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参考資料１ 

人口動向分析・人口推計 

日本の人口は減少局面を迎えていますが、中野区は人口増加の傾向がありま

す。特に、2014 年以降は増加傾向が顕著です。増加の主な要因は若年層を中心

とする転入超過によるものです。 

 最も人数の多い年齢層は 30 歳～34 歳となっており、若年層が多く暮らしてい

る一方で、総人口に対する年少人口の割合や合計特殊出生率 *は低い状況となっ

ています。 

■総人口

住民基本台帳で近年の動向を分析すると、総人口は、2005 年～2010 年では、

東京都特別区部全体で前年度比年平均 0.9％増の中、中野区は 0.2％の伸びでし

た。 

 2014 年、2015 年では、0.8％～0.9％増となっており、特別区部全体と同様の

値となり、増加傾向が顕著になっています。（【表 1】） 

【表 1】総人口推移 （人） 

（住民基本台帳等より作成（各年 1 月 1 日）） 

■年齢別人口

年齢 3 区分人口では、年少人口（0 歳～14 歳）は 1970 年代以降減少を続けて

いましたが、近年は減少傾向が緩やかとなり、2013 年以降は微増となっていま

す。（【図 1】） 

 老年人口（65 歳以上）は一貫して増加しており、特に 75 歳以上の占める割合

は、2005 年に 45.8％だったものが 2015 年には 50.2％と高くなってきています。

（【図 1】） 

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
総人口 311,747 311,207 310,198 311,256 313,665 316,625
（内外国人） 12,185 12,636 11,418 10,610 10,949 12,283

前年比増減率 -0.2% -0.3% 0.3% 0.8% 0.9%
過去5年平均 0.2%
総人口 8,851,384 8,895,198 8,914,676 8,951,575 9,016,342 9,102,598
（内外国人） 348,857 353,219 339,448 327,266 330,586 350,863

前年比増減率 0.5% 0.2% 0.4% 0.7% 1.0%
過去5年平均 0.9%

中
野
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部

１ 人口動向分析 

１ 人口動向分析
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 生産年齢人口*（15 歳～64 歳）は年少人口と同様に 1970 年代以降減少を続け

ていましたが、近年は減少傾向が緩やかとなっています。（【図 2】） 

 

【図 1】年齢 3 区分人口推移（年少人口・老年人口）        （人） 

 

 

【図 2】年齢 3 区分人口推移（生産年齢人口 *）           （人） 

 
 

 

（住民基本台帳より作成（各年 1 月 1 日（日本人））  

（住民基本台帳より作成（各年 1 月 1 日（日本人））  
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 現在、最も人数の多い年齢層は、男性では 30 歳～34 歳、女性では 25 歳～29

歳となっています。（【図 3】） 

 また、年少人口の割合は 8.6％であり、特別区部全体の数値 11.3％を下回り、

最も低い値となっています。 

 

 

【図 3】年齢別人口ピラミッド  

 

（住民基本台帳より作成（2015 年 1 月 1 日）） 

  

女 

 

女 
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■人口移動 

 人口増の主な要因は転入増によるものです。（【図 4】） 

 転入超過の最も多い年齢層は、15 歳～19 歳→20 歳～24 歳、一方、転出超過

は 25 歳～29 歳→30～34 歳が中心となっています。推移としては、転出・転入

超過数が収束する傾向があるとともに、転出超過のピークの年齢が 20 歳～24 歳

→25 歳～29 歳から 25 歳～29 歳→30 歳～34 歳へ上昇しています。（【図 5】） 

 

【図 4】中野区の人口増減（対前年）の推移 

 

（住民基本台帳より作成）） 

【図 5】中野区の年齢別社会移動動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（合計特殊出生率*）  

（国勢調査（総務省）等により作成） 
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■合計特殊出生率* 

 合計特殊出生率 *は、全国、東京都、特別区と比較して依然低い値ですが、近

年上昇傾向があり、全国の値に対する中野区の比率が上昇し、全国の値に近づ

いています。（【図 6】） 

 

【図 6】合計特殊出生率 *の推移 

 

（東京都人口動態統計より作成） 
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■基本推計 

 中野区における近年の人口増等の傾向、国の全国・地域別推計の動向を踏ま

えたものを基本推計としています。 

 この推計では、2020 年までは直近の人口増の傾向を反映する一方、中野区の

人口は社会移動による影響が大きいことから、2020 年以降は全国的な移動の縮

小傾向を反映しています。 

 合計特殊出生率*は、2014 年の合計特殊出生率 *（0.99）を基本とし、2025 年

まで微減、以降横ばいという全国推計の動向を踏まえています。 

 

【図 7】基本推計                          （人） 

 

  

２ 人口推計 

 

２ 人口推計 
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■区がめざす将来推計 

 将来の少子化・人口減少をできる限りくいとめ、超高齢社会 *、人口減少の局

面においても、地域社会・地域経済の縮小を回避し、持続可能な地域社会を形

成する基盤をつくるため、次の前提で区がめざす将来推計を行います。 

 この将来推計の維持に向け施策を充実していきます。 

 人口移動に関しては、子どもを産む世代の定着を図ることをめざします。 

 合計特殊出生率 *に関しては、中野区は全国等と比較して依然低い値ですが、

近年は上昇傾向にあり、この傾向を継続させていくことを目標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 8】区がめざす将来推計                   （人） 

 

  

【合計特殊出生率*目標】 

 （2014 年実績）0.99  

⇒（2020 年）1.12 ⇒（2030 年）1.38 ⇒（2040 年）1.65 

  ※前年比 2％ずつ上昇  

 

【合計特殊出生率*目標】  

 （2014 年実績）0.99  

⇒（2020 年）1.12 ⇒（2030 年）1.38 ⇒（2040 年）1.65 

  ※前年比 2％ずつ上昇  
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参考資料２ 

施設整備の方向性 

施設名 整備内容 ステップ ページ 

歴
史
・
文

化
施
設

哲学堂公園・

学習展示施設 

哲学堂公園を観光資源として再整備するととも

に、公園内に学習展示施設を整備 
1･2 67 

ま
ち

活
性

化 民間教育機関 第三中学校再編後の跡地に整備誘導 3 79 

都
市
整
備
関
連
施
設

地域まちづく

り 

法務省矯正研修所東京支所の跡（新井 3-37）に移

転後の平和の森小学校跡地、第四中学校及び新山

小学校再編後の跡地については、民間等の活力を

活用しながら周辺の住環境に配慮した都市基盤

整備を進めるとともに、防災まちづくり等への活

用を図る 

4 

88 

・ 

89 

自転車駐車場 

中野四季の森公園、中野駅北側、中野駅南側、囲

町地区の自転車駐車場を駅周辺再開発等に併せ

て整備 

2･4 91 

公園 

（仮称）弥生町六丁目公園、（仮称）本町二丁目

公園、中野四季の森公園拡張部、（仮称）上高田

五丁目公園の整備、平和の森公園の拡張再整備 

1･2 101 

環
境

清掃事務所車

庫の移転 
弥生町 6-1 に移転整備 1 126 

子
ど
も
関
連
施
設

地域子育て支

援拠点 

地域の子育てコミュニティの中核拠点として、す

こやか福祉センター等に整備 
1･2 141 

児童相談所 国・都に移管を働きかけ整備 3 147 

南部障害児通

所支援施設 

弥生町 5-5 の用地に児童発達支援事業及び放課後

等デイサービス事業等を行う通所支援施設とし

て整備。南中野区民活動センターを併設 

1 147 

認定こども園* 

民間活力を活用して、かみさぎ・ひがしなかの幼

稚園を認定こども園*へ転換（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、現在地に新園舎を整備し民設民営による

運営に移行）。あわせて新設園を誘致 

2～4 150 

子ども家庭支

援センター・

教育センター

（移転） 

第十中学校の位置に、子ども家庭支援センターと

教育センターの複合施設として統合新校に合築 
3 159 

新たに実現する主な施設等 

参考資料２ 施設整備の方向性
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施設名 整備内容 ステップ ページ 

図
書
館 

本町図書館・

東中野図書館 

本町・東中野図書館の 2 館を統合し、第十中学校

の位置に統合新校との複合施設として開設。子ど

も家庭支援センターと教育センターの複合施設を

併設 

3 168 

小
中
学
校 

中野神明小学

校、新山小学

校、多田小学

校の統合新校 

中野神明・新山・多田小学校の 3 校を再編し、新

山小学校と多田小学校の位置に新校を 2校設置（ス

テップ 1）。その後、新校舎を中野神明小学校の位

置に整備し、新山小学校の位置に開校する小学校

を移転（ステップ 3）。多田小学校改築（ステップ

4） 

1 155 

大和小学校、

若宮小学校の

統合新校 

大和・若宮小学校の 2 校を再編し、若宮小学校の

位置に新校を設置（ステップ 1）。その後、新校舎

を大和小学校の位置に整備し移転（ステップ 3） 

1 155 

桃園小学校、

向台小学校の

統合新校 

桃園・向台小学校の 2 校を再編し、向台小学校の

位置に新校を設置（ステップ 2）。その後、新校舎

を桃園小学校の位置に整備し移転（ステップ 3） 

2 155 

第三中学校、

第十中学校の

統合新校 

第三・第十中学校の 2 校を再編し、第三中学校の

位置に新校を設置（ステップ 2）。その後、新校舎

を第十中学校の位置に整備し移転（ステップ 3） 

2 155 

第四中学校、

第八中学校の

統合新校 

第四・第八中学校の 2 校を再編し、第四中学校の

位置に新校を設置（ステップ 3）。その後、新校舎

を若宮小学校の位置に整備し移転（ステップ 4） 

3 155 

上高田小学

校、新井小学

校の統合新校 

上高田・新井小学校の 2 校を再編し、上高田小学

校の位置に新校を設置（ステップ 3）。その後、新

校舎を新井小学校の位置に整備し移転（ステップ

4） 

3 155 

鷺宮小学校、

西中野小学校

の統合新校 

鷺宮・西中野小学校の 2 校を再編し、新校舎を第

八中学校の位置に整備し新校を開設 
4 155 

平和の森小学

校 

（移転） 

法務省矯正研修所東京支所の跡（新井 3-37）に移

転整備 
4 155 

地域開放型学

校図書館 * 
子どもや区民の利便性の向上を図るため順次設置 3･4 168 
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施設名 整備内容 ステップ ページ  

区
民
活
動
セ
ン
タ
ー 

南中野 

区民活動セン

ター（移転） 

弥生町 5-5 の用地に多目的ホール機能を持つ施設と

して整備。南部障害児通所支援施設を併設 
1 172 

東中野 

区民活動セン

ター（移転）  

旧東中野小学校跡を活用し整備 2 172 

昭和 

区民活動セン

ター 

現地で建替え 2 173 

鍋横 

区民活動セン

ター（移転） 

本町 4-44 の用地及び鍋横区民活動センター分室の

用地に高齢者会館機能を持つ施設として移転整備。

鍋横自転車駐車場を併設 

4 173 

鷺宮 

区民活動セン

ター（移転） 

鷺宮小学校再編後の跡地を活用し開設。鷺宮すこや

か福祉センター、鷺宮地域事務所、図書館を併設 
4 173 

す
こ
や
か
福
祉
セ
ン
タ
ー 

南部すこやか

福祉センター

（移転） 

中野富士見中学校跡を活用し開設。南中野地域事務

所、南部スポーツ・コミュニティプラザを併設 
1 182 

北部すこやか

福祉センター

（移転） 

沼袋小学校跡を活用し開設。（仮称）北部スポーツ・

コミュニティプラザを併設 
3 182 

鷺宮すこやか

福祉センター 

（移転） 

鷺宮小学校再編後の跡地を活用し開設。鷺宮地域事

務所、鷺宮区民活動センター、図書館を併設 
4 182 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

南部スポー

ツ・コミュニ

ティプラザ 

中野富士見中学校跡を活用し開設。南部すこやか福

祉センター、南中野地域事務所を併設 
1 191 

（仮称）北部

スポーツ・コ

ミュニティプ

ラザ 

沼袋小学校跡を活用して開設。北部すこやか福祉セ

ンターを併設 
3 192 

（仮称）鷺宮

スポーツ・コ

ミュニティプ

ラザ 

鷺宮体育館を活用して開設 1 192 

中野体育館

（移転） 
平和の森公園未開園区域内に移転整備 2 195 
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※計画を進めていくうえで必要となる施設整備については、上記以外について

も随時対応していく。また、上記以外の施設で、今後、未利用となる施設（複

合化、集約化、機能転換など）については、将来の行政需要の変化を踏まえつ

つ、民間活用または区有施設の建替用地等として利用する。 

  

施設名 整備内容 ステップ ページ  

保
健
・
医
療
・
福
祉
関
連
施
設 

地域医療機関 旧中野中学校跡に誘導 1 207 

中野区保健所 

（移転） 

中野体育館跡地等に移転整備する区役所庁舎内に

移転 
3 209 

（仮称）中野 5

丁目障害者多

機能型通所施

設 * 

中野 5-3 の用地に民間活力を活用し整備 2 216 

重度障害者グ

ループホーム * 

旧療育センターアポロ園跡地（江古田 3-3）をはじ

め区有地等に民間活力を活用し整備 
2 216 

庁
舎
等 

区役所本庁舎 
中野体育館跡地等に移転整備。中野区保健所を合

築 
3 260 

南中野地域事

務所（移転） 

中野富士見中学校跡を活用し開設。南部すこやか

福祉センター、南部スポーツ・コミュニティプラ

ザを併設 

1 240 

鷺宮地域事務

所（移転） 

鷺宮小学校再編後の跡地を活用し開設。鷺宮すこ

やか福祉センター、鷺宮区民活動センター、図書

館を併設 

4 240 

未
利
用
施
設
等 

商工会館 現在の賃貸借契約終了後、売却 2 － 

中野区保健所

(移転後跡地） 
売却 3 － 

旧本郷保育園 売却 1 － 

温暖化対策推

進オフィス 
現在の賃貸借契約終了後、売却 2 － 

旧常葉少年自

然の家 
売却 1 － 
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参考資料３ 

用語の意味 

 

 本文中で＊印を付けてある用語について、五十音順で解説を示します。 

 

用語・語句 掲載ページ 解説 

あ行 

ISMS 236、263、 

264 

組織が情報資産を適切に管理・運用し、守るため

の仕組み。情報システムのセキュリティ対策だけで

なく、情報資産を扱う際の基本的な方針（セキュリ

ティポリシー）を定め、その方針に基づいた具体的

な計画の作成・運用・見直しまでを含めた、包括的

な仕組みのこと。 

ICT・コンテンツ/ 

ICT・コンテンツ

関連産業 

14、75、76、

80、200 

 ICT と は 、「 Information & Communication 

Technology」の略で、情報通信技術のことを指し、

コンテンツとは、映像（映画、アニメ、TV 番組）、音

楽、ゲーム、書籍等の情報内容のことを指す。ICT・

コンテンツ関連産業とは、通信業、放送業、情報サ

ービス業、インターネット附随サービス業、映像・

音声・文字情報制作業などの他、デザイン業、著述・

芸術家業、広告業、写真業、映画館や興行場・興行

団など、ICT やコンテンツに関連する産業をいう。 

アウトリーチ/ア

ウトリーチ型（行

政）サービス 

43、45、210、

233、239、

240、260 

 従来の窓口で相談・申請等を受けるサービスでは

なく、支援が必要な人の自宅等に出向き、相談・申

請の受付等を行うサービス。 

意思疎通支援 40、217  障害者と障害のない人の意思疎通のため、手話通

訳、要約筆記（点訳、代筆、代読、音声訳等を含む）

の多様な方法による支援。区の行う事業としては、

手話通訳奉仕員の養成、手話通訳者・要約筆記者の

派遣がある。 

一時預かり事業 148  乳幼児を養育している保護者が一時的に保育でき

ない場合に、日中の保育を認可保育所等において行

う事業。 

一時預かり事業

（幼稚園型） 

149、150 通常の教育時間の前後や長期休業期間中に、希望す

る者を対象として実施している幼稚園の預かり保育

のうち、子ども・子育て支援新制度に基づく事業。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

一般就労 40、42、82、

83、217、219、

221 

 通常の雇用形態のことで、労働基準法などに基づ

く雇用関係による企業への就労のことを指す。これ

に対し、一般就労が困難な障害者のために、福祉的

な観点から配慮された環境での就労で、障害者就労

施設の利用者としての就労を福祉的就労という。 

移動支援 38、40、184、

215 

 屋外での移動が困難な障害者（児）等への買い物、

社会参加など、外出時の付き添い支援。 

インバウンド 75  外国人旅行者を自国へ誘致すること。海外から日

本へ来る観光客。 

運動遊びプログ

ラム 

161、162  中野区の子どもの実態を踏まえて区独自に作成し

た運動遊びの取組。 

エコマーク 122  「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全

体を考慮した、環境保全に資する商品を公益財団法

人日本環境協会が認定する環境ラベルである。幅広

い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設

定されている。このエコマークを活用して、環境を

意識した商品を選んだり、関係企業の環境改善努力

を進めていくことなどを目的としている。 

SNS 172、180  「Social Networking Service」の略。インターネ

ットを通じて人と人のつながりを促進し、コミュニ

ティの形成を支援する会員制サービスのこと。代表

的なサービスとして、「ツイッター」、「フェイスブッ

ク」などがある。 

エネルギーマネ

ジメント 

 

11、22、58、

123 

 

 エネルギーマネジメントシステムのこと。情報通

信技術（ICT）を用いて、家庭やビル、工場などのエ

ネルギー使用を管理しながら最適化するコンピュー

タシステムを指す。 

エリアマネジメ

ント 

11、56、57、

59 

住民・事業主・地権者等による自主的な取組。例

えば、住宅地では建築協定を活用した良好な街並み

景観の形成・維持や、広場や集会所等を共有する方々

による管理組合の組織と、管理行為を手掛りとした

良好なコミュニティづくりといった取組がある。ま

た、業務・商業地では、市街地開発と連動した街並

み景観の誘導、地域美化やイベントの開催・広報等

の地域プロモーションの展開といった取組がある。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

LGBT 48、247  性的少数者を限定的に指す言葉。レズビアン(女性

同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル

(両性愛者)、トランスジェンダー(心と体の性の不一

致)の頭文字をとった総称。 

延焼遮断帯 87  大規模な地震等において、市街地火災の延焼拡大

を遮断する機能を果たす、道路、鉄道、公園、河川

等の都市施設と、それらの沿道に建つ耐火建築物に

より構築される帯状の不燃空間のこと。 

オープンスペー

ス 

15、84、88、

306 

 公園・広場・緑地・街路・河川敷・公開空地（民

有地内で周辺住民等の利用が可能な公開性のあるま

とまった空地）などの建築物に覆われていない空間

の総称。 

オープンデータ 243、244  コンピュータによってデータを自動的に読み取

り、再利用することに適したデータ形式で、二次利

用が可能な利用ルールで公開されたデータ。公共デ

ータをオープンデータ化することにより、行政の透

明性・信頼性の向上、区民参加・官民協働の推進、

経済の活性化・行政の効率化が期待されている。 

か行 

カーボン・オフセ

ット 

122、266  区内での日常生活や事業活動に伴い排出し、削減

努力をしても減らせない CO2 を、区外での植林や間伐

などによる CO2 吸収量で埋め合わせること。 

介護予防・日常生

活支援総合事業 

184、185  介護保険法に定める地域支援事業の枠組みのひと

つで、要支援１・2 の方から元気な高齢者までを対象

に、利用者の状態像や意向に応じて、介護予防、生

活支援（配食、見守り等）、社会参加も含めて総合的

で多様なサービスを提供する事業。 

基幹相談支援セ

ンター 

212  地域における障害者相談支援の中核的な役割を担

う機関として、総合的・専門的相談支援を実施。地

域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地域定

着の促進や権利擁護・虐待の防止等の取組を行う。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

気候変動に関す

る政府間パネル

（IPCC） 

4  人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方

策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地か

ら包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に

国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により

設立された組織のこと。IPCC は、「Intergovernmental 

Panel on Climate Change」の略。 

狭あい道路 15、19、102、

104、105、107 

 幅員が 4 メートル未満の道路をいう。このうち建

築基準法で指定された道路に面する敷地では、建築

を行う場合に道路の中心線から 2 メートルまで建物

を後退させて、道路空間を確保しなければならない

規定がある。 

共生社会 48、247  誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々

の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社

会。 

行政評価 5、6、254、

258 

 行政評価は、前年度の区の仕事について、区民生

活の向上や業務の効率性の視点から、目標とする姿

にどれだけ近づいたかを測る成果指標などをもとに

評価し、事業の見直しや改善に反映する仕組みであ

る。中野区では、区職員で評価するだけでなく、外

部評価委員がヒアリングをもとに評価を行い、次年

度の目標や予算編成等に反映させるとともに、結果

を公表している。 

居宅訪問型保育

事業 

 

146、147、303  地域型保育事業 *の一つで、障害や疾病などにより

集団保育が困難な児童を対象に、保護者の自宅に保

育者を派遣し 1 対 1 で保育を行う事業。 

緊急輸送道路 16、84、86、

87、89 

 地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うた

め、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡す

る幹線的な道路と知事が指定する防災拠点（指定拠

点）とを相互に連絡し、又は指定拠点を相互に連絡

する道路。第 1 次：都本庁舎、立川地域防災センタ

ー、区市町村庁舎、重要港湾、空港等を連絡する路

線。第 2 次：一次路線と放送機関、主要な防災拠点

（警察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡する

路線。第 3 次：その他の防災拠点（広域輸送拠点、

備蓄倉庫等）を連絡する路線。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

区民活動センタ

ー運営委員会 

32、33、172  区内 15 か所にある区民活動センターは、地域住民

による地域自治の活動の拠点であることから、その

運営に住民の意向が柔軟に反映されるよう、町会・

自治会から推薦された方を中核に地域ごとに組織さ

れた運営委員会のこと。それぞれのセンターの運営

方針の協議をはじめ、区が委託する地域の自治活動

や公益活動の推進、地域団体の連携の促進について、

地域特性を活かし創意工夫を重ねながら主体的な取

組を進めている。 

グループホーム 40、184、186、

215、216、

231、292、303 

（障害者グループホーム）身体・知的・精神障害者

等に対して、家庭的な雰囲気のもと、主として夜間

に、共同生活を営む住居において行われる、相談、

入浴、排せつ又は食事の介護その他必要な日常生活

上の援助を受けるサービスのこと。 

（認知症 *高齢者グループホーム）共同生活を送りな

がら、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、

認知症 *高齢者に対し、入浴、排泄、食事等の介護、

その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

により、認知症 *の進行を穏やかにし、安定した生活

を支援するための施設やそのサービスのこと。 

景観行政団体 97、98  景観法に基づき良好な景観形成のために景観施策

を実施する自治体のこと。政令指定都市、中核市、

都道府県と協議した市区町村にあってはそれぞれの

地域を管轄する地方自治体が、その他の地域区域に

おいては都道府県がその役割を担う。景観行政団体

は、景観法第 8 条に基づき「景観計画」を策定する

ことができる。 

健康寿命 187、196、

198、199 

 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生

活できる期間のこと。現在では、単に寿命の延伸だ

けでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな

課題となっている。 

広域避難場所 87、95  大地震による火災が拡大し、地域に危険が及ぶ可

能性が生じた際の火災がおさまるまでの避難先とし

て、東京都が指定。一定の広さや避難有効面積（火

災により放射される熱の影響を考慮し、避難空間と

して利用可能な部分の面積）を有することなどが指

定の条件。中野区民を対象とした広域避難場所は、

中野区内 10 か所（うち一部隣接区 3 か所）、新宿区 3

か所の、計 13 か所。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

公会計改革 49、257  中野区がめざす公会計改革は、複式簿記・発生主

義会計の導入により資産・負債などの正確な財務情

報を「見える化」し、区政経営に有効活用すること

をねらいとしている。具体的には、総務省から示さ

れた新たな統一的基準による事業別・施設別等の財

務書類を作成し、コスト分析や他団体比較等、新た

に得られた財務情報により、職員のコスト意識を高

め、業務の見直し・改善等を進めていく。 

公共施設総合管

理計画 

261  公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進する

ための計画。施設の現状把握、中長期的な関連経費

の算定、管理等に対する基本方針を内容とする。 

合計特殊出生率 137、142、

282、286、

287、288 

 合計特殊出生率は「15～49 歳までの女性の年齢別

出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢

別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数

に相当する。 

交通の結節点 

 

63  交通手段を相互に連絡する乗り換え・乗り継ぎ施

設のことをいう。具体的には、鉄道駅、バスターミ

ナル、駅前広場やバス交通広場などが挙げられる。 

交流拠点 11、54、55、

57、60、61 

 中野区都市計画マスタープランの「まちの骨格」

において、「まちの拠点」のひとつとして設定。交流

拠点は、東中野駅周辺、中野坂上駅周辺、新中野駅

周辺、新井薬師前駅周辺、野方駅周辺、鷺ノ宮駅周

辺などを指し、商業・業務施設や交流など集いの場、

地域に根差した文化活動の場などの集積を図り、生

活・仕事・交流・文化活動を支える拠点として育成・

整備していくこととしている。 

個人番号カード 228、235、236  「マイナンバー制度」を参照。 

子育て短期支援

事業 

148  保護者が、入院や出張・親族の看護などにより一

時的に子どもの養育ができない場合に、児童福祉施

設において子どもの養育を行う事業。宿泊を伴うシ

ョートステイと仕事等により夜間の養育を行うトワ

イライトステイがある。 

子育てひろば事

業 

139  乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を

開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言

その他の援助を行う事業。 
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個別避難支援計

画 

20、33、113、

115、175、300  

 災害時に一人では避難等が難しい方が、確実・迅

速に避難できるよう、安否確認や避難の支援をする

方を予め決めることを核とした避難支援に係る計画

のこと。 

コミュニティソ

ーシャルワーク 

172  支援を必要としている人や地域に対しての援助を

通して、地域と人とを結び付けたり、あるいは生活

支援や公的支援制度の活用を調整したりする等の活

動。 

さ行 

サービス付き高

齢者向け住宅 

16、34、84、

93、94、184、

185、186、232 

 バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し

高齢者を支援するサービスを提供する住宅のこと。 

サービス等利用

計画 

40、147、210、

212、213、301 

 障害福祉サービスを適切に利用することができる

よう、障害者のニーズや置かれている状況などを勘

案し、指定特定相談支援事業者 *が作成するサービス

の利用計画。 

災害時業務継続

地区（BCD） 

57  都市機能が集積しエネルギーをより高い密度で消

費する拠点地区で、災害時に自立型のエネルギー源

の確保により、エネルギーの安定供給を確保する地

区。BCD は、「Business Continuity District」の略。 

災害時避難行動

要支援者 

20、113、115、

175 

 災害時に一人では避難等が難しく、安否確認や避

難支援が必要となる方のこと。災害対策基本法の改

正を踏まえ、要介護の方や障害者の方をはじめ、70

歳以上の独り暮らしの方・75 歳以上の高齢者のみ世

帯の方など、支援が必要となると考えられる方々を

平成 26 年度に「災害時避難行動要支援者名簿」とし

て登載し、平成 27 年度から実態把握と個別避難支援

計画*の作成のための訪問調査を進めている。 

再生可能エネル

ギー 

21、22、49、

119、121、262 

 エネルギー源として永続的に利用することができ

る再生可能エネルギー源を利用することにより生じ

るエネルギーの総称。具体的には、太陽光、風力、

水力、地熱、太陽熱、バイオマスなどをエネルギー

源として利用することを指す。 

在宅医療介護連

携推進協議会 

180  区内の在宅医療と介護に関わる多職種が連携を図

り、在宅療養の必要な区民が地域で安心して生活で

きるよう、適切な支援体制のあり方について協議す

るため設置されている会議体。 
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サステイナブル 21、119、129  持続可能であるさま。環境や資源に配慮した、将

来の環境や次世代の利益を損なわない範囲内で社会

発展を進めようとすること。 

産学公金の連携 14、80、81、

83 

 まちの発展や区内産業の活性化に向けて、民間企

業や NPO（産）、大学などの教育研究機関（学）、国や

都、区などの行政機関（公）、金融機関（金）が相互

の強みを活かして連携することをいう。 

事業所内保育（事

業） 

150、303  企業などが、従業員の子どもに保育を提供する事

業。地域型保育事業*として、従業員の子どものほか

一般の子どもにも保育を提供するものと、認可外保

育事業として従業員の子どものみを保育するものと

の 2 つの類型がある。 

指定特定相談支

援事業所 

212、300  障害福祉サービスを利用する際にサービス等利用

計画*を作成し、一定期間ごとにモニタリング（サー

ビス等利用計画*の実施状況の把握等）を行う事業

所。 

若年無業者 42、220、221  内閣府の若年無業者に関する調査（中間報告）で、

15～34 歳の非労働力人口のうち、家事も通学もして

いない者と定義している。 

障害児通所支援

事業 

147  児童発達支援、放課後等デイサービス支援及び保

育所等訪問支援を行う事業。 

障害者相談支援

事業所 

177、180、210  地域で自立生活をするために障害者をサポートす

る相談窓口。身体障害者、知的障害者、精神障害者、

難病患者等とその家族を対象として、相談からサー

ビスの利用調整等の総合的なケアマネジメントを、

様々な社会資源や地域ネットワークを活用して行

う。 

障害者多機能型

通所施設 

216、292  障害者の日常生活の介護や就労支援など複数の障

害福祉サービスを一体的に提供する施設。 

情緒障害等通級

指導学級 

29、158、159  情緒障害や自閉症、発達障害のある子どもが、週

に数時間程度、在籍校から通級して指導を受ける学

級。一人ひとりに応じた課題を設定し、小集団活動

と個別指導を組み合わせた指導を行う。 
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スクールソーシ

ャルワーカー 

159  いじめや不登校、虐待への対応のため、子ども本

人と向き合うだけでなく、家庭や行政、関係機関等

と連携しながら、子どもを取り巻く環境に働きかけ

支援を行う者。 

スポーツ推進委

員 

189、190、191  地域スポーツ *の普及・振興を図るための実技指導

や指導助言、スポーツ推進事業の実施に係るコーデ

ィネーターとして、地域スポーツ振興に関わる役割

を持つ。スポーツ基本法に基づき 2 年の任期で委嘱

される非常勤公務員。 

生産年齢人口 2、10、32、

76、253、283、

311 

 年齢別人口のうち、労働力の中核をなす 15 歳以上

65 歳未満の人口を指す。なお、0～14 歳で構成され

る人口を「年少人口」、65 歳以上で構成される人口を

「老年人口」としている。 

成年後見制度 34、40、177、

178、179、

180、181、

182、212、213 

 判断能力の不十分な成年者（認知症*高齢者、知的

障害者、精神障害者）を保護・支援するための制度。

家庭裁判所が成年後見人を選ぶ法定後見制度と自ら

があらかじめ成年後見人を選んでおく任意後見制度

がある。成年後見人が、本人の利益を考えながら、

本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人

が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本

人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から

取り消したりすることによって、本人を保護・支援

する。 

西武新宿線連続

立体交差事業/連

続立体交差化 

10、11、13、

54、55、60、

61、62、72、

104、277 

 踏切が連続している鉄道の一定区間を、高架化ま

たは地下化することにより、多数の踏切除去や、道

路と鉄道との立体交差化を一挙に実現する事業をい

う。本事業により「開かずの踏切」による踏切渋滞

の大幅な解消、鉄道による市街地分断の解消、踏切

事故の解消などが図られる。西武新宿線の中井駅か

ら野方駅間の事業が着手されている。 

た行 

第三者評価 44、156、157、

231、232 

 事業者の提供するサービスの質を客観的な立場か

ら総合的に評価することをいう。  

  

参考資料３ 用語の意味                                                    

 



302 

 

用語・語句 掲載ページ 解説 

体力テスト（中野

スタンダード） 

160  体力テストの種目は、小学校 8 種目、中学校 9 種

目（・握力 ・上体起こし・長座体前屈 ・反復横跳

び・22ｍシャトルラン ・50ｍ走・立ち幅跳び・ボー

ル投げ）【中学校種目】・持久走〔男子 1500m、女子

1000m〕。これらの種目において、児童・生徒に身に

付けさせたい生活習慣、体力、運動の能力の到達目

標として示したものを中野スタンダードとしている。 

地域医療圏 209  医療圏とは、都道府県が病床の整備を図るにあた

って設定する地域的単位のこと。一次医療圏は 身近

な医療を提供する区市町村を単位として設定され、

二次医療圏は一般的な医療サービスを提供する医療

圏として設定される。中野区は新宿区、杉並区と同

一医療圏（東京都 区西部医療圏）として設定されて

いる。 

地域開放型学校

図書館 

31、168、290  学校図書館を地域住民等に利用できるようにする

事業。 

地域型保育事業 150、296、

300、306 

 地域における多様な保育ニーズにきめ細かく対応

することをねらいとした区市町村による認可事業。

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育*、事業所

内保育*がある。 

地域スポーツ 190、195、301  記録や勝敗を競う競技スポーツではなく、地域で

行われる、年齢、興味・関心に応じて、誰もが気軽

に親しみ、楽しむスポーツのこと。健康づくりや地

域の交流、生きがいづくりにつなげていく。 

地域スポーツク

ラブ 

160、162、

189、190、

191、193、195 

 区民がそれぞれの体力や年齢、技術、目的に応じ

て運動・スポーツに親しみ、健康づくりをする機会

を身近な地域で提供する団体のこと。区内 4 か所の

スポーツ・コミュニティプラザを核に、区内全域を

視野に活動の展開を図る。 

地域生活支援拠

点 

40、184、186、

215、216 

 障害者の高齢化や重度化、「親なき後」も見据え、

①相談（地域移行、親元からの自立等）、②体験の「機

会」と「場」（一人暮らし、グループホーム*等）、③

緊急時の受入れと対応（ショートステイの利便性・

対応力向上等）、④専門性（人材の確保・養成、連携

等）、⑤地域の体制づくり（サービス拠点・コーディ

ネーターの配置等）の 5 つの機能を強化するために、

グループホーム *や障害者支援施設に付加した拠点

または地域における複数の機関が分担してそれらの

機能を担う体制。 
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地域猫 129、133、134  飼い主のいない猫のうち、地域住民の認知と合意

のもと、地域ルールに基づき適切な餌やりや不妊去

勢手術、糞尿の処理などの管理がなされているもの。

数を増やさず、一代限りの命を地域で大切に見守る

ことをめざす。 

地域包括ケア 34、170、178、

179、180 

 可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、見守り

や医療、介護、生活支援・介護予防、住まいが一体

的に切れ目なく提供される地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制。 

地域包括支援セ

ンター 

177、180、184  介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・

医療の向上、権利擁護、介護支援専門員（ケアマネ

ージャー）の支援などを総合的に行う中核拠点で、

各区市町村が設置している。 

地域密着型サー

ビス 

231、303  住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活を続けら

れるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で

提供される介護保険制度上のサービス区分。地域密

着型サービスは、原則として、居住している区市町

村内でのみサービスの利用が可能。 

地区計画 56、62、86、

87、88、89、

105 

 建築物の建築形態、公共施設などの配置などから、

それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境を整

備、保全するために定められる都市計画法に基づく

制度。この制度では、地区レベルにおけるまちづく

りを行うことを目的として、街区や住区を単位とし

た規制や誘導の取り決めを行うことにより、道づく

り、家づくり、ルールづくり、景観づくりなどのま

ちづくりを総合的に行う。 

超高齢社会 36、187、196、

225、245、

248、288 

 総人口に占める高齢者の割合が、高齢社会よりも

高くなった状態をいう。明確な定義はないが、WHO で

は 65 歳以上の人口の比率が 21 パーセントを上回っ

た社会をいう。高齢化社会：7～14%、高齢社会：14

～21%。 

長寿命化計画 100  インフラの維持管理・更新等を着実に推進するた

めの中長期的な取組の方向性を明らかにする計画の

こと。 

調節池 19、104、106  集中豪雨などの局地的な大雨により上昇した河川

の洪水を一時的に溜め、下流域の氾濫を防ぐための

施設のこと。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

定期巡回・随時対

応型訪問介護看

護 

34、184、185、

232 

 介護保険法による地域密着型サービス *の一つで、

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的

又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回型訪問

と随時の対応を行う。 

低炭素社会 21、22、117  社会経済活動その他の活動に伴って発生する CO2

の排出を抑制し、吸収作用を保全・強化した社会の

こと。 

デジタルサイネ

ージ 

12、69、171  屋外・店頭・公共施設などに、液晶ディスプレイ

やプロジェクターを設置して、広告や各種案内を表

示するものを指す。従来のポスターや看板と異なり、

通信ネットワークや電子媒体を利用することで、表

示内容をリアルタイムで更新したり、複数の広告を

配信したりすることができる。 

東京シニア円滑

入居賃貸住宅 

93  東京都で定める一定の基準を満たす、高齢者の入

居を拒まない賃貸住宅のこと。 

特定健診 197、204、

205、229 

 生活習慣病予防のためにメタボリックシンドロー

ム（内臓脂肪症候群）に着目した検査項目になって

いる。実施年度において 40 歳から 74 歳となる医療

保険の加入者が対象。 

特別支援教育 29、158  障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向

け、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる

力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服する

ために、適切な指導及び必要な支援を行う教育。 

特別養護老人ホ

ーム 

34、185、186、

232 

 65 歳以上で、身体上または精神上の介護を常時必

要とし、かつ、居宅においても常時の介護を受ける

ことが困難な高齢者に対して、入所サービスを提供

する施設。要介護者（原則として、要介護 3 以上の

方）が対象。 

都市型軽費老人

ホーム 

184、185、232  ひとり暮らしを続けることが不安な高齢者を対象

とした、食事の提供、見守り付きの高齢者施設。所

得の低い高齢者でも安心して生活できるよう、収入

に応じた減免措置がある。 

都市居住型誘導

居住面積水準 

92  世帯人数に応じて、多様なライフスタイル*に対応

するために必要と考えられる住宅の面積に関する水

準。都市の中心及びその周辺における共同住宅居住

を想定している。 
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都市計画道路 15、19、102、

104、105、107 

 都市計画法に基づき都市計画において定められた

計画道路。都市における安全かつ快適な交通を確保

するとともに、活力と魅力ある快適な都市形成に寄

与し、あわせて防災強化の役割を果たし、下水道、

地下鉄、自動車専用道路などの収容を図るなど、多

面的な機能を有する都市の骨格をなす施設。 

土地区画整理事

業 

19、58、91、

104、105、277 

 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地

について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増

進を図るために行われる土地の区画形質の変更や公

共施設の新設または変更に関する事業をいう。 

トワイライトケ

ア 

184、215  日中活動終了後から活動の場等を提供するサービ

ス。 

な行 

なかの里・まち連

携事業 

265、266  地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互い

の強みを生かして弱みを補うことによって課題の解

決をめざし、豊かで持続可能な地域社会をつくるた

め、これまでの自治体間交流の枠を越え、民間活力

を利用した様々な連携事業を行う。 

二次避難所 113  災害時に、避難所に避難した被災者で、避難所生

活を続けることが困難となった、高齢者や障害者、

被災孤児等について、避難所で十分な救援、救護活

動が出来ない場合に、高齢者や障害者等の施設に開

設する避難所のこと。 

二地域居住 51、265、266、

267 

 都市の住民が、農山漁村などの地域にも同時に生

活拠点を持つこと。 

認可小規模保育

事業所 

138  地域型保育事業*の一つで、主として 0～2 歳児を

対象として、少人数（定員 6 人～19 人）のきめ細か

な保育を行う事業。 

認知症 34、177、178、

179、180、

186、232、

297、302 

 いろいろな原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働

きが悪くなることで認知機能(物事を記憶する、言葉

を使う、計算する、深く考えるなどの頭の働き)が低

下し、様々な生活のしづらさが現れる状態。 

  

参考資料３ 用語の意味                                                    

 



306 

 

用語・語句 掲載ページ 解説 

認知症サポータ

ー 

34、180  養成講座を受け、認知症についての正しい知識を

習得し、自分のできる範囲で認知症の人や家族を応

援していく。具体的には友人や家族に講座で学んだ

知識を伝えていくことや、認知症の人や家族の気持

ちを理解するよう努めることが期待される。 

認知症初期集中

支援チーム 

182  医師・看護師等の複数の専門職からなる支援チー

ム。チーム員が認知症の人とその家族を訪問し、チ

ーム員会議の方針をもとに、包括的・集中的に関わ

ることにより、適切な医療や介護サービスにつなぐ

等の支援を行う。 

認定観光資源 12、66  区が観光に益すると認定した、歴史・旧跡、自然・

景観、食・特産品などの多様な地域資源。 

認定こども園 149、150、289  保育園と幼稚園の機能を併せ持ち、保護者の就労

の有無にかかわらず、就学前の子どもに適切な幼児

教育・保育を提供する施設。認可形態により、「幼保

連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の 4

つの類型がある。 

は行 

バーチャル区役

所 

45、239  電子手続の拡大やモバイル端末等の活用により、

直接区役所に来庁しなくても、各種サービスや手続

等が利用できるインターネット上の仕組み。 

徘徊高齢者探索

サービス事業 

184、185  専用端末機を貸与して探索システムにより徘徊時

における徘徊高齢者の位置情報を提供するサービ

ス。認知症の徘徊高齢者の早期の発見と安全の確保

や介護者の精神的・経済的負担の軽減を図る。 

BCD 57、58、123  「災害時業務継続地区」を参照。 

PPP 258、261  公と民が連携して公共サービスの提供を行うスキ

ームを PPP（パブリック・プライベート・パートナー

シップ：公民連携）と呼ぶ。PFI は、PPP の代表的な

手法の一つで、指定管理者制度、公設民営等も含ま

れる。 
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ビッグデータ 243  膨大かつ多様で複雑なデータのこと。モバイル端

末を通じて個人が発する情報、コンビニエンススト

アの購買情報、カーナビゲーションシステムの走行

記録、医療機関の電子カルテなど、日々生成される

データの集合を指し、単に膨大なだけではなく、非

定形でリアルタイムに増加・変化するという特徴を

持ちあわせている。 

病診、診診連携 39、207 （病診連携）かかりつけ医のいる診療所と専門医の

いる病院との連携のこと。 

（診診連携）内科のかかりつけ医と整形外科のかか

りつけ医の連携のように診療所間の連携のこと。ま

た、在宅療養を行っている医療機関を中心に、24 時

間 365 日体制維持・強化のために、診療所同士が連

携することも含む。 

副籍制度 158  都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・

生徒が、居住する地域の区市町村立小・中学校（地

域指定校）に副次的な籍（副籍）をもち、直接的な

交流や間接的な交流を通じて、居住する地域とのつ

ながりの維持・継続を図る制度。 

プッシュ型の行

政サービス 

233  区民のライフステージ *等を踏まえ、利用可能なサ

ービス情報等を、本人からの問合せ等の有無に係ら

ず、区役所の側から知らせることなどをいう。基本

的には情報システムを活用。 

不燃化促進事業 87、89  建築物の不燃化を促進することにより、大規模な

地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の

安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮

断・遅延を図ることができる。そのため、防災上重

要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定

し、その区域内で耐火建築物を建築する場合又は建

築物を除却する場合に、建築費又は除却費の一部を

助成する事業のこと。 

不燃化特区 87、88  東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」に

基づき、木造住宅密集市街地のうち、大地震が発生

した際に特に大きな被害が想定される地域を対象に

平成 32 年度までに重点的・集中的に改善を図るべき

地区として、東京都から指定された地区。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

不燃領域率 86  市街地のまちの燃えにくさを表す指標で、対象地

区内の道路、公園などのオープンスペース *や燃えに

くい建物及び建築敷地が占める割合を基に算出。不

燃領域率が 70％を超えると市街地の延焼による焼失

率はほぼゼロとなる。 

HEMS 121、123  住宅に設置されるエアコンや給湯器、照明等のエ

ネルギー消費機器と、太陽光発電システムやガスコ

ージェネレーションシステム（燃料電池等）などの

創エネ機器と、発電した電気等を備える蓄電池や電

気自動車（EV）などの畜エネ機器をネットワーク化

し、居住者の快適やエネルギー使用量の削減を目的

に、エネルギーを管理するシステム「 Home Energy 

Management System」のこと。 

BEMS 121  ビル等の建物内で使用する電力消費量等を計測蓄

積し、導入拠点や遠隔での「見える化」を図り、空

調・照明設備等の接続機器の制御やデマンドピーク

を抑制・制御する機能等を有するエネルギー管理シ

ステム「Building Energy Management System」のこ

と。 

放課後子ども教

室 

161  放課後や学校休業日に学校施設などを活用し、ス

ポーツや文化活動、創作活動、異年齢の子どもたち

が自由に遊ぶための場など、幼児から小・中学生が

誰でも参加できる多様な居場所づくりを行う。区民

団体への委託により実施している。 

舗装性状調査 105  道路の舗装状況、陥没の恐れのある空洞等に係る

調査。 

ま行 

マイナポータル 47、235、236、

241、243、243 

「マイナンバー制度」を参照。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

マイナンバー制

度 

43、45、47、

233、235、

237、241、

243、254 

 マイナンバーは、住民票を有するすべての人に一

意の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野

で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個

人の情報が同一人の情報であることを確認するため

に活用されるもの。期待される効果として、所得や

行政サービスの受給状況を把握しやすくなること

で、負担の公平化、不正な受給の防止、また、行政

手続の簡素化による負担の軽減、行政の事務効率の

向上等があげられる。 

 マイナポータルは、行政機関がマイナンバー（個

人番号）の付いた自分の情報をいつ、どことやりと

りしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自

分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要

なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認でき

るシステム。 

まな VIVA ネット 165、201  中野区が区民の生涯学習活動を支援するために、

中野区内を中心に活動している生涯学習団体及び人

材の活動内容などを紹介しているサイト。運営は文

化施設指定管理者が行っている。 

みどりのネット

ワーク 

18、96、99  規模の大きな公園や緑地を「核」とし、その核を

結ぶ軸上に沿道緑化や民間緑化を進めることで、全

体としてつながりのあるネットワークを構築する考

え方。 

みどり率 127  特定の地域で緑が地表を覆う部分に、公園内の緑

に覆われていない区域及び河川等水面を加えた面積

が、地域全体に占める割合。東京都がみどりの量の

指標として設定したもの。 

民泊 68、69、79  自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活

用して宿泊サービスを提供すること。業として宿泊

料を受けて人を宿泊させる場合、旅館業法上の許可

が必要となる。 
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用語・語句 掲載ページ 解説 

や行 

ユニバーサルデ

ザイン 

38、47、48、

57、58、68、

108、198、

202、203、

217、241、

243、244、

245、247、

248、249、

259、261 

 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、

多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をは

じめからデザインし、ものやサービス提供などに配

慮する考え方をいう。 

要保護児童対策

地域協議会 

27、145、146、

147 

 虐待を受けている子どもなど要保護児童の早期発

見や適切な保護のため設置する。子ども家庭支援セ

ンターが調整機関となり、関係機関との連携や情報

共有を図るとともに、個別ケース検討会議等を開催

し、具体的な支援を検討・実施している。 

ら行 

ライフサイクル

コスト 

261  製品や構造物などの企画、設計に始まり、竣工、

運用を経て、修繕、耐用年数の経過により解体処分

するまでを建物の生涯と定義して、その全期間に要

する費用を意味する。建物以外には土木構造物（橋

梁、舗装、トンネル）等にも適用されている。費用

対効果を推し量るうえでも重要な基礎となり．初期

建設費であるイニシャルコストと、エネルギー費、

保全費、改修、更新費などのランニングコストによ

り構成される。 

ライフサポート

関連産業 

14、75、76、

80 

 少子高齢化の進展に伴い、今後ともニーズの増加

や多様化が見込まれる産業で、健康・医療・福祉・

介護、子育てや教育の支援、創業や就労の支援、地

域課題の解決に資する事業など、人々の生活を様々

な形で支え、日常の暮らしを豊かにするサービスや

事業を展開する産業をいう。 

ライフスタイル 21、22、27、

28、51、75、

82、84、119、

120、121、 

148、149、

183、187 

265、306 

 生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習

慣などを含めた個人の生き方。  
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用語・語句 掲載ページ 解説 

ライフステージ 16、34、47、

49、51、85、

92、171、179、

196、213、

243、255、

256、267、 

308 

 年代別にみた生活状況をいい、人生の節目によっ

て生活スタイルが変わることや、これに着目した考

え方をいう。 

リノベーション 16、35、84、

93 

 既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機

能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えた

りすること。類似概念にリフォームがあるが、こち

らは古くなったものを新築状態等に戻すことで、修

復の意味合いが強い。 

利用者支援事業 

 

27、139、148  子ども及びその保護者の身近な場所で、教育・保

育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必

要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関と

の連絡調整等を実施する事業。 

レスパイト 

 

181、215  障害者や高齢要介護者などを在宅でケアしている

家族の精神的疲労を回復させるための休養。 

労働力人口 2  生産年齢人口 *のうち、労働の意思と能力をもつ者

の人口。就業者(休業者も含む)と完全失業者の合計 

わ行 

ワークライフバ

ランス 

49、256  「仕事と生活の調和」のことで、働きながら私生

活も充実させられるように職場や社会環境を整える

こと。 
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参考資料４ 

「新しい中野をつくる１０か年計画(第３次)」策定までの経緯 

平成２６年（２０１４年） 

  ６月 
中野区基本構想及び新しい中野をつくる１０か年計画改定

方針決定 

  ８月 新しい中野をつくる１０か年計画の実施状況の取りまとめ 

平成２７年（２０１５年） 

  ６月 
中野区基本構想及び新しい中野をつくる１０か年計画の改定

の検討状況の取りまとめ 

  ８月 
中野区基本構想及び新しい中野をつくる１０か年計画の改定

に係る検討骨子の整理  

  １０月 「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（素案）」の決定  

  １１月５日 

～１１月２０日 

「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（素案）」に係る区

民意見交換会（「中野区基本構想検討素案」とあわせて実

施） 

平成２８年（２０１６年） 

  １月 
「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（改定素案）」の決

定 

  ２月２１日 

～２月２７日  

「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（改定素案）」に係

る区民意見交換会 

  ３月 「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）（案）」の決定  

  ３月２０日 

  ～４月１１日  

「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  

  ４月２５日 「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」策定 

参考資料４ 策定までの経緯
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