
22 産業振興 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

925 - - 1,000 1,200

- - - 50.0 55.0

- 2,973 - 3,300 3,900

- - 6,000 36,000 60,000

31.7(17
年度)

- - 35 43

豊かで活力ある区内産業

分野目標

１　区内の産業発展活力を創出するため、中野の個性や魅力、新たな発展の姿を強力に発信す
るとともに、中野区の事業環境を活かした都市型産業の集積をめざす。

２　地域全体の経済力を向上させるため、産学公の連携により経営革新や産業人材の育成を進
め、市場対応力を備えた事業者の増加をめざす。

３　商店街が安心して楽しく買い物ができる場、また地域の交流の場としての役割を果たして
いくため、地域資源・特性を活かし変化に対応できる持続可能な商店街づくりをめざす。

４　中野にいることの魅力向上のため、都会の便利さやにぎわい感とともに里の自然環境やう
るおい感を身近に手にすることができる「里・まちスタイル」の浸透をめざす。

５　地域力を発揮して持続的な産業活力を創出するため、地域特性を踏まえた就業を促進する
とともに、事業者と働く人を支援するための拠点を確保し活動と交流を支援する。

５　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特性を有しているが
企業、事業者数が少なく就業者も区外に流出する傾向にある。

成果指標
と目標値

成果指標

ＩＣＴ・コンテンツ、生活産業の区内
事業所数【10か年計画】（事業所）

中野に活気があると思う人の割合
（％）

区内小売業の年間商品販売額【10か年
計画】（億円）

里・まち交流事業の参加者数【10か年
計画】（人）

区内の就業者のうち、区内で就業して
いる人の割合【10か年計画】（％）

現状と課題

１　区内産業とまちを持続的に活性化しにぎわいを創出していくため、中野の個性や魅力とな
る多様な資源、発展可能性を発信し都市のブランド力を高め、新たな企業や個性的な店舗、来
街者を呼び込むことが求められている。

２　4人以下の小規模事業所が7割を占め、人材の確保、育成や経済革新への取組みが進みにく
く市場対応力が弱い。

３　消費者行動の変化に対応しきれず商店街の衰退が進んでいる。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
いる。

４　中野区は人や経済活動が高密度で集積し、多くの資源を消費する都市に位置しているが、
健康志向や環境意識の高まりの中で、住民はゆとりや自然とのふれあいを求めている。

連携の内容

18

590,593

1,912

　お笑い、演劇など中野発の文化をコンテンツ産業
と結びつけ、発展、集積化を図る。ＩＴ、コンテン
ツ産業に特化した支援の充実、ネットワーク化推進
等により同産業の定着を図る。

地域商業活性化支援 　将来の姿を明確化し計画的に取り組む方
向をクリアにするとともに、空き店舗対策
や里・まち経済交流、ポイント制導入など
支援内容を重点化することにより商店街の
集客力、売上高の向上に貢献できる。

　時代と地域の変化に対応した持続可能な商店街像
を構築する。また、里・まち経済交流、ポイント制
導入など商店街の魅力を高めるための取り組み、組
織力を向上させるための支援を行う。

里・まち連携の推進

○里・まち連携事業の実
施（暮らしと環境分野、
区民生活部経営分野）
○エコ、支えあい、商店
街ポイント制度の互換性
確保（暮らしと環境分
野、福祉推進分野）

○里・まち連携の3要素である経済交流、
環境の交流、人の交流の緊密な連携により
交流内容の充実を図ることが期待できる。
○３ポイント制度の連携により、経済、環
境、地域福祉の各施策の推進に向けた区民
参加や行動を一層活性化することが期待で
きる。

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 成果指標に対する効果

都市型産業の誘導 　若者の活発な表現・文化活動を活かした
にぎわいの形成、ＩＣＴ、コンテンツ産業
の集積、発展により中野の発信力が高ま
り、区内産業の活性化と新たな起業立地へ
とつながる。

区民一人あたりコスト(円) 1,720 3,004 ー

ー

　安心・安全な食品や名産、名品などの物
産品を求める消費者ニーズに応えるととも
に地域経済の活性化を促すことができる。
また、「里・まちスタイル」の浸透により
区民の生活の質の向上につながる。

　連携自治体どうしが相互のメリットを活かしなが
ら経済、人が結ぶ体験・観光、環境の三つのテーマ
を基本とした交流を通して新しい価値の創造、互い
に豊かで持続可能な社会づくりをおこなう。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

533,047 936,658



様式３

新産業拠点 （２２年度）

2201

18 19 20 21 22目標 （達成度）

345 350

2.6 1.9 1.9 2.8

- - - 50.0

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 - - - - 設立

概要

事業２

実績 - - ー 検討 調整

概要

施策目標

１　ＩＣＴ・コンテンツなど、中野の特性にあった産業が集積し、地域全体の経済力が高
まっている。

２　産学公連携による経営革新や新事業の開発や創業する環境が整い、新たに企業を誘導
する素地ができている。

３　まちににぎわいを創出し、都市ブランド力を向上させることによって、中野で起業を
目指す人が集まっている。

新たな産業活動拠点づくり

現状と
課題

　都心に隣接した優れた立地条件であるが、企業、事業所数、年間商品販売額が少ない。

　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、都市ブランドを高めること
により、あら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する
必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

区内情報通信業事業所数（社）

オフィス空室率（％）

中野に活気があると思う人の割合
（％）

表現・文化活動拠点の整備

施設整備に係る地域合意

　桃丘小学校跡地に整備を予定している表現・文化活動拠点について、地元住民や関係各
者と検討・調整を行い、整備の準備を進める。

＜主な取組み＞

(仮称)ＩＣＴ・コンテンツ事業者連絡会の設立支援

連絡会の設立

　区内への企業立地を推進しているＩＣＴ・コンテンツ産業に係る事業者の区内でのつな
がりをつくるための連絡会の設立を支援し、事業者の特長、得意分野、強みを活かした相
互連携、協力や、事業者相互の交流を図る。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 検討

概要

事業４

実績

概要

タウンマネジメントの推進

まちづくりのしくみづくり

　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、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づくりを検討する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

-

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
　領域Ⅰ－１ 　東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点づくり
　　　主な取り組み　　にぎわい創出のしかけづくり
　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　主な取り組み　　都市型産業の誘導
　

区民一人あたりコスト（円） -



様式３

経営革新支援 （２２年度）

2202

18 19 20 21 22目標 （達成度）

407 472 614 800

- - - 90.0

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 837 847 916 800

概要

事業２

実績 51 55 205 120

概要

施策目標

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

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

豊かさを生み出す経営革新と産業人材づくり

現状と
課題

　4人以下の小規模事業所が7割を占め、原油・原材料や仕入れ価格の高騰により売上の減
少や収益が圧迫されるなど国内外の金融不安等の影響を受けやすいため、経済革新への取
組みを不断のものとし、経営基盤の強化が不可欠である。

　ＩＣＴ・コンテンツ産業、情報通信業や人的サ－ビス産業は中野の立地特性にあった産
業であり、学びの場と就労支援との連携により、人材の育成と供給が効果的に行われる環
境の構築が課題である。

順次開設する大学等を含めた区内教育研究機関との連携による産業人材の育成を進める
ことが求められている。

成果指標
と目標値

成果指標

産業情報メールマガジン登録者数
（件）

経営・学び座なかの受講生満足度
（％）

産業教育環境整備（「経営・学び座なかの」の運営）

受講者数（人）

   経営管理者層から従業員までを対象に、学びの場を提供し、知識の向上と人のつながり
の輪を広げるための支援を行う。

＜主な取組み＞

事業資金の調達支援

融資あっ旋件数

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

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

ー

区の計画との関係

(１)10か年計画（第２次）
　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　　　　　　主な取組み　産業教育環境の整備、経営改善のための環境づくりの推進
　

区民一人あたりコスト（円） ー



様式３

地域商業活性化 （２２年度）

2203

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - - 30.0

29.0 35.3 500.0 70.0

38.0 42.0 45.0 48.0

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 3 5 5 7

概要

事業２

実績 － － － － 策定

概要

施策目標

１　商店街組織の組織力や事業実施能力が高まり商店街が活性化している。

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

地方との交流や地域コミュニ
ティに着目して取り組んだ商店
街事業の割合（％）

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

変化に対応できる商店街づくり

現状と
課題

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

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

成果指標
と目標値

成果指標

区商連が主催する研修会へ参加した
商店街の割合（％）

「新・元気を出せ！商店街事業」を
実施した商店街において、来街者が
増加した商店街の割合（％）

商店街ポイントの導入支援

エコポイントと連動したしくみの構築

　消費者を区内商店街に引き付ける誘因をつくり出すため、エコポイントと連動した商店
街ポイント制度の導入を支援する。

＜主な取組み＞

商店街活性化支援

年間を通して地域コミュニティ等に取り組む商店街の数

　地域のにぎわいの拠点として商店街の活性化を図るため、商店街地域の交流を図るため
のイベント事業のほか、継続的な地域交流のための事業に対して助成する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

102,287

304 328

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

92,898 94,283

区の計画との関係

(１)１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅰ－１　活力と地域の交流がある商店街づくり
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生、ポイント制度導入による商店街活性化
　　　領域Ⅰ－１　交流拠点のまちづくりの推進
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生
　　　領域Ⅲ－２　支えあい風土の確立
　　　　主な取り組み　個店・商店街の新生

区民一人あたりコスト（円） 300



様式３

里・まち連携 （２２年度）

2204

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - 6,000 36,000

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 － 0 1 22 25

概要

事業２

実績 － － － 3 5

概要

施策目標

１　里（地方）とまち（中野区）は、それぞれの「強み」を活かし「弱み」を補完しあ
う、新しい時代に合った豊かさをつくり出している。

２　区民は、都会にいながらにして里の自然環境やうるおい感を日常生活の中で、身近に
手に入れ実感している。

里・まち連携の推進

現状と
課題

これまでは経済交流を主におこなってきたが、連携各市の意向も踏まえながら、環境の交
流、人の交流も含めた交流へと幅を拡げていく必要がある。

経済交流については、イベント型、アンテナショップ型などの取り組みをおこなってきた
が、今後は店舗での継続した販売の確立など採算性を確保した交流のしくみづくりが課題
となっている。

連携各自治体の特徴を活かしながらさまざまな幅広い交流を持続して推進していくため、
交流の調整役を担う民間主体の活動主体を軸とした体制づくりを早急に進める必要があ
る。

成果指標
と目標値

成果指標

里・まち交流事業の参加者数（人）

環境交流

環境活動

農業や森林保全、自然保護などの活動・体験などの交流事業を推進する。

＜主な取組み＞

経済交流

里まち交流事業数

消費地と生産地が顔の見える関係で、地方の安全で美味しい食品その他の産品を流通させ
るしくみ構築し、商業の活性化と生活の豊かさを生みだす。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 － － － － 5

概要

事業４

実績

概要

人の交流

体験事業

日帰り観光や滞在型の体験事業を通じて、幅広い交流を支援し、コミュニティの輪を広げ
る。

ー

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

ー ー

区の計画との関係

(１)10か年計画（第２次）
　　領域Ⅰ－１　なかの里・まち連携推進
　　　　おもな取り組み　　暮らしを結ぶ経済交流　人を結ぶ観光・体験交流　自然を守る環境交流

区民一人あたりコスト（円） ー



様式３

雇用・産業交流 （２２年度）

2205

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- 162 215 300

69.3 66.3 67.2 75.0

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー 31,844 70728 80,000

概要

事業２

実績 － － ー 策定

概要

事業者と働く人の活力がみなぎるまち

施策目標

１　就労支援や勤労者の能力向上などのための環境が整い、区内を中心として就業者が増
え、地域の経済力が向上している。

２　持続的な産業活力を創出するため、事業者と働く人を支援するための区内産業支援拠
点が整備されている。

成果指標
と目標値

成果指標

ぐっJOBなかの登録事業者数（件）

勤労福祉会館集会室稼動率（％）

現状と
課題

　雇用者と就労者とのミスマッチ等が生じる等、区民の就業者のうち区内で就業している
人の割合は３１．７％（国勢調査）と低く、区外への雇用流出が目立っている。

　事業者や勤労者にとっての情報収集や活動の拠点となる施設が効率よく機能しておら
ず、区内産業の活性化に寄与していない。

＜主な取組み＞

雇用・就労支援（就労・求人支援サイトの運営）

就労・求人支援サイトの閲覧件数（増分）

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

(仮称）産業振興センター整備

（仮称）産業振興センター整備方針策定

　勤労福祉会館を経営者と働く人のための区内産業支援施設「（仮称）産業振興セン
ター」として整備するための準備を進める。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

ー

区民一人あたりコスト（円） ー

区の計画との関係

(１)10か年計画（第２次）
　領域Ⅰ－１　産業新生のしかけづくり
　　　　　　　　主な取組み　経営改善のための環境づくりの推進
　領域Ⅰ－１　多様な雇用機会の創出
　　　　　　　　主な取組み　就業支援の推進
　領域Ⅲ－１　高齢者の就労・社会貢献の支援
　　　　　　　　主な取組み　就業支援の推進


