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時代の変化に対応し、持続可能な中野のまちを 
 

中野区は、中野区基本構想で掲げる「中野のまちの将来像」を実現するため、平成

１７年度（２００５年度）からはじまる「新しい中野をつくる１０か年計画」を策定し、区政の

あらゆる分野で、「区民にとっての価値は何か」という視点から、具体的な目標をたて、

それを実現するための手段である様々な施策・事業を展開してきました。また、取り組

みに対する行政評価を行い、取り組みの見直し・改善を行う、ＰＤＣＡサイクルを機能さ

せ、戦略的に区政運営を行ってきました。 

「新しい中野をつくる１０か年計画」の策定後、区民ニーズの変化や医療、介護など

の制度改正、西武新宿線の連続立体交差事業の決定、警察大学校等跡地の進出事

業者の決定と事業の開始、さらには地球温暖化問題に対する国際的な取り組みの進

展など、社会経済状況の変化、区の施策の進展度合いにおいても大きな変化が見ら

れました。 

こうした大きな変化などに対応し、持続可能な区政を長期展望に基づき着実に展開

することができるよう、基本構想の「１０年後のまちの姿」を平成２２年度（２０１０年度）か

ら１０年間を見据えたものに改定いたしました。これにあわせ、区の基本計画である「新

しい中野をつくる１０か年計画」についても、平成２２年度（２０１０年度）から１０年間を

見据えて、区政運営の方向を定めたものに改定することといたしました。 

改定の検討にあたっては、これまでの行政評価や有識者の方々からのアドバイスな

どを参考といたしました。また、計画素案についての意見交換会や計画案についての

パブリック・コメント手続きなどを通じて、区民や団体、区議会の皆様からお寄せいただ

いたご意見を参考にして、このたび「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」を策定

いたしました。ご意見、ご提案をお寄せいただいた皆様に改めて感謝申し上げます。 

新たな時代に対応し、持続可能な中野のまちを実現していく区政運営の指針として、

「新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）」を着実に推進してまいりたいと存じます。

区民、関係者の皆様におかれましては、今後ともご理解・ご協力いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 
 

平成２２年（２０１０年）３月 

中野区長        

田 中 大 輔  
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