
  
 

 

 

２０１６年７月１９日 

 

記者会見資料 
 

 

●新しい区役所整備基本計画（素案）について 

●中野区療育センターゆめなりあの開設について 

●常陸太田市との災害時における相互応援に関する協定の締結等につ

いて 

●中華人民共和国北京市 西城区区民交流団芸術公演の開催について 

●「平和のつどい２０１６」の開催について 

 

 

 

次回定例記者会見は９月８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２８年７月１９日 

区長記者会見資料  

 

新しい区役所整備基本計画（素案）について 

 

現区役所は、昭和４３年９月竣工で、まもなく築４８年を迎えます。施設や設備の老朽

化をはじめ様々な課題を抱えており、改修ではその解決につながらないため、新たに庁舎

整備を進めていく必要があります。このたび、「新しい区役所整備基本計画」の素案を作成

しましたのでお知らせします。 

 

１ 新しい区役所の計画地 

新しい区役所は、現在の体育館敷地とその隣接地に整備します。建設にあたっては、

地区計画などの変更の手続きが必要になります。なお、現在の中野体育館は、平和の森

公園内に移転整備する予定です。 

 

２ 新しい区役所整備のありかた 

（１）建物配置 

建物配置は、敷地に十分な空地を確保します。

敷地西側には集いの広場を確保し、庁舎との機能

連携をしていくことで、一体的な利用をはかりま

す。また、敷地周辺には、道路の歩道と一体とな

った、ゆとりある歩行者空間を確保します。 

利用者の歩行者動線は中野駅北口からのアクセ

スを考慮し、視認性の良い場所にエントランスを

設置します。また、敷地西側からの動線は、集い

の広場から庁舎へと続く賑わいを創出するよう整

備します。 

（２）空間構成 

新しい区役所は、様々な機能が複合した構成となることを踏まえ、以下の空間構成と

します。階数は、地上１１階、地下２階程度を想定しています。 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

コミュニティゾーン 

様々な手続きや相談ができる総合窓口を配置

するとともに、区民が気軽に立ち寄り、区政情

報の収集や区民同士の交流、活動をする機能を

集約します。 

議会ゾーン 

議会機能を配置することを基本とします。 

オフィスゾーン 
職員の執務スペースを集約し、効率的で創造

性の高い執務空間を整備します。 

地下階 

駐車場や中野区保健所（検査室等）、倉

庫、機械室などを配置します。 

東京都第三建設事務所 

<新庁舎配置計画のイメージ> 
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（３）新しい区役所の規模 

 区分 面積 主な内容 

① 事務室 10,500 ㎡ 事務室、消費生活センターなど 

② 事務室以外諸室 12,900 ㎡ 議会関係諸室、会議室、倉庫、OA 室、機械室など 

③ 保健所機能 1,000 ㎡ 診察室、検査室など 

④ 防災機能 950 ㎡ 
災害対策本部室、防災備蓄スペース、情報処理室・無

線室など(平常時は会議室として使用する面積も含む) 

⑤ 区民交流機能 800 ㎡ 
シティホール、フードコート等の飲食スペース、活動

情報等発信スペースなど 

⑥ 玄関等 8,200 ㎡ 玄関、廊下、階段、通路部分など 

⑦ 車庫 6,000 ㎡ 駐車場など 

⑧ 公共公益活動団体スペース 850 ㎡  

⑨ 東京都第三建設事務所 3,000 ㎡  

 庁舎全体 44,200 ㎡  

 

 

（４）新しい区役所整備の基本的な考え方 

【機能実現① 区民サービスの向上】 

・多数の窓口を集約した総合窓口を開設するとともに、手続きをセルフサービスで完結

できるシステムを導入します。 

・区民の利便性の向上や危機管理の強化を図るため、中野区保健所を併設します。 

 ・夜間・休日窓口について、開庁時間の拡大及び取り扱いサービスの拡充をします。 

・来庁が困難な方を対象に、職員が自宅へ伺い、必要なサービスを提供します。 

 

【機能実現② 区民活動の推進】 

・区民が主体的にまちづくりに参加し、協働していくための拠点としての機能をもつ、

シティホールを整備します。 

・シティホールはイベント開催スペースや飲食スペースなどを設置するとともに、庁舎

西側の集いの広場と一体的な活用を図り、休日・閉庁時も利用可能とします。 

・区内全域を活動範囲とする公共公益活動団体に対し、事務室等を確保します。 

・区政資料の電子化や図書館との連携を進め、閲覧の利便性を向上させるほか、公共公

益活動団体のＰＲコーナー等と一体的に、総合情報コーナーを整備します。 

 

【機能実現③ 行政機能の強化】 

 ・携帯電話や無線ＬＡＮの導入などにより、効率的に組織変更や人員の増減に対応でき

るようにします。 

 ・タブレット端末の導入や紙文書の電子化などにより業務を効率化し、スペースを有効活

用します。 

 

※上記面積は、今後の検討に応じ変動する場合があります。 
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【機能実現④ 開かれた議会機能】 

 ・二元代表制の観点から、行政機能のエリアと明確に区分します。 

 ・区民に身近な議会となるよう、外部からわかりやすく、アクセスしやすい配置構成と

します。 

 ・議場や委員会室でのＩＣＴ設備の導入など、機能性に配慮します。 

 ・議会活動などを紹介するＰＲコーナーや資料などの展示スペースを区民が利用しやす

い場所に配置します。 

 

【性能実現① 環境配慮型区役所の実現】 

 ・太陽光、雨水や井戸水などの自然エネルギーを積極的に利用します。 

 ・ライフサイクルを通じての環境負荷の低減に配慮します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<環境配慮型庁舎のイメージ> 

※この図は確定した内容ではありません。 
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【性能実現② 安全・安心の拠点】 

 ・災害時の状況を即座に把握し迅速に対応できるよう、災害対策本部設置時に必要なス

ペースを確保し、機能的に配置します。 

 ・平常時には、区民が集い交流するスペースを、災害時の情報発信や復興時の各種相談

窓口として活用するなど、迅速な機能転換とスペースの有効活用に配慮します。 

・災害に強い中圧ガスなどの利用により、業務継続に必要な電力を確保します。 

 

【性能実現③ 施設の長寿命化】 

・行政需要の変化に柔軟に対応できるよう、将来のリニューアルが容易な構造とします。 

・施設の維持管理がしやすく、ランニングコストが軽減された区役所とします。 

 

３ 新しい区役所整備の進め方 

（１）整備費 約２２１億円（概算、東京都第三建設事務所を除く） 

内訳 

設計費（工事監理費含む） 約６億円 

建設工事費      約１９５億円 

消費税         約２０億円 

 

財源については、現区役所敷地及び現保健所敷地を、最大限有効活用することによっ

て、生み出します。整備費の支出については、財源の収入時期に応じて、一時的に地方

債や基金を活用して対応します。 

 

（２）整備スケジュール 

 

 

 

 

 

 

４ 新しい区役所整備基本計画の策定までのスケジュール（予定） 

平成２８（2016）年 ８月  意見交換会の実施（７・８日） 

新しい区役所整備基本計画(案)の作成  

９月～１０月 パブリック・コメント手続の実施 

１１月  新しい区役所整備基本計画の策定 

H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 

基本計画 基本設計 実施設計 建設工事 

竣工 

問合わせ先 

経営室副参事（経営担当） 朝井 電話 03-3228-8810 
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平成２８年７月１９日 

区長記者会見資料  

 

中野区療育センターゆめなりあの開設について 

 

９月１日、弥生保育園分園跡地に、「中野区療育センターゆめなりあ」(新設)

が、「南中野区民活動センター」(移転)との新規複合施設として開設いたしま

す。 

本施設は、発達の課題や障害のある区内在住のお子さんに対して、発達を支

援する障害児通所支援施設として、南部地域に新たに開設するものです。 

 施設の愛称「ゆめなりあ」は、公募により決定したもので、「夢」が「成る」

「エリア（場所）」との想いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業内容 

（１）療育相談 

発達支援や療育等に関する専門的な相談を実施します。 

（２）児童発達支援   

未就学児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活

への適応訓練等を実施します。１日当たりの利用定員は３０人です。 

（３）放課後等ディサービス  

小学生から高校生を対象として、放課後及び夏休み等の長期休業期間中に

生活能力向上のために必要な訓練等を実施します。１日当たりの利用定員は

２０人です。 

（４）保育園等巡回訪問指導 

発達上の課題や障害があると思われる子どもが在籍する保育所及び幼稚

園等へ定期的に巡回し、対象児等への対応の助言等を職員等に対して実施し

ます。 

（５）一時保護  

高校生までを対象として、保護者の疾病、用事等の理由でお子さんの介護

が困難になった時に、日中一時的に子どもを預かります。１日当たりの利用

定員は３人です。 



２ 指定管理者 

運営は、民間事業者の持つ専門性やノウハウを活用し、効果的かつ効率的

にサービス提供を行うため、指定管理者による管理運営方法とします。 

   指定管理者は、社会福祉法人正夢の会です。 

 

３ 施設の概要 

（１）所在地 

中野区弥生町５－５－２ 

（２）開設日 

平成２８年９月１日（木） 

（３）開設時間等 

開設時間 午前9時から午後6時 

休業日  日曜日、祝日、年始年末 

（４）施設の詳細 

   ３階建て施設の１階と２階の一部分にて療育等を実施していきます。 

    （３階と他の２階部分は区民活動センターとなります。） 

１階 事務室、医務室、相談室、指導訓練室、個別指導室、活動室等 

２階 会議室、工作室、倉庫等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 開所式及び内覧会 

開所式  ９月４日（日）午前１０時～１２時 

内覧会  ９月４日（日）午後１時～５時 

 

問合せ先 

子ども教育部副参事（子育て支援担当） 平田  電話 03-3228-8996 

 



平成２８年７月１９日 

区長記者会見資料  

 

 

常陸太田市との災害時における相互応援に関する協定の締結等について 

 

 

昨今の大規模災害では、他自治体からの早期の支援が効果を発揮していることから、

なかの里・まち連携自治体との間で災害時相互応援協定の締結を進めております。この

たび、茨城県常陸太田市と「災害時における相互応援に関する協定」を締結することに

いたしました。 

    また、中野区では、観光・体験、経済、環境交流を進めていくため、この趣旨に賛同

が得られた自治体との間で「なかの里・まち連携宣言」を平成２１年３月に行い、物産

展やバスツアーなどさまざまな交流事業を実施してきました。この度、なかの里・まち

連携自治体のひとつである茨城県常陸太田市では、「道の駅ひたちおおた」を開設するの

に伴い、ここを拠点とした新たな経済交流事業を開始します。 

 

１ 災害時における相互応援に関する協定の締結 

協定の調印式を、平成２８年７月２１日に茨城県常陸太田市で行われる「道の駅竣工

式典」にあわせて、常陸太田市役所で行います。 

 

協定の概要 

（１） 応援の内容 

ア 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材等の提供又は貸与 

イ 被災者の救出、救護、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材等の提供又は

貸与 

ウ 救護、救助、応急復旧活動及び災害復興に必要な職員の派遣 

   エ 被災者の受入れ及び一時収容のための施設の提供 

オ 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（２） 物資の輸送 

    救援物資、資機材、人員等の輸送は、原則として応援を行う自治体が実施する 

ものとします。 

（３） 情報の交換 

    協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じて、防災に関する情報等を 

相互に交換するものとします。 

 

２ 経済交流事業の展開 

 

事業概要 

常陸太田市の農家の朝採り新鮮野菜や旬の果物等を「道の駅ひたちおおた」に集約

し、高速バス（茨城交通）のトランクを活用し、区内商店等向けに定期的に配送する

事業です。（別紙をご参照ください。） 

  



（１）事業開始時期 平成２８年８月（予定） 

（２）販売対象   区内小売店、地域団体による共同購入 

（３）その他    本事業は、地方創生加速化交付金を活用した事業です。 

問合せ先 

 

 経済交流事業については 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）藤永 電話 03-3228-5464 

 

災害時における相互応援に関する協定の締結については 

都市基盤部副参事（防災・都市安全担当）鈴木 崇（ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ）電話 03-3228-8931 



 
 
 
 

 

 

Ａ地域農家 中継出荷所Ａ 

 

Ｂ地域農家 

Ｃ地域農家 

中継出荷所Ｂ 

中継出荷所Ｃ 

配送 

丸山車庫⇔ 各商店・店舗 
（各店舗による） 

茨城交通高速バス 

集約・配送準備 
(道の駅出荷者協議会・JA) 

農
家
は
指
定
さ
れ
た
近
く
の
中
継
出
荷
所
ま
で 

農
産
物
を
持
っ
て
く
る 

公共交通を活用した貨客混載による農産物販路拡大事業 

【事業概要】 
 常陸太田市内の農家の朝採り新鮮野菜などや旬の果物等を、道の駅ひたちおおたに集約し、高速バス（茨城交通）のトランクを活用し、常陸太田市と里・まち連携事業で交流のある中野区商店等に、定期的に

配送し、中野区の皆様に新鮮な常陸太田市産農産物を味わっていただく事業です。 
 この新たな販路拡大により、農家所得の向上、地域経済の活性化、首都圏における常陸太田ファンの拡大、交流人口拡大等を推進します。 

高
速
バ
ス
待
機
所 

中
野
区
江
古
田 

（関
東
バ
ス
丸
山
車
庫
） 

１．開始時期  道の駅ひたちおおたオープン後（平成 28年 7月下旬以降） 

２．配送頻度  当面は、定期的に週２回程度。売れ行きや状況等に応じ、回数を増やしていく。 

３．高速バス時刻表（茨城交通で、新宿まで行くバス時刻表のみ抜粋） 

  （上り）                        （下り） 

  道の駅ひたちおおた   8：10        10：30    丸山車庫(江古田)   15：40  16：40 

  新宿駅（バスタ新宿）  11：11(平日・土曜） 13：41    新宿駅（バスタ新宿） 16：40  17：40 

              10：51(日・祝日）  13：21    道の駅ひたちおおた  19：09  20：09 

  丸山車庫（江古田）   11：51(平日・土曜)  14：21 

                        11：31(日・祝日)    14：01 

「地方創生加速化交付金」活用事業 

旬の野菜類（葉物、根菜、果菜）、 

米、農産加工品（生蕎麦等） 

季節によっては、ぶどう、梨、柿、イチゴ等 

 

道
の
駅
ひ
た
ち
お
お
た 

中
野
区
商
店
・各
店
舗
等 

 

販
売 

保冷コンテナ箱/54リットル(予定) 

（W）65cm×（D）46cm×（H）37cm 

  最大 12コンテナ可能 

※高速バストランク 

 （W）130cm×（D）140cm×（H）90cm 

荷姿 

空コンテナ 空コンテナ 

事前に、配送可能な野菜・果実等の品種品目や写真を掲載したチラシ等を、 

各商店・店舗にメール（又は配布） 

チラシ等から、事前に注文（事前注文、仕入れ販売） 

別紙 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://salethefashion.com/image.php?aHR0cDovL3RodW1ibmFpbC5pbWFnZS5yYWt1dGVuLmNvLmpwL0AwX21hbGwvbWVpY2hvL2NhYmluZXQvMDA2LTAwOC8wMDc1LTA5MDEuanBn&imgrefurl=http://www.dvadelft.nl/2476/world9620/21/default.cfm&h=257&w=320&tbnid=ZP8M26xNgixHRM:&docid=9eQztU_yRe7NTM&itg=1&hl=ja&ei=_8WcVpqkAcag0gT79JmoDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjan7rhmrPKAhVGkJQKHXt6BvUQMwhZKDMwMw
http://www.irasutoya.com/2016/02/blog-post_105.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_4749.html
http://www.irasutoya.com/2014/12/blog-post_576.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_247.html
http://www.irasutoya.com/2014/01/blog-post_2201.html
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中華人民共和国北京市 西城区区民交流団芸術公演の開催について 
 
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）から友好区関係

を締結し、行政、文化、スポーツなど、様々な分野で交流と協力の関係を築いてき

ました。 
今年は、友好区締結から３０周年の節目の年にあたります。このたび３０周年記

念事業の一環として、西城区から代表団２１名が来日し、「西城区区民交流団芸術

公演」を開催し、交流を深めます。 
 
２ 西城区代表団（２１名）の構成 

  政府（西城区）関係者 牛街街道出張所副主任ほか 計  ４名 
  区民交流団                    計１７名  
 
３ 公演詳細 

    公 演 名 西城区区民交流団芸術公演 

  開催日時 平成２８年７月２０日（水）午後５時～午後６時３０分 
（開場：午後４時３０分） 

会  場 なかのＺＥＲＯ小ホール（中野区中野二丁目 9 番 7 号） 
内  容 ≪西城区≫京劇、太極拳、歌など 
     ≪中野区≫打越太鼓、鷺宮囃子 
 

４ 今後の周年行事予定 

 （１）第２１回中野区・西城区友好親善少年軟式野球大会の開催 
    日 時   平成２８年８月１２日（金）～１７日（水） 
    開催地   西城区 
    派遣チーム 中野区内の少年野球チームに所属する小学６年生 
    試 合   西城区西単小学校チームと３試合 
    運 営   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） 
 

 （２）「行政訪問団」及び「民間訪問団」西城区派遣 
  平成２８年１１月を予定 

  



（参考）友好区締結までの経緯 

 １９８５年４月 中国人民対外友好協会北京市分会から友好交流事業提携の推奨 

       ８月 区及び区議会関係者による第１次調査団を西城区へ派遣 

         （提携の基本的事項、西城区の状況調査） 

      ９月 西城区長が中野区を訪問 

     １１月 中野区民間団体代表者等による第２次調査団を西城区へ派遣 

         （民間レベル交流分野についての調査） 

 １９８６年４月 西城区で、調印時期、場所、議定書草案や具体的な手続き等協議 

      ９月 （５日）西城区で、友好区関係（当時「友好協力関係」）締結 

 

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  

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228-8039 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区・北京市西城区友好締結 30周年記念事業 

☆日時：７月２０日（水） 

   １６：３０ 開場  

 １７：００ 開演 

☆場所：なかのＺＥＲＯ小ホール 

  （中野駅南口から徒歩８分） 

    駐輪場は西館の地下１階にあります。 

北京市西城区から区民芸術団が 

中野にやってきます。 

京劇や、中国太極拳の披露、 

書道・手編みの展示などを行い、 

中野区からは打越太鼓と鷺宮囃子 

を披露し、交流を深めます。 

当日直接会場へお越しください。 

主催 中野区 平和・国際化担当 

電話  ０３－３２２８－８９８７ 

Email heiwajinkenkokusaika@city.tokyo-nakano.lg.jp 

 

入場無料 

先着５５０名 
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「平和のつどい２０１６」の開催について 

 

 「中野区憲法擁護・非核都市の宣言」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、「平和のつどい

２０１６」を開催します。 

 テーマは「世代を超えて、語り継ぐ平和の大切さ」。世界の紛争地の現状から平和

について考える講演会と平和関連映画上映のほか、終戦から７０年以上が過ぎ、戦争

体験者から直接話を聞く機会が減ってきているため、悲惨な体験を後世に語り継ぐた

めに制作した平和の語り部記録映像の上映を行います。 

 

１ 開催日時 

  平成２８年７月３０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（中野区中野二丁目 9番 7号） 

 

３ 内容 

（１）映画「つるにのって とも子の冒険」（午後０時３５分～午後１時５分） 

   核兵器廃絶の願いを世界の子どもたちに伝えるアニメーション映画 

 

（２）ＤＶＤ「中野区平和の語り部記録映像」（午後１時２０分～午後２時５分） 

   東京大空襲・中野の空襲及び広島原爆投下時の様子について、３名の語り部

がインタビュー形式で証言 

 

（３）講演（午後２時３０分～午後４時） 

   テーマ「平和構築のために私たちにできること」 

   講師 瀬谷 ルミ子 氏（認定ＮＰＯ法人日本紛争予防センター理事長） 

 

 

 

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 

 
 



 
 

◆日時 平成２８年７月３０日（土） 

午後０時半～午後４時（開場：午後０時） 

◆場所 なかのＺＥＲＯ西館・小ホール 

中野２－９－７（中野駅南口から徒歩８分） 

◆内容 ※それぞれ個別に参加することも可能です 

①映 画 つるにのって「とも子の冒険」（12:35～13:05） 

原案：ミホ・シボ    脚本・監督：有原誠治 

                                    

  

                                 

 

 

 

 

②ＤＶＤ上映 中野区「平和の語り部」記録映像（13:20～14:05） 

 

 

 

③講 演「平和構築のために私たちにできること」（14:30～16:00） 

講師：瀬谷 ルミ子氏（認定 NPO 法人日本紛争予防センター理事長） 

 

 

 

 

 

主 催  中 野 区 

問合せ先 企画分野 平和・国際化担当 電話 03（3228）8987 Fax 03（3228）5476 

 電子メール heiwajinkenkokusaika@city.tokyo-nakano.lg.jp

☆手話通訳（DVD 上映・講演）、字幕（映画）、一時保育あり 

※一時保育をご希望の方は７月６日～２２日に電話か、電子メールまたはファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電話番

号、お子さんの氏名とふりがな、月年齢、性別を記入）で下記の平和・国際化担当へ。先着６人。 

当日直接会場へ 

（先着 550 名） 

入場無料 

～世代を超えて、語り継ぐ平和の大切さ～ 

終戦から７０年を迎え、戦争体験者本人から直接体験を聞く機会が減ってき

ています。今回、戦争体験者から当時の様子についてインタビュー形式で語っ

ていただいています。 

 

小学 6 年生の元気な少女・とも子は夏休みのある日、広島の 

原爆資料館を訪れました。 

原爆の恐ろしさに圧倒され、重い足どりで平和公園を歩いて 

いたとも子は色とりどりの折り鶴と少女の像に目を奪われます。 

とも子はキャンディーの包み紙で鶴を折り、フッと息を吹き 

かけると不思議なことがおこり…。（1993 年公開、27 分） 

紛争地域の現状や現地での平和構築に向けた取り組みなど、様々な体験談を通して、平和のために

私達にできることについて語っていただきます。 

平和のつどい 2016 

(c)虫プロダクション 



タイム・スケジュール   ※ 予定時間のため、進行状況により若干変更する場合もあります。 

   あらかじめご了承ください。 

                       

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師（講演）の紹介 

瀬谷 ルミ子氏（認定 NPO 法人日本紛争予防センター理事長） 

 

 

 

 

 

 

著書：「職業は武装解除」（朝日新聞出版）など。2011 年 Newsweek 日本版「世界が尊敬する日本人

25 人」、日経ビジネス「未来を創る 100 人」、2012 年「日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー」、2013

年エイボン女性年度賞大賞、AERA「2020 年の主役 50 人」等に選出。2015 年にはイギリス外務省

主催 International Leaders Programme に選出された。 

 

                                                                          

 
 

 
平和の 

 ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 

 

 （開場：午後０時） 

開会        午後０時３０分 

映画上映開始    午後０時３５分 

休憩        午後１時０５分～ 

ＤＶＤ上映開始  午後１時２０分 

休憩       午後２時０５分～ 

講演開始     午後２時３０分 

終了予定       午後４時００分 

憲法擁護・非核都市宣言 

「まちには こどもの笑顔がある」という言葉から始まる「憲法擁護・非核都市の宣言」。

区は、1982（昭和 57）年 8 月 15 日に、この宣言を行いました。 

区民の平和を希求する声を背景に、約 12,000 人の請願を区議会が採択したことによって

生まれたもので、私たちのいのちと暮らしを守るために、核を持つすべての国に対して、核兵

器をすてよと訴える区民の率直な願いと崇高な思いが込められています。 

「平和のつどい 2016」が、この宣言に込められた平和への願いについて、改めて考える

ひとつのきっかけとなればと思います。 

中央大学卒、英ブラッドフォード大学紛争解決学修士課程修了。 

ルワンダ、アフガニスタン、シエラレオネ、ソマリア、南スーダンな

どで国連 PKO、外務省、NGO の職員として勤務・事業を統括。専門

は紛争後の平和構築、治安改善、兵士の武装解除・動員解除・社会再統

合。 

日本の防衛省やアフリカ諸国の政府・警察・現地 NGO の訓練カリキ

ュラム立案や講師も務める。2013 年に途上国の民間企業の進出を支援

する JCCPM 株式会社を設立。 
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