
81 生涯学習 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

693,672 656,418 731,020 ー 731,500 800,000

932,878 1,092,424 1,187,884 ー 1,213,000 1,330,000

成果指標

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）【10か年計画】

文化施設利用者数【10か年計画】

新しい自分や仲間と出会い地域とつながる生涯学習・スポーツ

分野目標

1　区民が主体的に学習・スポーツ活動や文化芸術活動を行える場や機会を整えるとともに、必
要とする情報が豊富に提供されているまちを目指す。

2　区民が豊かな地域社会の担い手となれるよう、学習・スポーツ活動や文化芸術活動を通じて
仲間と出会い高め合う環境づくりを目指す。

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

4　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、形成されている。

274,074 247,597 266,333 ー 280,000 350,000

ー ー ー ー 40% 60

29,678 30,826 32,178 ー 35,000 40,000

5.5 5.7 6.4 ー 6.5 7.3

現状と課題

障害者・高齢者を対象とした民間では提供されにくい活動機会の提供や、区民が学習・スポー
ツ・文化芸術活動により取り組みやすくなるよう情報提供の充実につとめる必要がある。

区民の学習・スポーツ活動や文化芸術活動は、個人の生きがい・教養とともに、学校や地域など
の要請に応えて、社会的に活動できる人材の育成に努める必要がある。

区内に存在する文化財や歴史民俗について十分に把握されているとはいえない。区民と区の貴重
な財産である歴史や文化を掘り起こし、区民に伝えるとともに新たな地域づくりに生かしていく
必要がある。

「図書館の新しいあり方」に示す、区民の学びと自立を支える「課題解決型図書館」や、区内の
どこでも図書館機能が形成されている「ネットワーク型図書館」を実現するための取組みを着実
に推進する必要がある。

成果指標
と目標値

生涯学習・スポーツに関する区の情報の利用件
数【10か年計画】

ことぶき大学Cコース及び大学院卒業後1
年以内に地域活動に参加したことがある人
の割合（％）

区民１人当たりの年間貸出冊数

歴史民俗資料館年間入館者数（人）【10か
年計画】

連携の内容

「図書館の新しいあり方」に示す、課題解
決型図書館やネットワーク型図書館への取
組みを着実に推進し、より区民の身近で図
書館サービスを展開することは、貸出冊数
やインターネット予約件数の増加につなが
る。

　「図書館の新しいあり方」に示す、区民の学びと
自立を支える「課題解決型図書館」や、区内のどこ
でも図書館機能が形成されている「ネットワーク型
図書館」を実現するための取組みを着実に推進する
必要がある。

連携により期待される効果 連携による実績
地域スポーツクラブ

保健福祉部経営分野

（仮称）すこやか福祉センター等併
設施設の機能・特性を生かし、所管
分野と連携を図りながら魅力ある施
設づくりや事業展開をめざして準備

ー

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

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

高齢者各自が学習した成果を地域に還元できるよ
う、様々な活動につながるテーマを用意し、実践的
なカリキュラムで実施する。

大正・昭和前期建造物調査 区内の歴史的価値のある建物について調
査・把握し活用することで、中野の歴史や
文化に対する区民の認識を深めることにつ
ながる。

19～21の3年度にわたって行った調査結果の中か
ら、特に重要な建造物について詳細な記録保存を行
い、報告書を作成する。

利用しやすい魅力ある図書館の運営

地域スポーツクラブ

地域スポーツクラブの設立、及び仲町小学校跡施設
における拠点施設の開設。

区民が身近にスポーツを行える環境を新た
に整え、機会を提供することにより、ス
ポーツ施設の利用率向上につなげることが
できる。

連携の内容 連携により期待される効果 連携による実績

①どこでも図書館の
構築
②子ども読書活動推
進
③地域開放型学校図
書館の整備

①気軽に身近でいつでも図書資料
が活用できるようになる。
②③学校やボランティア、地域と
図書館との連携により、「家庭・
地域」、「学校」など図書館以外
の場においても子どもたちの読書
活動の支援が図られる。

ー

連携による成果

ー

設づくりや事業展開をめざして準備
をすすめていく。

連携による成果

ー
連　携

連携による成果
向上内容と分野



様式３

生涯学習調整 （２２年度）

8101

18 19 20 21 22目標 （達成度）

274,074 247,597 266,333 ー 280,000

88.7 89.1 88.0 ー 90.0

75.8 76.9 77.9 ー 78.0

成果指標
と目標値

成果指標

生涯学習・スポーツに関する区の情
報の利用件数【10か年計画】

スポーツ施設の利用率(%)

文化施設の利用率(%)【１０か年計
画】

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

実り豊かな学習・スポーツの機会創出

施策目標

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

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

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 255,621 206,863 140,127 ー 150,000

概要

事業２

実績 1,626,550 1,748,842 1,918,904 ー 1,944,500

概要

指定管理者調整

指定管理者が管理する文化・スポーツ施設の利用人数（人）

文化施設、スポーツ施設の指定管理者、及び区の各担当との総合的な調整等を行う。
また、２期目の指定管理者を選定して円滑な引継ぎを図る。

＜主な取組み＞

生涯学習情報提供

「ないせすネット」アクセス件数（件）

広報紙「ないせす」の発行、「生涯学習活動・支援コーナー」の運営、ホームページ・施設
予約システム「ないせすネット」の運営、生涯学習団体・人材支援サイト「まなVIVAネッ
ト」の運営、「生涯学習・スポーツガイドブック」の発行を行う。

現状と
課題

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

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

これまで行われてきた様々な文化芸術事業を体系立てて整理し、区としての取組みの手順を
明らかにしたうえで、区民や文化芸術団体などの担い手と連携して文化芸術振興を進めてい
く必要がある。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 9,142 18,933 16,147 ー 19,000

概要

事業４

実績

概要

ー

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 515 464 477

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

159,036 143,537 148,919 ー

文化芸術事業の入場者数（人）

講座・教室やホール公演事業を指定管理者への委託により行う。
また、区の文化芸術振興に関する取組みの方向性、手順を明らかにしたプログラムを作成
し、体系的に施策を実施する。

文化芸術活動

区の計画との関係

（１）１０か年計画（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：文化芸術活動の支援
（２）教育ビジョン
　　　目標Ⅵ　地域における学習やスポーツが活発に行われ、活動をとおしての社会参加が進んでいる
　　　目標Ⅶ　子どもから高齢者まですべての区民が文化や芸術に親しみ、生活の質を高めている



様式３

生涯学習支援 （２２年度）

8102

18 19 20 21 22目標 （達成度）

－ 21 25 ー 35

－ － － ー 40

75.8 76.9 77.9 ー 78.0

成果指標
と目標値

成果指標

生涯学習サポーターの会の人数
（人）

ことぶき大学Cコース及び大学院卒業後
1年以内に地域活動に参加したことがあ
る人の割合（％）

文化施設利用率【１０か年計画】

多くの区民が気軽に文化施設を利用し、生涯学習や文化芸術活動に取り組んでいる。

主体的に生涯学習活動を行う区民

施策目標

生涯学習に関する幅広いニーズに応えるための総合的なコーディネート機能が整備されてい
る。

区民の学習活動が地域活動へと展開し、活力ある地域づくりが進んでいる。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 169 126 165 ー 180

概要

事業２

実績 ー ー ー ー 200

概要

なかの生涯学習大学

なかの生涯学習大学の1年次コースの受講人数（人）

高齢者各自が学習した成果を地域に還元できるよう、様々な活動につながるテーマを用意
し、実践的なカリキュラムで実施する。

現状と
課題

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

学習の成果を地域に還元し、地域の教育・学習活動を区民の力で進める仕組みづくりが求め
られている。

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

＜主な取組み＞

社会教育相談・学習支援

生涯学習サポーター養成講座延参加者数（人）

区民の生涯学習活動を支援し、生涯学習に関する情報や地域の人材等を幅広くコーディネ-
トする生涯学習サポーターを、もみじ山文化センターの指定管理者、サポーターの会、大学
と連携・協力し養成する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 932,878 1,092,424 1,187,884 ー 1,330,000

概要

事業４

実績

概要

519,563

区の計画との関係

464,427 ー

区民一人あたりコスト（円） 1,611 1,677 1,489 ー

497,377
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

文化施設利用人数（人）

もみじ山文化センター、野方区民ホール、なかの芸能小劇場の施設整備、及び指定管理者に
よる管理運営を行う。
（野方区民ホールの改修工事を行う予定）

文化施設調整

区の計画との関係

（１）１０か年計画（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：区民の学習活動支援の推進
（２）教育ビジョン
　　　目標Ⅵ　地域における学習やスポーツが活発に行われ、活動をとおしての社会参加が進んでいる



様式３

スポーツ （２２年度）

8103

18 19 20 21 22目標 （達成度）

88.7 89.1 88.0 - 90.0

23,585 23,353 24,396 - 24,450
成果指標
と目標値

成果指標

スポーツ施設の利用率（％）

各種区民スポーツ大会参加者数(人)

３多くの区民が気軽にスポーツ施設を利用し、スポーツ活動に取り組んでいる。

主体的にスポーツ活動を行う区民 

施策目標

１区民の誰もが、それぞれの目的や適性、体力などに応じて、生涯にわたってスポーツに親
しむことができる環境が整っている。

２区民は、いつでもスポーツを始める機会が得られ、指導を受け、スポーツの楽しさを知
り、積極的にスポーツに参加している。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 検討 構想策定 ー 基本計画策定 開設

概要

事業２

実績 693,672 656,418 731,020 ー 731,500

概要

スポーツ施設調整

スポーツ施設利用者数（人）

指定管理者による中野・鷺宮体育館、上高田・哲学堂運動施設、妙正寺川公園運動広場の施
設整備及び管理運営を行う。

＜主な取組み＞

地域スポーツクラブ

中野区全体のスポーツ振興を担う「地域スポーツクラブ」が設立され、「だれもが、いつで
も、どこでも、いつまでも」スポーツを楽しむことができる地域社会の実現を支援する。
第１の拠点として仲町小学校跡施設を活用した拠点施設が開設されている。

現状と
課題

自由時間の増大に伴い、区民の体力向上や健康づくりへの関心が高まり、身近にいつでもス
ポーツのできる場と機会が求められているが、十分に提供されておらず、スポーツをしたく
ても出来にくい状況にある。

区民のスポーツ活動の場となる区立スポーツ施設は、緊急度の高い箇所から修繕している
が、全体として既存施設は老朽化が進んでおり、諸所の改修が必要な状態である。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

477,134

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 1,545 1,629 1,081

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

504,726 337,363

区の計画との関係

（１）１０か年計画（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：地域スポーツクラブの設立・支援
（２）教育ビジョン
　　　目標Ⅵ　地域における学習やスポーツが活発に行われ、活動をとおしての社会参加が進んでいる



様式３

歴史民俗資料館 （２２年度）

8104

18 19 20 21 22目標 （達成度）

29,678 30,826 32,187 ー 35,000

78.3 78.5 80.8 ー 83
成果指標
と目標値

成果指標

歴史民俗資料館年間入館者数（人）
【１０か年計画】

講座参加率（参加者数／定員）
（％）

伝え守られる歴史民俗と文化財

施策目標

区の歴史民俗に関わる文化財が大切に保存され、伝えられている。

区の伝統文化や文化財について多くの区民が認識し、地域に愛着を抱いている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 実施 実施 実施 実施

概要

事業２

実績 12 12 13 ー 12

概要

各種事業

展示会・講座等開催回数（夏休み事業を含む）

区の歴史民俗について、区民の関心と理解を深めていくため、館所蔵資料や寄贈資料を活用
し、企画展、所蔵名品展等の展示会を行うとともに、区の歴史や民俗に関連する講座等を行
うとともに、東洋大学と連携して「哲学堂関連」講座を行う。

＜主な取組み＞

文化財保護事業（含：埋蔵文化財）

大正・昭和前期建造物調査

大正から昭和の前期にかけて建てられた区内の建造物について記録し、伝えていくため調査
を行い、その中から重要建造物を抽出して詳細調査をかけて、報告をまとめ国の登録文化財
候補などの基本的資料とするとともに、中野区の歴史や文化財への理解を深めるために活用
する。

現状と
課題

区の歴史と区民生活の変遷を知り学ぶうえで、古文書、様々な風俗慣習とそれらに用いられ
る衣服や器具等の文化財は貴重な資料となるが、区内に存在する文化財についての十分な把
握がなされていない。また、文化財保護に関する区民の意識は必ずしも高いとはいえない。
さらに、資料館の来館者数も増加する傾向ではない。

区の伝統文化や文化財を保存・継承し、区民が歴史と民俗を身近なものとして受けとめると
ともに、地域に愛着を持ってもらうため文化財に触れる機会を設けるなどの積極的な取り組
みを行う必要がある。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

ー

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 272 252 249

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

83,970 78,109 85,193 ー

区の計画との関係

（１）１０か年計画（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：文化財の保護と活用
（２）教育ビジョン
　　　目標Ⅶ　子どもから高齢者まですべての区民が文化や芸術に親しみ、生活の質を高めている



様式３

知的資産 （２２年度）

8105

18 19 20 21 22目標 （達成度）

5.5 5.6 6.4 6.5

0.7 0.9 1.1 1.2

31,278 29,831 34,290 35,500

成果指標
と目標値

成果指標

区民１人当たりの年間貸出冊数
【10か年計画】

区民１人当たりの年間インターネッ
ト予約件数【10か年計画】

年間資料貸出冊数（団体[区内の学
校・読書グループ等]向け：冊）

3 録音図書貸出サービスの充実、在宅配送サービスの対象拡大などが図られ、障害者や高齢
者が必要な情報を容易に入手している。

4 子どもや子育て親子が図書館や地域開放型学校図書館を利用して、読書を楽しんだり、知
識を得たりしている。

5 中野区ゆかりの作家・文化人などに関する文化資料の収蔵・展示を通して、区民が地域に
対する理解や愛着を深め、まちの活性化につながっている。

良質な知的資産が収集保管され便利に利用できる図書館

施策目標

1 多種多様な蔵書構成、各館の個性づくり、専門的対応力の向上が図られ、区民が自ら必要
な情報を入手して意思決定している。

2 気軽に身近でいつでも図書資料が活用できる図書館機能の点在化とネットワーク化が図ら
れ、区民が図書館を便利に利用している。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 5.5 5.6 6.4 6.5

概要

事業２

実績 0.7 0.9 1.1 1.2

概要

3 子ども読書活動推進計画（平成19年2月策定）に基づき、子どもの読書活動を支援する取
組みをさらに推進するため、学校やボランティア、地域などが計画的かつ自主的な活動に取
り組めるよう、図書館との連携を強化していくことが課題となっている。

区民１人当たりの年間貸出冊数【10か年計画】

(1)「図書館の新しいあり方」に示す、指定管理者制度導入に向けた基盤整備に係る総合調
整、進行管理を行う。
(2)第１０期中野区図書館運営協議会を発足する。

図書館システムの運用維持

区民１人当たりの年間インターネット予約件数【10か年計画】

(1)図書館システムの運用維持管理を行う。
(2)図書館システムの安定運営を図るため、図書館システムの周辺機器のリプレースを行う。

＜主な取組み＞

図書館の企画管理

現状と
課題

1 区民の学びと自立を支える課題解決支援型図書館として、暮らしに役立つ資料をはじめ、
電子媒体を含む多様な資料・情報を整備し、区民がこれらを気軽に身近でいつでも活用でき
る図書館機能の点在化とネットワーク化を図ることが課題となっている。

2 地域図書館の施設、設備の老朽化が著しく、利用者が安全で安心して利用できる付帯設備
の整備が急務となっている。また、学校やボランティア、地域との協働事業を通じて利用者
の拡大を図り、より区民に利用される図書館にすることが課題となっている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 1,084,605 1,094,301 1,113,399 1,120,000

概要

事業４

実績 --- 33,476 35,066 36,000

概要

事業５

実績 31,278 29,831 34,290 35,500

概要

年間資料貸出冊数
 （団体[区内の学校・読書グループ等]向け：冊）

(1)子ども読書活動推進計画の進行管理を行う。
(2)地域開放型学校図書館の整備に向けた検討・調整を行う。
(3)子ども読書活動奨励事業の対象を中学校にも拡大する。

子ども読書活動推進

図書館の施設管理

(1)魅力ある蔵書整備、区民の課題解決に役立つ資料整備、各館の個性づくりを行う。
(2)録音図書貸出サービスの充実、在宅配送サービスの対象拡大等を図る。
(3)「どこでも図書館」の推進に向けた検討・調整を行う。

レファレンス件数（件）

(1)利用者が図書館を安全かつ快適に利用できるよう、図書館の施設維持管理を行う。
(2)野方図書館のバリアフリー対応工事と空調設備更新改修工事（第１次分）を行う。

資料情報サービス

中央図書館入館者数（人）

区民一人あたりコスト（円） 3,222 3,162 3,255

区の計画との関係

（１）１０か年計画（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　　魅力ある図書館の整備、子どもの読書活動の推進

（２）教育ビジョン
　　　目標Ⅵ　地域における学習やスポーツが活発に行われ、活動をとおしての社会参加が進んでいる

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

994,879
(図書資料購入費

91,411を含む)

979,800
(図書資料購入費
107,686を含む)

1,015,100
(図書資料購入費
141,273を含む)


