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平成２７(２０１５)年度 
中野区当初予算案 

区長記者会見 

平成２７（２０１５）年２月５日 
中野区長 田中大輔 

  

                
 



予算の特徴 

持続可能な区政のため、中長期的な区政の
方向の基礎を固める。 
･まちづくり・産業振興など地域経済の活性化 
･子育て環境の充実 
･スポーツ・健康づくり 

将来を見据えた財政運営 
･基金の確実な積立と適切な繰入など 
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平成２７年度一般会計予算額 

3 

一般会計予算額  1,327億3,800万円 
  対前年度比   120億5,100万円（10.0％増）  

 
 子ども・子育て新制度やマイナンバー制度への対応な
ど、制度変更に伴う経費が増加したほか、社会保障給付
費の自然増や計画的に進めている投資的事業の進展など
が要因です。 

■一般会計予算額の推移 
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財政運営の考え方 

 歳出が基準額を上回る場合に、基金から
繰り入れを行う。今後、歳出の規模を基
準額の範囲内に抑制していくことで、財
政の安定的な運営をめざしています。 

（右図参照） 
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基準となる一般財源規模 
年度間の変動を勘案したうえで、安定的に
得られると見込まれる歳入規模の基準額。
歳出の規模をこの範囲に合わせることで、
財政の規律を保つもの。 

歳出

財産費除く 財産費除く

一般財源 ≪基準額≫ 歳出

705億円 672億円 682億円

33億円 33億円

財調基金

10億円

歳入

財源超過分 基金積立

B CA

 平成27年度は一般財源充当事業費が基
準額672億円を10億円超過するため、基
金を10億円取り崩し、基準額を超えた
歳入33億円は、基金へ積み立て。 



基準となる一般財源の見直し 
平成27年度の「基準となる一般財源規模」は、
平成27年度、28年度の消費税8％の影響額と、
平成29年度の消費税10％の影響額、10％の影響
が平準化される平成30年度までの税制改正によ
る増額分を均等化し、平成26年度の「基準とな
る一般財源規模」に15億円上乗せし、672億円
とすることとしました。 

 

5 

一般財源の推移・推計 
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持続可能な活力ある地域社会づくりへの取り組み 

未来への扉を開く４つの戦略  

 
 

元気いっぱい 

子育て戦略 

すくすく中野 

～子育てを楽しむ 

親と子どもたちの 

確かな未来～ 

戦略３  
 

健康・生きがい 

戦略 

いきいき中野 

～生涯現役で輝く 

個性と支えあい～ 

戦略４  

 

       まち活性化戦略 

 

キラリ中野 

～まちの魅力と 

新しい活力～ 

戦略１  

 

地球温暖化防止 

戦略 

スリム中野 

～省エネルギーと 

ごみゼロを 

     めざして～ 

 

戦略２ 

４つの戦略の他、下記のことも進めていきます。 

 災害に強いまちづくり 
防災機能を持つ大規模公園の整備や、不燃化の促進、災害時の要支援者対策など、災害に強く安全、
安心なまちづくりを進めます。 

 インフラ資産の適正管理 
道路・橋梁・公園施設等のインフラ資産の維持更新について、将来負担を的確に把握し、効率的・効
果的に整備を進めます。 
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戦略１ まち活性化戦略 
  ～まちの魅力と新しい活力～ 

   中野駅周辺を、グローバルな都市活動の拠点として
整備するとともに、中野の都市としての多彩な魅力を
発信し、来街者を増やして地域の活性化や人々の交流
促進を図ります。 

中野駅周辺まちづくりとグローバル戦略 
• グローバル戦略の推進 

• 中野 Free Wi-Fi整備 

• 中野駅地区整備 

• 土地区画整理事業（中野三丁目駅直近地区） 

都市としての多彩な魅力を発信 
• 哲学堂公園周辺の歴史・文化を紹介する刊行物の発行 

• 哲学堂公園周辺地区整備検討及び四聖堂修復実施設計 

• 棟方志功特別企画展（青森市交流連携事業） 
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中野駅周辺まちづくりとグローバル戦略 

グローバル戦略の推進 〈新規〉（2-02） 

予算額  1,346万2千円 
 中野区におけるグローバルビジネス環境の整
備・拡充や国家戦略特別区域を活用した規制
改革等について、産学公連携を進めます。 
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• グローバル戦略の策定 

• グローバル戦略推進フォーラム
の開催 



中野 Free Wi-Fi整備 〈新規〉（2-03） 

予算額  1,684万8千円 
 誰でも無料で利用可能なWi-Fi環境の整備
を進め、中野の魅力を発信します。 

• 公共空間におけるWi-Fiスポットの整備（設置場
所…中野駅北口・南口駅前広場、区役所） 

• 民間設置アクセスポイントとの連携 
（区内共通ＳＳＩＤ※の導入）  ※アクセスポイントの識別名 

• ポータル画面を活用した区内情報の発信 
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中野駅地区整備 〈拡充・推進〉 

（2-06）  予算額  17億 1,559万7千円 

 中野駅地区整備を着実に推進します。中
野駅西側南北通路及び橋上駅舎整備は、平
成32年の完成を目指します。 
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• 中野駅地区第２期整備先行工事 

西側南北通路整備等作業ﾔｰﾄﾞ整備工事 

仮設自転車駐車場整備 

• 中野駅西側橋上駅舎整備…実施設計 

• 中野駅西側南北通路整備…実施設計 

 • 新北口駅前広場整備 

中野区土地開発公社からの用地買戻し 

面積：3,589.14㎡ 

（うち27年度は960㎡） 

• 新北口駅前広場嵩上部等 

詳細計画検討等 



土地区画整理事業（中野三丁目駅直近地区）
〈新規〉（2-05） 

予算額  8,900万円 
 中野三丁目駅直近地区において、土地区画整理事業
に着手し、中野三丁目駅前広場や区画道路の整備、街
区の再編を行います。平成27年度は施行主体となるＵ
Ｒ都市機構に対し土地区画整理事業に要する費用を補
助します。 
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• 対象面積 約１ha 

• 事業期間 

平成27年度～35年度 

（清算期間を含む） 



都市としての多彩な魅力を発信 
哲学堂公園周辺の歴史・文化を紹介する 

刊行物の発行〈新規〉（2-01） 

予算額 932万3千円 

哲学堂公園周辺の歴史・文化を始めとする多彩
な都市の魅力・価値を発信。 

◦ 大学などの協力・監修を得、雑誌等刊行物に掲載し、
来街者の増加を図ります。 

◦ 発行予定は平成27年10月。 
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哲学堂公園 

 明治39年に東洋大学創立者井上円
了博士が精神修養の場として開設。
哲学や社会教育の場として整備され
た全国に例を見ない個性的な公園。 

 東京都名勝 

 中野区認定観光資源 



哲学堂公園周辺地区整備検討及び四聖堂修
復実施設計〈新規〉 （8-06） 

予算額  1,627万6千円 
 観光拠点形成及び哲学堂公園周辺地区整備の基
本計画の検討と、東京都の名勝に指定されている
哲学堂公園内の文化財保存整備事業として、 

「四聖堂」の修復実施設計を行います。 
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四聖堂 
明治37年、井上円了博
士が哲学館大学(現・東
洋大学)の開設を記念し
て、哲学堂公園の開設
に先がけて建設。孔子、
釈迦、ソクラテス、カ
ントが「四聖」として
祀られています。 
（中野区有形文化財） 



棟方志功特別企画展 

（青森市交流連携事業）〈新規〉 

（6-07）   予算額  767万2千円 
  

棟方志功生誕110年にあたり、交流連携
協定を締結した青森市との共催で特別
企画展を開催します。開催期間は10月
22日～28日。会場は中野セントラルパ
ークコングレスクエア。 
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棟方志功(むなかたしこう) 青森が生んだ版画
家。昭和4年から同18年まで、中野区大和町に
住んで、多くの作品を残した。出世作「大和
し美(うるわ)し」はその頃の作品。 



戦略２ 地球温暖化防止戦略 
 ～省エネルギーとごみゼロをめざして～ 

  カーボン・オフセット事業の推進など、区の地
球温暖化防止策を進めます。 
 

カーボン・オフセット事業の推進 
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カーボン・オフセット事業  
〈拡充・推進〉（７－０１） 

 喜多方市（新規）…オフセ
ット・クレジット購入 50 
t-CO2分 

 みなかみ町（継続）…植林
年間約6,000本 

予算額 762万5千円 
なかの里・まち連携自治体である福島県喜多方市と
協定を締結し、現地での森林整備を支援するため、
間伐によるＣＯ２吸収分のオフセット・クレジット
（Ｊ－ＶＥＲ）を購入し、カーボン・オフセットを
行います。 
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戦略３ 元気いっぱい子育て戦略 
～子育てを楽しむ親と子どもたちの確かな未来～ 

  「子ども・子育て支援新制度」の取り組みと
して多様な保育の充実を図ります。また、妊娠
から出産、子育てまで個々のニーズに即した継
続的な支援、小学校の通学路の安全対策などを
行います。 

 

多様な保育の充実 

（子ども・子育て支援新制度の取り組み）  

妊娠・出産・子育てトータルケアの充実 

通学路防犯設備整備 
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多様な保育の充実 
（子ども・子育て支援新制度等の取り組み 全体として） 

予算額 51億2,336万6千円 

 
 

平成28年4月までに開設予定の施設。 

• 小規模保育施設の開設（誘致） 
（2施設：定員  38人増） 

• 認証保育所の認可化移行準備 
（2施設：定員 22人増) 

• 認可保育所の開設（誘致） 
（5施設：定員 334人増） 

認可外保育施設保護者補助…やむを得ず認可
外保育施設を利用する保護者への補助 18 

平成27年度 定員増394名（想定） 



妊娠・出産・子育てトータルケアの充実 
〈拡充・推進〉（3-05） 

予算額 4,384万3千円 

妊娠から出産、子育てまで個々のニーズに即
した継続した切れ目のない支援を行い、子育
てを応援します。 

 母子保健相談支援事業（新規）…面接・支援プラン
作成 

 産前・産後サポート事業（新規）…出産・育児不安
に対する講座 

 産後ケア事業（新規）…宿泊型、デイケア型、ヘル
パー派遣 

 こんにちは赤ちゃん学級の拡充 

19 



通学路防犯設備整備 〈新規〉 
（5-03） 

予算額 2,478万8千円 

 

通学路の安全対策のため、区立小学校の通学
路に防犯カメラを設置します。 

平成27年度…13校、平成28年度…12校 

（２年ですべての区立小学校通学路に設置完了） 

１校5台程度 
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戦略４ 健康・生きがい戦略 
 ～生涯現役で輝く個性と支えあい～ 

地域支えあいネットワークの拠点整備 

 南部すこやか福祉センター等整備 

地域の自主活動の場の充実 

 南中野区民活動センター等整備 

 東中野区民活動センター及び（仮称）東中野五丁目
公園整備 

高齢者等のワンストップ窓口の設置 

町会・自治会活動推進 

成年後見人等報酬･申立費用助成事業 
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地域支えあいネットワークの 
拠点整備 
南部すこやか福祉センター等整備 

 〈拡充・推進〉（3-04） 

予算額  19億4,881万6千円 

中野富士見中学校跡（弥生町5-11）に、南部
すこやか福祉センター及び南中野地域事務所
を移転整備するとともに、(仮称)南部地域ス
ポーツ施設を新たに整備します。開設予定は
平成28年7月。 

22 

敷地面積5,542㎡ 

延床面積5,836㎡ 



地域の自主活動の場の充実 

南中野区民活動センター等整備 

 〈拡充・推進〉 （3-04） 

予算額 3億7,109万2千円 

弥生町五丁目用地（弥生町5-5）に、南中野
区民活動センターを移転整備するとともに、
障害児支援施設を新たに整備します。開設予
定は平成28年９月。 
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敷地面積1,822㎡ 

延床面積2,542㎡ 



東中野区民活動センター等整備 
 〈拡充・推進〉 （3-04） 

予算額 1億1,095万3千円 

東中野小学校跡及び教職員寮跡（東中野5-27）
に、東中野区民活動センターを移転整備すると
ともに、（仮称）東中野五丁目公園を新設する
ため、東中野小学校跡施設の解体工事を行うと
ともに、区民活動センターの設計を行います。 
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• 平成30年度開設予定 

• 敷地面積約2,800㎡ 

延床面積約1,000㎡ 

(予定) 



高齢者等のワンストップ窓口の設置 
〈新規〉（4-01） 

   予算額 3,671万2千円 

 後期高齢者医療及び介護保険の手続き等を
ワンストップで受け付ける高齢者総合窓口を
本庁舎２階に整備し、高齢者等の来庁者の利
便性の向上を図ります。 
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写真は子ども総合相談窓口 



町会・自治会活動の推進 
〈拡充・推進〉（3-02） 

         予算額 4,008万8千円 

町会助成金で町会の広報活動などの経費を別途計
上可能にするなど、町会・自治会による加入促進
活動への助成やパンフレット等の作成などを行い
町会・自治会への加入促進を図ります。 
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成年後見人等報酬･申立費用助成事業 
〈拡充・推進〉（6-02） 

予算額 169万3千円 
成年後見人等報酬･申立費用助成の対象者を、費用
負担が困難な親族申立の場合にも拡大します。 

• 報酬費用助成額 月額上限28,000円（施設入所者
は18,000円） 

• 申立費用助成額 審判請求に必要な手数料等、
鑑定料 



災害に強いまちづくり 
災害時避難行動要支援者の支援 
 〈新規〉（3-01） 

予算額 2,420万5千円 

災害時に一人では避難が困難な方（要支援者）
が確実・迅速に避難できる体制を整えるため、
職員等が訪問して実態を把握し、個々に応じた
個別避難支援計画を作成します。訪問対象約3万
2,000人（※１）のうち、平成27年度は約1万人（※

２）を訪問する予定。 
※１ 要介護・要支援の方、障害のある方、70歳以上の単身者、
75歳以上の高齢者のみの世帯など 

※２ 要介護の方、障害のある方など 
27 



特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化事
業助成〈拡充・推進〉（8-01） 

予算額 5億8,000万円 

 
大規模分譲マンションの補助金額の制
限を廃止して補助を拡充。耐震化を促
進します。 
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その他 
納税電話催告及び訪問送達の委託 
〈新規〉（4-04） 
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予算額 2,861万4千円 

現年度分の住民税滞納者への早期対応
と自主納付の呼びかけを行うため、電
話及び戸別訪問による納付勧奨業務を
委託で実施します。平成27年7月開始
予定。 
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