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22 23 24 25 25目標 31目標

720,187 719,671 － － 764,000 857,000

45% 60% － － 63% 74%

32,196 36,725 37,000 40,000

歴史民俗資料館管理運営 　民間事業者のノウハウや発想を活かした事業展開と効率
的な業務運営は、区民にとって歴史民俗資料館が身近の存
在となることを促進し、館利用者の増加につながる。加え
て、歴史・考古・民俗の継承という文化財保護思想の普及
啓発に大きな効果をあげることができる。

　民間事業者に委託した管理運営事業の多様な展開を促
進し、効果を高めるために、区と委託事業者との定例会
を密に行うとともに、文化財保護行政における普及啓発
活動の拠点としての役割も活性化する。

地域スポーツクラブ    生きがいや健康づくりとしてのスポーツ（事業）を体験
することにより、スポーツへの関心が深まり、現存のス
ポーツ施設の利用率向上につなげることができる。平成２６年度に開設を予定する第１の拠点施設が、区民

の健康づくり・スポーツ推進のため効果的・効率的に運
営できるよう、モデル事業を実施しスキームづくりに反
映させる。また、拠点施設の開設準備を行う。

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。　受講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

　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。

25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

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

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】

なかの生涯学習大学卒業後1年以内に地域活動に参加し
たことがある人の割合

歴史民俗資料館年間入館者数（人）【10か年計画】

分野の成果指標

学習スポーツ分野（25年度）

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

　   区民が生涯を通じて生きがいや健康づくりができるよう、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。
　　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、健康、生きがい
　づくりに向けた取組や仲間と出会い高め合う環境づくりがなされている。

   　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
　まっている。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

45.0% 60.0% － － 63.0% －

77.0% 76.1% 78.5%

264,336 301,225 350,000

23年度 24年度 25年度

事業１ なかの生涯学習大学 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 文化施設調整 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 生涯学習情報提供 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

[10か年計画]
(1)領　 域Ⅱ―2
　○施策の方向：新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進
　○おもな取り組み：区民の学習活動支援の推進、文化芸術活動の支援

【概要】
 広報紙「ないせす」、「生涯学習・スポーツガイドブック」の発行、
ホームページ・施設予約システム「ないせすネット」、生涯学習団体・
人材支援サイト「まなVIVA ネット」の運営、文化芸術に触れる機会の提
供等、多様な形態で学習活動を支援する。 実績：

【概要】

実績：

   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。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
   受講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。

実績：

【概要】

  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。

 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。

区民の生涯学習活動をサポートするための情報提供を充実するとともに学習の成果を還元しやすい環境を整備
する必要がある。

生涯学習 実り豊かな学習・スポーツの機会創出

施策目標

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。

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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
なかの生涯学習大学卒業後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

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】

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

87.5% 87% － － 91% －

24,790 22,349 25,000

23年度 24年度 25年度

事業１ 地域スポーツクラブ 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ スポーツ施設調整 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

[10か年計画]
(1)領　 域Ⅱ―2
　○施策の方向　：　新しい自分や仲間と出会う学習・スポーツ活動の推進
　○おもな取り組み　：　地域スポーツクラブの設立・支援　・　スポーツ施設の整備

【概要】

実績：

【概要】

実績：

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。また、新中野体育館整
備に向けて検討し、基本方針策定等を行う。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
平成２６年度に開設を予定する第１の拠点施設が、区民の健康づくり・スポーツ
推進のため効果的・効率的に運営できるよう、モデル事業を実施しスキームづく
りに反映させる。
また、運営開始に向け、地域スポーツクラブの法人化支援や開設準備を行う。 実績：

【概要】

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。また、今後新たなスポーツ施設を整備していく
中で、各施設の役割を検討していくことが必要である。

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、身近な場所でいつでもスポーツので
きる施設整備が求められているが、十分ではなく、希望に応じてスポーツを楽しむことができにくい状況にあ
る。

スポーツ 主体的にスポーツ活動を行う区民

施策目標

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
境が整い、生きがいを持った生活をしている。

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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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)

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

32,196 36,725 － － 37,000 －

76.8 82.7 85.0

23年度 24年度 25年度

事業１ 文化財関連事業 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 歴史民俗資料館管理運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

１０か年計画
　　領域Ⅱ－２　子どもから大人まで、地域の中で自分をのばせるまち
　　　 施策の方向　　　文化芸術のまちづくりの推進

【概要】

実績：

【概要】

実績：

　区の歴史と民俗について、区民の関心と理解を深めていくために、館
所蔵資料及び新規受け入れ資料を活用した企画展・特別展をはじめとし
て、伝統文化体験や古文書講座、児童・生徒向けの夏休み事業を実施す
る。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　平成２３年度に策定した東京都名勝哲学堂公園の保存管理計画をふまえた普及啓発活動
を推進する。具体的には東洋大学連携事業「もっと知りたい哲学堂」を効果的に活用し、
また、歴史民俗資料館と哲学堂指定管理者との連携により相互の事業協力を深めることに
より、歴史文化ゾーン策定の基礎作業としての散策路の活性化を図る。

実績：

【概要】

　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止め、地域に愛着を持て
るようこれらの伝統文化や文化財に触れる機会を更に増やすなどの積極的な取組みを行う必要がある。

　区の歴史と区民生活の変遷を知り、学ぶうえで文化財は貴重な資料となる。歴史民俗資料館来館者数も上昇
傾向にあり、文化財保護に関する区民の関心は少しずつ高まっているが、区内に存在する文化財の重要性につ
いて充分に周知されているとはいえない。

文化財 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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

歴史民俗資料館年間入館者数（人）

講座参加率（参加者数／定員）（％）

現状と課題


