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第２章 

未来への扉をひらく８つの戦略

方
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まち活性化戦略 （キラリ輝くなかの） 

     ～産業と人々の活力がみなぎるまち～ 

 日本は人口減少の局面を迎えています。中野区の人口は、当面増加の傾向に

ありますが、少子高齢化は確実に進行しており、将来的には生産年齢人口 *を中

心に人口が減少し、社会保障費の負担増や経済力・地域力への影響が懸念され

ます。  

 そうした将来を見据え、地域の人々の活動や生活を支えていくためには、グ

ローバルな経済活動等の振興、中野ならではの魅力を活かした都市観光の推進、

地域の新たな交流等を踏まえた、持続可能で活力ある地域経済の形成やそれを

可能とするまちの基盤整備が重要です。  

 東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点をめざした中野駅周辺のまちづ

くり、西武新宿線沿線の連続立体交差化 *や地域の特性を活かした拠点のまちづ

くり、魅力ある都市観光、生活や交流を支えるコミュニティの核としての商店

街整備や連携都市との経済交流、グローバルなビジネス活動の形成や重点産業

等の振興、就労機会の拡充への取組を進めていきます。  

展開１ 世界に開かれた経済活動とにぎわいの拠点 

展開２ 魅力にあふれ、来街者の絶えないまち 

展開３ 暮らしと交流の中心となる商店街 

展開４ 多様な経済活動で多くの就労の機会が生み出されているまち 

戦略Ⅰ 

戦略Ⅰ まち活性化戦略  
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【対応すべき課題】 

・中野駅周辺の都市機能の高度化による地域経済活性化  

・鉄道による地域分断、踏切による渋滞の解消  

・地域の特性を活かした交流拠点*のまちづくり  

【主な施策展開】 

○ グローバルな経済活動、商業振興、文化振興の拠点としての中野駅周辺ま

ちづくりを推進します 

・東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点として、グローバルビジネス  

等の最先端の業務拠点、個性豊かな文化発信拠点、最高レベルの生活空間

といった多彩な魅力を持つまちをめざし、中野駅周辺の都市再生プロジェ

クトに取り組みます。 

・まちの魅力と価値を高めるエリアマネジメント *の仕組みづくりや、ユニバ  

ーサルデザイン*の基盤整備、エネルギーマネジメント *や災害時の業務継続  

等、高度で最先端のインフラを備えた都市づくりに取り組みます。  

○ 西武新宿線沿線・交流拠点 *のまちづくりを推進します

・新井薬師前駅・沼袋駅周辺地区では、駅周辺の整備にあわせて、駅から商  

店街へにぎわいが連続するまちづくりを進めるとともに、交通基盤の強化、 

防災性の向上に取り組みます。 

・中井駅～野方駅間に引き続く、野方駅～井荻駅間の連続立体交差化 *の早期  

実現を踏まえ、駅前広場の整備や、地域の自然を活かしたうるおいのある

まちづくりに取り組みます。 

・東中野駅や中野坂上駅においては、周辺のまちづくりや交通アクセス等、  

地域の特性を活かした、生活・仕事・交流・文化活動を支える拠点として

の整備に取り組みます。 

展開１ 世界に開かれた経済活動とにぎわいの拠点 

戦略Ⅰ まち活性化戦略  
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【対応すべき課題】 

・まちの魅力の発掘・発信力の強化  

・来街者の増加  

【主な施策展開】 

○ 中野の魅力を発掘・発信し、都市観光を推進します

・中野を印象付けるマンガ・アニメ、小劇場での演劇などのカルチャー、飲  

食店集積、文化・芸術活動や、認定観光資源 *等、中野らしさを基盤とした  

観光イメージをブランド化し、国内外に対しての積極的な発信に取り組み  

ます。 

また、中央線沿線を軸とした東京西部都市圏における自治体間の文化・

産業連携を構築し、海外や訪日外国人に向けた面的な観光情報発信を行っ

ていきます。 

・哲学堂公園等を観光資源として再整備するとともに、中野駅等からの回遊  

性を作り出し、面としてのにぎわいの創出に取り組みます。 

○ 都市観光の受入環境・基盤を充実します

・国内外の来街者が快適に観光するため、情報発信や案内等の国際化対応を  

進めるとともに、観光ボランティア等の制度・人材育成に取り組みます。 

・来街者が快適にまちを楽しむために、Wi-Fi スポットの整備、観光情報の配  

信、デジタルサイネージ *の活用等、都市観光の活性化に必要な情報通信環  

境の整備に取り組みます。 

展開２ 魅力にあふれ、来街者の絶えないまち 

戦略Ⅰ まち活性化戦略  
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【対応すべき課題】 

・コミュニティ拠点としての商店街振興  

・連携自治体との経済交流の促進  

【主な施策展開】 

○ コミュニティの核となる商店街の振興を推進します

・西武新宿線連続立体交差化 *に伴うまちづくりや、大和町まちづくりに連動

した商店街の活性化に取り組みます。 

・買い物だけでなく、医療・介護サービスや子育てサービスなど、生活に必

要なサービスが揃う商業集積、施設誘導等により、地域生活を支えるコミ

ュニティ拠点としての商店街振興に取り組みます。 

・都市観光施策等との連携を図り、商店街の国際化対応の推進を支援すると

ともに、共同施設等の支援や店舗の共同化等の街並み形成等、商店街街区

の環境整備事業を推進していきます。 

・連携自治体との経済交流については、物産展の開催や事業者間の取引促進

だけではなく、その土地の名産品等の認知の拡大、より豊かな消費活動の

促進を図ります。 

展開３ 暮らしと交流の中心となる商店街 

戦略Ⅰ まち活性化戦略  
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【対応すべき課題】 

・グローバルなビジネス活動の振興  

・重点産業等の集積・創出  

・地域産業の活性化 

・就労機会の拡充  

【主な施策展開】 

○ グローバルなビジネスや活動を形成します

・中野の立地特性や都市機能、文化などのポテンシャルを最大限に引き出し、  

グローバルに展開するビジネスの拠点として選ばれる都市づくりに取り組  

みます。  

・中野の活力の源泉となるイベントや個性的な文化をはじめ、多様なコンテ  

ンツの集客力と発信力強化に向けた活動基盤や推進体制を構築していきま  

す。  

・長期滞在の外国人に暮らしやすい、職住近接につながる最高レベルの生活  

空間を整備していきます。また、ビジネスや観光など短期滞在者への多様  

な宿泊の仕組みの整備を進めていきます。 

・国際的な視野を持つ人材の育成や交流の担い手となる地域ボランティアの  

養成や、学校における国際理解教育、英語教育、外国語活動の実施、日本  

語指導が必要な子どもたちへの支援等を推進します。  

○ 重点産業の振興と地域産業の活性化を推進します

・ICT・コンテンツ*やライフサポート関連産業*については、新たなビジネス  

創出を促すとともに、新事業創出、起業・事業拡大に関する支援体制の強  

化や大規模ビジネスフェアへの出展等によるビジネスチャンスの拡大等に  

より、重点産業の集積・発展に取り組みます。  

・産学公金の連携*を強化し、研究成果・人材・資金・ノウハウなど、各々の 

強みを活かして、新規事業の立ち上げなどを支援していきます。 

○ 就労の機会の拡充を推進します

・就労意欲のある人が、能力に応じて多様な働き方ができるよう、人材育成  

や人材マッチングの取組を進めます。  

・シルバー人材センターや民間事業者等と連携して、高齢者等の就労・起業  

支援に取り組みます。 

展開４ 多様な経済活動で多くの就労の機会が生み出されているまち 

戦略Ⅰ まち活性化戦略  
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安全・居住都市戦略 （安心・ゆったりなかの） 

     ～快適・安全な魅力ある都市～ 

 中野区内には、木造住宅密集地域や幅 4 メートル未満の道路などが多く、オ

ープンスペース *が少ない状況にあり、災害に強い都市構造にしていく必要があ

ります。 

 また、まちの魅力や住みやすさを高めていくため、景観の計画的向上、みど

りの増加、都市での様々な活動の基盤である交通環境の整備やバリアフリーの

推進等の課題があります。 

 そのような状況を踏まえ、快適で安全な都市基盤を整備し、震災や水害など

の災害に強く、同時に景観等にも配慮され、多くの人々が選択し、長く住み続

けられるまちをつくりあげることが求められます。 

 そのため、災害危険度の高い地域における面的な防災まちづくりや耐震化の

促進、土地利用の高度化によるオープンスペース *の増加、魅力ある都市景観の

形成、大規模公園等の整備やより利便性の高い公園利用、都市計画道路 *や狭あ

い道路 *の整備促進、交通環境の充実、地域の防災対応力の向上や防犯対策など

の取組を進めていきます。 

展開１ 安全で利便性の高い、住み続けられるまち 

展開２ 景観やみどりに配慮された魅力あるまち 

展開３ 計画的に整備・管理される都市基盤施設 

展開４ 災害への備えや防犯の取組が進んだまち 

戦略Ⅱ 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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【対応すべき課題】 

・災害危険度の高い地区の解消  

・土地の高度利用の促進  

・住環境、交通・移動環境、景観等まちの快適性の向上  

・子育て世帯・高齢者等が安心して住み続けられる住まいの確保 

・住宅ストックの有効活用  

・空き家対策  

【主な施策展開】 

○ 災害時の安全を確保するための防災まちづくりを推進します

・災害時の危険度の高い地区において、不燃化・耐震化の促進、避難道路の  

整備等を進め、防災性の向上を図ります。 

・緊急輸送道路 *沿道をはじめとして、建築物の耐震化を促進し、震災時の建  

物倒壊の減少、救助救援活動の円滑化を図ります。 

○ 持続可能な都市を形成するための土地利用を推進します

・土地の高度利用・有効利用を推進し、より快適な住環境やオープンスペー  

ス*の確保を進めていきます。 

○ 利用しやすい交通環境を推進します

・鉄道やバス等の交通機関だけではなく、走行レーンの設置等の自転車利用  

環境や自動車駐車場・自転車駐車場の整備、交通弱者の移動のサポート等  

の総合的な交通環境への配慮を通して、区民が円滑に移動できる環境を整  

えます。 

○ ライフステージ*やスタイルに応じた多様な住宅を誘導します

・住まい・住み替えに関する総合相談について、不動産団体だけではなく、  

金融機関や福祉事業者等との連携を進めるなど充実します。 

・子育て世帯、高齢者等が安心して居住できる住宅の整備のため、大規模敷 

地開発について、適切な土地の利活用を誘導します。また、公営住宅等の

建替え等の際にサービス付き高齢者向け住宅*の整備・誘導を進めます。 

・区内の住宅ストックや利用されていない土地等が適切に活用され、より良 

好な住環境が形成されるよう、住宅の共同化、リノベーション *等の様々な  

手法の周知や事業者への働きかけを進めます。また、新たな保証制度の構  

展開１ 安全で利便性の高い、住み続けられるまち 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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築等、高齢者の住み替え支援に取り組みます。 

・区内の空き家等について、重要な住宅資源としてとらえ、子育て世帯等の  

定住促進、高齢者等のサービス付住宅等への住み替え促進・資産活用を視

野に、積極的な利活用を図るとともに、倒壊等の危険がある家屋の解消等、

総合的な対策を進めます。 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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【対応すべき課題】 

・歴史・文化等を活かした景観の形成 

・公園の整備、利用ルールの見直し 

【主な施策展開】 

○ 魅力ある景観の形成を推進します

・哲学堂公園・旧野方配水塔周辺など、地域に根差した歴史的・文化的資源  

を活かした魅力ある都市景観の形成に取り組みます。 

○ みどりのネットワーク *を構築します

・防災機能を有する大規模公園等を整備するとともに、大小の公園を拠点と  

する遊歩道やまちのみどりを有機的に連携させ、まちの潤い向上や、日常

の散歩等を通した健康増進が図られるネットワークづくりを進めます。 

・利用者にとって利便性の高い公園の利用方法やルールを検討し、ペット同  

行の入園についても推進を図っていきます。 

展開２ 景観やみどりに配慮された魅力あるまち 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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【対応すべき課題】 

・都市計画道路*整備の促進 

・狭あい道路*の解消 

・道路の無電柱化の促進 

・道路の段差解消 

【主な施策展開】 

○ 道路・橋梁の安全性・快適性を向上させます

・都市計画道路 *について、東京都と連携・協力しながら整備するとともに、  

まちづくりの進捗や整備効果などを踏まえ、優先整備路線を選定し、計画

的な整備を進めます。 

・狭あい道路 *の拡幅整備を進め、緊急車両の活動への支障、人、自転車や乳  

母車等の通行の危険などを解消することにより、安全性・快適性を高めま

す。 

・土地区画整理事業 *における区画道路等の整備に合わせ、無電柱化を進めま  

す。また、各駅周辺や防災まちづくり等においても、避難道路・主要幹線

等の無電柱化を進めます。 

・治水対策については、東京都と協力して河道整備、調節池 *や貯留施設を早  

期整備するとともに、区としても、公園、道路への地下貯留・浸透施設の

設置等に取り組みます。 

○ 誰もが安全で利用しやすい都市基盤を整備します

・中野区バリアフリー基本構想に基づき、区内 7 つの重点整備地区（新中野、  

中野、東中野・落合、新井薬師前、沼袋、野方、鷺宮）について、順次駅

までの道路の段差解消などを行うほか、鉄道事業者や東京都等と連携しな

がら駅舎等のバリアフリー化を進めます。また、重点整備地区以外でも、

歩道の段差・傾斜・勾配の解消や階段・坂道への手摺り設置に取り組みま

す。 

展開３ 計画的に整備・管理される都市基盤施設 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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【対応すべき課題】 

・地域の防災対応力の向上、担い手の確保 

・要支援者への対策 

・関係機関との連携強化 

・区の災害対応体制の強化 

・地域と連携した防犯対策 

【主な施策展開】 

○ 災害時における対応力の向上を推進します

・総合防災訓練等において警察、消防、自衛隊、協定締結団体等との連携を  

強化します。また、一時帰宅困難者対策、災害医療救護等の取組について、

訓練や体制の強化等により実効性を高めます。 

・避難所における運営訓練等により、地域防災力を強化します。また、地域  

の担い手発掘や、中学生への防災教育の充実にも取り組みます。 

・要支援者への対応については、災害時避難行動要支援者 *の個別避難支援計  

画*づくりを進めるとともに、平常時の地域での支えあい活動等を通して、

要支援者の把握、関係づくりに取り組みます。 

・災害対策本部における関係機関連携や情報連絡体制の充実、事業継続性等  

を強化する環境整備に取り組みます。 

○ 地域の生活安全の向上を推進します

・地域団体の自主的な防犯活動や防犯設備の整備に関して支援を行うととも  

に、警察等関係機関との連携を強め、地域住民が主体となった犯罪に強い

まちを形成します。また、消費生活相談や啓発活動を進めます。 

展開４ 災害への備えや防犯の取組が進んだまち 

戦略Ⅱ 安全・居住都市戦略
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環境共生都市戦略 （サステイナブル *なかの） 

     ～環境負荷の少ない、持続可能なまち～ 

近年、CO２をはじめとした温室効果ガスが大量に大気中に排出されることで、

地球が温暖化しています。地球温暖化に伴う気候変動は、異常気象の頻発や海

水面の上昇など最も深刻な環境問題です。地球温暖化を防止することは、人類

共通の重大な課題であり、地球環境にやさしいライフスタイル *があらゆる世代

の日常生活に幅広く根付くとともに、省エネルギー、再生可能エネルギー *利用

等の取組や、ごみ発生抑制と資源化、身近なみどりを増やす取組を進めます。

進行する温暖化に伴う気候変動の影響にも適応しつつ、環境負荷の少ない低炭

素なまちづくりを進めていくことが重要です。 

 また、身近な生活環境が守られ、区民が安心して暮らし続けられることが大

切です。食の安全や薬物乱用の防止、動物愛護、害虫・害獣等への適切な対応

を進めていきます。 

展開１ 環境負荷の少ない低炭素社会 * 

展開２ 良好な生活環境が守られているまち 

戦略Ⅲ 

戦略Ⅲ 環境共生都市戦略  



22 

【対応すべき課題】 

・温暖化の原因である CO２削減 

・積極的な再生可能エネルギー *の活用 

・温暖化に伴う気候変動への適応 

・さらなるごみ減量と資源化 

・限りある最終処分場 

・みどりの確保 

【主な施策展開】 

○ 地球環境にやさしいライフスタイル *と気候変動への適応等を推進します

・なかのエコポイント制度の拡充等により、日常生活や事業活動の中で地球  

環境に配慮した行動の促進に取り組みます。 

・連携都市との環境交流を進め、都市と地方が連携して地球温暖化の防止に  

取り組みます。 

・温暖化に伴う気候変動による様々な影響に適応するため、水害対策、熱中  

症対策やデング熱対策などの取組を着実に進めます。 

・中野駅周辺都市再生プロジェクトを中心として、エネルギーマネジメント *  

の導入等により低炭素まちづくりを推進していきます。 

・区有施設について、必要な省エネルギー機器や再生可能エネルギー *を利用

した設備等の導入、緑化の推進等、環境に配慮した整備を行います。 

○ ごみの発生抑制と資源化を推進します

・ごみを出さない生活スタイルを推進するとともに、ごみ減量への動機づけ

や費用負担の公平性を図るため、環境を整えた上で、家庭ごみの費用負担

の導入に取り組みます。 

・家庭から出されるごみの減量化や、新たな品目の資源化による資源の有効  

活用に取り組みます。 

・事業系ごみについても事業系廃棄物収集届出制度を活用した指導の徹底等  

によりごみの減量、資源化の促進に取り組みます。 

○ 身近なみどりを増やします

・イベント・教室開催、表彰制度等に加え、新たに環境基金への寄付に、区  

内のみどり保護育成コースを新設する等、地域緑化推進に取り組みます。 

・住宅、マンション等の新築、建替え時の緑化を推進し、身近なみどりの増  

展開１ 環境負荷の少ない低炭素社会 * 

戦略Ⅲ 環境共生都市戦略  
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加に取り組みます。 

・大規模公園等の整備を進めるとともに、大小の公園を拠点とする遊歩道や  

街路樹、地域のみどりを有機的に連携させ、まちの潤いを向上させていき

ます。 

戦略Ⅲ 環境共生都市戦略  
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【対応すべき課題】 

・薬物乱用防止・危険ドラッグ撲滅 

・食の安全確保 

・愛護動物との共生 

【主な施策展開】 

○ 衛生環境の整った地域づくりを推進します

・警察、医療機関等関係機関や区内大学、地域等と連携し、薬物乱用防止・  

危険ドラッグ撲滅に向けた啓発活動等に取り組みます。 

・区民・食品事業者・行政を交えた食のリスクコミュニケーションの充実等  

により食の安全・安心の確保を進めます。 

○ 地域での人と愛護動物の共生を促進します

・畜犬登録と狂犬病予防接種の実施徹底、犬・猫等ペットの正しい飼い方・  

しつけ方の啓発推進等により、地域での人と愛護動物の共生に向けた取組  

を進めます。 

・公園利用について、利用者にとって利便性の高い利用方法やルールを検討  

し、ペット同行の入園についても推進を図っていきます。 

○ 良好な生活環境を維持・向上させます

・騒音・振動・悪臭等への適切な対応や、自主防除の知識浸透と確実な駆除  

により、感染症を媒介する害虫・動物等から地域を守る取組を進めます。 

展開２ 良好な生活環境が守られているまち 

戦略Ⅲ 環境共生都市戦略  
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生きる力・担う力育成戦略 （育つ伸びるなかの） 

     ～誰もが成長し続けるまち～ 

 都市部特有の核家族化、地域コミュニティの希薄化により、孤立した環境の

中で子どもを産み育てることへの不安感や困難さを感じやすい状況にあり、家

庭の育児負担が大きくなっています。 

 また、グローバル化が一層進む中、多種多様な価値観や考え方を受け入れ、

活用できる人材の育成が求められています。グローバル化、情報通信技術（ICT）

の進展などの社会環境の変化により、区民が自ら必要な情報を選択し入手する

ことも重要となっています。 

 産前・産後のサポートの充実をはじめ、育児不安を抱える家庭への切れ目な

い支援を行い、関係機関が連携して一貫した支援体制を構築するなど、相談の

充実や関係機関・地域が連携して、成長過程を通じた一貫した支援の取組が必

要となります。 

 自他の生命・人権を尊重する態度や基本的なルールやマナーなどの規範意識

の向上を図ります。優れた自国の歴史・文化に触れ、自己を育む地域社会との

交流を深めるとともに、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育みます。小学

校と中学校の連携をさらに進め、9 年間の学びの連続性を踏まえた確かな学力と

生き抜く体力の養成を行います。 

 図書館は、区民の地域への愛着を形成するとともに、観光・地域活性化を推

進する地域の情報・文化の発信拠点としての機能を発揮します。 

 子どもの育ちを支える地域づくりの推進、妊娠から一貫した切れ目のない相

談支援体制の整備、配慮や支援を必要とする子どもと家庭への連携した支援の

強化、子育てサービス・幼児教育の充実への取組を進め、出生率を向上させま

す。 

 発達の課題や障害のある子どもの教育の充実と子どもの体力づくりを促進す

る取組を進めます。さらに、地域に根付く文化・芸術の振興に努めるとともに

誰もが地域や社会に貢献し続けられるよう学びの機会を提供します。 

戦略Ⅳ 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略
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展開１ 安心して産み育てられるまち 

展開２ 自ら学び可能性を拓く子どもが育つまち 

展開３ 学びと文化を創造・発信するまち 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略
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【対応すべき課題】 

・一貫した相談支援体制の整備  

・配慮や支援を必要とする子どもと家庭への支援の強化 

・ライフスタイル*に応じた子育てサービス、幼児教育の充実 

【主な施策展開】 

○ 子どもの育ちを支える地域づくりを推進します

・すべての家庭が子育てに責任を自覚し自信を持って取り組めることをめざ  

して、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、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。 

・地域の子育てや育成活動を支えるために、地域の育成活動の中核となる人  

材を育てるほか、ボランティアの機会を紹介するなど新たな人材の育成に  

つなげていきます。 

・地域の育成活動の充実のため、地区懇談会等の活動を活性化し、地域の  

子育ての様々な課題に対して取り組みます。 

○ 妊娠から一貫した切れ目のない相談支援体制の整備を進めます

・すこやか福祉センターは、子ども総合相談窓口と連携しながら、すべての  

子どもの成長の経過を把握し、妊産婦や子育て家庭が必要としている支援  

へとつなげるための相談支援体制の整備を進めます。 

・乳幼児健康診査事業を充実し、健康診査結果の活用や予防接種、子育て家  

庭の適切な健康管理の支援を行い、子どもの健康増進の推進に取り組みま  

す。 

○ 配慮や支援を必要とする子どもと家庭への連携した支援を強化します

・産前・産後からの切れ目のない支援により、児童や家庭の状況に応じて、  

必要な支援を早期に実施することで、虐待の未然防止と支援体制の充実に  

取り組みます。 

・乳幼児期から学齢期に至るまで、関係機関の連携により一貫した支援体制  

を構築し、発達の課題や障害のある子ども・家庭への支援の充実に取り組

みます。 

・要保護児童対策地域協議会 *のネットワーク機能の強化や職員の相談対応能  

力の向上等の人材育成を進め児童相談の充実と強化に取り組みます。 

展開１ 安心して産み育てられるまち 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略
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○ 子育てサービス・幼児教育を充実します 

 ・子育て家庭のそれぞれのニーズに応じた子育て支援の充実を図り、子育て  

の負担の軽減に取り組みます。 

 ・ショートステイ事業等による養育支援などによって、ひとり親家庭への支  

援に取り組みます。 

 ・全ての乳幼児に対し、家庭の理念や選択に即して、必要に応じた保育や幼  

児教育を受けられるよう、十分なサービスを提供します。 

 ・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、ライフスタイル *に応じた保育の充実に取り組みます。 

 ・職員の能力、専門性の向上を図るための合同研究や研修、情報共有を進め、  

幼稚園や保育施設等における幼児教育の充実に取り組みます。 

 

  

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略                                              
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【対応すべき課題】 

・ 生涯にわたり学習する基礎を培う学校教育の充実 

・ 様々な人々の連携による教育の充実 

・ 発達の課題や障害のある子どもの教育の充実 

・ 体力づくりの促進 

【主な施策展開】 

○ 自らの道を切り拓き、生きる力を支える学力・社会性等の習得をめざした

教育を展開します 

・基礎的・基本的な知識及び技能や主体的に学ぶ態度を養い、課題を解決す  

るための思考力、判断力、表現力等を育むなど、生涯にわたり学習する基  

礎を培う学校教育の充実に取り組みます。 

・幼稚園や保育施設などと小学校の連携を強化し、幼児教育から学校教育へ  

の円滑な接続を図ります。 

・義務教育 9 年間の学びの連続性を踏まえた学力向上、体力向上、心の教育  

の充実を図り、一人ひとりを伸ばす教育の実践を通じた連携教育の推進に  

取り組みます。 

・学校再編を着実に推進し、一定の児童生徒数や学級数を確保することで子  

ども同士の交流など集団活動の良さを活かした活気あふれる学校運営を進 

め、質の高い教育環境の整備に取り組みます。 

○ 家庭・地域・企業など学校を取り巻く様々な人々の連携により教育を充実

します 

・学校、地域、家庭が連携･協働して学校教育の充実や多様な体験活動が展開  

できる体制を整備し、地域での体験活動等を通じて教育活動の活性化と充  

実に取り組みます。 

・地域の人が「自分たちの学校」として、学校教育に貢献し、学校運営を支  

援できるような参加の仕組みを充実・強化します。 

○ 発達の課題や障害等の配慮を要する子どもの教育を充実します

・全小中学校に特別支援教室を設置します。中学校の情緒障害等通級指導学  

級*を増設します。巡回と通級による指導によって、一人ひとりの教育的ニ  

ーズに応じた指導を行い、特別支援教育 *の推進に取り組みます。 

・専門的職員による巡回支援により、不登校児童･生徒への個別的な支援や日  

展開２ 自ら学び可能性を拓く子どもが育つまち 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略



30 

本語指導員や通訳者の派遣による日本語指導の支援など、配慮の必要な児  

童・生徒と不登校児童・生徒への支援の充実に取り組みます。 

○ 子どもの体力づくりを促進します

・乳幼児から健全な生活習慣を身に付けられるよう支援し、子どもの自発的  

な運動を誘発するための環境の整備などにより、遊びを通じた体力づくり  

を推進するなど子どもの体力向上を図ります。 

・子どもの体力や身体状況に応じた体力づくりを進めるとともに健康への関  

心を深め、食育・健康教育の充実に取り組みます。 

・スポーツ・コミュニティプラザ等において講習を実施することで、地域人  

材の発掘・指導力育成を行うとともに、地域で指導できる場を確保し、中  

学校の部活動支援を行います。 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略
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【対応すべき課題】 

・伝統文化・芸術の継承 

・生涯学習活動の支援 

・地域の情報拠点としての図書館運営の推進 

【主な施策展開】 

○ 文化・芸術・生涯学習活動を支援します

・中野の歴史・文化遺産に対する文化財・無形民俗文化財の指定により地域  

の歴史・伝統文化の保護、継承に取り組みます。 

・区民の誰もが、その生涯にわたって、学習の機会や場を持てるよう、区内  

の大学、民間企業、地域活動団体、NPO 等と連携し、啓発等を行い、学んだ  

知識と培った経験を地域に活かす生涯学習の活動の促進に取り組みます。 

・優れた文化・芸術に接する機会を設けるなど、若手芸術家が育ち、活動し  

やすい環境づくりに取り組みます。 

・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とともに、中  

野駅等からの回遊性をつくりだす等、面としてのにぎわいの創出に取り組  

みます。 

・区内の歴史や伝承の発掘や体系的叙述、発信などによって歴史・文化を継  

承し、都市観光の資源として活かしていきます。 

○ 魅力ある図書館運営を推進します

・図書館は、地域の情報拠点として、中野区にゆかりのある作家・文化人や  

観光資源情報、郷土に関する資料の収集・発信をするほか、各館ごとに専  

門性を強めて、個人や地域の高度な学習活動への支援に取り組みます。 

・地域開放型学校図書館 *の整備を計画的に進め、家庭、学校、地域、図書館  

が連携して読書活動の推進に取り組みます。 

展開３ 学びと文化を創造・発信するまち 

戦略Ⅳ 生きる力・担う力育成戦略
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地域見守り・支えあい戦略 （手をつなぐなかの） 

     ～支えあう地域のきずな～ 

 少子高齢化や長期的な人口減少に伴い、生産年齢人口 *の減少、75 歳以上の高

齢者の増加や単身世帯化が進行していきます。これは、経済的な活動の縮小と

いう問題とともに、介護等のサービスのマンパワーの不足や、地域での活動の

担い手の不足とサービス需要の増加が同時に進行することを意味しています。 

 それらを踏まえ、地域活動・公益活動への様々な立場からの参加の促進、地

域課題解決のための仕組みの充実、見守り・支えあい活動の促進、医療や介護

等様々な機関の連携による包括的なケア体制の構築が求められます。 

 そのため、地域のコミュニティの核である町会・自治会への加入の促進や担

い手の育成、地域課題の解決の場である区民活動センター運営委員会 *の活動の

更なる充実への支援、見守り・支えあい活動による要支援者の早期発見や医療

や介護等の連携による総合的かつ包括的なケア体制の構築への取組を進めてい

きます。 

展開１ 見守り・支えあいが広がるまち 

展開２ 様々な活動の連携によって守られる暮らし 

戦略Ⅴ 

戦略Ⅴ 地域見守り・支えあい戦略
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【対応すべき課題】 

・町会・自治会への加入の促進 

・地域活動・公益活動の担い手の増加 

・見守り・支えあい活動の充実 

 

【主な施策展開】 

○ 地域課題を自ら解決する活動を推進します 

 ・地域コミュニティの核である町会・自治会への加入の促進、地域活動や公  

益活動の担い手増加等の取組により、地域活動の一層の活発化を推進して  

いきます。 

 ・地域課題の解決の場である区民活動センター運営委員会 *については、より  

自主的かつ地域の実情に応じた活動が促進されるよう、事務局職員への研  

修や制度の見直し等を通した支援を行っていきます。 

 

○ 見守り・支えあい活動を拡充していきます 

 ・要支援者の見守り活動については、町会・自治会等による近隣の見守りの  

充実を支援するとともに、緊急通報システムの利用者の拡大やスマートフ  

ォンやケーブルテレビ等の双方向性を活用した 24 時間の見守りにより、よ  

り安心して暮らせるようにしていきます。 

 ・災害時の個別避難支援計画 *の作成を推進するとともに、支援者の拡充を図  

り、平常時の支えあい活動に加え、災害時の対応にも取り組みます。 

 ・高齢者の孤立化や情報の不足等を防ぐため、外出や交流を促進する取組を  

進めていきます。 

 ・単身高齢者の見守りや入院時の対応等を行う生活支援サービスの利用を促  

進することにより、生活の安心感等を向上させることに取り組んでいきま  

す。 

 

  

展開１ 見守り・支えあいが広がるまち 

戦略Ⅴ 地域見守り・支えあい戦略                                              
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【対応すべき課題】 

・地域包括ケア*体制の構築 

・多様で質の高いサービスの提供と基盤整備 

【主な施策展開】 

○ 地域包括ケア*体制を構築します

・すこやか福祉センターを中核として、子どもから障害者、高齢者等のすべ  

ての区民のライフステージ *に応じた、課題に対応する総合的な相談体制を  

整備し、相談・コーディネート機能の充実に取り組みます。 

・地域のネットワークづくり、ケア会議の運用、支援の充実を進め、医療と  

介護等の連携体制の推進に取り組みます。 

・高齢者訪問等により早期に認知症 *兆候のある高齢者を把握し、適切な支援  

につなげるほか、認知症サポーター *を拡大し、近隣で見守ることで、認知

症*高齢者等にやさしい地域づくりの推進に取り組みます。 

・成年後見制度 *の普及啓発と利用の促進を図り、金銭管理等の支援を行い、  

高齢者等の権利擁護、虐待防止の推進に取り組みます。 

○ 地域での生活を支える多様で質の高いサービスを提供します

・健康診断等の結果に応じた効果的な情報提供や、区民が継続的に体を動か  

す健康づくりの取組を支援し、介護予防・生活支援の促進に取り組みます。 

・要介護度が上がっても在宅介護が可能となるように、定期巡回・随時対応  

型訪問介護看護 *の拡充や多様なサービスを提供し、在宅生活を支援するサ  

ービスの充実に取り組みます。 

・介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 *の整備誘導など、民  

間活力を活用した生活の状態に合わせた住まいと介護サービスの提供を推  

進し、高齢者や障害者等の住まいの確保に取り組みます。 

・今後の在宅療養者の増加を受け、医療と介護の連携強化により、在宅療養  

体制の整備を進め、医療の基盤整備に取り組みます。 

・在宅生活が困難になった場合にケアなどを受けられる特別養護老人ホーム *、 

介護老人保健施設等の施設が整備、拡充されるよう誘導し、入所型施設の

整備促進に取り組みます。 

・子育て層、高齢者等が安心して居住できる住宅の整備のため、大規模敷地  

開発について、適切な土地の利活用を誘導します。また、公営住宅等の建

替え等によるサービス付き高齢者向け住宅 *の整備・誘導を進めます。 

展開２ 様々な活動の連携によって守られる暮らし 

戦略Ⅴ 地域見守り・支えあい戦略
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・区内の住宅ストックや利用されていない土地等が適切に活用され、より良  

好な住環境が形成されるよう、住宅の共同化、リノベーション *等の様々な

手法の周知や事業者への働きかけを進めます。また、新たな保証制度の構

築等、高齢者の住み替え支援に取り組みます。 

戦略Ⅴ 地域見守り・支えあい戦略



36 

 

         スポーツ・健康都市戦略 （健康アクティブなかの） 

         ～自らつくる健康で安心した暮らし～ 

 

 

 超高齢社会 *を迎え、区民のスポーツ・健康づくりに対する関心が高まりつつ

あります。いつまでも健康で元気に生活できるまちづくりを進めることが地域

の課題であるという共通認識・共通理解を広め、地域ぐるみで取組を進める必

要があります。 

 楽しみながら、継続的に身体活動やスポーツを楽しむ場が整備され、日常的

な運動や地域活動への参加が、心身の健康維持や増進につながるように、取組

を進めていきます。また、スポーツ指導者の養成・競技力向上を推進し、スポ

ーツ活動を活性化させていきます。 

 心身の健康づくり、健康につながるまちづくりを推進するとともに、生活習

慣病等の予防対策や、身近な地域の医療体制の充実により、健康不安のない暮

らしをめざします。 

 さらに、障害者の相談支援体制を充実し、地域生活の支援を促進するととも

に、障害者の社会参加を推進する取組を進めます。生活困窮状態からの回復と

自立支援を促進していきます。 

 

 

 

 

  

展開１ スポーツ・健康づくりで活力のみなぎるまち 

 

展開２ 健康的な暮らしを実現するまち 

 

展開３ 誰もが障壁なく自己実現できるまち 

 

展開４ 暮らしの支えが整い、自立した生活が営めるまち 

戦略Ⅵ 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略                                               
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【対応すべき課題】 

・日常的な運動・スポーツ活動の活性化 

・指導者養成・競技力向上の推進 

【主な施策展開】 

○ 地域における日常的な運動・スポーツ活動を活性化します

・様々な区民が健康づくり・スポーツに親しみ、交流し合う身近な場を提供  

し、区民の健康づくり・体力づくりを推進していくため、地域スポーツク

ラブ*の展開に取り組みます。 

・スポーツ・コミュニティプラザと連携した介護予防の取組を進め、地域で  

仲間づくりや日常的な身体活動を行うことのできる場を確保し、日常的に  

運動・スポーツに取り組める環境の整備に取り組みます。 

・スポーツイベントでの交流やスポーツ・コミュニティプラザの利用者同士  

の交流などを通じて、新たな地域コミュニティが形成される仕組みを構築  

します。 

○ スポーツ指導者養成と競技力向上を推進します

・スポーツ・コミュニティプラザ等において講習を実施することで、地域人  

材の発掘・指導力育成を行うとともに、地域で指導できる場を確保するこ

となどでスポーツ指導者の育成と活用に取り組みます。 

・小規模化して運動部の運営が難しくなっている中学校の部活動の指導に当  

たるほか、単独では設置できない部活動の合同部活動化を支援します。 

・大学等と連携した専門的指導によるトレーニング、コンディショニング、  

安全管理等の専門的スキルを活用して指導力の強化に取り組みます。 

・全国や国際レベルで活躍するトップアスリートを招致し、地域のジュニア  

アスリートへの指導や、指導者のレベルアップ講習を実施することで、競

技力および意欲の向上に取り組みます。 

・スポーツが楽しめる大規模公園の整備や、特定のスポーツ利用が可能な施  

設など機能の特化した公園施設の整備を進めます。 

・東京オリンピック・パラリンピック終了後も継続していくレガシーとして、

スポーツ・健康づくりムーブメントを推進します。 

展開１ スポーツ・健康づくりで活力のみなぎるまち 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略  
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【対応すべき課題】 

・心身の健康づくりの推進 

・健康につながるまちづくりの推進 

・生活習慣病等の予防対策と支援の充実 

・地域の医療体制の充実 

・感染症等の健康不安への対応の推進 

 

【主な施策展開】 

○ 心身の健康づくりを推進します 

 ・地域のスポーツ・コミュニティ活動などへの参加などを通じて、身近な場  

所で気軽に継続的に体を動かし、健康づくり・介護予防へと繋がっていく

環境整備を図っていきます。 

 ・イベント等を活用し、手軽に取り組めるウォーキングやラジオ体操などの  

普及を図り、主体的で継続的な健康づくりの取組が広がり、地域ぐるみの

展開となるよう、地域の健康づくり活動の支援に取り組みます。 

 

○ 健康につながるまちづくりを推進します 

 ・誰もが外出し、健康づくりができるユニバーサルデザイン *のまちづくりを  

推進します。 

 ・買物、通院や地域活動に誰もが気楽に参加できるよう、近隣商店街の活性  

化や移動支援*の充実を図ります。 

 ・区民団体等が作成した各種ウォーキングルートを集約し、区民の利用しや  

すいかたちで提供していきます。 

 

○ 生活習慣病等の予防対策と支援を充実します 

 ・区民一人ひとりの健康的な生活習慣の確立を支援するため、健康診断やが  

ん検診のより効果的な受診勧奨を実施し、健康診断の受診率向上に取り組  

みます。 

 ・健康診断の分析結果等、データを特定保健指導へ活用し、それぞれの状態  

に応じた運動プログラム等を提供していきます。それらを通じて、日常生

活の中での運動と健康づくりの支援を進めます。 

 

○ 身近な地域の医療体制を充実します  

 ・区民がかかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ち、必要な  

展開２ 健康的な暮らしを実現するまち 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略                                               
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受診・相談ができるよう、区民への啓発と医療機関相互の連携を強化し、

かかりつけ医等の推進に取り組みます。 

・休日の診療体制の確保を引き続き行うとともに、小児救急医療施設の充実  

を図り、地域の医療体制の整備に取り組みます。 

・在宅医療の拡大も視野に入れ、区内医療機関同士の連携（病診、診診連携 *)  

と在宅療養相談窓口の連携を強化・推進します。 

○ 健康不安のない暮らしを維持します

・予防接種率の維持・向上などによる発生抑制や、健診・検診・検査等によ  

る早期発見・対応を適切に実施することにより、感染症等の予防対策の充

実に取り組みます。 

・防護用品等の備蓄更新や感染症対策に携わる知識技術の維持、患者搬送体  

制の構築と維持などによる迅速な対応体制の確保に取り組みます。 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略  
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【対応すべき課題】 

・相談支援体制の充実 

・地域生活の支援の促進 

・社会参加の推進 

 

【主な施策展開】 

○ 相談支援体制を充実します 

 ・地域の民生・児童委員、ボランティア団体などと早期対応のための地域の  

相談ネットワークを構築し、さらに、区内企業や地域団体なども参加する、  

包括的な相談支援体制の整備・体制強化に取り組みます。 

 ・障害福祉サービス利用者に対するサービス等利用計画 *の作成が円滑に行わ  

れるように相談支援事業者と相談支援専門員を確保するとともに、計画相  

談の実施体制を整備し、計画相談支援の推進に取り組みます。 

 ・虐待防止や権利擁護についての理解促進と虐待予防のため、各ライフステ  

ージ*に応じた啓発事業の実施や、養護者に対する専門相談を行うとともに、  

成年後見制度 *の利用促進と安心して制度を利用できる体制を構築するなど、  

権利擁護の取組を推進します。 

  

○ 地域生活の支援を促進します 

 ・地域移行の促進に向け、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体  

制を構築し、地域生活支援拠点*を整備し、グループホーム *の整備誘導など  

地域生活への移行に向けた基盤整備に取り組みます。 

 ・生活介護等の日中活動系施設の拡充、地域生活に必要な移動支援 *、一時保  

護事業など地域生活を支えるサービス基盤を整備、拡充し、自立生活を支

えるためのサービスの確保に取り組みます。 

 

○ 障害者の社会参加を推進します 

 ・障害者の地域活動への参加を支援し、地域における障害者への理解促進を  

図ります。また、社会参加のための外出支援、意思疎通支援 *などのサービ

スを推進し、社会参加の促進に取り組みます。 

 ・障害者の働く場の開拓を進めるとともに、障害者を雇用する企業の紹介や  

支援を行い一般就労 *を促進します。個々の障害特性に応じた受注向上や施  

設の生産技術向上を図ることで、障害者の就労支援と障害者就労施設の工  

賃向上に取り組みます。  

展開３ 誰もが障壁なく自己実現できるまち 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略                                               
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・就労意欲のある人が、能力に応じて多様な働き方ができるよう、人材育成  

や人材マッチングの取組を進めます。 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略  
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【対応すべき課題】 

・生活困窮状態からの回復と自立支援の促進 

・生活の安定の保障 

【主な施策展開】 

○ 生活困窮状態からの回復と自立支援を促進します

・就労支援等を効果的に活用することで就労・増収を実現して、自立した生  

活が確立できるように支援していきます。 

・一般就労 *に従事することが困難な生活困窮者に対して、就労に必要な知識  

や能力向上のための訓練等を実施し、職業的自立に向けて支援することで、 

若年無業者*等の職業的自立支援の推進に取り組みます。 

・低所得世帯の子どもに対する学習支援により進学を支援することで、困窮  

生活から脱却するための支援の充実に取り組みます。 

○ 生活の安定の保障を促進します

・生活保護受給者について、日常的なケースワークを通じて、生活の安定に  

必要な支援を行っていきます。また、それぞれの生活環境やニーズに対応  

した自立支援の推進に取り組みます。 

展開４ 暮らしの支えが整い、自立した生活を営めるまち 

戦略Ⅵ スポーツ・健康都市戦略  
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区民サービス基盤強化戦略 （便利・安心なかの） 

     ～区民の暮らしを守る行政サービスの基盤～ 

 医療、介護に係る社会保険制度については、高齢化の進展等に伴う給付費の

増加への対応が課題となっています。被保険者等への理解のもと、給付費の適

正化の取組、保険料収納の向上等の取組を強化し、安定した社会保険制度を運

営し、区民生活の基盤を継続して築くことが必要です。あわせて、国民健康保

険制度については都道府県化への円滑な移行を進めます。 

 また、マイナンバー制度 *の導入や、情報通信技術（ICT）が人々の生活へより

浸透していく中で、区民サービスにつながる情報基盤や仕組みの整備を進め、

いつでも、どこでも、ワンストップで迅速なサービス案内と手続の処理を実現

するとともに、アウトリーチ型サービス *等によるきめ細かい人的対応を可能と

します。 

必要なサービスを支える税収確保にも確実に取り組みます。 

展開１ 安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち 

展開２ 質の高い区民サービスを支える基盤が整うまち 

戦略Ⅶ 

戦略Ⅶ 区民サービス基盤強化戦略
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【対応すべき課題】 

・高齢化の進行に伴う給付費の増加 

・給付費の適正化 

・保険料収入率の向上 

【主な施策展開】 

○ 安心して必要な医療が受けられる医療保険制度を構築・運営します

・国民健康保険制度の都道府県化を円滑に進め、より安定した保険制度を構  

築し、適切な運営を行います。 

・保険加入者が適切な医療給付を受けられるよう、診療報酬明細書の点検や  

ジェネリック医薬品の使用促進など医療給付の適正化を進めます。 

・新たな収納方法を開始する等収納率向上に取り組みます。 

・健診結果に基づく生活改善の機会や、運動プログラムの提供等健康的な生  

活の自己管理を支援する取組を進めます。 

○ 安心して必要な介護サービスが受けられる持続可能な介護保険制度を運営

します 

・被保険者に加え、サービスの担い手となる人々等も含めた幅広い制度理解  

を進めます。 

・区内介護事業所への実地指導・調査の強化や、第三者評価 *の受審の推進に  

より、高齢者が安心して利用できる介護保険サービスの質の確保等を進め  

ます。 

・在宅生活を支援するサービス、ケア付きの住宅、入所型の施設等について  

計画的な整備誘導を進めます。 

・機能低下の早期発見と適切な介護予防マネジメントにより介護予防の取組  

を進めます。 

展開１ 安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち 

戦略Ⅶ 区民サービス基盤強化戦略
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【対応すべき課題】 

・マイナンバー制度*の普及・利活用 

・税収確保 

・区民サービスの質、利便性の向上 

・セキュリティを確保した情報基盤の整備 

【主な施策展開】 

○ 住民情報の適正管理・提供を推進します

・マイナンバー制度 *の利活用を進めるシステム基盤の整備や仕組みの構築等  

により、区民サービスの正確性、利便性を高めます。 

・情報セキュリティについて、機器への対策、職員のスキル向上等、対策を  

強化します。 

○ 税収確保を推進します

・適切な納税勧奨、特別徴収の推進、納付相談、新たな納付方法の開始等に  

よる多様な納付方法の整備により、自主納付を促進します。 

・粘り強い納付交渉、法に基づく着実な対応で税の滞納を減らします。 

・税の使われ方や税制度に関して広報・啓発を充実するとともに、児童・生  

徒に対する租税教育を推進します。 

○ 情報通信技術（ICT）と対面による対応の連携による新たな区民サービスを

推進します 

・総合窓口システムの構築、電子手続の拡大によりバーチャル区役所 *の整備  

を推進するとともに、対応する人材育成を図り、来庁時を含むいつでも、

どこでも、ワンストップで迅速なサービス案内と手続の処理を実現します。 

・アウトリーチ型サービス *等を可能とする安全性の高いシステム基盤を構築  

します。それらを活用することにより、高齢者や障害者など、来庁が困難

な方を、職員が端末を携行して訪問し、相談や各種申請等の手続を実施す

るなどきめ細かい人的対応が可能となります。 

展開２ 質の高い区民サービスを支える基盤が整うまち 

戦略Ⅶ 区民サービス基盤強化戦略
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持続可能な行政運営戦略 （ともに築くなかの） 

     ～区民とともに築く持続可能な区政～ 

 少子高齢化、人口減少社会における経済や地域の力への影響が懸念される一

方で、行政サービスに係るニーズは多様化、複雑化しています。こうした状況

の中で、持続可能な区政運営を行うためには、多様な人の参画により区民とと

もに築く区政運営と、将来需要にこたえる政策の展開を可能とする行財政運営

が重要です。 

 地域の課題解決に向けた行動へとつながる、質の高い情報の提供の活用促進

等による区民とともに築く区政を進めるとともに、人権を守り、多様な人の参

画を推進するまちづくり、組織・職員の政策形成能力向上、施策展開を支える

財政規律を根幹とする財政運営や、長期的な視点に基づく施設管理を進めてい

きます。 

 また、区民から親しまれ、便利で快適なサービス展開を可能とする新区役所

の整備を進めます。 

加えて、連携都市との相互発展に向けた交流も進めていきます。 

展開１ 区民意思と合意に基づく政策決定 

展開２ 人権を守り、多様な人が参画するまち 

展開３ 将来を見据えた行財政運営 

展開４ 連携都市との相互発展に向けた豊かな交流 

戦略Ⅷ 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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【対応すべき課題】 

・情報のオープン化・透明性の確保 

・マイナポータル*の利活用促進 

【主な施策展開】 

○ 地域の課題解決に向けた行動へとつながる、質の高い情報の提供と活用を

促進します 

・基本となる区政情報について、区ホームページから誰もが閲覧できるしく  

み（仮称）オンライン情報公開閲覧室を整備し、区政情報の公開、透明性

を確保します。また、区政資料の電子化やレファレンス機能の向上、ユニ

バーサルデザイン *に配慮した情報発信、行政データのオープン化を進めま

す。 

・マイナポータル *（マイナンバー制度 *における情報提供等記録開示システム） 

等の活用によりライフステージ *に応じた双方向の情報受発信により区民の  

利便性向上、負担軽減を図ります。 

・区民の意識・意向のきめ細かい把握や、区政運営の PDCA サイクルへの参加  

を推進します。 

展開１ 区民意思と合意に基づく政策決定 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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【対応すべき課題】 

・地域社会の多様性への対応 

・地域で暮らす外国人の生活支援 

【主な施策展開】 

○ 人権意識の向上と多様な人の参画を推進します

・グローバル化の進展を踏まえた、家庭、学校、職場、地域社会における人  

権課題（女性、高齢者、外国人、障害者、LGBT*他）に対する理解を深め共

生社会 *を育むための啓発を進めます。特に、民間事業者や若年層への意識

啓発を強化します。 

・男女共同参画の考え方について、区民や民間企業の理解を深め、仕事や育  

児・介護、地域生活の様々な場面で、共同して作り上げる社会に向けた取

組を進めます。 

・学校教育において、人権教育・道徳教育・心の教育等を推進し、豊かな人  

間性や社会性を育みます。 

・高齢者、障害者、外国人など、様々な区民に対する理解を深め、行政サー  

ビスの改善や、都市基盤の整備等、ユニバーサルデザイン *のまちづくりに

つなげ、誰もが生活しやすいまちをめざします。 

○ 平和への貢献と国際理解の醸成を推進します

・様々な媒体による生活情報提供、手続案内等の多言語化を図るとともに、  

相談の機会を確保する等、外国人が地域で暮らしやすくするための取組を  

進めます。 

・国際的な視野を持つ人材の育成や交流の担い手となるボランティアの養成、 

学校における国際理解教育、外国語活動の実施、日本語指導が必要な子ど

もたちへの支援等を進めます。 

・海外自治体等との交流の拡大や東京オリンピック・パラリンピックを契機  

とした交流の充実を図る等、国際平和意識の機運醸成を図ります。 

展開２ 人権を守り、多様な人が参画するまち 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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【対応すべき課題】 

・先進的な政策形成 

・将来需要にこたえる財政運営・施設マネジメント 

・情報通信技術（ICT）進展に対応するセキュリティの強化 

【主な施策展開】 

○ 将来を見据え、先進的な施策を形成する組織運営・職員育成を推進します

・組織としての政策立案力を高め、区民への共感に基づいた施策立案や、積  

極的に多様な主体と協働し政策を立案できる体制を整えます。 

・職員の特性や専門性が生かされ、出産や育児・介護等、ライフステージ *ご  

とにワークライフバランス *が保たれ、職員が持てる力を十分に発揮するこ  

とにより、区民に高い価値を提供する体制を整えます。  

・職員の特性や専門性を踏まえた人材育成を図り、個人のキャリア形成に着  

目した人事管理を強化します。また、コンプライアンス遵守を進めます。 

○ 確かな行財政運営を推進します

・施策展開を支える財務規律を根幹とし、公会計改革 *等財務管理の推進・財  

政分析の強化、顧客志向による改善や、民間等が行う公共サービスの展開

の推進、質の確保に向けた取組を進めます。 

○ 新しい時代にふさわしい新区役所を整備します

・新しい政策を作りだしていく区政の中心であり、区民が主体的に区政運営  

に参加し、区と協働していくための拠点として、区民が訪れやすく親しみ

やすい区役所を整備します。 

・誰もが不自由なく手続や相談などのサービスが受けられるよう、分かりや

すく利用しやすい区役所を実現します。 

・災害対応能力や、災害時における自立性・事業継続性の高い区役所を整備  

します。 

○ 将来を見据えた施策展開を実現する公共施設の整備・運営を推進します

・バリアフリー化、省エネルギー・再生可能エネルギー *導入、緑化推進等の  

施策展開を実現するとともに、長期的な視点に基づく施設管理を推進し、

誰もが長く親しみ利用できる区有施設を整備、運営します。 

展開３ 将来を見据えた行財政運営 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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○ 危機管理を強化します

・情報通信技術（ICT）が行政サービスの展開にこれまで以上に活用される中、

情報セキュリティ対策の強化を図るとともに、危機管理体制の実効性の向 

上、業務継続力の向上の取組を進めます。 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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【対応すべき課題】 

・少子・高齢化、人口減少社会への対応 

・都市と地方の相互発展 

・多様なライフスタイル *の実現 

【主な施策展開】 

○ 連携都市と相互発展に向けた交流を進めます

・連携自治体との観光・体験・経済・環境等の多様な主体も含めた交流を進 

め、地方と都市の強みを活かし、弱みを補う相互発展を進めます。 

・様々な人的な交流を踏まえた、ライフステージ *やスタイルに応じた新たな 

暮らし形成の選択肢として、長期滞在や二地域居住 *等の推進を図ります。 

展開４ 連携都市との相互発展に向けた豊かな交流 

戦略Ⅷ 持続可能な行政運営戦略
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