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将来を見据えた、持続可能な中野のまちを 

 平成１７年（２００５年）３月２５日「中野区基本構想」の制定から１０年が経過し、

この間、東日本大震災、地球温暖化、少子高齢化・人口減少社会の進展、２０２０年東

京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定など、外部環境が大きく変化しま

した。区内では、中野四季の都市（まち）が完成し、西武新宿線連続立体交差事業が始

まりました。町会・自治会を中心とした地域支えあいネットワークの取組も広がってい

ます。 

 こうした社会状況の変化から中野の将来像を展望し、これまでの１０年間の成果を踏

まえて、新たな１０年間の区政の方向を定めるため、平成２８年（２０１６年）３月  

２５日に基本構想を全面改定しました。 

 これにあわせて、新しい基本構想で描かれた、「１０年後に実現するまちの姿」の実

現に向け、着実に歩みを進めて行くために、区の基本計画である「新しい中野をつくる

１０か年計画」についても、平成２８年度（２０１６年度）から１０年間の区政運営の

方向を定めたものに改定することといたしました。 

今回の改定では、社会経済状況の変化や将来人口の予測などに基づいて、少子高齢

化・人口減少社会や、グローバル化、情報通信技術（ＩＣＴ）の進展への対応、首都直

下地震等災害への備え、地球温暖化への対応を改定の視点として、これまでの計画の見

直しを図っています。 

検討にあたっては、様々な形でご意見をいただき議論を深めてきました。計画素案等

についての意見交換会や、計画案についてのパブリック・コメント手続などを通じて、

区民や団体、区議会の皆様から多様なご意見をお寄せいただき、これを参考として、こ

のたび「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」を策定いたしました。ご意見・

ご提案をお寄せいただいた方々に改めて感謝申し上げます。  

将来に向けた確かな展望を持ち、持続可能な中野のまちであり続けるために、「新し

い中野をつくる１０か年計画（第３次）」を基に着実に区政運営を推進してまいりたい

と存じます。区民、関係者の皆様におかれましては、今後ともご理解とご協力を賜りま

すようお願いいたします。 

平成２８年４月 

中野区長 田中 大輔 
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