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新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（案）に係る 

パブリック・コメント手続の実施結果について 

 

 

１ 意見募集期間 

平成２８年３月２０日（日）から平成２８年４月１１日（月）まで 

 

２ 提出方法別意見提出者数 

提出方法 人（団体）数 

電子メール １５１ 人 

ファクシミリ ３ 人 

郵   送 ３ 人 

窓   口 ６ 人 

計 １６３ 人 

 

３ 提出された意見の概要及びそれに対する区の考え方 

（１）全般的な事項に関するもの（４項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

１ １０か年計画すべてに反対である。意見交換会

はただのアリバイ作りで終わっており、行政は区

民の意見を無視している。特に弱い立場の子ども

たちに対して、育成や遠い将来に配慮して欲しい。

区民もメンバーに組み入れた検討委員会を設置

し、時間をかけて再検討して欲しい。 

１０か年計画に係る素案や改定素案に関する

意見交換会をはじめ、関係団体等との意見交換等

の区民参加の手続きを踏まえて、計画策定を進め

てきた。あらためて、検討委員会等を設置する考

えはない。また、子ども関連の施策については、

力を入れて取り組んでいく。 

２ 区民参加の一歩として、１０か年計画の最終決

定の場で区民の意見陳述、それが無理ならば会議

の傍聴という新しい試みを提案する。また、ステ

ップ１～４のそれぞれのＰＤＣＡサイクルのＣの

段階で「区民との政策意見交換会」を制度化して

はどうか。 

計画決定にあたり、計画案に寄せられた区民意

見については、区の考え方を公表しており、傍聴

等の仕組みは考えていない。ＰＤＣＡサイクルに

ついては、１０か年計画に掲げる成果指標の達成

状況について、毎年度、区民参加による行政評価

を実施しているところである。 

３ 重要な施設の廃止の案を出した際は、ホームペ

ージだけでなく、現地で説明会を開き、きちんと

告知し、区報にも具体的な廃止施設を掲載して欲

しい。ほとんどの区民に周知されていない。 

１０月に策定した素案に関して８回の意見交

換会や地域団体等への説明を行った。それらを踏

まえて改定素案を策定し、３回の意見交換会を実

施した。素案からの主な変更点のうち、特に新た

に盛り込まれた施設関係については、各担当にお

いて関係団体等への説明を行い、区民への周知に

努めたところである。素案策定以降、区民意見を

踏まえ時間をかけて検討してきた。 

４ 素案から決定までの期間をもっと長くして欲し

い。条例に則って段階を踏んでいるというが、意

見やパブリック・コメントを出しても、検討する

時間があるとは思えない。 
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（２）第１章 計画の基本的な考え方（１項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

５ 「計画改定の趣旨」の中で、第１次、第２次の

１０か年計画がどのようなことを目指し、その結

果どうなったかについて、触れられていない。  

ＰＤＣＡサイクルをきちんと行っているのか。 

計画改定にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに基

づき、１０か年計画の実施状況、今後の課題を取

りまとめ、これらを踏まえた上で検討を進めてき

た。 

 

（３）戦略Ⅰ「まち活性化戦略」について（５項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

６ 中野駅周辺の開発に税金を注ぎこむのではな

く、区民一人ひとりが安心して暮らせるよう、税

金を使って欲しい。 

中野駅周辺については、区全体を「持続可能な

活力あるまち」へけん引する中心拠点として整備

していく。 

７ 中野駅周辺都市再生プロジェクト等の開発関連

事業は、行政主導ではなく、区民も検討に参加で

きるようにしてこそ、区民参加型のまちづくりで

ある。開発規模は必要最小限の規模に見直して欲

しい。 

 中野駅周辺まちづくりについては、区民、関連

団体等と意見交換を行いながら検討を進めてき

た。１０か年計画や中野駅周辺まちづくりグラン

ドデザイン Ver.3 に基づき、着実に進めていく。 

８ 案５６ページの戦略Ⅰ－１ア「目標とする姿」

で、中野駅周辺を「グローバルビジネス等の最先

端の業務拠点」として整備することについて、整

備による経済効果等が明示されておらず具体的合

理的理由が明らかでないため、見直しを求める。 

少子高齢化の進行を見据え、地域の人々の活動

や生活を支えていくためには、持続可能で活力あ

る地域経済の形成が重要である。企業等に中野の

まちが選ばれるためにも、まちの価値を高めるた

めの取組が必要と考えている。 

９ 案５６ページの戦略Ⅰ－１ア①「中野駅周辺都

市再生プロジェクト」中、「中野のシンボルとなる

区役所・サンプラザ地区再整備をはじめ」の文章

を「中野のシンボルとなる区役所・サンプラザ地

区における既存施設の活用をはじめ」に修正して

欲しい。中野サンプラザの今後の維持管理コスト

や解体経費、新施設整備費が示されておらず、再

整備のメリット、デメリットが判断できない。同

施設は中規模ホールとして貴重であり、中野のラ

ンドマークとして残すべきである。 

区役所・サンプラザ地区の再整備により、まち

の魅力や利便性、快適性、収益性など価値を高め

ていきたいと考えている。 

10 案８２ページの戦略Ⅰ－４ウ「就労の機会の拡

充」の「（１）目標とする姿」及び「①雇用・就労

支援の推進」にＬＧＢＴを若者・女性・高齢者・

障害者と併記する。ＬＧＢＴの人たちにとって働

きやすい職場環境を作っていくことで、ＬＧＢＴ

の人たちが社会のなかで認められ、その人生を充

実したものにできるよう、就労支援の対象とする

など配慮して欲しい。 

就労支援については、様々な人がそれぞれのラ

イフスタイルや立場に応じていきいきと働くこ

とを目指している。 
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（４）戦略Ⅱ「安全・居住都市戦略」について（５項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

11 案８６ページの戦略Ⅱ－１ア「災害時の安全の

確保と土地の高度利用を進めるまちづくり」では、

この１０か年で土地の高度利用や地区計画の策定

等により、地域特性や地域の力を活かしたまちづ

くりを進めていくために、区や地元だけでなく、

他の管理者（国、都）等と共に、現在の都市計画

の変更も含めた幅広く活発な議論を進めていただ

きたいと考える。このことについてステップ１以

降の具体的な取組が記載されておらず、防災まち

づくり以外の地域での方向性が示されていない

が、何か取り組む予定があるのであれば、記載が

必要だと考える。 

 今後、まちづくりを進める中で、具体的な取組

を明らかにしていきたい。 

12 鷺宮から中野駅周辺への交通手段が少ないた

め、区内循環バスを設置して欲しい。高齢者の外

出を促進し、健康増進にも繋がる。 

高齢者等の交通弱者が、区内を円滑に移動でき

るための対策等について、総合的な検討・実証を

行い、快適な移動環境の整備を進めていく。 

13 少子高齢化対策の一つとして、入居者等が高齢

化している住宅等を区が買い上げ、活用してはど

うか。 

 住宅ストックの適切な利活用は、今後の住宅施

策においても重要になると考えている。 

14 子どもたちが安心して遊べる、よく管理され安

全な公園を増やして欲しい。 

公園施設の維持管理について長期的な計画を

策定中である。適正な公園整備・維持管理を進め

ていきたい。 

15 災害時避難行動要支援者の支援体制及び避難所

運営態勢の整備において、性的少数者への配慮を

行って欲しい。東日本大震災では、トランスジェ

ンダーの被災者から、避難所施設の利用や支援物

資の配布が男女別しかない、また、同性カップル

はパートナーの被災状況を知らされない、家族と

して避難所や仮設住宅での生活を送ることができ

ない等の声があった。   

意見については、今後施策を進める中で参考に

したい。 

 

（５）戦略Ⅲ「環境共生都市戦略」について（２項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

16 家庭ごみの費用負担は導入しないで欲しい。「ご

みを発生させない」取組は、事業者責任を明らか

にし、その責任を果たせるようにすることが肝要

である。区としての対策を示して欲しい。 

ごみ減量への動機づけや費用負担の公平性を

図るためには、家庭ごみの費用負担の導入に取り

組む必要があると考える。導入に向けて様々な環

境を整備していく。 

17 案１３２ページの戦略Ⅲ－２ア「実現へのステ

ップ」中、「薬物乱用・危険ドラッグ撲滅に向けた

普及啓発・活動支援」のみでは、「薬物への正しい

安全な知識」は得られない。薬物乱用の１次防止

だけにとどまらず、精神疾患としての薬物依存へ

の認識と啓発を計画に含めて欲しい。 

危険ドラッグの撲滅については、啓発活動を通

じて正しい知識を普及させていきたい。 

 



4 

（６）戦略Ⅳ「生きる力・担う力育成戦略」について（５６項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

（Ｕ１８プラザ、子育てひろば関係） 

18 子育てひろばを含む子育て支援センターを区民

が誰でも徒歩で通える程度の距離に複数設置して

欲しい。保育士や児童館職員などの専門家を常駐さ

せ、児童館のように子どもの遊び場となる機能を持

たせて欲しい。 

すこやか福祉センターを地域の子育てコミュ

ニティの中核拠点として、圏域ごとに子育てひろ

ば事業の展開やネットワーク機能の強化を進め

ていく。 

 中・高生については、施設（場所）にしばられ

るのではなく、地域・民間の力を活かしながら、

社会参加を支援していくような取組を全区的な

観点から実施していく。 

19 Ｕ18 プラザは、乳幼児親子や小中高生の居場所

や地域の見守りなど、地域のネットワークとしての

機能を発揮している。廃止すべきではない。 

20 Ｕ18 プラザは、ＰＴＡや学校、キッズ・プラザ

や学童クラブ、町会などとの活動のつながりにより

地域の活力を生んでいる。中学校区に１つ整備し、

子育て支援拠点、中高生の居場所と地域と連携した

社会貢献事業の実施場所として存続していただき

たい。 

21 案１４０ページのⅣ－１ア②「地域の育成活動等

の充実と育成者支援」中、最後の段落を「また、Ｕ

18 プラザを中学校区に１つ整備し、子育て支援拠

点（子育てひろば）の拡充を図り、中高生の支援に

ついては、居場所、活動場所の整備とともに、社会

貢献に向けた事業を、地域と連携して実施していき

ます」に修正する。 

 Ｕ18 プラザは地域住民や中高生、地域の子育て

コミュニティの拠点、子育て支援拠点、異世代交流

の場として重要な役割を果たしており、すこやか福

祉センターのブランチ施設として整備し、連携した

事業を充実していくべきである。Ｕ18 プラザを廃

止すれば、「地域の中で育成活動のネットワークが

広がり、社会全体で子どもの育ちを支える」という

政策目標に反することになる。 

22 地域の子育てコミュニティの中心的拠点として

機能しているＵ18 プラザを当初の設置目的からそ

れていることを理由に廃止することは利用者無視

である。Ｕ18 プラザを廃止する理由を明確にして

いただきたい。また利用者に廃止計画を説明し、合

意を得られるまで計画を進めないで欲しい。 

包括ケア体制の中で、乳幼児親子が交流し、相

談を受けることができる子育てひろば事業の展

開や、小学生の安全安心な居場所としてのキッ

ズ・プラザの整備、地域のネットワークづくりを

進めていく。 

 Ｕ１８プラザの廃止の時期等の具体的内容は

今後示していきたい。 

23 １０年前に区内児童館の廃止が出されたときは、

そのかわりに乳幼児や中高生の居場所はＵ18 プラ

ザに吸収するという話だった。Ｕ18 プラザが９か

所作られる前提があってこその児童館廃止計画だ

ったのではないのか。当初計画のとおり９か所整備

すべきである。 

24 Ｕ18 プラザや児童館といった既存施設をいきな

り廃止するのではなく、代替となる場所や設備を整

え、質・量的な補完ができた後に、利用者にアンケ

ートを取るなどして廃止を検討して欲しい。商店街

に子育てひろばを設置することについて、ニーズ調

査は行ったのか。 
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25 Ｕ18 プラザは、戦略Ⅳ-1 ア「子供の育ちを支え

る地域づくり」を具現化する施設である。Ｕ18 プ

ラザの定義を、中高生の社会参加支援のための施設

から乳幼児を含めた地域コミュニティの施設へ見

直すことはできないか。もしくは、利用者の頻度を

調査した上で、現状のサービスだけは別の形でも良

いので残すべきである。 

 すこやか福祉センターを地域の子育てコミュ

ニティの中核として、地域子育て支援拠点事業や

利用者支援事業を充実させていく。また、乳幼児

親子が交流し、相談を受けることができる子育て

ひろば事業について、すこやか福祉センターやキ

ッズ・プラザ、保育園、学童クラブ、商店街など

の身近な場所を活用して展開していく。 

26 Ｕ18 プラザを中学校区に１つ整備して欲しい。

廃止され、４か所のすこやか福祉センターだけにな

ると利用者にとって不便になる。地域で乳幼児親子

の交流事業を行っている団体は、ほとんどボランテ

ィアや子育て中の母親である。子育て支援拠点は地

域にあることが不可欠である。 

27 たんぽぽルームやぴよぴよ広場も利用し満足し

ているが、利用時間が限られたり、土曜日が休みだ

ったりで、Ｕ18 プラザや児童館より劣ってしまう

のは否めない。 

28 Ｕ18 プラザは、子どもが走り回れる広い部屋と

戸外の広場があり、1日中利用でき、いつでも誰で

も安心して行ける場である。相談できる職員が常駐

し、仲間づくりができ、子育て中の不安や孤独感が

軽減できる身近な施設であり、廃止すべきでない。

Ｕ18 プラザ上高田には、たくさんの妊婦が来る。

女性は、環境が良くなければ次子を産もうとは思わ

ない。少子化対策にも、Ｕ18 プラザ存続は有効的

だと思う。 

29 商店街空き店舗利用では、子どもの安全対策や見

守り・相談体制が心配である。そもそも空き店舗の

ような狭い場所ではなく、子どもを安全に遊ばせら

れる広い場所が必要であり、また乳幼児親子にとっ

ては、ベビーカーや自転車で気軽に行けなくなり、

Ｕ18プラザの代替施設にはならない。 

30 商店街の活用とあるが、設置数・施設規模・専門

家の配置、管理運営方法、機能など具体的な施策が

知りたい。児童館機能を「子育てひろば」として商

店街空き店舗に設置すると、管理、運営面で不安が

ある。「子育てひろば」は「区民活動センター」「す

こやか福祉センター」等区有の公の施設に設置する

べきである。 

31 児童館の代わりに整備されているキッズ・プラザ

は、まだ乳幼児の受け入れは進んでいないし、利用

時間は限られている。また、放課後の時間帯は小学

生、学童保育とのすみ分けが必要であるなどの解決

すべき課題が多い。 
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32 計画案では、「すこやか福祉センターは、地域の

子育てコミュニティの中核地点として、地域子育て

支援拠点事業や利用者支援事業を充実していきま

す。また、講座などを実施して子育て中の親に学び

の場を提供していきます。子育てひろばを、子育て

している保護者の孤立感や不安解消のため、乳幼児

親子が交流し、相談を受けることができる場とし

て、身近な場所である商店街などを活用して増やし

ます。地域で乳幼児親子の交流事業を行っている団

体間の情報共有など育成者の連携によって、地域の

子育て支援ネットワークの強化を図ります。」とあ

るが、いずれも抽象的な記載にとどまり、何をどう

充実させるのか、いつどれだけ増やすのが等が不明

であって、極めて不十分である。 

１０か年計画では、１０年後の中野のまちの姿

と、区が取り組むべき方策を示したものである。

具体的な事業の展開内容等については、今後明ら

かにしていく。 

33 キッズ・プラザが設置された場合でも、Ｕ18 プ

ラザや児童館を残して欲しい。学校とは違う友達関

係を持てる場、息抜きができる場が必要であり、子

どもたちが遊びに行く場所を自ら選べるよう複数

用意すべきである。 

キッズ・プラザをすべての小学校に設置し、校

庭や体育館を活用して学校教育とは別の活動や

体験ができる場として充実していく。 

34 Ｕ18 プラザ（及び児童館）を廃止して民間の子

育て支援活動に委ねることは、多数の営利団体を受

け入れることにもつながり、個人情報の漏えい、い

じめや虐待に対する危機管理の低下、障がいのある

子に対するケアや受け入れ体制の低下なども危惧

される。また、民間の子育て支援活動のみになるこ

とで、無料で利用できる施設が減り、有料化が進む。

産前産後ケア事業に力を入れても、大切な乳幼児期

に居場所がない事態になりかねず、「安心して産み

育てられるまち」の実現からは真逆の方向を向いて

いると感じる。 

子育てひろば事業は、区として実施していく。

運営は様々な形態があるが、すべての子どもが安

心して利用できるよう水準を守っていきたい。 

35 Ｕ18 プラザの廃止に賛成である。中・高生の遊

び場に児童館を充てるのは、狭くて無理である。小

学生と中・高校生いっしょは無理である。新たに作

るなら、中高生のための専用児童館が良いと思う。 

中・高生については、施設（場所）にしばられ

るのではなく、地域・民間の力を活かしながら、

社会参加を支援していくような取組を全区的な

観点から実施していく。 

36 Ｕ18 プラザは私達中高生にとって大切な施設の

一つである。遊びや学習の場、小さな子から高校生

まで幅広く接することができる場であり、安心でき

る場所である。イベントや企画があるからＵ18 プ

ラザに行く訳ではない。多くの利用者がいてにぎわ

っているのに、なぜなくすのか。  

37 中高生の社会貢献事業を民間で行うことについ

ては、中高生の人間形成に真に資するものなのか慎

重に吟味して計画するべきである。 

38 Ｕ18 プラザの歴史はまだ浅く、課題や問題があ

るのならば、廃止ではなく改善策を講じてほしい。 
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（キッズ・プラザ、学童クラブ関係） 

39 民設民営学童クラブ整備を撤回し、これまで通り

公設公営を維持することを求める。若宮児童館には

広い遊園があるが、民営では広い土地が新たに確保

できるとは考えられない。また、キッズ・プラザは

子どもたちの安全と保護者の安心にこたえるもの

ではない。 

放課後の子どもたちの安心安全な活動拠点と

して、キッズ・プラザを全小学校内に整備すると

ともに、学童クラブを適正配置していく。学童ク

ラブについては、民設民営も整備誘導していく。 

40 「子どもたちの安全安心な活動拠点を整備」する

計画には賛成であるが、白桜小学校は児童数が急激

に増えてきているが、白桜キッズ・プラザは拠点と

なる活動室が２部屋必要なところ１部屋で行って

いる。また、学童クラブは待機児童が出ている。学

校内にある安心安全をどう担保するのか、施設面で

どう整備していくのか、具体性が急がれる。 

（保育園関係） 

41  区立認可保育園を増設して欲しい。 区立保育園の民営化を含め、民間活力の導入に

よる認可保育施設等の増設で、多様な保育ニーズ

に対応していく。 

42 保育施設の定員を増やしたり、補助金を支給する

だけでは現場の保育士の負担が増え、保育の質が下

がることが懸念される。保育士の数を確保するた

め、給与や手当等の待遇改善を進めて欲しい。 

保育需要に応じた子育て支援サービスの拡充

とともに、区は、事業者が保育士を確保できるよ

う支援策を行っていく。 

43 区有地を売却せず、新規保育園開設に利用して欲

しい。多様なニーズに対応する前に、通常のニーズ

である保育園を増やす方に早期の対応が求められ

ている。小規模保育はあくまでも緊急対策の保育園

であり、親は皆就学前まで一貫して預けられる保育

園を望んでいる。 

未利用となる区有地・区有施設については、将

来の需要の変化を踏まえつつ、民間活力を活用し

た保育所等の整備も検討していく。 

44 病児病後児保育の整備誘導、拡充は実現早期化を

望む声が高まっている。現在区内には２か所しかな

く、通所保育園や自宅から遠いため利用しづらい。

ステップ１で拡充して欲しい。 

病児保育の整備誘導、病後児保育の拡充につい

て、計画に示しているとおりステップ１での対応

を図る。 

45 案１４９ページの戦略Ⅳ－１エ③「ライフスタイ

ルに応じた保育の充実」中、「区立保育園の民営化

を進め、民間活力を活用し、多様な保育ニーズに対

応するとともに定員の拡大を図ります。加えて、民

間保育施設を誘致し、保育ニーズにあわせて、適切

な整備を進めていきます」を「区立保育園を維持存

続し、多様な保育ニーズに対応するとともに定員の

拡大を図ります。加えて、保育ニーズにあわせて、

新たに区立保育園の設立を進めていきます」に修正

して欲しい。民間企業は利益追求が活動の第一義で

あり、国の基準等が守られるか疑問である。区が責

任を持って運営管理すべきである。 

建替え民営化により、定員増や、民間活力を活

用した多様な保育サービスの提供が可能となる

と考えている。 

 公民を問わず、国等の定める設置基準及び保育

所保育指針に基づいて運営されることとなって

いるが、加えて、指導・検査体制を整え、適切な

運営が行われるよう質の確保を図っていく。 
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（認定こども園・幼稚園関係） 

46  案１４９ページの戦略Ⅳ－１エ③「ライフスタイ

ルに応じた保育の充実」中、「認定こども園の整備

や私立幼稚園の預かり保育事業への支援と一時預

かり事業（幼稚園型）を進めることで」を「区立幼

稚園を維持存続させ」に修正する。区立幼稚園を認

定こども園化する理由がわからない。「改定素案に

係る意見交換会」の区の回答をホームページで見た

が、理由が曖昧である。また、認定こども園はまだ

浸透していないので、もっと浸透してからでもいい

のではと思う。 

民間による認定こども園の実績等にも鑑み民

間活力を活用して整備していく。 

47  区立幼稚園と認定こども園では、それぞれニーズ

は異なるので、区立幼稚園は残し、別の場所に認定

こども園を新設すべきである。新しく作る認定こど

も園は民間だけでなく、区立として欲しい。 

48 キャリアを伸ばしたい、働く必要がある母親がい

る一方で、自分の手で育てたい母親もいる。双方の

ニーズを満たす必要はあるが、子育てに関して考え

方の違う者同士を認定こども園という形でまとめ

て満たすのではなく、区立幼稚園を残し保育園を増

やす方向にして頂きたい。 

49 幼稚園は公私立それぞれに特色があり、様々な教

育方針を打ち出す私立幼稚園がある中で、安定し実

績もある区立幼稚園は、保護者が幼稚園を選ぶ際の

選択肢として存続が必要である。保育園の待機児問

題ばかりに焦点があたり、区立幼稚園のニーズが反

映されていない。 

50  幼稚園のニーズは現在の定員数より多いが、私立

幼稚園側に選抜の権限がある以上、定員数に余裕が

あっても必ずしも入園できるわけではない。また、

私立幼稚園のほとんどが２年保育を積極的に受け

入れておらず、２年保育としてある程度の人数が新

入園児として入園できる区立幼稚園は必要である。 

２年保育の受け入れ等について、私立幼稚園に

働きかけていきたい。 

51  比較的月謝の安価な区立幼稚園は必要である。入

園料補助もあるが賄いきれない。経済的に厳しい人

が通いやすい区立幼稚園が必要である。 

保育料については、認定こども園の幼稚園部分

を利用する場合は、区立幼稚園と同額の応能負担

となっている。また入園時負担金についても一定

の補助を行っているところである。 

52  私立幼稚園は、障害児の受け入れが難しいといわ

れている。障害が無くても発達の遅い児童の受入れ

に対しても消極的である。自閉症や多動児の扱いに

対して経験、技術、ノウハウを新たに蓄積させるに

は時間、労力がかかる。結果的には区立幼稚園しか

入れない。障害のある子どもの受け入れ先を確約し

てから認定こども園化を進めるべきである。 

 要支援の子どもを専門の通所支援施設に任せる

とあるが、同世代の子どもたちとの関係性を引き離

してしまうことが危惧される。 

要支援の子どもの受け入れを積極的に働きか

けていく。新設する南部の通所支援施設も含め、

一人ひとりの子どもにとって必要な療育・教育が

選択できるよう支援していく。 
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53  区立幼稚園では、職員も経験豊富で幼児教育要領

に忠実に則って教育が行われている。子どもが遊

び、学ぶ環境が私立よりも整っており、残すべきで

ある。 

 また、区立幼稚園は保護者が行事にかかわること

が多く、地域や園児、園の職員、保護者同士が密接

な関係にある。認定こども園は参観も少なく、親が

自分の子ども以外にかかわる場がないと聞く。転換

後の認定こども園は保育園型になるが、職員は保育

士と幼稚園教諭のどちらか。 

認定こども園に転換しても、幼稚園教育要領等

に則って行っていくこととされており、今後も、

区として幼児教育の質の確保を進めていく。 

 基本的には幼稚園教諭・保育士資格いずれかの

保有が必要とされている。 

54  保育園、幼稚園と小学校との連携も中野の教育課

題の一つであり、公立が小学校とのつながりを確保

して、民間に対し道筋を立てるのが筋ではないのか

と考える。幼児教育と初等教育の連携の観点から、

区が直接連携や研究が実施できる区立幼稚園・区立

保育園の存続が必要である。 

区はこれまで、保幼小連携等により、幼児教育

の質の向上に努めてきた。今後も、区として幼児

教育の質の確保を進めていくことに変わりはな

い。 

55  「近隣の公園や再編後の学校跡地等を活用した公

設民営による運営を経て現在地に新園舎整備」とあ

るが、仮園舎を建てて壊して、新園舎を建てでは、

費用がかかる。公園や学校跡地に始めから新園舎を

建て、区立幼稚園跡地を他の用途に活用した方が無

駄が少ない。ひがしなかの幼稚園敷地は認定こども

園を建設できる広さはない。また、公設民営による

運営が可能なら、そのまま公設民営としてはどう

か。２年保育としてある程度の人数が新入園児とし

て入園できる区立幼稚園が今後も必要ではないか。 

現時点では、仮園舎での建替えを基本として考

えているが、諸条件を踏まえ、今後未利用となる

施設を活用した建替え・移転についても検討して

いく。整備にあたっては、民設民営等民間活力を

活用していく。 

（小・中学校関係） 

56 案１５３ページの戦略Ⅳ－２ア成果指標「学力調

査項目のうち、７割以上の児童・生徒が目標値を達

成した項目の割合」と目標値「平成２７年度、平成

３２年度、平成３７年度」は削除してほしい。学力

向上を数値目標化することは、教育を歪める危険性

が大きく、点数アップや平均点アップが「目標」と

されてしまう恐れがある。本来教育委員会が慎重に

協議すべき事柄を目標値に定めるべきではない。 

区は、自ら考え課題解決する力、豊かな人間性、

確かな学力、コミュニケーション能力等を伸ばす

ことを目指しており、当該成果指標は、児童・生

徒の学力向上の状況を図るために必要な指標と

考えている。 

57 子どもが少なくなっているからすぐ統合して学

校を減らすという考え方でなく、子どもを増やす、

学校を減らさない取組を検討して欲しい。 

妊娠から一貫した切れ目のない相談支援体制

の整備、子育てサービス・幼児教育の充実等の施

策を推進し、「安心して産み育てられるまち」を

実現し、出生率の向上を目指していくが、将来的

な予測を踏まえると、現在の学校再編計画を変更

するには至らないと考えている。 
58 子どもの数が変わってきているので学校再編計

画、統廃合の見直しをして欲しい。 

59 学校再編により同じ小学校から同じ中学校へ通

うことや、少子化のための学校数の削減により、学

区域が広くなり、新統合校への通学に３０分を超え

るため、私立の学校を選択する親もいる。本来中学

校は地元の公立校を原則として、教育理念や内容に

共鳴した時に私立校が選択されるべきである。小中

学校とも、通学は２５分以内を大原則に再編計画を

見直すべきである。 

一定の児童・生徒数や学級数を確保すること

が、集団活動の良さを生かした活気あふれる学校

運営を進めるためには必要であり、学校再編は予

定どおり着実に進めていく。 
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60 区立第四中学校は敷地や運動場が広いのに、なぜ

中学校として残さないのか。 

 統合新校の設置場所については、区全域におけ

る小中学校の通学区域の整合性を図ることや、通

学距離、将来的な校舎の改築、区全体の学校の配

置バランスなどから、総合的に判断した。 

61 案１５５ページのⅣ－２ア「実現へのステップ」

中、「統合新校の新設（３校：中野神明小と新山小、

多田小と新山小、大和小と若宮小）、統合新校の新

設（２校：第四中と第八中）」については、当初計

画時の「大規模改修」から今回の「改築（新築）」

へ変更されることで、子どもたちの「仮校舎」によ

る生活が当初計画時より長期化するため、開設を遅

らせるべきである。また、「平和の森小移転整備」

はできる限り早めて欲しい。 

仮校舎については、既存の校舎を活用し、修繕

等により良好な教育環境を整備していくことが

できると考えており、学校再編は予定どおり着実

に進めていく。また、平和の森小学校については、

早期の移転整備に向けた努力を続けていく。 

（歴史・文化関係） 

62 案３１ページの「哲学堂公園・歴史民俗資料館等

を観光資源として再整備する」のうち「観光資源と

して」を削除し、「区内の歴史や伝承の発掘・・都

市観光の資源として活かしていきます」のうち「都

市観光の資源として」を削除して欲しい。文化を即

観光資源と捉えるところが、あさましい。 

歴史・文化という地域資源を観光資源として捉

え、地域の個性を伸ばし、魅力づくりを行うこと

で、区のイメージアップや来街者増による商業振

興など、地域活性化につなげていく。 

（図書館関係） 

63 「個人や地域の様々な学習活動への支援」として

いるが、行政が果たす役割を「支援」ではなく「保

障」として欲しい。 

 図書館の役割は、資料の収集、提供を通じて、

区民生活や地域の課題解決を支援することだと

考えている。 

64 案１６８ページの戦略Ⅳ－３イ②「学校と連携し

た読書活動の推進」中、「子どもや区民の利便性の

向上を図るため、地域開放型学校図書館の整備を計

画的に進めます」を「子どもや区民の利便性の向上

を図るため、地域開放型学校図書館の整備について

は、区民、教育委員、図書館専門家らによる検討会

議を設けて審議していく」に修正する。地域開放型

学校図書館は、法律的に明確でなく、学校の安全管

理も問題である。運営方法（直営・委託）なども不

明であり、区民参加の検討会議を設け慎重に議論す

べきである。 

地域開放型学校図書館は、学校図書館法の趣旨

を踏まえ整備するものであり計画的に進めてい

く。 

65 案１６８ページの戦略Ⅳ－３②「実現へのステッ

プ」の表中、「図書館の専門性の向上と地域開放型

学校図書館の整備の推進」を「地域開放型学校図書

館の整備を区民と共に検討する」に修正する。国立

国会こども図書館やまんが図書館、美術館併設図書

館、江戸東京博物館の図書室などを専門性があると

言い、意見交換会での区の説明では、取り立てて専

門性を強調するほどのものではない。 

図書館は、地域の情報拠点として、区民の学び

と自立を支え、生活や地域の課題解決を図るた

め、区民のライフステージやライフスタイルにお

ける専門的な事柄にも対応できる蔵書構成とし

ていく考えである。 

66 「本町図書館・東中野図書館を統合し、第三中と

第十中の統合新校へ整備」、「地域開放型学校図書館

の設置」に反対する。区立図書館と学校図書館とは

機能が似て非なるものである。学校図書館は、子ど

もたちのための施設であることが前提であるため、

両者を「統合」する必要はない。 

第三中と第十中の統合新校に併設する区立図

書館は、学校図書館とは別に整備することを考え

ている。 
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67 戦略Ⅳ－３ア「生涯学習が地域に広がり、地域人

材活用や健康・生きがいづくりにつながることで、

区民が自分らしくいきいきと暮らす」という目標を

掲げながらイ「魅力ある図書館運営の推進」におい

て、図書館を統合するのは、齟齬が生じていないか。 

区民が生きがいを持ち自分らしくいきいきと

暮らすことと、図書館の統合等については、齟齬

はないと考える。 

68 案１６８ページの戦略Ⅳ－３②「実現へのステッ

プ」の表中、「本町図書館・東中野図書館を統合し、

第三中と第十中の統合新校へ整備」及び「地域開放

型学校図書館の設置」、並びに案３１ページの「地

域開放型学校図書館の整備を計画的に進め」を削除

する。地域図書館は身近にあってこそ生きる。中野

の図書館８館構想の大きな転換であり、区民と専門

家を交えた議論が必要である。 

地域開放型学校図書館を整備するとともに、統

合新校に整備する区立図書館は、区民にとって利

用しやすい図書館にしていく考えである。 

69 本町図書館、東中野図書館は地域住民に深く根付

いている。第十中にできる図書館は、通勤者や学生、

新宿区の利用者には利便性があるが、地域の人が気

軽に利用できなくなってしまうのではないか。 

70 地域開放型学校図書館は安全管理など問題が多

いので、地域図書館の数を減らさないで欲しい。 

地域開放型学校図書館については、児童の学習

環境の拡充に加え、子ども読書活動の促進、区民

の利便性の向上を図ることを目的に小学校の大

規模施設整備を行う際などに、順次導入を図るこ

ととしている。設置にあたっては、学校のセキュ

リティや、区民の利便性等を確保していく。 
71 地域開放型学校図書館は、生徒の図書館利用・図

書館活動が優先され、区民利用は制限される。親子

読書、休日の児童生徒の利用、退職者・高齢者等の

読書のためには、地域図書館が身近にあることが必

要である。本町図書館、東中野図書館は存続させる

べきである。 

（その他） 

72 すこやか福祉センターの設置場所について再考

して欲しい。中部すこやか福祉センターは、上高田

地区からは遠いため、小さい子ども連れの移動は大

変である。区の定期検診は徒歩で行ける区民活動セ

ンターや児童館等で実施して欲しい。 

すこやか福祉センターは、日常生活圏域という

考え方から、区内４か所に設置している。乳幼児

健診等の実施場所に関する意見については、施策

を進める中で参考にさせていただく。 

73 １０か年計画に載る教育関係の事項は、教育大綱

や教育ビジョンとして決定されたもの、つまり教育

委員会で審議・決定された事項を転載する形で記さ

れるべきと考える。１０か年計画と教育ビジョンの

関係は計画作成が逆転しており、関連テーマが教育

委員会で議論されたとしても、極めて不十分であっ

た。 

教育ビジョンは教育基本法に基づく教育振興

基本計画に位置付けており、基本構想や 10 か年

計画と整合性のあるものとして策定するもので

ある。１０か年計画は区長部局が、教育ビジョン

は教育委員会が、それぞれ責任を持って独自に策

定するものである。したがって転載という形は考

えていない。 
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（７）戦略Ⅵ「スポーツ・健康都市戦略」について（６項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

74 平和の森公園に体育館を建てるのではなく、他

の場所にして欲しい。 

平和の森公園は、現在でも一部がスポーツ利用

に供されており、体育館や陸上トラックの設置、

多目的広場の拡充など、屋内スポーツと屋外スポ

ーツを一体的に行うことができるスポーツ振興

の拠点として整備し、区民のスポーツ・健康づく

りを推進していく。 

75 平和の森公園内に整備する体育館の中に、キッ

ズスペースを作って欲しい。 

子どもの運動機能向上に資するキッズスペー

スの設置を予定している。 

76 平和の森公園再整備について、草地広場は、乳

幼児から老人まで、いつでもだれでも使える憩い

の場となっている。分断されたり、占有で貸し出

されて使えなくなると困るため、トラックを作ら

ないで欲しい。また、トラックができることで衝

突事故等が懸念される。 

トラックは、日常的には草地広場と一体的に自

由利用となる。陸上競技に使用する場合は、何ら

かの許可が必要となると考える。 

77 平和の森公園再整備について、中野区は、緑が

少ないため、今ある自然と防火林を保持するため

少年スポーツ広場を拡張しないで欲しい。 

少年スポーツ広場の拡張については、子どもの

利用とともに、大人のスポーツ環境の拡充のため

にも必要であると考えている。樹木についても可

能な限り移植等の配慮をしていく。なお拡張によ

り防火樹林帯は影響を受けない。 

78 戦略Ⅵ－２「健康的な暮らしを実現するまち」

の「現状と課題」にＨＩＶ／ＡＩＤＳ検査の課題

や啓発の必要性などを追加して欲しい。 

 案３６、２０６ページの身近な地域の医療体制

の充実、３９、２０８ページの感染症等健康不安

への対応の推進、４４、２３１ページの高齢者が

安心して利用できる介護サービスの提供体制の強

化について、医療機関、介護施設へのＨＩＶ／Ａ

ＩＤＳに関する理解促進、受け入れ態勢の整備等、

具体的な記載を追加して欲しい。２０８ページの

「①感染症等の予防対策の充実」とあるので、啓

発強化と即日検査の毎月実施など検査体制の充実

を望む。 

感染症については、感染症全般にかかる課題や

予防対策について記述しており、個別の疾患につ

いての具体的な記述は行っていない。 

79 自殺企図率が高く、メンタルヘルスの問題を抱

えているＬＧＢＴ当事者が、偏見や差別を恐れる

ことなく相談や受診できる対策や啓発の実施を望

む。案１９９ページの「①健康づくり・食育の推

進」中に、「自殺予防や心の健康への理解を促進し

ていきます。また、精神疾患とその患者に関する

正しい知識と理解の促進を図り、早期発見・早期

治療の環境整備を進めていきます」と記載されて

いるが、「実現へのステップ」に具体的な啓発・対

策方法が記載されていない。 

計画に記載されているとおり、「自殺予防・こ

ころの健康に関する普及啓発」を行っていくこと

を考えている。 
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（８）戦略Ⅶ「区民サービス基盤強化戦略」について（１項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

80 「マイナンバーの普及・利活用」とあるが、多

くの部門で利活用すればするほど情報漏えい時の

危険度が増すのでやめて欲しい。どんな厳格な情

報セキュリティを構築しても破られる。 

区民の利便性向上のためにマイナンバー制度

の利活用を進め、個人番号カードを活用したサー

ビスの拡大を図っていく。推進にあたっては、セ

キュリティ対策を講じていく。 

 

（９）戦略Ⅷ「持続可能な行政運営戦略」について（７項目） 

No． 提出された意見の概要 区の考え方 

81 人権意識の向上について、「家庭、学校、職場、

地域社会など」が人権課題の分野として挙げられ

ているが、「医療、介護、高齢者支援、障害者支援」

の分野においても、性的少数者に対する理解を深

める具体的な取組を進めて欲しい。また、学校教

育における人権教育等の推進について、性的少数

者への理解を深める教育を実施して欲しい。 

人権はあらゆる分野にかかる問題であり、医

療・介護・福祉、あるいは教育等の分野において

も、啓発活動等の取組を進めていく。 

82 案２５９ページの戦略Ⅷ－３ウ②「区民サービ

スの向上」で記載されているように、誰もが不自

由なく手続きや相談などのサービスが受けられる

というユニバーサルデザインの考え方に基づき、

性的少数者に関する総合窓口を整備して欲しい。 

区は、今後、ユニバーサルデザインのまちづく

りを進めていくこととしており、今後の施設整備

にあたっては、この考え方に沿ったものとしてい

く。 

83 案４８ページの「展開２ 人権を守り、多様な

人が参画するまち」の「主な施策展開」に「多目

的トイレの設置数増加と共にトランスジェンダー

が使用することを明示する」を追加して欲しい。

ＬＧＢＴの中には、精神的苦痛などから男女どち

らのトイレにも入れず、多目的トイレを利用して

いる場合がある。 

84 ＬＧＢＴは「レズビアン、ゲイ、バイセクシャ

ル、トランスジェンダー」の頭文字をとった総称

であるが、人の性のあり方は人それぞれ多様であ

り、性的少数者はＬＧＢＴに限られるわけではな

いので、「ＬＧＢＴ等の性的少数者」と記載して欲

しい。また、国連の広報活動においてはＬＧＢＴ

が性的少数者とほぼ同義で使われていることか

ら、計画案の「用語の意味」の解説では、「性的少

数者はＬＧＢＴに限られるわけではないが、ＬＧ

ＢＴが性的少数者とほぼ同義として使用されるこ

とも多い」と説明して欲しい。さらに、性的少数

者の人権やユニバーサルデザインを論ずるときは

性的指向や性自認という概念を使う必要があるこ

とから「用語の意味」に性的指向と性自認を加え

て欲しい。 

「用語の意味」については、広く一般的な定義

として記載している。 

85 ユニバーサルデザインの考え方には、ＬＧＢＴ

等の性的少数者にも妥当するものから、高齢者、

障害者、外国人と同様に併記するとともに、区が

作成する諸計画においては、多様な性のあり方に

ついて包括する内容として欲しい。 

ユニバーサルデザインを推進していくにあた

っては、多様な人を想定して、取組を進めていく。 



14 

86 区役所の場所は、区民にとって便利な場所にあ

るべきである。２００億円以上もつぎ込み、わざ

わざ中野駅から離れた所に移転させず、現在の場

所で区役所としての必要な対策をして欲しい。 

現在地での建替えは大規模な仮庁舎の確保等

が必要となることや、中野駅に近い現区役所の場

所を中野駅周辺まちづくりにおけるまちのにぎ

わいや新たな価値の発信地として活用すること

から、移転整備を進めていく。 

87 商工会館、温暖化対策推進オフィスを売却する

ことに反対である。商工会館は、建物は老朽化し

ているが、区民に利用されている。温暖化対策推

進オフィスも、環境リサイクルプラザのときは利

用されていた。商工会館は区民集会室としての活

用を継続し、温暖化対策推進オフィスは環境問題

等の活動拠点としての本来の目的が果たせるよう

検討し、区民が活用できるようにして欲しい。ま

た、中野区保健所を売却せず、区民活用を検討し

て欲しい。 

今後、老朽化した施設の更新を進めるために、

長期的な視点に基づき、計画的に財源を確保し、

施設の更新・保全を進めていく必要があり、これ

らの施設については、建物の老朽化等を踏まえ、

売却を進めていくことを考えている。 

※備考 「提出された意見の概要」は、意見の要点をまとめたものであり、また、区分整理の

関係から、一人の意見を複数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめた

りしている。なお、１０か年計画（案）に明記されていない、各施策の推進に係る意

見についても、可能な限り記載している。 

 

４ 提出された意見により変更した箇所 

  なし 

 


