

２ 
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３．施策の方向 

 

産業と 

人々の活力が 

みなぎるまち 

ア 東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点づくり 

イ 産業新生のしかけづくり 

ウ 活力と地域の交流がある商店街づくり 

エ なかの里・まち連携＊推進 

オ 多様な雇用機会の創出 

カ 適切な土地活用の誘導 

キ 交流拠点＊のまちづくりの推進 

ク 利用しやすい交通環境の推進 

ケ 多様で良質な住宅の誘導・確保 

 

３ 
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ア 東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点づくり 

 

 

（１）目標とする姿 

中野駅周辺は、区内の広域中心拠点＊として、そして東京の新たな活動拠点として区全

体の活力やまちづくりを牽引しています。特に中野四丁目地区は、産学公連携、大規模な

業務集積、集客・交流機能、先端的な知識・技術など、新たな都市機能と豊かなみどりを軸

に、先端的な都市活動拠点となっています。また、中野駅地区は、まちとまち、まちと駅をつ

なぐ活力の要として新たな東西・南北動線が整備され、歩行者動線や交通結節点＊としての

機能が強化されています。 

さらに、新時代にふさわしい基盤づくりが行われ、商業・業務、教育、文化その他広域性

を有する諸機能の集積を強化することにより、みどり豊かで魅力・にぎわい・活気のある東京

の新たな複合拠点に育成・整備されています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成20 年度

実績 

平成26 年度 

目標値 

平成31 年度

目標値 

通勤・通学による

区内への流入人

口 

区外から中野のまちを訪れ、働き、

学ぶ人々の数は、まちのにぎわい

を示すため 

７９，２７０人
(平成17年度)

９７，０００人 １０６，０００人

区内商業の年間

商品販売額 

商業の規模や活動を示す年間商

品販売額は、まちのにぎわいを測

るものにもなるため 

１兆１，８６１

億円 
(平成19年度)

１兆２，５００

億円 

１兆２，８００

億円 

 

（３）おもな取り組み 

① 警察大学校等跡地及び周辺のまちづくり推進 

（担当：まちづくり推進室 拠点まちづくり分野、経営室 サンプラザ関係事業分野） 

これまで閉ざされていた大空間がまちにひらかれ、警察大学校等跡地開発や区役所・サ

ンプラザ地区一体整備により生み出される都市機能と豊かなみどりを軸に、ユニバーサル

デザイン＊やユビキタス＊に配慮したまちづくりをすすめ、先端的な都市活動の拠点としてい

きます。 

また、区役所・サンプラザ地区については、新北口駅前広場と整合の取れた整備をすす

め、東京の新たなランドマークとして、より広域的な集客力を備えたまちの顔としていきます｡ 

施策の方向 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 
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② 中野駅南口地区のまちづくり推進 

（担当：まちづくり推進室 拠点まちづくり分野） 

中野二丁目は、駅前の再開発事業の進捗とあわせた駅前広場の整備等を通じ、個性的

な商業、業務、サービスなど南口の魅力を強化し、もみじ山文化センターや新体育館など

公共施設を集積することにより、生活を豊かに彩る文化活動拠点としてまちの魅力を高めま

す。 

中野三丁目は、小劇場の集積など、三丁目ならではの住宅地とにぎわい要素の融合を

活かし、文化性と暮らしが共存する魅力を高めていきます。良好な住宅地については、景

観・静けさを守り、にぎわいや文化と調和したまちづくりをすすめます。 

 

③ 中野駅・駅前広場のまちづくり推進 

（担当：まちづくり推進室 拠点まちづくり分野） 

中野駅と南北の駅前広場一帯は、まちとまち、まちと駅をつなぐ活力の要として新たな東

西・南北動線を整備し、歩行者動線や交通結節点＊としての機能の向上を図ります。また、

駅前広場と新たな業務・商業施設、近隣の商店街が連携する歩行者ネットワーク、歩行者

空間を確保することにより、にぎわいの創出、みどりやうるおいが感じられる場を創出しま

す。 

 

④ にぎわい創出のしかけづくり 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

お笑い、演劇、ダンスなどの中野に根づいた表現活動を若者の豊かで柔軟な創造性や

エネルギーを活かして、全国に向けて積極的に発信することによって、中野発の文化を確

立します。そうした中野発の文化発信を中心としたまちのプロモーション活動を積極的に行

うことにより、まちのにぎわいを創出します。 

駅周辺の商業空間や飲食店街、小劇場・ホールなどのまちの資源を結びつけ、まちの魅

力や集客力を高めるため、タウンマネジメント＊手法によるまちづくりのしくみを構築し、企

業・産業団体・地域と行政が協働してまちの活力を持続させていきます。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○警察大学校等跡地

第一期整備 

○警察大学校等跡地

第二期整備 

○統合中学校新校舎

開設 

 

○囲町まちづくり協議

会支援 

 ○囲町地区のまちづく

り事業支援 

 

○区役所・サンプラザ

地区の再整備等構想

策定 

○区役所移転計画の

策定 

  

○中野二丁目地区ま

ちづくり計画策定 

○中野二丁目再開発

事業等支援 

○新体育館エリア整備  

 ○中野三丁目地区ま

ちづくり計画策定 

○まちづくり協議会＊

運営支援 

 

 ○中野四丁目西地区

まちづくり方針案策定 

 ○中野四丁目西地区

まちづくり事業支援 

  ○中野五丁目地区ま

ちづくり計画（素案）策

定 

 

○中野駅北口東西連

絡路、現北口駅前広

場整備 

 ○新北口駅前広場整

備 

○中野通り東側歩道

拡幅 

 ○中野駅西側南北連

絡通路整備 

 ○現南口駅前広場整

備、南口東西連絡路

整備 

○中野駅周辺のタウ

ンマネジメント＊のしく

みづくり 

○中野駅周辺のタウ

ンマネジメントの運用 

  

○表現・文化活動拠点

整備（桃丘小跡） 

○表現・文化活動拠点

の運営 
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イ 産業新生のしかけづくり 

 

 

（１）目標とする姿 

交通至便な立地条件と、多様で豊かな人材を活かすことのできるＩＣＴ産業＊やコンテンツ

産業＊、人口集積を背景とした商業や介護・保健医療、教育などの生活産業が集積し、区

内産業が活性化しています。 

産学公が連携し、経営革新や新事業の開発、創業などの経営技能の取得や向上ができ

る環境が整えられています。また、若年層から高齢者まで人材を幅広く育成するための場と

機会が確保され、産業を担う質の高い人材が育成されています。そうした人材が産業界を

支えるとともに、新たな企業立地を誘導する素地となっています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

Ｉ Ｃ Ｔ ＊ ・ コ ン テ ン

ツ＊、生活産業の区

内事業所数※ 

中野区の立地や事業環境を生か

した産業の集積度合いを示すた

め 

９２５ 
(平成18年度)

１，１００ １，２００ 

※事業所・企業統計における情報通信業、社会保険・社会福祉・介護事業、その他教育・学習支援業の事業所数
の合計です。 

 

（３）おもな取り組み 

① 都市型産業の誘導 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

お笑い、演劇、ダンスなど中野発の文化を産業として成長させるため、活動育成拠点の

整備、情報発信の支援などを行い、コンテンツ産業＊としての発展、集積化を図ります。また、

情報先端都市＊をめざした整備がすすむ中野駅周辺地区では、産業とコンテンツを活用し

た情報発信との結びつけを図るとともに、企業を呼び込むための環境整備として、既存施設

の光ファイバー化支援などを行います｡ 

ＩＣＴ産業＊、コンテンツ産業に特化したインキュベーション施設＊を整備するほか、制度融

資＊の活用や区内の空きオフィスの情報提供など、新たな区内の事業活動を支援する機能

を強化することにより、同産業の創業・誘導・育成をすすめ、区内への定着を図ります。 

企業の集積を活かし、相互連携や新しいビジネスの創出へとつなげていくため、ＩＣＴ・コ

ンテンツに係る地域企業同士の交流を支援します。 

施策の方向 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 
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また、全国の大学・研究機関等と企業を結びつける場をつくるとともに、ＴＬＯ＊（技術移転

機関）の機能を誘致し、区内産業の付加価値を生み出していくための支援を行います。 

 

② 産業教育環境の整備 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

区内の大学や専門学校などと密接に連携し、経営者に対する経営能力向上や従業員、

新規雇用者などに対する技能向上を支援します。また、若年層から高齢者まで就業意欲の

あるすべての人が、自分の能力を発揮して多様な働き方ができるよう、産業人材を育成する

ための職業教育の場を拡充していきます。さらに、その能力を活かして就職ができるよう効

果的な人材マッチングを実現し、区内事業所の活性化と雇用の向上を促進していきます。 

 

③ 経営改善のための環境づくりの推進 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

資金調達や新技術開発等へ結びつくように、より利用しやすい制度融資＊の充実や、重

点業種に特化した優遇融資の実施を行うとともに、経営相談の充実に努め、区内事業者の

経営基盤強化を支援します。また、区内事業者の活性化を支援するため、区内ビジネスフ

ェアの開催を支援していきます。 

勤労福祉会館を経営者と働く人のための区内産業支援拠点「（仮称）産業振興センター」

として再整備します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ＩＣＴ＊・コンテンツ＊

関連産業の情報交換

の場の創設 

  ○インキュベーション

オフィス＊の整備・開設

（本町４－４４） 

○ＩＣＴ・コンテンツ関係

事業者の参入促進 

○業種別ビジネスマッ

チングイベント＊の開

催支援 

  

○順次開設する大学

等教育研究機関との

産学公連携による産

業人材の育成 

   

○（仮称）産業振興セ

ンターの体制整備 

 

○（仮称）産業振興セ

ンターの開設 

○区内ビジネスフェア

の開催 

  

 

推進 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 50

Ⅰ－１                                      産業と人々の活力がみなぎるまち 

 

 

ウ 活力と地域の交流がある商店街づくり 

 
 
（１）目標とする姿 

消費者のニーズに応じた魅力のある個々の商店が増え、商店街は集客力と活力を高め

ています。また、商店街は、安心して楽しく買い物ができるだけでなく、地域交流の場として、

地域住民との結びつけを強め、まちのコミュニティづくりに寄与しています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

区内小売業の年間

商品販売額 

区内商店（小売業）の規模や活

動を示すため 
２，９７３億円
(平成 19 年度)

３，６００億円 ３，９００億円

 

（３）おもな取り組み 

① 個店・商店街の新生 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

区内の商店街を広域中心拠点＊（中野駅周辺）、交流拠点＊（中野坂上駅周辺など）、そ

の他の生活拠点＊の３つに分類し、それぞれの立地特性や今後の人口構成の変化などを

踏まえ活性化を支援していきます。また、区全体の商業活性化を推進するしくみを強化する

ために必要な支援を行います。 

商店主への経営力強化、後継者難に悩む事業者等と創業希望者とのマッチング、集客

力のある新たな業種への転換支援などを通じて空き店舗化を未然に防止していくとともに、

現に空き店舗となっているところについては個性や魅力ある商業事業者等を誘致するなど、

商業集積地の集客力向上や消費等の活性化を促します。 

少子高齢化の進展や消費者ニーズの多様化、コミュニティの場としての商店街の役割な

どを踏まえ、今後の区内の商店街の構成、区民のニーズにあった商品やサービスのあり方

などを検討し、将来にわたり持続可能な商店街づくりをすすめます。 

施策の方向 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 
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② ポイント制の導入による商店街活性化 

（担当：区民生活部 産業振興分野ほか） 

商店街のポイント制度の共通化について検討をすすめ、地域商業の活性化を図ります。

また、省エネ活動や支えあい活動などの地域のコミュニティ活動と連携するポイント制度を

構築し、商店街の共通ポイントとの統合により地域で流通させていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○新生商店街の形成

に向けたしくみづくり支

援 

 ○建物の共同化の支

援など新生商店街の

形成促進 

 

○空き店舗等を活用し

た魅力ある店舗の誘

導・支援 

   

○後継者マッチング支

援＊の検討・支援 

○後継者マッチング支

援 

  

○商店街ポイント制度

の導入支援 

○地域エコポイント制

度、支えあいポイント

制度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

 

推進 
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エ なかの里・まち連携＊推進 

 

 

（１）目標とする姿 

自治体間の交流の枠を超え、民間活力を活用したさまざまな事業を通じ、住民同士の交

流や生きがいの創出、食の安全や暮らしの豊かさが実感できるなど、住民ニーズに効果的

かつ継続的に応え、里（地方）とまち（中野区）がともに豊かで持続可能な循環型の地域社

会となっています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

里・まち交流事業

の参加者数 

里・まち連携が区民に浸透してい

る状況を示すため 
6,000 人 45,000 人 60,000 人 

 

（３）おもな取り組み 

① 暮らしを結ぶ経済交流 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

連携の自治体と共同して行われるさまざまな事業を通して、顔の見える関係の中で消費

者のニーズに応えられる安全・安心な食品、物産等を流通させるしくみを構築して運営する

とともに、生産・販売・学習などの共同体験を通じコミュニティの輪を広げることにより、地域

商業の活性化と区民の生活の豊かさを創出していきます。 

② 人を結ぶ観光・体験交流 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

日帰り観光や滞在型の農林水産体験事業などを通じて、幅広い交流を支援します。また、

商店街や地域の団体など、さまざまなコミュニティを中心とした伝統芸能や夏休みの子ども

事業などさまざまな交流を推進します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 自然を守る環境交流 

（担当：区民生活部 環境と暮らし分野） 

なかの里・まち連携＊により交流をすすめる地方都市と協働で、自然エネルギー＊の活用

による地球温暖化防止に取り組むとともに、森や川、海の環境保全などの事業を推進してい

きます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○商店街イベントを通

じ事業の浸透を推進、

商店街活性化を支援 

○商店街イベントの取

り組みを支援 

  

○生産・販売などの共

同体験を通じコミュニ

ティの輪を拡げ働く場

の創出推進 

○働く場の拡大により

地域経済の活性化を

支援 

  

○名産特産品を販売

する里・まち交流店の

出店支援 

○里・まち交流店の充

実 

  

 ○里・まちブランドの創

設に向けた商品の発

掘、販売 

○里・まちブランド品の

販売拡大 

 

○農業体験等を通じた

交流事業などの実施 

 ○都市と地方にまたが

るコミュニティの推進 

 

○商店街を中心とした

伝統芸能や夏休みの

子ども事業などの交流

を推進 

○学習などの共同体

験を通じコミュニティの

輪を拡げ、子ども事業

などの交流を拡大 

  

○環境体験事業の実

施 

   

推進 
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オ 多様な雇用機会の創出 

 

 

（１）目標とする姿 

若年層から高齢者まで人材を幅広く育成するための場と機会が確保され、産業を担う質

の高い人材が育成されています。そうした人材が区内の産業界を支えるとともに、新たな企

業立地を誘導する素地となっています。就労支援や勤労者の能力向上などのための環境

が整うことにより、区内を中心として就業者が増え、人々の生活が安定するとともに、地域の

経済力が向上しています。 

 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

区民の就業者のう

ち、区内で就業して

いる人の割合 

区内就業者数が増加している状

況を示すため 
３１.７％ 

(平成17年度)
４１％ ４３％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 就業支援の推進 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

区内の大学や専門学校などと密接に連携し、経営者に対する経営能力向上や従業員、

新規雇用者などに対する技能向上を支援します。また、若年層から高齢者まで就業意欲の

あるすべての人が、自分の能力を発揮して多様な働き方ができるよう、産業人材を育成する

ための職業教育の場を拡充していきます。さらに、その能力を活かして就職ができるよう効

果的な人材マッチングを実現し、区内事業所の活性化と雇用の向上を促進していきます。 

高齢者の就業についても、シルバー人材センターなどと連携し、７０歳まで働くことのでき

る環境を整えます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 障害者の就労支援・雇用促進 【Ⅲ１オ①から再掲】 

（担当：保健福祉部 障害福祉分野） 

障害者が一般就労＊に必要な能力を身につけるためのしくみづくりを促進すると同時に、

区内企業に対しては障害者雇用に向けての情報やノウハウ提供などの支援を行います。さ

らに、特例子会社＊を誘致し就労の場の拡充を行います。 

また、雇用を促進する制度をつくるとともに、就労移行支援事業の整備・拡充を図り、障

害者の一般就労を支援します。 

 

③ ワークライフバランス＊の普及・啓発 【Ⅲ２イ①から再掲】 

（担当：子ども家庭部 男女平等分野） 

誰もが生涯の各段階においてさまざまな生き方を柔軟に選択でき、仕事と子育て、介護、

地域活動などの家庭・地域生活をバランスよく担っていく「ワークライフバランス」の考え方の

普及・啓発に努めていきます。 

事業者には、育児休業制度の導入や多様な勤務形態への取り組みなどを働きかけてい

きます。また、仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備などに向けて、区内事業所

による「一般事業主行動計画＊」策定推進への働きかけや、啓発に取り組んでいきます。こ

れまでの働き方や暮らし方を見直し、男女が互いに協力しあいながら、ゆとりの持てる充実

した生活を送ることをめざす取り組みをすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○産業人材育成の推

進と合同面接会の実

施 

   

 

推進 推進 推進 
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カ 適切な土地活用の誘導 

 

 

（１）目標とする姿 

「活力とにぎわいが持続するまち」の実現のため、都市計画の適切な運用・見直し等が行

われることによって、都市基盤の整備や土地の高度利用が進み、商業・業務・交流・文化・

居住等の多様な都市機能の誘導が図られ、活力とにぎわいに満ちたまちの拠点が形成さ

れつつあります。 

また、地区計画＊等の活用を通じて、木造住宅密集地域等における狭あい道路＊の拡幅、

オープンスペース＊の創出、建て替えの誘導が図られ、安全で快適な住環境を持つみどり

豊かな住宅地の形成がすすんでいるとともに、地域にふさわしい土地利用が図られつつあ

ります。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成20 年度

実績 

平成26 年度 

目標値 

平成31 年度

目標値 

地区計画＊等まち

づくりのルールが

定められている地

域の数 

地域の特性を生かしたまちづくり

が図られていることの状況を示

すため 

８地区 

（１３７.７ha）
１０地区 １８地区 

ネット容積率 

宅地面積に対する延床面積の割

合で、土地の有効利用の状況を

示すため 

１４４．６％
(平成18年度)

１５５％ １６０％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 土地利用の見直し 

（担当：都市整備部 都市計画分野、まちづくり推進室 拠点まちづくり分野、地域まちづくり分野） 

土地の有効利用や都市基盤の整備を図り、駅前や商業・業務地区の活性化、災害に強

い市街地の形成、住環境の向上、大規模用地の活用などをすすめるため、国や東京都と

連携を図りながら、土地利用のあり方や用途地域などの都市計画の見直しに取り組みま

す。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 身近な地区を単位としたまちづくりの推進 

（担当：都市整備部 都市計画分野、まちづくり推進室 拠点まちづくり分野、地域まちづくり分野） 

身近な地区を単位として、区民が自ら主体的に取り組む地区まちづくりを推進していくた

め、それらのまちづくり活動に対する情報提供、技術的支援等を行うとともに、健全な市街

地環境の形成への貢献に対するインセンティブ（報奨）方策等の、まちづくり事業を促進す

るためのしくみづくりや、まちづくり事業を担う事業者の育成を行います。 

 

③ 魅力ある都市景観の形成 

（担当：都市整備部 都市計画分野） 

魅力ある都市景観の形成を図るため、区の今後の景観政策のあり方を示した基本方針を

策定し、景観計画の策定や景観行政に取り組むなど、中野駅周辺や哲学堂公園周辺等の

景観上重要な地区において良好な景観形成を誘導します。 

 

④ 地域特性を活かしたまちづくり 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

上鷺宮地区では、適切な土地活用と住環境の向上をめざし、土地区画整理事業＊を施

行すべき区域となっている既定の都市計画を見直すことも含めて、住民の合意形成を図り

ながら、地域の特性を活かしたまちづくりに取り組んでいきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○地区計画＊によるま

ちづくりの推進 

   

○景観形成の基本方

針策定及び景観計画

の検討 

○景観計画（中野駅周

辺・哲学堂公園周辺の

計画を含む）の策定 

  

○中野駅周辺、哲学

堂公園周辺の景観形

成方針の策定 

○景観政策の推進   

 

推進 推進 
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キ 交流拠点＊のまちづくりの推進 

 

 

（１）目標とする姿 

中野区内のＪＲや西武新宿線などの各駅を中心とした地域では、アクセス道路＊や駅前広

場など交通結節点＊機能の整備とともに土地の有効利用が図られ、商業・業務施設や公共

施設など多様な都市機能が集積し、オープンスペース＊やみどりの確保なども行われて、そ

れぞれの地域の特性を生かしながら、人々が集まりにぎわう、魅力あふれる交流拠点＊と

なっています。 

 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

交流拠点＊各駅

の１日平均乗降

人数※ 

交流拠点のにぎわいの一端を示

すため 
３１３，７１６人 ３２２，０００人 ３２９，０００人

ネット容積率 

宅地面積に対する延床面積の割

合で、土地の有効利用の状況を

示すため 

１４４．６％ 
(平成 18 年度)

１５５％ １６０％ 

※東中野駅、中野坂上駅、新中野駅、鷺ノ宮駅、野方駅、新井薬師前駅の１日平均乗降人数です。（JR 線は乗車
人数と同数の降車人数があるものと見なしています。） 

 

（３）おもな取り組み 

① 東中野地域のまちづくりと駅前広場整備 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野、都市整備部 都市計画分野） 

東中野駅周辺地域は、西口駅前広場と連絡通路の整備を契機に、周辺道路の整備や

交通結節機能の充実を図っていきます。このため、周辺住環境と調和を図りつつ、商業・業

務施設の立地や都市型住宅＊の供給の誘導をめざします。また、木造住宅が密集する地域

では、建物の共同建て替えや不燃化の促進、道路の拡幅整備などにより、まちの安全性・

快適性を高めていきます。 

東中野から山手通りでつながる中野坂上駅周辺は、新宿副都心に隣接し、交通結節点＊

としての立地を活かし、商業・業務施設などの機能をさらに誘導します。 

施策の方向 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 
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② 西武新宿線の連続立体交差化＊にあわせた沿線のまちづくり 【Ⅰ１ク④から再掲】 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

西武新宿線による南北交通の分断解消を図り、沿線周辺の住みよい住環境を築くため、

地域の人々と合意形成を図りながら、連続立体交差事業にあわせて沿線まちづくりをすす

めます。 

駅前広場やアクセス道路＊の整備をはじめ、周辺の道路ネットワーク整備に着手し、交通

利便性の向上や駅周辺の安全な歩行者空間や買い物空間を確保し、まちの活力を高めて

いきます。 

 

③ 個店・商店街の新生 【Ⅰ１ウ①から再掲】 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

区内の商店街を広域中心拠点＊（中野駅周辺）、交流拠点＊（中野坂上駅周辺など）、そ

の他の生活拠点＊の３つに分類し、それぞれの立地特性や今後の人口構成の変化などを

踏まえ活性化を支援していきます。また、区全体の商業活性化を推進するしくみを強化する

ために必要な支援を行います。 

商店主への経営力強化、後継者難に悩む事業者等と創業希望者とのマッチング、集客

力のある新たな業種への転換支援などを通じて空き店舗化を未然に防止していくとともに、

現に空き店舗となっているところについては個性や魅力ある商業事業者等を誘致するなど、

商業集積地の集客力向上や消費等の活性化を促します。 

少子高齢化の進展や消費者ニーズの多様化、コミュニティの場としての商店街の役割な

どを踏まえ、今後の区内の商店街の構成、区民のニーズにあった商品やサービスのあり方

などを検討し、将来にわたり持続可能な商店街づくりをすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○東中野地域まちづく

り計画の策定 

○東中野地域まちづく

り整備計画の策定 

○東中野地域まちづく

りの推進 

 

○東中野駅西口の線

路上空連絡通路整備

着工 

 ○東中野駅西口連絡

通路及び駅前広場整

備完成 

 推進 
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ク 利用しやすい交通環境の推進 

 

 

（１）目標とする姿 

誰もが利用しやすく利便性の高い公共交通網をめざし、公共交通の結節点となる駅や駅

前広場の整備とともに、駅周辺のユニバーサルデザイン＊の導入やバリアフリー＊化の推進

が図られています。また、道路交通の円滑化や安全性の向上とともに、南北地域の分断の

解消を図るため、西武新宿線と道路の連続立体交差化＊へ向けた取り組みがすすめられて

います。 

幹線道路では、円滑な自動車交通と快適な歩行者空間が確保されるとともに、沿道の緑

化や電線類の地中化が推進され、周辺と調和した交通環境の整備がすすめられています。 

一方、高齢者から乳幼児連れの親子などの移動制約者が自由に移動できる、環境にや

さしく、利便性の高い新しい交通システムが導入され、区内のさまざまな施設が利用しやす

くなり、人々の交流やコミュニティが活性化しています。 

商店街には、買い物客用の自転車駐車スペースが確保されています。また、自転車利用

者の交通ルールやマナーが守られ、歩行者の安全が確保されています。 

 

（２）成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

都市計画道路＊の

整備率 

都市計画道路の整備の進捗度を

表すため 
３９％ ５１％ ５７％ 

歩 道 の バ リ ア フ

リー＊化率※ 

区内全駅周辺の歩道のバリアフ

リー化の進捗状況を示すため 
２５．４％ ５０％ ７５％ 

※区内全駅から概ね半径５００ｍ以内にある対象歩道延長に対する整備した割合です。 

 

（３）おもな取り組み 

① 地域交通の整備 

（担当：都市整備部 交通・道路管理分野） 

高齢者から乳幼児連れの親子などの移動制約者が自由に移動でき、人々の交流やコ

ミュニティの活性化につながる、環境にやさしく、利便性の高い新しい交通システムを誘導し

ます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 自転車利用環境の整備 

（担当：都市整備部 交通・道路管理分野） 

歩行者と自転車利用者が共存できる、利用しやすい交通環境を整えていくため、商店街

に、買い物客などの駐車スペースの確保について呼びかけを行います。あわせて、民間事

業者が行う自転車駐車対策関連事業の支援など、民間活力を活用した方法も含めて、自

転車駐車場の整備をすすめます。 

また、中野駅周辺地区整備や西武新宿線沿線まちづくりにあわせ、規模や配置などを検

証しつつ、適切に自転車駐車場の再整備をすすめていきます。 

さらに、適正な自転車利用を促すため、家庭や学校における交通安全教育を推進すると

ともに、自転車利用者へ近距離利用の自粛を呼びかけるなど、ルール・マナーの普及啓発

を推進します。 

 
③ 都市計画道路＊の整備 

（担当：都市整備部 都市計画分野、まちづくり推進室 拠点まちづくり分野、地域まちづくり分野） 

都市の骨格的な道路網を構成する都市計画道路については、交通環境の改善と防災

機能を高めるため、東京都と連携・協力しながら、その整備促進を図ります。 
もみじ山通りについては、中野駅周辺や西武新宿線沿線のまちづくりの進展にあわ

せて、その拡幅整備をすすめます。また、本郷通りについても整備に向けた取り組み

をすすめます。 
 

④ 西武新宿線の連続立体交差化＊にあわせた沿線のまちづくり 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

西武新宿線による南北交通の分断解消を図り、沿線周辺の住みよい住環境を築くた

め、地域の人々と合意形成を図りながら、連続立体交差事業にあわせて沿線まちづく

りをすすめます。 
駅前広場やアクセス道路＊の整備をはじめ、周辺の道路ネットワーク整備に着手し、

交通利便性の向上や駅周辺の安全な歩行者空間や買い物空間を確保し、まちの活力を

高めていきます。 
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⑤ 駅周辺道路などのバリアフリー＊整備 【Ⅰ３オ②から再掲】 

（担当：都市整備部 都市計画分野、公園・道路整備分野、まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

公共交通機関を、誰もが利用しやすいように道路や駅舎などの環境を整えていきます。

区がまとめた「交通バリアフリー整備構想＊」に基づき、区内５つの重点整備地区（新中野、

東中野・落合、鷺宮、野方、中野）を中心に、順次、駅までの道路とあわせ地区内の道路や

公共施設の段差解消などバリアフリー整備を行うほか、鉄道事業者や東京都などの協力を

得ながら駅舎等のバリアフリー化をすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

 ○新しい交通システム

の社会実験・検証 

  

○新中野駅地区に自

転車駐車場を開設 

○東中野駅前広場に

自転車駐車場を開設 

 ○西武新宿線沿線の

自転車駐車場再整備

計画の策定 

○中野駅周辺地区整

備にあわせた仮設自

転車駐車場整備・開設 

  ○中野駅周辺地区整

備にあわせた自転車

駐車場再整備・開設 

 ○もみじ山通り（大久

保通り～早稲田通り

間）拡幅準備 

○もみじ山通り（大久

保通り～早稲田通り

間）拡幅 

 

 ○もみじ山通り（早稲

田通り付近～四村橋

付近）整備準備 

 ○もみじ山通り（早稲

田通り付近～四村橋

付近）整備 

  ○本郷通り拡幅準備 ○本郷通り拡幅 

○新井薬師前駅、沼

袋駅の駅前広場等基

盤施設の調査・測量等 

   ○駅前広場等の事業

着手 

○ 連 続 立 体 交 差 事

業＊の推進（都施行） 

   

○落合駅付近地下横

断通路整備 

○落合駅付近地下横

断通路利用開始 
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ケ 多様で良質な住宅の誘導・確保 

 

 

（１）目標とする姿 

共同住宅の建設に関する規制・指導の強化などにより、ワンルームマンション増加の抑制、

居住水準の向上、バリアフリー＊化などが促進されるとともに、ファミリー向け住宅の供給促

進が図られ、さまざまな世帯が快適に暮らせる良質な住宅ストックが拡大しています。 

区営住宅や都営住宅などの公的住宅による住宅の提供や、高齢者などの入居を受け入

れる民間賃貸住宅が増え、誰もが安心して住み続けられる住宅の供給が推進されていま

す。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

低居住面積水準

未満の住宅の割合 

住宅の質が向上した証となるた

め 
１２．２％  

(平成 15 年)
７％ ５％程度 

高齢者が居住する

住宅のバリアフ

リー＊化率 

住宅の質が向上した証となるた

め 
４４．７％  

(平成 15 年)
６５％ ７５％ 

高齢者円滑入居賃

貸住宅への登録戸

数 

区内に良質な高齢者向け賃貸住

宅が確保されることを示すため 
３０３戸 ７６０戸 ２４００戸 

 

（３）おもな取り組み 

① 高齢者向け住宅等の確保と住み替え支援 

（担当：都市整備部 住宅分野） 

高齢等を理由に賃貸住宅への入居を制限することがないよう条例で定めるとともに、家主

や協力不動産店との連携による居住支援のしくみを充実することにより居住の安定をめざし

ていきます。 

区営住宅や福祉住宅、都営住宅などの公的住宅については、引き続き一定の戸数を確

保し、住宅のセーフティネットとしての役割を果たしていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境等の向上 

（担当：都市整備部 建築分野、住宅分野） 

居住面積水準やファミリー向け住戸の付置割合の引き上げ等によりワンルームマンション

の建設を抑制するとともに、バリアフリー＊化の促進、町会・自治会への加入による地域コミュ

ニティ＊の形成等について、新たな条例の制定等により居住水準や住環境の向上を図りま

す。 

 
③ 大規模団地の建て替え等におけるファミリー向け住宅の誘導 

（担当：都市整備部 住宅分野） 

都営住宅や住宅供給公社住宅等の建て替え、国家公務員宿舎等跡地の活用にあたっ

ては良質なファミリー向け住宅の建設を国や東京都、整備事業者等に要請していきま

す。 
 
④ 分譲マンションの適正管理の推進 

（担当：都市整備部 住宅分野） 

今後、建設後相当の年数を経たマンションの急増が見込まれることから、長期修繕計画

に基づく修繕や将来の円滑な建て替えなどの支援をするため、事業者団体やＮＰ

Ｏ＊等と連携して、マンション管理士の派遣や相談会、セミナーの開催、情報の提

供などをすすめていきます。 
 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○「中野区共同住宅等

建築指導要綱」の条例

化 

○良質な住宅建築の

誘導 

  

○分譲マンションの適

正管理の推進 

   

 

推進 推進 
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領域Ⅰ．持続可能な活力あるまちづくり 

Ⅰ－２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「環境に配慮する区民生活が根づくまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次の

とおりです。 

 

 

Ⅰ－２ 環境に配慮する区民生活が根づくまち 

 

○ 区民の日常生活の中で、温室効果ガス＊の排出量削減をめざしたエネルギー消費の抑

制や、環境保全のための消費行動など、地球環境に配慮した取り組みが進んでいます。 

○ 多様な自然エネルギー＊の利用が進んでいます。 

○ 区民や事業者、区が連携し、ごみの発生抑制の具体的な取り組みが広がっています。 

○ 区民や事業者、区がそれぞれの役割を果たすことによって、資源の再利用の取り組みが

進んでいます。 

○ 庭木の育成やベランダ・屋上緑化など、身近なところでみどりを増やす取り組みが進んで

おり、まちのみどりが、人々の心にやすらぎを与えています。 
 

２．現状と課題 

石油や石炭の消費増大とともに二酸化炭素など温室効果ガス＊が大量に大気中に排出さ

れ、地球温暖化が大きな問題となっています。地球温暖化を防止するためには、区内の二酸

化炭素排出量の約４５％も占める家庭部門における取り組みを促進していくことが重要です。

区有施設などに、自然エネルギー＊を活用した設備を設置するとともに、民間での取り組みを

広めていく必要があります。 

ごみの分別区分の変更により、プラスチック製容器などの資源化や、その他のプラスチックと

皮・ゴム製品などの焼却処分によって、ごみの資源化と埋め立てごみの減量は着実にすすめ

られています。また、びん・缶とともにペットボトルの拠点回収を開始したことや、古紙等の集団

回収の区内全域実施により、一層の資源化が図られました。 

ごみゼロ社会の実現に向けて、引き続き、ごみの発生を抑制し、資源化可能物を有効に活

用することが求められています。 

住宅の庭木・生け垣など民有地内のみどりは、中野区のみどりの大きなウェイトを占めてい

ますが、土地の分割や利用転換などにより、長年かけて育ってきたみどりが失われています。 

 

１ 

２ 
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家庭、事業所や地域で、今あるみどりを守り育て、増やす取り組みを一層推進するとともに、

新たな公園の整備や街路樹整備、公共施設の緑化をすすめ、やすらぎとうるおいのあるま

ちにしていく必要があります。 

 

３．施策の方向 

環境に 

配慮する 

区民生活が 

根づくまち 

ア CO2 削減に取り組むまちづくり 

イ ごみの発生抑制と資源化の推進 

ウ 身近なみどりの拡充 

３ 
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ア ＣＯ２削減に取り組むまちづくり 

 

 

（１）目標とする姿 

区民や事業者、区、あるいは、エネルギーの需要者と供給者が、地球的視野に立って環

境を考え、省エネルギー機器の導入や自然エネルギー＊の利用など、環境に配慮した行動

（省エネ行動）をとっています。また、区民や事業者等が協働してＣＯ２削減に取り組むしくみ

や推進母体が創られ機能していくことで、脱温暖化の取り組みが根づいたまちとなり、ＣＯ２

の排出削減に効果をあげています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

区内のＣＯ２排出量 

省エネルギーや自然エネル

ギー＊の利用の効果を示すた

め 

９２．５万トン
(平成 17 年度)

８５．８万トン
(平成 17 年度

比約7.2%削減) 

７８．６万トン
(平成 17 年度

比約15%削減）

 

（３）おもな取り組み 

① ＣＯ２削減をすすめるしくみの構築 

（担当：区民生活部 環境と暮らし分野ほか） 

環境に配慮した行動（省エネ行動）の動機づけとして、太陽光発電設備の設置や省エネ

行動などのＣＯ２削減量に応じてエコポイントを付与するしくみとして地域エコポイント制度を

つくります。 

このポイント制度を持続的に展開するための原資として、自然エネルギー＊の活用や区道

街路灯の LED 化＊など区立施設の省エネによって節減した電気料金相当額や、区民・事業

者の寄付などを積み立てる（仮称）環境基金を創設します。 

また、なかの里・まち連携＊により交流をすすめる地方都市と協働で、森や川、海の環境

保全など、里と連携した事業を推進していきます。 

さらに、地球温暖化防止に関する条例を制定し、区民・事業所等の取り組みを定めること

によって、ＣＯ２の削減を促進していきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 省エネルギー・自然エネルギー＊利用の推進 

（担当：区民生活部 環境と暮らし分野ほか） 

区は率先して区立施設への省エネ機器の導入や自然エネルギーを活用する設備の設

置をすすめるとともに、地域エコポイント制度を活用するなどして、区民の太陽光・太陽熱利

用機器などの設置への助成や、ＣＯ２削減効果の高い省エネ機器への買い替え、ハイブリッ

ド車＊や電気自動車、省エネ住宅等の普及を図るほか、エコチャレンジ＊などの省エネ行動

を区民・事業者に広めます。 

 

③ 環境リサイクルプラザの機能転換 

（担当：区民生活部 環境と暮らし分野ほか） 

環境リサイクルプラザの機能を見直し、環境関連企業等の民間活力を活用した、太陽光・

熱利用や燃料電池など自然エネルギー＊等に関する設備・技術の展示や実演、省エネに

関する相談・支援等を通じて、より幅広い区民や事業者等によるＣＯ２削減の取り組みを実

際に推しすすめる拠点としての機能へ転換します。 

 

④ 環境マネジメントシステム＊の推進 

（担当：管理会計室 評価改善分野ほか） 

区役所本庁舎について、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１＊の取り組みを一層推進

するとともに、本庁舎以外の区施設においても、環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１に準

拠した取り組みを導入していきます。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○自然エネルギー＊の

活用のための基金な

どのしくみづくり 

○自然エネルギーの

活用のための基金な

どの運用 

  

○自然エネルギーの

活用 

   

○地域エコポイント制

度の導入 

○支えあいポイント制

度、商店街ポイント制

度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

○環境体験事業の実

施 

   

○街路灯のＬＥＤ化＊

整備 

   

○区立小・中学校等へ

の太陽光発電機器等

の設置 

   

 

推進 
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イ ごみの発生抑制と資源化の推進 

 

 

（１）目標とする姿 

区民、事業者と区が連携し、ごみの発生抑制や資源の再利用・再生利用の取り組みが広

がり、「ごみ半減」が実現しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

区民１人１日あたり

のごみ排出量 

区民のごみ発生抑制努力の成

果を示すため 
６０１ｇ ４２６ｇ ３７１g 

資源化率※ 

ごみへの資源可能物の混入状

況と資源化を測ることができ、

循環型社会の達成度を示すた

め 

２６．８％ ３８．２％ ４４．８％ 

※資源化率＝資源回収量/(ごみ量+資源回収量) 。数値が高いほど資源の有効利用がすすんでいます。 

 

（３）おもな取り組み 

① ごみを出さない生活スタイルの推進 

（担当：区民生活部 ごみ減量分野） 

資源とごみの分け方・出し方などの分別排出の徹底とともに、ごみを出さない生活スタイ

ルが区民一人ひとりの暮らしに浸透し、定着することをめざした取り組みをすすめます。 

ごみの発生抑制（Ｒeduce）、製品の再利用（Ｒeuse）、資源の再生利用（Ｒecycle）の３Ｒを

より一層推進するため、効果的な情報提供や、子どものときからごみの減量意識を育てるた

め、学校などでの環境学習支援の充実を図ります。 

さらに、ごみ減量の啓発活動の実効性を高めるため、区民団体との連携・協力によるＰＲ

事業など、さまざまな施策を展開します。 

 

② 家庭ごみ減量化の促進と資源の有効活用 

（担当：区民生活部 ごみ減量分野） 

家庭から排出される生ごみの量と重さを減らすため、エコクッキングなどの普及や、水切り

の奨励を積極的にすすめます。燃やすごみの約半分を占める生ごみの資源化をすすめ、 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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ごみ減量を推進します。 

住宅の約７割を占める共同住宅のごみと資源の分別を徹底します。一定規模以上の共

同住宅には、廃棄物の保管場所等の設置を定めている現行基準を見直し、設置の対象を

拡大します。 

新たな資源の回収や、関連施設の整備のほか、集団回収の対象品目の拡大の働きかけ

などにより、有用物の資源化を拡充します。 

ごみ減量への動機づけや費用負担の公平化を図るため、さまざまな環境を整えた上で、

家庭ごみの有料化制度を導入します。 

 

③ 事業系のごみ減量・資源化の促進と収集経費の削減 

（担当：区民生活部 ごみ減量分野） 

区内事業者の９割以上を占める小規模事業所を対象に、ごみ減量ガイドブックなどを活

用して、廃棄物処理業者への委託方法や、ごみの排出抑制と資源化促進のための指導・

啓発を行います。 

事業者みずからの責任で適正に処理する原則を踏まえ、小規模排出事業者が共同で排

出できるしくみの確立や、有用物の資源化ルートの整備など、新たな処理形態への移行を

支援します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ホームページなどを

活用した３Ｒ促進のた

めの区民参加型広報

の試行 

○ホームページなどを

活用した３Ｒ促進のた

めの区民参加型広報

の実施 

○より効果的な啓発広

報の検討・実施 

 

○共同住宅の集積所

等の設置基準の見直

し 

○住宅管理者と連携し

た適正排出・減量化指

導の充実 

  

○水切りによる生ごみ

の減量化の実施 

○生ごみの再資源化

事業のモデル実施 

   

 ○新たな資源回収事

業の実施 

  

○家庭ごみの有料化

に向けた事業計画の

策定・環境整備 

○家庭ごみの有料化 ○ごみ減量効果等の

検証と回収方法の改

善 

 

○排出事業者への委

託処理や資源化に関

する情報提供 

○小規模排出事業者

が共同して排出できる

自主ルートを確保 

○排出事業者への指

導啓発の継続 

 

推進 
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ウ 身近なみどりの拡充 

 

 

（１）目標とする姿 

屋上緑化や生け垣設置をはじめ、区民の生活の身近なところでみどりを増やす取り

組みがすすめられています。身近なみどりが、人々にやすらぎとうるおいを与えてい

ます。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

緑化計画制度によ

り認定した緑化計

画面積の累計 

緑化面積が増えることは区内

のみどりを増やすことにつなが

るため 
３９，６９７㎡ ９４，０００㎡ １４１，０００㎡

 

（３）おもな取り組み 

① 地域緑化の推進 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

緑化の普及・啓発に努め、緑化困難な場所を含めた身近なところでみどりを増やす取り

組みをすすめます。保護樹木・樹林などを指定して維持管理を支援します。花と緑のコン

クールを実施し緑化の普及啓発を行うとともに、みどりに関して社会貢献が顕著な企業や団

体を支援します。 

開発事業や建物の共同化、建て替え時には、オープンスペース＊を創出し、緑化を促進

するためのしくみづくりを行います。 

 

② 公共施設の緑化推進  

（担当：経営室 財産管理分野、教育委員会事務局 教育経営分野） 

区民がうるおいを感じ、環境にやさしい生活を享受できるよう、校庭の芝生化、屋上緑化、

みどりのカーテン＊など学校や公共施設の緑化をすすめます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 建築時などの緑化推進 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

条例による建築確認時の緑化の効果的な指導をすすめ、地上部や屋上のみどりの確保

に努めます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○企業・団体等のみど

りに関する社会貢献活

動支援制度の創設 

○企業・団体等のみど

りに関する社会貢献活

動支援制度の開始・展

開 

  

○校庭の芝生化・屋上

緑化の推進 

   

○公共施設のみどり

のカーテン＊推進 

   

○建築時の緑化指導

の推進（接道部の緑化

指導含む） 

   

 

推進 推進 
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領域Ⅰ．持続可能な活力あるまちづくり 

Ⅰ－３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「安全で快適な都市基盤を着実に築くまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、

次のとおりです。 

 

 

Ⅰ－３ 安全で快適な都市基盤を着実に築くまち 

 

○ 地区の特徴を生かしつつ、道路整備や建物の共同化、不燃化などが着実に進められて

います。 

○ 区内各所で建築物の耐震性の向上や防災体制の整備、備蓄物資の確保などが進み、ま

ちの防災機能が高まっています。 

○ 狭あい道路＊が減少し、道路の安全性と快適性が高まっているとともに、消防活動の困

難な区域が少なくなっています。 

○ みどりの拠点となる公園の計画的な整備や、今ある緑地の保全など、自然と調和し環境

への負荷を低減する都市基盤の整備が進んでいます。 

○ 区内各所では、だれもが気持ちよく利用できる駅や道路、建物などの都市環境づくりが

進んでいます。 
 

２．現状と課題 

区内の大半は低層の木造住宅が密集しており、不燃化率が低い上に、狭い道路も多く、災

害時の危険性が高い状況にあります。平成１９年度（２００７年度）に耐震改修促進計画＊を策

定し、平成２７年度（２０１５年度）までに住宅等の耐震化率を９０％とすることを目標に耐震化を

促進する取り組みをすすめていますが、予測できない震災に備えて、さらなる促進が必要で

す。 

また、まちの骨格となる都市計画道路＊の整備率も約３９％（平成２１年（２００９年）４月現在）

にとどまり、区内の道路全体の平均幅員も狭いのが現状です。区内の過半を占める狭あい道

路＊は、沿道の建物を建て替えるときに後退を促す方法を中心に拡幅をすすめていますが、

道路の部分的な拡幅はできても、路線全体の拡幅を実現するまで多くの時間を要するため、

新たな整備促進手法が必要となっています。 

道路などの整備、建物の共同化・不燃化、空地の確保や景観の向上、バリアフリー＊化など、

地域の特性にあったまちづくりを、区民・地権者・事業者・行政の協働によりすすめていく必要

があります。 

１ 

２ 
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震災時の被害を防止し、軽減するためには、災害情報の収集・伝達体制の拡充、災害情報

の共有化、災害時の避難生活等の支援体制の充実を図るとともに、震災被害からの速やかな

復旧、まちの復興につなげるしくみづくりが必要です。 

区面積に占める公園面積の割合は２．５１％（平成２０年（２００８年）４月１日現在）と低い数

値になっています（２３区中２２位）。そのため、防災性の向上、みどりの拠点の確保、市街地環

境に資する公園を新たに整備していく必要があります。また、公園に求められる新しいニーズ

に応えて、緑地や河川、民有地のみどりとあわせてネットワークとして機能させ、やすらぎの空

間を創出する必要があります。 

 

３．施策の方向 

安全で快適な都市

基盤を着実に 

築くまち 

ア 安心して住み続けられるまちづくり 

イ 建築物の耐震化の促進 

ウ 道路・橋梁の安全性・快適性の向上 

エ みどりのネットワーク＊の構築 

オ だれもが利用しやすいユニバーサルデザイン＊のまちづくり 

 

３ 
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ア 安心して住み続けられるまちづくり 

 

 

（１）目標とする姿 

良好な住環境が確保され、誰もが安心して住み続けられるまちづくりがすすんでいます。

特に災害危険度の高い木造住宅密集地域において、建物の耐震化・不燃化・共同建て替

えの促進や狭あい道路＊の拡幅整備や河川改修等の促進による総合的な治水対策の取り

組みにより、災害に強いまちづくりが推進されています。 

また、個別の建て替えが困難な地区では、容積等の緩和など促進策を導入した建物の

共同建て替えや街区再編のまちづくりをすすめながら地区の改善がすすんでいます。 

１０年間では、区内各所で住宅の耐震化・耐火化への建て替えが増えているとともに、広

域避難場所＊に指定されている区域に防災公園＊の整備が進み、平和の森公園周辺地区

や南台地区など、広域避難場所の周辺地域の道路が整備されています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20 年度

実績 

平成26 年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

不燃化率※ 
火災に強いまちが実現していくこ

とを示すため 
４８．８％ 

(平成18年度)
５０％ ５２％ 

不
燃
領
域
率
※
※

南台四丁目

地区 

広域避難場所＊周辺の災害時の

延焼を遅らせる効果を示すため 

４２．６％ ４８％ ５３％ 

南 台 一 ・ ニ

丁目地区 
５４．９％ ６７％ ７７％ 

平和の森公

園周辺地区 
６６．０％ ７３％ ７８％ 

地
区
施
設
道
路
の

整
備
率 

南台四丁目

地区 
地区計画＊区域内の道路整備が

すすむことで、避難路の確保が

図られるため 

１４．９％ ２５％ ３０％ 

南 台 一 ・ ニ

丁目地区 
４０．３％ ５６％ ６０％ 

平和の森公

園周辺地区 
３０．６％ ４０％ ５０％ 

※区内の建築面積に対する、耐火造と準耐火造建築物の建築面積の割合です。 
※※地区内建築物の耐火性の向上と空地の増加についての比率です。なお、不燃領域率が７０％に達すると市
街地がほとんど焼失しない水準となります。（「東京都防災都市づくり推進計画」より） 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

施策の方向 
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（３）おもな取り組み 

① 木造住宅密集市街地の改善 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

個別の建て替えが困難な木造住宅密集市街地において、建物の共同建て替え、街区・

地区を単位として敷地・道路の区画形状を再編する街区再編のまちづくりを推進し、密集状

態の解消、生活道路＊の拡幅整備、オープンスペース＊の確保などをすすめ、良好な市街

地への改善を図ります。 

 

② 地区計画＊による防災まちづくり 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

広域避難場所＊の周辺は建物の不燃化などをすすめるとともに、避難路を確保していきま

す。このうち、南台一・二丁目地区及び南台四丁目地区では、災害時の安全性や防災機能

の確保等を図るため、地区計画に基づき道路の整備やより良い住環境の確保などをすすめ

ます。 

広域避難場所である東京大学附属中等教育学校一帯では、不燃化促進事業＊の推進に

より、避難場所周辺の不燃化率を高め安全性の向上を図ります。また、同避難場所内に（仮

称）南部防災公園の整備をすすめます。 

平和の森公園周辺地区では、地区計画に基づき、道路の整備や住環境の確保などをす

すめます。特に、防災公園＊としての機能を確保するため、災害時の避難路として活用でき

る新設道路の整備を重点的に行います。 

狭あい道路＊が多くかつ老朽木造住宅が密集するなど、災害危険度が高い地域では、災

害時の避難路となる６ｍ道路の拡幅整備や沿道の耐震化・不燃化をはじめ、街区ごとに建

て替えができるまちづくりの誘導手法が導入できるよう、地域での合意をとりながら、地区計

画の策定などまちづくりのルール化を図ります。 

（３）おもな取り組み 
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③ 本町地域のまちづくり 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

老朽木造住宅が密集している本町地区では、大規模用地を活用して避難路の整備など

都市基盤整備に資するとともに、みどりとオープンスペース＊の創出など地域の防災機能と

住環境の向上を図ります。 

また、新宿副都心に隣接する本町一丁目地区や山手通りや青梅街道沿い地区では、東

京メトロ丸ノ内線と都営大江戸線の結節点に位置する中野坂上駅の立地条件を活かして、

業務・商業施設、対事業所サービス施設、交流施設、都市型住宅＊などの機能を誘導しま

す。 

 

④ 学校跡地等を活用した面的整備 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

区立小中学校の学校再編で生じる学校跡地等については、区民サービス施設として活

用するほか、立地特性や周辺との調和にも配慮しながら、跡地を起点とした周辺地域一帯

のまちづくりのあり方について検討を行います。 

 

⑤ 国家公務員宿舎等跡地を活用したまちづくり 

（担当：まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

国家公務員宿舎や施設の廃止・移転に伴う跡地については、まちの活性化やまちの機

能を高める利活用、防災機能の向上、公共公益施設の機能改善など、立地特性や周辺と

の調和にも配慮しながら、跡地を起点とした周辺地域一帯のまちづくりのあり方について検

討を行います。 

 

⑥ 総合的な治水対策の推進 

（担当：経営室 防災分野、都市整備部 交通・道路管理分野、公園・道路整備分野） 

台風や局所的な集中豪雨による水害被害を軽減するため、神田川流域（神田川、善福

寺川、妙正寺川、江古田川）の１時間あたり５０ｍｍ規模の降雨に対応した河川改修の促進

や調節池の設置、浸水対策として下水道施設に係る貯留施設などの早期整備を東京都と

協力してすすめていきます。 

なお、現在建て替えがすすめられている都営鷺の宮アパートにおいて、今後整備が予定

されている調節池は、東京都との協働により、上部を人工地盤＊とし、運動広場や広域避難

場所＊としての機能を確保します。 
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実現へのステップ 
ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○東大附属中等教育

学校一帯の不燃化促

進事業＊の実施 

  ○東大附属中等教育

学校一帯の不燃化促

進事業の完了 

○（仮称）南部防災公

園の計画・設計 

 ○（仮称）南部防災公

園の整備 

 

○南台四丁目地区、

南台一・二丁目地区、

平和の森公園周辺地

区の道路整備・耐震化

等の推進 

   

○本町二・三丁目防災

まちづくり検討 

○本町二・三丁目地区

の地区計画＊等の策

定 

○本町二・三丁目地区

のまちづくりの推進 

 

  ○（仮称）本町二丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町二丁目

公園の整備・開設 

○本町一丁目まちづく

りの検討 

 ○本町一丁目地区の

地区計画等の策定 

○本町一丁目地区の

まちづくりの推進 

○中野坂上駅周辺ま

ちづくりの検討 

 ○中野坂上駅周辺地

区の地区計画等の策

定 

○中野坂上周辺地区

のまちづくりの推進 

 ○（仮称）本町五丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町五丁目

公園の整備・開設 

 

○（仮称）鷺の宮調節

池の整備、人工地盤＊

の設計 

○（仮称）鷺の宮調節

池 及 び 人 工 地 盤 整

備、上部広場の設計 

○（仮称）鷺の宮調節

池上部広場の整備 
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イ 建築物の耐震化の促進 

 

 

（１）目標とする姿 

耐震性の不十分な住宅の耐震改修や建て替えが促進されることにより、震災から区民の

生命と財産が守られるとともに、防災上重要な道路の沿道建築物の耐震化を重点的に促進

することにより、大地震時のまちの安全性が高まり安心して暮らせるまちが実現しています。 

また、区有施設の耐震化が進み、大震災時においても安全な避難場所が確保されてい

ます。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

耐震化された住戸

数の割合 

耐震化された住戸数の割合が

増えることは、安全なまちづくり

の実現の程度を表すため 

８０％ ９０％ 

すべての住

宅の安全性

確保 

 

（３）おもな取り組み 

① 住宅等の耐震化促進 

（担当：都市整備部 建築分野） 

戸建住宅については、耐震診断の普及に一層取り組むとともに、建築技術者団体と区職

員で構成する耐震改修促進協議会や区登録の耐震診断士及び耐震改修施工者などを活

用し、地域での住宅の耐震化促進の取り組みへの支援強化、家具転倒防止器具の取り付

け助成、耐震相談体制の充実などをすすめます。 

また、防災上重要な道路の沿道においては、大地震時の建築物倒壊による道路機能の

麻痺を防止するため、沿道建築物の耐震診断の普及や耐震改修費用の助成、改築の支援

などにより、建築物の耐震化を重点的に促進します。 

 

② 区有施設の耐震対策の推進 

（担当：経営室 財産管理分野） 

区立小中学校など、多くの区民が利用し、大震災時には避難場所等として活用することと

なる区の施設について、計画的に耐震性を高めていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○住宅等の耐震化支

援 

  ○耐震化支援、耐震

対策装置の普及など

により、大地震時のす

べての住宅の安全性

確保 

○緊急輸送道路＊沿

道建築物の耐震化促

進 

   ○緊急輸送道路沿道

建築物の耐震化率９

０％ 

○耐震性能ランク＊Ｂ

の区有施設の耐震改

修 

   

 

推進 推進 
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ウ 道路・橋梁の安全性・快適性の向上 

 

 

（１）目標とする姿 

人々が快適で安全に行き交う交通環境が確保されています。道路の舗装改良や狭あい

道路＊の解消が進み、老朽化した橋の再生整備も実現しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

狭あい道路＊（私道

含む）のうち、区が

拡幅整備した率 

狭あい道路が減少しているかどう

かの状況を示すため 
２２％ ２８％ ３５％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 狭あい道路＊の拡幅整備 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野、建築分野、まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

幅４ｍ未満の道路を、建築物の建て替えなどにあわせて拡幅整備し、安全な道路空間を

確保していきます。また、これまでに拡幅整備ができていない箇所への取り組みを強化し、

狭あい道路の積極的な解消を図ります。 

整備の完了した箇所について道路上に物を置くなど、道路の用に供することを阻害して

いる狭あい道路の解消のしくみをつくり、促進します。 

地区計画＊区域や防災都市づくり推進計画＊に基づく整備地域及び重点整備地域の狭

あい道路については、さらに拡幅整備がすすむようなしくみを整備します。 

建築物の耐震化促進、危険なブロック塀の改修促進などとの連携や通学路を中心とした

生活道路＊拡幅整備を推進します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 道路・橋梁の整備 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

計画的に基金を積み立て、これを財源に道路や橋梁を整備して、安全な交通環境を確

保していきます。 

また、道路管理システムの導入や橋梁の長寿命化修繕計画の策定により、道路・橋梁の

計画的な改修や維持管理を行っていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○狭あい道路＊の拡幅

整備推進 

 
  

○橋梁の健全度調査・

修繕計画立案・再生整

備推進 

○橋梁の再生整備推

進 

  

○道路管理システム

の導入・活用 

○道路管理システム

の更新・活用 
  

 

推進 推進 
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エ みどりのネットワーク＊の構築 

 

 

（１）目標とする姿 

これまで公園の少なかった区の中央部や南部地域にもみどりの拠点となる大規模公園が

整備されています。また、これらの拠点を核として、幹線道路の街路樹や河川沿いのみどり、

民有地のみどりなどが結ばれ、四季を感じ、みどりとふれあいながら移動できる空間が増え

ています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

みどり率※ 
安全で快適な、都市のゆとり空

間が確保されているかどうかを

示す数値であるため 

１７.５％ 
(平成19年度)

１８.１％ １８.５％ 

※「緑被面積（樹木や草などみどりで覆われた部分の面積）」に「河川等の水面の面積」と「公園内にある樹林等の

みどりで覆われていない面積」を加えた面積が、区面積に占める割合です。 

 

（３）おもな取り組み 

① 新たな公園の整備 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

（仮称）中央部防災公園、（仮称）南部防災公園など、災害時には防災拠点ともなる大規

模公園を整備するとともに、本町二丁目及び五丁目の大規模用地を活用した公園の整備

に向けて取り組みます。あわせて、大小の既存公園も計画的に再整備をすすめ、魅力的で

特色のある公園をつくっていきます。 

 

② みどりのネットワーク＊の構築 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

平和の森公園や哲学堂公園のほか、これまで公園の少なかった区の中央部や南部地域

にもみどりの拠点となる大規模公園を整備していきます。また、これらの拠点を核として、四

季を感じ、みどりとふれあいながら移動できる空間を増やすために、沿道や河川沿いの緑

化・公共施設の緑化をすすめるとともに、民有地のみどりを増やす取り組みを支援します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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新たな開発が予定されている警察大学校等跡地地区やその周辺について、防災公園＊

の整備や民間のみどりの誘導により、みどりとふれあえる空間を増やしていきます。 

 

③ 豊かな公園利用の促進 

（担当：都市整備部 公園・道路整備分野） 

さまざまな区民のニーズに応えながら愛される公園づくりをすすめていくため、健康づくり

のための公園や既存公園の再整備により特色ある公園づくりをすすめ、新たな利用を広げ

ていきます。 

老朽化している大規模公園の運動施設なども改修し、利用者のニーズに応えていきます。

安全で快適に利用できる公園をめざして、巡回パトロールを行い、適正利用の指導を強化

します。また、公園への犬の同行入園について、飼養者と区民とが協調して利用できるしく

みづくりなどの課題に取り組みます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○（仮称）中央部防災

公園の整備・開設 

   

○（仮称）南部防災公

園の計画・設計 

 ○（仮称）南部防災公

園の整備 

 

  ○（仮称）本町二丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町二丁目

公園の整備・開設 

 ○（仮称）本町五丁目

公園の基本計画 

○（仮称）本町五丁目

公園の整備・開設 

 

○哲学堂公園保全管

理計画の策定 

○哲学堂公園の保全・

改修 

 ○哲学堂公園運動施

設の改修 

 ○妙正寺川公園（運動

広場）の基本設計 

○妙正寺川公園（運動

広場）の改修 

 

  ○上高田運動施設の

改修 

 

 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 86

Ⅰ－３                                  安全で快適な都市基盤を着実に築くまち 

 

 

オ だれもが利用しやすいユニバーサルデザイン＊のまちづくり 

 

 

（１）目標とする姿 

誰にとっても利用しやすい都市環境のまちが実現しています。交通環境が改良されてお

り、大規模開発にあわせたユニバーサルデザイン＊も実現しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成20年度

実績 

平成26年度 

目標値 

平成31年度

目標値 

歩道のバリアフリー＊

化率※ 

区内全駅周辺の歩道のバリア

フリー化の進捗状況を示すた

め 

２５．４％ ５０％ ７５％ 

※区内全駅から概ね半径５００ｍ以内にある対象歩道延長に対する整備した割合です。 

 

（３）おもな取り組み 

① ユニバーサルデザイン＊のまちづくり推進 【Ⅲ１エ②から再掲】 

（担当：保健福祉部 経営分野、まちづくり推進室 拠点まちづくり分野） 

区内のユニバーサルデザイン化推進のための方針を作成します。また、警察大学校等跡

地整備において、ユニバーサルデザインに基づく施設整備や誰もがわかりやすいサイン計

画を取り入れた施設整備を行います。 

 

② 駅周辺道路などのバリアフリー＊整備  

（担当：都市整備部 都市計画分野、公園・道路整備分野、まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

公共交通機関を、誰もが利用しやすいように道路や駅舎などの環境を整えていきます。

区がまとめた「交通バリアフリー整備構想＊」に基づき、区内５つの重点整備地区（新中野、

東中野・落合、鷺宮、野方、中野）を中心に、順次、駅までの道路とあわせ地区内の道路や

公共施設の段差解消などバリアフリー整備を行うほか、鉄道事業者や東京都などの協力を

得ながら駅舎等のバリアフリー化をすすめます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 区有施設のユニバーサルデザイン＊の推進 

（担当：経営室 財産管理分野） 

誰もが安全で快適に利用できるよう、区有施設の大規模改修や改築、新築にあわせて、

ユニバーサルデザイン化をすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○区内のユニバーサ

ルデザイン＊化の推進

   

○警察大学校等跡地

におけるユニバーサル

デザインに基づく施設

整備 

   

○駅周辺での歩道の

段差解消などの整備 

   

○落合駅付近地下横

断通路整備 

○落合駅付近地下横

断通路利用開始 

  

○大規模改修、改築、

新築にあわせて実施 

   

○公園の再生・改修整

備にあわせたバリアフ

リー＊化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小中学校のバリアフ

リー化 

   

 

推進 推進 
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領域Ⅱ．自立してともに成長する人づくり 

Ⅱ－１ 子育て支援活動など､地域活動が広がるまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「子育て支援活動など､地域活動が広がるまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、

次のとおりです。 

 

 

Ⅱ－１ 子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

 

○ 地域では、幅広い育成活動が実践され、家庭や学校などと連携して子育てにかかわって

いる人が増えています。 

○ 子どもが、地域の中で遊びや学習、世代間交流などを通じてさまざまな体験をする場が

用意されています。 

○ 保護や特別な支援が必要な子どものために、状況に応じた適切な支援が提供されてい

ます。 

○ 子育て・子育ちのための相談機能や子育て支援のサービスが拡充されるとともに、より

身近なところでサービスが提供され、安心して子育てができています。 

○ 地域で、子育て講座や親になるための準備教育が進められ、親が自信や喜びを持って

子育てに取り組んでいます。 

○ 保育園や幼稚園など、乳幼児のための施設は、相互の連携が図られ、どの子どもにも同

じように質の高いサービスが多様に提供されています。 

○ 保育を必要とする子どものために、柔軟に利用できる良質なサービスが整えられていま

す。 
 

２．現状と課題 

地域への帰属意識が失われつつある中で、人間関係が希薄化し、地域の子どもたちへの

関心が薄らいできています。子ども会などの育成団体も後継者が育ちにくいなど、地域によっ

ては子育て活動が停滞する一方、子どもたちの現況にあわせた新しい活動も生まれています。

子どもの健全育成を支えるさまざまな自主活動が、地域で活発に展開されていくことが求めら

れます。あわせて、子どもたちが多様に活動できる特色のある施設づくりや事業展開が必要で

す。 

核家族化や近隣関係の希薄化により、子どもを産み、育てる人にとっては、妊娠期の不安を

解消してくれたり、身近にいて子育ての知識を教えてくれる人や相談相手、子育てに困ったと

きに手助けしてくれる人などが少ないのが実態です。また、家事・育児への男性の参加はすす

まず、多くの場合、育児が母親一人に委ねられています。その結果、子育てが孤独な営みとな 

１ 

２ 
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って、不安や悩みを持つ親が増えており、それが高じると、 悪の場合には虐待に至ることが

あります。中野区においては、子どもの虐待ケースが年々増加し、１５０件前後のケースに対応

しており、虐待者の約８割が母親となっています。女性も男性も育児と仕事を両立できる社会

環境を整えるとともに、子育てに関する不安や悩みを受け止め、解消できるよう支援を行う必

要があります。そして、地域の支えあいや身近な場所での相談や対応によって、虐待を未然

に防止するとともに、不幸にして発生した場合には、適切な対応を迅速に行う必要がありま

す。 

発達の遅れや障害のある子ども、特別の支援を要する子どもに対する家族や地域の理解

や知識を深め、支援の力を高めていくことが必要とされています。そのため、さまざまな子ども

の状況を把握し、事業所、区民の活動団体などが行政と連携して、生涯を通じて成長・発達を

支援していくことが重要となっています。また、ひとり親家庭など支援を必要とする子どもと家庭

が自立した生活を営めるよう適切な支援を行っていくことが必要です。 

乳幼児人口は減少傾向にありますが、女性の就業率が高くなるとともに、一方で就労のため

だけでなくさまざまな事由による一時保育＊の需要があるなど、保育に関する需要も年々高まり、

多様化しています。また、平成２１年（２００９年）４月から適用された新たな保育所保育指針で

は、保育園における教育活動がより明確に位置づけられています。区内の各保育園では、こ

れにあわせたさまざまな教育活動に取り組んでいます。一方、私立幼稚園においても従来の

教育活動に加えて、預かり保育＊など保護者のニーズに応じた保育サービスの拡充が図られ

ています。しかし、保育園と幼稚園とでは、依然として制度的な違いからサービスの内容や対

象に違いが見られます。今後は、こうした垣根を超え、保護者の多様なニーズに応じた教育・

保育の提供が必要です。 

３．施策の方向 

 

子育て支援 

活動など､ 

地域活動が 

広がるまち 

 

ア 子どもの育ちを支える地域づくり 

イ 健やかに子どもを育む家庭づくり 

ウ 特別な支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化 

エ さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進 

オ 質の高い幼児教育・保育の実施 

３ 
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ア 子どもの育ちを支える地域づくり 

 

 

（１）目標とする姿 

多くの区民が育成活動や子育て支援の活動に参加し、地域の中に子育て・子育ち支援

のネットワークが広がるとともに、子どもの育ちを社会全体で支えていくという意識が醸成さ

れています。また、家庭と地域と学校とが連携した育成活動により、子どもたちは地域の中

で、安全にのびのびと自由な遊びや活動を行っています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

子育ての自主的な

取り組みや地域の

育成活動などに参

加した大人の人数 

大人の参加者の増加は、子ども

の育ちを地域全体で支えていくと

の意識が高まっていることを示す

ため 

－ １５，０００人 １９，０００人

地域の育成活動に

参加した子どもの

人数 

子どもの参加者の増加は、地域

においての子どもの居場所と活動

が充実していることを示すため 

－ ３１，０００人 ３３，０００人

 

（３）おもな取り組み 

① 地域の子育てコミュニティの拠点づくり 

（担当：子ども家庭部 子育て支援分野） 

地域子ども家庭支援センター＊は、Ｕ１８プラザ＊及びキッズ・プラザ＊を所管し、各種相談

事業や子育てサービスの提供、申請手続きの窓口、乳幼児親子の交流支援など新たな子

育て支援の取り組みを行うとともに、地域内の子ども関連施設と連携して、子どもと家庭の状

況を把握しながら、地域の子育てコミュニティの中核拠点としての機能を果たしていきます。 

さらに、地域で行われているさまざまな子ども育成に関する活動の連携・協力をすすめ、

地域の子ども育成活動の活性化を図ります。また、地域の子ども育成活動を担う人材養成

のために、子育てサポーター＊の養成を行い、地域の養育力を高めていきます。 

なお、地域子ども家庭支援センターは４か所の児童館施設を活用して展開していきます

が、（仮称）すこやか福祉センター＊が整備された段階でその中に移転し、子育てサービス

や母子保健サービスなどの機能を拡充し、妊娠・出産から乳幼児期、学齢期を通じて一貫

した支援の体制を構築し、個別の対応を強化します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 地域の育成活動の充実と支援 

（担当：子ども家庭部 子育て支援分野）  

現在ある児童館は、Ｕ１８プラザ＊９館とすべての小学校に設置するキッズ・プラザ＊に再

編していきます。 

Ｕ１８プラザでは、乳幼児親子の交流促進、中高生が中心の創作・芸術活動やスポーツ

活動、中高生ボランティアの養成や社会参画・社会貢献活動の機会の提供などを行うなど、

乳幼児から中高生までを対象としたさまざまな育成活動の充実を図るとともに、各施設ごと

に特徴のある取り組みを展開します。 

また、子どもと家庭をめぐる地域の課題や家庭・地域・学校の連携に関する課題の解決に

向けて、中学校の通学区域ごとに設置している地区懇談会の活発な活動や連携の推進に

より、子育て・子育ち支援のネットワークづくりをすすめます。 

 

③ 家庭・地域・学校が連携した子ども育成の推進 

（担当：子ども家庭部 子育て支援分野）  

小学生がのびのびと交流し、豊かな体験ができるよう、小学校施設を活用した子どもの遊

び場「キッズ・プラザ＊」をすべての小学校に設置します。家庭や地域、学校との連携を図り

ながら、子どもたちが放課後に安心して過ごすことができる魅力的な遊び場として整備しま

す。あわせて、学童クラブについても、小学校に移設します。 

また、学童クラブの運営については、民間活力を活用するとともに、学童クラブの需要増

に対応するため民設の学童クラブの開設を促し、保育時間の延長等サービスの向上を図っ

ていきます。  

 

④ 子どもの安全対策の強化 【Ⅳ１エ⑥から再掲】 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野ほか） 

子どもたちが安心して通える施設としていくため、施設の安全性をより高める方策を実施

します。 

学校開放事業や子どもの育成などで地域の人が学校を訪れる機会が増え、学校がより地

域に開かれていく中で、地域の人とともに学校の安全性を高めていきます。 

また、安全パトロールなど子どもを守る活動に地域が関わることで、子どもに関する事故

や犯罪を未然に防止していきます。 

近年、携帯電話やインターネットを介した犯罪や事件に子どもたちが巻き込まれるケース

が社会的な問題となっており、今後家庭・地域との連携を図りながら情報モラル教育を推進

していきます。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○子育てサポーター＊

の 育 成 活 動 参 加 支

援、自主活動支援 

   

   ○（仮称）すこやか福

祉センターを拠点とす

る子育てコミュニティの

推進 

○（仮称）すこやか福

祉センター＊内に地域

子ども家庭支援セン

ター＊を移転・整備（仲

町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（中野富

士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（沼袋小

跡、鷺宮圏域） 

○キッズ・プラザ＊事業

の展開 

   

○民間活力による学

童クラブ運営のサービ

ス向上 

   

○地域団体等による

子どもの安全指導・防

犯パトロールの実施 

   

○情報モラル教育の

推進、保護者への啓

発推進 

   

 

推進 
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イ 健やかに子どもを育む家庭づくり 

 

 

（１）目標とする姿 

妊娠中の健康管理が支援され、健やかに妊娠中を過ごすことができ、安心して出産に臨

むことができています。また、子育てに関する必要な情報や支援を受け、保護者が自信と責

任を持って子育てを行っています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

安心して出産に臨

めたと考える母親

の割合 

妊娠中の健康管理が支援され、

出産まで不安なく過ごせているこ

とを示すため 

７４％ ８５％ ９０％ 

大きな戸惑いを感じ

ることなく子育てを

している保護者の

割合 

自信や喜びを持って子育てに取り

組んでいることを示すため 
９１％ ９５％ ９８％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 家庭の養育力の向上 

（担当：子ども家庭部 出産・育児支援分野、子育て支援分野） 

生後４か月児までの乳児訪問事業＊等による全戸訪問の展開などにより、育児に関

する助言や情報を提供するとともに、子育て支援に関するニーズを把握します。この

ニーズに応じ、親が体験し学べるような各種講座を実施していきます。また、（仮称）

すこやか福祉センター＊などにおいて子育て支援に関する情報を集約し、この情報を

もとに、一貫性のある支援を行っていきます。これにより、親が子どもを持つことや

子育てに対する不安・戸惑いを感じることなく、自信や喜びをもって子育てができる

よう、家庭の養育力の向上を図ります。 
Ｕ１８プラザ＊などで、中高生に対する保育体験等の実施や、ボランティアの機会を増や

すことで、次代の親になる人たちにも、子どもを産み育てることの意義や家庭の大切さに対

する理解をすすめていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 子どもの健康増進の支援 

（担当：子ども家庭部 子ども健康分野、出産・育児支援分野） 

健康診査や予防接種等の実施により、子どもの健康の基礎づくりをすすめるとともに、子

どもの事故予防や食育＊、体力向上など健康的な生活習慣の定着に向けた啓発や事業を

実施し、健康増進を図る子どもの生きる力を高め、子育て家庭を支援していきます。 

また、日頃から健康相談ができる子どもかかりつけ医定着推進や、急病のときの医療機関

情報等の提供により、子どもと家庭の適切な健康管理を支援します。 

発達の遅れやその疑いのある子どもの健康増進については、地域子ども家庭支援セン

ター＊の発達相談等と連携し、支援していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○乳児全戸訪問事業

の実施による、妊娠時

から子育て期を通じた

継続的な支援 

○産後支援の充実   

○地域子ども家庭支

援センター＊での親の

育ち支援講座の実施 

 

  

○（仮称）すこやか福

祉センター＊における

親への専門的な支援

の展開 

 

  

○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（仲町小

跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（中野富

士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（沼袋小

跡、鷺宮圏域） 

○子育て世代を中心と

した食育＊運動の推進
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ウ 特別な支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化 

 

 

（１）目標とする姿 

妊婦健診をはじめとする各種健診や相談を通し、また、子ども施設などあらゆる機会や場

を通し、子どもの養育に支援が必要な家庭が把握されています。これらによって虐待などが

潜在化することなく、早期に発見され、適切かつ迅速な対応が行われて、未然防止が図ら

れています。 

また、子どもの発達の遅れや障害が早期に発見され、子ども一人ひとりの特性に応じ、地

域や関係機関との連携のもと、乳幼児期から学校卒業後までを見通した一貫した支援や適

切な教育が行われています。これにより、発達の遅れや障害のある子どもたちは、自立と社

会参加に向かって着実に成長しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

１年間に新たに発

生する虐待の件数 

虐待に対する適切な対応が行わ

れていることを示すため 
４５件 顕著な減少 顕著な減少

発達の遅れや障害

のある子どもが学

校入学後も配慮が

継続され、学校で

の生活に満足して

いる保護者の割合 

発達の遅れや障害のある子ども

の生活が安定していることを示す

ため 

－ ７０％ ８５％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 虐待の未然防止と適切な対応 

 （担当：子ども家庭部 子育て支援分野） 

これまでは、子育てサービスの種類や相談の内容により、区役所１か所でのみ対応してい

るものがありましたが、区内４か所に（仮称）すこやか福祉センター＊を開設し、身近な場所で

これらの手続きや、養育支援や虐待などの深刻な事態を防止するための相談ができるよう

にします。これら５か所の子ども総合相談窓口では、子育てに関するサービスや各種の事業

情報を集約して、虐待などについて迅速かつ適切な対応を行うとともに、相談内容に即した

一時保育＊やショートステイ＊などの利用手続きもあわせて行うことにより、虐待が深刻化する 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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ことを防ぎます。 

子どもの虐待を未然に防止するため、子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じるととも

に、乳幼児健診の未受診家庭等子どもの養育が困難な状況が懸念される家庭を訪問しま

す。また、母子手帳を交付する際のアンケートにより、妊娠の段階から、支援が必要な家庭

を把握し、支援していきます。 

区や、保育園、学校、児童相談所、警察等の関係機関から構成される要保護児童対策

地域協議会で、早期発見・早期対応のためのネットワークを強化していきます。 

 

② 発達の遅れや障害のある子どもへの支援の充実 

（担当：子ども家庭部 子ども健康分野、出産・育児支援分野ほか） 

地域子ども家庭支援センター＊は、発達の遅れや障害のある子どもについて、保育、療育、

保健、教育、福祉等の関係機関のサービスを調整しながら、それぞれの子どもにあった個

別支援計画を作成し、この支援計画に基づいたサービスを関係機関がそれぞれ提供しま

す。 

区役所と区内４か所に開設する（仮称）すこやか福祉センター＊において子育てに関する

サービスや各種の事業情報を集約するとともに、支援経過や生育歴を記録したサポートファ

イルを活用することにより、発達の遅れや障害のある子どもが、地域で成長過程を通じて一

貫した支援を受けられるようにします。 

子どもの発達の遅れや障害の早期発見・早期対応を図るため、関係機関での対応力の

向上や保護者に対する啓発を推進していきます。また、療育センターアポロ園のほかに、新

たな障害児施設を開設します。 

 

③ 発達の遅れや障害のある子どもの教育の推進 【Ⅱ２イ①から再掲】 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

特別支援学級＊を増設するとともに、小中学校全校に特別支援教室＊を整備し、情緒障

害等特別支援学級を拠点に、各校の特別支援教室における巡回指導を行うなど、特別な

教育的支援が必要な子どもに対する教育環境を充実させ、一人ひとりの子どもに応じたき

め細かな教育を行います。  

また、学齢期における教育的支援において、関係機関との連携により、乳幼児期からの

状況を把握し、学校卒業後までを見通した支援計画を策定することで、社会的自立に向け

た一貫した支援ができる体制を整えます。 

発達の遅れや障害のある子もない子も互いに交流できる機会を充実させるなど、特別支

援教育＊の推進を図ります。 
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Ⅱ－１                               子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○虐待防止マニュアル

の改正 

 
  

○虐待の早期発見・対

応力の向上 

   

○（仮称）すこやか福

祉センター＊における

発達支援相談開始 

   

○成長過程を通じて一

貫した発達支援対策

の推進 

   

○療育センターアポロ

園移転 

 ○障害児療育施設と

障害のある中高生の

放課後等の施設の設

置 

 

 

推進 推進 
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Ⅱ－１                               子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

 

 

エ さまざまなサービスで支えられる子育て支援の推進 

 

 

（１）目標とする姿 

子育て家庭は、子どもの状況や家庭の事情に応じた子育て支援サービスを利用して、不

安を抱くことなく子どもを育てています。 

多様で柔軟な保育サービスが用意され、保護者は安心して希望するサービスを利用し、

心にゆとりを持って育児をしています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

必要なときに子ども

を預けることができ

た保護者の割合 

適切な子育てサービスが提供さ

れていることを示すため 
６８．４％ ８０％ １００％ 

保育所の待機児童

数（４月１日現在）

の減少 

待機児童の減少は、保育ニーズ

に対応できていることを示すため
１４４人 ０人 ０人 

 

（３）おもな取り組み 

① 健やかな成長を支援するしくみづくり 

（担当：子ども家庭部 出産・育児支援分野） 

（仮称）すこやか福祉センター＊は、乳幼児健康診査や生後４か月までの乳児訪問事業＊

等による全戸訪問の展開などにより、担当する地域の子どもたちの生まれた時からの成育

状況を把握し、関係機関と連携した適切な相談や支援が行われるしくみをつくり、子どもの

健やかな成長の総合的な支援の強化を図ります。 

 

② 多様な子育てサービスの推進 

（担当：子ども家庭部 子育て支援分野） 

子育て家庭が必要なときに子どもを預けることができ、安心して日常生活を営むことがで

きるよう、子どもショートステイ＊や一時保育＊、病後児保育＊、休日保育＊、年末保育のほか、

ファミリー・サポート事業＊を拡充した病児の預かりなど子育てサービスを引き続き実施しま

す。また、トワイライトステイ＊を実施するほか、必要なときに身近な場所で一時保育が利用

できるようにします。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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Ⅱ－１                               子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 
 

子育ての不安や疲れを軽減するため、育児支援ヘルパー＊の派遣や生後４か月までの

乳児訪問事業＊等を引き続き実施します。 

また、地域の乳幼児親子への相談・支援、交流の場を地域子ども家庭支援センター＊が

中心となって、地域の施設等を活用しながら展開していくとともに、保育園等においても乳

幼児親子を対象とした事業を行い、支援を充実していきます。 

ひとり親家庭に対する養育・就労支援を行い、ひとり親家庭の自立を支援します。また、

建て替え後の母子生活支援施設＊では、子どもショートステイ＊やトワイライトステイ＊、母子

緊急一時保護＊など、子育てサービスを実施します。 

子どもの育成を支援するための各種手当や、経済的な不安感なく安心して受診できる子

ども医療費助成など、子育て家庭の安定した生活と子どもの健全育成のため、引き続き経

済的な負担を軽減します。 

 

③ 多様な保育サービスの拡充 

  （担当：子ども家庭部 保育園・幼稚園分野） 

区立保育園を民営化しながら建て替えるとともに、私立保育園についても改築支援を行

い、快適で安全な保育環境を整備します。また、多様な保育サービスの拡充を図るとともに、

地域の乳幼児親子が気軽に集まれる利用しやすい施設として保育園の機能を拡充してい

きます。 

さらに、保育園の建て替えにあわせた定員の拡大や認証保育所＊の新規開設の支援な

どにより、保育所待機児童をゼロにすることをめざします。家庭福祉員など保護者のニーズ

に応じた保育サービスの充実に努めます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○（仮称）すこやか福

祉センター＊内に地域

子ども家庭支援セン

ター＊を移転・整備（仲

町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（中野富

士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センター内に地域子

ども家庭支援センター

を移転・整備（沼袋小

跡、鷺宮圏域） 

○トワイライトステイ＊

の実施 

   

○区立保育園の建て

替え民営化（新井） 

○民間保育園の新設

（江古田児童館跡）と

区立保育園の廃園（南

江古田） 

○区立保育園の建て

替え民営化（沼袋西） 

○区立保育園の建て

替え民営化（橋場） 

○区立保育園の民営

化推進（野方・松が丘・

昭和・あさひ） 
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Ⅱ－１                               子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

 

 

オ 質の高い幼児教育・保育の実施 

 

 

（１）目標とする姿 

中野区の子どもを取り巻く現状と諸課題について、平成１９年度（２００７年度）に設置した

幼児研究センターを核とした調査研究や合同研究が行われ、保育園、幼稚園、小学校が連

携して課題の解決や幼児教育の質の向上に取り組んでいます。また、その研究成果が幼児

教育関係者の間で共有され、区の施策や幼児教育の現場に生かされることにより、公立と

私立、幼稚園と保育園の区別なく、すべての子どもが幼児期に適切な教育・保育を受けて

います。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

調査研究結果に基づく

幼児教育・保育の取り組

み件数（累計） 

調査研究成果を幼児教育・

保育の現場で実際に生かし

た評価を示すため 

― ３００件 ６００件 

小学校１年の担任から

みた就学前の集団生活

を通して社会性の基礎

が培われていると感じる

子どもの割合（平均） 

幼児教育・保育の取り組み

に対する評価を示すため 
― ７０％ ８０% 

 

（３）おもな取り組み 

① 幼児研究センターの運営 

（担当：子ども家庭部 保育園・幼稚園分野） 

中野区における子どもたちの置かれている現状や課題、子どもに関する施策や施設のあ

り方等について、基礎調査、課題を絞り込んでの詳細な調査、解決策の提言を３年サイクル

で行い、施策に反映させていきます。また、公私立幼稚園・保育園等の幼児教育関連従事

者が共同で研鑚しあい、子どもの問題の解決を探る活動として合同研究を行っていきます。

これらの活動を通して、区全体の幼児教育・保育の充実を図っていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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Ⅱ－１                               子育て支援活動など、地域活動が広がるまち 

 
② 乳幼児のための多様な保育や教育機会の充実 

（担当：子ども家庭部 保育園・幼稚園分野） 

保育園や幼稚園など、乳幼児のための施設は、どの子どもにも必要に応じて質の高い

サービスが同じように提供できるようにします。 

私立幼稚園における預かり保育＊の拡大とサービスの向上を図るとともに、幼稚園と保育

園のサービスと負担の均衡を図ります。 

区として、公立・私立、幼稚園・保育園を問わず、幼児教育全体の質の向上を図っていき

ます。この考え方に立って、保護者の就労の有無等に関わらず、多様なニーズに応じた幼

児教育・保育の機会が提供でき、子育て家庭への相談支援、乳幼児親子の交流の場の提

供なども行う認定こども園＊への転換等を推進していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○幼児研究センターの

調査研究の実施 

   

○公私立幼稚園・保育

園等教職員による合

同研究の実施 

   

○保幼小の連携と幼

児教育研究の新たな

体制の構築・整備  

○新たな体制に基づく

保幼小の連携活動と

幼児教育研究の実施 

○地域の子育て支援

団体と連携した新たな

乳幼児期の支援体制

について調査・研究 

○地域の子育て支援

団体と連携した新たな

乳幼児期の子育て支

援を施策展開 

○民営の認定こども

園＊への転換（やよい・

みずのとう） 
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領域Ⅱ．自立してともに成長する人づくり 

Ⅱ－２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち」として基本構想で描く１０年後

のまちの姿は、次のとおりです。 

 

 

Ⅱ－２ 子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

 

○ だれもが差別されることなく、社会参加の機会が平等に保障される取り組みが進んでい

ます。 

○ 女性の社会参画が進み、男女が等しく力をあわせ家庭生活における責任を担う努力を

重ねています。 

○ 障害者は、社会生活におけるあらゆる権利行使の機会を奪われることなく、地域社会の

中で自己実現できるようになっています。 

○ 外国人は、地域社会を構成する一員として、地域の中でいきいきと暮らしています。 

○ 学校では、自分をかけがえのない存在であると認識するとともに、生命や人権を尊重す

る教育が行われています。 

○ 特別な支援を必要とする子どもたちも、地域の子どもたちと交流しながら、自分の可能性

をのばすことができる教育環境で、一人ひとりに応じた、きめ細かい教育を受けています。

○ 学校では、子どもにとって適正な集団規模による教育が確保され、魅力ある授業が展開

されて、子どもの基礎学力が向上しています。 
○ 地域と学校の協力によって、成長期の心の問題への対応や健全な生活環境づくり、多様

で特色ある課外活動などが活発に行われています。 

○ 家庭と学校、地域が協力して、子どもの健康と体力が向上しています。 

○ だれもが学びながら能力を開発する場や、継続的にスポーツを楽しむ場など、区民が学

習する機会とその成果を生かす場が、地域の中に広がっています。 

○ 区内に立地する大学などの高等教育機関の教育研究機能が地域で生かされ、区民の学

習機会の拡大に大きく寄与しています。 

○ 中野らしいさまざまな文化・芸術活動が区内各地で活発に展開され、区民一人ひとりが

身近に参加し、鑑賞できるようになっています。 
 
 

１ 
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Ⅱ－２                       子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

 

２．現状と課題 

まちの中や就労の場などで、障害者の自立を促進し、社会参加への障壁をなくしていくた

め、人権尊重の理念を意識した区政運営をすすめ、女性や外国人の社会参画を支援し、障

害者が自分らしく生活を送ることができるしくみを整える必要があります。 

学校では、少子化の影響により、児童・生徒数が減少し、集団の良さを生かして教育をすす

めることが困難な状況も生まれており、適正な学校規模の確保が求められているとともに、幼

稚園、保育園、小・中学校、高等学校を含めた学校等の間での幅広い連携や地域と学校との

連携が課題になっています。また、発達の遅れや障害のある子どもたち一人ひとりの教育ニー

ズに応じた適切な支援を行うための、特別支援教育＊の推進も課題となっています。 

子どもの学習意欲を高め、個に応じた教育を充実し、必要な学力を着実に育んでいくことが

求められています。さらに、学校において地域人材を授業やクラブ活動等で活用することによ

り、子どもたちの体験活動を充実させるとともに、体力の向上や健康の増進を図ることも求めら

れています。 

誰もが生涯にわたって学習する機会や、区民が地域で気軽にスポーツを楽しめる場が十分

ではありません。大学などと連携した生涯学習のしくみや、地域でスポーツ活動に参加できる

場づくりが必要であるとともに、区民自身が主体的に文化芸術活動を行い、成果を地域で発

表できる環境の整備も求められます。 

 

３．施策の方向 

子どもから 

大人まで、 

地域の中で 

自分の力を 

のばせるまち 

ア だれもが等しく社会参加ができるまちづくり 

イ 発達の遅れや障害のある子どもの教育の充実 

ウ 一人ひとりの可能性をのばし、生きる力を育む学校づくり 

エ 地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり 

オ 健やかな身体を育む学校づくり 

カ 新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進 

キ 利用しやすい魅力ある図書館の運営 

ク 文化芸術のまちづくりの推進 

 

２ 

３ 
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Ⅱ－２                       子どもから大人まで、地域の中で自分の力をのばせるまち 

 

 

ア だれもが等しく社会参加ができるまちづくり 

  

 

（１）目標とする姿 

性別にかかわりなく個性や能力を生かして暮らすことのできる男女共同参画社会が築か

れています。男女の固定的な役割分業意識が解消され、父親も積極的に家事や育児を

担っている家庭が実現しています。 

すべての人が自分をかけがえのない存在であると認識し、自他の生命や人権を尊重する

教育が推進され、区民一人ひとりの人権に対する意識が高まり、人権尊重の社会づくりがす

すんでいます。区民が人権侵害や人権に関する悩みを持ったときに、適切に相談できる体

制が整っています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

性別による固定的な役割

分業意識を持たない区民

の割合 

性別役割分業意識を持たな

い区民の割合が増加するこ

とは、男女平等意識が浸透

していることを示すため 

－ ８５％ ９０％ 

小学校は「児童に思いや

りや優しい心を育ててい

る」、中学校は「生徒に自

他の生命を大切にする心

を育てている」と感じてい

る保護者の割合 

学校において、自他の生命

や人権を尊重する教育が行

われていることを示すため

小学校７７.０%

中学校６６.９%

小学校８０％ 

中学校７０％ 

小学校８５％

中学校８０％

 

（３）おもな取り組み 

① 男女が対等に協力しあう社会の推進 

（担当：子ども家庭部 男女平等分野） 

男女平等や男女共同参画について、多様な広報媒体を通じてＰＲし、固定的な性別役割

分業意識を解消する取り組みをすすめます。近年被害が増加しているＤＶ＊（ドメスティック・

バイオレンス）の相談や支援を強化します。 

男女共同参画基本計画に基づき、仕事や育児・介護、地域生活との両立が可能となるよ

うな取り組みをすすめていきます。また、女性に対する暴力やあらゆる暴力防止など人権尊

重の取り組みを行っていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 人権教育の推進 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

子どもから大人まで、人権について正しい知識と態度を身につけられるよう、学校教育や

社会教育の中で人権教育を充実していきます。 

 

③ 人権啓発活動の連携の推進 

（担当：政策室 平和・人権・国際化分野） 

家庭、学校、職場、地域社会など、身近なところからお互いの人権を尊重するための啓発

活動・事業を推進します。区や学校、地域社会が連携・協力しあい、人権の啓発活動を連

携して行っていきます。 

 

④ 地域社会の国際化に向けた取り組みの推進 【Ⅳ１オ②から再掲】 

（担当：政策室 平和・人権・国際化分野ほか） 

地域社会における国際化の進展への対応を行うとともに、外国人住民が地域の一員とし

て豊かに暮らすことができるよう、これまで行ってきた日本語学習の支援や生活情報の提供、

交流事業等をさらに充実していきます。 

また、国際的な視野を持つ人材の育成や交流の担い手となるボランティアの養成、学校

における国際理解教育や外国語活動の実施、日本語指導が必要な子どもたちへの支援等

を推進します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○男女共同参画基本

計画の改定 

○ＤＶ＊被害者の人権

保障、権利擁護のた

めの支援の実施 

   

○学校区を中心にした

地域や事業者を含め

た人権教育や人権啓

発活動のモデル地域

での実施 

○学校区を中心にした

地域や事業者を含め

た人権教育や人権啓

発活動の全区展開 

  

 

推進 推進 
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イ 発達の遅れや障害のある子どもの教育の充実 

  

 

（１）目標とする姿 

発達の遅れや障害のある子ども一人ひとりが、地域や関係機関との連携のもと、乳幼児

期から学校卒業後までを見通した一貫した支援や適切な教育を受けています。これにより、

一人ひとりの持つ能力が伸張され、社会的自立を図ることのできる力や地域の一員として生

きていける力が育まれることで、円滑な社会生活を送っています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

子どものよさをのばす教

育がなされていると感じ

る保護者の割合 

一人ひとりが必要とする適切

な支援が行われていることを

示すため 

小学校６９.３％

中学校６３.６％

小学校７１％ 

中学校６８％ 

小学校７５％

中学校７５％

 

（３）おもな取り組み 

① 発達の遅れや障害のある子どもの教育の推進 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

特別支援学級＊を増設するとともに、小中学校全校に特別支援教室＊を整備し、情緒障

害等特別支援学級を拠点に、各校の特別支援教室における巡回指導を行うなど、特別な

教育的支援が必要な子どもに対する教育環境を充実させ、一人ひとりの子どもに応じたき

め細かな教育を行います。  

また、学齢期における教育的支援において、関係機関との連携により、乳幼児期からの

状況を把握し、学校卒業後までを見通した支援計画を策定することで、社会的自立に向け

た一貫した支援ができる体制を整えます。 

発達の遅れや障害のある子もない子も互いに交流できる機会を充実させるなど、特別支

援教育＊の推進を図ります。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 発達の遅れや障害のある子どもへの支援の充実 【Ⅱ１ウ②から再掲】 

（担当：子ども家庭部 子ども健康分野、出産・育児支援分野ほか） 

地域子ども家庭支援センター＊は、発達の遅れや障害のある子どもについて、保育、療育、

保健、教育、福祉等の関係機関のサービスを調整しながら、それぞれの子どもにあった個

別支援計画を作成し、この支援計画に基づいたサービスを関係機関がそれぞれ提供しま

す。 

区役所と区内４か所に開設する（仮称）すこやか福祉センター＊において子育てに関する

サービスや各種の事業情報を集約するとともに、支援経過や生育歴を記録したサポートファ

イルを活用することにより、発達の遅れや障害のある子どもが、地域で成長過程を通じて一

貫した支援を受けられるようにします。 

子どもの発達の遅れや障害の早期発見・早期対応を図るため、関係機関での対応力の

向上や保護者に対する啓発を推進していきます。また、療育センターアポロ園のほかに、新

たな障害児施設を開設します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

 ○小学校特別支援学

級＊の増設 

 ○小学校特別支援学

級の増設 

○中学校特別支援学

級の増設 

  ○特別支援教室＊の

整備 

○特別支援教室の整

備 

  ○巡回指導員の養成 ○巡回指導員の養成 

○情緒障害等特別支

援学級を拠点とした各

特別支援教室への巡

回指導の実施 
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ウ 一人ひとりの可能性をのばし、生きる力を育む学校づくり 

  

 

（１）目標とする姿 

子どもたちが基礎・基本的な知識・技能を身につけるとともに、自ら課題をみつけ、自ら学

び、自ら考え、主体的に判断・行動し、よりよく課題を解決できるよう、一人ひとりのよさや可

能性を伸ばすきめ細やかな教育が行われています。 

地域社会や国際社会の中で貢献できる人として成長できるよう、社会性や規範意識、生

命の尊重や他者への思いやり、コミュニケーション能力を身につける教育が推進されていま

す。 

集団教育のよさを生かせる適正な規模の学校に通う児童・生徒の割合が増えています。 

また、幼稚園、保育園、小・中学校、高等学校間での連携教育がより充実し、学力の向上

や豊かな心の育成と体力向上の取り組みが効果的に行われています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

児童・生徒の学力調査

結果※ 

子どもたちの学力の状況を

示すため 

６０．７％ 

(平成 21 年度)
６５％ ７０％ 

「話す、聞く、書く、読む

力」すべてについて、自

分は「できる」または「ま

あまあできる」と答えた

子どもの割合 

コミュニケーションの基礎と

なる力が子どもに定着してい

るかどうかを示すため 

５４．６％ ６０％ ６５％ 

子どものよさをのばす教

育がなされていると感じ

る保護者の割合 

区立学校の教育内容への評

価を示すため 

小学校６９.３%

中学校６３.６%

小学校７１％ 

中学校６８％ 

小学校７５％

中学校７５％

※学力調査項目（全８４項目）のうち、７割以上の児童･生徒が目標値を達成した項目の割合です。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

施策の方向 
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（３）おもな取り組み 

① 豊かな人間関係と基礎学力を身につける教育の推進 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

子どもたちが豊かな人間関係を育むコミュニケーション能力を高めていくことができるよう、

聞く力、話す力、読む力、書く力などを培う取り組みを推進し、伝えあう力の育成を図りま

す。 

新学習指導要領の円滑な実施を図り、特に理数教育を推進していくことで、子どもたちの

理科・算数・数学に対する関心や興味、学力を高めていきます。 

勤労体験、ボランティア体験など、人とのかかわりの中で協力することの楽しさや、社会の

中で自分が役立つ喜びを味わうことのできる体験的な学習を充実します。 

ＩＣＴ＊を効果的に活用した授業をすすめるとともに、氾濫する情報を的確に判断する力や

情報モラルを培う取り組みをすすめていきます。 

 

② 一人ひとりの子どもに応じた指導の充実 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

子どもたちの確かな学力を育成するため、少人数指導や習熟度別指導など､一人ひとり

を大切にしたきめ細かな指導を充実していき、自立した社会人となるための基礎を育んでい

きます。 

 

③ 教員の人材育成及び確保 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

高い指導力と技能を持った教員を認定講師として認定し、教員の授業力の向上につなげ

ます。教員養成系等の大学生を学校スタッフとして活用するなどの優秀な人材の確保を図

るとともに、採用や異動など、教員の人事について、区の自主性を強めていくよう努めます。 

 

④ 学校に適応できない子どもたちへの支援 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

学校に適応できない子どもたちの状況にあわせて、学校における支援のほか適応指導

教室での活動やカウンセリング、地域活動などへの参加・参画を通じて、自己の目標や社

会とのかかわりが持てるように支援します。 

また、日本語指導が必要な児童・生徒が、学校の環境に適応し、いきいきと学校生活を

送ることができるよう支援をすすめていきます。 

 

（３）おもな取り組み 
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⑤ 連携教育の推進 

（担当：教育委員会事務局 教育経営分野、学校教育分野） 

系統的・継続的で柔軟な教育課程の工夫などにより連携型のカリキュラムを研究・開発し、

確かな学力を身につけながらゆとりある学校生活が送れるように、幼稚園、保育園、小・中

学校、高等学校を含めた幅広い連携・交流の推進を図ります。 

 

⑥ 区立学校の再編・整備 

（担当：教育委員会事務局 教育経営分野） 

適正な学校規模による集団教育の良さを生かした、充実した学校教育を実現するため、

学校再編をすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ＩＣＴ*を活用した指導

方法の開発・実施 

○ＩＣＴを活用した指導

の充実 

  

○教員養成大学との

協定拡大による優秀

な教員の育成・確保 

   

 ○現職教員の能力向

上と教材開発の充実 

  

 ○教育相談室の拡充   

○日本語指導、通訳

者派遣の充実 

   

○日本語指導教室の

設置に向けた検討 

○日本語指導教室の

実施 

  

○職場体験学習の充

実 

○職場体験受け入れ

先登録リストの作成 

○職場体験学習に対

する全区的サポートの

実施 

 

○中学生の保育体験

の全校実施 

   

○統合新校の開設（野

方小と丸山小と沼袋小

で２校） 

○統合新校の開設（第

九中と中央中で１校） 

○第九中と中央中の

統合新校の移転 

○野方小の位置に開

設した統合新校の移

転 

○学校再編の中後期

計画化 

○学校再編の取り組

み 
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エ 地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり 

  

 

（１）目標とする姿 

地域と学校の連携・協力のもと、課題解決に向けた取り組みや、特色ある教育活動が展

開されています。 

地域体験などを通じて、子どもが地域の中で地域から学ぶ機会が増えています。 

地域住民が学校活動に参加することにより、学校の安全性も高まり、子どもたちのさまざ

まな学習活動や教育環境が充実しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

学校は、地域・保護

者と連携して子ども

を教育していると感

じる保護者の割合 

地域の人々と協力しながら多様で

特色ある課外活動などが展開さ

れていることを示すため 

小学校 

８４．３％ 

中学校 

７６．３％ 

小学校 

８６％以上 

中学校 

８０％以上 

小学校 

８８％以上 

中学校 

８２％以上

 

（３）おもな取り組み 

① 地域に開かれ地域とともに子どもを育む学校づくり 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

新たな学校評価制度＊や学校評議員制度＊を活用し、保護者や地域住民の要望に応え

た教育内容の実現をめざすとともに、地域の中で学ぶ機会を充実します。 

授業や部活動などで広く地域の人材を活用し、また、町会・自治会や子ども会の行事へ

の参加など地域とのふれあいを通じて、子どもに地域の一員としての自覚や役割意識を育

むほか、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 子どもの読書活動の推進 【Ⅱ２キ②から再掲】 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

子どもの読書活動を推進するため、家庭・地域、図書館、学校がそれぞれの果たすべき

役割と相互の連携による取り組みを着実に推進し、子どもたちの自主的な読書活動を支援

します。また、就学前の子どもや保護者なども利用できる地域開放型学校図書館を設置し、

乳幼児向けの図書や子育てに関する図書の充実を図り、地域の利用を推進していきます。 

 

③ 家庭・地域・学校が連携した子ども育成の推進 【Ⅱ１ア③から再掲】 

（担当：子ども家庭部 子育て支援分野）  

小学生がのびのびと交流し、豊かな体験ができるよう、小学校施設を活用した子どもの遊

び場「キッズ・プラザ＊」をすべての小学校に設置します。家庭や地域、学校との連携を図り

ながら、子どもたちが放課後に安心して過ごすことができる魅力的な遊び場として整備しま

す。あわせて、学童クラブについても、小学校に移設します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○新たな学校評価（内

部評価・学校関係者に

よる評価）制度の確立

○第三者による学校

評価についての検討 

○第三者による学校

評価制度＊の導入 

 

○区独自の学校と地

域の連携のあり方の

検討 

○新たな学校と地域

の連携の取り組みの

実施 

  

○キッズ・プラザ＊事業

の展開 

   

 

推進 
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オ 健やかな身体を育む学校づくり 

  

 

（１）目標とする姿 

子どもたちは、健康を損なう要因から心身を守ることの大切さを認識し、生涯にわたって自

分の体を大切にする態度を身につけています。 

学校生活や日常生活の中で、体を動かして遊んだりスポーツをする機会が増え、子ども

の体力や運動能力が向上しています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

体力テストで中野区目標

（中野スタンダード） を 

７割以上の児童生徒が 

達成した種目数 

（小６、中３） 

子どもたちの体力が中野区

の目標にどの程度到達した

のかを示すため 

小学校６年

９/１６種目

(平成 21 年度)

中学校３年

１３/１８種目

(平成 21 年度)

小学校６年 

１０/１６種目 

 

中学校３年 

１５/１８種目 

 

小学校６年

１２/１６種目

 

中学校３年

１５/１８種目

 

 

（３）おもな取り組み 

① 子どもの体力づくりの推進 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

各学校において、策定した体力向上プログラムに基づき、体育の授業の改善や体育的行

事の工夫など、日常的に体を動かす習慣づくりや運動方法の工夫を行うことで、体力に対す

る関心を高め、主体的・継続的に体力づくりに取り組む子どもたちを育成し、体力の向上を

図っていきます。 

 

② 子どもの健康づくりの推進 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野） 

健康的な生活習慣を身につけ、生涯にわたり健康な生活を送ることのできる基礎を養える

よう、学校や家庭、関係機関等と連携しながら、健康教育や食育＊を推進していきます。 

食育の推進では、栄養や食事の採り方、食品の品質や安全性についての正しい知識、情

報に基づき、自ら判断し食生活を管理していく能力を子どもたちに身につけさせるよう指導

します。また、給食施設・設備の安全衛生の向上に努めます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 地域スポーツクラブ＊の設立・支援 【Ⅱ２カ①から再掲】 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

子どもから高齢者まで区民の誰もが、身近な地域で、個人のレベルや体力に応じて多様

な種目のスポーツを楽しみ、体力や健康づくり、交流の場となる地域スポーツクラブを設立し、

その運営を支援します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○中野スタンダード達

成のための体力向上

プログラムに基づく取

り組みの推進 

○小･中学校の指導の

連続性を重視した体育

指導のカリキュラムや

指導事例の作成 

○小中学校における

体育指導での連携の

実施 

 

 

推進 
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カ 新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進 

  

 

（１）目標とする姿 

区民の誰もがその生涯にわたってあらゆる機会にあらゆる場所において学習できる環境

が整っています。また、時代の変化に応じた新しい知識・情報・技術等を習得しながら、ステ

ップアップを図る学習を通してその学習成果が地域の中で生かされ、区民の社会参加がす

すんでいます。 

区民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、目的などに応じて、スポーツに親しむこと

ができる環境が整っています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

生涯学習・スポーツ

に関する区の情報

の利用件数 

区民が必要とする生涯学習情報

を提供できているか、また自ら学

ぶ意欲を持つ区民が増えている

かどうかを測る目安となるため 

２６６，３３３件 ３００，０００件 ３５０，０００件

スポーツ施設の利

用者数（体育館・運

動施設・地域スポー

ツクラブ＊） 

区民がスポーツに親しみ、活動を

していることを示すため 
７３１，０２０人 ７５０，０００人 ８００，０００人

 

（３）おもな取り組み 

① 地域スポーツクラブ＊の設立・支援 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

子どもから高齢者まで区民の誰もが、身近な地域で、個人のレベルや体力に応じて多様

な種目のスポーツを楽しみ、体力や健康づくり、交流の場となる地域スポーツクラブを設立し、

その運営を支援します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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②  区民の学習活動支援の推進 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

区民の誰もが、その生涯にわたって、自らの能力をのばし、職業能力などの生きる力を発

展させることができるよう、IＣT＊を活用し、今後区に誘致する大学等も含めた区内外の大学、

専門学校、民間企業、ＮＰＯ＊などと連携して、多様な学習の機会や場を提供していきます。 

また、区民一人ひとりが学習を通じて培った知識や経験を地域での活動に生かしていくし

くみを整えます。 

  

③ スポーツ施設の整備 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

区内にサッカー場や少年野球場などの新たなスポーツ施設の整備を図るとともに、既存

の施設については、安全性と利用機会の拡大を目的とした整備改修を行います。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ 地 域 ス ポー ツ ク ラ

ブ＊の設立と区内中部

圏域での拠点施設の

開設・運営（仲町小跡） 

○地域スポーツクラブ

の拠点施設の開設準

備 

○区内南部圏域での

地域スポーツクラブ拠

点施設の開設（中野富

士見中跡） 

○区内北部圏域での

地域スポーツクラブ拠

点施設の開設（沼袋小

跡） 

○区内鷺宮圏域での

地域スポーツクラブ拠

点施設の開設 

○区内の大学等教育

機関との連携態勢の

検討 

○区内の大学等の教

育機関との連携態勢

の構築 

○区内の大学等の教

育機関と連携した取り

組み 

 

○哲学堂公園保全管

理計画の策定 

○哲学堂公園の保全・

改修 

 ○哲学堂公園運動施

設の改修 

   ○中野体育館の移転

整備（第九中跡） 

 ○妙正寺川公園（運動

広場）の基本設計 

○妙正寺川公園（運動

広場）の改修 

 

  ○上高田運動施設の

改修 

○サッカー場や少年野

球場などの新たなス

ポーツ施設の整備 
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キ 利用しやすい魅力ある図書館の運営 

  

 

（１）目標とする姿 

区民の学びと自立を支え、生活や地域の課題解決を支援するため、図書館では、図書

資料が利用しやすく収集保管されているとともに、身近な施設で貸出・返却ができる図書館

機能が区内をネットワーク状に網羅され、形成されています。 

子どもの読書活動を推進するため、家庭・地域、図書館、学校が各々主体的に、また相

互に連携しながら取り組みをすすめ、子どもたちの自主的な読書活動の動機付けと読書環

境の整備が図られています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

区民１人当たりの

年間貸出冊数 

区民の図書館の活用状況を示す

指標になるため 
６．４冊 ６．８冊 ７．３冊 

区民１人当たりの

年間インターネット

予約件数 

区民のＩＣＴ＊を利用した図書館の

活用状況を示す指標になるため 
１．１冊 １．５冊 １．８冊 

 

（３）おもな取り組み 

① 魅力ある図書館の整備 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

  図書館の基本は、その蔵書構成の充実にあります。区立図書館として魅力ある蔵書整備

に加え、区民の課題解決に役立つ図書資料を整備するとともに、各館の個性づくりを打ち

出し、より専門的な課題にも対応できるようにします。また、区民の図書館利用の利便性を

向上させるため、区民の身近な施設で図書資料の貸出・返却ができるなど、気軽に身近で

いつでも図書資料を活用できる「どこでも図書館」を推進します。あわせて、地域図書館に

ついては、身近で誰もが充実したサービスを受けることができるよう見直しと充実をすすめる

とともに、さらなる図書館サービスの向上を図るための新たな管理運営体制を構築します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 子どもの読書活動の推進 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

子どもの読書活動を推進するため、家庭・地域、図書館、学校がそれぞれの果たすべき

役割と相互の連携による取り組みを着実に推進し、子どもたちの自主的な読書活動を支援

します。また、就学前の子どもや保護者なども利用できる地域開放型学校図書館を設置し、

乳幼児向けの図書や子育てに関する図書の充実を図り、地域の利用を推進していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○「どこでも図書館」の

推進に向けた検討・調

整 

○「どこでも図書館」の

推進 

  

○地域図書館の見直

しと充実 

   

○図書館システムの

改善、機械化による区

民サービスの向上 

   

○地域開放型学校図

書館の整備における

計画調整 

○地域開放型学校図

書館の設置・推進 

  

 

推進 推進 
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ク 文化芸術のまちづくりの推進 

  

 

（１）目標とする姿 

区民が身近な場で気軽に文化芸術活動を行い、成果を発表することをとおして生きがい

や喜びを見出し、中野のまちの活力が高まっています。 

地域に根ざした文化財が大切に保存され、これらを活用した学習、交流が活発に行われ

ることで、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が育ま

れています。 

 

（２）成 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

文化施設の利用者

数 

区内の文化芸術の拠点である文

化施設が利用されることは、区民

が文化芸術に親しみ、活動をして

いることを示すひとつの目安とな

るため 

１，１８７，８８４人 １，２６５，０００人 １，３３０，０００人

歴史民俗資料館入

館者数 

区の歴史民俗や文化財が区民に

認識され、親しまれるための取り

組みの成果を示すひとつの目安

となるため 

３２，１８７人 ３７，０００人 ４０，０００人

 

（３）おもな取り組み 

① 文化芸術活動の支援 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

文化芸術に関する情報や活動の場の提供を行うなど、区内で文化芸術活動を行う人々へ

の支援をすすめるとともに、区内で優れた文化芸術活動が行われるよう取り組みをすすめて

いきます。 

区に伝わる伝統芸能や伝統文化を守り、後世に伝えるため、区民に対する普及・啓発を

図り、情報や活動の場の提供などの支援をすすめます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 若手芸術家が育ち活動しやすい環境や機会の提供 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

若手の芸術家・芸能人が広く世に出て活躍できるよう、稽古などに使える環境を整備・提

供するとともに、活動の成果を発表し発信できる機会を設けます。 

 

③ 文化財の保護と活用 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

区の歴史民俗や文化財を大切に保存し、区民が伝統文化などに触れる機会を提供すると

ともに、区内の歴史的建造物を調査・記録・保存し、中野のまちの魅力のひとつとして、発信

していきます。 

歴史民俗資料館については、管理運営方法を工夫し、区の歴史と文化財を伝承していく

拠点として、多彩な事業を展開していきます。 

 

④ 歴史文化ゾーンの策定・整備 

（担当：教育委員会事務局 生涯学習分野） 

区内に所在する東京都名勝哲学堂公園・野方配水塔・新井薬師などの歴史文化資源を

生かし、いくつかの「歴史文化ゾーン」として散策ルートを設定し、中野のまちの魅力のひと

つとしていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○文化芸術振興プロ

グラムの策定 

○文化芸術振興プロ

グラムに基づく取り組

みの推進 

  

○歴史文化ゾーンの

全体構想策定 

○歴史文化ゾーンの

全体構想に基づく取り

組みの推進 

  

 

推進 推進 
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領域Ⅲ．支えあい安心して暮らせるまち 

Ⅲ－１ 人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち」として基本構想で描く１０年

後のまちの姿は、次のとおりです。 

 

 

Ⅲ－１ 人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち 

 

○ 区民一人ひとりが、健康の大切さを自覚し、健康づくりの場や身近な医療を活用しなが

ら、心身の健康や機能の維持、体力の向上に努めています。 

○ 高齢者が、体力づくりや食生活の改善など、自分にあった努力を行うことで、心身機能の

低下の予防が進んでいます。 

○ 高齢者や障害者が、就労や地域活動を通じて社会に参加し、さまざまな交流や活動にか

かわることで、いきいきと暮らしています。 

○ 障害者や介護を必要とする人が、多様なサービスの中から、自分にあったものを選択し

て利用し、地域で自立して生活しています。 
 

２．現状と課題 

中野区の全人口に占める６５歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は、平成２１年（２００９

年）に１９．８％だったものが、平成３１年（２０１９年）には２１．９％に達すると推計されます。

なかでも、７５歳以上の後期高齢者は、平成２１年（２００９年）２８，９７９人から平成３１年（２０

１９年）３３，２０８人と、１０年間に約４，０００人の増加が見込まれています。身体機能が低下

し、支援や介護を必要とする高齢者の数も年々増加してきています。いつまでも自分らしく

いきいきと暮らしていくためには、高齢期に入る前からの介護予防のための取り組みが不可

欠です。 

平成２０年度（２００８年度）の区の意識調査結果によると、生活習慣病の予防に気をつ

かっている人は９割にのぼります。しかし区が実施していた４０～６４歳を対象とした健診に

おける生活習慣病の有所見率をみると、平成１９年度（２００７年度）までの３年間で、肝疾患

では０.２％の減と改善しているものの、糖尿病、高血圧、高脂血症では、それぞれ、１.４％、

０.５％、２.３％の増と上昇しており、生活習慣病の増加傾向が続く状況が見受けられます。 

健康づくりを効果的に推進していくためには、区民一人ひとりが健康に関する知識を得る

とともに自ら健康づくりを実践し､積極的に自分にあった活動を継続していくことが重要です｡ 

１ 

２ 
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また、こうした個人の努力とあわせて、広範な区民団体、関係機関等の参加を得た区民

運動として推進するなど、地域社会全体ですすめる健康づくりが重要となります。継続的な

健康管理や予防指導を支えるためには「かかりつけ医」や「かかりつけ歯科医」づくりの推進

が必要となります。 

また、二次・三次医療圏＊に関して、医療体制整備における東京都との連携や、安心して

暮らすことのできる地域づくりのために、夜間・休日の救急医療や周産期医療体制の整備を

行うことが、必要となります。  

高齢者や障害者が、知識・経験などを生かして地域活動に貢献できるしくみや、障害者

が地域の一員として当たり前に社会参加ができるために、障害特性に応じたサービスの多

様化や環境整備も求められます。 

さらに、高齢者や障害者が、いきいきとした地域生活を送り、安心して働きつづけられる

環境を整える必要があります。特に障害者の就労については、就労機会も少なく、就労によ

る収入も著しく低い上、景気後退等の影響を受けやすく、いまだに企業における法定雇用

率が達成されていない状況があります。今後は、企業などの一般就労＊の場の拡大や工賃

の増額等、障害者の就労を支援するしくみをさらに拡充することが必要です。 

 

３．施策の方向 

人々が 

自分の健康や 

暮らしを守る 

ために 

努力している 

まち 

ア 健康的な生活習慣づくりの支援 

イ 健康づくりを支える環境の整備 

ウ 健康寿命＊を延ばす介護予防の推進 

エ 障害者の社会参加の促進 

オ 障害者の就労機会の拡大 

カ 高齢者の就労・社会貢献の支援 

 

３ 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 124

Ⅲ－１                       人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち 

 

 

ア 健康的な生活習慣づくりの支援 

  

 

（１）目標とする姿 

健康的な生活習慣をつくるという意識のもとに、区民一人ひとりの健康への関心が高まり、

健康の維持向上の取り組みが、継続して行われています。 

健康に関する適切な情報を充分に得ることができ、また、特定健診＊などで自らの健康状

態を適宜把握し、疾病の早期発見・早期対策につなぐことができるとともに、健診結果に応

じた保健指導が実施され、区民が自主的に生活習慣を改善していくことや身体活動を通じ

た健康づくりのための環境が用意されています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

特定健診＊の受診

率 

健康状態を自ら確認し、疾病の予

防、早期発見・早期治療につなが

る区民が増えるため 

４０.６％ ６７.０％ ７０.０.％ 

健康診断の結果、

生活習慣の見直し

をした人の割合 

健康の自己管理が行われている

ことを示すため 
２４.５％ ３０.０％ ４０.０％ 

１回３０分以上の連

続した運動を週１～

２回以上行っている

人の割合 

健康の自己管理が行われている

ことを示すため 
４９.２％ ５５.０％ ６０.０％ 

 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

施策の方向 
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（３）おもな取り組み 

① 健康的な生活習慣の確立支援 

（担当：保健福祉部 健康推進分野） 

区民一人ひとりが、健診を健康の自己管理の契機とし、健診結果に応じて生活習慣を改

善できるよう、身体活動・食生活・禁煙等の保健指導を充実し、区民自ら行う健康の自己管

理を支援します。 

また、保健指導を終了した区民が、その後も継続して生活習慣の改善を図れるようにする

ため、（仮称）すこやか福祉センター＊や地域スポーツクラブ＊と連携した取り組みをすすめ

ていきます。健康づくり活動への参加者拡大を図るとともに、継続的な健康づくりへの取り組

みを支援するため、ポイント制などを活用した活動促進のしくみと連動した健康づくりカード

の導入について検討します。 

区の医師会・歯科医師会・薬剤師会等との連携により、生活習慣病の危険性の高い区民

に生活習慣を改善する機会を提供し、区民の健康な生活習慣の確立を支援します。 

 

② がん予防及び早期発見の推進 

（担当：保健福祉部 健康推進分野 地域保健福祉分野） 

 栄養・食生活の改善や禁煙など、がん予防のための生活習慣について、普及啓発を図り

ます。 

 また、がん検診の重要性や受診方法等を周知し、がん検診の受診率向上に努めます。 

 

③ 女性の健康づくり支援 

（担当：保健福祉部 健康推進分野、地域保健福祉分野） 

女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすため、女性の乳がん

予防の普及月間や健康週間等を通じて骨粗しょう症等の生活習慣病や子宮がん、乳がん

の予防、更年期対策等、ライフステージ＊に応じた女性特有の健康課題について啓発を図

ります。 

また、子宮がん等の無料検診により、体のしくみや状態についての知識向上の機会をつ

くります。 

（３）おもな取り組み 
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④ 糖尿病対策による健康づくり 

（担当：保健福祉部 健康推進分野） 

生活習慣病と深い関連があるとされる糖尿病に対し、予防対策をさらにすすめるとともに、

糖尿病の疑いがある場合には生活習慣改善の指導が確実に受けられる体制づくりと、糖尿

病になった場合にも地域における保健・医療の連携のしくみにより、自己管理を支援するた

めの総合的な対策をすすめます。 

その取り組みの一環として、特定健診＊や長寿健診、健康づくり健診により把握された糖

尿病のハイリスク者に対して、区内の医療機関等と連携して定期的に運動・身体活動や食

生活等の改善指導を行う新たな事業を実施します。 

 

⑤ 身体活動を通じた健康づくり 

（担当：保健福祉部 健康推進分野、教育委員会事務局 生涯学習分野） 

区民が身近な場所で気軽に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりのための器具を配置

した健康づくり公園＊や地域スポーツクラブ＊など身体活動のための場を整備します。 

健康づくりのためのネットワークを構築するとともに人材を確保し、地域スポーツクラブとも

連携を行い、誰でも気軽に取り組める多様な運動メニューなどの情報提供をすすめ、区民

一人ひとりが楽しく、無理なく、継続的に体を動かすことができるための環境整備を行うこと

によって、区民全体の健康づくり運動の輪を広げていきます。 

また、健康づくりカードを活用し、区民の健康づくりの推進を図ります。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○健診結果に基づく保

健指導受け入れ体制

の拡充 

○保健指導の推進 ○保健指導の検証・再

構築 

○保健指導の推進 

○ポイント制などを活

用した健康づくりカード

の検討・導入 

○健康づくりカードの

導入による健康づくり

活動参加者の拡大 

  

○「健康づくり行動プラ

ン＊」に基づく健康づく

り事業の推進 

○「健康づくり行動プラ

ン」の改定にあわせた

健康づくり事業の改善

○「健康づくり行動プラ

ン」に基づき区民自ら

主体的に取り組む健

康づくり活動の推進 

 

○乳がん・子宮がん検

診の普及・啓発の充実 

○乳がん・子宮がん検

診の普及・啓発の拡大

  

○糖尿病ハイリスク者

に対する運動・身体活

動及び食生活改善指

導事業の検討・実施 

○運動・身体活動及び

食生活改善指導事業

による糖尿病改善効

果の検証 

○指導事業における

改善内容の検討、実

施 

○検討内容を反映さ

せた事業の継続 

 

○健康づくり公園＊事

業の推進 

○地域団体との連携

による事業の実施 

○地域団体による健

康づくりの取り組みの

推進 

○地域団体や自主グ

ループなどを中心とし

た健康づくりの推進 

○仲町小跡の地域ス

ポーツクラブ＊の人材

などを活用した健康づ

くり活動の推進 

 

 

 

 

○地域スポーツクラブ

との連携による運動メ

ニューの開発・普及啓

発 

○中野富士見中跡の

地域スポーツクラブの

人材などを活用した健

康づくり活動の拡大 

○地域スポーツクラブ

との連携による運動メ

ニューの開発 

○自主グループとの

連 携 に よ る 運 動 メ

ニューの普及啓発 

○沼袋小跡の地域ス

ポーツクラブの人材な

どを活用した健康づく

り活動の拡大 

○鷺宮圏域の地域ス

ポーツクラブの人材な

どを活用した健康づく

り活動の拡大 
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イ 健康づくりを支える環境の整備 

  

 

（１）目標とする姿 

関係機関や地域の団体等の連携により、地域全体でこころの病を含めた健康課題に取り

組むしくみが整っています。また、２４時間３６５日の救急医療体制や休日の診療体制など、

身近な地域で安心して医療が受けられる地域医療体制が整っています。また、新型インフ

ルエンザなどの感染症発生に備え、医師会など関係機関との連携を強化し、必要な対策が

すすめられています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

かかりつけ医を決めてい

る人の中で、普段から気

軽に本人や家族の健康

状態についてアドバイス

を受けている人の割合 

本来のかかりつけ医の活動

が地域の中で展開されてい

る状況を示すため 

５７.４％ 
(平成 21 年度)

６０.０％ 

 

６５.０％ 

 

地域の救急医療体制が

整っていると思う人の割

合 

身近な地域で安心して医療

が受けられる環境が整って

いる状況を示すため 

６４.１％ 
(平成 21 年度)

６８.０％ ７２.０％ 

保健福祉センターでの精

神障害回復者社会生活

適応訓練等からの自立

者数 

自立者の増加は、精神障害

者の支援の成果を示すため
３４人 ３０人 ３０人 

 

（３）おもな取り組み 

① 身近な医療の充実 

（担当：保健福祉部 健康推進分野） 

誰もが気軽に受診・相談できる「かかりつけ医」機能の充実、専門医療機関と個別医療機

関の連携の拡大と推進、休日の診療体制の確保など、身近な地域で安心して医療が受け

られる地域医療体制を整備します。また、新型インフルエンザなどの感染症から区民の健康

を守るために地区医師会等との連携を強化します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 地域で連携してすすめる健康づくりの支援 

（担当：保健福祉部 健康推進分野） 

区の健康づくり事業への参加者を人材登録し、区民の主体的な健康づくりを日常的に支

援するしくみを整備します。 

また、（仮称）健康づくり推進協議会を設置し、地域の関係機関・団体等が連携して健康

課題に取り組むネットワークづくりを推進します。 

受動喫煙防止・禁煙推進などの個別課題についても、関係団体等への働きかけなどによ

り、喫煙によるマイナスの影響を低減する取り組みをすすめます。 

 

③ 心の健康支援 

（担当：保健福祉部 地域保健福祉分野ほか） 

現代のストレス社会で大きな問題になっている「うつ」やアルコール依存症に対する基礎

知識、心身の疲労回復のための休養や睡眠の重要性、統合失調症など精神疾患について

の理解の促進に努めます。薬物に対する正しい知識の普及とともに、薬物乱用の防止に努

めます。 

また、こころの病による自殺を予防するため中野区自殺対策月間の設置、特設相談

の設置や講演会の実施などうつ病対策の推進、広報活動、教育活動を通じた現状や防

止等への理解促進、相談窓口の周知を実施します。 

さらに、かかりつけ医や専門医、関係機関と連携し、迅速に適切な治療が受けられる体制

づくりや、地域で発見し相談に結びつけるためのネットワークづくりなど、こころの病を早期

発見・治療するための環境整備をすすめます。 

 

④ 子どもの健康増進の支援 【Ⅱ１イ②から再掲】 

（担当：子ども家庭部 子ども健康分野） 

日頃から健康相談ができる子どもかかりつけ医定着推進や、急病のときの医療機関情報

等の提供により、子どもと家庭の適切な健康管理を支援します。 

発達の遅れやその疑いのある子どもの健康増進については、地域子ども家庭支援セン

ター＊の発達相談等と連携し、支援していきます。 
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⑤ 健康危機管理対策の充実 【Ⅳ２イ②から再掲】 

（担当：保健福祉部 保健予防分野） 

新型インフルエンザなど広範囲にわたる健康危機に対して、即時に的確な対応が可能に

なるよう情報収集や関係機関等との連携、健康危機管理マニュアル＊の定着、防護服等必

要な物品の整備・充実を図ります。また、模擬訓練や総合訓練の実施により、感染症・食中

毒等による重大な健康被害に迅速・的確に対応します。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○（仮称）地域医療連

携推進会議の設置・運

営 

○地域医療連携の強

化 

  

○人材登録制度を立

ち上げて健康づくり公

園＊事業などで活用 

○人材登録制度の活

用拡大 

  

○（仮称）健康づくり推

進協議会を核とした健

康づくり運動の推進 

○（仮称）健康づくり推

進協議会への参加団

体の拡大 

  

 ○ 健 康 づ く り 自 主 グ

ループ化の支援 

  

 ○各地域単位で取り

組む健康づくり運動の

充実 

  

○心の健康について

の理解促進 

   

○専門医療機関等と

の連携体制整備 

○専門医療機関等と

の連携体制の構築 

  

○自殺予防に関する

普及・啓発 

   

○福祉・介護支援従事

者等を通じた自殺予防

の働きかけ 

   

 

推進 推進 
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ウ 健康寿命＊を延ばす介護予防の推進 

  

 

（１）目標とする姿 

要介護状態の要因となる認知症＊の早期発見や転倒による骨折の予防、低栄養状態の

予防指導や各種相談援助など、生活機能の維持・向上に関する多様な取り組みが用意さ

れ、高齢者の健康寿命＊（要介護にならずに自立して過ごせる年数）が延びています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

６５歳から７４歳ま

での前期高齢者の

要介護・要支援認

定率※ 

心身の健康や機能の維持に努

め、介護が必要な状態にならずに

過ごせているかどうかを示すため

４.４％ ４.０％ ３.５％ 

６５歳の健康寿命＊

※※ 

健康寿命が増加することは、自分

らしくいきいきと元気で暮らすこと

を示すため 

男１５.７年 

女１７.４年 

男１６.４年 

女１９.４年 

男１７.０年 

女２０.０年 

※前期高齢者（６５歳から７４歳まで）の区民が、｢要支援・要介護｣状態になる率です。 

※※６５歳の健康余命。要介護・要支援になるまでの年数です。 

 

（３）おもな取り組み 

① 介護予防のための生活機能評価の推進 

（担当：保健福祉部 健康推進分野、地域保健福祉分野） 

高齢による身体機能の衰え、転倒、低栄養などの危険性をいち早く発見するため、日常

生活の維持のために必要な心身能力を点検する自己チェックシートなどを組み入れた､生

活機能評価を実施します。 

生活機能評価の結果、介護予防の取り組みが必要とされた人が円滑に介護予防事業へ

参加するように、対象者に対する働きかけを強化します。 

また、７０歳（古希）や７７歳（喜寿）の方など、節目となる年齢の方で要介護認定を受けて

いない方を訪問し、健康状態の確認や介護予防事業を案内する取り組みをすすめます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 介護予防事業の推進 

（担当：保健福祉部 健康推進分野） 

高齢者がいつまでも地域で健康で元気に過ごせるよう、転倒予防、低栄養予防、体力づ

くり等の事業をすすめながら、機能の維持向上を図ります。また、実施会場の拡大や予防効

果の高い事業の開発を行い、身近な場所で通いやすく、より参加意欲が高まる事業を実施

します。さらに､関係機関や地域団体とも連携しながら､事業参加者の増加をめざします。 

 

③ 高齢者健康づくり事業の推進 

（担当：保健福祉部 健康推進分野、地域保健福祉分野） 

健康･生きがいづくり事業を通じて、高齢者が地域の中で、さまざまな交流や趣味の活動

などを通して生きがいを感じ、健康づくりにも取り組むことができる機会を提供します。また、

事業終了後、健康に関する積極的な活動が継続されていくように、意欲ある高齢者を自主

グループ活動の支援者としても育成します。 

 

④ 高齢者福祉センター及び高齢者会館の機能充実 

（担当：保健福祉部 健康推進分野、地域保健福祉分野） 

高齢者福祉センターは、各種相談、機能訓練や教養の向上、趣味、レクリエーションなど

の事業実施とともに高齢者の自主的なサークル活動への支援のほか、地域の高齢者が健

康で生きがいのある生活が出来るよう介護予防事業の拠点としての機能を充実させます。 

高齢者会館は、健康づくりや介護予防事業の身近な地域拠点として、機能を充実させる

とともに、地域包括支援センター＊などと連携し、地域における支えあい活動の一端を担う役

割を強化します。 

また、地域の元気な高齢者が、運営の担い手として持てる力を発揮するなど、地域に根

づいた健康づくりの輪を広げていけるようにするため、地域の保健福祉団体やＮＰＯ＊など

による会館運営を推進していきます。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○高齢者のための生

活機能評価受診勧奨

の強化 

○対象者の把握方法

の改善による介護予

防事業参加者の拡大 

  

○介護予防事業（転倒

予防教室、栄養改善

教室等）を実施する新

たな事業者の開拓・実

施会場等の拡大によ

る参加者の拡大 

○ 地 域 ス ポー ツ ク ラ

ブ＊との連携により、介

護予防事業終了者を

対象とした健康づくり

の取り組みの推進 

○介護予防事業終了

者を対象として生活機

能の維持・向上を目的

とした健康づくり事業

を行う民間事業者の

参入促進 

 

○健康・生きがいづく

り事業（体操、手芸等）

の事業数拡大による

参加者の拡大 

○健康・生きがいづく

り事業終了者に対する

自主グループ化への

働きかけ 

○高齢者施設や公園

等を利用した自主グ

ループによる健康づく

り活動の推進 

○元気な高齢者を自

主グループ活動の支

援者として育成 

 

 

 

 

○自主グループ活動

の支援者となる高齢者

の拡大 

○高齢者会館の施設

整備（宮園高齢者会館

移転） 

○高齢者会館の施設

整備（本一高齢者会館

移転） 

 ○高齢者会館の施設

整備（（仮称）鍋横高齢

者会館新設） 

○高齢者会館等の入

浴設備を活用した、入

浴困難高齢者の入浴

の支援 
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エ 障害者の社会参加の促進 

  

 

（１）目標とする姿 

障害者が、さまざまな社会参加の機会の中から自ら内容を選択し、多様な社会参加・相

互援助活動を主体的に行っています。地域の中で「障害」に対して正しく理解されていると

ともに、誰にとっても、わかりやすく、選びやすく、参加しやすい、ユニバーサルデザイン＊が

普及し、施設やまちのバリアフリー＊化や移動交通手段が整備されるなど、社会参加のため

の環境が整備されています。 

また、区の施策形成やサービスの開発・改善プロセスに障害者の参画がすすんでいま

す。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

外出する時に特に

困ることはないと考

える障害者の割合 

外出を困難と考えない障害者の

割合が多いほど外出や社会参加

の基盤が整っていることを示すた

め 

２５．１％ ２９％ ３４％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 障害者の社会参加の促進支援 

（担当：保健福祉部 障害福祉分野） 

障害のある人もない人と同じように社会参加できるように、障害者の一般就労＊をすすめ

るほか、障害者の地域活動への参加や障害者が自ら行うボランティア活動などの地域活動

を支援し、地域における障害者の理解と参加をすすめます。また、社会参加を妨げている

外出や意思疎通の困難さの解消に向けて、社会参加のための支援サービスを改善してい

きます。 

 

② ユニバーサルデザイン＊のまちづくり推進 

（担当：保健福祉部 経営分野、まちづくり推進室 拠点まちづくり分野） 

区内のユニバーサルデザイン化推進のための方針を作成します。 また、警察大学校等

跡地整備において、ユニバーサルデザインに基づく施設整備や誰もがわかりやすいサイン 

 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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計画を取り入れた施設整備を行います。 

 

③ 駅周辺道路などのバリアフリー＊整備 【Ⅰ３オ②から再掲】 

（担当：都市整備部 都市計画分野、公園・道路整備分野、まちづくり推進室 地域まちづくり分野） 

公共交通機関を、誰もが利用しやすいように道路や駅舎などの環境を整えていきます。

区がまとめた「交通バリアフリー整備構想＊」に基づき、区内５つの重点整備地区（新中野、

東中野・落合、鷺宮、野方、中野）を中心に、順次、駅までの道路とあわせ地区内の道路や

公共施設の段差解消などバリアフリー整備を行うほか、鉄道事業者や東京都などの協力を

得ながら駅舎等のバリアフリー化をすすめます。 

 

④ 区有施設のユニバーサルデザイン＊の推進 【Ⅰ３オ③から再掲】 

（担当：経営室 財産管理分野） 

誰もが安全で快適に利用できるよう、区有施設の大規模改修や改築、新築にあわせて、

ユニバーサルデザイン化をすすめます。 

 

⑤ 地域交通の整備 【Ⅰ１ク①から再掲】 

（担当：都市整備部 交通・道路管理分野） 

高齢者から乳幼児連れの親子などの移動制約者が自由に移動でき、人々の交流やコ

ミュニティの活性化につながる、環境にやさしく、利便性の高い新しい交通システムを誘導し

ます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○障害者の移動支援・

コミュニケーション支援

（手話通訳等）の推進 

   

○区内のユニバーサ

ルデザイン＊化の推進

○警察大学校等跡地

におけるユニバーサル

デザインに基づく施設

整備 

   

○駅周辺での歩道の

段差解消などの整備 

   

 

推進 推進 推進 
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オ 障害者の就労機会の拡大 

  

 

（１）目標とする姿 

障害者の就労について区民や事業主などの理解がすすむとともに、就労支援のためのと

りくみや就労の機会が拡大しています。また、障害者は自らの能力と意向に基づき自ら望む

就労形態を選択し、働きながらいきいきと暮らしています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

年金・手当以外の

一般就労＊による定

期的な収入のある

障害者の割合 

障害者の経済的自立を直接示す

ため 
１８．１％ ２５％ ２９％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 障害者の就労支援・雇用促進 

（担当：保健福祉部 障害福祉分野） 

障害者が一般就労＊に必要な能力を身につけるためのしくみづくりを促進すると同時に、

区内企業に対しては障害者雇用に向けての情報やノウハウ提供などの支援を行います。さ

らに、特例子会社＊を誘致し就労の場の拡充を行います。 

また、雇用を促進する制度をつくるとともに、就労移行支援事業の整備・拡充を図り、障

害者の一般就労を支援します。 

 
② 障害者就労支援施設等への発注拡大  

（担当：経営室 契約分野、保健福祉部 障害福祉分野） 

区の発注契約において障害者就労支援施設等への業務発注を推進します。また、区内

企業の障害者就労支援施設への発注を拡大する制度の創設などにより、就労者の収入増

を図ります。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 民間障害福祉作業所等の機能充実 

（担当：保健福祉部 障害福祉分野） 

障害者自立支援法の趣旨を生かして就労支援をすすめるため、民間福祉作業所の法定

事業への移行促進に引き続き取り組むとともに、作業所における指導体制の充実を図り、就

労支援機能を向上させていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○中小企業への障害

者雇用を奨励するしく

みの創設 

   

○特例子会社＊の誘

致 

   

○障害者就労支援施

設等への発注拡大の

しくみの創設 

 ○障害者就労支援施

設等への場の整備・提

供 

 

○障害者支援施設等

における機能強化支

援 

   

 

推進 推進 
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カ 高齢者の就労・社会貢献の支援 

  

 

（１）目標とする姿 

高齢者が自分の経験や能力を生かして、７０歳まで働いたり、７５歳を超えても地域活動

やボランティアなどの社会貢献の活動を行うなど、いつまでも身近な地域でいきいきと暮らし

続けています。 

また、地域の中で、高齢者も気軽に参加できる地域での団体活動やポイント制などを活

用した支えあいの輪が広がっています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

町会・自治会やボラ

ンティアなど地域の

活動に参加した区

民の割合 

地域の活動への参加割合の高さ

は、地域自治意識の高まりを示す

ため 

２２．６％ ３０％ ３５％ 

前期高齢者（６５～

７４歳）の就業率 

高齢者が働ける環境が整ってい

ることを示しているため 
３４．１％ 

(平成 17 年度)
４０％ ４５％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 就業支援の推進 【Ⅰ１オ①から再掲】 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

区内の大学や専門学校などと密接に連携し、経営者に対する経営能力向上や従業員、

新規雇用者などに対する技能向上を支援します。また、若年層から高齢者まで就業意欲の

あるすべての人が、自分の能力を発揮して多様な働き方ができるよう、産業人材を育成する

ための職業教育の場を拡充していきます。さらに、その能力を活かして就職ができるよう効

果的な人材マッチングを実現し、区内事業所の活性化と雇用の向上を促進していきます。 

高齢者の就業についても、シルバー人材センターなどと連携し、７０歳まで働くことのでき

る環境を整えます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 支えあい活動の促進 【Ⅲ２ア⑥から再掲】 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

ボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービスを必要としている人たちと

の結びつけと、活動を行う区民自身の意欲向上のため、商店街や省エネ活動との共通ポイ

ント制度を構築し、地域で相互に支えあう関係団体の取り組みを支援します。 

 

③ （仮称）区民活動センター＊を拠点とした地域自治の推進 【Ⅳ１ア②から再掲】 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

地域自治の主体である住民自らの意思と力によって運営・活用される（仮称）区民活動セ

ンターを、地域センターを再編し１５か所設置します。その運営を担う運営委員会の中核は、

町会・自治会とします。区は、運営委員会が地域の自治活動や公共・公益活動の推進など

の業務を円滑に行えるよう支援・調整を行い、区との連携・協働を強化する中で、地域自治

の推進を支えます。 

 
④ 公益活動支援の推進 【Ⅳ１ア③から再掲】 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

価値の高いサービスを提供する公益活動が発展するよう、助成や情報提供、ＮＰＯ＊関連

講座の開催などを通じて、地域での子育て支援や高齢者の地域での暮らしを支える活動な

ど、重点的な分野での活動に対し、積極的な支援を行っていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○地域支えあいポイン

ト制度の導入 

○ 商 店 街 ポ イ ン ト 制

度、地域エコポイント

制度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

○政策助成制度＊改

善に向けた見直し 

○政策助成事業推進   

○企業・大学等の社会

貢献活動の区民への

ＰＲの推進 

○企業・大学等の社会

貢献活動の促進及び

区民へのＰＲの充実等

○社会貢献活動を行

う企業・大学等と地域

団体との協働の推進

等 

○社会貢献活動を行

う企業・大学等と地域

団体との協働の発展

等 

○ 業 務 委 託 提 案 制

度＊への応募促進 

○業務委託提案制度

充実に向けた見直し 

○業務委託提案制度

への応募促進 
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領域Ⅲ．支えあい安心して暮らせるまち 

Ⅲ－２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち 
 

  １０年後のまちの姿 
 

「地域活動を中心に、ともに支えあうまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次の

とおりです。 

 

 

Ⅲ－２ 地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

○ 高齢者や障害者を含め、多くの人々が、ときには担い手として、ときには受け手として、

相互に地域での支えあいの活動を実践しています。 

○ 就労形態などが多様化して、人々の働き方や暮らし方が変化し、勤労層が地域で過ごす

時間も増えています。 

○ 仕事や子育てを終えた人々は、豊富な経験と能力を生かしながら、多様な地域活動や自

治の場に参加しています。 

○ 青少年が地域活動の一翼を担っており、支えあいの活動に多数の若者が参加していま

す。 
 

２．現状と課題 

今後、中野区では、少子高齢化が急激に進展し、人口減少社会を迎えることにより、高齢者

や障害者を支えられる区民の層の厚みが減少することとなります。こうした中で、ひとり暮らし

高齢者は平成１９年（２００７年）までの３年間で５００人以上増加しています。 

地域に発生する孤独死や認知症＊のある人などのさまざまな問題にきめ細かく対処し、さら

に問題の発生を予防していくためには、介護保険制度や障害者自立支援法などの法令に基

づくサービス提供だけではなく、幅広い見守りや支援のしくみの構築が必要です。そうしたしく

みの一環として、地域に根づいた住民同士の支えあい活動の存在が大変重要となってきま

す。 

そのためには、住民間の支えあい活動を担う町会・自治会や民生児童委員などの地域活

動主体をはじめとして、ボランティアやＮＰＯ＊、社会福祉協議会、保健福祉サービスの提供を

担う民間事業者、関係する専門機関、行政などがそれぞれの役割を果たして協力・連携する

しくみづくりが必要です。 

１ 

２ 
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Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

安心して暮らし続けることのできる地域づくりをすすめていくためには、こうしたさまざまな活

動主体への一層の支援を図り、活性化していくとともに、地域のさまざまなつながりを担う活動

主体が重層的、複線的に連携して、区民の問題を予防し、適切に対応できる地域の支えあい

のネットワークを確立することが必要であり、その充実が求められています。 

また、青少年から高齢者までがそれぞれのライフステージ＊に応じた形で、気軽にボランティ

アや地域自治の活動、ＮＰＯ＊などによる社会貢献活動に参加する気運を高めたり、さまざま

な活動への参加意欲を促進していくためのしくみが必要です。 

 

３．施策の方向 

 

地域活動を 

中心に、ともに 

支えあうまち 

ア 支えあいの風土の確立 

イ 仕事・家庭・地域のバランスのとれた暮らし方 

３ 
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Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

 

ア 支えあいの風土の確立 

  

 

（１）目標とする姿 

町会・自治会の取り組みに加え、地域ボランティアやＮＰＯ＊などさまざまな担い手が互い

に協力し、身近な地域で支えあうしくみが構築され、高齢者や障害者を含め、多くの人々が

ときには担い手として、ときには受け手として、相互に支えあいの活動を展開しています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

高齢者や障害者、

育児世帯等に対す

る見守りや支えあ

い活動をしている人

の割合 

地域において住民間で支えあい

活動がおこなわれている状況を示

すため 

１９．９％ ２８％ ３０％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 地域支えあいネットワークの推進 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野、地域保健福祉分野） 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯などが地域で孤立することなく安心して生活を

続けることができるよう常に高齢者の状況を把握し、必要な場合は訪問を行うなどの体制を

整備し、地域の協力を得ながら支えあいを推進していきます。 

地域の支えあいを推進していくため、保健福祉センターを順次（仮称）すこやか福祉セン

ター＊に転換していきます。 

地域の支えあい推進にあたっては、（仮称）すこやか福祉センターを中心として、町会・自

治会、こども育成団体などの地域の活動団体をはじめ、ボランティアやＮＰＯ＊、民生児童委

員、社会福祉協議会、民間事業所、医療機関など、さまざまな活動の担い手との連携を図り、

高齢者や障害者などの自立生活を支える、地域の包括的な支えあいネットワーク体制を

構築します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 143

Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

② 地域団体と連携した身近な支えあいの推進 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野、地域保健福祉分野） 

町会・自治会、防災会などの地域の自治の取り組みや、民生児童委員、ボランティア団

体やＮＰＯ＊、当事者などによる地域の福祉活動の連携をすすめ、地域の支えあいを強化し

ていきます。 

行政が必要な支援を適切に提供する基盤をつくると同時に、地域活動団体、関係機関

等で構成する（仮称）地域懇談会を核とし、地域における保健福祉領域の共通課題への取

り組みや社会資源の発掘をすすめ、要介護者や障害者などをさまざまな活動団体が重

層的に支えていく展開を支えます。 

 

③ 地域の保健福祉活動の推進調整 

（担当：保健福祉部 地域保健福祉分野、福祉推進分野ほか） 

保健福祉活動の担い手やボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービ

スを必要としている人たちとの結びつけや、他の関係機関等との連携などについて、（仮称）

すこやか福祉センター＊を軸に、情報提供と調整・支援を行います。 

（仮称）すこやか福祉センターでは、これまでの保健福祉センター機能に加え、地域

包括支援センター＊、障害者相談支援事業所、地域子ども家庭支援センター＊を包含し、

総合的な視点での相談・支援を行います。 

 

④ （仮称）区民活動センター＊を拠点とした地域自治の推進 【Ⅳ１ア②から再掲】 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

地域自治の主体である住民自らの意思と力によって運営・活用される（仮称）区民活動セ

ンターを、地域センターを再編し１５か所設置します。その運営を担う運営委員会の中核は、

町会・自治会とします。区は、運営委員会が地域の自治活動や公共・公益活動の推進など

の業務を円滑に行えるよう支援・調整を行い、区との連携・協働を強化する中で、地域自治

の推進を支えます。 

 

⑤ 公益活動支援の推進 【Ⅳ１ア③から再掲】 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

価値の高いサービスを提供する公益活動が発展するよう、助成や情報提供、ＮＰＯ＊関連

講座の開催などを通じて、地域での子育て支援や高齢者の地域での暮らしを支える活動な

ど、重点的な分野での活動に対し、積極的な支援を行っていきます。 
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Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

⑥ 支えあい活動の促進 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

ボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービスを必要としている人たちと

の結びつけと、活動を行う区民自身の意欲向上のため、商店街や省エネ活動との共通ポイ

ント制度を構築し、地域で相互に支えあう関係団体の取り組みを支援します。 

 

⑦ 個店・商店街の新生 【Ⅰ１ウ①から再掲】 

（担当：区民生活部 産業振興分野） 

少子高齢化の進展や消費者ニーズの多様化、コミュニティの場としての商店街の役割な

どを踏まえ、今後の区内の商店街の構成、区民のニーズにあった商品やサービスのあり方

などを検討し、将来にわたり持続可能な商店街づくりをすすめます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○地域支えあいネット

ワークの推進 

○公益活動を行うさま

ざまな団体との連携強

化 

○関係機関、団体、住

民による地域支えあい

ネットワークの活性化 

○包括的な地域支え

あいネットワークの発

展 

○（仮称）すこやか福

祉 セ ン タ ー ＊ の 設 置

（仲町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（中

野富士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（沼

袋小跡、鷺宮圏域） 

○地域支えあいポイン

ト制度の導入 

○ 商 店 街 ポ イ ン ト 制

度、地域エコポイント

制度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 
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Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

 

イ 仕事・家庭・地域のバランスのとれた暮らし方 

  

 

（１）目標とする姿 

ライフステージ＊に応じた柔軟で多様な働き方が普及し、区民は、子育てや介護など、家

庭生活や地域活動などを両立させ、バランスのとれた暮らしを実現しています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

自発的に子育てに

かかわり実践して

いると考える父親

の割合 

子育てを通じて、仕事や家庭生活

を両立させている人が増えている

証となるため 

－ ５０％ ７０％ 

 

（３）おもな取り組み 

① ワークライフバランス＊の普及・啓発 

（担当：子ども家庭部 男女平等分野） 

誰もが生涯の各段階においてさまざまな生き方を柔軟に選択でき、仕事と子育て、介護、

地域活動などの家庭・地域生活をバランスよく担っていく「ワークライフバランス」の考え方の

普及・啓発に努めていきます。 

事業者には、育児休業制度の導入や多様な勤務形態への取り組みなどを働きかけてい

きます。また、仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備などに向けて、区内事業所

による「一般事業主行動計画＊」策定推進への働きかけや、啓発に取り組んでいきます。こ

れまでの働き方や暮らし方を見直し、男女が互いに協力しあいながら、ゆとりの持てる充実

した生活を送ることをめざす取り組みをすすめます。 

 

② 支えあい活動の促進 【Ⅲ２ア⑥から再掲】  

（担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

ボランティア団体活動等への参加意欲を持つ人たちとサービスを必要としている人たちと

の結びつけと、活動を行う区民自身の意欲向上のため、商店街や省エネ活動との共通ポイ

ント制度を構築し、地域で相互に支えあう関係団体の取り組みを支援します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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Ⅲ－２                                   地域活動を中心に、ともに支えあうまち 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○ワークライフバラン

ス＊の普及・啓発の促

進 

   

○女性の子育て支援

や就労支援の推進 

   

○地域支えあいポイン

ト制度の導入 

○ 商 店 街 ポ イ ン ト 制

度、地域エコポイント

制度との連携 

○ポイント制度の利用

拡大 

 

 

推進 
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領域Ⅲ．支えあい安心して暮らせるまち 

Ⅲ－３ 安心した暮らしが保障されるまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「安心した暮らしが保障されるまち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次のとおり

です。 

 

 

Ⅲ－３ 安心した暮らしが保障されるまち 

 

○ 支援が必要な人が、安定した日常生活のための相談援助と、適切なサービスの組み合

わせによって、計画的に自立や機能維持を図ることができるよう、行政や関係機関、地域

団体、ボランティアが連携した総合的な体制が、地域に確保されています。 

○ 感染症やさまざまな健康への脅威から、区民の健康を守る取り組みが進められていま

す。 

○ 保健福祉・医療などのサービスがさまざまな担い手によって提供される市場が構築され、

区はサービスの質の確保、利用者保護などの役割を担い、利用者が自身にあったサービ

スを主体的に選べる環境が整っています。 

○ 個人や地域の力を超えた、行政としての支えが必要な場面では、区が支援を用意して、

暮らしを支えています。 
 

２．現状と課題 

中野区では、介護保険制度や障害者自立支援制度等によりさまざまな生活支援サービス

が提供され、保健福祉センター、地域包括支援センター＊、障害者地域自立生活支援セン

ターなどさまざまな機関により、支援が必要な人に対し、安定した日常生活のための相談援助

や適切なサービス体制の誘導・整備に努めています。 また、高齢者・障害者・子育て支援の

総合的な相談機能を持つ（仮称）すこやか福祉センター＊の開設準備がすすんでいます。 

しかし、平成１８年度（２００６年度）の介護保険の制度改正により、高齢者が健康を持続する

ための適切な介護予防事業が課題となったにも関わらず、介護予防プラン作成のための体制

や事業メニュー等が十分でない状況があります。また、介護現場においては、介護従事者の

不足等により、施設の運営や在宅サービスの拡大に支障が出ている状況があります。 

１ 

２ 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 148

Ⅲ－３                                       安心した暮らしが保障されるまち 

 

また障害者（児）については、新たに精神障害がサービスの体系に組み入れられるなど、多

様な障害の状況や本人の意向、ライフステージ＊を踏まえたケアマネジメント＊の充実が求めら

れていますが、精神障害者のためのサービスについての情報提供やグループホーム＊等の基

盤整備が求められているといった現状があります。 

これらの状況を踏まえ、支援が必要な人々への相談支援や、健康相談を含めた総合的な

相談が、身近にある相談窓口で継続的に、気軽に相談支援を利用できるための体制整備が

必要です。 

新型インフルエンザが発生し、新たな感染症への不安が一層高まる一方で、食品の安全へ

の脅威や重大な環境汚染に対応する対策も必要とされるなど、健康に対する危機管理も課題

となっています。このため、関係機関等との連携を強化し、素早い情報収集と共有化、迅速な

対応体制の確立を図り、区民の健康と安全を確保する必要があります。 

今後、後期高齢者の伸びに伴い要介護高齢者や認知症＊高齢者の増加が想定されます。

誰もが要介護状態や認知症になっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で適切な介護サー

ビスを受けながら生活が継続できるよう、居宅サービス、地域密着型サービス、在宅介護が困

難となったときの施設サービス等の基盤整備を日常生活圏域ごとにバランスよく整備していく

必要があります。また、障害者の地域での自立生活を支える、グループホームなどのサービス

を利用しやすい形で提供することが必要となっています。 

さらに、これらのサービスが質量ともに十分提供されるよう事業者の参入を促進する一方で、

区としてサービス供給事業者に対し適切な指導、援助を行い、区民が適正なサービスを受け、

安心して暮らしていくことができる権利が保護されるしくみを整備していく必要があります。 

経済危機の影響や高齢化の進行により、生活保護受給世帯が増えています。今後ますま

す深刻化していくことが予想される経済的に困窮する世帯の生活状況を安定させるために、

継続的な困窮になる前の相談の充実と自立支援のしくみを構築していく必要があります。 

 

３．施策の方向 

安心した 

暮らしが 

保障される 

まち 

ア 権利擁護と包括的な地域ケア体制の確立 

イ 感染症による不安のない暮らしの維持 

ウ 暮らしの衛生が守られるまちの推進 

エ 安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営 

オ 豊かで適正なサービス供給の促進 

カ 生活の安定の保障と自立への取り組み支援 

 

３ 
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ア 権利擁護と包括的な地域ケア体制の確立 

  

  

（１）目標とする姿 

障害者や高齢の要介護者など支援を必要とする区民も、ライフステージ＊に応じた相談が

可能となり、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、相談や支援の包括的な地域ケ

アのしくみが、行政・民間、団体・個人など多様な主体の連携によって構築されています。 

認知症＊や表面化しにくい虐待など、自身の権利をまもるために支援が必要な人やその

家族など関係者に対しては、権利擁護のしくみが十分に用意され、利用されています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

保健福祉センター

または「（仮称）すこ

や か 福 祉 セ ン

ター＊」を身近に感

じる人の割合 

支援を必要する区民とって、利用

しやすい環境が身近に整っている

目安となるため 

１１．０％ １８％ ２４％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 保健福祉の地域での連携体制の確立 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野、地域保健福祉分野、障害福祉分野、経営分野） 

支援を必要とする高齢者や障害者の身近な相談･支援をはじめ、関係専門機関や区民

の自主活動等を含む包括的な地域ケア体制を確立します｡ 

また、障害者の総合相談支援においては、乳幼児から学齢期、成人期、高齢期に至るス

テージを、一貫した継続性のある相談支援体制を整備し、支援を強化します。 

地域包括支援センター＊では、介護予防マネジメントや虐待防止・権利擁護事業、高齢

者や家族への総合相談・支援、そして地域のネットワークづくりを、保健福祉センターや関

係機関・団体等と連携してすすめていきます。 

保健福祉センターについては、今後、地域の自主活動支援や民間事業者等によるさまざ

まな保健福祉サービスの提供、子育て支援機能をあわせ持った、（仮称）すこやか福祉セン

ター＊に移行し、区内に４か所整備していきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 認知症＊高齢者対策の充実 

 （担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症の特性

を踏まえた総合的な対策を充実します。区民への理解促進のための情報提供や、予防から

早期発見・早期治療、地域や身近な人たちによる見守りなどの日常的なケアなどの取り組

みを、関係機関と地域住民、家族等が連携してすすめます。 

家族に対する認知症の正しい理解の促進や、介護ストレス解消のための相談や介護者

が一時的に介護から離れ休養を取る間、代わって介護を担う緊急一時宿泊事業＊などによ

り、介護家族等への支援を強めます。 

若年性認知症については、その特性に応じた効果的な対策を講じていきます。 

  

③ 高齢者等への虐待防止対策 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

相談窓口の充実や関係機関との連携強化、個別事例に対する専門的な会議の活用など

により、早期発見、早期対応に努めます。 

また、高齢者緊急一時宿泊事業＊の拡充などにより、介護する家族が休養のために使え

る事業を充実し、高齢者や障害者に対する虐待の防止をすすめます。 

 

④ 権利擁護の推進 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野） 

高齢者などに対する保健福祉サービスについて、わかりやすい情報提供や利用相談を

すすめ、民間福祉サービス紛争調停制度＊により、サービス利用に伴う事業者等への苦情

の調整などを行います。 

また、自己の財産管理等が困難な高齢者に対しては、日常的な金銭管理や契約書等の

書類保管、各種サービスの手続代行を支援し、安心して在宅生活を送ることができる体制を

引き続き実施していきます。 

成年後見制度＊については、成年後見支援センターを中心に普及啓発・利用促進を行う

とともに、後見人のサポートや法人後見＊等を推進していきます。そして、これらの制度の活

用により、区民の利益を保護するしくみをさらに充実させていきます。 

犯罪被害者に対する相談を充実させ、区内外の機関との連携を図りながら、被害者

を地域社会の中で支えていきます。 
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⑤ 高齢者、障害者が安定した地域生活を送るための支援 

（担当：保健福祉部 福祉推進分野、障害福祉分野） 

介護や何らかの支援が必要な高齢者・障害者が自立した生活を続けていくことがで

きるように効果的な住宅改修支援事業や見守り・緊急通報システム＊、高齢者緊急一

時宿泊事業＊など、多様な保健福祉サービスを提供していきます。 

障害者の日中一時支援事業＊など、本人や家族それぞれの休息の機会について、安心

して気軽に利用できるサービスにより必要な支援を行います。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○（仮称）すこやか福

祉 セ ン タ ー ＊ の 設 置

（仲町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（中

野富士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（沼

袋小跡、鷺宮圏域） 

○地域包括支援セン

ター＊の再配置 

   

○認知症＊の理解促

進及び相談窓口の充

実 

   

○虐待防止関係機関

との連携の強化及び

家族負担軽減の取り

組み 

○組織的対応の充実 

 

  

○ 成 年 後 見 人 の 養

成、確保 

○法人後見＊のしくみ

づくり 

○ 社 会 貢 献 型 後 見

人＊のしくみづくり 

○法人後見支援の充

実 

○成年後見の推進  

 ○見守り・緊急通報シ

ステム＊の見直し・改

善 
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イ 感染症による不安のない暮らしの維持 

  

 

（１）目標とする姿 

新型インフルエンザなどの感染症の予防や危機管理のしくみが整えられ、情報の収

集及び分析とその公表が行われ、区民は安心して暮らしています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

MR＊（麻しん・風し

ん）の予防接種率 

MR２期（小学校就学前１年間）対

象者の予防接種率で、予防対策

の達成度を測るため 

８９．７％ ９５％ ９５％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 感染症等の予防対策の充実 

（担当：保健福祉部 保健予防分野） 

インフルエンザ・ＭＲ＊（麻しん・風しん）等の予防接種を推進し、感染症の発生予防をす

すめます。また、正確な感染症情報を的確に収集・分析・提供できる体制を維持し、広報を

充実させ区民の不安の解消をすすめます。 

 

② 健康危機管理対策の充実 【Ⅳ２イ②から再掲】 

（担当：保健福祉部 保健予防分野） 

新型インフルエンザなど広範囲にわたる健康危機に対して、即時に的確な対応が可能に

なるよう情報収集や関係機関等との連携、健康危機管理マニュアル＊の定着、防護服等必

要な物品の整備・充実を図ります。また、模擬訓練や総合訓練の実施により、感染症・食中

毒等による重大な健康被害に迅速・的確に対応します。 

 

③ 危急時に的確に対応できる職員づくり 【Ⅳ２イ③から再掲】 

（担当：経営室 人事分野） 

全職員が救急救命の基礎的知識・技能を修得したことから、さらに総合的な救急救命の

対応ができるようレベルアップを図ります。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○MR＊２期及び３期に

ついての保護者への

注意喚起 

○MR４期についての

個別勧奨の実施 

   

○感染症発生動向の

迅速な提供実施 

○区民の予防意識の

定着促進のための広

報の充実 

   

○医師会・診療協力病

院との発熱外来受け

入れの調整 

○診療協力病院と発

熱外来運営模擬訓練

実施 

 

○区内の関係機関・団

体を含めた健康危機

に対する総合訓練の

実施 

 

 

推進 
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ウ 暮らしの衛生が守られるまちの推進 

  

 

（１）目標とする姿 

区民及び事業者は、食中毒、飲み水、薬品等についての適切な情報提供により、健康や

安全について正しい知識を持って、自己管理をすすめています。 

地域では、公衆衛生のための自主的な取り組みが活発に行われています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

食に関する苦情件

数 

監視指導対象としている食品や

施設の衛生状態を示すため 
１１９ １１５ １１０ 

ペットに関する苦情

件数 

飼い主のマナーや飼養ルールの

遵守状況を示すため 
７２７ ５００ ３００ 

 

（３）おもな取り組み 

① 食品衛生に不安のない暮らし 

 （担当：保健福祉部 生活衛生分野） 

近年、食品による事件・事故が多発していることを受け、食による健康被害の発生を防止

するため、特に輸入食品対策や食中毒対策に重点を置いた監視指導を実施し、食の安全

への脅威に対応します。さらに、これに伴う関係機関等との連携強化、情報の収集と共有、

迅速な対応体制の確立を図ります。 

また、食の安全・安心の確保に向けて、区民・事業者・行政など関係者による意見交換等、

リスクコミュニケーション＊を定期的に実施していきます。これにより、区民・消費者が食品を

原因とする健康への影響など、食の安全、リスクへの理解を深め、健康的で安全・安心な食

生活の確保に寄与していきます。 

事業者の食の安全に関する知識を深め、事業者自身による自主管理推進の契機としま

す。区は自治指導員活動など事業者団体による自主管理事業が強力にかつ継続して実施

できるように、事業者団体の組織力強化に向けた支援を行っていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② ペットなどの動物の飼養等が相互理解のもとに行われる地域社会づくり 

（担当：保健福祉部 生活衛生分野ほか） 

動物の飼養等を受け入れていく地域社会を実現していくために、愛玩動物の飼養等に

ついてルールの普及啓発などを行っていきます。 

 この他、飼い主のいない猫やカラス等の餌やりなど生活環境に対する対策に取り組みま

す。 

 また、災害時における各避難所へのペットとの同行避難や、区立公園への犬との同行

入園について、地域団体等と連携して飼養者と区民とが協調して利用できるしくみづくりな

どの課題に取り組みます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○食の安全に係るリス

クコミュニケーション＊

のための会議体の設

置と実施 

○リスクコミュニケーシ

ョンの実施及び評価、

検証 

  

○食品の安全を守る

ための行動推進プラン

として、年間監視指導

計画の策定と推進 

○リスクコミュニケーシ

ョンの実施で得られた

成果を反映した行動推

進プランの策定と推進

○行動推進プランの

評価、検証 

○同プランの改定と推

進 

 

○講習会やハンドブッ

クの配付等によるペッ

ト飼養マナーの普及 

   

○ペット飼養に関する

ルール等の確立 

○ペット飼養ルールの

理解促進 

  

○飼い主のいない猫

対策のルールの確立 

○飼い主のいない猫

対策ルールの理解促

進 

  

 

推進 
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エ 安心して必要な医療が受けられる医療保険制度運営 

 

 

（１）目標とする姿 

医療保険制度への区民の理解が深まり、国民健康保険や後期高齢者医療が健全に運

営され、区民が病気やけがなどの際に安心して受診し、早期に適切な治療を受け、健康な

生活をしています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

国民健康保険料納

付率（現年分） 

国民健康保険制度への理解が深

まり､財政が安定して運営されて

いることを表しているため 

８１.５％ ８５％ ８８％ 

特定健診＊の受診

率 

健康状態を自ら確認し、疾病の予

防、早期発見・早期治療につなが

る区民が増えるため 

４０.６％ ６７.０％ ７０.０.％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 適正な国民健康保険制度の運営 

（担当：保健福祉部 保険医療分野） 

安定した国民健康保険制度の運営のために、加入者資格の適正化に取り組み、保険料

の自主納付をすすめ、新たに滞納整理の支援システムを導入し、これによりきめ細かく重点

的な催告を実施するなど、収納の確保をめざすとともに、保険加入者が公平で適正な医療

給付を受けられるよう、診療報酬明細書の点検事務など医療給付の適正化をすすめます。 

また、医療保険制度の改革に的確に対応していきます。 

 

② 適正な長寿医療（後期高齢者医療）制度＊の運営 

（担当：保健福祉部 保険医療分野） 

長寿医療（後期高齢者医療）制度の安定した運営をめざし、わかりやすいパンフレ

ット等を活用して被保険者等への制度周知を図るとともに、保険料の自主納付や口座

振替の勧奨をすすめ、納付を確保します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○滞納整理支援シス

テムの導入 

○滞納整理支援シス

テムを活用した、きめ

細かく重点的な催告の

実施 

○新たな収納方法の

導入 

 

 

推進 
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オ 豊かで適正なサービス供給の促進 

 

 

（１）目標とする姿 

高齢者や障害者、一人ひとりが自分のライフスタイル（生活様式）にあったサービスを主

体的に選択・享受できるよう、介護保険制度などの法定のサービスのほか、個々のニーズに

より機動的に対応できるサービスがＮＰＯ＊やボランティアなど多様な供給主体によって、地

域に密着した形で豊富に提供されています。 

同時に、事業者監視・指導などによりサービスの透明性と安全性などの質が確保され、適

正なサービスを安心して受けることができています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

不足感のあるサー

ビスの数※ 

不足感のあるサービスの減少は

サービスが豊富に提供されている

ことを示すため 

８ ７ ５ 

※１/３以上のケアマネジャー＊が不足していると感じている介護サービスの数です。 

 

（３）おもな取り組み 

① 介護保険サービスの基盤整備支援 

（担当：保健福祉部 介護保険分野） 

要介護状態になっても可能な限り自宅や住み慣れた地域で生活が継続できるよう、家族

介護負担の軽減を図るショートステイ＊などの在宅サービスの充実を図ります。また

「通い・宿泊・訪問」を身近な地域で一体的に提供する小規模多機能型居宅介護＊や、増加

する認知症＊高齢者の地域での生活の場であるグループホーム＊など、地域密着型サービ

スについて、区内４つの生活圏域を基本に、整備を図るとともに、在宅介護が困難になっ

たときの入所施設の整備についても、事業者の参入を積極的に促し、整備に努めます。 

 

② 障害者自立支援の基盤整備 

 （担当：保健福祉部 障害福祉分野、地域保健福祉分野） 

障害者が地域での在宅生活を続けられるよう、相談支援をはじめケアマネジメント＊体制

の整備や、移動支援の充実を図るとともに、就労継続支援・就労移行支援や短期入所のた 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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めの施設、グループホーム＊などの必要なサービスを誘導します。 

 

③ 介護保険事業に関する指導・監視等 

（担当：保健福祉部 介護保険分野） 

区が指定権限を持つ地域密着型サービスの事業者については、区が責任を持って事業

者の指定、指導、監視及びサービス向上への支援を行っていきます。また、これ以外の保

健福祉サービスを提供する多様な事業者に対しても、事業者監視（モニタリング）・指導と支

援を行い、質の向上に努めます。 

介護事業者が質の高いサービスを提供するための従事者の確保・定着について、国・都

との役割分担を行い、さまざまな形で介護保険事業者への支援を行います。また、介護従

事者の質の向上をめざし、介護従事者のスキルアップにつながるよう研修の支援及び充実

を行っていきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○認知症 ＊高齢者グ

ループホーム＊誘導整

備 

○ 認 知 症 高 齢 者 グ

ループホーム誘導整

備拡充 

  

○小規模多機能型居

宅介護施設＊誘導整

備 

○小規模多機能型居

宅介護施設誘導整備

拡充 

  

○特別養護老人ホー

ム＊誘導整備（東中野

地域） 

 ○特別養護老人ホー

ム誘導整備 

 

  ○老人保健施設＊誘

導整備 

 

   ○就労継続・就労移行

支援施設整備（中野福

祉作業所の移転整備・

中野５－３） 

○ 障 害 者 グ ル ー プ

ホーム＊誘導整備 

   

○精神障害者地域支

援体制の充実 

   

○精神障害者社会復

帰センター移転（（仮

称）仲町すこやか福祉

センター＊併設） 

   

○介護サービス従事

者確保のための支援

策の実施 
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カ 生活の安定の保障と自立への取り組み支援 

 

 

（１）目標とする姿 

経済的に困窮する人のために、生活の基本を支える保障が整えられているとともに、必要

な貸付・支援が適切に受けられ、自立した生活を回復・維持する世帯が増えています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

生活保護から自立

した世帯数 

生活保護制度の目的のひとつで

ある経済的自立の助長が達成で

きたと判断できるため 

１１９世帯 １５０世帯  １６０世帯 

 

（３）おもな取り組み 

① 生活困窮者を対象とする総合的な生活相談支援の充実 

（担当：保健福祉部 生活援護分野） 

失業中やワーキングプア＊、ホームレスなど、継続的な生活困窮になる前の段階の人々を

対象とした相談支援を充実します。生活安定事業や住宅手当緊急特別措置事業など、就

労支援員等を配置し、関係機関や関係部署、民間事業者等との連携により就労支援・住宅

確保支援を推進します。  

 

② 自立支援プログラムによる生活安定の促進 

（担当：保健福祉部 生活援護分野） 

生活保護からの就労による経済的自立や身体的・精神的な健康の回復、社会的なつな

がりの回復をめざした自立を目標としたさまざまなプログラムの構築を推進していきます。こ

のことを通して、被保護者が置かれている生活環境やニーズに対応した自立支援を実施し

ていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○継続的な生活困窮

になる前の相談支援

の実施、適切なサービ

スへの誘導 

   

○就労支援プログラ

ム、精神保健福祉支

援プログラム、長期入

院・入所プログラムの

実施継続 

○退院促進プログラム

の実施 

○就労支援プログラ

ム、精神保健福祉支

援プログラム、長期入

院・入所プログラム、

退院促進プログラムの

実施継続 

 

  

○新たな自立支援プ

ログラムの構築 

○新たな自立支援プ

ログラムの構築・実施 

  

 

推進 推進 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 162

 

領域Ⅳ．区民が発想し、区民が選択する新しい自治 

Ⅳ－１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって 

多様なサービスが展開するまち 

  １０年後のまちの姿 

「自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するま

ち」として基本構想で描く１０年後のまちの姿は、次のとおりです。 

 

 

Ⅳ－１ 自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって 

多様なサービスが展開するまち 

 

○ 多くの区民によって、地域課題の解決のための話合いや共同行動などが積極的に進め

られ、暮らしやすいまちづくりの動きが広がっています。 

○ 町会・自治会は、地縁団体としての長い活動の経験をふまえて、大きな役割を担っていま

す。 
○ 区民による協働の動きが広まり、地域の団体活動が活発になって、ＮＰＯ＊などの新しい

形の活動形態も広がっています。 

○ 区民は、必要な情報を、情報通信技術をはじめとする多様な方法で、速やかに入手でき

るようになっています。 

○ 身近なところに人々が集う場、話合いの場があり、区民の意思にもとづいて運営され、多

様な地域活動の拠点として生かされています。 

○ 政策等の「計画－実施－評価－改善」の段階ごとに区民が参加するしくみが整い、区民

に開かれた区政運営が進められています。 

○ 地域で活動するさまざまな団体が、公共サービスの新たな担い手となり、区民にとって質

の高いサービスを提供しています。 

○ 地域では、災害時への対応や防犯のための備えなど、安全で、安心な暮らしを支えるた

めの取り組みが、人々の力を生かしながら幅広く実践されています。 

○ 区の内外でのさまざまな交流を通じて、世界の国々や民族との相互理解の輪が広がり、

平和な世界の実現に向けた努力が重ねられています。 
 

２．現状と課題 

地域では、町会や自治会が、長年にわたり防犯や防災、環境問題など区民生活を守る公

共・公益活動に積極的に取り組んでいます。また、子育てや福祉の分野でも多くの団体によ

る活動が幅広く行われています。 

地域の自治や活動がさらに発展していくためには、町会・自治会をはじめとした団体がさ

まざまな団体との連携を深めながら、活発に活動できる体制づくりに向けて、支援等を充実

していく必要があります。 

１ 

２ 
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地域活動を通じて、地域の中で公共サービスを提供する団体も増えてきています。区が

必要な支援を行いながら、多くの団体が質の高い多様なサービスの担い手になることが求

められます。 

区のホームページのアクセス数増加や区報の各戸配布への切り替えなど、区民の区政

情報の入手手段がすすむと同時にインターネットを通じて区民のさまざまな声も寄せられる

ようになっています。必要な情報へのアクセスのしやすさや映像による情報発信など、区民

が必要な情報を、迅速でわかりやすい形で提供していくとともに、区民からの意見や問い合

わせに応える双方向による情報交換をすすめていく必要があります。 

地域では、町会・自治会単位に防災会が整備され、自主的な防災訓練などを行っていま

すが、青少年やその保護者、事業所など、防災訓練に参加する層を広げていく必要があり

ます。地域団体による防犯パトロールなど、地域での防犯の取り組みも行われ、成果もあげ

てきています。「自らの地域は自ら守る」という理念を、地域住民が共有し、地域で見守り支

えあうなど、より一層地域の防災・防犯力を高めていく必要があります。 

国際理解・交流については、外国人住民がより地域に根ざした生活を営み、円滑に暮ら

していける地域づくりをすすめていくだけでなく、外国人住民との交流の活発化や自治体間

のさらなる交流等を通じ、国際的な視野を持つ人材育成の必要があります。 

３．施策の方向 

自治のしくみが 

効果的に機能し、 

さまざまな 

担い手によって 

多様なサービスが 

展開するまち 

ア 区民の公益活動の推進 

イ 皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

ウ 区民の声を受け止め生かす区政の推進 

エ 安全で安心な地域生活の推進 

オ 平和・国際化への対応の推進 

 

 

３ 
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ア 区民の公益活動の推進 

  

  

（１）目標とする姿 

各地域では、町会・自治会が中核となり、さまざまな団体同士の連携がすすむ中で、地域

課題の解決のための話し合いや共同行動など、自主的な活動が幅広く、活発に展開されて

います。 

公共サービスの提供主体として、価値の高い多様なサービスを提供するさまざまな区民

団体が活動しています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

町会・自治会やボランテ

ィアなど地域の活動に参

加した区民の割合 

地域の活動への参加割合の

高さは、地域自治意識の高

まりを示すため 

２２．６％ ３０％ ３５％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 町会・自治会活動の推進 

（担当：区民生活部 地域活動分野）  

区内全域にわたり、地縁団体として設置され、地域で公共・公益活動を行っている町会・

自治会の活動を一層推進するため、条例化等加入促進を図るしくみづくりを行うなど、組織

力強化に向けて支援をすすめます。 

 

② （仮称）区民活動センター＊を拠点とした地域自治の推進  

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

地域自治の主体である住民自らの意思と力によって運営・活用される（仮称）区民活動セ

ンターを、地域センターを再編し１５か所設置します。その運営を担う運営委員会の中核は、

町会・自治会とします。区は、運営委員会が地域の自治活動や公共・公益活動の推進など

の業務を円滑に行えるよう支援・調整を行い、区との連携・協働を強化する中で、地域自治

の推進を支えます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 公益活動支援の推進 

（担当：区民生活部 地域活動分野） 

価値の高いサービスを提供する公益活動が発展するよう、助成や情報提供、ＮＰＯ＊関連

講座の開催などを通じて、地域での子育て支援や高齢者の地域での暮らしを支える活動な

ど、重点的な分野での活動に対し、積極的な支援を行っていきます。 

 

④ 公共サービスへの参入促進 

（担当：区民生活部 地域活動分野ほか） 

区民団体の活動の特長を生かすとともに活動の場を広げるため、区民団体に、積極的に

区の業務の委託等を行います。また、区民団体が受託したい事業を提案する「業務委託の

提案制度＊」は、より提案しやすい制度として充実を図るとともにＰＲを積極的に行い、公共

サービスへの参入を促進します。 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○町会・自治会を中核

とする地域住民により

組織された運営委員

会 の 運 営 に よ る （ 仮

称 ） 区 民 活 動 セ ン

ター＊への転換準備・

一 斉 転 換 （ 地 域 セ ン

ターからの転換） 

○（仮称）区民活動セ

ンターを拠点とした地

域自治推進の基盤づく

り 

○（仮称）区民活動セ

ンターを拠点とした地

域自治推進の展開 

 

 

 

○（仮称）南中野区民

活動センターの移転整

備（弥生町５－５） 

○（仮称）東中野区民

活動センターの移転整

備（東中野小学校跡） 

 

 

 

 

 

 

○（仮称）昭和区民活

動センターの建て替え

（昭和地域センター跡）

 ○運営委員会による

地域情報の共有・提供

のためのホームペー

ジの作成・稼働 

○ホームページの充

実 

 

○条例化など町会・自

治会への加入促進を

図るしくみづくり 

○町会・自治会の運営

強化策の促進 

  

○政策助成制度＊改

善に向けた見直し 

○政策助成事業推進 

 

  

○企業・大学等の社会

貢献活動の区民への

ＰＲの推進 

○企業・大学等の社会

貢献活動の促進及び

区民へのＰＲの充実等

○社会貢献活動を行

う企業・大学等と地域

団体との協働の推進

等 

○社会貢献活動を行

う企業・大学等と地域

団体との協働の発展

等 

○ 業 務 委 託 提 案 制

度＊への応募促進 

○業務委託提案制度

充実に向けた見直し 

○業務委託提案制度

への応募促進 
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イ 皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

 

 

（１）目標とする姿 

区民は、必要とする区の仕事や区政に関する情報を、進展する情報通信技術や機器を

活用し、希望する通信方法によりいつでも手早く手に入れることができるようになっています。

また、多様化する区民の生活スタイルに応じて、必要な区政情報は個別に届けられている

ようになっています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

必要な区政情報を

入手できるとする区

民の割合 

区政情報を必要とするとき、その

情報を適切な方法で入手できて

いるかどうかを示すため 

－ ５０％ ７０％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 皆に届くわかりやすい区政情報の提供 

（担当：経営室 広報分野ほか） 

区民が必要とする情報を区報やホームページ、ケーブルテレビなどで積極的に提供する

とともに、進展する情報通信技術や機器を活用し、区民が望む広報媒体や通信手段により

個別に提供していきます。 

また、区からの一方的な情報提供に止まらず、ホームページやメール機能などを活用し

て、区民の個別相談等に対応するなど、区民と行政の双方向のコミュニケーション機能を充

実させていきます。 

 

② ＩＣＴ＊を活用した地域情報化の推進 

（担当：政策室 情報政策分野） 

安全・安心の増進に貢献する防災情報の提供や、地域活動支援としての電子回覧板＊な

どの導入にあたり、誰でもが利用しやすく、快適な情報通信環境基盤として、中野区内全域

に整備されているケーブルテレビ幹線を活用していきます。 

 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○携帯電話での動画

配信 

○携帯版メールマガジ

ンの拡大 

○進展するＩＣＴ＊を活

用した新たな情報発信

システムの構築 

○新たな情報発信シ

ステムの運用開始 

 

 ○ケーブルテレビ回線

を活用したコンテンツ＊

の提供開始 

○ケーブルテレビの双

方向性を活かした区民

参加の拡大 

 

 

推進 
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ウ 区民の声を受け止め生かす区政の推進 

 

 

（１）目標とする姿 

区政運営に対する意見や要望を届けるためのしくみが整い、多くの区民が積極的にその

しくみを活用して区政運営に対して意見を表明しています。 

区民の声を共有化するしくみが整い、区民の声を反映した区政運営がすすめられていま

す。 
 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

区民の声や区政への提

案箱＊、対話集会で出さ

れた提案などが区の施

策等に取り入れられた数 

区民の意見や提案を施策に

取り入れることにより、区が

区民の声を受け止めている

ことになるため 

２４ ３５    ５０ 

 

（３）おもな取り組み 

① 区民の声を幅広く受け止める区政運営 

 （担当:政策室 区民の声分野ほか） 

「区民と区長の対話集会＊」や施策ごとの意見交換会＊などを行うとともに、区民へのイン

タビューなど、区民が区政に対して意見を述べることができる機会を工夫し、声なき声の把

握に努めることで、幅広い区民の考えが区政運営に反映するようにしていきます。 

また、区民の声や「区政への提案箱＊」に寄せられた提案を区の施策に生かす工夫を

行っていきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 区政への区民参加の推進 

 （担当：政策室 区民の声分野ほか） 

区政運営の「計画－実施－評価－改善」（ＰＤＣＡサイクル＊）の各段階で、意見交換会＊、

パブリック・コメント手続＊、外部委員による行政評価＊など、区民が区政に参加するしくみを

徹底します。 

 また、組織として情報の適切な共有を行うとともに、職員の情報分析力、説明能力の向上

を図り、区民の要望の正確な理解と区民への丁寧な説明に努め、区民の区政への参加を

推進していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○区民インタビューや

無作為抽出による意

見交換会＊等の実施 

 ○意見を述べる多様

な機会の見直し、拡充

 

 

推進 推進 
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エ 安全で安心な地域生活の推進 

 

 

（１）目標とする姿 

「自らのまちは自らで守る」という理念のもと、地域防災住民組織を核とした防災活動や災

害時要援護者への支援態勢など、共助の取り組みが進み、地域の防災力が高まっていま

す。地域の日頃からの支えあい活動による地域コミュニティ＊形成と、区の地域防災

住民組織への支援によって、地域の防災力は、さらに充実しています。 

デジタル防災無線の整備と防災情報処理システムの運用の開始によって、広く区民

や災害時要援護者施設などへ、正確な情報が迅速に伝えられるとともに、区と防災関

係機関との連携もよりスムーズになっています。 

また、区や関係機関との連携が強化され、町会・自治会などによる防犯ボランティア団体

との協働が進み、公共施設や民間施設のハード面ソフト面での防犯対策が整い、安全で安

心な地域生活が確保されています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

防災活動住民参加

率 

防災訓練等への住民の参加は、

防災意識の向上につながり、中野

のまちの安全度を高めることを示

すため 

９．７％ １５％ ２０％ 

犯罪発生件数※の

減少率 

件数が減っていくことは、地域で

安全な暮らしを支える取り組みが

すすんでいることを示すため 

１９．４％減 ３３％減 ３９％減 

※中野区内で警察が発生を認知した年間の犯罪件数です。（対平成１６年比） 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

施策の方向 
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（３）おもな取り組み 

① 地域の防災力の向上 

（担当：経営室 防災分野ほか） 

地域全体の災害対応能力を高めるため、特に地域防災力が低下する平日の昼間の対応

として、中高生や小・中・高校生の保護者など、幅広い年齢層を対象とした防災訓練や地域

内の事業所と連携した防災訓練の実施に向けて支援を行います。防災訓練の中では、高

齢者や障害者などの要援護者に対する支援訓練を織り込んでいくとともに、障害者の

訓練への参加をすすめていきます。また、外国人を対象とした防災訓練や普及啓発を推

進します。 

その他、避難所生活者等の１日分の食料など、災害時に区が確保すべき責任を負う物資

の備蓄を行ないます。また、必要な物資の調達を、確実かつ円滑に行なうため、区内事業

所との物資供給等の協定締結を推進します。 

 

② 防災のための情報提供システムの充実 

（担当：経営室 防災分野、都市整備部 道路交通分野） 

地震や水害などの災害情報を、区が迅速に収集し、必要な情報を区民に提供するために、

防災無線のデジタル化等の情報処理システムの整備をすすめます。情報提供は、同報系

無線＊、情報配信メール、ケーブルテレビ、有線電話、パソコンや携帯電話によるホーム

ページ閲覧など、区民が多様な方法でアクセスできるようにします。これにより、災害時に情

報の必要な人に、的確に情報提供ができるようにします。 

 

③ 避難所の機能強化 

（担当：経営室 防災分野ほか） 

避難所における避難生活の向上をめざし、食品や生活用品などの備蓄物資の充実を図

ります。また、防災会と連携し、避難所開設訓練を通して防災行動力を高め、円滑な避難所

運営を図ります。飼い犬等ペットの同行避難などについては、訓練等を通して地域の合意

づくりをすすめます。 

 

④ 地域の生活安全の向上   

（担当：経営室 危機管理分野ほか） 

地域において防犯活動の自主的な取り組みが行われるように、防犯カメラなどの防犯設

備の設置や防犯資機材の支給など必要な支援を行うとともに、警察や消防等の関係機関と

の連携を強め、安全で安心なまちづくりをすすめていきます。 

（３）おもな取り組み 
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⑤ 消費生活相談・啓発の充実 

  （担当：区民生活部 環境と暮らし分野） 

消費者庁や国民生活センター・東京都との役割連携を強化するとともに、相談員のスキ

ルアップや相談時間の拡大、商店街等での消費生活相談の開催など、身近な相談先として

の消費生活相談の強化を図ります。 

特に、増加傾向にあるインターネットを介した消費者トラブルなどの未然防止のため、被

害事例を使った啓発などの取り組みを拡充し、消費者が商品やサービスの選択を的確に行

うために必要な情報を得られるよう、予防的な消費者教育に重点的に取り組みます。 

また、高齢者の悪質商法被害を防止するため、訪問相談の拡充や出前講座などにより高

齢者団体や地域団体、介護事業者等との連携を着実にすすめます。 

  
⑥ 子どもの安全対策の強化 

（担当：教育委員会事務局 学校教育分野ほか） 

子どもたちが安心して通える施設としていくため、施設の安全性をより高める方策を実施

します。 

学校開放事業や子どもの育成などで地域の人が学校を訪れる機会が増え、学校がより地

域に開かれていく中で、地域の人とともに学校の安全性を高めていきます。 

また、安全パトロールなど子どもを守る活動に地域が関わることで、子どもに関する事故

や犯罪を未然に防止していきます。 

近年、携帯電話やインターネットを介した犯罪や事件に子どもたちが巻き込まれるケース

が社会的な問題となっており、今後家庭・地域との連携を図りながら情報モラル教育を推進

していきます。 
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 実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○防災情報処理シス

テムの整備工事 

○防災情報処理シス

テムの運用開始 

  

○防犯設備の設置や

防犯資機材の支給等

による防犯活動の支

援 

○防犯設備の設置に

係る基準の策定 

○支援の拡大 ○支援内容の見直し、

支援の拡大 

○支援の拡大 

○地域団体等による

子どもの安全指導・防

犯パトロールの実施 

   

○消費生活相談の拡

充 

   

○情報モラル教育の

推進、保護者への啓

発推進 
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オ 平和・国際化への対応の推進 

  

  

（１）目標とする姿 

世界が平和で豊かに発展していくことをめざし、海外の被災地や発展途上の国々等への

支援をＮＧＯ＊や区民団体等と連携して推進しています。また、国際的な連帯や協調が世界

平和につながっていくという理念が広く区民に共有されています。 

地域では、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、互いに認め合いともに暮らす

多文化共生社会の実現をめざした取り組みがすすめられています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

地域での外国人住民と

の交流事業の参加者数 

国際理解と平和への理解が

すすむことを示すため 
４，３０４人 ４，４００人 ４，５００人 

 

（３）おもな取り組み 

① 国際平和への貢献 

（担当：政策室 平和・人権・国際化分野） 

海外の被災地への救援物資の送付や発展途上の国々等への食糧などの提供をＮＧＯ

や区民団体等と連携して推進します。 

 

② 地域社会の国際化に向けた取り組みの推進 

（担当：政策室 平和・人権・国際化分野ほか） 

地域社会における国際化の進展への対応を行うとともに、外国人住民が地域の一員とし

て豊かに暮らすことができるよう、これまで行ってきた日本語学習の支援や生活情報の提供、

交流事業等をさらに充実していきます。 

また、国際的な視野を持つ人材の育成や交流の担い手となるボランティアの養成、学校

における国際理解教育や外国語活動の実施、日本語指導が必要な子どもたちへの支援等

を推進します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 海外自治体等との交流の推進 

（担当：政策室 平和・人権・国際化分野） 

 区民市民同士の共感に基づいた海外自治体等との交流を、機会をとらえて推進していき

ます。また、こうした交流を通じ、国際的な連帯や協調の意義、平和の尊さを学ぶ機会を、

多くの区民に積極的に提供していきます。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○発展途上にある地

域等への協力を行うＮ

ＧＯ＊や区民団体等と

の連携態勢の構築 

○支援の実施   

○日本語学習拠点の

充実 

○さまざまな生活情報

提供手段の多様化、

多言語化 

   

○国際的な視野を持

つ人材や交流の担い

手となるボランティアに

関する育成方針・プロ

グラムの策定 

○育成プログラムの実

施 

  

○海外自治体との交

流の推進 

   

 

推進 推進 
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領域Ⅳ．区民が発想し、区民が選択する新しい自治 

Ⅳ－２ 「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち 

 

  １０年後のまちの姿 

「『小さな区役所』で、質の高い行政を実現するまち」として基本構想で描く１０年後のまちの

姿は、次のとおりです。 

 

 

Ⅳ－２  「小さな区役所」で､質の高い行政を実現するまち 

 

○ 区は、区民の参加を保障する区政運営を行っています。 

○ 区は、税財源の確保、歳出の抑制、民間活力の活用など財政構造の改革に努め、持続

可能な、安定した区政運営により、区民にとって満足度の高い、効率的な行政を進めてい

ます。 

○ 区民の安心な暮らしを守るため、区は適切な危機管理のしくみを整えています。 

○ 民間が行う公共サービスの質、量を確保するため、区による評価・監視のしくみを整えて

います。 
○ さまざまな手続や相談などについて、情報通信技術の利用によって区民の利便性が高

まるとともに、区民と区との双方向による情報交換へと情報の伝達方法が変わっていま

す。 

○ 情報通信技術を活用して、区民が情報を得たり、安全に取引したりすることが可能になる

など、生活の質を高める環境が整備されています。同時に、電子化された個人情報の保護

が図られています。 

○ 区立施設が適正に再配置され、使いやすい施設により、必要なサービスが効率的に提

供されています。 
 

２．現状と課題 

パブリック・コメント手続＊や外部委員による行政評価＊など、区民の政策形成への参加の

しくみは定着しましたが、区政運営のあらゆる段階で手応えのある区民参加が行われ、区民

の意見が庁内で共有されながら、適切に区政に反映されるしくみを維持していく必要があり

ます。 

業務の民営化や民間委託など民間活力の導入により、区民ニーズに対するサービスは、

きめ細かく対応できるようになってきました。さらなる区民満足のためには、発生主義会計＊

に基づく、中長期的な財政見通しに立って、健全な財政運営を持続していくことが求められ

ています。 

１ 

２ 
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 区政を脅かすさまざまな危機に対しては、全庁をあげてリスク管理に取り組み、職員一人

ひとりが常にリスクを意識し、いざという時に的確に対応し確実に区政業務を継続していく体

制を確保する必要があります。 

電子申請に対応する業務が増加することで、区民がインターネットを活用して区の情報を

得たり、サービスを利用することが増えてきました。今後は、区民のライフスタイルにあわせ、

時間や場所を問わない行政サービスの提供をすすめていく必要があり、そのために、情報

活用の高度化にあわせた情報セキュリティの充実を図っていく必要があります。 

区有施設は、不用となった施設の廃止のほか、学校跡地の転用等を行ってきています。

また、築３０年以上の施設が半数を超えています。区民ニーズに対応した再配置を行うため

には、予防的な保全や新たな施設整備のための財源確保を目的とした貸付等、さらなる見

直しが必要となっています。 

３．施策の方向 

「小さな区役所」 

で、質の高い 

行政を実現する 

まち 

ア 区民満足度の高い「小さな区役所」の実現 

イ 区民の暮らしを守る体制の整備 

ウ 便利で利用しやすい行政サービスの拡充 

 

３ 
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ア 区民満足度の高い「小さな区役所」の実現 

 

 

（１）目標とする姿 

「小さな区役所」では、職員２０００人体制のもと、区民に必要な行政サービスが民間活用

等を図りながら、適正に提供されており、解決が難しい課題に対しても、専門的な知識や経

験を有する職員を配置し、少数精鋭の職員体制によって 少の経費で 大の価値を地域

社会にもたらしています。 

ＰＤＣＡサイクル＊の浸透、公会計改革＊の進展により、職員のコスト削減に向けた意識改

革がすすみ、区民の視点に立った区民満足度の高い行政サービスを実現する自治体と

なっています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

ずっと住み続けた

いと思う区民の割

合 

区民の中野のまちの利便性や地

域性、環境や雰囲気などへの総

合的な評価を示すため 

３２．５％ ４０％ ４５％ 

外部評価結果のう

ち評価が A 以上の

割合 

PDCA サイクル＊が適切に機能

し、質の高い行政サービスが実施

されていることを示すため 

１２％ １８％ ２３％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 区政経営の発展的推進 

（担当：管理会計室 評価改善分野ほか） 

「計画―実施―評価―改善」といったＰＤＣＡサイクル＊を区政運営の基本として確実に定

着させ、限られた財源の中で、 大限の成果を生み出し、顧客満足度をさらに高めていきま

す。 

さらに、区政運営における内部管理事務など、民間で対応可能な部分は、これまで以上

に民間への開放を推進し、高齢者や障害者などの相談・支援の体制に区の人材を投入し、

区民に対して積極的に関わっていけるようします。 

また、各種統計やマーケティング、区政を取り巻く現状の科学的分析など、政策の科学的

研究を展開することによって職員の意識改革を推進し、職員が常にコスト意識を持ち、組織

の 適化を実現する「自ら考え行動する職員、考える組織」という姿を構築していきます。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 職員２０００人による実効性の高い職員体制の実現 

（担当：経営室 人事分野） 

施設の民営化や事務事業の整理・委託化など、これまですすめてきた取り組みによって

確立された財務の見通しを踏まえ一定数の職員採用数を見込むこととし、平成２８年度（２０

１６年度）に職員２０００人体制の実現をめざします。 

職員２０００人体制にあっても、複雑、高度化するさまざまな行政課題に適確に対応できる

よう、専門的な知識を有する経験者や任期付職員＊を計画的に採用していくとともに、複線

型人事制度＊や中野区コンピテンシーモデル＊を活用することで職員一人ひとりの職務能力

を高め、少数精鋭による適材適所の職員体制の実現を図ります。 

 

③ 公会計改革＊の推進 

（担当：管理会計室 評価改善分野、経営分析分野） 

複式簿記＊・発生主義会計＊の取り組みを推進することにより、職員は常にコスト意識を持

ちながら業務改善に取り組み、区民の視点に立った高い付加価値を生み出す働き方をして

いきます。 

 発生主義会計で得られた財務情報を生かした財政規律＊を確立すると同時に日常の会計

実務の監理を適切に行っていきます。 

また、資産・負債の財務情報に基づき、資産の有効活用・民間活用の促進、負債の圧縮

を図り、効率的な自治体をめざします。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○短時間勤務職員等

の活用推進 

   

○任期付職員＊の活

用推進 

   

○複線型人事制度＊

の 活 用 推 進 （ エ キ ス

パート職員数１０人） 

  ○複線型人事制度の

活用推進（エキスパー

ト職員数５０人） 

○職員数の削減 

（平成２２年４月の職

員数 ２，４５０人） 

  ○職員数の削減 

（平成２８年４月の職

員数 ２，０００人） 

○発生主義会計＊に基

づく公会計管理の開始 

○資産台帳の整備 

   

 

推進 推進 
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イ 区民の暮らしを守る体制の整備 

 

 

（１）目標とする姿 

区民の安心と安全を脅かす事態が未然に防止され、また、災害や事件・事故が発生した

場合には被害をできる限り 小限に食い止める対策が構築され、区民の暮らしが守られて

います。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

震災発生時から３時間

以内に初動態勢相当の

職員が参集する割合 

震災発生時に迅速で組織的

な対応を行うことができる

ため 

－ １００％ １００％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 危機管理体制の整備  

（担当：経営室 危機管理分野、防災分野ほか） 

直下地震、都市型水害などの自然災害をはじめ、無差別テロ、大規模事故などの事態発

生に備えた情報連絡体制の確立とともに、被害を局限する措置を円滑に講じられるよう整備

した体制に応じて、職員一人ひとりが危機に対応できる能力を身につけるよう育成します。 

事業を行う上で想定されるリスクを常に分析・評価し、リスクの回避や軽減などに対応する

リスク対策を徹底して実施することができるよう、常に体制の見直しを行っていきます。 

 

② 健康危機管理対策の充実 

（担当：保健福祉部 保健予防分野） 

新型インフルエンザなど広範囲にわたる健康危機に対して、即時に的確な対応が可能に

なるよう情報収集や関係機関等との連携、健康危機管理マニュアル＊の定着、防護服等必

要な物品の整備・充実を図ります。また、模擬訓練や総合訓練の実施により、感染症・食中

毒等による重大な健康被害に迅速・的確に対応します。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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③ 危急時に的確に対応できる職員づくり 

（担当：経営室 人事分野） 

全職員が救急救命の基礎的知識・技能を修得したことから、さらに総合的な救急救命の

対応ができるようレベルアップを図ります。 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○危機管理ガイドライ

ン ＊ に 基 づ く 個 別 マ

ニュアルの策定及び

職員訓練の実施 

○職員訓練の充実・拡

大 

  

○中野区国民保護計

画 ＊の研修及び訓練

の実施 

   

○中野区事業継続計

画 ＊の研修及び訓練

の実施 

   

○各災対部における

対象（水害・震災）別訓

練の実施 

○各災対部における

対象（水害・震災）別訓

練の充実・拡大 

  

○医師会・診療協力病

院との発熱外来受け

入れの調整 

○診療協力病院と発

熱外来運営模擬訓練

実施 

○区内の関係機関・団

体を含めた健康危機

に対する総合訓練の

実施 

 

○職員の救急救命講

習の受講推進 

   

 

推進 
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ウ 便利で利用しやすい行政サービスの拡充  

 

 

（１）目標とする姿 

区民は、区役所の窓口に行かなくても、情報機器を活用して必要な時に区の情報を得ら

れるとともに、さまざまな相談や手続きを行えるようになっています。地域の行政窓口では、

職員が積極的に地域に出向き、さまざまな行政サービスや相談･支援をすすめたりしている

ほか、地域住民組織などとのネットワークも構築され、２４時間３６５日の区民対応が行わ

れています。 

また、区民が必要とするサービスは、行政窓口のほか、インターネット環境によっても、ワ

ンストップ＊で受けられるなど、区民の満足度が高まっています。 

 

 

成果指標 指標とする理由 
平成 20 年度

実績 

平成 26 年度 

目標値 

平成 31 年度

目標値 

電子申請の利用割

合 

電子申請が利用され、電子区役

所が推進されているかどうかを示

すため 

５８．６％ ６４％ ６９％ 

利用者満足度のう

ち、満足の割合 

窓口サービスの利便性、迅速性、

正確性などの満足度を示すため
６４％ ７５％ ８０％ 

 

（３）おもな取り組み 

① 電子区役所の拡充 

（担当：政策室 情報化推進分野ほか） 

自分宛の通知やお知らせ、利用したい申請や届出、保健指導や困りごとなどの相談等も、

インターネットやケーブルテレビの双方向機能を活用して利用できる整備をすすめ、区民の

利便性の向上と事務の効率化・簡素化を図ります。また、施設を利用する区民が、インター

ネットから施設の予約や空き状況を確認できるシステムを拡充します。 

時間や場所を問わずに活用できるインターネットを利用して、地域の公益活動を支える情

報の共有化をすすめ、見守り支援などの地域活動を推進していきます。 

使用料、手数料、税、保険料などについて、近場でいつでも納められるよう、納付場所や

納付方法を多様化し、区民の利便性の向上と事務の効率化・簡素化を図ります。 

（２）成果指標と目標値 

（１）目標とする姿 

（３）おもな取り組み 

施策の方向 
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② 行政サービスの効率化と利便性の向上 

（担当：管理会計室 評価改善分野 区民生活部 戸籍住民分野） 

住民の利便性を一層向上させるため、区の公共施設などに証明書自動交付機を設置す

るほか、本庁舎への来庁者に対して、一か所で用件が完結する総合窓口を整備していきま

す。 

また、住民の多様な生活形態にあわせ、区役所などの戸籍や住民票、税、国民健康保険

などの窓口サービスの受付時間の延長や夜間、休日の受付をすすめていきます。 

 

③ ２４時間３６５日対応による、区民の安全安心のしくみの確立 

（担当：管理会計室 評価改善分野ほか） 

今後、順次開設する（仮称）すこやか福祉センター＊や地域子ども家庭支援センター＊、

（仮称）地域事務所＊、地域包括支援センター＊などを拠点として、２４時間３６５日対応する

職員や地域人材を中心に、新たに設置するコールセンターとも連携して、子どもや障害者、

高齢者の安全安心のネットワークを確立し、地域でさまざまなサービスが「いつでもどこでも

だれもが」受けられる体制を整えていきます。 

 



第 3 章 10 年後の中野の姿とめざす方向 

 186

Ⅳ－２                            「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち 

 

実現へのステップ 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

○コンビニ収納の住民

税への拡充 
   

○クレジットカード等新

たな収納方法導入の

調査研究 

○システム改修、開発 ○新たな収納方法の

導入（税等）・拡充 

 

○コンビニ端末を含め

た証明書自動交付の

導入検討 

○公共施設及びコンビ

ニにおける証明書自

動交付の導入 

  

○コールセンターの設

置 

○本庁窓口等におけ

る夜間・休日窓口の受

付時間の延長、取扱

業務の拡充 

 

 

○本庁窓口等におけ

る夜間・休日窓口の取

扱業務の拡充 

  

○本庁舎に総合受付

窓口（ワンストップサー

ビス＊窓口）を設置 

○総合受付窓口取扱

い業務の拡大 

 

  

○地域センター窓口の

集約化による（仮称）

地域事務所＊の開設

（南中野、東部、江古

田、野方、鷺宮） 

 ○（仮称）南中野地域

事務所移転 

 

○（仮称）すこやか福

祉 セ ン タ ー ＊ の 設 置

（仲町小跡） 

 ○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（中

野富士見中跡） 

○（仮称）すこやか福

祉センターの設置（沼

袋小跡、鷺宮圏域）  
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行財政運営の基本方針 

基本構想がめざす中野のまちの将来像を実現していくためには、景気変動などによっても

目標を変えることなく、安定的に行財政運営を行っていける財政基盤を構築していかなくては

なりません。 

このためには、景気変動に伴う財政の年度間調整や大規模事業が確実に実施できる基金

活用を中心として、財政計画を定めて持続可能な区政運営を行っていく必要があります。 

 

（１）財政運営の考え方 

・ 区が主体的に活用できる特別区民税、特別区交付金などの一般財源を基本に財政運営

を行います 

・ 財政運営にあたっては、一般財源（収入）と基金の繰り入れ、起債のバランスに配慮しま

す 

・ 景気に連動しやすい、特別区民税や特別区交付金などの毎年度の歳入を補完する財

政調整基金の積み立てや繰り入れを計画的に行います 

・ 歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積み立て、繰り入れを行い、区民生

活に必要な財源を縮小させることなく事業を実施します 

・ 毎年度の歳入不足について、起債での補てんは行いません。起債の活用は、原則として、

後年度の負担としても良い公共施設の建設整備費及び公共用地の取得に限定します 

・ 安定した財政運営を行うために、財政調整基金等の積み立てや取り崩しによる財源調整

を通じて、歳入規模を一定に保つこととします。この歳入規模は、過去及び将来の歳入

推計から６５０億円とし、これを中野区の「基準となる一般財源規模」とします 

上記の方針により、セーフティネット経費を確保しつつ、１０か年計画に基づく取り組みを

財政体力にあわせ着実にすすめていいきます。 

 

 
 

■財政調整基金 

・ 毎年度の一般財源の歳入が６５０億円に満たない場合は、その不足分を財政調整基金

から繰り入れます 

・ 毎年度の剰余金は、財政調整基金の積み立て財源とします 

１ 

（１）財政運営の考え方 

（２）基金活用の考え方 
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■減債基金 

・ 起債の償還のための財源は、計画的に減債基金に積み立てます 

・ 減債基金には、起債の元金償還に向けて一定額（借入額÷借入れ年数）を毎年度積み

立てていきます 

■特定目的基金 

・ 施設建設に係る特定目的基金の繰り入れは、原則として、施設の建設や建て替え、計画

的に行う大規模な維持補修や、自然災害などのために臨時的に必要となる大規模修繕

等に限定します 

・ 日常的な維持管理に係る工事経費は、一般財源で対応します 

・ 特定目的基金の積み立て財源は、土地の売却による収入及び毎年度の剰余金で行い

ます 

 

（３）起債活用の考え方 

・ 事業の便益を受ける後の世代への負担となる起債の活用は、原則として、建設費等の初

期投資費用分に限定します 

・ ただし、施設の維持管理経費のうち、長期間の利用を想定した機能の向上を含む大規

模な維持補修等に係るものついては、起債を活用します 

・ 起債の活用にあたっては､公債費負担比率（中野区方式）※で１０％程度を上限とします 

  ※公債費負担比率（中野区方式） 

＝実質公債費（元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金）÷一般財源 

 

財政運営の健全化 

・ 区の財政規模に応じた事業運営を行います 

・ 目標達成に効果のない事業、薄れた事業は、廃止・見直しを行います 

・ 事業コストの 適化基準を検討・構築します 

・ 事業に直接関わらない管理費を 少にします 

・ 民間活力の活用など、人件費を物件費に置き換える段階で、目的とコストを十分に分析

し、 適な方法を選択します 

・ 目標（成果）を達成するために必要なコストを把握します 

・ 行政の役割を明確にし、区民・事業者の負担すべき経費を見直します 

・ 特別区民税・国民健康保険料の収納率向上、保育料等の債権の確保、使用料・手数料

など受益者負担の適正化を行い、自主財源の確保に努めます 

（３）起債活用の考え方 

（４）財政運営の健全化 
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    財政見通し（一般財源の推移（想定）） 

１０年間の一般財源の推移については、国や民間調査機関の景気見通しなどを参考に、以

下の図のとおり見込んでいます。 

また、中野区の「基準となる一般財源規模」を６５０億円として設定し、経常的な経費の削減

に努めるとともに、財政調整基金などの繰り入れや積み立てによる財源調整を通じて、歳入規

模を一定に保つこととします。 
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    １０年間の財政フレーム 

 

 

１０年間の財政フレーム(一般財源ベース)の見込みは、以下の表とおりです。なお、投資

的な事業に係る経費について、その財源を明確にするため、歳出を一般財源ベース（事業

費から補助金等を除いた額）で算定し、その財源対策分として歳入に基金の繰入額と特別

区債の発行額を加えています。 
 

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 計 

歳
入 

特別区税 574 586 599 1,215 2,974

特別区交付金 604 623 665 1,340 3,232

その他一般財源 85 92 99 200 476

基金繰入金 159 183 91 244 677

特別区債 95 246 142 208 691

歳入合計 1,518 1,730 1,596 3,207 8,051

歳
出 

義務的経費 777 774 714 1,471 3,736

 

人件費 466 442 421 796 2,124

公債費 128 140 93 249 609

扶助費 183 192 201 427 1,002

繰出金 201 207 219 479 1,106

一般事業費 327 293 293 626 1,539

新規・拡充事業 158 390 264 400 1,212

基金積立 55 66 106 231 458

 

財政調整基金 8 9 10 23 50

減債基金 45 56 96 207 404

特定目的基金 3 1 - - 4

歳出合計 1,518 1,730 1,596 3,207 8,051

＜フレーム策定の前提条件＞ 

このフレームは、歳入・歳出額を一般財源ベースで推計し、ステップ１からステップ３を２年間ずつ、ステップ４を４

年間と想定して示したものです（以下、（２）基金の積み立て・繰り入れ計画、（３）起債の活用計画においても同様で

す。）。試算にあたっては、現時点で想定される歳入・歳出の増減要素を加味し、この間、大幅な税財政制度の見

直しがないことを前提としました。 

■歳入 

・ 計画期間における経済成長率を 0.0％～2.0％と想定し推計しました 

・ 特別区税は、平成２２年度（２０１０年度）の収入見込みをベースに算出しました 

・ 特別区交付金は、過去の実績や財産費等の増減を加味して推計しました 

・ 基金の繰り入れには、退職手当に係る財政調整基金や起債償還のための減債基金の繰り入れのほか、学校

再編や施設整備などの投資的な事業に充てる基金の繰り入れを含んでいます。基金ごとの内容は、（２）基金

の積み立て・繰り入れ計画のとおりです 

・ 特別区債は、起債の対象となる投資的な経費について精査し、将来の公債費負担を考慮しながら発行可能な

額を見込みました。具体的には、（３）起債の活用計画のとおりです 

■歳出 

・ 人件費は、退職手当の額を見込むとともに、職員２０００人体制をめざして推計しました 

・ 公債費は、既発行分に新規発行分を加えて推計しました 

・ 扶助費は、補助事業、単独事業別にのびを見込んで推計しました 

・ 一般事業費は、歳入の減少にあわせ、経費の縮減を前提に推計しました 

・ 新規・拡充事業には、１０か年計画で取り組む投資的な経費や、新規・拡充する経費分を見込みました 

・ 基金積立には、財政調整基金・減債基金・特定目的基金それぞれについて所要額を見込みました。基金ごと

の内容は、（２）基金の積み立て・繰り入れ計画のとおりです 

・ 基金積立の特定目的基金に、開発者協力金を原資とする４０億円は含まれていません 

3 

（１）一般財源ベースの財政フレーム 

（単位：億円）
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基金の計画的な積み立てと繰り入れを行い、基金の持つ財源の年度間調整機能を活用

していきます。ステップごとの基金の積み立て、繰り入れ及び当該ステップの 終年度の基

金残高の見込みは、以下の表のとおりです。なお、基金運営にあたっては、施設の移転等

により売却が可能となった用地の収入をその目的にあった基金に積み立てることとしており、

下表ではその額を含んでいないため、マイナス表示となっている部分があります。 

（単位：億円） 

種別 区分 ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

財政調整基金 

積立 8 9 10 23

繰入 102 77 24 43

残高 87 19 6 △13

減債基金 

積立 45 56 96 207

繰入 29 51 28 167

残高 84 89 156 197

義務教育施設整備基金 

積立 0 0 0 0

繰入 15 32 14 7

残高 62 30 16 10

社会福祉施設整備基金 

積立 0 0 0 0

繰入 3 7 9 8

残高 4 △2 △12 △20

道路・公園整備基金 

積立 3 1 0 0

繰入 1 0 0 0

残高 5 6 6 6

まちづくり基金 

積立 40 0 0 0

繰入 9 16 16 19

残高 45 28 12 △8

合計 

積立 95 66 106 231

繰入 159 183 91 244

残高 287 170 184 171

計（減債基金を除く） 残高 203 81 28 △26

※ 残高は、各ステップ末見込を記載してあります 

※ まちづくり基金の積立には、開発者協力金を原資とする４０億円を含んでいます 

（２）基金の積み立て・繰り入れ計画 
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起債の活用は、原則として、後年度の負担としても良い公共施設の建設整備費及び公共

用地の取得に限定して行います。起債の活用計画は、以下の表のとおりです。 
 

■発行額（一般会計）                                     （単位：億円） 

区分（目的） ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 計 

学校関連 42 152 35 38 268

まちづくり 44 76 80 166 367

保健福祉・子ども施策 2 4 10 4 20

区民施設・総務 7 14 16 - 36

計 95 246 142 208 690

 

■公債費負担比率（中野区方式）の推計                       （単位：億円・％） 

区分 ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 計 

一般財源総額Ａ 1,263 1,301 1,362 2,756 6,682

実質公債費※Ｂ 143 144 160 290 737

公債費負担比率Ｂ/Ａ（%） 11.32% 11.08% 11.77% 10.51% 11.03%

※ 実質公債費＝元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金 

 

■起債残高の推計（ステップ末残高。用地特別会計を含む）             （単位：億円） 

区分 ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 

起債残高 551 582 580 594 

（参考）土地開発公社 129 106 77 36 

※ 土地開発公社の数字は金融機関借入残高の推計 

（３）起債の活用計画 
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起債・基金を活用する主な事業 
 

基金や起債を活用する予定の主な事業（一般会計分）は下表のとおりです。事業費等は、

現時点でのステップごとの想定経費です。また、社会経済状況の変化に応じて事業実施スケ

ジュール等は変更になることがあります。  
事 業 名 区分 ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 計 

ま
ち
づ
く
り 

警察大学校等跡

地整備((仮称)中央

部防災公園) 

事業費 5 - - - 5

起債 1 - - - 1

基金繰入 - - - - -

警察大学校等跡

地整備(道路) 

事業費 8 - - - 8

起債 6 - - - 6

基金繰入 - - - - -

中野駅地区整備 

事業費 16 57 65 160 297

起債 8 23 29 64 124

基金繰入 3 9 9 4 26

中野駅南口地区

のまちづくり 

事業費 0 4 38 33 75

起債 - - 14 12 27

基金繰入 - 2 - - 2

東中野駅前広場

整備 

事業費 3 4 1 - 8

起債 - - - - -

基金繰入 2 2 0 - 4

(仮称)南部防災公

園整備 

事業費 17 25 28 - 70

起債 8 13 14 - 35

基金繰入 - - - - -

(仮称)本町二丁目

公園整備 

事業費 - - - 47 47

起債 - - - 20 20

基金繰入 - - - 8 8

(仮称)本町五丁目

公園整備 

事業費 39 76 38 - 153

起債 19 38 11 - 67

基金繰入 - - - - -

都市計画道路整

備(もみじ山通り) 

事業費 - - 1 41 41

起債 - - - 10 10

基金繰入 - - 0 6 6

西武新宿線沿線

まちづくり 

事業費 1 3 37 127 167

起債 - - 13 56 70

基金繰入 - 2 1 1 4

街路灯の LED 化 

事業費 2 3 4 5 13

起債 - - - - -

基金繰入 - 1 4 5 10

(仮称)鷺の宮調節

池上部広場の整備

事業費 5 6 2 - 13

起債 2 3 - - 5

基金繰入 1 2 1 - 4

哲学堂公園の保

全・改修 

事業費 - - 0 4 4

起債 - - - 3 3

基金繰入 - - - 1 1

妙正寺川公園の

改修 

事業費 - 0 4 - 4

起債 - - - - -

基金繰入 - 0 4 - 4

４ ４ 

（単位：億円）
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事 業 名 区分 ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ 計 

区
民
施
設
等 

区役所用地の取

得 

事業費 - 36 - - 36

起債 - - - - -

基金繰入 - 36 - - 36

防災無線の整備 

事業費 7 3 3 - 13

起債 7 3 2 - 12

基金繰入 0 0 0 - 1

(仮称)産業振興セ

ンター整備(勤労福

祉会館改修) 

事業費 0 3 - - 3

起債 - 2 - - 2

基金繰入 0 1 - - 1

桃丘小学校跡地

整備 

事業費 0 4 - - 4

起債 - 3 - - 3

基金繰入 0 1 - - 1

(仮称)区民活動セ

ンター整備 

事業費 0 8 7 - 15

起債 - 6 5 - 11

基金繰入 0 2 2 - 4

サッカー場の整備

事業費 - - 0 4 4

起債 - - - 3 3

基金繰入 - - - 1 1

中野体育館移転

整備 

事業費 - - 3 42 45

起債 - - - 30 30

基金繰入 - - 3 13 16

区有施設の改修 

事業費 8 11 11 23 54

起債 - - - - -

基金繰入 3 11 11 23 49

子
育
て
・
福
祉 

キッズ・プラザの整

備 

事業費 0 2 3 4 10

起債 - - - - -

基金繰入 - 2 3 4 9

(仮称)すこやか福

祉センター整備 

事業費 7 4 15 16 42

起債 2 - 6 4 12

基金繰入 3 3 3 4 12

高齢者会館の整

備(本一・(仮称)鍋

横) 

事業費 0 5 11 2 18

起債 - 4 8 - 12

基金繰入 - 1 3 - 4

福祉作業所等の

移転整備 

事業費 - - 5 - 5

起債 - - 4 - 4

基金繰入 - - 1 - 1

学
校 

区立学校の再編

(施設整備) 

事業費 51 175 41 0 267

起債 38 146 30 - 214

基金繰入 13 29 10 - 52

特別支援学級の

整備 

事業費 1 - - 2 3

起債 - - - - -

基金繰入 - - - 2 2

区立学校の耐震

改修 

事業費 7 10 9 11 37

起債 4 6 5 6 21

基金繰入 3 3 4 4 14

 

（単位：億円）
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１． 人口の推移～近年の傾向と将来推計 

２． １０年後の施設配置 

３． 用語の意味 
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参考資料１ 

人口の推移～近年の傾向と将来推計 
 

■近年は微増ながら２３区で増加率最下位 

平成１２（２０００）年～平成１７（２００５）年は、都心回帰の流れが顕著であり、２３区全体が増

加傾向にある中（４．３％増）で、中野区は０．４％の微増で伸び率は２３区中最下位でした。人

口増加率が低いのは、密集市街地で土地利用としては余裕がないことに加えて、新たな住宅

供給が行われなかったためと考えられます。 

 

■今後は平成２２（２０１０）年をピークに減少 

将来人口推計については、過去の出生率の動向に基づいた「中位推計」と、近年の出生率

の上昇傾向をとらえ、今後出生率が東京都全体並みに上昇するとした「高位推計」の二つの

推計を行っています1。 

若年人口の流入が比較的大きい中野区ですが、全国的な人口減少を背景に、今後ゆるや

かに人口は減少してくと想定され、区としては、この高位推計の維持に向け施策の展開を図っ

ていきます。 

 

【図１】中野区将来推計人口の推移 
2005 年は実績値 
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平成１７（２００５）年の国勢調査結果に基づく実績値及び推計値 

 

                                                      
1 推計方法は、コーホート・シェア延長法によります。同法は、ある地域における男女別・年齢別人口の全国に対す

る割合を推計期間ごとに設定し、全国将来人口推計の結果に基づき推計する方法で、長期の推計に向いていると

いわれています。 
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本計画策定の１０年後以降となる平成３２（２０２０）年においては、年齢３区分別でみると、０

歳から１４歳までの年少人口は微増となる見込です。これは、近年僅かながら出生率が高くな

っていることが反映されているためです。一方、６５歳以上の老年人口は増加し、構成比も高く

なります。高齢化は一層進展していくことが予測されます。 

また、１５歳から６４歳までの生産年齢人口は減少し、構成比も低くなっていくと予想されます。 

 

【表１】 中野区将来人口推計 年別比較（高位推計による） 
※構成比は小数点第 2 位以下四捨五入 

平成１７（２００５）年の国勢調査結果に基づく推計値 

 

【図２】 中野区将来人口推計 ５歳区分別・年別比較（高位推計による） 
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平成１７（２００５）年の国勢調査結果に基づく推計値 

区   分 
平成２２年 平成３２年 増減 

人 口 構成比 人 口 構成比 人 口 増減率

総   計 ３１３,０５２人 １００.０％ ３１１,８２３人 １００.０％ △１,２２９人 △０.４％

０歳～１４歳 

（年少人口） 
２６,０６２人 ８.３％ ２７,４１５人 ８.８％ １,３５３人 ５.２％

 うち０～９歳 １７,５０５人 ５.６％ １８,８２３人 ６.０％ １,３１８人 ７.５％

うち１０～１４歳 ８,５５７人 ２.７％ ８,５９２人 ２.８％ ３５人 ０.４％

１５歳～６４歳 

（生産年齢人口） 
２２３,０４２人 ７１.２％ ２０８,７０２人 ６６.９％ △１４,３４０人 △６.４％

 うち１５～２９歳 ５９,５０９人 １９.０％ ４８,３４７人 １５.５％ △１１,１６２人 △１８.８％

うち３０～４９歳 １０７,５８６人 ３４.４％ ９７,４８０人 ３１.３％ △１０,１０６人 △９.４％

うち５０～６４歳 ５５,９４７人 １７.９％ ６２,８７５人 ２０.２％ ６,９２８人 １２.４％

６５歳以上 

（老年人口） 
６３,９４８人 ２０.４％ ７５,７０６人 ２４.３％ １１,７５８人 １８.４％

 うち６５～７４歳 ３１,８１１人 １０.２％ ３５,２３１人 １１.３％ ３,４２０人 １０.８％

うち７５歳以上 ３２,１３７人 １０.３％ ４０,４７５人 １３.０％ ８,３３８人 ２５.９％
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■外国人登録者数は増加傾向 

区内の外国人登録者数の過去の推移は、表２のとおりです。平成１０（１９９８）年頃から増加

が続き、平成１７（２００５）年に一旦減少しましたが、平成１８年（２００６）から再び増加していま

す。国際化が一層進展する中で、日本全国の外国人労働者数が右肩上がりであることを考え

ると、中野区の外国人登録者数は増加していくことが予測されます。 

 

【表２】 中野区外国人登録者数の推移  
いずれも各年 1 月 1 日現在の数値 

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 

10,912 人 11,210 人 11,322 人 11,484 人 10,587 人 

     

平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 

10,658 人 10,793 人 11,040 人 11,656 人 12,185 人 

 

 

■昼間人口は増加を予測 

平成１７（２００５）年時点では、中野区で昼間人口(中野区で就業・就学している人口)は夜

間人口を下回っており、「住宅都市」としての顔がうかがえます。しかし、今後は中野駅周辺の

整備などにより就業者・就学者が増加することが見込まれ、平成２７（２０１５）年には昼間人口

が夜間人口を上回ることが予測されます。 

 

【図３】 中野区将来昼間人口・夜間人口の推移  
2005 年は実績値 
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平成 17（2005）年国勢調査結果に基づく実績値もしくは推計値 
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１０年後の施設配置 
 

新たに実現する施設等 

 

施設名 １０か年の整備内容 ステップ

小
中
学
校 

野方小学校、

丸山小学校、

沼袋小学校の

統合新校 

野方・沼袋・丸山小学校の３校を再編し、野方小学校と丸山

小学校の位置に新校を２校設置。その後に野方小学校の

位置に開校する小学校を、法務省矯正研修所東京支所の

跡（新井３－３７）に移転開設。沼袋小学校跡施設は、（仮

称）すこやか福祉センター（北部）と地域スポーツクラブの活

動拠点として活用 

1・4 

第九中学校、

中央中学校の

統合新校 

第九・中央中学校の２校を再編し、第九中学校の位置に新

校を設置。その後、現中央中学校の用地等に移転開設。現

第九中学校跡地は、中野体育館の移転用地として活用 

2・3 

保
育
園
（民
営
化
） 

（仮称）新井 

保育園 

地域の乳幼児親子を対象とした事業も行う保育園として、

民間活力を活用して現地で建て替え 
１ 

（仮称）南江古田

保育園 

南江古田保育園を廃止し、地域の乳幼児親子を対象とした

事業も行う保育園として、民間活力を活用し、江古田児童

館跡地に移転開設 

１ 

（仮称）沼袋西

保育園 

沼袋西保育園及び併設の沼袋西児童館を廃止し、地域の

乳幼児親子を対象とした事業も行う保育園として、民間活

力を活用して現地で建て替え 

２ 

（仮称）橋場 

保育園 

橋場保育園と同敷地の橋場児童館（桃園地域センター分室

併設）を廃止し、U１８プラザとともに整備。地域の乳幼児親

子を対象とした事業も行う保育園として、民間活力を活用し

て現地で建て替え（建替え時より、近接の仲町児童館跡を

保育園として使用。建替え後も同児童館跡は保育園として

活用） 

３ 

（仮称）野方 

保育園 

併設の中野福祉作業所の移転後、地域の乳幼児親子を対

象とした事業も行う保育園として、民間活力を活用して現地

で建て替え 

４ 

（仮称）松が丘

保育園 

松が丘保育園を廃止し、地域の乳幼児親子を対象とした事

業も行う保育園として、民間活力を活用し、さつき寮跡地に

移転開設 

４ 

（仮称）昭和・ 

あさひ保育園 

の統合新園 

昭和・あさひ保育園を廃止し、地域の乳幼児親子を対象とし

た事業も行う保育園として、民間活力を活用し、児童館跡地

等に移転開設 

４ 

 

１ 
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施設名 １０か年の整備内容 ステップ

子
ど
も
関
連
施
設 

認定こども園

（民営） 
やよい・みずのとう幼稚園を転換して設置 １ 

Ｕ１８プラザ 

児童館の機能や配置を見直し、子育て支援機能を強化して

９か所に設置(南中野・宮の台・城山ふれあいの家・橋場・昭

和・みずの塔ふれあいの家・北原・大和・かみさぎ児童館） 

1～3

キッズ・プラザ 

児童館や学童クラブの機能や配置を見直し、小学生が安心

して安全に自由な遊びや活動ができる機能を、小学校施設

を活用して展開。全ての区立小学校に整備 

1～4

障害児療育 

施設 

江古田４－４３の用地及び弥生町５－５の用地（（仮称）南

中野区民活動センター併設）に整備 
1・3 

障害のある中

高生の放課後

等の施設 

弥生町５－５の用地（（仮称）南中野区民活動センター併設）

等に整備 
３ 

母子生活支援

施設 

母子生活支援施設（さつき寮）を中央５－３２の用地に、子

育て支援機能を強化し、移転開設 
１ 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

地域スポーツ

クラブの活動

拠点（仲町小

跡） 

仲町小学校の跡施設を活用し開設（中部）。（仮称）すこや

か福祉センターを併設 
１ 

地域スポーツ

クラブの活動

拠点（中野富

士見中跡） 

中野富士見中学校の跡施設を活用し開設（南部）。（仮称）

すこやか福祉センター、（仮称）地域事務所を併設 
３ 

地域スポーツ

クラブの活動

拠点（沼袋小

跡） 

沼袋小学校再編後の施設を活用し開設（北部）。（仮称）す

こやか福祉センターを併設 
４ 

中野体育館

（移転） 

第九中学校再編後の跡地に移転整備。現体育館跡地は区

役所等の移転用地として活用 
４ 
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施設名 １０か年の整備内容 ステップ

（仮
称
）
す
こ
や
か
福
祉
セ
ン
タ
ー 

(仮称)すこやか

福 祉 セ ン タ ー

（中部） 

仲町小学校跡施設を活用し、保健福祉や子育てに関する

相談、行政や民間サービス提供の活動拠点となる（仮称）

すこやか福祉センターを開設。精神障害者社会復帰セン

ター、地域スポークラブの活動拠点を併設 

１ 

(仮称)すこやか

福 祉 セ ン タ ー

（南部） 

中野富士見中学校跡施設を活用し開設。（仮称）地域事務

所、地域スポーツクラブの活動拠点を併設 
３ 

(仮称)すこやか

福 祉 セ ン タ ー

（北部） 

沼袋小学校再編後の施設を活用し開設。地域スポーツクラ

ブの活動拠点を併設 
４ 

(仮称)すこやか

福 祉 セ ン タ ー

（鷺宮） 

鷺宮南自転車駐車場（白鷺２）の用地を活用し、開設 ４ 

高
齢
者
会
館 

本一高齢者会

館（建替） 
現施設を本町１－７の用地に移転改築 ２ 

（仮称）鍋横高

齢者会館 

本町４－４４の用地及び鍋横地域センター分室の用地に開

設。インキュベーションオフィスを併設 
４ 

福
祉
関
連
施
設 

地域包括支援

センター 

(再配置） 

東中野地域包括支援センター（小淀ホーム内）等を宮園高

齢者会館跡地に再配置 
１ 

小規模多機能

型居宅介護施

設・認知症グ

ループホーム 

区 有 施 設 の 跡 地 等 に 、 民 間 活 力 を 活 用 し て 開 設 

（住吉保育園跡地等） 
2～4

中野福祉作業

所等 

中野５－３の用地に、障害者自立支援機能を強化して民間

活力を活用し、移転開設 
４ 

精神障害者社

会 復 帰 セ ン

ター 

(仮称）すこやか福祉センター(中部）の整備にあわせ、スマ

イル中野から移転開設 
１ 

障害者自立 

支援施設等 

東中野小学校跡地、アポロ園跡地、中野５－３の用地を活

用し整備 
3・4 

地
域
の
窓
口

地域の 

総合窓口 

電子申請やコンビニエンスストアなど、各種の窓口業務拡

大にあわせ、地域の総合窓口を南中野、東部、野方、江古

田、鷺宮地域内の５か所に集約。 

南中野地域は中野富士見中学校跡地に移転開設 

1・3 
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施設名 １０か年の整備内容 ステップ

（仮
称
）
区
民
活
動
セ
ン
タ
ー

（仮称）南中野

区民活動セン

ター（移転） 

弥生町５－５の用地に多目的ホール機能を持つ施設として

整備。障害児療育施設、障害のある中高生の放課後等の

施設を併設 

３ 

（仮称）東中野

区民活動セン

ター（移転）  

東中野小学校跡地を活用し開設。障害者の自立支援施設

等を併設 
３ 

（仮称）昭和 

区民活動セン

ター 

現地で建て替え ４ 

文
化
拠
点

表現・文化活

動拠点 

桃丘小学校跡地を活用し、若手芸術家等が創作活動や稽

古、活動成果の発表等を行える活動拠点を開設 
２ 

産
業
関
連
施
設 

新たな産業関

連施設 

勤労福祉会館を、経営者と働く人のための区内産業の支援

拠点、（(仮称)産業振興センター）として再整備 
２ 

桃丘小学校跡地を活用し、表現・文化活動と関連した産業

関連施設を開設 
２ 

本町４－４４の用地及び鍋横地域センター分室の用地にイ

ンキュベーションオフィスを開設。（仮称）鍋横高齢者会館を

併設 

４ 

住
宅 

区営住宅 

（新井４丁目） 

（建替） 

民間活力を活用して、民間賃貸住宅や認知症高齢者グ

ループホーム等の介護保険施設とあわせて、区営住宅を整

備 

１ 

高齢者向け 

優良賃貸住宅

本町４－３６の用地に、民間活力を活用してファミリー向け

の賃貸住宅とあわせて整備 
１ 

都
市
整
備
関
連
施
設

東中野南 

自転車駐車場 

（移転） 

東中野駅前広場整備にあわせ移転整備 ２ 

公園用地 

キッズ・プラザの整備に伴い廃止の児童館跡地を、隣接す

る公園の拡張用地等として活用 

（南台・武蔵台児童館跡地） 

１ 

庁
舎

区役所本庁舎 
中野区保健所、清掃車庫などとあわせ中野体育館跡地等

に移転整備 

４ 

以降
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今後活用する用地 
 

所在地（現在の目的） 活用方法 ステップ

弥生町５－５ 

（(仮称）南中野区民活

動センター等） 

（仮称）南中野区民活動センター及び障害児療育施設、

障害のある中高生の放課後等の施設の整備用地として

活用 

３ 

本町１－７ 

（本一高齢者会館） 
本一高齢者会館等の整備用地として活用 ２ 

本町４－４４ 

（(仮称）鍋横高齢者会

館等） 

（仮称）鍋横高齢者会館、インキュベーションオフィスの整

備用地として活用 
４ 

東中野５－１７（(仮称）

東中野区民活動セン

ター等） 

特別養護老人ホーム等の整備用地として活用 １ 

中野５－３（(仮称）昭和

区民活動センター） 

中野福祉作業所等の障害者施設を、障害者の自立支援

機能を強化し民間活力を活用して移転開設 
４ 

中野６－１６ 

（(仮称）昭和区民活動

センター拡張） 

（仮称）昭和区民活動センターを現地で建て替え ４ 

本町２－１２ 

（都市基盤整備） 
みどりの拠点、防災拠点となる大規模公園を整備 ４ 

本町５－２８ 

（都市基盤整備） 
みどりの拠点、防災拠点となる大規模公園を整備 ３ 

 

２ 
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売却予定等 
 

用地等の売却収入は、今後必要となる施設の整備を行うため、基金への積立てを行います。 

この積立てにより、健全な財政を保ちながら施設整備財源の確保を行っていきます。 
 

施設・用地 廃止理由等 整備基金名 

第六中学校 第十一中学校との統合により廃止済 義務教育施設

野方小学校 統合新校の校舎として使用した後、廃止 義務教育施設

南江古田保育園 江古田児童館跡への移転改築（民営化）に伴い廃止 社会福祉施設

あさひ保育園 児童館跡地等への移転改築（民営化）に伴い廃止 社会福祉施設

昭和保育園 児童館跡地等への移転改築（民営化）に伴い廃止 社会福祉施設

松が丘保育園 さつき寮跡地への移転改築（民営化）に伴い廃止 社会福祉施設

本郷保育園 新規開設園等へのサービス移行により廃止済 社会福祉施設

旧西中野保育園 用途を廃止済 社会福祉施設

児童館(みなみ・

弥生・朝日が丘

文園・野方・大和

西・若宮・西中

野） 

キッズ・プラザの整備に伴い廃止 社会福祉施設

丸山児童館 
キッズ・プラザの整備及び地域子ども家庭支援セン

ターの（仮称）すこやか福祉センター移転に伴い､廃止 
社会福祉施設

鷺宮児童館 
キッズ・プラザの整備及び地域子ども家庭支援セン

ターの（仮称）すこやか福祉センター移転に伴い、廃止 
社会福祉施設

 

３ 
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施設・用地 廃止理由等 整備基金名 

中野区保健所 区役所とあわせて移転整備 財政調整（施設）

中部保健福祉 

センター 

仲町小学校跡への(仮称）すこやか福祉センター（中

部）の移転に伴い廃止 

保健所跡とあわせての売却を予定 

社会福祉施設 

南部保健福祉セ

ンター 

中野富士見中学校跡地への（仮称）すこやか福祉セ

ンター（南部）の整備に伴い廃止 
社会福祉施設 

北部保健福祉 

センター 

沼袋小学校跡地への（仮称）すこやか福祉センター

（北部）の設置に伴い廃止 
社会福祉施設 

鷺宮保健福祉セ

ンター 

鷺宮南自転車駐車場用地への（仮称）すこやか福祉

センター（鷺宮）の整備に伴い廃止 
社会福祉施設 

東中野南自転車

駐車場 
東中野駅前広場への自転車駐車場整備に伴い廃止 財政調整（施設）

教職員寮 用途を廃止済 義務教育施設 

館山健康学園 用途を廃止済 義務教育施設 

鷺宮詰所 用途を廃止済 財政調整（施設）

旧仙石原中野荘 用途を廃止済 財政調整（施設）

野方１－２４の

用地 
用途を廃止済 社会福祉施設 
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参考資料 3 

用語の意味   

 

 本文中で＊印を付けてある用語について、50音順で解説を示します。 

 

用語・語句 掲載ページ 解説 

あ行     

ＩＳＯ１４００１ 17、68 

 ISO14001は、スイスのジュネーブに本部を置く国際標準化機構

（ISO）が定めている環境マネジメントシステムの国際規格です。ま

ず、外部の審査機関による登録審査を受けて、システムの有効性お

よび規格への適合性が確認されることにより認証を取得します。その

後、年1回の定期審査によりシステムの継続性を審査し、認証の有効

期間である3年目には更新審査を受けることとなります。 

 中野区では、平成19年3月に本庁舎においてISO14001を認証取得

し、環境マネジメントシステムを運用しています。 

ＩＣＴ、ＩＣＴ産業 

10、12、48、

49、109、

110、117、

118、168、

169 

  ＩＣＴとは、Information and Communication Technologyの略で、イン

ターネットなどの情報通信技術のことをいいます。ＩＣＴ産業（情報通信

産業）とは、情報通信業、情報通信関連製造業、情報通信関連サー

ビス業、情報通信関連建設業などからなる産業を指します。 

アクセス道路 
15、43、58、

59、61 
 目的とする施設等に連絡する道路のことをいいます。 

預かり保育 89、101 
 私立幼稚園等に在籍する幼児を、教育する時間の他に当該園等で

保育することをいいます。 

育 児 支 援 ヘ ル

パー 
22、99 

 区では、産前産後の時期に、日中に家族等からの援助を得られ

ず、身の回りのことや家事及び育児が困難な家庭に対し、ホームヘ

ルパー（育児支援ヘルパー）を派遣して子育てを支援しています。利

用するためには事前登録が必要となります。 

意見交換会 170、171 

 中野区自治基本条例に基づき、区の政策に関する基本的な計画、

条例等の策定の検討にあたって、区民の区政への参加の促進を図

り、区の区民への説明責任を果たすために、区長が実施する対話形

式の集会のことをいいます。または、同条例に基づかずに、一般的な

意見交換の場を意見交換会という場合もあります。 

一時保育 
22、89、95、

98 

 乳幼児や小学校1～3年生を養育している保護者が、一時的に保育

できず、他に保育する者がいない場合に、保護者に代わって日中の

保育を保育園や学童クラブなどで行うことをいいます。なお、利用要

件と保育する子どもの年齢により、「乳幼児緊急一時保育」、「乳幼児

一時保育」、「学童緊急一時保育」の3種類があります。 

一般事業主行動

計画 
55、145 

 労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子

育てをしていない労働者を含めた、多様な労働条件の整備などに取

り組むにあたり、それぞれの企業が、計画期間、目標、その達成のた

めの対策と実施時期を定めたものをいいます。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

一般就労 
34、55、

123、134、

136 

 通常の雇用形態のことで、労働基準法及び 低賃金法に基づく雇

用関係による企業への就労（企業的就労）をいいます。これに対し、

一般就労が困難な障害者のために福祉的な観点から配慮された環

境での就労で、 低賃金は保障されず、施設の利用者としての就労

を福祉的就労といいます。 

医療圏 123 

 医療法に基づいて東京都が定める医療計画において設定される圏

域で、保健医療圏ともいいます。一次保健医療圏は、住民に密着した

保健医療サービスを福祉サービスと一体となって総合的、継続的に

提供していく上での基礎的な圏域で、区市町村が単位となっていま

す。二次保健医療圏は、原則として特殊な医療を除く一般の医療

ニーズに対応するために設定する区域で、新宿区・中野区・杉並区を

合わせた区域が設定されています。三次保健医療圏は、一次、二次

の保健医療体制と連携の下に、特殊な医療提供を確保する圏域とし

て東京都全域が設定されています。 

インキュベーショ

ン （ オ フ ィ ス ・ 施

設） 

12、48、49 

 創業や新しい分野での事業を始める人、または始めて間もない人

に提供するオフィスのことです。入居者へは事業化や経営に関する

専門的な支援が行われます。 

エコチャレンジ 68 

 区民や事業者に具体的な省エネルギーの取り組みを体験してもら

い、日常的な行動につなげてもらうため、平成19年度から中野区で取

り組みを進めている事業のことをいいます。具体的には、冷暖房の設

定温度の調節など、一定期間省エネ等の取り組みを行い、そのＣＯ２

削減効果を確認する内容で、「省エネ型ライフスタイル」への転換のき

っかけとするものです。 

ＮＧＯ 176、177 

 Non-Governmental Organization（非政府機関）の略で、地域、国

家、国際レベルで組織された、非営利の市民ボランティア団体を指し

ます。 

ＮＰＯ 

30、64、

117、132、

139、140、

141、142、

143、158、

162、165 

 Non Profit Organization（非営利団体）の略で、営利を目的としない

（利益を構成員に分配しない）民間団体の総称です。狭義のＮＰＯ法

人だけでなく、任意団体も含まれます。まちづくり、環境保護、福祉な

どの担い手として活動する民間非営利団体のことをいいます。さまざ

まな公共サービスの新たな担い手としての活躍が期待されています。

ＭＲ 

（麻しん・風しん） 
152、153 

 麻しん（ましん、はしか：Measles）と風しん（ふうしん：Rubella）を英語

の頭文字で略したもので、ＭＲとは、麻しん・風しんの混合ワクチンを

意味しています。 

 そのワクチンの法定接種年齢は、第1期（生後12か月以上24か月未

満）、第2期（小学校就学前の1年間）、第3期（中学校1年生に相当す

る年齢）、第4期（高校3年生に相当する年齢）に分かれており、予防

接種法の改正により、従来の1回接種から2回接種に変更されたた

め、第3・4期も予防接種の対象年齢となっています。 

ＬＥＤ化 
17、18、67、

69 

 LEDとは、Light Emitting Diode（発光ダイオード）の略で、従来の白

熱ランプや蛍光ランプに比べ、消費電力が小さく、製品寿命が長いた

め、環境性能がよいとされています。ＬＥＤ化とは街路灯などの電灯を

ＬＥＤを使ったものにすることをいいます。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

オープンスペース 
15、20、56、

58、72、77、

78 

 公園・緑地・街路・河川敷・民有地の空地部分などの建築物に覆わ

れていない空間を総称して呼んでいるものです。 

温室効果ガス 16、65 

 大気中にあって、太陽からの熱を地球の外に逃がさない「温室効

果」をもたらすガスのことをいいます。二酸化炭素やメタンのほか一酸

化二窒素、代替フロン等のことをいいます。 

か行     

学校評価制度 112,113 

 学校は、幼児・児童・生徒がより良い教育を享受できるよう、学校運

営や教育内容の改善・充実に努め、教育の水準の維持・向上を図る

ために、毎年、学校評価を実施しています。学校評価は、学校の教職

員による「自己評価」と「学校関係者評価（外部評価）」から成り立って

います。評価結果は公表し、次年度の教育課程編成など、学校教育

の改善に生かしています。 

学校評議員制度 112 

 学校評議員は、保護者、学校教育または社会教育の関係者、学識

経験者、その他教育に理解と識見を有する者の中から校(園)長が推

薦し、教育委員会が委嘱します。学校評議員は、地域や保護者と学

校との連携を図り、学校運営について意見を述べたり、学校教育を評

価したり、地域や保護者の意見を学校に伝えたりしています。 

環境マネジメント

システム 
17、68 

 環境マネジメントシステムは、企業や行政などが、環境負荷の低減

等の環境活動を継続的に推進するためのしくみで、組織の体制や計

画、責任、手順、手続きなどを明確にしたものをさします。 

危機管理ガイドラ

イン 
183 

 区民の安心と安全を脅かす事態を未然に防止し、また、災害や事

件・事故が発生した場合には、被害をできるだけ 小限に食い止める

対策を構築することを目的として、2004年に区が定めたものです。

（2009年改定） 

キッズ・プラザ 
23、24、90、

91、92、113 

 放課後等に小学校の施設を活用し、子どもたちに安全な遊び場、多

様な経験、交流、仲間づくりの機会を提供することによって、子どもた

ちを心身ともに健やかに育成していくための施設をいいます。 

休日保育 98 

 就労等の理由により休日に児童を保育することが困難で、同居の

親族の中に保育できる方がいない場合において、休日に保育を実施

しています。 

狭あい道路 
56、74、76、

77、82、83 

 幅員が4.0メートル未満の道路をいいます。狭あい道路に面する敷

地で建築を行う場合には、道路の中心線から2メートルまでの部分を

後退させて、道路空間を確保しなければならないなどの規定がありま

す。 

業種別ビジネス

マッチングイベン

ト 

12、49 
 区内産業の事業展開を支援する等の目的で、事業パートナーとの

出会いをサポートするイベントをいいます。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

行政評価 
3、4、171、

178 

 行政評価は、行政の行う施策展開によってどれだけの成果が現れ

ているかを、成果を示す指標に基づいて数値化して把握・検証し、今

後の改善や見直しに役立てていくためのしくみです。ＰＤＣＡサイクル

の中の「Ｃ（チェック＝評価）」を可能にするための重要な手法です。

中野区では、この行政評価を内部だけで行うのではなく、外部評価委

員がヒアリングをもとに評価を行い、次年度の目標や予算編成に反

映させるとともに、結果を公表しています。 

業務委託提案制

度 

139、165、

166 

 公益活動を行う区民団体が受託を希望する業務を提案することが

できる制度です。区は、提案を受けた業務の中から、区の業務として

ふさわしいものを選定し、提案した区民団体に委託します。 

緊急一時宿泊事

業 

33、150、

151 

 家庭内の事情、災害、介護者の急病等により介護を受けられないこ

と、社会適応が困難なこと等の理由により在宅での生活が困難な高

齢者について、区内の特別養護老人ホームにおいて緊急に一時的な

宿泊をさせるとともに適切なサービスの調整を図ることにより高齢者

の在宅での生活を支援することを目的とする事業です。 

緊急輸送道路 81 

 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、地震直後から発生する緊急

輸送を円滑に行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連

絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路

をいい、第1次から第3次まで設定されています。 

 第1次：都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、空港等を連

絡する路線。第2次：一次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警

察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡する路線。第3次：その他

の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線。 

区政への提案箱 170 

 区民から区政に対する提案を寄せるしくみです。区民とともに考え、

歩んでいく区政の実現のための具体的な提案や建設的な意見を募

集しています。  

（仮称）区民活動

センター 

32、33、

139、143、

164、166 

 区内に15か所ある地域センターを再編し、地域をよりよくするため

に、地域課題に実際に取り組む住民の多様な地域活動の拠点として

設置するものです。各地域の住民（運営委員会）が地域の実情に即し

て柔軟に運営・活用することで、地域課題の共有化を図り、地域の

様々な活動の充実と活動の担い手が生みだされることを目指してい

ます。 

区民と区長の対

話集会 
170 

 区長が区民から直接意見や提案を聴き、かつ､施政方針や区政の

方向を区民に語り相互信頼を高めるとともに、区民参加のしくみとし

て区民意識を区政運営に反映することを目的として、原則として月2

回開催しています。 

 



参考資料 

 212

参考資料                                                  用語の意味 

 

用語・語句 掲載ページ 解説 

グループホーム 
32、33、

148、158、

159 

 （障害者グループホーム）知的障害者または精神障害者が日中は

就労または就労継続支援等の活動をし、地域において自立した日常

生活を営むことができるよう、「世話人等」の支援を受けながら生活す

る居住の場やそこで受けるサービスをいいます。 

 （認知症高齢者グループホーム）家庭的な環境と地域住民との交流

の下で、認知症高齢者に対し、入浴、排泄、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、認知症の進行を

穏やかにし、安定した生活を支援するための施設やそのサービスを

いいます。 

ケアマネージャー 158 

 介護支援専門員の通称で、介護保険法に基づき、要介護者や要支

援者、家族からの相談に応じて要介護者等が心身の状況に応じた適

切なサービスを利用できるよう、支援する職種です。サービス事業者

などとの連絡調整を行い、要介護者等のケアプランを作成する業務

を担います。 

ケアマネジメント 147、158 

 さまざまな保健福祉サービスを必要とする人に対し、その人の相談

にのり、 適なプランをたてて計画的に自立や機能維持、在宅生活を

支えていくことをいいます。 

健康危機管理マ

ニュアル 

130、152、

182 

 区民の生命と健康に係る健康被害が発生し、または発生する恐れ

のある場合に、危機管理を迅速・適切に実施するための手順を定め

たものです。 

健康寿命 123、131 

 認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期間のことをいいま

す。現在では、単に寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延

ばすかが大きな課題となっています。 

健康づくり公園 
28、126、

127、130 

 幅広い世代の区民が身近に健康づくりに取り組める場所を提供す

るため、高齢者施設近傍で健康器具を整備するなどしている公園を

いいます。同公園では、体操指導等などの事業を行っています。 

健康づくり行動プ

ラン 
29、127 

 平成20年3月に策定した、区民一人ひとりの健康づくり、生活習慣

改善の取り組みを、地域や事業者、行政などが一体となって支援して

いくための行動計画です。 

広域中心拠点 
13、43、45、

50、59 

 中野区都市計画マスタープランの「まちの骨格」において、「まちの

拠点」のひとつとして設定しています。 

 広域中心拠点は、中野駅周辺一帯を指し、中野の玄関口の交通結

節点としての機能を強化し、商業・業務、文化その他広域性を有する

諸機能の集積を強化することによって、ファッション、文化を発信す

る、みどり豊かで魅力・にぎわい・活気のある、東京の新たな複合拠

点に育成・整備していくこととしています。 

広域避難場所 
42、76、77、

78 

 大地震による火災が拡大し、地域に危険が及ぶ可能性が生じた際

の火災がおさまるまでの避難先として、東京都が指定しています。一

定の広さや避難有効面積（火災により放射される熱の影響を考慮し、

避難空間として利用可能な部分の面積）を有することなどが指定の条

件となっています。 

 中野区民を対象とした広域避難場所は、中野区内9か所（うち一部

杉並区1か所）、新宿区3か所の、計12か所あります。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

公会計改革 180、181 

 区がめざす公会計改革は、複式簿記・発生主義会計（用語集の当

該項目参照）の導入により正確な財務情報を得て、これにより資産・

債務・費用の管理の改革を行うほか、財務情報の開示方法の改革、

行政評価・予算編成・決算分析の連携強化などを推進する全庁的取

り組みであり、ガバナンスの強化と経営能力の強化を実現することを

ねらいとしています。 

後継者マッチング

支援 
14、51 

 後継者がおらず、事業を譲りたいと考えている商店主と、それを引

き継いで事業を始めたいと希望する人との橋渡しとして、出会いの支

援を行う事業です。 

交通結節点 
43、45、46、

58 

 交通手段を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施設のことをいい、

具体的には、鉄道駅、バスターミナル、駅前広場やバス交通広場、自

由通路や歩道などが挙げられます。 

交通バリアフリー

整備構想 
62、86、135 

 交通・移動環境の整備によるバリアフリー化を進めるために、行政

や公共交通事業者などが取り組む内容を取りまとめたものが「中野

区交通バリアフリー整備構想（平成17年策定）」です。なお、この構想

は、バリアフリー法で定める「移動円滑化基本構想」に該当するもの

です。 

交流拠点 
13、43、44、

50、57、59 

 中野区都市計画マスタープランの「まちの骨格」において、「まちの

拠点」のひとつとして設定しています。 

 交流拠点は、東中野駅周辺、中野坂上駅周辺、新中野駅周辺、新

井薬師前駅周辺、野方駅周辺、鷺ノ宮駅周辺などを指し、商業・業務

施設や交流など集いの場、地域に根ざした文化活動の場などの集積

を図り、生活・仕事・交流・文化活動を支える拠点として育成・整備し

ていくこととしています。 

高齢者緊急一時

宿泊事業 
150、151 → 「緊急一時宿泊事業」の項（p.211）をご覧ください。 

子 育 て サ ポ ー

ター 
24、90、92 

 子育て中の親などを支援するため、サポーターを講座などを通じて

養成し、区民相互の支援を進めていくしくみです。 

子どもショートス

テイ 
22、98、99 

→ 「ショートステイ（子どもショートステイ）」の項（p.214）をご覧くださ

い。 

コンテンツ、コン

テンツ産業 

12、48、49、

169 

 コンテンツは、文字、映像、音楽など商品として取引される情報をい

います。コンテンツ産業とは、文書、音声、映像、ゲームなど情報の内

容に関する産業をいいます。 

コンベンション 10 
 人や物、情報の交流等を目的に開催される会議、大会、展示会、イ

ベント等のことをいいます。 

さ行     

財政規律 181 
 中長期的な財政の健全性を確保するため、決算分析に基づき、次

年度以降の財政運営を検証するしくみです。 

自然エネルギー 
16、17、18、

36、53、65、

67、68 

 太陽光、風力など、再生可能な資源を利用して発電したエネルギー

のことです。現在の主流である原子力や化石燃料による発電方法と

比べると、環境負荷が少なく、資源消耗の問題がない、次代を担うエ

ネルギーとして注目されています。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

社会貢献型後見

人 
33、151 

 通常、後見業務を担っている親族や弁護士等の専門家以外に、成

年後見制度の趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で担ってもらう

人を、東京都では「社会貢献型後見人」と称して養成しています。 

障害者グループ

ホーム 
159 → 「グループホーム」の項（p.212）をご覧ください。 

小規模多機能型

居宅介護（施設） 

32、33、

158、159 

  高齢者が介護や支援が必要な状態になっても住みなれた地域で安

心して在宅生活を送れるよう、複数の機能が併設する施設のことで

す。「通い」を中心として、要介護者の様子や希望に応じて、随時「訪

問」や「泊まり」を組み合わせた地域密着型のサービスを提供します。

情報先端都市 48 

 中野駅周辺まちづくりグランドデザインver.2で示している将来像の

ひとつで、誰もが簡単にＩＣＴを利用でき、世代や地域、国籍を越えた

コミュニケーションがスムーズに行われていること、ユビキタスな基盤

整備により、高齢者や障害者も安心して暮らせるサービス等がより充

実していること、国の「u-Japan政策」に合致する独創的なサービスや

新しい社会システム等が生みだされ、誰もが等しく利便性や快適性を

享受できていることを目指しています。 

ショートステイ（子

どもショートステ

イ） 

22、95、98、

99 

 ここでは、保護者が病気や出産などの理由で、子どもを一時的に養

育できず、他に養育する者がいない場合に、児童福祉施設において

一時的に預かるしくみのことをいいます。 

ショートステイ（高

齢者・障害者） 
32、34、158 

 ここでは、高齢者や障害者の介護を行う家族が休養、病気などで一

時的に介護が困難になった場合に、施設などで数日間預かり、介護

の負担を軽くすることを目的にしたしくみのことをいいます。 

食育 94、114 

 健康でいきいきした生活のために、正しい食事のあり方や望ましい

食習慣を身につけるとともに、食を通じて豊かな心の育成や社会性を

育てていくことをめざす取り組み・考え方です。 

人工地盤 78、79 
 限られた空間の中で土地を立体・重層的に効率よく活用するよう

に、人工的に整えた地盤のように機能する構造物の総称です。 

（仮称）すこやか

福祉センター 

23、24、28、

32、33、37、

90、92、93、

94、95、96、

97、98、99、

107、125、

142、143、

144、147、

149、151、

159、185、

186 

 (仮称）すこやか福祉センターは、子どもや高齢者、障害のある人が

安心して生活できるよう、地域の保健福祉、子育てに関するさまざま

な相談事にきめ細かく対応するとともに、地域における支えあいのネ

ットワークづくりを行う拠点として区内に4か所設置するものです。ここ

では、地域子ども家庭支援センター、保健福祉の総合相談窓口、地

域包括支援センター、障害者相談支援事業所の窓口機能、相談支援

機能を総合的･一体的に展開します。 

生活拠点 13、50、59 

 中野区都市計画マスタープランの「まちの骨格」において、「まちの

拠点」のひとつとして設定しています。 

 生活拠点は、沼袋駅周辺、都立家政駅周辺、中野新橋駅周辺など

を指し、区民の日常生活を支える核となるとともに、区民が集い活動

し交流する核となる、個性と親しみのある 寄りの拠点として育成・整

備していくこととしています。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

生活道路 77、82 
 自宅周りで、その地域の居住者が自宅から幹線道路などに出るま

でに利用する道路をいいます。 

政策助成制度 139、166 
 非営利の区民団体が行う公益活動の中でも、区が行う政策に合致

し、区政目標の実現に貢献する活動について助成を行う制度です。 

制度融資 48、49 
 一般的に各地方自治体が行っている事業資金の融資あっせんのこ

とをいいます。区では、中野区産業経済融資制度などがあります。 

成年後見制度 33、150 

 精神上の障害により判断能力が不十分な人について、契約の締結

等を代わって行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づ

いて契約を締結した場合に、これを取り消すことができるようにするこ

となどにより、これらの人を不利益から守る制度です。 

た行     

耐震改修促進計

画 
74 

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の規定に基づき、平成19

年11月に策定した区の個別計画です。同計画では、耐震診断及び耐

震改修等を計画的かつ総合的に促進するための目標・施策を明らか

にしています。 

耐震性能ランク 81 

 東京都都市計画局策定「建築物の耐震診断システムマニュアル」に

よる性能ランクで、「ランクAは、安全だと思います。ランクBは、耐震

性能は比較的高いランクですが、補強されることをおすすめします。

ランクCは、補強が必要です又は精密診断をおすすめします。ランク

Ｄは、大規模な補強又は改修が必要だと思います。」としています。 

タウンマネジメン

ト 
11、46、47 

 まちづくり全体を総括し、都市経営的な発想のもとに中心市街地の

総合的な活性化策を推進することをいいます。 

地域子ども家庭

支援センター 

22、23、24、

90、92、94、

96、99、

107、129、

143、185 

 地域子ども家庭支援センターは、子育てと子どもに関する身近な地

域の相談窓口として、子育て家庭からの相談に応じるとともに、子育

て支援サービスの情報提供や乳幼児親子の交流の場の設置、子育

てに関する講座、講演会の実施等を通して、子どもと家庭を支援して

いきます。 

地域コミュニティ 
23、32、42、

64、172 

 近隣のつながりや生活圏域のなかに、さまざまに存在する人々の

つながりをいいます。その機能や結びつきを強めていくことは、人々

がともに助けあい、支えあう地域社会を実現することにつながります。

（仮称）地域事務

所 

37、185、

186 

 地域センターの窓口サービスを5か所（南中野・東部・江古田・野方・

鷺宮）に集約して設置し、取り扱い事務は窓口業務を中心に展開する

ことで職員の専門性を高め、区民に信頼される確実・迅速な事務処

理を進めます。 

 ここでは、多様な行政サービスをワンストップで提供するとともに、

行政サービス等の総合案内窓口として関連部署等への適切な引き

継ぎと誘導を行います。 

地域スポーツクラ

ブ 

28、29、

115、116、

117、125、

126、127、

133 

 区民がそれぞれの体力や年齢、技術、興味、目的に応じて運動・ス

ポーツに親しみ、健康づくりに資する機会を身近な地域で提供するス

ポーツクラブのことで、区内4か所の拠点施設を核に、区内全域を視

野に事業展開を図っていきます。スポーツクラブの運営に関しては区

が支援します。 
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地域包括支援セ

ンター 

37、132、

143、147、

149、151、

185 

 介護保険法において、保険給付（予防給付）のうちの介護予防支援

と、地域支援事業のうちの包括的支援事業を、日常生活圏域におい

て総合的に行うため、市区町村が地域介護の中核拠点として設置す

る機関のことをいいます。相談業務・介護予防マネジメント・ケアマ

ネージャーの支援などをおもな役割とします。 

地区計画 
15、56、57、

76、77、79、

82 

 建築物の建築形態、公共施設などの配置などから、それぞれの地

区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するために定められ

る都市計画法に基づく制度です。この制度では、地区レベルにおける

まちづくりを行うことを目的として、街区や住区を単位とした規制や誘

導の取り決めを行うことにより、道づくり、家づくり、ルールづくり、景

観づくりなどのまちづくりを総合的に行うものです。 

長寿医療（後期

高齢者医療）制

度 

27、156 

 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、高齢者と若年世代

の負担の明確化等を図る観点から、75歳以上の高齢者等を対象とし

た医療制度で、平成20年4月から施行されています。 

ＤＶ(ドメスティッ

ク・バイオレンス） 
104、105 

 Domestic Violence（家庭内暴力）の略で、広義では夫から妻、母か

ら子、子から親、兄弟間の暴力など、家庭内のさまざまな形態の暴力

のことですが、 近では「夫やパートナーなど、親密な間柄にある、ま

たはあった男性から女性に対してふるわれる暴力」という意味で使わ

れています。 

ＴＬＯ（技術移転

機関） 
10、49 

 Technology Licensing Organization(技術移転機関)の略で、「特定

大学技術移転事業」を実施する組織のことをいいます。「特定大学技

術移転事業」は、大学における技術に関する研究成果を、特許制度

等を活用することによって民間事業者に移転し、社会における有効活

用を促進するとともに、その結果得られる資金等を大学に還流するこ

とにより、大学における研究の進展に資するものです。 

デッキ 10 

 歩行者の安全と自動車交通の効率化を図るために、駅前広場等に

設置される歩行者のための高架構造物をペデストリアンデッキといい

ます。ここでは「東西デッキ」として東西をつなぐかさ上げ広場を意味

しています。 

電子回覧板 168 

 地域生活に即した情報を、特定のグループ（町会等）の会員に、イ

ンターネットを利用して連絡するしくみです。紙媒体を利用する従来の

回覧板と違い、インターネットを利用できる環境があれば、時間的・場

所的な制約がありません。双方向の意見交換も可能になるため、地

域活性化の道具として活用が期待されています。 

同報系無線 173 

 災害時に、区民に対して的確な情報伝達を行うことを目的とした無

線システムです。中野区では、区内113か所の屋外スピーカーや地域

防災住民組織等に貸与している戸別受信機（防災ラジオ）により、避

難勧告や被害状況等の情報を伝達します。 

特定健診 
124、126、

156 

 平成20年4月から始まった健康診査で、生活習慣病予防のためにメ

タボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した検査項目になっ

ています。実施年度において40～74歳となる医療保険の加入者が対

象です。 
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特別支援学級 
35、96、

106、107 

 学校教育法に基づき、通常の学級における学習では、十分にその

効果を上げることが困難な児童・生徒のために特別に編成された学

級で、知的障害、肢体不自由、情緒障害等、弱視、難聴、言語障害

の特別支援学級を区立小・中学校の中に拠点的に設置しています。

特別支援教育 
35、96、

103、106 

 障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な

取り組みを支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを

把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克

服するために、適切な指導及び必要な支援を行うものです。 

特別支援教室 
35、96、

106、107 

 発達障害を含む障害のある児童・生徒が、原則として通常の学級に

在籍し、教員の適切な配慮、ティーム・ティーチング、個別指導や学習

内容の習熟に応じた指導等の工夫により、通常の学級において教育

を受けつつ、必要な時間に特別の指導を受ける形態で、東京都心身

障害教育改善検討委員会の「これからの東京都の特別支援教育の

在り方について（ 終報告）」（平成15年12月）の中で提言されていま

す。 

特 別 養 護 老 人

ホーム 
159 

 65歳以上で、身体上または精神上著しい障害があるために、常時

の介護を必要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受けることが

困難な高齢者に対して、入所サービスを提供する施設です。要介護

者（要介護1以上の方）が対象です。 

特例子会社 
34、35、55、

136、137 

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」で事業主に課せられる法

定雇用率の算定に関して「特例」が認められる、障害者の雇用に特別

な配慮をして設立した子会社をいいます。特例子会社が雇用した障

害者数を、親会社の法定雇用率の算定に際して通算することができ

ます。 

都市型住宅 58、78 

 都市内部で、経済性や住環境などの問題を克服するために、連棟

式のテラスハウスや重層式のアパート・マンションなどのように協調

化・共同化することによって都市居住に適合させるように建設される

住宅を総称していいます。 

都市計画道路 60、61、74 

 都市の健全な発展と機能的な都市活動を確保するため、都市計画

法で定められた道路です。安全で快適な交通を確保するとともに、活

力と魅力ある快適な都市形成に寄与し、あわせて防災強化の役割も

果たすなど、都市の骨格となるものです。 

土地区画整理事

業 
57 

 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公共

施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地

の区画形質の変更や公共施設の新設または変更に関する事業をい

います。 

トワイライトステイ 22、98、99 

 母子生活支援施設において、すべての子育て家庭を対象とし、午後

5時から午後10時までの夜間の時間帯に子どもを一時的に預かるこ

とをいいます。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

な行     

中野区国民保護

計画 
183 

 中野区は、万が一、外国からの攻撃や大規模テロなどの事態が発

生した場合、国や都などと連携・協力して、区民のみなさんの避難誘

導や救援、被害を少なくするための対策（国民保護措置）を実施しま

す。中野区国民保護計画は、この国民保護措置が適切に行えるよ

う、実施体制や避難・救援に関する事項、普段からの備えなどを定め

た計画です。 

中野区コンピテン

シーモデル 
181 

 コンピテンシーモデルとは、高い成果に結びついた現実の行動を整

理したものです。職員が現在の自分の行動パターンを点検することで

自分の強みや弱みを自覚し、これを次年度の成果向上に活かすこと

により職員一人ひとりのレベルアップを図ります。 

中野区事業継続

計画 
183 

 危機発生時に、中野区地域防災計画などに基づく業務や区民生活

に密着する行政サービスの提供などの業務をなるべく中断させること

なく、また、中断した場合においても、できうる限り早期に復旧するた

めの必要な取り組みを定めた計画です。 

なかの里・まち連

携（事業） 

8、13、17、

36、44、52、

53、67 

 地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互いの強みを生かして

弱みを補うことによって課題の解決を目指し、豊かで持続可能な地域

社会をつくるため、これまでの自治体間交流の枠を越え、民間活力を

利用したさまざまな連携事業を行います。 

二次・三次医療

圏 
123 → 「医療圏」の項（p.209）をご覧ください。 

日中一時支援事

業 
151 

 障害者等に対し、日中における一時的な活動の場の提供、見守り

の支援を行うことにより、地域における障害者等の自立した生活を促

進することを目的とした事業のことをいいます。 

乳児訪問事業 93、98、99 

 生後4か月までの乳児のいるすべての家庭に訪問し、親子の心身

の状況や養育環境の把握や助言を行い、必要な支援を行う事業で

す。 

任期付職員 181 
 専門的な知識経験が必要とされる業務等に一定の期間を限って採

用する職員のことをいいます。 

認証保育所 22、99 

 児童福祉法に基づく認可を受けていない保育施設のうち、東京都

が、施設・設備、面積、職員配置数など認可保育所に準じた独自基

準を定めて認証したものをいいます。 

認知症 

32、33、

131、140、

148、149、

150、151、

158、159 

 脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害が起こり、

通常の社会生活が送れなくなった状態をいいます。 

認知症高齢者グ

ループホーム 
33、159 → 「グループホーム」の項（p.212）をご覧ください。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

認定こども園 101 

 保育園と幼稚園の機能を併せ持ち、保護者の就労にかかわらず、

就学前の子どもに適切な幼児教育・保育を提供する施設です。子育

て家庭への相談支援や、乳幼児親子の交流の場を提供する機能な

どもあるので、利用者の様々なニーズへの対応が可能です。運営母

体が認可幼稚園か認可保育所かなどによって、「幼保連携型」「幼稚

園型」「保育所型」「地方裁量型」の4つの類型があります。 

ノーマライゼーシ

ョン 
27 

 一般的に、障害者や高齢者など社会的に不利を受けやすい人々

が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが本来あ

るべき姿であるという考え方、または、障害者であろうと健常者であろ

うと、同じ条件で生活を送ることができる成熟した社会に改善していこ

うという営みのすべてを指すこともあります。 

は行     

ハイブリッド車 68 

 エンジンとモータの2つの動力源をもち、それぞれを組み合わせて走

行する車のことをいいます。状況に応じて個々に、あるいは同時に駆

動することにより、省エネと低公害を実現します。 

発生主義会計 178、181 

 企業等で採用されている発生主義会計は、収益・費用を経済活動

の発生という事実に基づき、経理・記帳を行う会計手法で、資産・負

債・資本・収益・費用それぞれの増減を記録する経理方法を複式簿

記といいます。 

 自治体では単年度の現金収支に着目した現金主義がとられ、資産

や負債は別の台帳で管理してきました。今後は資産・負債・費用・収

益などすべての行政資源の動きを統合的に見ることができる、企業

会計的手法を取り入れることが必要となっています。 

パブリック・コメン

ト手続 
171、178 

 行政機関が、基本的な政策の立案等を行うにあたって、政策等の

趣旨、原案等を公表し、専門家、利害関係人その他広く人々から意

見を求め、これを考慮しながら 終的な意思決定を行うしくみのこと

です。中野区では、条例・規則に基づき行われる、区の 終的な意思

決定段階における参加の手続きをいいます。この手続きは、次のとお

りです。 

(1) 検討段階から多様な区民の参加を経て策定された計画等につい

て、 終的な意思決定の直前に、これまでの政策形成過程と計画等

の案を公表し、期間を定めて公表案に対する区民意見の提出を求め

ます。 

(2) 期間終了後、提出された意見等を集計し、それらに対する考え方

を踏まえたうえで、区が 終決定します。 

(3) この手続完了後、区の 終意思決定を行った場合には、提出され

た区民からの意見等とそれに対する区の考え方を明らかにします。 

バリアフリー 

60、62、63、

64、74、86、

87、134、

135 

 高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるも

のを除くことをいいます。物理的、社会的、制度的、心理的な障壁、情

報面での障壁などすべての障壁を除去する必要があるという考え方

です。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

ＰＤCAサイクル 4、171、180 

 PDCAサイクルとは、「計画をたて（Plan）、実行し（Do）、その評価

（Check）に基づいて改善（Action）を行う、という工程を継続的に繰り

返す」しくみ（考え方）のことです。区政運営においては、目標を明確

にし、目標に対する成果から施策や事業を点検・評価し、見直すこと

でよりよい内容へ結びつけ、目標の達成をめざすしくみをいいます。 

ヒートアイランド

現象 
20 

 都市部に生じる局地的な高温域のことで、冷房などの空調、比熱の

大きいコンクリートとアスファルトによる熱吸収、窓の反射の輻射熱な

どにより温度が上がってしまう現象です。温度差は、人口が多い都市

ほど大きく、 大で12℃にも達する地域があります。ヒートアイランド

現象は、太陽熱を受けた地表面と大気の間の熱交換に人工排熱が

加わって生じた問題だとされています。  

病後児保育 98 

 子どもが病気回復期にあり、医療機関による入院治療は必要ない

が、他の子どもとの集団生活が困難な時期に、その子を一時的に預

かる事業です。国の子育て支援計画「新エンゼルプラン」に基づき、

乳幼児健康支援一時預かり事業として始められたしくみです。子育て

と就労の両立を支援するとともに、子どもの健康と福祉を図るもので

す。保育園や地方自治体の委託を受けた医療機関、福祉施設などで

実施されています。 

ファミリー・サポー

ト事業 
98 

 子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をしたい方が会員に

なり、お互いに地域の中で助けあいながら子育てをする、会員制の支

えあい活動です。保育園･幼稚園・学童クラブなどへの子どもの送迎

や、保護者の外出時などに、一時的に子どもを預かることを活動内容

としています。 

複式簿記 181 → 「発生主義会計」の項（p.219）をご覧ください。 

複線型人事制度 181 

 職員が自己の強みを認識し、特定の分野で専門能力が発揮できる

ようにするしくみをいいます。組織が職員の強みを見出し、成長を支

援し、その専門能力を活用することで、職員配置における適材適所を

実現するとともに、組織の活力を 大化させることを目的とします。 

不燃化促進事業 15、77、79 

 建物の不燃化を進めることで、大規模な地震に伴い発生する市街

地火災の延焼を防止するとともに、避難する区民の方の安全性を高

めることができます。そのため、防災上重要な避難地や避難路の周

辺を不燃化促進区域に指定し、その区域内で耐火建築物を建築する

方に対して、建築費の一部を助成する事業を行っています。 

防災公園 76、77、85 

 平常時は通常の公園として機能しながら、大震火災時における都

市の防災性を強化し、住民の生命・財産を守るため、一定の防災施

設を備え、避難地等としての機能もあわせ持つ都市公園のことを呼

んでいます。 

防災都市づくり推

進計画 
82 

 阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、地震に強い都市づくりの一層

の推進を図るため、東京都が策定した計画です。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

法人後見 
33、150、

151 

 成年後見制度では、個人だけでなく法人も成年後見人になることが

できます。司法書士で組織された社団法人や、社会福祉協議会等の

法人が成年後見人等になることによって、その法人が組織力を発揮

でき、個人のように健康上の理由などによってその職務が停滞するこ

とがなく、法人が解散しない限り長期的な職務遂行が可能となるなど

のメリットがあります。 

母子緊急一時保

護 
99 

 緊急に保護を要する母子及び女性を一時的に施設に入所させて、

必要な保護を行うことにより、その自立更生を図るための事業をいい

ます。 

母子生活支援施

設 
22、99 

 生活・就労・教育・住宅等の解決困難な問題を抱える18歳未満の子

どもを養育している母子世帯に対し、専用の施設で養育支援や家庭

運営支援、就労支援など将来の自立に向けた支援を行う児童福祉法

に定められた児童福祉施設をいいます。 

ま行     

まちづくり協議会 11、47 

 その地区のまちづくり計画を策定した後、区の支援を得て、まちづく

りの事業化を推進していくために、同地区の住民や地権者が参加す

る組織をいいます。 

みどりのカーテン 20、72、73 

 夏の厳しい日が射す窓辺や壁面に、へちまやゴーヤなどのつる性

の植物をカーテンのように高くはわせて、陽射しをさえぎり、涼しさを

得ようというものです。 

み ど り の ネ ッ ト

ワーク 
75、84 

 規模の大きな公園や緑地を「核」とし、その核を結ぶ軸上に沿道緑

化や民間緑化を進めることで、全体としてつながりのあるネットワーク

を構築する考え方のことです。 

見守り・緊急通報

システム 
151 

 ひとり暮らしの高齢者がいつまでも地域で安心して暮らすためのシ

ステムで、住宅にセンサーを設置して高齢者を見守ります。また、心

臓病など慢性疾患のある高齢者や18歳以上の重度身体障害者に

は、センサーに加えて、無線発報ペンダントを貸与し、緊急時に民間

受信センターに通報され消防署などとともに救助するものです。 

民間福祉サービ

ス紛争調停制度 
150 

 高齢者や障害者、子ども等のための民間福祉サービスで、利用者

と事業者の間で起きたトラブルについて解決するための制度です。事

業者と話し合いを重ねても解決できない場合など、区長に対して調停

の申請を行うことができます。 

や行     

Ｕ１８プラザ 
23、90、91、

93 

 児童館の機能を拡充し、乳幼児から中高生までの子どもたちの活

動や体験を支え、年齢に応じた育成活動の充実に向けた取り組みを

展開していく施設をいいます。 

ユニバーサルデ

ザイン 

10、45、60、

75、86、87、

134、135 

 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利

用しやすいよう都市や生活環境をはじめからデザインし、ものやサー

ビス提供などに配慮する考え方をいいます。 
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ユビキタス 10、45 

 ユビキタス（ubiquitous）は、「どこにでも存在する」という意味を持つ

英語から、「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ネットワークに簡単に

つながり、あらゆる人や物が結びつく、ＩＣＴが日常生活の隅々までい

きわたっている状態、また、そうした環境が実現している状態をいいま

す。 

ら行     

ライフステージ 
125、141、

145、148、

149 

 年代別にみた生活状況をいい、人生の節目によって生活スタイル

が変わることや、これに着目した考え方をいいます。 

リ ス ク コ ミ ュ ニ

ケーション 
154、155 

 区民（消費者）、事業者、行政の三者が、食品についてのそれぞれ

の情報を双方向に交換し合い、意見交流することを通じて、食品の危

険性の許容度や、その軽減・回避策等の認識を共有していく過程を

いいます。 

連続立体交差事

業、連続立体交

差化 

15、43、59、

60、61、62 

 踏切が連続している鉄道の一定区間を、高架化または地下化する

ことにより、多数の踏切除去、道路と鉄道との立体交差化を一挙に実

現する事業をいいます。本事業により「開かずの踏切」による踏切渋

滞の大幅な解消、鉄道による市街地分断の解消、踏切事故の解消な

どが図られます。 

老人保健施設 159 

 要介護者に対し、在宅復帰を目指して、看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、日常生活

上の世話を行うことを目的とした施設です。要介護者（要介護1以上

の方）が対象です。 

わ行     

ワーキングプア 160 

 日本語訳では「働く貧困層」と呼ばれ、きちんと仕事をして働いてい

るにもかかわらず、生活保護の受給水準にも満たない収入しか得ら

れない就業者のことをいいます。 

ワークライフバラ

ンス 

55、145、

146 

 誰もが生涯の各段階においてさまざまな生き方を柔軟に選択でき、

仕事と子育て、介護、地域活動などの家庭・地域生活をバランスよく

担っていくという考え方をいいます。 

ワ ン ス ト ッ プ

（サービス） 

37、184、

186 

 複数の行政サービスを総合受付窓口等で一括処理することで、各

種手続きのために区役所の複数の窓口に足を運ばざるを得なかった

区民へのサービス向上を図ることです。 
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平成２２年度（２０１０年度）～平成３１年度（２０１９年度） 
案 

 
平成２２年（２０１０年）１月発行 

 
〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１ 
中野区政策室企画調整分野（基本計画担当） 

電話０３（３２２８）５４８５ ファクシミリ０３（３２２８）５６５０ 
メールアドレス kihonkeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp 
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