
6 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

6 3 4 6 8

68% 54% 61% 71% 80%

11 14 16 16 18

分野目標

区民が平和の大切さを自覚していくために、多くの区民の参加を得ながら平和事業を継続的に実
施し、平和な地域社会の形成をめざす。

平和・人権・国際化

人権啓発活動（人権の花・人権作文等）に
参加する学校及び機関 団体数

世界が豊かに発展していくよう、海外の被災地や発展途上の国々への支援を目的とする、ＮＧＯ
や区民団体との連携態勢の構築をめざす。

「平和のつどい」など平和に関する事業に
参加する戦後生まれの区民の割合

成果指標

地域団体・個人等と協働で実施する平和事
業の件数

個性を認め大切にし合うまち

人権問題の多様化、複雑化に対応するため、機能的で効果的な区の担当組織間の連携・協力体制
の強化をめざす。

外国人の生き生きとした暮らしが地域で営まれている、国籍を超えた共生社会の実現をめざす。

人権を尊重していく社会をめざし、区民一人ひとりの人権意識が高まるよう、各種人権啓発活動
の活性化をめざす。

成果指標
と目標値 11 14 16 16 18

3,500 3,772 4,304 3,800 4,500

世界が豊かに発展していくため、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や区民団体と連携して推進していく必要がある。

区民団体等との協働により平和事業を実施し、平和の大切さや尊さを広く区民に語りかけていく
ことにより、平和の大切さを身近なところから区民に伝えていく必要がある。

参加する学校及び機関・団体数

多様化・複雑化した人権（侵害）問題に関係する区の担当部署は多岐にわたっているが、問題の
迅速な解決のため、相互に連携し、区としての統一した対応を行っていく必要がある。

地域での外国人との交流事業の参加者数

区民の人権意識を高めていくために、各種の啓発活動を様々な機会を通じて行っていく必要があ
る。現状と課題

多文化共生社会の実現に向け、外国人への多言語での情報提供や相談対応等も含めた行政サービ
スの充実、日本語学習機会の充実や学習支援、災害時の外国人住民のための安全確保を含めた危
機管理体制の整備等、様々な課題に取り組んでいく必要がある。

連携の内容

連　携

連携による成果
向上内容と分野

防災用備蓄食糧の保存期限をふまえ
た運用等により、ローコストによる
効果的な支援態勢を構築できるもの

連携により期待される効果

国際平和への貢献

連携による実績

外国人への多言語での情報提供や相談対応等も含め
た行政サービスの充実、日本語学習機会の充実や学
習支援、災害時の外国人住民のための情報提供や安
全確保を含めた危機管理体制の整備等の課題への対
応を行なう。

海外の被災地や発展途
上の国々への支援に向
けた、庁内での連携に
よる効果的な対応

多文化共生社会の実現に向けた取り組み

日本人と外国人がお互いの言語、文化、生
活習慣の違いを理解し、社会をともに支え
あう一員として認め合うことにより、豊か
な地域社会の実現を図ることができる。

世界がともに豊かに発展していくことが国
際平和につながると同時に、区民団体等の
積極的な参加により区民レベルでの平和へ
の意識向上も促すことができる。

ＮＧＯや区民団体と連携して、海外の被災地や発展
途上の国々を支援するための取組みを行う。

成果指標に対する効果

連携による成果

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み

　

18

65,659

212

50,036

区民一人あたりコスト(円) 161

分野のコスト（決算）（千円）
66,000

向上内容と分野

212

2019

効果的な支援態勢を構築できるもの
と想定している。

21

よる効果的な対応
（防災担当、危機管理
担当、地域活動担当）



様式３

平和 （２２年度）

601

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

6 3 4 6

68% 54% 61% 71%

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 545 253 384 366 400

概要

事業２

実績 4 4 4 4

概要

展示回数

　

＜主な取組み＞

戦争の惨禍を伝える写真や戦争に関連した写真・資料等、区民から寄せられた平和資料の
展示を区役所１階区民ホールと平和資料展示室で実施するほか、より多くの区民に見る機
会を拡大するため、地域センター等でも展示を行う。

「平和のつどい」の参加者数

被爆・戦争体験を次世代に伝えるために、平和に関する講演や映画の上映を行う。
（※１．１８年度からは午前・午後の二部制でカウント）
（※２．１９年度は野方区民ホール／定員２４８人を使用、他の年度はなかのＺＥＲＯ
　　　小ホール／定員５５０人を使用）

平和のつどい

平和企画展示

平和資料展示室が平和の意義について考え、次世代に平和の尊さを語り継ぐ拠点となる施
設として、幅広い世代の区民に広く利用されている。

「平和のつどい」など平和に関する事
業に参加する戦後生まれの区民の割合

区民団体等との協働により平和事業を実施し、平和の大切さや尊さを広く区民に語りかけ
ていくことにより、平和の大切さを身近なところから区民に伝えていく必要がある。

世界が豊かに発展していくため、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や区民団体と連携して推進していく必要がある。

現状と
課題

平和を世界に呼びかけるまち

施策目標

平和事業を通して、区民自身が自主的かつ積極的に平和の大切さや尊さを語りかけていく
ことにより、平和の理念が地域社会にしっかりと定着している。

過去の戦争や被爆体験を教訓として伝えるとともに、現代におけるテロや戦争、暴力的対
立の意味を次世代に問い掛けていくような機会が区民に広く共有されている。

成果指標
と目標値

成果指標

地域団体・個人等と協働で実施する
平和事業の件数

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績 15 17 10 20

概要

事業４

実績 204 215 225 240

概要

20 21

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 43 33 33

平和関連の資料を購入し資料の充実を図ることで、区民に平和への関心を持つ機会を提供
する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19

平和関連資料の充実

平和図書・ビデオの保管数

13,428 10,296 10,360

【新しい中野をつくる10ヵ年計画（第２次）】
領域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
 おもな取り組み　国際平和への貢献

貸出件数

地域団体や区内公共施設等が行う平和に関する事業に対し、区が所蔵するパネルやビデオ
を無料で貸し出し、平和活動を支援して行く。

平和関係資料等の貸出



様式３

人権 （２２年度）

602

18 19 20 21 22目標 （達成度）

11 14 16 16

- - 95.0% 95.0%

0 1 2 3

人権が尊重されるまち

人権尊重の社会をめざし、区民一人ひとりの人権意識が高まるよう、各種啓発活動の活性化
が図られている。

人権問題の多様化、複雑化に対応するため、区の担当組織間の連携が図られている。施策目標

成果指標
と目標値 人権関係部署の情報交換会

人権啓発活動に参加する機関・団体
数

人権週間パネル展閲覧者の満足度

成果指標

区民にとって身近な相談相手となる人権擁護委員の存在を区民に周知し、区民が人権侵害や
人権に関する悩み事についての相談機会が備わっている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 11 14 16 16

概要

事業２

実績 - - 95.0% 95.0%

概要

人権の各種啓発活動を通じて、区民の人権意識が高まる機会を多く作る。

時代の変化に伴い人権問題が多様化し、新たに犯罪被害者、北朝鮮問題などへの取組みも求
められている。区の関係部署の情報交換・連携を密にし、区としての一体的な施策の展開が
必要である。

人権擁護委員の存在や活動を多くの区民に知ってもらうため、啓発活動や周知方法を工夫す
る。

人権週間等に伴う人権啓発活動（人権パネル展等への参加団体）

　毎年 12月４日から10日は、人権週間である。この期間に併せて「人権パネル展」と中野
駅頭における街頭啓発を実施し、人権啓発活動の推進に努めている。特に「人権パネル展」
では、「人権の花」運動に取り組んだ小学校の取り組みを展示したり、関係団体・機関の展
示を促進する。

閲覧者の満足度

人権週間パネル展

　人権擁護委員が実施した、小学生の「人権の花運動」の様子を表したパネルや中学生の
「人権作文コンテスト」の優秀作品の展示のほか、犯罪被害者、エイズ患者の人権パネル、
男女平等に関するパネルなどを展示し、区民への人権啓発を行なう。

人権啓発活動への参加機関・団体数

＜主な取組み＞

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 0 1 2 3

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

11区民一人あたりコスト（円）

2018

　他分野に渡る人権問題を区として一体的に施策推進していく為に関連分野との調整会議や
担当者レベルの連絡会を持ち、連携し人権問題に取り組む。

1212

21

庁内各所管分野との連携強化

各関連所管分野との調整会議や担当者レベルの連絡会の実施

19

施策のコスト（決算）（千円）
3,4293,6803,767

区の計画との関係

【新しい中野をつくる10ヵ年計画（第２次）】
領域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
 おもな取り組み　人権啓発活動の連携の推進



様式３

国際化推進 （２２年度）

603

18 19 20 21 ２２目標 （達成度）

3,500 3,772 4,304 3,800

－ － － 2

18 19 20 21 ２２目標

事業１

実績 1都市 1都市 1都市 ２都市

概要

事業２

実績 － － － ２団体

概要

北京市西城区との友好交流事業（友好区関係）

現在、北京市西城区とは友好区関係のもとに交流を進めているところであるが、他の外国
都市との友好、交流についても機会をとらえ、より広がりのある対応を図る。

国際交流の担い手としてのボランティアの育成や、発展途上の国や地域等へ協力活動を
行っているＮＧＯや区民団体等に対する支援や連携を行う。

区民団体等への支援、連携

支援や連携を行う団体数

現状と
課題

多文化共生社会の実現に向け、外国人への多言語での情報提供や相談対応等も含めた行政
サービスの充実、日本語学習機会の充実や学習支援、災害時の外国人住民のための安全確
保を含めた危機管理体制の整備等、様々な課題に取り組んでいく必要がある。

世界の平和、持続可能な発展の実現を目指し、担い手としてのボランティアの育成や、発
展途上の国や地域等へ協力活動を行っているＮＧＯや区民団体等に対する支援や連携を
行っていく必要がある。

 

＜主な取組み＞

外国との友好、交流事業の拡大

成果指標
と目標値

成果指標

地域での外国人との交流事業の
参加者数

発展途上の国や地域等へ協力活
動を行っているＮＧＯや区民団
体等に対する支援や連携の数

異文化を理解し尊重し合うまち

施策目標

外国人の生き生きとした暮らしが地域で営まれ、国籍を超えた共生社会が実現している。

ボランティアや区民団体等、区民が主体となった国際交流、海外への協力活動等が、区の
適切な支援や円滑な連携のもとに活発に行われている。

18 19 20 21 ２２目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

【新しい中野をつくる10ヵ年計画（第２次）】
領域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
　おもな取り組み　国際平和への貢献、地域社会の国際化に向けた取り組みの推進、海外自治体
　　　　　　　　　等との交流の推進

区民一人あたりコスト（円） 157 116 167

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

48,851 36,060 52,221
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