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記者会見資料 
 

 

●明治大学との連携講座について 

●区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について 

●私道助成制度の改定について 

●中野区における生ごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組みについ

て 

●東日本大震災の影響により区内に避難している被災者への支援及び

被災地への職員派遣について 
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明治大学との連携講座について 

 

区と明治大学は、相互協力に関する基本協定を平成 26 年 3 月に締結し、地域社会

の発展と人材の育成を目指しているところです。 

平成 29 年度の取組として、区と明治大学国際日本学部との協力により、学生に対

して行政や地域の実情の理解、現場体験の機会を提供し、地域社会に貢献する人材を

育成するため、下記のとおり連携講座を実施します。 

 

記 

 

１ 連携講座の位置づけについて 

（１）学生に単位を授与する明治大学国際日本学部の正規科目とします。 

（２）区は、講座への講師派遣、現場体験先の提供等の協力を行います。 

（３）平成 29 年度は春学期（前期）に実施し、実施状況を踏まえて次年度以降の進

め方を検討します。 

 

２ 連携講座の内容について（別紙参照） 

（１）中野区地域国際化実践講座（全１４回） 

区の概要等（区の現状、観光、グローバル戦略、ユニバーサルデザイン、国際

交流、国際化教育等）の基礎的理解や、現場体験の機会を提供することにより、

継続的に地域に貢献する人材を育成します。現場体験では、区立学校や中野区国

際交流協会の事業等にボランティアとして参加します。なお、講義は区の関連部

署の職員が講師を務めます。 

（２）基礎自治体講座（全１４回） 

区長が全１４回の講義を行います。地方自治や行政活動の意義、役割等を学ぶ

とともに、基礎的自治体としての今日的課題とその解決方策について、区長が直

接学生に語り掛け、地方自治の知識とともに意欲を醸成し、地域、行政に貢献す

る人材を育成します。 

 

３ 今後のスケジュール 

平成 29年 4～7月  連携講座の実施 

 

問合せ先 

政策室副参事（企画担当）海老沢 電話 03-3228- 8039 

 
 



 別 紙  

 

連携講座スケジュール（予定） 

 

１ 中野区地域国際化実践講座（全１４回） 

第１回  イントロダクション 

第２回  中野区長が語る中野区の魅力 

第３回  中野区の現状（人口、地理）と観光ビジョン 

第４回  中野区のグローバル戦略 

第５回  ユニバーサルデザインと多文化共生 

第６回  中野区の国際化教育 

第７回  フィールドワーク①：区の観光スポットをめぐる 

第８回  フィールドワーク②：区の公共施設をめぐる 

第９回  現場体験活動のオリエンテーション 

第 10回 現場体験活動（200分）① 

第 11回 現場体験活動（200分）② 

第 12回 学生による現場体験活動の報告① 

第 13回 学生による現場体験活動の報告② 

第 14回 総括 

 

２ 基礎自治体講座（全１４回） 

（中野区長が論じる地方自治－「最初の政府」その未来－） 

第１回  人口減少、超高齢化社会の現状 

第２回  課題先進国日本 

第３回  日本の統治制度－三権分立、地方自治 

第４回  国家と国民 

第５回  政府活動－公共領域と政府・市民 

第６回  地方自治－日本の自治制度、世界の自治制度 

第７回  行政とは何か 

第８回  民意と政治 

第９回  税と財政 

第 10回 東京と地方－グローバル化と地域間格差 

第 11回 東京の自治体－首都、特別区の存在 

第 12回 国の未来、自治体の未来 

第 13回 世界とつながる、地域間でつながる 

第 14回 まとめ 

 



報道関係 各位※このリリースは複数の部署にお送りしています。       ２０１７年３月２１日 

―国際日本学部 新講義科目がスタート― 
2017年度より社会連携科目を開講 

～中野区、企業等と連携し、学生の主体的な学びを後押し～ 

 
明治大学国際日本学部は、中野区や区内外の企業等との連携を深め、受講生が地域や社

会の課題を自らみつけ、解決策を探ることで、学生の主体的な学びを推進する「社会連携

科目」を 2017 年度からスタートします。 
 
「国際化」「先端研究」「社会連携」をコンセプトに、2013

年度に開設した明治大学中野キャンパス（設置学部：国際日

本学部、総合数理学部）ではこれまでにも区や企業と連携し、

教育・研究に取り組んできました。2017 年度より国際日本学

部では講義科目の中に、中野区、時事通信社、一般財団法人

ダイバーシティ研究所と連携した「社会連携科目」を新たに

開講します。 
 

開講講座 

＜春学期＞ 

社会連携科目 A（中野区との連携） 

テーマ：中野区長が論じる日本の地方自治 講師：田中大輔（中野区長） 

概要：地方自治や行政活動の意義、役割等を学ぶとともに、自治体の今日的課題とその解決方策を考察する。 

社会連携科目 C（中野区との連携） 

テーマ：中野区地域国際化実践講座 コーディネータ：山脇啓造（国際日本学部教授） 講師：中野区職員等 

概要：中野区の地域国際化をテーマに地域の現状や課題を学ぶとともに、そうした課題の解決に向けて現場体験活動に

取り組み、地域国際化に関する基本的かつ実践的な知識を身につける。 

＜秋学期＞ 

社会連携科目 B（時事通信社との連携） 

テーマ：変動する世界とメディア コーディネータ：蟹瀬誠一（国際日本学部教授） 講師：時事通信社記者 

概要：報道の最前線にいる時事通信記者が日本と世界の現状と課題について論じる。 

社会連携科目 D（一般財団法人ダイバーシティ研究所との連携） 

テーマ：ダイバーシティ社会の形成とソーシャル・ビジネス 

コーディネータ：田村太郎（ダイバーシティ研究所代表理事） 講師：田村氏他 

概要：多様な主体が活躍する社会づくりに向けて、事業的な手法で取り組む社会起業のあり方について学ぶ。 

 

Press  Release 
  

＜取材・リリースに関するお問い合わせ＞  

明治大学 広報課 TEL： 03-3296-4330 MAIL： koho@mics.meiji.ac.jp 

▲2013年度開設 明治大学中野キャンパス 

mailto:koho@mics.meiji.ac.jp
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区内郵便局との地域における協力に関する協定の締結について 

 

中野区と中野区内郵便局（２９局）は、地域において両者が双方の資源を有効に活用し

て連携し、高齢者、子育て世帯、障害者などを含む地域の誰もが、安心して快適に暮らせ

るまちづくりを推進することを目的に、以下のとおり協定を締結します。 

なお、協定については、区と中野区内郵便局を代表する日本郵便株式会社中野郵便局と

の間で締結します。 

 

 

１ 協定の名称 

「中野区と中野区内郵便局との地域における協力に関する協定」 

 

２ 協力事項 

次の事項について連携、協力します。 

（１）高齢者、障害者、子どもその他住民等の異変に気づいた場合の対応 

（２）道路の異状を発見した場合の対応 

（３）路上に不法投棄等の障害物を発見した場合の対応 

（４）その他認知症への理解、適切な対応の推進など、地域の見守り支えあい活動に資す

る相互の取組み 

 

 

３ 区内郵便局の役割 

郵便物の配達時や窓口等の業務中に協力事項に掲げる内容を把握した場合には、業務

に支障のない範囲で区に情報提供します。 

また、見守り支えあい活動に資する取組を推進するため、認知症サポーター養成講座

の受講及び情報を周知するために区が発行するポスター等について、業務に支障のない

範囲内での掲示、配布に協力します。 

 

 

４ 区の役割 

区内郵便局からの情報提供にもとづき、関係機関等と連携して必要な措置、対応を行

い区民の福祉向上に努めます。 

また、地域の見守り支えあい活動に資する取組を行うために必要な情報提供、助言、

研修活動等の必要な支援を行います。 

 



５ 協定の有効期間 

協定締結の日から平成３０年３月３１日まで（更新可） 

 

６ 協定締結日(予定) 

平成２９年３月２４日(金) 午後３時から 中野区役所 

 

（中野区内郵便局） 
郵便局名 所在地 

 中野郵便局  中野区中野２－２７－１ 

 中野北郵便局  中野区丸山１－２８－１０ 

 中野南台二郵便局  中野区南台２－５１－１０ 

 中野南台郵便局  中野区南台３－３７－８ 

 中野弥生郵便局  中野区弥生町１－１９－８ 

 中野坂上郵便局  中野区本町１－３２－２ 

 中野新橋駅前郵便局  中野区本町３－２－５ 

 中野本町三郵便局  中野区本町３－３１－１０ 

 中野本町五郵便局  中野区本町５－３３－１１ 

 新中野駅前郵便局  中野区中央５－６－２ 

 中野新井郵便局  中野区新井１－３１－９ 

 中野中央一郵便局  中野区東中野１－９－１ 

 東中野郵便局  中野区東中野５－１１－１１ 

 中野三郵便局  中野区中野３－３７－１０ 

 中野サンクォーレ内郵便局  中野区中野４－３－１ 

 中野五郵便局  中野区中野５－５０－９ 

 中野上高田一郵便局  中野区上高田１－３５－３ 

 中野上高田郵便局  中野区上高田３－１９－９ 

 中野沼袋郵便局  中野区沼袋３－２６－１２ 

 中野江古田三郵便局  中野区江古田３－１０－１ 

 鷺ノ宮駅前郵便局  中野区鷺宮４－３４－８ 

 中野鷺宮北郵便局  中野区鷺宮２－５－９ 

 中野鷺宮五郵便局  中野区鷺宮５－２３－８ 

 中野丸山郵便局  中野区丸山１－２－６ 

 中野若宮郵便局  中野区若宮３－３７－１０ 

 中野大和町郵便局  中野区大和町１－６４－１ 

 中野白鷺郵便局  中野区白鷺２－３５－１２ 

 富士見台駅前郵便局  中野区上鷺宮４－１６－２０ 

 中野野方五郵便局  中野区野方５－３－１  

 

問合せ先 

中野区 地域支えあい推進室 

副参事（地域活動推進担当）高橋 昭彦 電話 03-3228-8881 

中野区都市基盤部副参事（道路・公園管理担当）高橋 均  電話 03-3228-8842 

中野郵便局 総務部 平沼 電話 03-3383－8821 
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私道助成制度の改定について 

 

１ 概要 

私道の維持管理について、昭和 42年頃から私道排水設備助成、昭和 37年頃から私道整

備助成制度により助成を行ってきました。しかしながら、不明土地所有者がいるなど私道

関係者の合意形成に起因して、私道助成制度を活用できないケースが年々累積し、取り残

され続けている現状があります。また、私道内の道路損傷に対し、区が緊急措置として危

険回避工事を行っていますが、危険性が一時的に回避されたことで、土地所有者が抜本的

な改修を行わず、区が同一箇所を何度も危険回避工事を行う状況も多々あります。 

このことから現状制度を見直し、より利用しやすく運用効率も高まる制度とするため、

一部改定を行います。 

 

２ 制度の改定方針 

（１）土地所有者の同意要件の改定 

（２）幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目の新設 

（３）私道に関する土地所有者以外からの同意要件の見直し 

（４）一度助成を受けた者が再度助成を受ける基準の明記 

 

３ 私道排水設備助成の改定内容（中野区私道排水設備助成要綱） 

（１）土地所有者の同意要件の改定（図－１） 

（ア）共有名義の土地所有者に関する同意要件 

（現 行）共有者全員の承諾が必要。 

（改定案）一部所有者が不明などやむを得ない場合は、共有地の過半の土地所有者持分

かつ半数以上の土地所有者からの承諾をもって同意要件を満たすものとします。 

（イ）マンション等区分所有建物の所有者に関する同意要件 

（現 行）区分所有建物の所有者全員の承諾が必要。 

（改定案）共有財産の管理について管理規約に定めのない場合は、過半の土地所有者持

分かつ過半数の土地所有者からの承諾をもって同意要件を満たすものとしま

す。なお、管理規約に定めのある場合は、集会の決議の証明をもって同意要件

を満たすものとします。 

  



（２）幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目の新設（図－２） 

（現 行）道路幅員 1.5ｍ以上で 2世帯以上が排水設備を利用している場合かつ路線単

位（交差点から交差点まで）の工事に対して助成。 

幅員 1.5ｍ以上 1.8ｍ未満の助成率 100分の 80。 

（改定案）道路幅員 1.2ｍ以上で 2世帯以上が排水設備を利用している場合、かつ路線

単位（交差点から交差点まで）の工事に対して助成とします。なお、部分的

な土地使用承諾であっても、下水道施設の施工が可能であり、かつそれが路

線単位である場合は、新たに助成対象とします。 

この改定に伴い、幅員 1.5ｍ以上 1.8ｍ未満の助成率 100分の 80を廃止し

100分の 90に統一します。 

 

４ 私道整備助成の改定内容（中野区私道整備の助成に関する条例施行規則） 

（１）土地所有者の同意要件の改定（図－１） 

「３私道排水設備助成の改定内容（1）土地所有者の同意要件の改定」の内容と同様の取

扱いを行います。 

（２）幅員要件の緩和と部分的な土地使用承諾のケースに対する助成項目(部分補修)の新設

（図－３） 

（現 行）通り抜け道路については、路線単位（交差点から交差点まで）の全幅。 

袋路状については、道路延長 20ｍ以上、幅員 1.8ｍ以上の全幅路線の場合に助成。 

幅員が 1.8ｍ以上かつ延長 20ｍ以上の袋路状の場合の助成率は、100分の 80。 

（改定案）施工範囲が延長 20ｍ以上かつ、私道の全幅若しくは半面以上である部分補修

工事に対して助成を行います。但し幅員 1.8ｍ以上かつ施工幅が 1.2ｍ以上。 

（図－２） 

幅員が 1.8ｍ以上かつ延長 20ｍ以上の袋路状の場合の助成率 100分の 80を廃

止し、助成割合は 100分の 90に統一します。 

（３）私道助成対象路線における部分補修の特例（図－４） 

通り抜け道路で延長が 20ｍ未満の道路及び本制度を活用したことで同一の助成対象

路線でありながら助成要件を満たせない場合の特例を下記のとおり設けます。 

（ア）新たな部分補修の施工延長が 20ｍに満たない場合で、両端が当該路線始終点もしく

はすでに行った部分補修の施工済み端部のいずれかであるものは、その延長にかかわ

らず延長に関する要件を満たすものとみなします。 

（イ）新たな部分補修の施工幅員が半面以上（その幅員が 1.2ｍ以上）に満たない場合で、

その一端が当該路線端部に、他の一端がすでに行った部分補修の施工済み端部である

ものは、その幅員に関わらず幅員に関する要件を満たすものとみなします。 

  



（４）私道に関する土地所有者以外からの同意要件の見直し 

（現 行）沿道の方から工事を行うことについて承諾を確認する委任状の提出。 

（改定案）「申請による区の受託工事」から「申請者らの行う工事に対する助成」に制度

変更されていることから、沿道住民の承諾要件を廃止します。 

（５）一度助成を受けた者が再度助成を受ける基準の明記 

（現 行）再助成は条例上、基準助成額に 80％を乗じて得た額を交付することとなって

おり、現行は期限については定められていません。 

（改定案）新規助成を行ってから 15年から 30年未満を再助成、30年以上を経過した施

工箇所については、新規として助成を行うことを明記します。 

 

５ 周知について 

制度改定の区民への周知については、中野区ホームページへの掲載、中野区おしらせ板

への掲出、中野区報及び区民活動センターほか中野区関係施設にパンフレットの配布を行

います。 

 

６ 今後の予定 

改定案をもとに詳細な内容を決定し年度内に改定を行い４月１日付で施行します。 

問合わせ先 

都市基盤部副参事（都市基盤整備担当） 千田 電話 03-3228-8848 



(一路線)

(一路線)

一筆共有地

A氏（承諾）

    ：持分2/5

B氏（承諾）

    ：持分1/5

C氏（不明）

    ：持分1/5

D氏（不明）

    ：持分1/5

マンション等

区分所有建物

A氏（不明）

    ：持分1/5

B氏（不明）

    ：持分1/5

C氏（承諾）

    ：持分1/5

D氏（承諾）

    ：持分1/5

E氏（承諾）

    ：持分1/5

※ただし管理規約

に定めのある場合

はその定めによる。

①

「土地所有者数」

が1/2

…半数以上につ

き、所有者数要件

を満たすものとし

ます。

②

「土地所有者持分」

が3/5

…過半につき、所

有者持分要件を満

たすものとします。

①

「土地所有者数」

が3/5

…過半数につき、

所有者数要件を

満たすものとしま

す。

②

「土地所有者持分」

が3/5

…過半につき、所

有者持分要件を満

たすものとします。

助成可能範囲

①と②を満たしているので太線範囲内が助成可能範囲とします。

助成可能範囲

※A氏、B氏、C氏、D氏所有の

土地が助成可能範囲とすること

ができます。（現行では一部承

諾が得られない場合、路線全て

が助成対象外となります。）

(一路線)

1.2ｍ以上かつ半面以上

助成可能範囲

20m以上

A氏所有

（承諾）

B氏所有

（承諾）

E氏所有

（不明）

D氏所有

（承諾）

C氏所有

（承諾）

≪共有地の一部所有者が不明等やむを得ない場合の同意要件≫

（私道排水設備助成、私道整備助成共通） 図ー１

≪複数の筆がある私道≫

参考（私道整備助成）



交差点

交差点

交差点

交差点

M

M

M

M

(一路線) (一路線)

土地所有者

全員の承諾

下水施設

土地所有者

全員の承諾

下水施設

土地所有者

未承諾

施工可能範囲

1.2ｍ以上

交差点

交差点

交差点

交差点

(一路線) (一路線)

土地所有者

全員の承諾

土地所有者

全員の承諾
土地所有者

未承諾

1.2ｍ以上

1.8ｍ以上

20m以上

≪一部所有者未承認の取扱い（排水設備）≫

≪一部所有者未承認の取扱い（私道整備）≫

現行 改定案

現行 改定案

図ー２

図ー３



交差点

交差点

施工済み端部

路線始終点

交差点

交差点

(一路線)

1

2

20m以上

20m未満

②の部分補修は延長

が20ｍ未満ですが、

「路線始終点」から「施

工済み端部」に接して

いるため、延長に関す

る要件を満たすものと

みなします。

交差点

交差点

(一路線)

120m以上

路線端部

2

半面未満

②の部分補修は幅員

が半面未満ですが、

「路線端部」から「施工

済み端部」に接してい

るため、幅員に関する

要件を満たすものと

みなします。

交差点

交差点

(一路線)

1

2

20m以上

②の部分補修は幅

員が「施工済み端部」

に接していますが、「路

線端部」に接していない

ため、みなし規定が適

用されず助成対象外と

なります。

交差点

交差点

(一路線)

1

2

20m以上

②の部分補修は幅

員が半面未満ですが

「施工済み端部」から

「路線端部」に接して

いるため、幅員に関

する要件を満たすも

のとみなします。

施工箇所

交差点

交差点

(一路線)

1

1.2ｍ以上かつ半面以上

20m未満

路線延長が20ｍ

未満の場合は

「路線の始点」から

「路線の終点」まで

の距離で延長に関

する要件を満たす

ものとみなします。

2

1.2ｍ以上かつ半面以上1.2ｍ以上かつ半面以上

1.2ｍ以上かつ半面以上
1.2ｍ以上かつ半面以上

半面未満

基本配置図

半面未満

≪私道助成対象路線における部分補修の特例≫

例２ 例３

例４－１ 例４－２

図ー４
例１



平成２９年３月２１日 

区長記者会見資料  

 
中野区における生ごみ減量に向けた食品ロス削減の取り組みについて 

 
「平成２８年度中野区ごみ組成分析調査報告書」によると、区の燃やすごみの中の厨芥類

は３７．７％であり、この約３８％の内、未開封のまま、あるいは手つかずのままの未使用

食品は約３％含まれているという結果でした。未使用食品は区民一人ひとりが食べ物を大切

にし、意識して使い切る習慣を身につけることにより、確実に減らせるごみであるとともに、

食料自給率が低く、輸入に大きく依存している現状からも、食品ロスを削減するための取り

組みが求められています。 

区では、新渡戸文化短期大学生活学科の協力を得て、残りがちな食材の上手な使い切りの

方法や便利な保存法について啓発するホームページを作成し、区民に広くＰＲすることによ

り、生ごみの減量、食品ロスに対する意識を高めていきます。 

 

１ ホームページへの掲載 

ホームページに食材ごとのおすすめの保存法や、おいしく食べるための使い切りの方

法（マリネ、冷凍保存、簡単な調理による使い切り方法、調理の専門家おすすめの意外

な使い方）などを写真入りでわかりやすく紹介します。また、日常生活の中で、気軽に

レシピを試してもらえるように、家庭で印刷して、冷蔵庫などにはり付けて活用できる

ように、内容をコンパクトにまとめたＰＤＦファイル「食材を無駄にしないでおいしく

食べきるためのワンポイント」を併せて掲載します。（別紙１） 

  

食材を無駄にしないでおいしく食べきるためのワンポイント 

（中野区公式ホームページ） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/473000/d023610.html 
 

 
 

２ 今後の取り組み 

平成２９年度は生ごみ減量に向けた食品ロス削減の意義や、食品の使い切りのための

調理例などを盛り込んだ、区民向けの啓発を目的とした小冊子を発行し、出前講座や各

種イベント等で配布するなど、普及啓発を図ります。 

新渡戸文化短期大学生活学科 大島 恵子 教授 より 

今回中野区との連携で取り組んだ「食材を無駄にしないでおいしく食べきるため

のワンポイント」を学生にも広げ、自分たちにできるゴミゼロ習慣をめざします。 
新渡戸文化短期大学 生活学科 食物栄養専攻 公式サイト 
http://www.nitobebunka.jp/food-nutrition/outline/ 

 

問合わせ先 

中野区環境部副参事（ごみゼロ推進担当） 波多江 電話 03-3228-5690 

新渡戸文化短期大学 電話 03-3381-0197（代表） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/473000/d023610.html
http://www.nitobebunka.jp/food-nutrition/outline/


 
 

 
野
菜
い
ろ
い
ろ

 

にんじん、大根、きゅうり、

きゃべつ 
みんなまとめてピクルスに。

中途半端に残っている野菜

も無駄にしないでおいしく食

べきるために。 

 

 冷蔵庫で一週間は十分楽
しめるピクルス。ごぼうやれ

んこん、カリフラワーなども

茹で、加えてもOKです。 

おすすめ 

 
 
 
 

豚
肉
・
鶏
肉

 

残った肉類 
そのまま冷蔵庫内、冷凍庫

内にしまい、いざ使う時には

色がかわり、臭いも気になり、

捨ててしまうことにならない

ように。 

 

 すぐに使わない肉は、オイ
ル漬けに。オリーブオイルに

塩、こしょうをして軽くもんで

冷蔵庫へ。一週間は日持ち

します。 

サラダやお弁当の一品に便

利。 

おすすめ 

 
 
 
 

に
ん
じ
ん

 

にんじん 
にんじん1本を使い切るのは

一人暮らしでは大変かも知

れません。緑黄色野菜不足

解消におすすめの一品。 

 

 にんじんラペ 

せん切りスライサーを使って

お好みのドレッシングに漬け

ておくだけで朝食も楽しみに。 
 

ラペとは・・・フランスの家庭

料理でサラダみたいなもの 

おすすめ 

 
 
 
 

き
の
こ

 

しめじ、エリンギ、えのき、

生しいたけ きのこ類は

残ったらそのまま冷凍しても

味や食感がほとんど変わり

ません。洗わずに、石づきを

落とし、切ったりほぐしたりし

て冷凍庫へ。凍ったまま使

えます。 

 

 きのこのマリネ。食べやす
い大きさに切って、フライパ

ンにオイルを熱して、きのこ

に焼き色がつくまで炒め、

しょうゆ、酢、オリーブ油で

調味して保存。 

おすすめ 

 
 
 
 

玉
ね
ぎ

 

玉ねぎ 
賞味期限の長い野菜の代

表ですが、キッチンの片す

みに置き去りにされる前に

お試しを。 

 

 

 薄切りにして、フレンチド
レッシングで漬け込み、保存

しておく。食べるときにハム、

えび、いかなどを混ぜるとお

いしいマリネになる。 

おすすめ 

 
 

 
 
ト
マ
ト

 

トマト 
約8000を超える品種がある

といわれています。日本で

は120種以上が栽培されて

います。野菜の料理は食卓

に必ずのせたいもの。 

 

 大きいトマトは湯むきし、
オリーブオイル漬けに。パス

タソースとしてアレンジが楽

しめます。小さいトマトは湯

むきせずにそのままオリー

ブオイルへ。 

おすすめ 

   

 

  
 食材を無駄にしないで 

     おいしく食べきるための 

             ワンポイント 

     中野区環境部 

           ごみゼロ推進分野 

             × 

     新渡戸文化短期大学 生活学科 

 残った食材や賞味期限が近く

なった食材も無駄にせず、最

後まで使い切る日常生活への

こだわりをはじめませんか。 

 中野区と新渡戸文化短期大

学との連携・協力によるフード

ロス削減の取り組みの一つと

してご紹介します。  
 

Administrator
タイプライターテキスト
別紙1



 
 
 

 

納
 
豆

 

パックのままで冷凍OK 
３パック入りの納豆も最後の

1パックが冷蔵庫に残り、気

づいたら賞味期限が過ぎて

いたなどとならないように。 

 

 パックに日付を書いて保
存袋に入れて冷凍。自然解

凍でそのまま使えます。チ

ヂミやお好み焼き、チーズと

合わせてもおいしい一品に

なります。 

おすすめ 

 
 
 
 

た
ま
ご

 

卵1パック 
おいしく使いきるには、以下

がおすすめ。 

 

 残った卵はまとめて鍋に
入れ、約6分ゆでて半熟トロ

トロ煮卵用にとり出し、殻を

むいて調味液へ。さらにもう

6分ゆでるとゆで卵の完成。

煮卵やゆで卵があるだけで

食事のアレンジがレベル

アップします。 

卵は殻つきで冷凍はできな

いので、全卵を溶きほぐして

冷凍可能です。 

おすすめ 

 
 
 
 

牛
 
乳

 

牛乳 
大量消費のメニューで賞味

期限を気にせず使い切りを

めざします。 

 

 
 カッテージチーズにアレン

ジ。牛乳を煮立つ直前まで

温め、酢を加える。凝固沈

殿したら出来上がり。サラダ

や和え物に。 

 

おすすめ 

 
 
 
 

バ
ナ
ナ

 

バナナ 
１房購入し、食べ残しそうに

なったら。 

 

 バナナは皮をむき、食べ
やすい厚さに切り、砂糖をふ

り、ラップでぴったりと包み

冷凍庫へ。シリアルにのせ

たり、トーストにアレンジした

り、ミキサーにかけてジュー

スにも使いやすいです。 

おすすめ 

 
 

 
 
チ
ー
ズ

 

チーズ 
冷凍庫で保存がおすすめ。

ピザ用チーズの大袋もこれ

なら安心です。 

 

 冷凍したチーズを凍ったま
ま、ゆでたポテトにチーズ焼

きやチーズトーストに。凍っ

たまま使えるのが便利。ち

なみにパンも冷凍したまま

トースターでOKです。 
 

おすすめ 

 
 

 
 
豆
 
腐

 

豆腐 
豆腐は冷凍できないと思わ

れがちですが大丈夫。いざ

という時に助かります。 

 

 

 水分が入ったパックごと冷
凍し、半解凍すると切れるの

で、鍋物に。高野豆腐のよう

な食感になり、豆腐とは違っ

た美味しさを味わえます。 

おすすめ 

 
 

 
 
油
揚
げ

 

油揚げ 
みそ汁の具材として使った

あまりは、かんたん甘辛煮

がお手軽。 

 

 油抜きをして、せん切りに
し、めんつゆの素を使って甘

辛く煮る。お弁当のおかず

にもなり、小分けにして冷凍

もできます。 

おすすめ 

 
 

プ
レ
ー
ン
ヨ
ー
グ
ル
ト

 

ヨーグルト 
ヨーグルトは料理、お菓子と

いろいろ使える健康食材の

代表ですが、こんな使い方

もお試しを。 

 

 プレーンヨーグルトと白み
そを同量あわせ、皮をむい

たかぶやきゅうりを漬けると

いつもと違った一品になりま

す。 

 

おすすめ 

  

    

    

玉ねぎドレッシングづけ 

 

野菜いろいろピクルス 



別紙２ 

ホームページに掲載されている調理例 

トマトオリーブオイル漬け にんじんラペ 

カッテージチーズ チーズポテト 

バナナの冷凍 

 

 



平成２９年３月２１日 

区長記者会見資料  

 

東日本大震災の影響により区内に避難している被災者への支援 

及び被災地への職員派遣について 

 

１ 東日本大震災の影響により区内に避難している被災者への支援について 

中野区では、東日本大震災発生直後の平成２３年４月１日に、区内への避難者に対して、

原則利用者負担なしで区民と同様のサービスを提供することを決定し、実施しているとこ

ろです。 

このことについて、平成２９年４月以降の対応を下記のとおりとすることとしました。 

（１）支援期間、対象者の変更について 

・現在行っている支援（区民健診等）を平成３０年３月末日まで継続します。 

・平成３０年４月以降は、岩手県、宮城県、福島県の各県において応急仮設住宅の供与

が延長となっている地域（現在は１７市町）からの避難者に限定して、支援を継続し

ます。 

（２）区内避難者への周知について 

区内避難者（303人）に対しては３月中旬、個別に通知しました。 

 
２ 東日本大震災及び平成２８年熊本地震への職員派遣について 

  平成２９年４月以降、以下のとおり区職員合計９人の派遣を行います。 
（１）東日本大震災への対応について 

  中野区は、平成２８年度、宮城県の石巻市、東松島市、亘理町に１１人の職員を派

遣していますが、平成２９年度も派遣を継続し、石巻市へ４人、東松島市へ２人、亘

理町へ１人、計７人の派遣を行います。 

（28年度は石巻市５人、東松島市４人、亘理町２人） 

  また、新たに福島県の楢葉町（ならはまち）に、１年間、１人の派遣を行います。 

業務内容は、避難されている町民の生活支援（仮設住宅関連）に関する業務です。 

（２）平成２８年熊本地震への対応について  

昨年４月の発災以来、熊本県宇土市へは各部署のローテーションにより、職員を派

遣し支援を行ってきたところですが、平成２９年度は、１年間、１人を派遣します。 

  業務内容は、仮設住宅から災害公営住宅への移行業務等、被災された方への支援業

務です。 
 
 
 問合せ先 

経営室副参事（経営担当）朝井 電話 03-3228-8810 

経営室副参事（人事担当）伊藤 電話 03-3228-8258 
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