
  
 

 

２０１５年７月１６日 

 

記者会見資料 
 

 

●平和の森公園の再整備及び新体育館の建設について 

●中華人民共和国北京市西城区少年軟式野球訪問団との交流について 

●中野区特定事業主行動計画に基づく休暇取得の推進について 

●中野駅周辺における高度な環境・情報都市整備に関する共同研究につ

いて 

●「平和のつどい 2015」「平和のつどい For Youth」の開催について 

 

 

次回定例記者会見は９月３日（木）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２７年７月１６日 

 区長記者会見資料  
 

平和の森公園の再整備及び新体育館の建設について 

 

平和の森公園は、昭和 60年の開園以来、区内でも大規模な公園として、地域住民の憩いの場や、

ジョギングなど区民の健康づくりの場としての利用のほか、大規模災害時には広域避難場所とし

て活用されることになっており、地域住民の安心安全にも寄与してきました。現在、第二期整備

事業が終了し、全体約 6.5haのうちの約 5.5haが開園し、残り約１haが未開園のままとなってお

り、早期の全面開園が求められています。 

超高齢社会を迎え、区民の健康づくり・スポーツの活発化を進め、区民の健康寿命を延ばして

いくことは、区が急いで取り組むべき重要な課題となっています。 

2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大会を、区民の健康づくり・スポ

ーツの取り組み意欲を向上させる大きなチャンスとして活用していくことから、以下の考え方に

よって平和の森公園の全面開園に向けた再整備を計画し、体育館等を新たに設置することにより、

公園全体の機能の向上を図るものとします。 

 

1. 平和の森公園のスポーツ機能の拡充について  

平和の森公園は、体育館設置も可能である大規模な敷地と区内からのアクセスの良さを併せ

持っており、園内には少年野球やサッカーができる少年スポーツ広場等が設置され、園路はウ

ォーキング・ジョギングロードとして利用されるなど、現在でも屋外スポーツを行う場として

活用されています。 

体育館を整備し、屋内スポーツ機能を持つことによって、既存の屋外スポーツ機能との相乗

的な利用が期待でき、区民の多様なスポーツニーズに対し効果が高い場所となります。 

公園の全面開園に向け、公園全体計画のスポーツ機能を拡充し、新体育館の設置を含む平和

の森公園の再整備を進めることとします。 

 

2. 平和の森公園の再整備による効果について 

公園全体を再整備することによって、平和の森公園のこれまでの機能を向上させていきます。

広域避難場所である平和の森公園の防災機能については、新体育館を設置することによって機

能向上を図ることができ、また、区民の憩いの場、子どもたちの自由な遊び場としての機能、

区民が平和の大切さ、尊さを身近に感じることができる啓発機能などについても、さらに区民

に活用されるように再整備を進めます。 

 

3. 整備に関する基本方針  

東側約 1ｈａの未開園部分を含め、公園全体の機能を一層充実させるために、以下の方針のも

とに公園全体について再整備を進めることとします。 

(1) スポーツ振興の中心的な場所 

区民の多様なスポーツニーズに応えて、全区的なスポーツ大会が行える規模の体育館とアウ

トドアスポーツ機能を併設し、気軽に体を動かすことからアスリートの育成までの活動が実施

可能なスポーツ振興の中心的な場所とします。 

  



(2) 災害時、地域の安全に有効に機能する場所 

広域避難場所としての機能に加え、新しく設置する体育館の大規模空間を生かし、帰宅困難

者の一次滞在場所や、大規模災害時の物資の荷捌き場、各種支援団体の活動場所として活用し、

地域防災の機能を向上させます。 

(3) 地域住民が憩える場所 

子どもたちが集い、地域住民が憩える快適な公園としての機能を向上させます。 

(4) 段階的な整備 

 新体育館の整備を進めるとともに、下水道施設の未着手部分の工事の進捗を見据えて、屋外

スポーツ機能の整備、未開園部分の修景整備を段階的に実施します。 

 

4. 整備の基本内容 

(1) 新体育館 

全区的なスポーツ大会を行える体育館として、既存の中野体育館の規模、機能を基本としま

す。主競技場（メインアリーナ）においては、多様な競技が実施可能な広さを備えたものとし、

延床面積は 10,000㎡弱程度とします。 

(2) 屋外スポーツ機能 

現在も行われている、少年野球やジョギングなどの屋外スポーツが行え、新体育館との相乗

的な機能連携によって、より幅広い活動が展開できるものとします。  

また、大人の軟式野球が行える多目的グランド、陸上競技トラック、ウォーキング・ジョギ

ングロードの整備を検討します。 

(3) 防災機能 

大規模災害時においては、体育館を活用し、沼袋駅、新井薬師前駅の帰宅困難者の一時滞在

機能をもたせます。また、体育館を含む公園全体として救援物資の保管、警察・消防の応援隊、

自衛隊などの拠点、各種支援団体及び災害ボランティア等が滞在し各種活動を行う拠点として

活用できるものとし、公園の防災機能を向上させます。 

(4) 憩いの公園機能 

子ども達が自由に遊べ、地域住民が親しめる快適な公園として、草地広場の他、既存の児童

コーナーや、親水機能等の向上を検討します。 

(5) 平和啓発機能 

平和の森の名称にもあるように、区民が平和の大切さ、尊さを身近に感じることができる啓

発機能を備えたものとします。 

 
5. 現時点で想定されるスケジュール 

 平成27(2015)年度  平和の森公園整備構想、整備基本計画 

 平成28(2016)年度  基本設計、実施設計 

少年スポーツ広場使用中止、埋蔵文化財調査 

 平成29(2017)年度  工事着手 

 平成31(2019)年度  工事竣工、開設 

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 



地下の下水道施設の概ねの位置。この部分は上部の荷重制限があり、広場、グラウンド等

の利用となります。 
 

位置図 



平成２７年７月１６日 

 区長記者会見資料  

中華人民共和国北京市西城区少年軟式野球訪問団との交流について 
 
１ 内容 

中野区と中華人民共和国北京市西城区は、昭和６１年（1986 年）から友好関係を

締結しており、平成２年（1990 年）から、少年軟式野球の交流を実施しています。 
今回は、平成２０年（2008 年）以来、久しぶりに西城区から北京市育才学校の生

徒が来日し、中野区の少年軟式野球チームと３試合を行い、スポーツによる交流を

深めます。 
なお、この交流事業は、実行委員会（中野区国際交流協会、中野区軟式野球連盟、

中野区少年野球連盟）により運営します。 
 
２ 交流の経緯 

両区の友好事業のうち、少年軟式野球は、昭和６０年（1985 年）１１月、友好関

係締結に向けて区の第２次調査団を西城区へ派遣した際、西城区長から少年軟式野

球による交流の提案を受け、中野区軟式野球連盟や中野区少年野球連盟等が協力し

て、平成２年（1990 年）に西城区において第１回が開催されて以来、両区で親善試

合が行われ、今回が２０回目となります。 
 
３ 主な日程（予定） 

月  日 日   程 
７月３１日（金） 到着、区長表敬訪問（午後 4 時から） 

８月 １日（土） 
哲学堂運動施設野球場（松が丘一丁目 34 番 28 号） 
開会式（午前 10 時 30 分から）、第１試合（午前 11 時

から）、第２試合（午後 1 時 30 分から） 

８月 ２日（日） 上高田運動施設野球場（上高田五丁目 6 番 1 号） 
第３試合（午前 9 時 30 分から）、閉会式 

８月 ４日（火） 帰国 
 
４ 訪問団の構成 

北京市西城区教育委員会体育衛生科副科長、北京市育才学校副主任、同教師２名、

同生徒１８名の計２２名 
 

５ 過去の少年軟式野球交流（直近の５回） 

  第 15 回 平成 19 年(2007 年)8 月 開催地：西城区（３試合） 
  第 16 回 平成 20 年(2008 年)5 月 開催地：中野区（１試合） 
  第 17 回 平成 22 年(2010 年)8 月 開催地：西城区（３試合） 
  第 18 回 平成 23 年(2011 年)8 月 開催地：西城区（３試合） 
  第 19 回 平成 24 年(2012 年)8 月 開催地：西城区（３試合） 
 
  



 

北京市行政区域 

 

【北京市西城区の概要】 

面   積：約５０．７平方キロメートル 

人   口：約１２５万人 

人口密度：約２５，０００人／平方キロメートル 

位   置：北京市の中央に位置し、天安門の西側に隣接している。 

西城区 

房山区 

門頭溝区 

大興区 

順義区 
昌平区 

通州区 

延慶区 

懐柔区 

密雲区 

平谷区 

朝陽区 海淀区 

豊台区 

石影山区  
東城区  

（参考）中野区国際交流協会 

中野区が設立する団体として、平成元年(1989 年)6 月に設立。市民レベルの国際交流事業を推進する

ため活動している。区では協会の安定的な運営を図るため、人件費、事業費の一部を補助している。 

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 



平成２７年７月１６日 

区長記者会見資料  

 

中野区特定事業主行動計画に基づく休暇取得の推進について 

 
 次世代育成支援対策推進法に基づき、各自治体は「特定事業主」として、職員の生活と家

庭の両立等に関し、行動計画を策定・公表することになっています。 
 
中野区では、平成２７年４月に「中野区特定事業主行動計画（第３期）」を策定いたしま

した。この計画では、職員一人ひとりが仕事も家庭生活も充実していると実感できるよう、

ワーク・ライフ・バランスを実現するために職場環境の整備に努めることとしています。 
具体的な取組みとして、仕事と子育ての両立の視点から「子どもの出生時における父親の

出産支援休暇および育児参加休暇の取得率を１００％とする」、仕事と生活調和の視点から

「全職員の年次有給休暇取得日数を１０日以上とする」、この二つの目標を掲げ、推進いた

します。 
 
１ 目標 

（１）子どもの出生時における父親の出産支援休暇および育児参加休暇の取得率を１００％

とする。 
平成２６年度の取得率 出産支援休暇９５.８％ 育児参加休暇２０.０％ 

（２）全職員の年次有給休暇取得日数を１０日以上とする。 
平成２６年度の１０日以上取得者の割合７１.５％ 

 
２ 取組期間 

  平成２７年度から平成３１年度までの５年間 
 
３ 具体的な取組方法 

（１）男性職員の出産支援休暇及び育児参加休暇の取得推進 

①休暇制度の周知 
    所属長は、職員が父親になることがわかった時、あるいは出産支援休暇が提出され

た際、「男性職員のための子育ての手引き」を配布して、取得できる休暇の周知や説

明を行います。 
②休暇取得日の調整 

    所属長は、配偶者の出産と同時に育児がスタートできるよう、出産支援休暇、育児

参加休暇について全日取得させるよう調整します。 
  



（２）全職員の年次有給休暇の取得推進 
    所属長は、職員の取得状況を把握し、取得しやすい職場環境づくりと職員への働き

かけを行います。 
 

４ 実施状況等の公表 

実施状況や目標の達成度については、年１回、ホームページ等で公表します。 
 
５ 休暇の内容 

（１）出産支援休暇 
    配偶者の出産に伴い、父親が子の養育、その他家事・官公庁への届出等を行うとき

に取得できる休暇 
    ＜産前１週間・産後２週間の範囲内で、２日取得可＞ 
（２）育児参加休暇 
    配偶者の出産に伴い、他の子（兄弟など）の養育や家事等、育児に参加するときに

取得できる休暇 
    ＜配偶者の出産の翌日から当該出産日後８週間を経過するまでの期間に、５日取得

可＞  
（３）年次有給休暇 
    ＜１年について２０日付与され、職務に支障がある場合を除き、職員が請求する時

季に取得可＞ 
 
 
 

 

問合せ先 

経営室副参事（人事担当）伊藤 電話 03-3228-8258 

 



  

 

 

中野区特定事業主行動計画

（第３期） 
職員のための仕事と子育ての両立支援プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

中 野 区 長 

中 野 区 議 会 議 長 

中野区選挙管理委員会 

中野区代表監査委員 

中 野 区 教 育委 員 会 
 

 

 

平成２７（２０１５）年４月 
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第１章 基本的な考え方 

１ はじめに  

平成１５年７月に策定された次世代育成支援対策推進法は、平成１７年度から平

成２６年度までの１０年間に次世代育成支援対策を集中的かつ計画的に実施するた

めの時限立法でした。 

各自治体は一事業主として、自らの職員の子どもたちの健やかな育成のための計

画を策定することが求められ、中野区では、平成１７年４月に中野区に勤務する職員

が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、平成１７年度から平成２１年度まで

の５年間を計画期間とする本行動計画（前期）を策定しました。 

平成１９年１２月には「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」、

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、国民一人ひとりがやりがい

や充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・

実現できる社会の形成に向けて、官民一体となって取組むことになりました。 

本行動計画の後期計画にも、「職員の仕事と生活の調和の推進」という視点を加

え、平成２２年４月に、平成２２年度から平成２６年度までの後半５年間を計画期間

とする後期計画を策定しました。 

平成２２年６月には育児・介護休業法が改正され、育児休業の取得要件の緩和、

子の看護休暇制度の拡充、短期の介護休暇制度の新設が行われ、仕事と家庭の両立支

援対策がさらに拡大されました。 

平成２６年４月、次世代育成支援対策推進法が改正され有効期限が平成３７年３

月３１日まで１０年間延長されたことに伴い、この１０年間の取組みを踏まえ、一層

の仕事と子育ての両立、仕事と生活の調和が図られるよう、第３期特定事業主行動計

画を策定し、公表することとします。 

管理職をはじめ全職員がこの計画に掲げた取組みを主体的に実施し、職員一人ひ

とりが仕事も家庭生活も充実していると実感できるよう、ワーク・ライフ・バランス

を実現するために職場環境の整備に努めます。 

２ 計画期間  

平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間です。 

本計画で定められた目標は、平成３１年度までの達成目標です。 
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３ 対象職員  

中野区に勤務する職員全員を対象とします。 

４ 計画の推進体制  

(1) 次世代育成支援対策を効果的に推進するため、各部における部経営担当統括

管理者及び職員団体の代表者を構成員とした「行動計画推進委員会」を設置し

ます。 

(2) 行動計画推進委員会は、行動計画の実施状況を把握・点検するとともに、新

たな支援策などの検討を行い、計画の推進に努めます。 

(3) 人事担当は、本計画の内容を全職員に周知するとともに、仕事と子育ての両

立に関する具体的な取組みが着実に実施されるよう進行管理を行います。 

５ 計画の実施状況の公表  

本計画に示された具体的な取組みの実施状況や目標の達成度について、年１回、ホ

ームページにおいて公表します。 
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第２章 具体的な取組み 

 

Ⅰ 仕事と子育ての両立に向けた勤務環境の整備 

 

仕事と子育ての両立支援制度は整っていますが、制度の周知が不十分で活用されて

いなかったり、職場の雰囲気によりまだまだ取得しにくい状況が見られます。 

特に、男性の休暇・休業取得については進んでいないのが現状です。 

出産・子育てにかかる職員が仕事との両立を図れるよう、職場全体で支援を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 出産・育児と仕事の両立支援窓口の設置  

出産・育児、介護と仕事の両立を支援する制度はさまざまあります。休暇・休業

制度だけでなく、共済組合が実施している給付等の事業、昇給や退職手当等にかかる

人事上の制度などについての相談窓口を設けます。 

担当者は、職員の皆さんからの相談に乗り各種制度を紹介したり、両立支援のた

めの情報を発信したりします。 

【目標１】 

子どもの出生時における父親の出産支援休暇および育児参加休暇の取得率

を１００％とする。 

 

平成２６年に父親となった職員は１２名います。出産支援休暇は全員が取得しまし

たが、育児参加休暇については取得した職員が３人にとどまっています。 

所属長は、男性職員も配偶者の出産と同時に育児がスタートできるよう、出産支援

休暇および育児参加休暇について全日取得させるよう調整し、その結果を人事担当へ

報告します。 
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２ 妊娠・出産・育児等に関する制度の周知  

妊娠中の職員には母性保護及び母性健康管理の観点からさまざまな特別休暇等が

設けられています。 

出産後は男女問わず、育児休業、育児時間、部分休業、育児短時間勤務、子の看護

のための休暇等が取得でき、仕事と子育ての両立を支援する制度があります。 

男性職員には、配偶者の出産にあたり取得できる休暇もあります。 

これらの各種制度の内容については、「出産・育児に関する休暇の手引」、「男性

職員のための子育て休暇の手引」に詳しく記載されています。手引は全庁ライブラリ

に掲載しています。 

 

出産予定のある職員、子育て中の職員は、手引を手元に置いて各種制度を活用し、

仕事と子育ての両立に役立ててください。 

所属長や執行責任者、チームリーダーは、制度を理解したうえで利用しやすい職場

の雰囲気づくりに務めてください。 

職場内に妊娠中の職員や子育てをしている職員がいる皆さんは、制度を理解し職場

全体でサポート態勢を取りましょう。 

 

出産費用や育児休業手当金などの給付制度については、互助会が毎年発行している

「互助会のしおり」に制度内容が書かれていますが、今後は、出産・育児にかかる全

ての情報を一つにまとめた「（仮）出産・育児支援ハンドブック」を発行し、制度の

周知を図ります。 

３ 妊娠中～出産休暇に入るまでの職員のために  

母親・父親になることがわかったら、できるだけ速やかに上司に報告しましょう。 

妊娠中の職員にとっては、母性保護、各種休暇制度の活用、業務分担の見直しをす

るうえでも必要です。 

父親となる職員も、職場が配偶者の出産にあたって休暇制度を利用するための態勢 

を準備できるよう早い段階で知らせてください。 

   

所属長は、妊娠中の職員の健康や安全に配慮した業務分担の見直しを行います。超

過勤務や休日・週休日の出勤についても十分に配慮します。 

本人は、休暇に入る予定が決まったらすぐに上司に知らせます。突発的に休む場合

に備えて、担当業務について他の職員と情報の共有化を図り、不在時に対応できるよ

うな態勢を整えておくとともに、長期の休暇に入る際には担当業務の引継ぎをしっか

りと行います。 
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４ 出産休暇～育児休業中の職員のために  

妊娠出産休暇や育児休業で長期間にわたり職場を離れていると、孤立感や復職に対

する不安感が増す場合があります。各職場は、配布物等を送付するだけでなく、月 1

回程度の割合でメールや電話で担当業務や職場の状況を伝えます。 

子育て中の職員も、定期的に近況を伝えたり、職場に顔を出す等積極的に意思疎通

を図りましょう。子育ての合間に時間を見つけて、区のホームページや区報で担当業

務や区政の動きについて最新の動向の把握に努め、復職に備えることも大切です。 

子育て中の職員が復職する際には、円滑に復帰できるよう事前に面談を行い、担当

業務について説明を受けると同時に、職員も利用する育児制度や家庭の状況について

職場に話してください。そうすることで、職場と子育てをする職員双方が育児と仕事

の両立をどう図っていくか、共通認識を持つことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

○母親になる職員のための休暇等 

(1) 妊娠中および産後１年を経過しない職員に対しては、本人から申し出

があった場合、超過勤務を命じません【労基法§６６②③】。 

(2) 妊娠中の職員の通勤時の交通機関の混雑を緩和するため、妊婦通勤時

間が取得できます。 

(3) 母子保健法で規定された妊婦定期健診を受診する際、母子保健健診休

暇が取得できます。 

(4) 妊娠に起因する、つわり、切迫流産、切迫早産等で勤務することが難

しい場合、妊娠症状対応休暇が取得できます。 

(5) 妊娠初期において流産した場合、母体保護、疲労回復の休養のために

早期流産休暇が取得できます。 
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５ 男性の子育てにかかる休暇等の取得促進  

父親となる職員は、配偶者の出産を支援し共に育児のスタートができるように、以

下にあげる制度を利用し休暇を取得しましょう。 

男性職員も育児休業を取得できますが、実際に利用している職員はまだまだ少ない

のが現状です。 

育児休業期間中は給与は支給されませんが、子が１歳になるまでは共済組合から育

児休業手当金が支給され、共済掛金の免除措置もあります。短期間でも育児休業は取

得できますので、積極的に取得することを考えましょう。 

所属長は、職員から父親となるとの報告を受けた段階から当該職員に休暇取得を呼

びかけるとともに、休暇中の応援態勢を整え職場全体でサポートし、出産支援休暇と

育児参加休暇については全日取得させるよう調整します。 

職員は、早めに休暇取得の予定を立て職務に支障が出ないようにすることも大切で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 仕事と子育ての両立に向けた支援制度  

職場復帰すると、いよいよ仕事と子育ての両立がスタートします。両立には、家庭

だけでなく職場のサポートも欠かせません。 

職場は、子育て中の職員も、仕事でも能力を発揮し充実した職場生活が送れるよう

業務分担に配慮し、突発的な休暇の際のフォロー態勢がとれるようにします。 

子育て中の職員も、子どもの急病やケガなどで突発的に休む場合に備えて、担当業

務について他の職員と情報の共有化を図り、不在時に周囲の職員でも対応できるよう

な準備を整えておきましょう。 

 

下記の休暇等はいずれも男性職員も取得できますが、勤務時間が短縮となる育児時

間や部分休業については男性職員の利用はごく少数に限られます。 

○父親になる職員のための休暇等 

(1) 配偶者の出産に伴い、父親が子の養育、その他の家事・官公庁への届出

等を行うために、２日間の出産支援休暇制度があります。 

(2) 配偶者の出産にあたって、父親が育児に参加するために５日間の育児参

加休暇があります。 

(3) 配偶者が専業主婦であっても、産後休暇中・育児休業中であっても男性

職員も育児休業が取得できます。 
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「子どもの面倒をみるのは母親の仕事」、「子どもの病気よりも仕事を優先すべき」

といった旧態依然とした意識を是正し、職場全体で制度を利用しやすい雰囲気をつく

り、仕事と子育ての両立を支援していくことが必要です。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 子育てを行う女性職員のキャリア形成支援  

 子育ては男女を問わず行うものですが、女性は出産に伴う休暇を必ず取得しなけれ

ばなりません。出産後も、子育て期間中は家族のなかでも育児の負担が大きいのも事

実です。 

 働く女性にとって、これらのライフイベントを踏まえたキャリア形成について考え

ることは、仕事と家庭の両立を図りながら意欲的に仕事に取組むためにも大切なこと

です。 

 また、新しい政策を実行する、区民サービスを改善するなどの改革に、女性目線の

発想が必要です。区として子育て中の女性職員にも最大限の力を発揮してもらえるよ

う、職員自身も仕事にもやりがいを感じキャリアに関する将来像が描けるよう、次の

ような取組を実施します。 

○仕事と子育ての両立を支援するための制度 

(1) １歳３か月までの子を育てる職員は、勤務時間中に育児時間が取得で

きます。 

(2) 小学校就学前の子を育てる職員が、１日の勤務時間の一部について勤

務しないことができる部分休業の制度があります。 

(3) 保育園送迎や学童保育の出迎えを行う職員に対する早出遅出勤務制

度があります。 

(4) 小学校３年生が修了するまでの子を養育する職員が、その子の看護、

予防接種、健康診断受診のために取得できる休暇があります。 

対象となる子が一人の場合は年５日間、二人以上いる場合には年１０

日間取得できます。 

(5) 職員が職務を完全に離れることなく長期にわたり仕事と子育ての両

立ができるよう、子が小学校に入学するまでの間認められる育児短時間

勤務制度があります。 



 8 

(1) 仕事と子育ての両立についての相談・情報提供を行う窓口を人事担当に設置

します。 

(2) 育児休業からの復職後、仕事と家庭の両立や将来のキャリアについて悩んだ

ときに先輩職員に気軽に相談できるようメンターを配置します。 

(3) 女性がさまざまなライフイベントを経ても、仕事でもキャリアを積んでいく

ためのキャリア形成支援研修を行います。 

(4) 育児休業を取得する女性職員等に対する適切なキャリアパスの提示及びキャ

リア形成支援を行います。 

(5) 女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に関する管理職研修等を実施

します。 

※なお、子育て支援には限られませんが、平成 27年４月１日からは「配偶者同行

休業」制度が導入され、これまで配偶者の海外勤務等により退職を余儀なくさ

れていた職員も、３年間に限り在職したまま同行することができるようになり

ました。これにより、職員は継続したキャリア形成が可能となります。 

８ 子育て中の職員に対する人事異動における配慮  

職務意向申告シートに、出産の予定（男性職員も配偶者について記入する）、育

児休業取得予定、部分休業取得予定、保育園送迎予定、育児短時間勤務予定を記載す

る欄を設けています。所属長は面接時に個々の事情を聞き取り、子育ての状況に可能

な限り配慮した人事異動を行います。 
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Ⅱ 仕事と生活の調和の実現に向けた勤務環境の整備 

  

誰もがやりがいを感じ生き生きと仕事をし、子育て・介護の時間だけでなく、家庭、

地域、自己啓発等にかかる個人の時間を充実させ健康で豊かな生活ができるよう、仕

事と生活の双方の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現を図らなくてはなりません。 

子育てのみならず介護と仕事の両立も待ったなしの問題です。今後、ますます介護

にかかわる職員が増えることも予想されます。 

 ワーク・ライフ・バランスの実現には、まず、従来の価値観・意識を改革し、働き

方そのものを変える必要があります。仕事が勤務時間内に終わらない場合は超過勤務

をするのではなく、時間内に終わらせるよう業務を見直し効率的な事務の執行に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 超過勤務の縮減  

(1) 育児や介護を行う職員の超過勤務、深夜勤務の制限 

①妊娠中および産後１年を経過しない職員に対しては、本人から申し出があ

った場合、超過勤務および深夜勤務を命じません【労基法§６６②③】。 

②３歳に満たない子の育児を行う職員に対しては、本人から申し出があった

場合、職務に支障がないと認めるときは超過勤務を命じません【育介法§１

６の８】。 

③小学校就学始期に達するまでの子の育児を行う職員、要介護者の介護を行

う職員については、本人からの申し出があった場合、職務に支障がないと認

【目標２】 

全職員の年間年次有給休暇取得日数を１０日以上とする。 

 

平成２６年に年次有給休暇を年間１０日以上取得した職員は、全職員中７１．５％

でした。 

全ての職員が、意欲的に仕事に取組み、生活面でも健康で充実した時間を過ごすた

めに、平成３１年度までに付与日数の半数の休暇を取得することを目指します。 
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めるときは超過勤務をさせないよう配慮するとともに、深夜勤務を命じませ

ん【育介法§１７～２０】。 

④ 休日・週休日の勤務については、職員個々の事情を勘案し勤務させないよ

う配慮します。 

(2) 事務の合理化の推進 

定例・恒常的な身近な業務から新規事業に至るまで、常に業務見直しという

意識を持ち、勤務時間内に仕事を終えるために効率的な業務執行方法を考えな

がら仕事にあたることが大切です。 

(3) 定時退庁の徹底 

全ての勤務日についてノー残業を原則として、午後５時３０分には退庁を促

す旨の庁内放送を行っています。職場全体で定時に退庁できる環境を整え、声

を掛け合って退庁するようにしましょう。 

職場ごとの業務の性質により繁忙期等で超過勤務が発生した場合は、その後

「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」を設定し、所属長は所属職員全員に

周知するとともに、自ら率先して実行します。 

(4) 勤務時間の割振りの変更の活用 

区民説明会、審議会等が夜間に行われる場合、職場の実情に応じて勤務時間

の割振り変更を実施し、長時間労働の抑制に努めます。 

２ 休暇の取得の促進 

(1) 年次有給休暇の取得の促進 

子どもや家族と過ごすため、旅行や趣味を楽しみリフレッシュするために休

暇を利用することは、新たな気持ちで仕事に臨むためにも必要なことです。計

画的に休暇の取得ができるよう職場内でお互いに協力しましょう。十分な休養

を取り活力を生み出すために、次のような休暇の取得の仕方を提案します。 

①週休日や休日の前後に年次有給休暇を取得することによる連続休暇 

②子どもの春休み、夏休み、秋休み、冬休み 

③入学式、卒業式、授業参観などの学校行事やＰＴＡ活動 

④自分や家族の誕生日、結婚記念日 

(2) 連続休暇等の取得の促進 

ゴールデン・ウィークやお盆期間は会議・打合せ等は極力行わず、連続休暇

の取得を促進します。 

年１回、年次有給休暇を利用した１週間の連続休暇の取得を奨励します。職

員間で調整しあって休暇を取得するとともに、安心して休暇に入れるよう休暇

中の業務を分担する体制を築くことも重要です。 
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Ⅲ その他の次世代育成支援対策 

１ 子育てバリアフリー  

(1) 子育てに関するサービスの総合窓口として「子ども総合相談窓口」を開設し

ています。母子手帳の交付、子どもの医療費助成、子育てサービスの利用など

の各種手続きの受付をワンストップで行うとともに、子どもとその家庭に関わ

るあらゆる相談に応じ、各種の情報やサービスの提供などを行っています。 

(2) 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切で丁寧な応対を心がけ、

ソフト面でのバリアフリーに取り組みます。 

(3) 外出時に授乳やおむつ替えができる場所が少なく困っているとの声をよく聞

きます。区内にある授乳室やおむつ替えシートのある施設や店舗等を「赤ちゃ

んほっとスペース」と名付け、「お出かけ時に突然困った！」そんなときに利

用できるようにしました。施設等にはステッカーを貼り、区のホームページや

子育て支援ハンドブック「おひるね」で紹介しています。 

２ 子ども・子育てに関する地域貢献活動  

(1) 子どもに関する地域活動への参加 

職員のなかには、スポーツや文化活動など、子育てにも役立つ知識や特技等

を持っている方が多くいると思います。自分の子どもとの関わりだけでなく、

機会を捉えて地域の子育て活動にも積極的に参加しましょう。 

休日だけでなく子どもたちの長期休暇期間中の平日であっても、地域の子育て

活動に貢献できるよう、ボランティア休暇の対象に「地域における子どもの健

全育成に関する活動」を加えることを検討します。 

(2) 子どもを交通事故から守る活動の実施 

交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施します。 

公用車の運転手に対し安全運転講習会を実施し、職員の交通安全教育に努めま

す。 
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中野駅周辺における高度な環境・情報都市整備に関する共同研究について 

 

中野駅周辺における高度な環境・情報都市整備に向け、区と大学等との間で協定を締結し

て共同研究を行います。 

 

１ 共同研究の実施について 

本共同研究は、一般社団法人中野区産業振興推進機構（ＩＣＴＣＯ）が有するネット

ワークを通じ、都市における環境やエネルギー、ＩＣＴなどを研究する大学との協力関

係が構築されたことにより実現したものです。 

区においては、高度な環境・情報都市整備に関する専門的な知見や先端的な技術・情

報等を区に蓄積することで、より効果的な施策形成に資する研究を目指していきます。 

また、大学においては、研究テーマに応じた調査や実証実験等の研究活動を、中野駅

周辺を対象として行うことで、より汎用性や応用性の高い研究を目指していきます。 

 

２ 共同研究事項 

 平常時・非常時の状況に応じて、的確に情報を収集し発信する情報通信インフラ構築

のあり方 

 自立分散型電源や電気・熱融通ネットワークによって災害時にも安定供給可能なエネ

ルギーインフラ構築のあり方 

 

３ 共同研究体制 

以下の組織間で協定を取り交わした上で、各々のテーマに応じて研究を進めるものと

し、研究内容のうち共通する部分については、相互に連携・協力しながら進めていきま

す。 

中野駅周辺をフィールドとする調査、実証実験等にあたっては、区が情報提供や調整

等の便宜を図ります。 

 

組織 研究テーマ 

中野区 高度な環境・情報都市整備のあり方 

災害情報の公民連携とネットワーク化の検討

災害対策支援システムの導入可能性 

中野区産業振興推進機構 環境情報センシングネットワーク構築の検討 

災害時対応型エリア情報ネットワークの検討 

早稲田大学 災害時業務継続地区に対応する自立分散型エ

ネルギーシステムの検討 

宇都宮大学 中野区における情報整備に関する現状調査 

エリア情報のあり方検討 工学院大学 

東京電機大学 
情報アクセス支援アプリの研究 

東北大学 

 



４ 共同研究成果について 

共同研究によって得られた研究成果については、共同研究報告書としてとりまとめる

ものとし、区は具体的な施策形成への活用を図り、大学等は研究発表等を通じて社会へ

の還元を図っていきます。 

 

５ 共同研究期間 

協定締結（平成２７年７月予定）から平成２８年３月までとし、研究成果に応じ延伸

できるものとします。 

 

 

＜参考＞一般社団法人中野区産業振興推進機構（ＩＣＴＣＯ）について 

区内におけるＩＣＴ・コンテンツ関連産業の集積・促進及びＩＣＴ・コンテンツを活用

した産業振興の促進を図ることを目的として設立された。（理事長：板生清 東京大学名

誉教授）平成２５年１１月に中野セントラルパークに中野区産業振興拠点（ＩＣＴＣＯ）

を開設。 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当）石井 電話 03-3228-8742 
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「平和のつどい２０１５」、「平和のつどい For Youth」の開催について 

 
 「中野区憲法擁護・非核都市宣言」および「中野区における平和行政の基本に関する条例」

の主旨を踏まえ、平和の大切さを広く区民に訴えるため、毎年「平和のつどい」を開催して

いますが、今年は戦後７０年の節目にあたるため、区立中学校全校に戦争体験者が出向いて

体験を語る「平和の語り部」派遣事業を実施するとともに、小、中学生を中心とする若い世

代を対象とした「平和のつどい For Youth」を開催し、生徒の感想発表も併せて行います。 
 
１ 「平和のつどい２０１５」について 

（１）日時 
平成２７年７月２５日（土）午後０時３０分～午後４時（開場 正午） 

（２）会場 
なかの ZERO 小ホール 

（３）内容 
① 講演・落語（午後０時３０分～午後２時５分） 

テーマ「落語の禁止された時代があった、禁演落語五十三種とは」 
講 師 立川 談之助 氏（落語家） 

② 映画「夏の祈り」（午後２時２５分～午後４時） 
被爆高齢者のための世界最大規模の特別養護老人ホームに迫った長編ドキュメン

タリー 
 
２ 「平和のつどい For Youth」について 

（１）日時 
   平成２７年８月２日（日）午後１時３０分～午後３時３５分（開場 午後１時） 
（２）会場 
   野方区民ホール 
（３）内容 

① 中学生による感想発表（午後１時３０分～午後１時５５分） 
第二中学校、第三中学校、中野中学校から選ばれた生徒各１名による、「平和の語

り部」の体験談を聞いての感想発表を行います。 
② 演劇<公演：劇団風の子 OB>（午後２時～午後３時１５分） 

「子どもが少国民といわれたころ―銀次郎とハルの場合―」 
※演劇終了後、劇団員と会場との意見交換を実施します。 
 

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 
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