
 
中野区基本構想  
区は、平成 17年３月に区政運営の指針となる中野区基本構

想を制定した。この基本構想は、区民すべての共通目標であ

ると同時に、区が区民の信託にもとづき行政を進める上で、も

っとも基本的な区政運営の指針となるものである。また、この基

本構想では、豊かな地域社会をつくりあげていくための基本理

念とまちの将来像、10 年後に実現するまちの姿を明らかにして

いる。 

制定以降、区内では、中野四季の都市（まち）が完成し、西

武新宿線沿線立体交差事業が始まった。また、地域では、町

会・自治会を中心に地域支えあいネットワークの取組が広がっ

てきた。東日本大震災、地球温暖化、少子高齢化、人口減少

社会、東京オリンピック・パラリンピックの開催決定など、外部環

境も大きく変化した。 

こうした区を取り巻く社会経済状況の変化に対応し、新たな

10年の区政の方向を定めるため、制定から 10年、一部改定か

ら５年が経過した平成 28 年３月に基本構想を全面的に改定し

た。 

 
 
 
 
 
 
 

 
中野区基本構想  （全文） 平成 28 年３月 

第１章 新たな時代に向けて 

中野区は、昭和７年（１９３２年）、中野・野方両町の合併によ

って誕生しました。以後８０余年、戦争やその後の復興、高度

経済成長、バブル崩壊とそれに続くいわゆる失われた２０年な

ど、時代の変化に対応しながら、自治の営みを重ね、人々のき

ずなを強めてきました。区民は、ともに築き上げてきた中野のま

ちを愛し、誇りを持っています。さらに、このまちを発展させな

がら、次の世代に自信を持って引き継いでいきたいと思ってい

ます。 

中野区は、平成１７年（２００５年）３月、「生かされる個性、発

揮される力」を基本理念とした基本構想を制定しました。基本

構想は、人々が力をあわせてお互いの暮らしやまちの豊かさを

高めていくための区民の共通目標であると同時に、中野区が

区民の信託に基づき行政を進める上で、最も基本的な区政運

営の指針です。多くの区民の皆様の意見を踏まえながら検討

を進め、議会で議決されるものです。この基本構想では、区民

がともにめざす中野区の将来像を描いた上で、１０年後に実現

するまちの姿を示しています。そして、中野区は、そこに向けた

中野区の取組を示すものとして、「新しい中野をつくる１０か年

計画」を策定しました。基本構想は、中間となる５年目で、時代

の変化を踏まえ、一部に所要の改定を行いましたが、根幹とな

る部分はしっかりと引き継ぎながら１０年が経ちました。 

この間、中野区内では、警察大学校等跡地に中野四季の都

市（まち）が完成し、企業や大学の立地などで中野駅周辺が大

きく様変わりしました。西武新宿線沿線では、中井駅～野方駅

間の連続立体交差事業が始まりました。地域では、町会・自治

会を中心に自治の活動が進展し、地域支えあいネットワークづ

くりの取組が始まっています。 

東日本大震災が起きたこと、地球温暖化の影響が一層懸念

されるようになったこと、また、少子高齢化の進展、人口減少社

会への突入、平成３２年（２０２０年）の東京オリンピック・パラリン

ピックの開催決定など、外部環境も大きく変化しました。 

時代の変化や基本構想を踏まえた区政の歩みによって、変

わってきた中野のまち。これまでの成果を検証し、新たな１０年

の区政の方向を定めるため、今回、基本構想を全面的に改定

することとしました。 

そして、新たな基本構想で描く１０年後に実現するまちの姿

に向けて、「新しい中野をつくる１０か年計画」についても全面

的に改定を行います。１０か年計画では、将来像がどれだけ実

現されてきているかを測るための具体的な「指標」を設定し、

「指標」ごとの目標値を定めるとともに、将来像の実現に向けて

中野区が取り組む施策について明らかにするという区政運営

の根幹となる構成はそのままに引き継ぎながら、新たな基本構

想が描く１０年後に実現するまちの姿をめざしていきます。 

少子高齢化や生産年齢人口の減少によって、地域社会の

有り様は今後も大きく変化していきます。産業が成熟化し、新

たな経済成長の道筋を見出さなければならないこと、都市施設

など多くの社会資本が老朽化している現状、待ったなしとなっ

ている地球環境問題、いよいよ切迫感を増している大規模災

害の懸念など、区政が対応していくべき課題も山積しています。

特にこれからの社会の課題は人々の暮らしに密着して、地域

で解決していかなければならないことばかりです。地方自治体

が未来を見据えて自らの責任で地域を運営していく地方分権

でなければ、日本の未来を拓くことはできません。 

地域の課題は、地域住民が自ら考え、自ら決定し、自らの責

任で未来を切り拓いていく。いよいよ本格的な地方分権時代の

到来となります。 

第 ２ 章    区の方針・計画・区政のしくみ 

 

第１章 新たな時代に向けて これまでの区の歴史と、基本構想を制定した理由を記している。

第２章 中野のまちの基本理念 住みよいまちをつくっていくために、皆が共有する考え方を示している。

第３章 中野のまちの将来像
区民の暮らしや活動を関連の深いものごとに８つの領域にまとめ、領域ご
とにめざすべき将来像を描いている。

第４章 10年後に実現するまちの姿
第３章と同様に８つの領域ごとに、10年間で到達する将来の姿を描いてい
る。

第５章 将来像の実現をめざして
基本構想と計画体系について示している。また、基本構想で描く将来像を
実現するための行財政運営の基本原則を明らかにしている。

基本構想の構成
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中野区に暮らし、自治体を築き上げている区民が、１０年後

の中野区を「多彩なまちの魅力」に満ち、「支えあう区民の力」

であふれる「わがまち」としていくため、すべての区民が力をあ

わせて行動する道標として、中野区基本構想を定めます。 

 

第２章 中野のまちの基本理念 

中野のまちに住み、働き、学び、そして活動する区民は、真

に豊かな地域社会をつくり上げていくための普遍的な理念を

共有します。 

生かされる個性 発揮される力 

私たちは、すべての人々の自由と尊厳を守り、大切にしま

す。 

私たちは、一人ひとりの個性を大切にし、みんなの幸せを考

えて行動します。 

私たちは、地球的視野に立って、平和な世界を築き、環境を

守り再生させ、次世代の人々へ受け渡していきます。 

私たちは、それぞれが持つ力を発揮して、ともに支えあいま

す。 

私たちは、一人ひとりが、みずから決定し、行動し、参加して

自治を担うことで、心豊かな、いきいきとしたまちをつくります。 

 

第３章 中野のまちの将来像 ―多彩なまちの魅力と支えあう区民の力― 

将来の都市像を、「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」

のあるまちとして描きます。 

中野区は、これまで築いてきた歴史と個性を受け継ぎながら、

まちに住む人の生活の質を高めていきます。同時に、多くの

人々がこのまちを訪れ、幅広い活動を展開する、誰にとっても

快適な、魅力あふれるまちをめざします。 

そこでは、人々がいきいきと暮らし、ともに協力し、支えあい

ながら生活を営んでいます。その中から、地域に根差した支え

あいの精神が育ち、独創的、先進的な文化や芸術が育まれ、

社会を豊かにし、次代を切り拓くような財やサービスが次々と

生まれて、まちの魅力が様々な形で内外に向けて発信されて

いる・・・、そんなまちの実現をめざしていきます。 

 

《８つの領域でみた将来像》 

 

Ⅰ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

Ⅰ―１ 世界に開かれた経済活動とにぎわいの拠点 

○中野駅周辺は、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ち、

東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点として活力に

あふれています。 

○生活・仕事・交流・文化活動を支える拠点である交流拠点や

駅周辺のにぎわいが再生された西武新宿線沿線では、自然

や歴史などと共生した、新たな文化が構築され、区民の生

活の質が向上するとともに、にぎわいや観光の拠点として注

目されています。 

Ⅰ―２ 魅力にあふれ、来街者の絶えないまち 

○まちのにぎわいや魅力が高まり、来街者が絶えないまちとな

っています。 

○外国人観光客が多く訪れ、国際色豊かなまちとなっていま

す。 

Ⅰ－３ 暮らしと交流の中心となる商店街 

○商店街は、商品やサービスの供給に加え、医療・介護等を

はじめとした日常生活の支援、交流の場として暮らしを支え

るとともに、周辺のまちづくりと連携し、地域コミュニティの核

となっています。 

○連携都市との経済交流が進み、その都市ならではの商品が

安定的に供給され、消費活動が充実しています。 

 

Ⅰ―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 

○多くの国際ビジネス関連企業が立地し、グローバルに展開

する多様な活動が活発化しています。 

○グローバルに展開する多様な活動から、新たな産業や文化

等が生み出されています。 

○グローバルに活動する人材が、中野の住人としてにぎわい

づくりに貢献しています。 

○産業の発展によりまちに活気があふれるとともに、人々の生

活の質が向上しています。 

○誰もが自らのライフスタイルにあった就労や公益活動を行っ

ています。 

 

Ⅱ 快適・安全な魅力ある都市 

Ⅱ―１ 安全で利便性の高い、住み続けられるまち 

○建物の不燃化や公共空間の拡大などが進み、災害に強い

まちになっています。 

○土地の高度利用により、オープンスペースや公共空間が広

がり、都市の機能や住環境が向上しています。 

○まちの交通環境が整備され、誰もが快適に日常移動ができ

ています。  

○多様で質の高い住宅や魅力ある景観、住環境により、子育

て世帯から高齢者等までが、それぞれのライフステージやス

タイルに応じ、安心して中野のまちで暮らしています。 

Ⅱ―２ 景観やみどりに配慮された魅力あるまち 

○まちの景観が向上し、来街者を引き付ける魅力となっていま

す。 

○公園や遊歩道、街路樹などによって、まちにみどりが増える

とともに、健康維持のための活動や憩いの場が増えていま

す。 

Ⅱ―３ 計画的に整備・管理される都市基盤施設 

○都市計画道路や狭あい道路などが、それぞれの担う役割に

応じて整備され、まちの安全性・快適性が確保されていま

す。 

○道路や施設のバリアフリー化等が進み、誰もが安全、快適に

都市生活を送っています。 

Ⅱ－４ 災害への備えや防犯の取組が進んだまち 
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○災害への備えが、自助・共助・公助のそれぞれの視点で整

っています。 

○避難等災害時に支援の必要な人への対応が充実し、誰もが

安心して地域生活を送っています。 

○多くの人が地域での防犯活動に参加するとともに、防犯のた

めの環境整備が進み、まちの安全が高まっています。 

 

Ⅲ 環境負荷の少ない、持続可能なまち 

Ⅲ―１ 環境負荷の少ない低炭素社会 

○日常生活の中で低炭素なライフスタイルが浸透し、次世代に

引き継がれています。 

○環境に配慮した都市施設等の基盤が整い、低炭素なまちが

築かれています。 

○温暖化に伴う気候変動の影響に適応したまちとなっていま

す。 

○ごみの発生抑制、資源化の取組が徹底されることにより、「ご

みゼロ都市・なかの」が実現しています。 

○都市の暮らしの中で、みどりを育て、うるおいとやすらぎを感

じられるまちとなっています。 

Ⅲ―２ 良好な生活環境が守られているまち 

○食の安全や薬物乱用の防止などにより、区民の暮らしの安

全が高まっています。 

○動物愛護の精神が広く共有され、地域の中で人と愛護動物

との共生が図られています。 

○害虫・害獣等生活環境を阻害する要因が排除され、人々が

良好な生活環境の中で暮らしています。 

 

Ⅳ 誰もが成長し続けるまち 

Ⅳ－１ 安心して産み育てられるまち 

○子どもたちは、地域の中で見守られ、様々な体験を通じて心

豊かに育っています。 

○ニーズに応じた支援や教育・保育環境が整い、保護者は育

児等への不安や孤立感が解消され、愛情と責任を持って子

育てに臨んでいます。 

○虐待や発達上の課題がある子どもや家庭への支援や地域

での理解が深まり、子どもがみな大切にされています。 

○地域の中で、子どもたちの声がこだましています。 

Ⅳ－２ 自ら学び可能性を拓く子どもが育つまち 

○子どもたちに自他の生命や人権を尊重する心が育まれてい

ます。 

○自ら学び考え、自らの道を切り拓き、社会変化に対応できる

人材が育っています。 

○学校、地域、家庭の協働により、学校の教育力が向上し、活

力ある学校が経営されています。 

○学校は、地域やボランティアの様々な活動によって、地域コ

ミュニティの核となり、地域の連帯が深まっています。 

○子どもたちは、豊かな情操を育み、知力・体力を高めながら、

自分の将来に希望や目標を持ち、いきいきと学んでいます。 

Ⅳ－３ 学びと文化を創造・発信するまち 

○文化・芸術が保護され、生涯を通じての学習の機会が地域

の中に広がり、区民は自らの可能性を伸ばしながら、いきい

きと暮らしています。 

○中野に息づく歴史、伝統文化が保護・継承され、それぞれ

の魅力が周知され、中野への愛着が深まっています。 

○区民は豊富な情報資源を仕事や暮らしに活用し、充実した

人生を築いています。 

 

Ⅴ 支えあう地域のきずな 

Ⅴ―１ 見守り・支えあいが広がるまち 

○町会・自治会に、多くの人が参加し、地域コミュニティの核と

して、様々な活動を行う団体と連携して、地域の課題を自主

的に解決しています。 

○近隣による見守りや日常的な支えあい活動などにより、区民

生活に安心がもたらされています。 

○ライフステージや関心に応じた公益活動、文化・生きがい活

動を通して、社会参加が進んでいるとともに、地域での課題

に、それぞれの立場から取り組み、その解決を図っていま

す。 

○公的なサービスを補完し、より柔軟できめ細かな日常生活の

ニーズを満たす活動が、地域団体、公益団体や民間活動に

より形成されています。  

Ⅴ－２ 様々な活動の連携によって守られる暮らし 

○区民とその家族は、自らの意向、選択が尊重され、自己実

現に向けた生活を営んでいます。 

○区民のお互いの見守りや支えあい活動によって必要な相談

支援につながり、誰もが地域の中で孤立することなく安心し

て生活しています。 

○様々な機関等が連携したサービスの提供によって、誰もがラ

イフステージに応じた相談や自立した日常生活に向けた支

援を受けることができ、地域の中で健やかな暮らしを続けて

います。 

○質の高い保健・福祉等の多様なサービスが確保されるととも

に、利用者を保護する取組により、区民が安心してサービス

を利用しています。 

 

Ⅵ 自らつくる健康で安心した暮らし 

Ⅵ―１ スポーツ・健康づくりで活力のみなぎるまち 

○スポーツ競技力が高まり、国内外で活躍する区民が増えて

います。 

○多くの区民が、身近な地域で、日常的な運動・スポーツに親

しみ、健康に暮らしています。 

○様々なスポーツが区内で盛んに行われ、スポーツを通じて

地域コミュニティが活性化するとともに、まちのにぎわいが高

まっています。 

Ⅵ―２ 健康的な暮らしを実現するまち 

○区民一人ひとりが、健康の大切さを自覚し、疾病・介護予防

などの情報や支援を得ながら、日々の暮らしの中から健康

づくりに努め、健康的に暮らしています。 

○健康づくりや医療などの体制が整備・確保され、区民は健康

不安のない暮らしを営んでいます。 

○自然と歩きたくなるまちの整備により、日々の暮らしの外出な

どが健康づくりにつながっています。 

Ⅵ―３ 誰もが障壁なく自己実現できるまち 

○地域での生活において、社会的障壁が取り除かれ、障害者

は、自らの意思と決定に基づいて自己実現できる社会となっ

ています。 
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Ⅵ―４ 暮らしの支えが整い、自立した生活を営めるまち 

○様々な暮らしの支えにより、区民の生活の安定と自立が促進

されています。 

 

Ⅶ 区民の暮らしを守る行政サービスの基盤 

Ⅶ－１ 安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち 

○安定した医療保険制度が構築され、区民が安心して必要な

医療を適切に受けることができています。 

○安定した介護保険制度の運営により、区民が安心して一人

ひとりの状況に応じた適切な介護サービスを利用できていま

す。 

Ⅶ－２ 質の高い区民サービスを支える基盤が整うまち 

○住民情報が正確に記録され、質の高いサービスが提供され

ています。 

○情報基盤により、区民が自身の住民情報を活用し、必要な

行政サービスを知り、速やかに利用できるまちとなっていま

す。 

○正確に記録された住民情報と多様な納付手段の提供が、適

正な課税と納税につながり、区民サービスを支える基盤が強

化されています。 

○情報通信技術（ＩＣＴ）と対面による対応の連携により、区民

はいつでも、どこでも、質の高いサービスを利用でき、豊かな

生活を営んでいます。 

○マイナンバー制度に対応する利活用が、官民のサービスに

広がり、区民の利便性が高まっています。 

 

Ⅷ 区民とともに築く持続可能な区政 

Ⅷ―１ 区民意思と合意に基づく政策決定 

○区民が自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさを

追求するため、より良い中野のまちの実現をめざし、質の高

い情報を得て、区政の政策決定過程へ参加しています。 

Ⅷ―２ 人権を守り、多様な人が参画するまち 

○区民相互の人権が守られ、尊重しあえる地域社会が形成さ

れています。 

○多様な文化や多様な生き方を認めながら、地球規模で考え、

地域に根差した行動のもと、平和で豊かなまちとなっていま

す。 

Ⅷ－３ 将来を見据えた行財政運営 

○将来を見据えた確かな状況分析のもと、区民にとっての価

値を見極めた施策立案がなされ、区民に信頼される区政運

営が行われています。 

○将来の需要を見据え、強固な財政基盤が整っています。 

○区民の暮らしを守るための危機管理が徹底されています。 

Ⅷ－４ 連携都市との相互発展に向けた豊かな交流 

○連携都市との間で長期滞在等の人の交流が進み、区民の

生活における選択の幅が広がり、ライフスタイルに応じた暮

らし方ができるようになっています。 

 

 

第４章 10 年後に実現するまちの姿 

「多彩なまちの魅力と支えあう区民の力」のあるまちをめざし

て、向こう 10 年間で到達する将来の姿を、８つの領域ごとに描

きます。 

Ⅰ 産業と人々の活力がみなぎるまち 

Ⅰ―１ 世界に開かれた経済活動とにぎわいの拠点 

○中野駅周辺の回遊性が高まり、周辺まちづくりが進むととも

に、グローバルな活動を行う企業の増加、集客交流機能を

活用した様々な会議やイベント、文化活動等の充実や発信、

良好な居住空間の整備を通して、多彩な魅力が形成されて

います。 

○西武新宿線沿線については、中井駅～野方駅間の連続立

体交差化に伴い、踏切や線路による地域分断や交通渋滞

が解消され、安全性・利便性が向上しており、野方駅～井荻

駅間についても、引き続き事業化が図られています。 

また、各駅を中心とする道路整備や街区の再編等を契機に、

それぞれの地域特性を活かしたまちづくりが進んでいます。 

○西武新宿線沿線以外の交流拠点については、業務施設や

交流施設、住宅の誘導等、まちの活性化に向けたまちづくり

が進んでいます。 

Ⅰ―２ 魅力にあふれ、来街者の絶えないまち 

○交通利便性に優れた住環境とともに、マンガ・アニメや小劇

場の演劇などのカルチャー、個性的な店、飲食店の集積と

いった様々な顔を見せる中野ならではの魅力・特徴が認知

され、国内外から多くの人が中野のまちを訪れ、楽しんでい

ます。 

○哲学堂公園をはじめとする固有の歴史や文化が観光資源と

なり、来街者が中野のまちを周遊しています。 

○中野駅周辺を中心に、グローバルなイベントをはじめ様々な

イベントが開催され、また、魅力的な店舗等が充実し、東京

の新たなシンボルとなっています。 

○積極的に来街者への対応を行うことで、交流が活発化し、ま

ちのにぎわい、地域の活性化が進んでいます。 

Ⅰ－３ 暮らしと交流の中心となる商店街 

○区民の日常的な生活用品やサービスが安定的に供給され

るとともに、魅力のある商店が集まり、便利で個性的な商店

街が形成されています。 

○商店街は、人々の交流の場であるとともに、医療・介護、子

育てや教育などの生活を支援するサービスが充実し、地域

コミュニティの核として機能しています。 

○連携都市の生産者との交流や物産交流を通して、安全・安

心で豊かな消費活動が形成されています。 

Ⅰ―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 

○国際的に展開するビジネスの活動基盤が整備され、多くの

関連企業が立地しています。 

○グローバルに活動する人材が、ビジネス拠点、生活拠点とし

て、中野のまちを選択しています。 

○産業の育成、発展が図られ、地域経済が活性化していま

す。 

○行政や関係機関の支援と効果的な連携により、ライフサポー

ト関連産業やＩＣＴ・コンテンツ関連産業の創出や事業活動

が進んでいます。 

○女性が能力を活かし、希望に応じた働き方を選択できていま

す。 
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○障害者は、就労や地域活動を通じて社会に貢献していま

す。 

○高齢になっても、ライフスタイルに応じた仕事や社会貢献の

機会に恵まれています。 

 

Ⅱ 快適・安全な魅力ある都市 

Ⅱ―１ 安全で利便性の高い、住み続けられるまち 

○大震災、水害等に備えた、災害に強い、安全・安心なまちづ

くりが進んでいます。 

○土地の高度利用等が進み、オープンスペースや公共空間

が増加しています。 

○誰もが安全で円滑に移動できる、多様な交通環境が整って

います。 

○単身者、子育て世帯や高齢者等の多様なニーズに応じて、

住宅の共同化、リノベーション、空き家等の利活用等の様々

な手法により、住宅ストックが形成されています。 

○子育てや多世代同居のため、そのライフスタイルに応じた広

さの住まいが確保されています。 

○高齢者は、サービス付き高齢者向け住宅等、その生活の必

要に応じた住まいが確保・選択できています。 

Ⅱ―２ 景観やみどりに配慮された魅力あるまち 

○歴史的・文化的資源等地区の特性を活かした景観の整備が

進み、まちの魅力が向上し、来街者が増加しています。 

○公園や遊歩道、街路樹等の整備や民有地や住宅での緑化

が進み、まちのみどりが増加しています。 

Ⅱ―３ 計画的に整備・管理される都市基盤施設 

○まちの骨格となる道路等の都市基盤施設の整備や計画的な

維持補修が行われ、まちの安全性、交通の利便性やにぎわ

いなどが向上しています。 

○狭あい道路の整備が進み、日常生活の利便性やまちの環

境が向上しています。 

○道路や施設のバリアフリー化等の誰もが快適に過ごすため

の都市基盤の整備が進んでいます。 

Ⅱ－４ 災害への備えや防犯の取組が進んだまち 

○多くの人が、自ら災害への備えを行うとともに、防災訓練など

に積極的に参加しています。 

○避難の際に支援が必要な人への支援態勢が構築されるとと

もに、円滑な避難生活を送るための態勢が整備されていま

す。 

○災害やその復旧・復興のための対応の基盤が整い、日常生

活や事業活動が早期に復旧できるまちになっています。 

○地域では町会・自治会等の団体が、警察等関連機関と密接

な連携を保ち、自らの防犯活動の取組が進んでいます。 

 

Ⅲ 環境負荷の少ない、持続可能なまち 

Ⅲ―１ 環境負荷の少ない低炭素社会 

○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

生活の中に幅広く根付いています。 

○エネルギーの面的管理、建築物の低炭素化、再生可能エネ

ルギーの利用等により、低炭素なまちづくりが進んでいま

す。 

○温暖化に伴う気候変動による様々な影響に対して、適応が

進んでいます。 

○区民、事業者、区、それぞれが役割を果たすことにより、ご

みの発生抑制、資源化の取組が進み、環境負荷が低減す

るとともに、ごみの大幅な減量が実現しています。 

○建替えなどに伴う緑化のほか様々な工夫により、暮らしの中

に息づくみどりが増えています。 

Ⅲ―２ 良好な生活環境が守られているまち 

○適切な食品監視・指導と、食品の安全・安心について区民・

事業者・行政の間で情報・意見交換をする機会の充実等に

より、衛生的な食品が常に提供されています。 

○区民団体等との協働により薬物乱用・危険ドラッグは撲滅さ

れ、区民は正しい知識に基づいて医薬品を利用していま

す。 

○ペットの正しい飼養方法が普及し、愛護動物との共生につ

いて理解が深まっています。 

○自主防除の知識浸透と確実な駆除により、生活衛生や安全

を脅かす害虫・動物等から地域が守られています。 

 

Ⅳ 誰もが成長し続けるまち 

Ⅳ－１ 安心して産み育てられるまち 

○家庭が子育てについての責任を自覚し、自信を持って子育

てを行うことができるように、妊娠・出産期からの一貫した相

談・支援体制が整っています。 

○地域の子育て支援の拠点の整備が進み、親同士の交流や、

子どもたちの様々な活動が行われています。 

○地域で子育て支援者やコーディネーターの育成が行われ、

育成活動のネットワークが広がり、地域全体で子どもの育ち

を支えています。 

○虐待や発達の課題など、個別的な支援を必要とする子ども

への一貫した支援が、関係機関の連携のもとに推進されると

ともに、地域での理解が浸透しています。 

○家庭は、子どもや家庭の事情に応じて必要な子育て支援サ

ービスを利用して、安心して子育てができています。 

○すべての乳幼児が、必要に応じた保育や幼児教育を、家庭

の理念や選択により受けることができるよう、十分なサービス

が提供されています。 

○地域や行政の様々な協力や支援によって家庭は充実した

子育てを行い、出生率が向上しています。 

Ⅳ－２ 自ら学び可能性を拓く子どもが育つまち 

○子どもたちは、グローバル化のより一層の進展に対応できる、

確かな学力、体力、コミュニケーション能力と社会規範を身

に付けるとともに、自他を尊重する態度が育っています。 

○子どもたちは、基礎から応用段階まで自ら学ぶ力を身に付

け、思考力や判断力、表現力など各自の個性を伸ばしてい

ます。 

○学校と地域が連携・協力する体制が整い、子どもたちは多

様な体験や学習に取り組んでいます。 

○特別な配慮を必要とする子どもたちを含めたすべての子ども

たちが、個々に応じたきめ細やかな教育を受け、地域の中

で交流しながらその可能性を伸ばしています。  

○子どもたちの成長期の心の問題への多様な支援体制が整

っています。 

○家庭や学校、地域の協力した取組によって、子どもの体力

が向上しています。 
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○豊かな食文化を身に付け、子どもが健やかに育っています。 

 

Ⅳ－３ 学びと文化を創造・発信するまち 

○地域に根付く文化・芸術の振興が図られ、その成果が幅広く

区民に共有されています。 

○区民は、地域や社会に貢献し続けられるよう、学びの機会を

活用しています。 

○中野に息づく歴史、伝統文化の魅力が広がり、区民はそれ

らに親しみ、誇りを持って継承しています。 

○学校と図書館が連携した読書活動を推進することにより、子

どもたちは読書に親しみ、豊かな創造力と生きる力を育んで

います。 

○図書館は、地域性とともにその専門性を高め、各館の個性

に即した文化・情報の拠点として区民の仕事や暮らしを支援

しています。 

 

Ⅴ 支えあう地域のきずな 

Ⅴ―１ 見守り・支えあいが広がるまち 

○町会・自治会は、地域での課題を解決するため、地域活動

の中核として、他の公益団体との連携を深めています。 

○近隣関係を軸とした地域での支えあい活動が広がり、多くの

人が担い手となっています。 

○地縁団体以外にも、専門的な領域での活動が成熟し、多く

の区民が参加し、様々な取組が活性化しています。 

○区民活動センターは、区民の意思に基づいて運営される地

域自治の拠点として、機能しています。 

○町会・自治会、大学、ＮＰＯ、民間企業等の広範な連携が行

われ、地域活動や公益活動が活性化しています。 

Ⅴ－２ 様々な活動の連携によって守られる暮らし 

○身近な地域の中での見守り・支えあい活動によって支援が

必要な人は、適切な相談・支援を受けています。 

○認知症などへの理解が深まり、生活支援のサービスや成年

後見制度や近隣の支えあいにより、区民は自らの選択によ

る意向を尊重され、地域生活を続けています。 

○町会・自治会などの地域の活動団体や民生児童委員、社会

福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体、民間事業者や医療

機関などが連携し、見守り、医療・福祉・介護の支援、健康

づくり・予防、住まいなどを一貫して総合的にサポートする体

制が整い、活発に活動が展開されています。 

○医療・福祉・介護・権利擁護・生活支援などの多様なサービ

スについては、必要とされる量が確保されるとともに、包括ケ

アの担い手の確保と多様で質の高いサービスが提供されて

います。 

 

Ⅵ 自らつくる健康で安心した暮らし 

Ⅵ―１ スポーツ・健康づくりで活力のみなぎるまち 

○トップレベルの競技やアスリートを通じて、スポーツへのあこ

がれや関心が高まり、区民の競技活動が活発に行われてい

ます。 

○トップアスリートやスポーツ指導者の活用によって、地域のス

ポーツ団体や学校部活動への技術的支援や活動支援が進

んでいます。 

○誰もが、その人なりに楽しみながら継続的に身体活動やスポ

ーツを楽しむ場や機会が地域の中に広がっています。 

○身近な地域でのスポーツ・レクリエーション活動を通じて、豊

かな人間関係や地域コミュニティの形成が進んでいます。 

Ⅵ―２ 健康的な暮らしを実現するまち 

○区民一人ひとりが、健診結果などの情報や身近な医療、地

域の取組などを活用しながら、健康の自己管理に努め、健

康の維持向上を図っています。 

○健康づくりの取組に対するインセンティブの仕組みが整えら

れ、区民の意識が高まり、それぞれの健康づくりが進んでい

ます。 

○日々の暮らしの中で、自然と健康づくりにつながるような、ま

ちの構造や景観が整備されています。 

○かかりつけ医を持ち、身近な地域で気軽に受診相談ができ

ています。また、医療機関相互の連携により、必要な医療が

受けられる体制が整備されています。 

○健康危機に対しての迅速な対応体制が整備され、感染症な

ど様々な健康への脅威が未然に防がれています。 

Ⅵ―３ 誰もが障壁なく自己実現できるまち 

○総合的な相談支援体制と専門相談機能が強化され、障害

者は身近な地域で必要な支援を受けながら安心して生活を

しています。 

○障害者は、多様なサービスの中から自分に合ったものを選

択して利用し、地域で自立した生活を送っています。 

○障害者は、就労や地域活動を通じて社会に参加し、様々な

交流や活動に関わることで、いきいきと暮らしています。 

Ⅵ―４ 暮らしの支えが整い、自立した生活を営めるまち 

○個人の力や地域の支えを超えて生活が困窮し、行政の支援

が必要な人に区は支援を用意し、その支援により生活が安

定し、自立した生活を回復・維持する世帯が増えています。 

○継続的な生活困窮に至る前から就労支援等が行われ、区

民は、安定した生活を営むことができています。 

 

Ⅶ 区民の暮らしを守る行政サービスの基盤 

Ⅶ－１ 安定した社会保険制度の運営で暮らしを支えるまち 

○社会保険制度にかかる説明や情報提供が、ワンストップで

わかりやすく行われ、必要な人に必要な情報が提供され、

手続が円滑に進められています。 

○正確な資格管理、保険料収納の確保により、社会保険制度

の運営のための基盤が整っています。 

○医療・介護サービス等における給付が適正に行われ、社会

保険制度が安定的に運営されています。 

○介護事業者への指導や人材確保の支援等により、適正な介

護保険サービスを提供できる体制が整っています。 

Ⅶ－２ 質の高い区民サービスを支える基盤が整うまち 

○住民基本台帳にかかる事務が正確に、安定的に行われると

ともに、マイナンバー制度に対応した利活用が進み、区民サ

ービスの正確性、利便性を高める環境の整備が進んでいま

す。 

○正確な課税とともに、税にかかる制度理解の促進や納税者

の状況に応じた多様な納付手段の提供により、収入率が高

まっています。 

○情報通信技術（ＩＣＴ）の活用とあわせ、対面によるきめ細か

な対応を進めることにより、質の高い行政サービスの提供が
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進んでいます。 

 

Ⅷ 区民とともに築く持続可能な区政 

Ⅷ―１ 区民意思と合意に基づく政策決定 

○多様な媒体を通じて、区政情報の共有化、マイナンバー制

度におけるマイナポータルの導入等による区民ニーズに応

える双方向の情報交換等が図られ、区民が迅速、的確に質

の高い情報を入手できています。 

○人口・世帯、産業・経済、医療・福祉の統計データ等、様々

な行政データが広く活用され、行政の効率性、透明性が高

まっています。 

○あらゆる人にとって、公平・公正で、開かれた区政運営の基

盤となる政策決定過程への参加の仕組みと機会の拡充が

図られています。  

Ⅷ―２ 人権を守り、多様な人が参画するまち 

○区民一人ひとりが自分を大切にするとともに、それぞれの考

えや生き方を認め、差別されることなく社会に参画できる環

境づくりが進んでいます。 

○他国との市民レベルの交流が進み、地域における相互理解

の輪が広がり、恒久平和に向けた区民意識が高まっていま

す。 

Ⅷ－３ 将来を見据えた行財政運営 

○最少の経費で区民にとって最大の価値を生み出す区政運

営が行われています。 

○幅広い視野と区民への共感に基づいた施策を立案し、積極

的に多様な主体と協働し、施策を遂行できる組織運営・職員

育成が行われています。 

○区の幹部として女性が活躍することをはじめ、多様な人材の

活用が図られています。 

○様々な主体によるサービスが展開される中、民間等が行う公

共サービスを含め、必要な質・量が確保されています。 

○将来を見据えた施策展開が実現し、区民が長く親しみ、利

用できる区有施設が整備、運営されています。 

○危機発生時においても、区民の生命・財産が守られ、区民

生活に密着する行政サービスの提供機能を維持するための

仕組みと機能が充実しています。  

Ⅷ－４ 連携都市との相互発展に向けた豊かな交流 

○連携都市との間の観光・体験、経済等の交流が活発化して、

長期滞在や二地域居住などが行われています。 

  

 

第５章 将来像の実現をめざして 

１ 基本構想と計画体系 

基本構想は、区の計画体系の最上位に位置し、「新しい中

野をつくる１０か年計画」は、基本構想の理念と将来像を実現

するための取組や目標を示す基本計画となります。この計画で

は、基本構想が描く将来像について、１０年後に達成する「指

標」と目標値を明らかにし、その実現をめざします。 

個別計画の策定や事業の実施は、基本構想と「新しい中野

をつくる１０か年計画」に基づいて行われ、これらをさらに具体

化していくものとなります。 

区は、あらゆる機会を捉えて基本構想の考え方を広く区民

に周知し、区民とともにその理念を共有し、取組を推進していく

とともに、現状の把握や検証・評価にあたって、幅広い区民の

参加を進めていきます。 

「新しい中野をつくる１０か年計画」をはじめ行政計画は、常

に時代の変化を捉え、必要な見直しを行っていくこととします。 

 

２ 行財政運営の基本原則 

区は、次の原則を基本にして、基本構想が示す基本理念を

推進し、将来像の実現に向けた取組を進めていきます。 

○持続可能な行財政を確立する 

最少の経費で区民にとって最大の価値を生み出す、効率化

と質が保たれた小さな区役所により、持続可能な行財政を確

立します。 

○公共サービスを多様な担い手に開放し、公助を確保する 

区は、行政としての支援が必要な区民のために、社会的な

安全網としての施策を実施します。民間や地域活動団体など

の多様な担い手によって、より効率的で柔軟なサービスが区民

に提供される中で、区はそうした活動が適正に行われ、区民か

ら信頼されるものとなるよう、評価する仕組みをつくるとともに、

サービスの質と量を確保するため、監視・指導・支援を行って

いきます。 

○参加と地域自治を進める 

区政運営への区民参加と、地域における自己決定・自己責

任に基づく地域自治によって、中野の自治を推進します。 

○開かれた公正な行政を確立する 

区民の声を反映する仕組みを活用して、広く区民の意見を

求めながら行政運営を行います。あわせて、発生主義会計の

考え方に基づく財務状況や、外部評価による施策の評価結果

の公表など、行政の説明責任を果たし、行財政の目標と成果

についてわかりやすく情報提供を行います。また、サービスに

対する苦情などを行政全体として受け止め、公正な立場で解

決していきます。 

○目標と成果による行政を経営し、行政組織を整備する 

区民の立場に立った目標を明確にして、その達成をめざす

行政システムを確立します。達成すべき目標にあわせて予算、

組織を編成し、区民に公表して、「計画－実施－評価－改善」

のプロセスを進めます。同時に、区の組織を簡素で効率的なも

のにするとともに、組織の縦割りによる弊害をなくし、現場への

権限委譲を進めて、迅速で柔軟な意思決定を行います。あわ

せて、人材育成を進め、価値の高い行政運営を図ります。 

○自治体としての自己決定・自己責任を実現する 

様々な制度改革などに対して、自己決定・自己責任により対

応できる、自立した自治体をめざします。 
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中野区自治基本条例 

区は、平成 17（2005）年４月１日に、中野区自治基本条例を

施行した。この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかに

するとともに、区民の権利と責務、行政運営と区民の参加の手

続等の基本的な事項などについて定めたものである。区は、こ

の条例により、区民の意思を反映させた区政運営と区民の自

治の活動を推進し、安心して生き生きと暮らせる地域社会を実

現することをめざしている。 

条例の主な内容は以下のとおり。 

１  自治の基本原則 

① 区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊か

さを追求するために自治を営む。 

② 区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実

現を目指す。 

③ 区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければ

ならない。 

④ 区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政へ

の参加の機会を保障しなければならない。 

⑤ 公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する

目的を達成するため、協力し合う。 

２  区民の権利と責務 

○区民は、区の政策の企画立案・検討・実施・評価・見直しの

すべての過程に参加する権利を有する。 

○区民は、区の情報を知る権利を有する。 

○区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任

を持ち、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向け

て努めるものとする。 

３  区議会の役割と責務 

○区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関

であるとともに、行政運営を調査・監視し、適正かつ効果的

な行政運営を確保する権能を有する。 

○区議会は、区議会の情報を公開し、区民との情報共有を図

るものとする。 

４  行政の役割と責務 

○行政は、政策の企画立案・検討・実施・評価・見直しのすべ

ての過程についての情報を分かりやすく区民に提供するよう

努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなけ

ればならない。 

○行政は、行政運営における公平性・公正性を確保し、区民

の権利・利益を保護しなければならない。 

○行政は、効率的・効果的な行政運営を行わなければならな

い。 

○職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し、こ

の条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取り組ま

なければならない。 

５  区長の役割 

○区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ

誠実な行政運営を行わなければならない。 

６  行政運営 

○財政見通しを踏まえた上で基本構想を定めるとともに、基本

計画を策定し、総合的・計画的な行政運営を行う。 

○行政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公

平性・公正性を確保し、透明性の向上を図る。 

○行政活動の成果を示す目標を設定し、その達成度を評価す

ることにより、行政運営の改善を図る。 

○行政運営上の職員の違法な行為などによる公益の損失を防

止するため、職員の公益通報に関する事項を定める。 

○行政運営の過程で区民が受ける不利益な扱いを簡易かつ

迅速に解消するため、不利益救済のしくみなどを整備する。 

○個人情報を保護する。 

７  区民の参加 

○行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容・性

質・重要性に応じて、個別意見の提出、意見交換会、パブリ

ック・コメント手続などの適切な形態・方法により行う。ただし、

次の事項の決定に当たっては、原則として、意見交換会とパ

ブリック・コメント手続を実施する。 

・区の基本構想・宣言等の策定・改廃 

・基本計画・個別計画の策定・改廃 

・区政運営に関する基本的な方針を定める条例、広く区民に

義務を課し、または権利を制限する条例の制定・改廃の案 

・大規模公共施設の建設に関する基本的な計画の策定・変更 

○行政は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の 

総意または合意点を見極める。 

○行政は、区民の意見の反映状況について説明責任を果たさ

なければならない。 

８ 住民投票 

○住民投票は、事案ごとに制定される条例に基づいて実施す

る。その条例では、投票に付すべき事項、投票の手続、投

票資格などを定める。 

９  区民の合意事項の尊重 

区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課

題解決に向けて、自ら守るべきものとして合意した事項を尊重

する。 

 
 

計画行政の歩み 

１．区政三か年計画 

区の本格的な計画行政のスタートは、昭和 48 年に策定した

「区政三か年計画」に始まる。この計画は、当面区政が取り組

むべき課題と、課題の対応に必要な施策を明らかにし、区政を

計画的に進めるために策定した。同時に、この計画によって区

と区民を結び、ともに区政を考える共通の手がかりとしていくこ

とを求めてまとめたものである。 

「区政三か年計画」は、第１次計画（昭和 48～50 年度）策定

以後、第２次計画（昭和 52～54 年度）、第３次計画（昭和 54～

56 年度）と２回改定を行った。  

 

２．中期計画 

区は、昭和 56 年１月に、「ともにつくる人間のまち中野」を基

本理念に、中野区として初めての基本構想を制定した。「中野
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区基本構想」は、その理念にふさわしい地域社会づくりのため

に、区民と区との共通目標となる将来の中野のあるべき姿と、

区民と区が果たすべき役割を明らかにしたものである。 

区では、この基本構想のめざす「あすの中野」を着実かつ効

果的に実現していくため、長期的な財政見通しのもとに、区政

が取り組む課題と事業の内容を明らかにした「中期計画（行財

政５か年の提案）」を昭和 56 年度から策定した。この計画は、

第１次（昭和 56～60年度）、第２次（昭和 58～62年度）、第３次

（昭和 60～64 年度）、第４次（昭和 62～67 年度）、第５次（平成

２～４年度）と４回にわたり改定してきた。 

第５次中期計画は、長期計画（後述）策定に合わせて全面

的に見直すことをあらかじめ予定していたため、計画年次を１

年残して、新たに策定した長期計画、実施計画へその役割を

引き継ぐこととなった。 

 

３．長期計画と実施計画 

（１）中野区長期計画の策定 

区は、区政をとりまく社会経済状況の変化、区民ニーズの多

様化に対応し、21 世紀に向けて、基本構想がめざす「あすの

中野」を区民とともに着実に実現していくため、これからの区政

展開に必要な長期目標を構築し、区が進むべき方向を総合的

に明らかにすることを目的として、新たな計画の策定に向けた

取り組みを昭和 63 年度からスタートさせた。 

区は、同年９月に設置した「中野区長期計画検討区民会議」

の提言をもとに、幅広い区民からの提案・要望を得ながら、平

成４年２月に「中野区長期計画」を策定した。  

平成４年度から13年度の10か年を計画期間とするこの計画

では、21 世紀の中野の都市像を「いきいきした住宅・文化都市」

「ともにつくる福祉都市」「生涯学習のキャンパス都市」とすると

ともに、都市像の実現に向けて「シンボルプロジェクト」として６

つの重点課題を設定した。 

この長期計画策定後、阪神・淡路大震災を契機とした震災

対策や本格的な高齢社会の到来に向けての備えなど行政需

要が増大、多様化する一方、区財政は、いわゆるバブル経済

崩壊による長期にわたる経済不況などにより、中野区長期計

画策定当時には予想できなかった厳しい状況に置かれた。 

こうした状況下、限られた財源で最大の効果を上げ、区民生

活を守る施策を着実に展開するため、平成９年度を初年度と

する10か年の「第二次中野区長期計画」を策定した。この計画

では、引き続き３つの都市像を基本的な考え方として継承して

いる。 

（２）実施計画の策定 

長期計画の策定に合わせ、３か年の実行計画である「実施

計画」を策定した。この計画は、長期計画事業の具体化を図る

ため、事業の規模、事業費の概算および実施手順などを年度

ごとに示し、各年度の予算編成の指針となるものである。策定

にあたっては、区政の課題について、区民意見や地域からの

提案というかたちで求め、その内容の反映に努めた。 

実施計画は、平成４年度から平成６年度までの第１次、平成

７年度から９年度までの第２次、平成９年度から 11 年度までの

「ʼ97 中野区実施計画」の３回にわたり策定を行ってきた。 

 

４．中野区行財政５か年計画 

区は、平成５年度以降、厳しい財政状況に対して、事務事

業の総点検や財政健全化推進プランに基づく改善に取り組み

ながら、区民サービスの維持に努めてきた。こうした取組は、い

ずれも、一定の効果をあげたが、財政構造の抜本的な改革に

は至らず、また、基金も底をつき危機的な財政状況となった。 

区は、この財政状況を打開するため、平成 13 年３月、「中野

区行財政５か年計画」（2001 年度～2005 年度）を策定した。こ

の計画は、行財政の構造的な改革を行い、安定した行財政基

盤を確立するとともに、区が今後重点的に取り組むべき課題と

５か年で取り組む施策の方向を示し、推進すべき事業を明らか

にすることを目的としている。基本構想がめざす「あすの中野」

の実現に向け、区が置かれている状況を踏まえて計画的な行

財政運営を行うための基本計画であり、第二次中野区長期計

画（1997 年度～2008 年度）は、その理念を行財政５か年計画

に引き継いだことに伴い、廃止した。 

 

５．新しい中野をつくる 10 か年計画 

昭和56年に最初の基本構想が策定されたが、以降、区政を

取り巻く状況は大きく変化し、当初基本構想が想定した社会状

況と現状とに大きな隔たりが生じていた。このため、時代が大き

く変わる中でも、安心で生きがいのある生活を実現し、未来へ

と着実に引き継いでいくことのできる持続可能な地域社会を築

くために、平成 17 年３月に新たな「中野区基本構想」を制定し

た。この基本構想では、「生かされる個性 発揮される力」を基

本理念とし、まちの将来像や 10 年後に実現するまちの姿を明

らかにしている。策定にあたり、区議会や区民ワークショップ、

基本構想審議会など、幅広い区民参加によって検討を進めて

きた。 

区は、この基本構想の掲げる理念と「10年後に実現するまち

の姿」を実現するための基本計画として、平成 18 年１月に、

「新しい中野をつくる 10 か年計画」を策定した。この 10 か年計

画は、区の中長期的な目標と戦略を明らかにしたもので、計画

期間は、平成 17 年度から平成 26 年度の 10 年間。特に区民

生活に影響を与える大きな課題を解決していくため、「まち活

性化戦略」「地球温暖化防止戦略」「元気いっぱい子育て戦略」

「健康・生きがい戦略」の４つの戦略を定め、10 年間で優先的

に取組を進めていくこととした。 

10か年計画は、概ね５年または、区を取り巻く社会経済情勢

が大きく変化した場合に改定することとしている。区は、平成 20

年度から、目標と現状、達成度の検証を開始し、区民ニーズの

多様化、医療制度の改革や中野駅周辺まちづくりの進展とい

った社会経済状況の変化等を踏まえ、平成 22 年 2 月に基本

構想を一部改定、同年３月に 10 か年計画を改定した。この「新

しい中野をつくる 10 か年計画（第２次）」の計画期間は、平成

22年度から 31年度までの 10年間で、これまでの４つの戦略に

加え、戦略を推進する上での共通の重点プロジェクトを設定し

た。 

その後も、社会状況の変化や新たな課題が数多く生まれて

おり、こうした区政を取り巻く環境の変化に対応し、新たな 10

年の区政の方向を定めるため、制定から 10 年、一部改定から

５年が経過した平成 28 年３月に基本構想を全面的に改定した。

これに伴い、10か年計画を改定し、計画期間を平成 28年度か

ら 37 年度とする「新しい中野をつくる 10 か年計画（第３次）」を
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策定した。基本構想で描く 10 年後のまちの姿を実現するため

に区が取り組むべき方策として、８つの戦略を設定し、施策の

方向を明示している。 

10 か年計画は、中野区自治基本条例の規定に基づく区の

基本計画として、中長期的な目標と戦略を明示し、目標を達成

するための手段である事業について、予算や人員などの経営

資源を最大限に活用し、もっとも効率的、効果的に展開してい

くための基本的な方向を示すものである。この計画は、策定後

も目標の達成度の検証などを行いながら、取組み内容の改善

を図るものとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目標と成果による区政運営 

区は常に社会・経済構造の変化に対応しながら、基本構想

が描く将来像を実現するために、真に区民にとって価値のある

施策を実施する持続可能な区政運営を行う。 

そのためには、従前の組織や職員のあり方や区政運営の方

法を、大胆に改革することが必要であるが、その基本となるしく

み・考え方が「目標と成果による区政運営」である。 

 

１．区政目標 

すべての行政活動は区民生活や地域社会をよりよいものに

するための目的をもっており、それを区政目標という。区政目

標は、区民の視点から、わかりやすい言葉で定める。 

目標はいくつかの部門に分類し、部門全体の目標からその

下位の分野ごとの目標、さらにその下位の施策の目標まで分

類整理して明確化し、体系化する。 

この目標を達成するための手段である事業を最も効率的に

実施するために、人員や予算などの経営資源を効果的に投入

し、活用する。 

 

２．予算の編成と執行 

予算は区政目標に対して最大の成果が生み出されるように、

区政目標の体系にそって編成され、事業をとりまく環境の変化

に応じ、目標の達成にむけて有効かつ柔軟に執行される。 

 

３．組織と職員 

部は、部門として括られた区政目標を達成するための経営

単位としての組織である。 

部の目標体系は区長の方針、指示に基づき部長が作成し、

あらかじめ区長の承認を受ける。 

部長は、担当する区政目標の達成に向け、予算、人員、施

設、財産、情報という経営資源を最大限に活用できるよう部の

経営にあたる。 

各職員は、部の目標の一部を分担し、その達成を各自の使

命・職責とする。職員はその職責に応じ、事案の決定権を持ち、

目標達成を実現することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．成果の評価と公表 

区政目標の達成に向けて実施された各事業の成果は、外

部の視点から評価を行い、改善の基礎とする。 

行政評価については、区民に対する区の説明責任を果た

すために、わかりやすい表現で公開する。 

  

第１章  計画の基本的な考え方 改定趣旨、計画の性格、構成等について記している。

第２章 未来への扉をひらく8つの戦略 基本構想における8つの領域ごとに戦略を設定し、施策の展開を示している。

第３章 10年後の中野の姿とめざす方向
展開ごとに、施策の方向、目標、成果指標、おもな取り組み、実現へのステップを

明らかにしている。

第４章 持続可能な行財政運営のために 行財政運営の基本方針、財政見通し、10年間の財政フレーム等を記している。

  　参考資料 人口推計、施設整備の方向性、用語の意味等を記している。

新しい中野をつくる１０か年計画の構成
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５．計画―実施―評価－改善（PDCA サイクル）の徹底 

区政目標とその達成手段である事業、手続きなど、実施成

果の評価にもとづき、常に改善する。 

目標とその達成手段を数値指標で明確化する「計画」、目標

達成に向けて行う事業の「実施」、その成果に対する「評価」、

評価による改善点を次期の計画に反映させる「改善」という一

連のしくみにより、不断に組織と人の質を高めつづけていくこと

が区政運営の基本である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．事業部制による組織運営 

目標達成を最も効果的にめざすために、部が権限と責任を

もって区政運営を行う事業部制を導入している。 

その最大のねらいは、各事業部が一つの経営体として中長

期的な視点をもって、持続可能な組織運営に取り組むことであ

る。より具体的には、区民サービスを実施する現場への権限委

譲により、画一的でなく区民生活の実情にそった改善を現場

が行えるようにすることである。 

部長は、区長と調整しつつ、部の目標体系の設定、事業の

選択、経営資源の配分を行い、最少の経費で最大の効果を生

み出し、それが持続できるように部経営に努めている。 

 

 

 

７．職員への権限委譲と責任の明確化 

目標と成果による区政運営においては、一人ひとりの職員

が個人目標をもち、その達成をめざすとともに、その達成状況

について評価を実施する。職員一人ひとりの目標達成の成果

を評価するにあたっては、職員一人ひとりがその職責に応じた

権限をもつことが前提となる。 

 

◆個人目標 

職員一人ひとりは、自分が分担する業務の区政目標を理解

し、その目標達成に向けて、自らの仕事の進め方に関する成

果、時期などの目標、職務改善目標や能力開発目標、組織経

営上の役割に関する目標、人材育成目標、特命事項に関する

目標などについて個人目標を設定する。

 

特別区制度

１．特別区制度の歩み（成立から都区制度改革） 

（１）特別区の成立（昭和 22 年） 

昭和 22 年、日本国憲法および地方自治法が施行され、東

京の区は「特別区」と呼ばれる特別地方公共団体として位置付

けられ、一般の市に準ずる地位が与えられた。しかし、本来、

一般の市が行うべき多くの事務が都に留保されていたことなど

から、事務の配分や財源を巡って都区間に紛争を生じていくこ

ととなった。 

（２）区長公選制の廃止（昭和 27 年） 

大都市行政の統一的・効率的運営を図ることを目的として、

昭和 27年の地方自治法改正により、区長は、区議会が都知事

の同意を得て選任することとされ、特別区は具体的に制限列

挙された事務を処理し、それ以外の事務は都が処理することと

された。特別区は「都の内部的な団体」という色彩が強くなり、

その自治権を大きく後退させることとなった。 

（３）特別区の事務権能、財政自主権の強化（昭和 39 年） 

その後、人口や産業の過度の集中から都政の行き詰まりが

叫ばれるようになってきたため、昭和 39 年の地方自治法改正

により、福祉事務所の移管など、事務移譲や都区協議会の設

置が実現し、税制においても地方税法に特別区税が法定され
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るなど、特別区の事務権能、財政自主権が強化された。 

（４）区長公選制の復活（昭和 49 年） 

その後も特別区の自治権拡充運動が重ねられ、昭和 49 年

の地方自治法改正により、区長公選制が復活するとともに、都

の配属職員制度が廃止され、区長の人事権が確立した。 

また、事務権能についても飛躍的に拡大され、特別区は、

個別の法律により都が処理することとされたものを除き、市に属

する事務および保健所設置市の事務を処理することとなった。 

この改革以降も、都の内部団体的性格や財政面で自主性を

発揮しにくいしくみなどの改善に向けて、特別区は都区制度の

改革を目指す運動を進めていった。 

（５）都区制度改革の実現（平成 12 年） 

都と特別区による検討・協議や、特別区の行政、区民、区議

会が結集した働きかけが実り、平成２年の第 22 次地方制度調

査会の「都区制度の改革に関する答申」を踏まえ、平成 10 年

に地方自治法改正が成立し、平成 12 年に都区制度改革が実

施された。 

この改革の主な柱は、①特別区の「基礎的な地方公共団体」

への位置付け、②大都市地域の行政の一体性・統一性に配慮

した特別区の自主性・自立性の強化、③都から特別区への事

務の移譲であった。改革の実現により、特別区は、住民に身近

な自治体として、第一義的な役割と責任を担うこととなり、平成

12 年４月から清掃事業をはじめ、区民生活に関わりの深い多く

の事務が特別区に移管された。単に事業を施行する主体が区

になるということだけでなく、区も区民もこれまで以上に多くの

責務を負うこととなった。 

 

２．都区制度改革以降の取り組み 

（１）残された課題 

新たなスタートを切った都区制度であったが、法改正の趣旨

に即した都区の役割分担に基づく財源配分の問題について、

都区間の見解が相違し、課題として積み残されたため、引き続

き協議することとなった。 

しかし、都区間の協議は難航し、平成 18 年２月の都区協議

会において、今後の都区のあり方について、事務配分、特別

区の区域のあり方（再編等）、税財政制度などを根本的かつ発

展的に検討する場を設けるなどの整理が行われ、基本的な問

題の解決は、今後の検討にゆだねられることとなった。 

（２）「都区のあり方検討委員会」の設置 

平成 18 年 11 月、都区協議会のもとに、「都区のあり方検討

委員会」が都区合同で設置された。 

検討委員会のもとに、専門的な事項を検討するための、幹事

会が置かれ、①都区の事務配分、②特別区の区域のあり方、

③都区の税財政制度等について検討を行ってきた。区の事務

配分については、平成 23年１月時点で、都区の事務配分の検

討対象とした444項目について、方向付けを全て終了し、53項

目が区へ移管する方向で検討する事務とされた。 

なお、税財政制度については、今後、事務配分等の検討の

状況をみた上で議論することとされている。 

特別区の区域のあり方については、将来の都制度や東京の自

治のあり方を明らかにしていくことが重要であり、学識経験者も

含め、都と区市町村共同で、調査研究することが必要であると

の認識が都区双方から示された。これを受けて、平成 21 年 11

月に「東京の自治のあり方研究会」を都、特別区長会、東京都

市長会、東京都町村会で共同設置し、調査研究を進めた。平

成 27 年 3 月には最終報告として、都と区市町村の役割分担、

住民自治、効率的・効果的な行財政運営の 3点について、あり

方の方向性をまとめた。 

 

３．地方分権 

（１）一次地方分権改革（平成５年～平成 12 年） 

特別区が都区制度改革に取り組んでいる中、国では平成７

年５月に地方分権推進法が成立し、同年７月に地方分権推進

委員会が発足した。同委員会は、平成９年 10 月までに機関委

任事務注の廃止をはじめ、条例制定権の拡大など４次にわた

る勧告を行った。 

一連の勧告を受けて、平成 10年５月、政府は地方分権推進

計画を策定し、法制化への取り組みを行い、平成 11 年７月に 

地方分権一括法が成立し、地方自治法を含む関係法律の改

正などが行われた。 

法律の主な内容は、①国および地方公共団体が分担すべ

き役割の明確化、②機関委任事務制度の廃止およびそれに

伴う事務区分の見直し、③権限移譲の推進、④必置規制の見

直し、⑤地方公共団体の行政体制の整備・確立などであった。

この法律は、都区制度改革の実施と同じ、平成 12 年４月に施

行された。 注機関委任事務…法律または政令により、国また

は他の地方 

公共団体などから、都道府県知事、市町村長などの地方公

共団体の機関に委任される事務。条例制定をすることができな

い、議会の検査権等が制限されているなどの問題があった。 

（２）三位一体の改革（平成 14 年～平成 18 年） 

政府は、平成 14 年６月に発表した「骨太の方針 2002」の中

で示された３つの改革、すなわち①国庫補助負担金の廃止・

縮減、②税財源の移譲、③地方交付税の一体的な見直しによ

り、国と地方の税源配分の変更等を図ることを企図した「三位

一体改革」を進めてきた。しかし、平成 18 年度の税制改正など

により、約３兆円の税源移譲は実現したものの、国庫補助負担

金の改革については、国と地方の役割分担に基づく議論が行

われないまま、単に補助負担率を引き下げる手法が大きな役

割を占めたため、地方の裁量や自由度が大幅に高められたと

は言えず、区は地方六団体の一員である全国市長会を通じて

適正化への要望を行っている。 

（３）第二期地方分権改革（平成 18 年～） 

三位一体改革以後の地方分権改革を進めるため、平成 18

年 12 月に地方分権改革推進法が成立した。同法では、国は、

国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行

政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、必要

な措置を講じていくこととしている。同法に基づき、平成 19 年４

月に内閣府に地方分権改革推進委員会を設置し、法制上・財

政上の措置などについて勧告をさせることとした。 

同委員会での４次にわたる勧告を踏まえた施策を実施する

ため、政府は平成 21 年 11 月に地域主権戦略会議を設置した。

地域主権戦略会議では、平成 22 年 6 月に閣議決定した地域

主権戦略大綱に基づき、義務付け・枠付けの見直し、基礎自

治体への権限移譲、ひもつき補助金の一括交付金化、出先機

関の抜本改革といった課題について法制化を図るなど取り組
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みを進めている。 

（４）道州制の議論の動向 

第 28次地方制度調査会は、平成 18年２月に「道州制のあり

方に関する答申」を示し、社会経済状況の変化に対応した地

方自治制度の構造改革のため、道州制を導入することを提案

した。 

平成 19 年１月、政府は特命担当大臣のもとに道州制ビジョ

ン懇談会を発足させ、平成 20 年５月に中間報告を行った。同

懇談会では、平成 21 年度中に道州制ビジョンをまとめる予定

であったが、民主党政権に代わり、平成 22 年２月に懇談会は

廃止された。 

（５）分権と都区制度 

第 30 次地方制度調査会では、都区制度を含めた大都市制

度の議論が行われ、「大都市制度の改革及び基礎自治体の

行政サービス提供体制に関する答申」を行った。また国会では

大都市地域特別区設置法が制定されるなど、特別区への注目

が高まっている。 

当区においても、国の地方分権の動向を注視しつつ、都区

間での「都区のあり方検討委員会」などの議論や検討状況を

踏まえ、区のあり方、自治のあり方について検討していく必要

がある。 

 

４．特別区の性格と事務および財政 

（１）特別区の性格 

平成 12 年４月の都区制度改革の実現により、特別区は「基

礎的な地方公共団体」と法律上に明記され、都が「広域の地方

公共団体」と位置付けられた。これによって、特別区は一般の

市町村と同様に、区民生活に密着した事務を都に優先して処

理し、区民に対して第一義的に責任を負う自治体となった。 

（２）事務の範囲 

特別区は、「基礎的な地方公共団体」として、都が広域の地

方公共団体として処理している事務、消防、上下水道等、大都

市における行政の一体性・統一性の確保の観点から都が処理

する必要のある事務を除いて、清掃事業をはじめとする 住民

に身近な事務事業を行っている。 

（３）財政の特例 

特別区には、原則として市の規定が適用されるが、特別区

の存する地域においては、通常市町村が行う事務の一部を都

が処理するなど、特別な大都市制度が採用されていることから、

財政制度においても次のような特例が設けられている。 

① 地方税の課税権等 

特別区が課する税目は、特別区民税（市町村民税個人分）、

軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税、入湯税であり、市町村

税のうち市長村民税法人分、固定資産税、特別土地保有税

（平成 15 年度から課税停止）、事業所税、都市計画税は、特

例として都税とされている。 

なお、都が課している市町村税のうち、市長村民税法人分、

固定資産税、特別土地保有税は都区の共有財源として、後述

する都区財政調整制度の調整税目とされており、都条例により、

その一定割合が特別区に交付される。また、都に都市計画税

が留保されているが、特別区も都市計画事業を実施しているこ

とから、別途、都独自の都市計画交付金が特別区に交付され

ている。 

② 地方交付税 

普通地方公共団体の一般財源の一つである地方交付税に

ついて、特別区の区域では「都区合算規定」という特例が適用

されている。地方交付税額の算定にあたり、特別区の存する区

域を一つの市とみなして算定し、府県として算定した都の分と

を合算して、一般財源に不足があれば、都に交付することとな

っているため、特別区は交付対象団体とはなっていない。 

③ 都区財政調整制度 

都区財政調整制度は、大都市としての都区制度の特殊性を

踏まえて、地方交付税制度が都区合算で適用されることを前

提に、都区間の事務配分や税配分等の特例に対応して、都と

特別区および特別区相互間の財源を調整する制度である。 

このしくみは、毎年度の都区協議を経て、都が条例に基づき、

各区ごとに必要な経費（基準財政需要額）を算定し、各区の特

別区税などの収入（基準財政収入額）と比較して、基準財政需

要額が基準財政収入額を超える額を特別区財政調整 交付金

として交付することによって、財源の調整を行うものである。 

この交付金の財源は、都が課する市町村民税法人分、固定

資産税、特別土地保有税の収入見込み額に、都の条例で定

める配分割合（平成 19 年度以降は 100 分の 55）を乗じて得た

額を充てている。この配分割合については、今後も税財政制

度の改革や都区間の役割分担の変更などに応じて見直しを行

うこととなっている。 

④ 地方債 

特別区は地方債を起こすことができ、福祉施設、学校、公園

などの建設事業の財源としている。なお、地方債の発行につい

て、従来は都知事の許可が必要であったが、平成 18 年４月か

ら一般市と同様に、都知事との協議制に移行している。ただし、

区が課している普通税のほか、都が課する市町村民税法人分、

固定資産税の税率のいずれかが標準税率未満である場合に

は、都知事の許可が必要となっている。 

 

５．特別区の組織 

特別区にも市と同様に、議決機関として区議会、執行機関と

して区長ならびに行政委員会および委員が設けられており、そ

の組織、権限、選任方法なども原則として市の場合と同じであ

るが、特別区および都区の関係の特殊性から、いくつかの特

例が定められている。 

（１）執行機関 

《区長》 

① 選任方法 

特別区の区長は、住民の直接選挙によって選任される。任

期は４年で、失職、退職、直接請求などは市長の場合と同様で

ある。 

② 権限 

原則として市長と同様に、区長は当該特別区を代表し、その

事務を処理するために広範な権限を有している。また、他の執

行機関に対して、任命権、予算の調製執行権、条例の提案権

を有し、各執行機関の組織運営などについて総合調整権を有

している。 

③ 補助機関 

区長の補助機関として置かれる副区長、会計管理者その他

の職員についても市の規定が適用される。 
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《行政委員会及び委員》 

教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員など

の行政委員会、委員の組織および権限は、ほぼ市と同様であ

る。しかし、特例として固定資産評価審査委員会は、固定資産

税が特別区の存する区域においては都税とされているため、

都に置かれている。 

特別区は、昭和52年の地方公務員法改正により、人事委員

会を設置できるようになったが、各区に置かず、昭和 53 年４月

に 23 区共同で一部事務組合方式による特別区人事委員会を

設置した。 

《附属機関》 

特別区の執行機関の権限に属する事務について、審査や

調査などを行う附属機関は、市と同様であり、法律または条例

によって、民生委員推薦会、国民健康保険運営協議会、防災 

会議、都市計画審議会などの附属機関が置かれている。 

（２）地方公共団体の組合 

① 一部事務組合 

特別区は、地方自治法第 284 条第２項に基づき、都道府県、

市町村および特別区の事務の一部を共同処理するための一

部事務組合を設置することができる。 

現在、特別区では、人事委員会に関する事務および生活保

護法による更生施設等の設置管理事務などを処理する特別区

人事・厚生事務組合、可燃ごみと不燃・粗大ごみの中間処理

およびし尿の下水道投入を行う東京 23 区清掃一部事務組合、

ならびに競馬事業を行う特別区競馬組合の３組合を 23区共同

で設置している。 

② 広域連合 

広域連合とは、都道府県、市町村および特別区の事務のう

ち、広域にわたり処理することが適当であるものを共同処理す

るために設けるものであり、一部事務組合よりも幅広い権能を

持つのが特徴である。 

平成 20年４月の後期高齢者医療制度の運営主体として、平

成 19 年３月に都内の全ての区市町村が構成団体となって、東

京都後期高齢者医療広域連合が設立された。この広域連合

は、保険料の決定、資格の認定、医療給付、制度・財政運営

などを行い、区市町村は、保険料の徴収、資格の取得喪失の

受付、被保険者証の交付などを行っており、役割分担のもとに

連携・協力して保険制度の運営を行っている。 

 

 

区議会

１．区議会 

中野区議会は、区民から選挙によって選ばれた議員で構成

する合議制の議決機関である。 

区議会が持つ権限のうち、最も重要なのは議決権で、条例

の制定・改廃、予算の議決、決算の認定など、区の重要事項

についての意思決定を行う。 

議決権以外では、区政の適正運営を期するための執行機

関（区長・行政委員会）の事務の調査や、請願・陳情の審査、

関係行政庁への意見書の提出などがある。 

 

２．区議会の構成（平成 29 年 1 月 1 日現在） 

(1)議員数／定数 42 人   現員数 42 人 

(2)正副議長／議  長  北原  ともあき 

副議長  白井  ひでふみ 

 

３．常任委員会 

常任委員会は、所管事項について専門的な審査を行うため、

条例により設置されている。 

中野区議会では、５つの委員会が活動している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．特別委員会 

特定の事件や重要な問題の審査など、議会が特に必要と認

めるときに、その問題ごとに設置する。 

 

 

 

委 員 会 名 所管事項 定 数

◎若林しげお ○ひやま　隆 　内野大三郎

　いでい良輔 　平山　英明 　南かつひこ

　いながきじゅん子 　大内しんご 　長沢　和彦

◎中村　延子 ○加藤たくま 　渡辺たけし

　羽鳥だいすけ 　高橋かずちか 　小林ぜんいち

　市川みのる 　むとう有子

◎浦野さとみ ○小林　秀明 　木村　広一

　山本たかし 　佐野れいじ 　伊東しんじ

　石坂わたる 　小杉　一男

◎甲田ゆり子 ○来住　和行 　内川　和久

　白井ひでふみ 　細野かよこ 　伊藤　正信

　篠 国昭 　酒井たくや 　近藤　さえ子

◎森たかゆき ○広川まさのり 　日野たかし

　北原ともあき 　小宮山たかし 　いさ　哲郎

　高橋ちあき 　久保　りか

子ども文教

委員会

9人

区立小・中学校などの学校教育、保育園・区立

幼稚園などの幼児教育、図書館、子育て支

援・子どもの育成に関することなど

都市計画・住宅、地域まちづくり、産業振興・

都市振興、道路や河川の管理、公園整備、建

築、防災・都市安全に関することなど

8人

8人

9人

8人

政策、財政、契約・財産管理、組織・人事、

広聴・広報、男女平等、情報化推進、施設の

整備・保全、行政評価、危機管理、選挙・監

査に関すること、他の委員会に属さないこと

など
区民相談、住民情報システム、戸籍・住民基

本台帳、区民税、国民健康保険、後期高齢者

医療、介護保険、環境・地球温暖化対策、清

掃事業・リサイクル、生活環境に関すること

など

地域活動の推進、地域ケア・地域支援、保健

衛生・社会福祉、保健所・福祉事務所、スポー

ツ・文化・生涯学習に関することなど

常　任　委　員　会　（平成29年1月1日現在） 

総務委員会

区民委員会

厚生委員会

建設委員会

委員名（◎印は委員長   ○印は副委員長）
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５．議会運営委員会（平成 29 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

６．会派別議員数（平成 29 年 1 月 1 日現在）  （   ）は会派代表者 

自由民主党議員団 13 名（大内 しんご） 

公明党議員団  9 名（南 かつひこ） 

日本共産党議員団  7 名（長沢 和彦） 

民進党議員団  5 名（森 たかゆき） 

無所属議員  8 名 

 

７．議席配置図（平成 29 年 1 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

本会議風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 平成 27・28 年区議会開会状況 

(1)定例会  

定例会は、年４回以内、条例で決められた回数を開くよう地

方自治法で定められており、中野区議会は、２月、６月、９月、

11 月に開かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)臨時会  

臨時会は、次の定例会までの間に、議会の議決が必要にな

ったときに開く。 

 

 

 

 

◆ 平成 27・28 年区議会傍聴者数 

中野区議会は、本会議、委員会ともに公開制をとっている。

本会議の傍聴は、定員 100 人となっている。委員会の傍聴は

15 人までとなっているが、それ以上になったときでも委員会が

認めれば傍聴できる。本会議、委員会とも、区議会事務局で傍

聴券を交付する。 

 

 

委 員 会 名 所管事項 定 数

◎大内しんご ○平山　英明 　加藤たくま

　渡辺たけし 　北原ともあき 　高橋かずちか

　小林ぜんいち 　いながきじゅん子 　小杉　一男

　浦野さとみ 　高橋ちあき 　久保　りか

　酒井たくや 　むとう有子

◎木村　広一 ○いでい良輔 　若林しげお

　日野たかし 　山本たかし 　白井ひでふみ

　中村　延子 　細野かよこ 　小宮山たかし

　広川まさのり 　伊東しんじ 　伊藤　正信

　近藤さえ子 　来住　和行

◎篠　国昭 ○羽鳥だいすけ 　ひやま　隆

　内野大三郎 　内川  和久 　甲田ゆり子

　いさ　哲郎 　佐野れいじ 　南かつひこ

　小林　秀明 　森たかゆき 　石坂わたる

　市川みのる 　長沢　和彦

区内駅周辺等ま

ちづくり調査特別

委員会

①中野駅及び駅周辺地区整備について

②区内駅周辺まちづくりについて

③西武新宿線沿線まちづくりについて

④連続立体交差事業の区間の延伸について

⑤区内南北交通の利便性の向上について

14人

特　別　委　員　会　（平成29年1月1日現在） 

委員名（◎印は委員長   ○印は副委員長）

区役所及び体育

館整備調査特別

委員会

①区役所の整備について

②体育館の整備について
14人

少子高齢化対策

調査特別委員会

① 地域における見守りや支えあい活動の推進

 及び地域包括ケア体制について

②地域の子ども・子育て支援について

14人

所管事項 定 数

◎内川 和久 ○小林ぜんいち 　いでい良輔

　南かつひこ 　森たかゆき 　浦野さとみ

　大内しんご 　長沢　和彦

委員名（◎印は委員長   ○印は副委員長）

▼議会の運営に関する事項

▼議会の会議規則、委員会に関する

　条例などに関する事項

▼議長の諮問に関する事項の調査

▼議会に関する議案、請願・陳情など

　の審査

10人

（欠員 2）

会議名 本会議日数

第１回定例会 2月19日 ～ 3月13日 23日間 5日

第２回定例会 6月22日 ～ 7月7日 16日間 5日

第３回定例会 9月10日 ～ 10月16日 37日間 5日

第４回定例会 11月26日 ～ 12月10日 15日間 4日

91日間 19日

第１回定例会 2月17日 ～ 3月25日 38日間 6日

第２回定例会 6月6日 ～ 6月20日 15日間 4日

第３回定例会 9月9日 ～ 10月14日 36日間 5日

第４回定例会 11月24日 ～ 12月8日 15日間 4日

104日間 19日

会期

延 べ 会 期

27

年

28

年

延 べ 会 期

会議名 本会議日数

第１回臨時会 1日間 1日

1日間 1日

会期

27

年 延 べ 会 期

5月22日
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◆ 議案・請願・陳情 

議案は本会議で提案された後、関係委員会で審査され、本

会議に報告、出席議員の過半数で賛否を決める。また、区民

の区政に対する要望や願いを請願や陳情の形で受け、審査し

た後、採択・不採択を決める。平成 27年は陳情 20件、平成 28

年は請願 1 件、陳情 40 件を受理した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆広報活動 

□ 印刷物による広報 区議会だより 

年４回の定例会を中心に、臨時会や委員会などの議会の活

動状況を掲載し各戸配布を実施している。そのほか、区の施

設、駅などに据え置き、広報を行っている。 

□ 映像による広報 

各定例会の一般質問の様子を、ジェイコム中野で録画中継

している。また、放送終了後に区議会ホームページで公開して

いる。 

□ 中野区議会ホームページ 

開かれた区議会運営の推進の一環として、広く区民に区議

会情報を提供するため、会議録検索機能をもったホームペー

ジを開設している。 

アドレス（URL）http://kugikai-nakano.jp/ 

 
執行機関

区民の意思決定機関である区議会に対して、事

務を管理執行する機関で、区長および行政委員会、

行政委員が置かれ、さらに補助機関として副区長

および職員が置かれている。また、附属機関として

区政に必要な調査・審議を行う各種の協議会、審

議会等が設けられている。区行政の最高責任者で

ある区長は、区民によって直接選挙で選ばれ、任

期は４年である。区長を補佐する副区長は、区議会

の同意を得て区長が選任する。任期は４年である。 

＊資料編 135 ページ：附属機関一覧 

 

 
 
 

（単位：人）

会　　議　　名 27年 28年

第 １ 回 定 例 会 77 87

第 １ 回 臨 時 会 10 -

第 ２ 回 定 例 会 120 88

第 ３ 回 定 例 会 101 136

第 ４ 回 定 例 会 60 54

計 368 365

傍 聴 者 数

本会議傍聴者数
（単位：人）

委　員　会　名 27年 28年

常  任  委  員  会 222 370

特  別  委  員  会 61 94

議 会 運 営 委 員 会 12 13

予 算 特 別 委 員 会 27 86

決 算 特 別 委 員 会 77 53

計 399 616

委員会傍聴者数

傍 聴 者 数

種類別議決件数 （単位：件）

区　　　分 １定 １臨 ２定 ３定 ４定 合計 １定 ２定 ３定 ４定 合計

条 例 等 の 制 定 ・ 改 廃 26 1 9 6 8 50 38 11 2 9 60

予 算 12 1 1 1 15 12 1 2 1 16

決 算 5 5 5 5

契 約 2 10 1 1 14 1 2 3 1 7

財 産 3 3 2 1 3

負 担 付 寄 附 又 は 贈 与 0 0

権 利 の 放 棄 0 0

公の施設の 長期 独占 利用 0 0

訴 の 提 起 ・ 和 解 1 1 2 4 4

特別区道の路線認定・廃止 2 2 4 1 1 6

特 別 職 の 任 命 の 同 意 等 2 2 2 6 2 2

特 定 事 件 の 調 査 3 3 0

意 見 書 ・ 決 議 2 2 3 3 10 4 3 4 3 14

そ の 他 2 1 3 7 13 3 2 4 2 11

計 48 8 28 19 20 123 64 21 26 17 128

平成27年 平成28年
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職種別職員現員表 (平成28年4月1日現在)(単位：人)

区分
事務系（1018） 事務（1017） 社会教育（1）
福祉系（463） 福祉（463）

土木造園（78） 機械（9） 衛生監視（17）
建築（63） 電気（11） 学芸研究（1）
医師（3） 理学療法（1） 栄養士（12）
診療放射線（1） 作業療法（1） 保健師（44）
歯科衛生（4） 検査技術（6） 看護士（13）
介護指導（2） 調理（55） 作業Ⅲ（106）
用務（31） 警備（10） 作業Ⅰ（8）
自動車運転Ⅱ（26）
幼稚園教諭（10）
指導主事（3）

計 1,996

職種（現員）

一般技術系（179）

医療技術系（85）

技能系（238）

学校関係職員（13）

http://kugikai-nakano.jp/


行政委員会・委員 

◆ 教育委員会 

教育委員会は、地域の実情に応じた教育を行うことを目的と

して設置された、教育長及び４人の委員をもって組織される合

議制の執行機関である。教育長は、教育委員会の会務を総理

し、教育委員会を代表する。教育長及び委員は、区長が議会

の同意を得て任命する。教育長の任期は３年、委員の任期は 

 

 

４年で、ともに再任されることができる。 

原則として、毎週金曜日に定例会を公開で開会する。傍聴

者は、傍聴者意見用紙への記入をもって意見等を提出できる。

また、夜の教育委員会や地域での教育委員会を開催するとと

もに、学校長との意見交換会や児童・生徒との対話集会を行う

ことにより、開かれた教育委員会運営を推進している。 

 

 

 

 

 

 

◆ 選挙管理委員会 

選挙は民主政治の基盤であり、国および地方の政治に民意

を反映させるための基本的手段である。 

選挙管理委員会は、昭和 22 年の地方自治法施行により地

方公共団体の長から独立した執行機関として設置された。委

員会は、４名の委員で構成される合議制の執行機関で、委員

は選挙権を有する区民のなかから区議会の選挙により選出さ

れる。また委員の欠員に備えて補充員４名が同時に選出され、

任期はともに４年である。選挙管理委員会は、法令等の定める

ところにより各種選挙の適正な管理・執行と選挙が公正かつ適

正に行われるように、選挙人の政治意識の向上に努めることと

されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 選挙の管理・執行 

最近執行した選挙の結果は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 明るい選挙推進事業 

選挙管理委員会は、選挙人の政治意識の向上と明るい選

挙実現のために、明るい選挙推進協議会の協力を得て、各種

啓発事業を行っている。 

ア 明るい選挙推進協議会 

協議会は、明るい選挙を推進するための民間の自主的団体

として、昭和 32年に設立され、明るい選挙推進に関する調査、

研究、企画にあたるとともに、実際の活動を担う明るい選挙推

進委員を委嘱している。 

協議会の委員は、学識経験者、選挙管理委員、話しあい指

導員等により構成されている。 

イ 明るい選挙推進委員 

各地区の推進委員は、明るい選挙の実現のため、区内各地 

 

 

で「話しあい活動」等を行っている。また選挙管理委員会が実

施する各種啓発事業にも協力している。 

ウ 話しあい指導員 

指導員は、明るい選挙推進委員に対し、話しあいに関する

技術的、専門的な指導・助言にあたっている。 

 

 

 

 

 

 

 

総数 男 女
平成24 266,486 133,652 132,834
平成25 268,579 135,015 133,564
平成26 269,906 135,750 134,156
平成27 271,834 136,795 135,039
平成28 278,534 140,218 138,316

総数 男 女
平成24 734 360 374
平成25 834 416 418
平成26 804 398 406
平成27 769 371 398
平成28 775 376 399

年
選挙人名簿登録者数（人）

年
在外選挙人名簿登録者数（人）

選挙人名簿登録者数（９月定時登録による）

総数 男 女 総数 男 女 平均 男 女

27.4.26 260,671 130,749 129,922 105,417 50,632 54,785 40.44 38.72 42.17

東京都選出 156,139 77,459 78,680 56.55 55.78 57.32

比例代表選出 156,059 77,423 78,636 56.52 55.76 57.29

28.7.31 274,278 137,843 136,435 159,467 76,986 82,481 58.14 55.85 60.45

各種選挙投票状況一覧
投票率（％）

参議院
議員

区議会議員

都知事

選挙種別
執行

年月日

28.7.10

当日有権者数（人） 投票者数（人）

276,107 138,853 137,254

27年 28年
定例会 31回 33回
臨時会 11回 ８回
延べ数 445人 280人

1回平均(※) 16.5人 9.7人
2回 2回

※学校訪問等を除く

対話集会

会議

定例会
傍聴者数

教育委員会活動状況
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◆ 監査委員 

監査委員は、地方自治法に基づき、財務に関する事務の執

行のほか、一般行政事務について監査する独任制の執行機

関である。 

委員の定数は４名で、区長が議会の同意を得て、識見を有

する者および区議会議員のうちから、それぞれ２名を選任す

る。 

 

識見を有する委員のうち１名を代表監査委員とし、監査委員

に関する庶務を処理する。 

任期は、識見を有する委員が４年で、議員選任委員は議員

の任期による。 

 
 

 
 

27年度 28年度

事業名 対象 実施期間 事業内容 事業実績 事業実績

模擬選挙
小・中・高
児童・生徒

年間
区内の学校にて、「投票すること」の意義や「一
票の大切さ」を考え、投票を体験してもらう

小学校　1校
中学校　1校
高等学校　1校

中学校　4校

明るい選挙ポス
ターコンクール

小・中・高
児童・生徒

5月～9月 選挙啓発ポスターのコンクール
応募状況（18校　167点）
小学校　51点
中学校　116点

応募状況（14校　110点）
小学校　37点
中学校　73点

ポスター展 一般区民 1月～2月
ポスターコンクールの入選・佳作作品を区民活
動センター等で展示

南中野区民活動センターほ
か２か所で実施

南部すこやか福祉セン
ターほか２か所で実施

若年層（新成人）
啓発

新成人を中
心とした若

年層
12月～1月

若者向けに作成した「なかの選挙だより」を新成
人等に送付。また、成人のつどいに参加した新
成人を対象に、選挙への意識を調査するアン
ケートを実施

約17,000部送付 約17,000部送付

明るい選挙推進
大会

推進委員 3月～4月 推進協議会関係者が一堂に集う
3月16日実施
表彰式、啓発事業結果報告
等

4月4日実施
委嘱式、28年度事業計
画等

推進委員合同研
修会

推進委員 11月頃（隔年）
明るい選挙推進活動をより充実するための研修
会を開催

2月2日実施

政治講座
推進委員、
一般区民

11月頃（隔年）
政治や選挙を身近に感じてもらうための講演会
を開催

11月5日実施

地区まつり等に
おける街頭啓発

一般区民 10月～11月
明るい選挙推進委員が各地区まつり等の会場
にて啓発資材を配付

15か所で実施 15か所で実施

話しあい活動 一般区民 年間
明るい選挙推進委員が身近なテーマで話し合
う。主なテーマ「選挙・政治」「福祉・環境」等

8回　開催 4回　開催

明るい選挙推進事業

監査等の種別 期 間 公表・提出年月日 期 間 公表・提出年月日

 定期（財務）監査 27.4.24～28.1.20 28.1.27 28.4.21～29.1.18 29.1.25

 定期（工事）監査 27.9.25～28.2.17 28.2.24 28.9.26～29.2.15 29.2.23

 財政援助団体等監査 27.10.14～28.2.17 28.2.24 28.10.31～29.3.15 29.3.22

 事務監査 27.11.6～28.3.23 28.3.28 28.11.7～29.3.31 29.3.31

 決算審査 27.7.21～27.8.5 27.8.26 28.7.20～28.8.17 28.8.24

 基金運用状況審査 27.7.21～27.8.5 27.8.26 28.7.20～28.8.17 28.8.24

 健全化判断比率等審査 27.7.30～27.8.19 27.8.26 28.8.3～28.8.17 28.8.24

 例月出納検査 月1回（年12回） 検査終了後 月1回（年12回） 検査終了後

 住民監査請求 （2件） （2件）

27 年 度 28 年 度

監 査 委 員 監 査 実 績
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