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■平成 27 年■ 
4 月 

1 在宅療養（摂食・えん下機能）支援事業開始 

スマイル歯科診療所内に設置した「在宅療養（摂食・えん

下機能）支援センター」で、専門医が摂食・えん下に関す

る相談を受けている。事業は中野区医師会に委託。 

26 中野区議会議員選挙執行 

 

5 月 

22 地域での教育委員会開催 

協議事項 

１、特別支援教室と指導に巡回指導について 

 

6 月 

13 白鷺せせらぎ公園の開園 

妙正寺川沿いにある鷺宮調節池の上部に整備された、多

目的運動場併設の大規模公園 

面積 9,070 ㎡ 

位置 中野区白鷺 1-4 

23 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け

た取組方針の策定 

東京２０２０大会に向け、区全体による気運醸成を図るととも

に、大会開催を、区民の健康づくり・スポーツ活動や国際理

解の推進、外国人観光客の誘致等による地域経済の活性

化などにつなげるための取組方針を策定した。 

 

7 月 

22 福島県喜多方市とのカーボン・オフセット事業開始及び協

定締結 

喜多方市からオフセット・クレジット「J-VER」を購入すること

で現地の森林整備を支援し、区内で発生する CO2 排出量

を相殺するため、協定を締結した。 

 

8 月 

28 夜の教育委員会開催 

協議事項 

１、中野区教育大綱について 

２、「教育ビジョン（第 2 次）」の評価について 

３、オリンピック・パラリンピック教育推進校の取組と学校にお

ける体力向上について 

 

10 月 

1 国勢調査の実施 

２０回目の調査。 

24 「2015 東北復興大祭典 なかの」開催 

東日本大震災で被災された地域への継続的な復興支援と

東北地方の地域振興及び中野の賑わいづくりのため開催。

（25 日までの 2 日間） 

内容 区派遣職員の復興状況等の報告、復旧・復興に関す

るパネル展示、東北観光ＰＲ、起震車等防災体験、ステージ

イベント、露店、ねぶたの運行など 

主催 東北復興大祭典実行委員会・中野区・東京青森県人

会 

会場 中野区役所周辺 

来場者数 約 25 万人 

29 Nakano Free Wi-Fi の運用開始 

中野駅周辺の開発等による来街者の増加や、２０２０年東京

オリンピック・パラリンピックの開催を契機とした外国人観光

客の増加を見据え、国籍等を問わず誰でも無料で利用でき

る公衆無線 LAN（Wi-Fi）の運用を開始した。 

30 地域での教育委員会開催 

協議事項 

１、子どもたちに情報モラルを身に付けさせるために 

 

12 月 

17 囲町地区に係る都市計画の決定・変更（囲町地区地区計

画及び囲町東地区第一種市街地再開発事業等） 

中野駅や中野四季の都市（まち）との近接性を活かし、商

業・業務や都市型住宅などによる土地の合理的かつ健全な

高度利用と市街地再開発事業に合わせた都市計画道路補

助２２１号線などの整備を進めるため、囲町地区に係る都市

計画の決定・変更を行った。 

 

■平成 28 年■ 
1 月 

1 マイナンバー利用開始 

社会保障・税の手続で、マイナンバーの利用を開始。 

8 中野駅西口地区の地区計画の決定 

立体道路制度を活用した、中野駅上空への西側南北通路、

駅施設等の整備を通じ、駅周辺への回遊動線の確保を図

るとともに、街区の再編や道路を整備する面的なまちづくり

を行い、商業、業務、住宅など多様な都市機能により文化

的なにぎわいと暮らしが調和した市街地の形成を図るため、

中野駅西口地区地区計画を都市計画決定した。 

 

2 月 

27 南台いちょう公園の開園 

広域避難場所の「東京大学附属中等教育学校一帯」内に

整備された、多目的運動場併設の大規模公園 

面積 10,035 ㎡ 

位置 中野区南台 1-15 

 

3 月 

4 中野区まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定 

少子化を克服し、将来の人口減少の緩和を図るとともに、超

高齢社会、人口減少局面においても地域社会・地域経済の

力を高め、持続可能で豊かなまちの形成をめざす、まち・ひ

と・しごと創生に関する基本的な計画を策定した。 

9 第 3 次中野区環境基本計画の策定 

中野区環境基本計画を改定し、環境施策の取組みをさらに

発展させていくための具体的施策として、5 か年のアクション

プログラムを策定した。 

19 本五ふれあい公園の開園 

東日本電信電話株式会社の宿舎跡地に整備された、多目

区政のあゆみ  平成 27・28(2015・2016)年度 
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的運動場併設の大規模公園 

面積 11,924 ㎡ 

位置 中野区本町 5-28 

23 国際短期大学と相互協力に関する基本協定締結 

区と大学が相互の人的、知的及び物的資源の交流・活用を

図り、まちづくり、人材育成、教育、文化、産業育成等の分

野で相互に協力し、地域社会の発展と人材の育成に寄与

することを目的として、包括的な相互協力に関する基本協

定を締結した。 

25 中野区基本構想の改定 

区政運営の指針となる基本構想を改定。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。 

28 中野区グローバル戦略推進フォーラム 2016 

平成２７年度における中野区グローバル戦略推進協議会の

活動報告とグローバル都市としての展望の討議を行った。 

内容 基調講演、パネルディスカッション 

時間 １４:００～１７:００ 

場所 明治大学中野キャンパス 

来場者数 212 名 

31 こども教育宝仙大学、新渡戸文化短期大学と相互協力に

関する基本協定締結 

区と大学が相互の人的、知的及び物的資源の交流・活用を

図り、まちづくり、人材育成、教育、文化、産業育成等の分

野で相互に協力し、地域社会の発展と人材の育成に寄与

することを目的として、包括的な相互協力に関する基本協

定を締結した。 

 

4 月 

1 認知症初期集中支援チーム事業開始 

認知症を早期に発見し、適切な医療・介護サービスに結び

つけるために集中的に活動するチームを地域包括ケア推進

分野に配置。医師、医療職、福祉職が参加するチーム員会

議を月 1 回実施している。 

25 新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）の策定 

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。区の中長期的な目標と戦略、施

策の方向性を 8 つの戦略に分けて明らかにしている。 

28 区役所・サンプラザ地区再整備実施方針の策定 

区役所・サンプラザ地区再整備の事業化に関する基本的枠

組み及び計画検討事項を定めた「区役所・サンプラザ地区

再整備実施方針」を策定した。 

 

5 月 

27 地域での教育委員会開催 

協議事項 

１、教育長の臨時代理による事務処理について 

２、学校支援ボランティアと今後のあり方について～学校を

支える地域づくりについて 

31 中野区グローバル都市戦略の策定 

国家戦略特別区域の指定によるビジネスチャンスの拡大、２

０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とし

たインバウンドの増加など、あらゆる契機を捉え、中野の立

地特性や集積する産業・文化等の強みを最大限に生かし、

活力あるグローバルな都市づくりを進めるため、中野区グロ

ーバル都市戦略を策定した。 

 

6 月 

9 平和の森公園再整備基本計画策定 

区民のスポーツ・健康づくりの場としての機能や憩いの機能、

防災機能等、公園全体の機能向上を図るため、平和の森公

園再整備基本計画を策定した。 

 

7 月 

19 南中野地域包括支援センターの移転・開設 

南中野地域包括支援センターが、弥生町三丁目 33 番 8 号

から中野富士見中学校跡地の南部すこやか福祉センター

内に、移転・開設した。 

住所 中野区弥生町五丁目 11 番 26 号 

19 南部すこやか障害者相談支援事業所の新規開設 

南部すこやか障害者相談支援事業所が、南部すこやか福

祉センター内に、新たに開設した。 

住所 中野区弥生町五丁目 11 番 26 号 

19 南部すこやか福祉センター移転・開設 

中野富士見中学校跡地に、南部すこやか福祉センター（地

域包括支援センター、障害者相談支援事業所含む）を移転

し、南中野地域事務所（移転）、南部スポーツ・コミュニティ

プラザ（新規）との複合施設として開設した。また、建物全体

の愛称を区民等からの応募により決定し、「みなみらいず」と

した。 

建物構造 鉄筋コンクリート造 地下１階・地上４階建 

延床面積 ５，８３５．５０㎡ 

住所 中野区弥生町五丁目１１番２６号 

 

8 月 

26 夜の教育委員会開催 

協議事項 

１、子どもの読書活動について 

 

9 月 

1 ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）運用開始 

情報セキュリティ対策の基本方針を定め、ＩＳＭＳ体制の構

築・運用を開始。 

1 療育センターゆめなりあ開設 

障害や発達に課題のある子どもたちと家族が、もっている力

を十分に発揮し、地域の中で共に生活できるよう支援するた

めに南部地域に療育センターゆめなりあを開設した。 

12 南中野区民活動センター移転・開設 

南中野区民活動センターは、これまでの賃借物件から退去

し、南部障害児通所支援施設「中野区療育センターゆめな

りあ」（平成２８年９月１日開設）との複合施設として移転、開

設した。 

建物構造 鉄筋コンクリート造 地上３階 

延床面積 2,551．９３㎡ 

住所 中野区弥生町五丁目５番２号 

26 第三中学校・第十中学校統合新校、（仮称）総合子どもセ

ンター・図書館等複合施設整備基本構想・基本計画の策定 

「中野区立小中学校再編計画（第２次）」に基づき整備する
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第三中学校と第十中学校の統合新校の校舎及び併設する

公共施設（（仮称）総合子どもセンター、教育センター、図書

館）を整備するに当たっての基本的な考え方や施設配置な

どについて「第三中学校・第十中学校統合新校、（仮称）総

合子どもセンター・図書館等複合施設整備基本構想・基本

計画」を策定した。 

 

10 月 

20 ふるさと納税事業の開始 

区の活性化を図るととともに、地方の活性化及び自治体間

交流を活発にするＷＩＮ・ＷＩＮの取り組みとして、ふるさと納

税事業を開始。中野の逸品や、なかの里・まち連携自治体

の特産品等を返礼品として採用している。 

28 地域での教育委員会開催 

協議事項 

１、地域での子どもの読書活動と地域開放型学校図書館に

ついて 

29 「2016 東北復興大祭典 なかの」開催 

東日本大震災及び熊本地震で被災された地域への継続的

な復興支援と東北地方の地域振興及び中野の賑わいづくり

のため開催。（30 日までの 2 日間） 

内容 区派遣職員の復興状況等の報告、復旧・復興に関す

るパネル展示、東北・熊本観光ＰＲ、起震車等防災体験、ス

テージイベント、露店、ねぶたの運行など 

主催 東北復興大祭典実行委員会・中野区・東京青森県人

会 

会場 中野区役所周辺 

来場者数 約 25 万人 

31 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと地域活性化包括連

携協定を締結 

中野区と株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの間で、官民

協働による活動を推進し、区の一層の活性化と区民サービ

スの向上を図るため、包括的な連携協定を締結した。 

 

11 月 

4 中野区名誉区民を顕彰 

平成 28年 6月に中野区名誉区民条例を制定。名誉区民選

定委員会の答申、及び区議会の同意を得て、56 世 2 代梅

若玄祥氏（観世流シテ方能楽師）、山中慎介氏（プロボクサ

ー）両名を中野区初の名誉区民として顕彰した。 

※梅若玄祥氏は、平成 30 年 2 月に「梅若実」を襲名。 

 

12 月 

新しい区役所整備基本計画の策定 

新しい時代にふさわしい区役所の整備についての検討を進

め、意見交換会や関係団体への説明やパブリック・コメント

手続きを経て、「新しい区役所整備基本計画」を策定した。 

 

■平成 29 年■ 
2 月 

13 中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の答申 

ユニバーサルデザイン推進に係る条例制定や、条例に基づ

く推進計画策定を見据えた、基本方針や目指すべき将来

像、区・区民・事業者等の役割、及び将来像を実現するた

めに必要な方策等に関する考え方について、答申を受け

た。 

 

3 月 

7 中野区教育大綱の策定 

区の教育に関する総合的な施策について、その目標や施

策の根本となる方針を定める「中野区教育大綱」を策定。 

12 なかの元気アップ体操お披露目 

中野区歌にあわせた中野区オリジナルの体操を中野ランニ

ングフェスタにおいて発表。地域での介護予防のツールとし

て活用していく。 

23 中野区グローバル戦略推進フォーラム 2017 

中野区グローバル戦略推進協議会での検討内容「インバウ

ンド(外国人旅行者）の獲得」を軸にした中野の魅力の再発

見、情報の発信力強化などの方策等、グローバル都市づく

りへの取り組みについて報告及び討議を行った。 

内容 基調講演、取組み報告、パネルディスカッション 

時間 １４:００～１７:００ 

場所 コングレスクエア中野 コンベンションホール 

来場者数 173 名 

27 中野区役所の位置の変更に関する条例の制定 

新庁舎の位置を中野四丁目 11 番に変更することを定めた。 

28 中野区地域包括ケアシステム推進プランの策定 

誰もが住み慣れた地域で、尊厳を保って最期まで生活する

ことができる、中野区版の地域包括ケアシステムの構築を進

めるため、区と区民のアクションプランとして策定。平成 28

年度から10年間を計画期間としている。策定にあたっては、

医療・介護関係者、町会・自治会をはじめ多くの関係機関・

団体が参加し、中野区地域ケア会議等で議論を深め、それ

ぞれ達成目標を定めている。 

31 統合新校校舎等整備基本構想・基本計画の策定 

「中野区立小中学校再編計画（第２次）」に基づき整備する

統合新校(３校)の新校舎及び併設する地域開放型学校図

書館、キッズ・プラザを整備するに当たっての基本的な考え

方や施設配置などについて「統合新校校舎等整備基本構

想・基本計画」を策定した。 

・中野神明小学校・新山小学校統合新校（みなみの小学校） 

・大和小学校・若宮小学校統合新校（美鳩小学校） 

・桃園小学校・向台小学校統合新校 
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区の紋章 

区の紋章は、昭和 15 年に区民から募集し決定 

した。「中野」の「中」と、ひらがなの「の」をかたどり、 

中野区を象徴している。 

 
 

区の木                         区の花 

【しい】                        【つつじ】 
 
 
 
 
 

昭和 54 年８月、緑化推進のシンボルとなるものを…と、区民から募集し 

て決めたものである。区の木に決まった「しい」は、今でも区内に多く見られ 

る。また区の花に決まった「つつじ」は、庭木、盆栽、街路樹として、ひろく 

親しまれている。 

 

 

●はしがき 

本書は、中野区を全般的に紹介するとともに、区民とともに区政を考えていく手がかりともな

るように作成しました。 

今回の区勢概要では、平成 27～28 年度（2015～2016 年度）の区の事務事業のあらましを

中心に、区の現状、区政の方針、区政のあゆみを掲載しています。 

また、事務事業及び資料は、原則として平成 27～28年度（2015～2016年度）の情報を掲載

しました。「第３章区のしごと」については、平成 28 年度目標体系に沿って編集しました。 

平成 30 年（2018 年）3 月 

中野区政策室広報担当 
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中野区歌「未来カレンダー Forever Nakano」 

中野区は、区民が中野区に愛着を持てるように、また区民同士の結びつきが強くなるようにとの願いから、

新しい中野区歌を作ることにしました。平成 25 年 12月から平成 26年 1 月にみなさんから新しい区歌にふさ

わしいイメージの募集を行うとともに、「中野区歌に関する審議会」を開催しました（平成 25 年 11 月～平成

26 年 3 月）。その答申などから作詞家は阿木燿子さん、作曲家を宇崎竜童さんに作成を依頼し、平成 27 年

3 月、新しい中野区歌が完成しました。 

 

未来カレンダー Forever Nakano 

作詞 阿木燿子  作曲 宇崎竜童 

 

1 思ったことが現実になる 

街だってそうさ 生きているはずだね 

 

綺麗な川や坂や建物 

絵のような景色 胸に思い描けば 

 

春 長く続く桜並木 

    優しく花びらが 話しかけてくる 

 

君達が大人になる頃 この街の 

    空はもっと青く澄んでいるだろう 

    幸せはみんなで作るものさ 

 

Forever Nakano  愛する our home town 

    輝く毎日 

    未来のカレンダー 

 

2 願えば夢は実現するね 

    街中に歌が溢れたら素敵さ 

 

たとえば道や駅や広場で 

    小鳥の囀(さえず)り ハーモニィ重ねる 

 

秋 黄金色の銀杏の葉は 

    舗道の語り部さ 季節を告げるよ 

 

わたし達の笑顔が弾ける この街は 

    人と人の絆 強く結ばれ 

    木のように 太く根を張ってゆく 

 

Forever Nakano  故郷 our home town 

    楽しい毎日 

    未来のカレンダー 
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