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指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

分野目標
10か年計画

815,509人 824,750人 860,000人 867,000人

ベンチマーク

分野目標
10か年計画

2,292
億円

ー ー
2,500
億円

2,700
億円

ベンチマーク
13,216億円
3,154億円 ー ー

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

分野の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　各鉄道会社が毎年秋（前年度数値）に公表する各駅の利用者数であり、利用者数の増は、区への来街によるにぎわいの
一端を測るものになるため指標とした。（１０か年指標）

　経済産業省が実施する経済センサス及び商業統計調査の項目で、商業の規模や活動を示す年間商品販売額は、まちのに
ぎわいを測るものにもなるため指標とした。
目標値は、平成26年商業統計調査結果をもとに再設定した。

指標／実績(25～27)・目標(28,32)

①

②

③

④

分野目標

平成28年度 都市観光・地域活性化分野 多彩な魅力あふれるにぎわいのまち

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　昼間人口の大幅増など区を取り巻く環境の変化を捉え、さらなる来街者の増加に向けた都市の新たな魅力の創出や、地域観
光資源、表現・文化活動など多様な都市機能の有効活用による都市観光の振興に取組み、経済効果による商業活性化、社会効
果の拡大を図る必要がある。

新宿区
杉並区

中野区内全駅の利用者数（1日平均）

区内小売業の年間商品販売額【経済センサス・商業統計調査】

　中野区都市観光ビジョンに示す「観光資源の発掘・開発」、「観光受け入れ体制の整備」、「情報発信による来街者誘致」
の取組みが産学公の連携・協力体制の確立のもと、持続的かつ効果的に推進されている。

　ハードのまちづくりの成果をソフトのまちづくりに反映させた都市の新たな魅力の創出に向けた取組みや、魅力ある商店街
づくり支援など、地域商業の活性化に向けた取組みが総合的に推進され、区内全域の活性化が促進している。

平成28年度に重点的に行う取組み

地域観光資源や表現・文化活動など多様な都市機能の民間利活用促進や産学公協議体制の確立など都市観光を推進する。
　商店街における安心・安全性確保のための環境整備、多言語対応、個性的な地域イベント拡充など、地域コミュニティの拠
点としての機能強化を推進する。
来街者のさらなる増加に向けた都市の新たな魅力創出に係る取組みを推進する。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 4 5 5 6

② 46 53 年度末実数 52

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1101 都市観光推進 区内全域で振興する都市観光

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区の歴史的資源やサブカルチャー、食文化など、個性豊かな地域資源を観光資源として再認識し、集客力・発信力を有するイベ
ントの実施やさまざまな媒体による発信により、区の魅力を周知し、国内外からの来街者誘致を図る必要がある。

　歴史・文化・商業・娯楽・飲食といった中野の都市機能や来街者と地域の人々との交流が、中野ならではのにぎわいと魅力を生
み出しており、「まち歩き」を行う来街者が国内外から絶えず訪れている。

　自治体間の交流において、民間活力を活用したさまざまな事業を通じ、住民相互の交流や生きがいの創出、食の安全や暮らしの
豊かさが実感できるなど、住民ニーズに効果的かつ継続的に答え、里（地方）とまち(中野区）がともに豊かで持続可能な地域社会
となっている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

参加動員数5万人を超える大規模イベントの数

なかの里・まち連携事業における交流事業数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　大規模イベントの誘致や招致は、来街者に効果的に区の観光資源の周知を図る取組みであるとともに、多くのイベントの実
施は来街者の回遊や消費の促進による観光消費額の増加や地域住民と来街者との交流の促進など、地域活性化を示す指標とな
るため。

　里・まち双方の産業商業団体や地域団体、教育機関、住民など、様々な主体の参画による連携強化を図る取組みによるなか
の里・まち連携事業の定着度や交流の促進状況を図る指標となるため。目標値は平成25年度の実績を基準に、毎年度2事業の
増を目指す。

事業3 公民協働による都市観光情報発信事業の推進

事業１ 都市観光事業の推進

【概要】
　中野区認定観光資源（以下、「認定観光資源」という。）の周知ＰＲや、民間主体と
なった活用促進を図っていく。また、なかのまちめぐり博覧会での個別イベント数の数
の増や、区内全域の回遊性を向上させるイベントの実施誘導及びイベント相互の連携を
支援する。

10か年計画（第３次） Ⅰ-2ア①中野の魅力・印象付けるイメージの確立、既存資源の発掘、魅力の発信

事業2 なかの里・まち連携事業の実施

【概要】
　連携自治体との交流促進のため、観光交流においては連携自治体主催の体験交流モデ
ル事業や、町会・自治会等の自主的交流への支援を促進する。経済交流については、生
産者・事業者交流会や、マルシェ（物産展）の開催を通じた里の特産品等の周知・販売
の促進など相互の経済交流を推進する。環境交流においては、環境部が所管する連携自
治体をフィールドとした事業と連携し、推進する。

10か年計画（第３次） Ⅰ-3ア④連携自治体との経済交流の展開

【概要】
　協定企業との協働・連携により、歴史・施設・飲食といった認定観光資源の情報や、
企業・団体等が区内で展開する多様な都市観光事業など、区都市観光サイト「まるっと
中野」で効果的に発信する。また、協定に基づき協定企業が発行する紙面やＳＮＳへの
情報提供・取材協力等を適切に行い「まるっと中野」の情報発信効果を高める。

10か年計画（第３次） Ⅰ-2イ②都市観光活性化のための情報通信環境の充実

事業4

10か年計画（第３次）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 2,292億円 ー ー 2,500億円

② 2,172 2,147 年度末実数 2,300

③ 61 65
年度末実数

現在65
66

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1102 地域商業活性化 地域コミュニティとともに発展する地域商業

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　中野駅周辺まちづくりにより生み出されるにぎわいや活力を区内全域の商業活性化に波及させる必要がある。また地域商業の中
心を担う商店会は、加入者数・加入率の低下に伴い、商店会組織運営の安定・自立に不可欠な人・資産といった経営資源が脆弱で
あり、早急な組織基盤の強化が求められている。

　商店会を中心とした地域の担い手が行う様々な取り組みによって、中野駅周辺のにぎわいが区全体に波及し、区内全域の地域商
業が活性化している。

　商店会による様々な地域活動や経済活動によって、地域住民や商業者が、商店街の社会的役割や価値を再認識しており、消費者
の商店街の利用が促進されるとともに、商業者の商店会及びその連合会組織への加入が増加し組織力を高めることで、商店街活動
が持続的・安定的に展開されている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

区内小売業の年間商品販売額【経済センサス・商業統計調査】

中野区商店会連合会への加入店舗数

中野区商店会連合会への加入商店会数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　小売業は商店街を構成する主たる業種の一つであり、その売上高（年間取引額）を指標とすることで、個人消費のボリュー
ム感を把握する。目標値は、平成26年商業統計調査結果をもとに再設定した。

　区は、区商連との協定により、商店会加入促進活動を協働で展開しており、その成果となる加入者数を把握することで、区
商連の組織力の強度を図るものとする。なお、各商店会ごとの加入者数について毎年度捕捉する仕組みがないため、適切に管
理されている区商連の加入者数を指標とするものである。平成26年度の実数を基本とし、毎年度5％程度の増を目標とした。

　個別商店会の加入促進に加え、その連合体である区商連の組織率を高めることで、より組織的な地域商業の活性化に向けた
活動が可能となることから指標とした。区商連への商店会の加入促進活動の成果等を見込み、1商店会の増を目標とした。

事業3 商店会活性化事業の促進

事業１ 商店街街路灯等整備の促進

【概要】
　「 中野区商店街街路灯等LED化事業」を活用した商店街街路灯ＬＥＤ化助成制度の普
及・促進を図り商店街街路灯のＬＥＤ化を促進する。区商連との協議や個別商店会への
普及活動等により、助成制度終了となる平成28年度末までに、全商店街の街路灯のＬＥ
Ｄ化を目指す。併せて、商店街として維持管理が困難となっている街路灯の撤去を区が
行い、新たに区の街路灯を設置する。また、商店街の街路灯のうち、終夜点灯している
ものに対する電気料金の助成は引き続き継続する。

10か年計画（第３次）

事業2 商店街イベント事業の促進

【概要】
　新・元気を出せ！商店街事業補助金（イベント事業）について、あらゆる機会を捉え
た情報提供や協議等を通じ、個々の商店街や区商連等の活用を高め、波及効果の高い商
業イベントを商店街の自主事業として安定的に運営できるようにする。また、この補助
金を未利用の商店会への働きかけも強化し、地域的な広がりを図る。

10か年計画（第３次）

【概要】
　新・元気を出せ！商店街事業補助金（活性化事業）において、環境整備や商店街とし
ての経営改革等の事業を商店街の自主事業として積極的に展開できるようにする。中で
も今後さらに増えていくことが期待される外国人来街者への対応を充実させるため、無
線LAN環境の整備、多言語ホームページの作成等の多言語対応事業に対して中野区独自
の優遇補助率を提供し、事業の進展を図る。

10か年計画（第３次） Ⅰ-3ア③新たな商業空間の整備

事業4 中野区商店街連合会に対する支援の拡充

【概要】
　区商連の組織力強化を図るため、加入促進をはじめとする区商連が取り組む特定の事
業に対して補助金を交付している。現在は、区内共通商品券の活用拡大のため、大型店
をはじめとする取扱い店舗の増加、消費者ＰＲの強化を進めている。当該補助金を活用
し、この取組みを進めることにより、区内共通商品券の価値を高め、流通・利用を活発
化させることで、区内地域商業の活性化を図る。

10か年計画（第３次）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① ー ー ー
制作
発行

② ー ー ー 20

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1103 都市魅力創出 都市の新たな魅力と価値の創出

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　中野四季の都市地区などの中野駅周辺エリアと哲学堂を中心とした区内の地域資源との一体的な魅力の創出・発信などにより、
さらなる集客や回遊性向上などを生み出す取り組みが必要となっている。

　中野のまちの魅力創出につながる新旧資源を活かした様々な取組みや、他自治体との連携など体系的に展開されることにより、
中野のまちに新たな魅力・価値が生み出されている。

　中野のまち全体の価値の向上・ブランドイメージの創出により、国内外から注目を集め、来街者が増加するとともに区民が自分
のまちに愛着と誇りを抱いて生活している。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

哲学堂周辺観光ガイドの制作

フィルムコミッション体制の構築による撮影支援を行った数（件）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　フィルムコミッションを通じた区の魅力の周知により、区のブランドイメージの定着や、さらには区民参加による撮影支援
などによる地域への愛着の醸成、来街者と区民との観光交流の促進など社会効果の向上に繋がるため。

事業3

事業１ 哲学堂を周知する多言語による観光パンフレットの作成

【概要】
　区の重要な観光拠点である哲学堂公園を中心としたエリアへ、国内外から多くの観光
客を誘致するため、日本語、英語、中国語（繁体・簡体）、ハングル語ガイドマップを
作成し、来街者へ配布する。

10か年計画（第３次） Ⅰ-2イ①都市観光活性化のための国際化対応・体制整備

事業2 フィルムコミッションの設置

【概要】
　撮影を希望する映画やドラマの映像制作関係者と撮影場所や近隣住民との調整など、
円滑な撮影を行うための支援を行うことにより、制作された媒体を通じた区のイメージ
向上、新たなブランド創出を目指す。

10か年計画（第３次）

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）


