
  
 

 

２０１１年１１月２８日 

 

記者会見資料 
 

 

●中野駅地区第 1 期整備（北口駅前広場等整備）について 

●産業振興拠点の活用事業者の募集について 

●新人・昇任職員、管理職員等による区民税・国保料の一斉訪問徴収の

実施について 

●介護予防事業（二次予防事業）の愛称募集について 

 

 

 

 

 

次回記者会見は１２月１９日（月）午前１１時からを予定しています。 

○場所 区役所４階庁議室 



平成 23 年 11 月 28 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

中野駅地区第１期整備（北口駅前広場等整備）について 

 

 中野区では、中野駅周辺の開発により増加する中野駅利用者等に対応するため、

中野駅および駅前広場の整備を段階的に進めています。第１段階として、警察大学

校等跡地の道路・公園、業務・商業施設等が竣工する平成２４年春に合わせ、中野

駅地区第１期整備を行っています。１２月からは、区と東日本旅客鉄道株式会社（Ｊ

Ｒ東日本）との改修工事に係る協定に基づき、中野駅北口改札の改修工事が始まり

ます。 

 

 

【中野駅地区第 1 期整備（北口駅前広場等整備）の概要】 

(１)歩行者主体の広場整備と安全な歩行者空間の確保 

（別添資料：整備イメージ図①②） 

駅北口改札を北口駅前広場方向に移設し、北口広場と直接つなげます。駅構

内、改札、サンモールの入口までを、屋根の下を段差なく歩けるようにします。 

北口駅前広場から中野通りを跨ぐ形で、エレベーター・エスカレーター付の

東西連絡路を設置し、高齢者や障害者を含む全ての歩行者が安全に横断できる

ようにします。 

 

(２)駅北口広場内の勾配の緩和 

（別添資料：整備イメージ図②③） 

現在の北口広場には、東西方向で最大約２.４ｍの高低差があります。第 1

期整備では、広場全体としてはバリアフリー基準を満たす、なだらかな勾配の

広場として再整備します。 

 

 

 

 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺まちづくり担当） 松前 

電話 （３２２８）８９６５ 



           中野駅地区第１期整備について 

 

  

 

 

 

 
 
 

② 中野駅北口駅前広場イメージ 

① 東西連絡路、仮設歩行者空間イメージ 

③ 中野駅北口改札イメージ 

中野駅北口駅前広場

② 

① 

③ 



 

 

 

産業振興拠点の活用事業者の募集について 

 

 

中野区では、区内産業活性化に寄与する都市型産業（ＩＣＴ・コンテンツ産業、文化

産業、クリエイティブ産業）の集積・創出を促進する事業者を誘致するため、今年１０

月に「産業振興拠点の整備活用方針」（前回記者会見で公表）を策定しました。 

この産業振興拠点を運営する事業者について、事業企画提案方式（事業コンペ）によ

る公募要領を決定し、１１月２５日（金）から事業者の募集を開始しました。 

 

１．施設の概要 

警察大学校等跡地の産業振興拠点 約 1,000 ㎡のうち 

占有部分 合計（①②）約 730 ㎡ 

①中野セントラルパーク東棟 

１階スペース 約 368 ㎡ 

②中野セントラルパーク南棟 

２階スペース 約 362 ㎡ 

 

２．公募の考え方（詳細は別紙参照） 

●貸付料は約 1,400 万円／年とする。 

●二次審査への参加に至った事業者には、奨励金（１０万円）を付与する。 

●区との賃貸借契約に至った事業者に対し、平成２４年度～２６年度の３か年に限

り、補助金（予算の範囲内）を交付する。 

☆東京都の創造的都市型産業集積創出助成事業の対象となる事業に限る 

 

３．公募スケジュール 

平成２３年１１月２５日  公募の開始 

１２月２０日  一次審査書類提出期限 

１２月２７日  一次審査結果通知 

平成２４年 ３月 ７日  二次審査書類提出期限 

      ３月末    事業者の決定 

 

    平成２３年１１月２８日（月）

区 長 記 者 会 見 資 料

問合せ先 

都市政策推進室副参事（産業・都市振興担当）横山 電話（3228）5590 
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都市型産業の集積・創出促進事業者の 
誘致に係る事業企画提案公募の考え方 

 
 
1 公募の趣旨 

区内産業活性化に寄与する都市型産業の集積・創出を促進する事業を誘致

するため当該事業を行う事業者（以下「本事業者」）を募集する。 
 
2 施設概要 

名称   警察大学校等跡地の産業振興拠点 約 1,000 ㎡ 
うち占有部分 合計約 730 ㎡ 

    ①中野セントラルパーク東棟（区域４）  
１階スペース 約 368 ㎡ 

    ②中野セントラルパーク南棟（区域５） 
２階スペース 約 362 ㎡ 

3 施設の使用条件など 
(1) 用途は、8.1(1)に示す事業に供するものとする。 
(2) 貸付期間は、５年間とする。（更新可。更新期間の上限は５年間、更新回

数には制限を設けない。） 
(3) 施設全体を有効活用することとする。 
(4) 貸付料は、約 1,400 万円／年（竣工時点で坪数を確定し金額を決定）とす

る。 
(5) 施設の改修費や維持管理費、光熱水費を負担すること。 

 (6) 地域のコミュニティ活動及びエリアマネジメントへ協力すること。 
(7) 改修した部分は原則として貸与終了時に原状に復するものとする。 

 
4 応募者の要件 

施設の貸付を受けることができるのは、新たに警察大学校等跡地地区に進

出する大学や既存の大学・専門学校並びに大規模な業務集積、従前から集積

のあるクリエイティブ産業などの資源を、産学公連携の機能を活用すること

によって、学生やクリエイターの文化表現活動等の集積・発信やコンテンツ

のビジネス化などの促進を図り、関連産業にとっての魅力を高めさらなる集

積の促進を実現する事業者とする。 
 

別紙 
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5 公募の流れ 
  事業企画提案方式（事業コンペ）とする。 
  まず、8.1(1)に係る事業企画書及び事業計画書の提案を受け、一次審査を経

て、優先交渉者（数社）を選定する。 
次に、この優先交渉者から、事業実施計画書、基本設計及び内装設備等の

関係資料等の提案を受け、二次審査を行い、交渉順位第１位の選定予定者を

選定する。 
一次審査及び二次審査の審査過程においては、提案された実施計画等を専

門的知見に基づき評価判断できる専門家で構成する第三者委員会の意見を参

考とし、区が決定するものとする。 

 

6 奨励金の付与 
一次審査を通過して、辞退なく二次審査への参加に至った事業者について  

は、実施計画等作成にかかる経費の一部に充当するため、奨励金（１０万円） 
を付与する。 

 
7 都市型産業集積創出促進事業補助 
  二次選考の結果、区との賃貸借契約に至った事業者に対し、区の「都市型

産業の集積・創出促進事業の考え方」に合致しこれの実現に資する提案事業

であって、東京都の創造的都市型産業集積創出助成事業の対象となる事業に

ついては、平成２４年度から２６年度までの３か年に限り、補助金（予算の

範囲内）を交付する。 
 
8 提案事項  

8.1 一次審査 

公募 

参加表明 

事業企画書及び事業計画書の提案 

一次審査 

（一次審査を通過した優先交渉者のみ） 
事業実施計画書、基本設計等の提案 

二次審査 

事業者特定 

奨励金の付与 
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【事業企画書】 
全体概要…施設名、コンセプト、運営方針（事業理念）、５年後の目標（そ

の後の目標）、地域のコミュニティ活動やエリアマネジメント組

織への協力の考え方等本施設の活用に関する全体構想について

提案する 
  事業概要…機能の概要（事業メニュー等）について提案する。なお、以下

の事項を提案の中に含めること。 
(1) 事業内容 
「都市型産業の集積・創出促進事業の考え方」のとおり。 

   ①中核機能 

コンテンツを集積・活用、ビジネス化し、都市型産業等を創出する機

能。 

②地域貢献的な機能 

③その他の事業活動 

    

【事業計画書】 
計画概要…事業全体の収支計画・スケジュール等を提案する 

(1) 収支計画 
(2) 施設工事計画 
(3) 事業スケジュール 

 
8.2 二次審査 
【事業実施計画書】  
   一次審査の事業企画書、事業計画書を更に詳しく記述したもの 
【設計図】 

(1) 基本設計図 
(2) イメージ図 
(3) 設備概要図 
(4) 工事工程計画案 
(5) 概算工事費 

 
8.3 評価項目 
別表のとおり 

 
9 公募スケジュール 

公募の開始       １１月２５日（金）  
一次審査書類提出期限  １２月２０日（火） 
一次審査結果通知    １２月２７日（火） 
二次審査書類提出期限   ３月７日（水） 
プレゼンテーションの実施 ３月中旬 
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二次審査結果通知     ３月末 
 

10 審査方法等 
(1) 一次審査 
応募者申告書、業務実績一覧表、事業企画書及び事業計画書による評価点

が高い上位３事業者のうち、最上位者及びその者との評価差が 30%以内とな

る者を候補者として、これを参考にして区が優先交渉者を決定する。 
(2) 二次審査 
事業実施計画書、設計図及びプレゼンテーションにより、実現性や効果な

どについて審査し、この結果を参考にして区が選定予定者を決定する。 
(3) 協定等の締結 

選定予定者と区で協定を締結する。 
 

11  契約の条件等 
(1) 契約の解除等 

契約に定める義務に違反した場合は、違約金（貸付料の６月～１年分）

の徴収または契約の解除をすることができるものとする。 

(2) 損害賠償等 
  契約に定める義務を履行しないため、または自己都合による契約の解

除、施設等の損壊等により、区に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならないものとする。 

(3) 本施設の転貸 
本施設の転貸に当たっては、8.1(1)事業企画書によるものとし、その他

については、事前に区の承諾を得なければならないものとする。 
 



別表　評価項目
Ⅰ．事業企画書
全体概要

事業概要 (1)
事業内容

①中核機能 中核機能の内容

活用・連携するメディア（具体的な連携先と連携方法）
地域や周辺商業等への波及効果、都市型産業や関連産業、クリエイター等の集
積・創出に資する戦略

区の産業振興政策やにぎわい・文化振興、地域活性化、中野駅周辺まちづくり
等に資する機能

Ⅱ．事業計画書
計画概要

Ⅲ．応募者申告書及び業務実績一覧表

市場性／市場規模

行政とのコラボレーション

事業又はコンテンツに係るアピール

③その他の
事業活動
地域事業者との連携／地域経済への効果

(1)
収支計画

(2)
施設工事
計画

(3)
事業スケ
ジュール

運営主体のプロフィール

施設開設までのスケジュール

施設開設後５年間の事業スケジュール

収支の見通し（主な収入／支出項目と概算規模）

初期投資コスト（主な初期投資項目）

人材育成及び雇用の可能性

応募者申告書

業務実施一覧表 運営主体の事業実績

主な設備、空間要件

事業展開の可能性（内容、時期、展開要件）

空間の活用方法及び空間イメージ

(2)
地域価値
の向上に
資する事
業提案

事業の長期性

施設名・コンセプト
運営方針・５年後及びその後の目標・地域のコミュニティ活動やエリアマネジメント組織への協力の
考え方等

以上に支障のない範囲で行う自己の為の事業活動

対象とするコンテンツ（リソースが必要なものについてはその確保方法）

事業に活用する情報技術

必要となる人材とその確保方法

関連するステークホルダーとそれらの関係の整理

事業で対象とする顧客（そのニーズ）

②地域貢献
的な機能



平成２３年１１月２８日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

新人・昇任職員、管理職員等による 

区民税・国保料の一斉訪問徴収の実施について 

 

区の主要債権である特別区民税・国民健康保険料について、税・国保担当職員以外の職

員を中心に組織し、戸別訪問徴収を実施します。 

特別区民税や国民健康保険料の徴収については、区財政を取り巻く現在の厳しい状況か

ら、滞納額の縮減を図り、これまで以上に歳入を確保する必要があります。区から積極的

なアプローチを実施することで、未収金の徴収と同時に滞納者への注意を喚起し、滞納の

累積を未然に防止することを目的としています。 

  今回の訪問徴収では、担当所管以外の職員（管理職、昇任者、新規採用者）２００人が

従事し、職員育成の機会とします。昨年から始めた採用１・２年目の職員の参加は、訪問

徴収を通じ、中野区民の生活を知るとともに、区の財源となる税等の徴収を行うことによ

り、コスト意識を高める契機とします。また、今年は初めて総括係長、係長、主任主事昇

任者を参加させ、より責任あるポストへの昇任を機に、歳入確保の重要性を再確認し、改

めて費用対効果を考慮した仕事の進め方を主導していくことに役立てます。 

   

１．実施日 

特別区民税   平成２３年１２月中旬 

  国民健康保険料 平成２４年 １月中旬 

 

２．休日訪問徴収対象 

  (1)特別区民税（平成２２・２３年度）滞納者 

  (2)国民健康保険料（平成２１～２３年度）滞納者 

   合計 約６，０００世帯（税：約４，０００件、国保料：約２，０００件） 

 

３．休日訪問徴収態勢等 

(1)従事者  ２２０名 

内訳 ・管理職全員および管理職試験合格者        ８２名 

・平成２３年度総括係長、係長、主任主事昇任者   ４５名 

・平成２２年度および２３年度新規採用職員     ７３名 

・税務分野、保険医療分野職員           ２０名 

  (2)方法 

    二人一組による休日訪問徴収 税８０組、国保４０組 合計 １２０組 

 ※税務分野、保険医療分野職員は一人一組 

 

               問合せ先 

経営室副参事（債権管理担当） 村田  電話（３２２８）５６８９ 
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平成２３年１１月２８日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

介護予防事業（二次予防事業）の愛称募集について 

 

 区は、介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けていない方で、今後要支援・要介

護状態になる可能性がある 65 歳以上の高齢者を対象とした介護予防事業（二次予防事

業）を行っています。今回、この事業をより親しみやすい名称にすることで理解と関心を

深めてもらい、地域に根ざした事業展開を図るため、同事業の愛称を募集します。 

   

１．募集内容 

虚弱な高齢者を対象に実施している、生活機能の維持・向上を図るための事業（転倒

予防教室、栄養改善教室、口腔機能向上教室等）の愛称。 

  

２．募集対象 

  中野区内在住・在勤の方。 

 

３．応募方法 

高齢者会館、地域包括支援センター、すこやか福祉センター、高齢者福祉センター、

区役所６階介護予防担当で配布する応募用紙（区ホームページからダウンロードも

可）に必要事項（愛称と愛称の説明、氏名、年齢、住所[区外在住の方は勤務先名

称]）、連絡先電話番号を記入し、12 月 5 日～28 日に郵送（消印有効）、ファクシミ

リ、または直接、介護予防担当へ。 

 ☆一人あたりの応募点数の制約はありません 

 ☆採用された名称の著作権に関する一切の権利は、中野区に譲渡していただきます 

 

４．賞品 

  採用者 1名に中野区内共通商品券（一万円相当）を贈呈。 

 

５．選考方法・時期 

  高齢者福祉団体等から選出した選考委員１０名程度で構成する選考会で平成２４年１

月下旬に決定。結果は区報、区ホームページで公表。 

 

６．選考後の活用方法 

  来年度以降の介護予防事業（二次予防事業）において愛称を周知し、介護予防事業の

普及・推進に活用します。 

 

問合せ先 

健康福祉部副参事（健康推進担当） 石濱  電話（３２２８）５６３３ 
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