
  
 

 

 

２０１６年１０月１８日 

 

記者会見資料 
 

 

●株式会社セブン－イレブン・ジャパンとの包括連携協定について 

●区役所・サンプラザ地区再整備事業に係る協定の締結等について 

●「ふるさと納税事業」の開始について 

●平成２８年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施について 

 

 

 

 

次回定例記者会見は１１月１７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１０月１８日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンとの包括連携協定について 

23区初の包括的な連携協定 

 

・支援を必要とする人の支えあい活動への協力に関する覚書 

・災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協力に関する覚書 も同時締結 

 

 

中野区は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（以下「ＳＥＪ」という。）との間で、

商業・観光振興、食育や健康づくり、高齢者支援、子育て支援、青少年の育成、障害者支

援、災害対策、地域の安全安心、環境対策など９分野において、２３区で初となる包括的

な連携協定を締結します。相互の連携のもと継続的に事業を展開し、中野区の一層の活性

化と区民サービスの向上を図っていきます。 

 

 

１ 経緯 

ＳＥＪから中野区に対し、区内に４０店舗を展開する会社として、包括的な協力関係を

結び、地域貢献したい旨の打診があり、連携の可能性や具体的な事業想定について双方で

協議を行ってきました。 

この間の協議を踏まえ、連携のあり方について、検討を行った結果、地域活性化や区民

サービスの向上に向け、多様な主体と協力関係を構築し、取り組みを進めることは効果的

であることから、ＳＥＪとの間に、包括的な連携協定を締結し、継続的に連携事業を実施

していくこととしました。 

 

 

２ 協定内容 

（１）協定の名称    『地域活性化包括連携協定』 

（２）協定締結の目的 

区とＳＥＪが相互に緊密に連携しながら、双方の資源を有効に活用した官民協働に

よる活動を推進することにより、区の一層の活性化と区民サービスの向上を図ること

を目的とします。 

  



（３）包括連携事項 

上記の目的を達成するために、次の項目について連携し協力していきます。 

①商業及び観光の振興に関すること。 

②区民の健康増進及び食育及び食の安全に関すること。 

③高齢者の見守り活動の支援と中・高齢者の雇用に関すること。 

④子育て支援及び青少年の健全育成に関すること。 

⑤障がい者の支援に関すること。 

⑥災害対策に関すること。 

⑦地域や暮らしの安全・安心に関すること。 

⑧環境対策に関すること。 

⑨その他、地域社会活性化、区民サービスの向上に関すること。 

（４）協定締結日（予定） 

平成２８年１０月３１日（月）午後３時から 中野区役所を予定 

※当日は、連携事項についてご協力いただく、中野区内で、セブン-イレブンを経

営しているオーナー約４０人が列席予定です。 

 

 

３ 連携の進め方 

 「包括連携事項」に定める項目を効果的に推進するため、定期的に協議の場を設け、連

携事業の追加、具体化を図っていきます。（年２回程度） 

協定締結当初の連携事業としては、①都市観光ガイドマップ「びじっと中野」の店内配

布、②広報ラックの設置（都市観光パンフレット、チラシ）、③支援を必要とする人の支

えあい活動への協力（覚書締結）、④災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協力（覚書

締結）を予定しています（別紙）。 

これらの連携事業を手始めに、高齢者シニア向けお仕事相談会（一般就労を希望する元

気な高齢者の就労支援への取り組み）の実施に向けた協議や、地産商品の販売、食育の普

及・啓発への協力、障害者支援に関する各種取組みの実施、少年・少女の非行化防止、地

域の防災・防犯訓練等への参加などへの協力についても協議を行い、連携事業を具体的に

展開していく予定です。 

 

 

参考 

○中野区内の店舗数 ４０店（平成２８年１０月 1日現在）、中野区内コンビニ数１３１店） 

問合せ先 

 中野区 政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 広報センター 電話 03-6238－2446 



連携事業の概略 
 

（１） 都市観光ガイドマップ「びじっと中野」の店内配布 

 
 
■都市観光ガイドマップ「びじっと中野」 
・英語併記のガイドマップ（Ａ２サイズの八つ折） 

・発行部数 １０万部 

 

■店内配布 

・ＳＥＪの区内店舗において、「びじっと中野」の 

配布に協力する。 

・配布部数 各店舗５０部。１０月配布予定 

 
 

（２） 広報ラックの設置（都市観光パンフレット、チラシ） 

 
■ＳＥＪ店舗内の新聞スタンドに都市観光パンフレッ 

ト、イベントチラシ等を収納する、中野区専用の広報 

ラックを設置する。 

 

■２９年度開始 

 

 

 

 

（３）支援を必要とする人の支えあい活動への協力 

 
区とＳＥＪの相互の連携と協働により、高齢者等への見守り活動支援や支えあ

い活動を推進することで、中野区民が安心して暮らすことのできる地域社会の実

現に寄与することを目的として、覚書を締結する。 
 
■SEJ の役割 
 
・日常業務の中で気付いた高齢者等の異変や生活上の支障に関する区や警察等関

係機関の報告 

イメージ 

    



・お食事お届けサービス等の生活支援サービスの展開 
・認知症サポーター養成講座の受講など認知症への理解促進 
・区が発行する啓発物等の関係情報周知の協力 

 
■区の役割 
 
・ＳＥＪからの気付き情報への速やかな対応体制の整備 
・支えあい活動に必要な情報の提供や研修活動等への支援 
 

（４）災害時の物資供給及び街頭消火器の設置協力 

 
地震・風水害その他災害が発生した場合の、被災住民等を救助するための物資

（以下「物資」という。）の調達及び供給並びに街頭消火器の設置に関し、ＳＥＪ

は、区の要請に対し以下のとおり協力することとし、覚書を締結する。 
 
■物資供給 
 
・区は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、もしくは区の関係自

治体等から、物資の調達・あっせんを要請され、物資調達の必要があると認め

るときに要請する。 
・物資の種類は食料品、飲料品、日用品、その他セブン-イレブン・ジャパンが

供給可能な物資とする。 
・区が指定した場所までの輸送はセブン-イレブン・ジャパンが行う。 
・物資の供給に要した費用は区が負担する。 

 
■街頭消火器の設置協力 
 
・セブン-イレブン・ジャパンの店舗敷地内に街頭消火器を設置することが効果的

と判断される場合、区はセブン-イレブン・ジャパンへ設置協力を要請し、セブ

ン-イレブン・ジャパンが設置可否を回答する。（該当店舗との調整はセブン-イ
レブン・ジャパンが行う） 

・街頭消火器の設置場所の使用料は無償とする。 
・街頭消火器の設置及び管理は区が行う。 

  



（５）今後連携を想定している項目 

 
下記項目は連携事業の想定イメージであり、今後双方で協議検討を進めていく。 

（※上記(1)～(4)の項目と一部重複あり） 
 
（１）商業および観光の振興に関すること   
 ・『中野』ブランドを活用した商品の開発・販売 
 ・地元商店街、商工会議所との連携、加入促進 
 ・商業振興施策等に対する協力・連携 
 ・観光情報の提供・ＰＲ、多言語観光マップの設置（実施） 
 ・地産商品の積極的な販売 

（２）区民の健康増進および食育および食の安全に関すること   
 ・食育の普及、啓発への協力 
 ・食の安全・安心に係る取組み 

（３）高齢者等の見守り活動の支援と中高齢者の雇用に関すること   
・高齢者の就業や社会参加を支援するための中高年齢者の雇用促進・支援 
 

 参考  「シニア向けお仕事相談会」 協議中 

「高齢者の見守り・支えあい」の一環として、SEJとの協力により「シニア

向けお仕事相談会」を開催する。全体説明会や個別相談会を開催し、一般就

労を希望する元気な高齢者の就労支援に取り組み、官民連携により中野区が

掲げる「全員参加型社会」を促進する。平成２９年度実施に向けて実施を協

議中 

 
 ・日常業務における見守り活動の実施（覚書） 
 ・認知症への理解促進のための『認知症サポーター』養成（覚書） 
 ・お食事お届けサービス等の生活支援サービスの展開（覚書） 
 ・支えあい活動に係る情報の区民への周知（覚書） 
 ・高齢者の外出支援（トイレ利用の PR） 

（４）子育て支援および青少年の健康育成に関すること 
・未成年者への酒類・タバコの販売禁止 
・１８歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧禁止 
・『食育』対象商品の開発・販売 
・少年・少女の非行化防止（迷惑行為となる「たまり場」化防止、深夜における帰

宅促進） 
・店舗周辺の受動喫煙防止対策 
・職場体験、校外学習の受入れ 



（５）障害者の支援に関すること   
 ・障害者支援に関する各種取組みの実施 
 ・障害者雇用の場の確保推進 
 ・盲導犬・介護（助）犬などの推奨   

（６）災害対策に関すること   
・災害時における食料品や日用品の調達協力（覚書） 
・災害時に入手した被災状況等のお客様（地域住民）への情報提供および行政機関

への通報 
・街頭消火器の設置の推進（覚書） 

（７）地域やくらしの安全・安心に関すること   
 ・地域の安全対策・防犯対策の取組み、女性・子ども等の駆込みへの対応 
 ・緊急事態（災害・事故）に対する 110 番・119 番通報の実施 
 ・自主防犯体制の整備、強盗・万引き等の防止対策 
 ・地域の防災・防犯訓練等への参加、地区防犯パトロールとの連携推進 
 ・警察署・消防署・防犯協会・交通安全協会との協力・連携推進 
 ・ＡＴＭ等を利用した振込み詐欺や悪質商法・詐欺に対する被害防止対策の推進 
 ・飲酒運転根絶運動の推進に関する取組み 
 ・ＡＥＤ設置場所の確保、設置の推進            

（８）環境対策に関すること   
 ・配送車のアイドリングストップ 
 ・レジ袋削減への取組み 
 ・リサイクル推進および啓発への協力 
 ・熱中症予防（涼み所） 

（９）その他、地域経済活性化、区民サービスの向上に関すること   
 ・行政が発行する印刷物の店舗への設置・配布への協力 
 ・選挙広報への協力 
 ・マルチコピー機を利用した住民票請求等、行政サービスの代行 
 ・インバウンド消費への対応、免税店の取組み   



 

平成２８年１０月１８日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 

 

区役所・サンプラザ地区再整備事業に係る協定の締結等について 

 

 区役所・サンプラザ地区再整備事業に関し、事業協力者及び独立行政法人都市再生

機構と平成２８年９月３０日に協定を締結しました。あわせて、事業協力者の提案の

概要を公表しました。 

 

１ 協定の締結について 

（１）野村不動産株式会社等との協定 

 平成２８年７月に区役所・サンプラザ地区再整備事業（以下「本事業」といい

ます。）に係る事業協力者として、野村不動産株式会社を代表企業とするグルー

プ（野村不動産株式会社、清水建設株式会社、住友商事株式会社、東急不動産株

式会社、ヒューリック株式会社）を選定しました。今後の事業協力者との検討に

向け、以下のとおり協定を締結しました。 

① 目的 

本事業の円滑かつ早期の実現を目指し、区が予定している「区役所・サンプラ

ザ地区再整備事業計画」（以下「再整備事業計画」という。）の策定に向け、協

力して検討を行うにあたり、必要となる協力内容その他条件等について定めるこ

とを目的とする。 

② 役割分担 

再整備事業計画の検討は、区役所・サンプラザ地区再整備実施方針（以下「再

整備実施方針」という。）を前提に進めることとし、検討にあたっての区及び事

業協力者の役割分担は、次のとおりとする。 

＜区の役割＞ 

ア 再整備事業計画の策定 

イ 都市計画案の作成及び都市計画に係る協議及び調整 

ウ 公共基盤整備に係る計画検討及び調整 

エ 市街地再開発事業を含む本事業の全体調整 

オ 中野駅周辺関連事業や土地活用等に係る関係調整 

＜事業協力者の役割＞ 

ア 再整備実施方針に掲げる事項に係る事業化提案、検討及び検証 

イ 市街地再開発事業に係る施設計画及び事業収支等検討支援 

ウ 区の役割アからオ及びその関連事項に係る検討、協議及び調整への協力  

③ 有効期間 

協定締結日から再整備事業計画策定までとする。 

  



 

（２）独立行政法人都市再生機構との協定  

 区と独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都市機構」といいます。）は、平

成２６年１２月に「区役所・サンプラザ地区再整備に係る事業化の検討に関する

覚書」を取り交わし、本事業に向けた検討を協力して進めてきました。今般、再

整備実施方針において、本事業の事業手法等を示したことを踏まえ、以下のとお

り協定を締結しました。 

① 目的 

本事業の事業着手に向け、再整備事業計画について、協力して検討を進めるに

あたり必要となる協力内容その他条件等について定めることを目的とする。 

② 役割分担 

＜区の役割＞ 

ア 再整備事業計画の策定 

イ 都市計画案の作成及び都市計画に係る協議及び調整  

ウ 公共基盤整備に係る計画検討及び調整 

エ 市街地再開発事業を含む本事業の全体調整 

オ 中野駅周辺関連事業や土地活用等に係る関係調整 

＜ＵＲ都市機構の役割＞ 

 ア 再整備事業の施行体制に係る検討 

 イ 土地区画整理事業に係る事業計画検討 

③ 有効期間 

協定締結日から１年間とする。ただし、協定の有効期間満了日の１ヶ月前まで

に、いずれかからも書面による申入れがない場合は、自動的に 1年間更新される

ものとし、以後も同様の扱いとする。 

また、協定に基づく検討の結果、本事業実施に向けた各種協議が整った場合、

区はＵＲ都市機構に対して事業協力を要請の上で、別途、事業実施協定等を締結

するものとする。 

 

２ 事業協力者の提案の概要について 

 事業協力者が応募時に提出した提案書の概要が事業協力者から示されました。内

容については別紙のとおりです。提案書の概要は、中野区公式ホームページにて公

表しています。 

 

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 



平成２８年１０月１８日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
「ふるさと納税事業」の開始について 

 
 １ 趣旨 

超高齢化社会、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

豊かなまちをつくっていくためには、区は、地方と都市との連携強化によって、相互に

発展することが必要であると考えており、なかの里・まち連携事業を進め、様々な自治

体との連携に取り組んでまいりました。また、特別区全体においても、「特別区全国連

携プロジェクト」の取り組みを進め、地方との連携の強化を図っているところです。 

ふるさと納税は、「多くの人が地方で生まれ、今は都会に住んでいるが、自分を育ん

でくれた『ふるさと』に、自分の意思で、納税できる機会を作る」という趣旨で、当該

地方の活性化を図ることを目的に創設されたものです。区は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いたします。 

 

２ 事業開始日 

  平成２８年１０月２０日（木） 

 

３ 寄附金に対する返礼品 

  ①特別区全国連携プロジェクトにより連携する市町村の特産品等 

 ②なかの里・まち連携自治体の特産品等 

 ③中野の逸品、区内に本社・本店等がある企業及び事業者等の商品 

 

４ 主な寄附の活用先 

 （１）特別区全国連携プロジェクトによる活動、なかの里・まち連携事業 

 （２）哲学堂及び哲学堂公園の観光拠点としての事業 

 （３）社会福祉施設整備、義務教育施設整備、まちづくり、区民の公益活動の推進など 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

 政策室副参事（企画担当） 海老沢 電話 03-3228-8039 

 

 1 



「ふるさと納税」は 
 中野区へ！ 

 特別区は「人材、経済、生活全般にわたり、全国各地に
支えられて成り立っており、互いの良いところを活かし、
足りないところを補完し、抱える課題を共に克服していか
なければならない」ということから、「特別区全国連携プ
ロジェクト」として、各自治体との様々な連携を進めてき
ました。 
 このような特別区の考えに基づき、中野区では地方の活
性化及び自治体間交流を踏まえた相互に利点や価値がある
関係を高めるため、ふるさと納税事業を行っています。 

【問合せ先】 
 中野区政策室企画分野 
  電話：０３（３２２８）８８９２ ＦＡＸ：０３（３２２８）５６４３ 
  E-Mail：f-nouzei@city.tokyo-nakano.lg.jp 

中野区食育マスコットキャラクター 
「うさごはん」 

なかのまちめぐり博覧会マスコットキャラクター 

©中野区 

 

 ■ ふるさと納税（寄附金）に対する返礼品 
 
 ①特別区全国連携プロジェクトにより連携する市町村の特産品等 
 ②なかの里・まち連携自治体の特産品等 
 ③中野の逸品、区内に本社・本店等がある企業及び事業者等の商品 
   ※ 中野区民の方は、返礼品の対象外です。 
 
 ■ 主な寄附金の活用先 
 

 (1) 特別区全国連携プロジェクトによる活動 
 (2) 哲学堂及び哲学堂公園の観光拠点としての事業 
 (3) 社会福祉施設整備、義務教育施設整備、 
  まちづくり、区民の公益活動の推進など 

 ※ 中野区ふるさと納税事業の詳細につきましては、下記をご覧ください。 
  ★ふるさとチョイス http://www.furusato-tax.jp/ 
  ★ふるぽ http://furu-po.com 

mailto:f-nouzei@city.tokyo-nakano.lg.jp
http://www.furusato-tax.jp/
http://furu-po.com/


平成２８年１０月１８日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
平成２８年度中野区帰宅困難者対策訓練の実施について 

 

中野区では、大規模な地震などが発生した場合に区内に発生する帰宅困難者（※）への対

応を協議するため、各関係機関、事業者などで構成される中野区帰宅困難者対策協議会（別

紙１参照）を設置しています。 

この度、中野区帰宅困難者対策協議会で策定した、「中野区災害時帰宅困難者対策行動計

画」に基づく取り組みを検証するため、中野駅前での情報提供、一時滞在施設までの避難誘

導、一時滞在施設の開設運営を内容とする総合的な帰宅困難者対策訓練を初めて実施します。 

 

 

１ 日時 

平成２８年１１月１日（火曜日）午後２時から４時まで 

 

２ 会場 

ＪＲ中野駅周辺、中野四季の森公園、帝京平成大学中野キャンパス、早稲田大学中野国

際コミュニティプラザ及び東京都中野都税事務所 

 

３ 訓練内容 

(1) 帰宅困難者への情報提供及び避難誘導 

中野区では、特に帰宅困難者が滞留すると想定される駅周辺などに、区が収集した災

害に関する情報を提供する情報提供ステーションを設置することとしています。 

本訓練では、中野駅北口・南口及び中野四季の森公園において、情報提供ステーショ

ンの開設、帰宅困難者への情報提供及び帰宅困難者一時滞在施設への避難誘導を実施し

ます。 

(2) 帰宅困難者一時滞在施設の開設及び運営 

帰宅困難者一時滞在施設とは、災害発生時に学校や職場などの帰属がなく、帰宅が可

能になるまでの間に待機する場所がない方を一時的に受け入れるための施設を指しま

す。 

本訓練では、区と帰宅困難者一時滞在施設として施設の一部を提供することに関して

協定を締結している帝京平成大学及び早稲田大学、並びに東京都が帰宅困難者一時滞在

施設として指定している東京都中野都税事務所において、帰宅困難者一時滞在施設の開

設、帰宅困難者の受入れ及び帰宅困難者への備蓄物資配布などを実施します。  

※「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成 24年 4月 東京都）では、中野区

で震度６強または６弱の地震が発生したという想定での帰宅困難者数は 17,000人弱 



４ 訓練参加団体 

中野区帰宅困難者対策協議会の構成団体が、帰宅困難者への情報提供及び避難誘導並び

に帰宅困難者一時滞在施設の開設及び運営の役割に分かれて訓練に参加します。 

 

５ 帰宅困難者役の募集 

訓練当日に、帰宅困難者役としてご参加いただける方を募集しています。（別添チラシ

参照） 

 

６ 訓練のイメージ 

(1) 帰宅困難者への情報提供及び避難誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 帰宅困難者一時滞在施設の開設及び運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資機材設営 帰宅困難者への情報提供 

運営本部 資機材設置 

物資配布 情報提供 

問合せ先 

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



中 野 区 帰 宅 困 難 者 対 策 協 議 会 

 

 

現在、中野区帰宅困難者対策協議会は、中野区を含む 47の関係機関、事業者などで構成

されています。（順不同） ◎は今回の訓練の参加予定団体 
 

分類 名称 
警察 ◎中野警察署 ◎野方警察署 

消防 ◎中野消防署 ◎野方消防署 

東京商工会議所 ◎東京商工会議所中野支部 

公共交通事業者 ◎東日本旅客鉄道株式会社 ◎東京地下鉄株式会社 

◎西武鉄道株式会社 東京都交通局都庁前駅務管理所 

◎関東バス株式会社 ◎京王バス東株式会社 

東京都交通局小滝橋自動車営業所  

地域防災会 本三宮前防災会 中野駅前南口町会防災会 

打越町会防災会 東中野五丁目小滝防災会 

北鷺町会防災会 野方南自治会防災部 

白鷺三丁目防災会  

中野区商店街連合会 ◎中野サンモール商店街振興組合 ◎中野ブロードウェイ商店街振興組合 

◎中野南口駅前商店街 宝仙寺前通商店会 

鷺宮商明会 野方商店街振興組合 

◎新井薬師駅商店会  

中野駅周辺事業者 ◎帝京平成大学 明治大学 

◎株式会社中野サンプラザ ◎ＪＮ指定管理者共同事業体 

（なかのＺＥＲＯ） 

◎管理組合法人ブロードウェイ管理組合 ◎キリン株式会社 

◎東京建物株式会社 ◎株式会社丸井 

◎株式会社丸井グループ ◎早稲田大学 

◎西武信用金庫 ◎中野都税事務所 

東中野駅周辺事業者 日本閣観光株式会社 専門学校東京テクニカルカレッジ 

中野坂上駅周辺事業

者 
◎三井不動産株式会社 ◎住友不動産株式会社 

◎東京マツダ販売株式会社  

西武新宿線沿線周辺

事業者 
都立鷺宮高等学校 都立武蔵丘高等学校 

都立稔ヶ丘高等学校   

 

別紙１ 
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