
  
 

 

 

２０１７年５月１７日 

 

記者会見資料 
 

 

●地域資料・行政資料デジタルアーカイブ提供サービス等の運用につ

いて 

●東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー関連事業

の開催について 

●「中野区花と緑の祭典 2017春」の開催について 

●「第 26回中野区伝統工芸展」の開催について 

●「なかの里・まち連携プロモーション動画」の作成について 

●セブン‐イレブン・ジャパンとの包括連携協定に基づく「シニア向

けお仕事説明会」の開催について 

 

 



平成２９年５月１７日 

区 長 記 者 会 見 資 料                               

 

地域資料・行政資料デジタルアーカイブ提供サービス等の運用について 

 

中野区は新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）において、魅力ある図書館運営の

推進のための取組みとして地域資料等の電子化を進めることとしており、指定管理者と区

との基本協定に基づき、平成２８年度より準備を進めてきたところです。 

今般その一環として中野区立図書館では、下記のとおり地域資料・行政資料のデジタル

アーカイブ提供サービスを開始します。 

中でも、区が「１６ミリフィルム」で作成した映像は他区等でのアーカイブ化がほとん

どない珍しいものとなります。 

また、利用者の利便性の向上のため、５月より中央図書館において公衆無線ＬＡＮ環境

の充実を図りました。 

 

１ 地域資料・行政資料等デジタルアーカイブ提供サービスの運用開始 

（１）提供サービスの概要 

   これまでに中野区が作成した地域資料や行政資料をデジタル化してアーカイブサイ

トに取り込み、中野区立図書館ホームページからリンクできるようにします。このこ

とにより、区の地域資料、行政資料が、だれでも、いつでも、どこでも閲覧すること

が可能になります。 

（２）閲覧可能資料 

平成２９年度は、図書資料と映像資料、合わせて８７点の提供を開始します（詳細

は別表のとおり）。 

今後（来年度以降）も他の資料含め、順次デジタル化を進める予定です（図書資料

は合計４６１点、映像資料は合計２３点を予定）。 

 【図書資料】  （以下①②を併せ、８１点を収録。別表 A～I） 

   ①地域資料 （開始時点での提供内容） 

○「中野区史」 

原始から現代までの中野の歴史・文化・気候・地形など、中野区を知るうえでの

基本資料です。 

○「中野区民生活史」 

区制５０周年記念事業のひとつとして刊行されました。 

○「中野の文化財」シリーズ 

区や教育委員会が所蔵している資料や区報に連載した区の歴史関係記事を再編集

してまとめました。 

○その他 

・「中野区史料館資料叢書」 

昭和４０年代、現在の中野区歴史民俗資料館と同様の役割を担った中野区史料



館が作成しました。 

・「山崎家文書」「堀江家文書」 

旧江古田村丸山組名主である山崎家に伝わる文書を収録した「山崎家文書」、武

蔵野国多摩郡中野村で代々名主をつとめた堀江家に伝来されてきた文書である

「堀江家文書」を収録しました。 

②行政資料 

「中野区報（なかの区報）」、「中野区政の歩み」（4年ごとに作成）など 

   【映像資料】（16ミリフィルム、６点を収録。別表 J。地域・行政の両テーマ含む） 

「なかの百年」（明治百年を記念して作成）や、「わがまちの歩み」（区制５０周年

記念で作成）など 

中野区立図書館では今後も区民に関心があり活用価値の高い図書館所蔵資料を中心

にデジタル化を順次進め内容の充実を図ります。 

（アーカイブサイトの画面イメージは別添のとおり） 

（３）サービス開始予定日  

   平成２９年６月１日（木） 

 

２ 中央図書館における公衆無線ＬＡＮ環境の充実 

（１）サービスの概要 

   図書館内で利用者がインターネット上の多様な情報ソースを利用できるようにする

ため、中央図書館内に利用料無料のＷｉ－ｆｉ環境を整備しました。 

（２）利用可能場所 中央図書館 地下１階 ブラウジングコーナー及び参考室 

                地下２階 視聴覚コーナー 

（３）サービス開始日  

平成２９年５月１日（月） 

 

 

 

問合せ先 

教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当） 高橋 電話 03-3228-5606 



別表 

※A～Gは地域資料、H～I行政資料、Jは映像資料 

 アーカイブ提供資料 資料内容 

A 中野区史 原始から現代までの中野の歴史・文化・気候・地形な

ど、中野区を知るうえでの基本資料。 

戦前に刊行された上巻と下巻１と戦後昭和２０年代

に発行された下巻２の三編から成り、第一編が序説、

第二編が先史時代より江戸時代まで、第三編が現代ま

でを収録。また、昭和以降の中野区を扱った『中野区

史 昭和編１～３』『中野区史 昭和資料編１～３』

がある。 

B 中野区民生活史 区制５０周年記念事業のひとつとして刊行された。江

戸時代から現代に至るまでの中野の自治の歩みを、区

民の日常生活に視点をおいて編纂されている資料。全

三巻。第一巻は江戸時代から関東大震災前まで、第二

巻は昭和２０年８月まで、第三巻は戦後から昭和５７

年までの期間を収録。 

C 中野の文化財 区や教育委員会が所蔵している資料や区報に連載し

た区の歴史関係記事を一般向けに再編集してまとめ

たシリーズ。今回はそのうち、中野に伝わる「まつり

と講」、「中野の昔話・伝説・世間話 口承文芸調査報

告書」を収録。 

D 中野区史料館資料叢書 昭和４０年代、現在の中野区歴史民俗資料館と同様の

役割を担った、中野区史料館が作成した資料叢書。今

回はそのうち、「天正十九年江古田村検地帳」、「東京

都中野区内の石仏」、「東京都・中野の生い立ち」、「小

絵馬目録」、「小絵馬写真集」を収録。 

E 中野の名所 中野の地が辿ってきた原始から近代までの歴史と、徳

川綱吉の犬小屋跡や新井薬師など、区内のおもだった

名所・旧跡を９つの地区に分けて紹介。中野の歴史を

知るための基礎的資料。 

F 山崎家文書 旧江古田村丸山組名主である山崎家に伝わる文書。 

江古田村という江戸近郊の農村の商業や農業、生活な

どを知ることができる。 

第一巻は家関係、第二巻は経営関係、第三巻は検地・

年貢関係、第四巻は人別改・寺社・教育関係、第五巻

には村政・支配・交通関係の史料を収録。 

G 堀江家文書 武蔵野国多摩郡中野村で代々名主をつとめた堀江家



に伝来されてきた文書の一部をアーカイブ化したも

の。絵図「中野村」「鷹場・街道」「四ツ谷新堀江町」

「野方領他町村」１２１点を収録。 

H 中野区報（なかの区報） 区報の創刊号から平成２７年度までを収録。 

I 中野区政の歩み 区議会議員の任期４年ごとに中野区の区政をまとめ

て紹介している資料。議員の情報、議会の様子、また、

中野区の施設、区民の生活やイベントの様子など、写

真を多く使って紹介。年間の活動記録｢区政日誌｣も収

録。 

J 16ミリフィルム 明治百年を記念して作成された「なかの百年」、高度

経済成長期の中野区政をとりあげた「躍進する中野」、

区制５０周年を記念した「わがまちの歩み」、中野区

のまちの昭和史を映像でたどる「まちかどの昭和史」

のうち、谷戸近辺を扱った「花咲きし頃のわがまち」

と鍋横を扱った「鍋屋横町 暮らしの風景・今昔」を

収録。 

 



資料 

 



 



平成２９年５月１７日 

区 長 記 者 会 見 資 料 
 

東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー関連事業の開催について 

 

 都内 62 区市町村を巡回しているオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグがいよい

よ中野区に到着します。フラッグの到着に合わせて、中野区オリジナルの取組として、東京

2020 大会の追加種目（スポーツクライミング、スケートボード）等の体験イベント、オリン

ピアンなどの特別ゲストを招いたトークショーなどを開催し、東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック競技大会（東京 2020大会）を盛り上げます。 

 

１ 東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアー（東京都・東京2020組織委員会等主催） 

（１）フラッグ歓迎セレモニー 

○日 時  平成 29 年 5 月 27 日（土）午前 11 時～午前 11 時半（午前 10 時半開場） 

○会 場  中野区役所玄関前広場（雨天時は中野区役所 1階区民ホール） 

○内 容  オリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグの引継ぎ、アンバサダ

ーによるトークショー、フラッグとの記念撮影 ほか 

○アンバサダー 大林素子さん（オリンピアン／バレーボール） 

（２）フラッグ展示 

○日 時  平成 29年 5月 27日（土）～6月 2日（金）午前 8時半～午後 5時 15分 

          ※5月27日(土)は午後1時半頃～午後4時、5月28日(日)は午前9時～午後4時 

○会 場  中野区役所 1階区民ホール 

 

２ 同時開催イベント（中野区主催） 

（１）競技体験イベント～オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう～ 

○日 時  平成 29年 5月 27日（土）午前 11時 45分～午後 4時 

        5月 28日（日）午前 10時～午後 4時 

        6月 2日（金）午前 10時～午後 4時 

○会 場  中野区役所玄関前広場（荒天時は中止） 

○内 容 東京 2020 大会の正式種目（スポーツクライミング、バスケットボール、

車いすバスケットボール、スケートボード）体験、トークショー ほか 

○特別ゲスト 畠山愛理さん（オリンピアン／新体操） ほか 

（２）企画展示～オリンピック・パラリンピック関連企画展示～ 

○日 時  平成 29年 5月 27日（土）～6月 2日（金）午前 8時半～午後 5時 15分 

         ※5月27日(土)は午後1時～午後4時、5月28日(日)は午前9時～午後4時 

○会 場  中野区役所 1階特別集会室 

○内 容  過去のオリンピック・パラリンピック競技大会の写真パネル、関連物品の展示 

 

問合せ先 

○東京 2020オリンピック・パラリンピック フラッグツアーについて 

 政策室副参事（オリンピック・パラリンピック推進担当） 宇田川 電話 03-3228-5430 

○同時開催イベントについて 

 健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当） 永見 電話 03-3228-8044 
 





平成２９年５月１７日 

区長記者会見資料 

 

 「中野区花と緑の祭典 2017春」の開催について 

～未来につなごう花と緑で暮らすまち～ 

 

「中野区花と緑の祭典」は、年 2 回、春と秋に開催しています。区民の実行委員を中心に企画、

運営し、毎回多くの方でにぎわっています。 

ご家庭で緑を楽しむための教室や、緑に関する相談、花や緑の簡単なクイズなど、どなたでも楽

しめる内容です。 

 

１ 日時 ５月２０日（土）・２１日（日） 午前１０時～午後４時 

 

２ 会場 中野四季の森公園（中野区中野４－１３） 

 

３ 主な催し 

（１）当日先着順で受け付ける催し 

○苗木の無料配布      (21日（日）10時～。オリーブ 600本) 

 ○寄せ植え教室      （20日（土）・21日（日）。各日 10人。植えた苗は持ち帰れます） 

○剪定教室        （21日（日）。30人） 

○ミニグリーンアドベンチャー 

（20日（土）・21日（日）。各日 100人。会場内の花や樹木の名前を当てるクイズ。参加賞あり） 

○めだかの無料配布    （20日（土）・21日（日）。約 1,000匹） 

（２）その場で参加できる催し 

○園芸緑化相談     （緑に関する相談に対し、専門家が対応） 

○区民の方が育てた苗木・草花の交換取次 

○区民交流コーナー   （明治大学農学部が栽培した野菜の販売など） 

○地球温暖化対策コーナー（CO2削減に関する啓発やなかのエコポイント制度の PR） 

 ○その他 

福島県田村市・塙町、群馬県みなかみ町（20 日のみ）など出店者による野菜や草花・植木な

どの販売、飲み物・軽食の模擬店など 

（参考）事前申込みによる教室(5/2締切済。希望数に達しています） 

  苗木の無料配布(ブルーベリー等約 400本)、バラ入門教室、緑のカーテン教室、ハーブ教室等 

 

４ 協力 

  中野区町会連合会 

中野区造園緑化業協会 

  

５ 後援 

  公益財団法人 東京都公園協会 

  

 

問合せ先 

環境部副参事（地球温暖化対策担当） 

高橋 電話 ０３－３２２８－５６９５ 
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「第２６回中野区伝統工芸展」の開催について 

 

 中野区内在住の伝統工芸職人などが、和装品から彫刻、陶芸、装飾品に至るまで、生活

に根づいた伝統工芸品と匠の技を披露します。佐賀錦、手描友禅や江戸べっ甲など各工芸

品の実演や展示に加え、製作体験も行われます。昨年度に引き続き、なかの里・まち連携

で交流のある群馬県みなかみ町「たくみの里」も特別参加します。また、会場には英語が

話せる通訳者（2人）がいますので、外国の方も気軽にご参加いただけます。 

 

１ 開催日時 

  平成２９年６月２日（金）～４日（日） 午前１０時～午後５時 

   

２ 会場 

  中野区産業振興センター２・３階（中野区中野２－１３－１４） 

 

３ 内容 

・ 区内在住の伝統工芸職人などが、次の世代に伝えたい匠の技を実演 

・ 見て、作って、愉しむ製作体験コーナー 

・ 群馬県みなかみ町「たくみの里」より特別展示と即売会、体験コーナー 

・ お茶席（お抹茶・和菓子付き：５００円）※お茶席は午後４時まで 

 

４ 主催等 

（１）主 催  中野区伝統工芸保存会 

（２）後 援  中野区、中野区教育委員会 

（３）協  力  関東バス株式会社 

（４）特別参加  群馬県みなかみ町 

 

５ 見どころ 

（１）江戸から続く匠の技を体感できる実演（１０種） 

手描友禅／着物仕立て／佐賀錦／曲物／江戸木彫刻／江戸べっ甲／陶芸／竹工芸／

組紐／楽器オルゴール 

大川良夫氏による和せいろ製作の実演、野村勇氏によるべっ甲細工の実演など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大川良夫氏による和せいろ製作の実演の様子



（２）製作体験コーナー（６種） 

手描友禅：ハンカチ手描き／東京無地染：手拭い絞り染め／着物仕立て：半衿付け

／江戸表具：からくり屏風（ミニ）／彫刻硝子：一口ビアグラス／和人形：木目込

人形 

 

（３）メイン工芸品「陶芸」 

主催の中野区伝統工芸保存会が、その年の一番注目してご覧いただきたい工芸品を

メイン工芸品として紹介します。 

今年は「陶芸」で、ポスター写真にある陶芸作品は若手の陶芸家、中村拓哉さん

の作品です。中村さんは、中野区生まれ中野区育ち、高等専門学校の授業で陶芸に

出会い、ものづくりの仕事に関心を持ち、京都の大学へと進み、卒業後は京都の陶

芸工房で修業し、東京へと戻って陶芸家になりました。 

陶芸作品は、手に取って見てはじめて作品の良さがわかるものでもあります。今

回の伝統工芸展では陶芸の実演もご覧いただけますので、ぜひ足を運んで、伝統工

芸の素晴らしさを楽しんでください。 

 

 陶芸・中村拓哉 

（４）群馬県みなかみ町「たくみの里」の特別参加 

昨年度に引き続き、なかの里・まち連携で交流のある群馬県みなかみ町「たくみ

の里」が参加し、特別展示や各種製作体験、みなかみ町の特産品などの即売会も合

わせて行います。 

カスタネットの絵付け体験や繭から糸を挽く体験などが行われる予定です。 

手描友禅の製作体験の様子 

問合せ先 

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 
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「なかの里・まち連携プロモーション動画」の作成について 

 

 区では、地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互いの強みを生かして

弱みを補うことによって課題の解決を目指し、豊かで持続可能な地域社会をつ

くるための取り組みとして、現在５自治体となかの里・まち連携を推進してい

ます。 

平成２８年度に実施された地方創生加速化交付金を活用して、なかの里・ま 

ち連携事業及び連携自治体を紹介する動画を制作し、本年度より広く配信を開

始しました。 

 

１ 内容   

中野区及びなかの里・まち連携５自治体の観光、特産品、地場産業などの 

地域魅力や、経済交流や観光・体験交流、環境交流を通じた連携事業の魅力 

を伝える動画となっています。 

（５自治体）茨城県常陸太田市、千葉県館山市、福島県喜多方市、 

山梨県甲州市、群馬県利根郡みなかみ町 

 

２ 映像種別 

(１)里まち連携自治体ＰＲ動画 （２０分、３分、１分） 

中野区及び連携５自治体の情報（観光、特産品、連携事業等）が１つにま

とまった動画 

(２)自治体別ＰＲ動画（各６分程度) 

中野区及び各連携５自治体の情報（観光、特産品、連携事業等）がそれぞ

れまとまった動画 

 

３ 配信場所 

(１) 中野区都市観光サイト（まるっと中野） 

http://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/nakanosatomachi 

(２) ユーチューブ 

(３) 連携自治体のホームページ 

※さらに、区内の公共施設での放映を行うほか、ブロードウェイ商店街のデ

ジタルサイネージなど民間施設での放映協力を依頼していきます。 

 

問合せ先 

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 

  







平成２９年５月１７日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

セブン－イレブン・ジャパンとの包括連携協定に基づく 

「シニア向けお仕事説明会」の開催について 

 

  中野区は株式会社セブン－イレブン・ジャパンとの包括連携協定に基づき、就労意欲

のある区内の高齢者と、就労者を求める同社系列の区内４２店舗とのマッチングを図る

ことを目的とした「シニア向けお仕事説明会」を開催します。 

  官民連携によるこの説明会は、一般就労を希望する元気な高齢者の就労を促進するも

のであり、中野区が掲げる「全員参加型社会」が形成される契機となります。 

  また、顧客宅への商品配達を行う業務は、「外出が困難な高齢者」の見守り・支えあい

にも寄与します。 

なお、自治体とセブン－イレブン・ジャパンとの包括連携協定に基づく「シニア向け

お仕事説明会」にハローワークが直接協力する、都内で初の試みとなります。 

今回の事業では、本部としてのセブン－イレブン・ジャパンが説明等を行い、採用選

考及び雇用を各店舗が行います。無料の職業紹介事業は、職業安定法第 33条により厚生

労働大臣の許可がないと斡旋等はできませんが、今回、ハローワークの協力により、会

場への出張が実現し、この役割を担います。希望者は、新宿にあるハローワークに直接

出向く負担が減るうえ、詳細な雇用条件等、より安心感をもって就労に向かうことがで

きます。 

 

１ 説明会概要 

（１）（株）セブン－イレブン・ジャパンによる説明・相談等 

仕事内容の説明のほか、個別店舗の紹介等を行います。 

 （２）ハローワーク新宿による相談等 

会場での就労相談、紹介状（店舗へ就労希望者を紹介する）の発行を行います。 

 

２ 実施日時・会場 

 平成２９年６月５日（月）１３時～１６時（受付は１２時３０分から） 

  中野区産業振興センター ３階大会議室 

 

３ 参加予定者等 

  概ね６０歳以上の区民 約１００名 

  参加費無料、入退場は自由 

 

 

 



 

４ 内容詳細 

 【第１部】「仕事説明」１３：００～１４：００ 

・業務内容説明（セブンーイレブン商品の配達、接客、清掃、商品の整理等） 

  ・実際に働いているシニアの方の様子を映像等で紹介 

  ・レジ打ち体験等 

 【第２部】「個別相談」１４：００～１６：００ 

  ・（株）セブン－イレブン・ジャパンによる業務の個別相談及び 

求人票に基づく希望者と店舗とのマッチング 

  ・ハローワークによる個別就労相談と紹介状の発行 

   希望者は紹介状を持参して各店舗で面接（雇用主はその店舗の経営者となります） 

 

 

 

   

問合せ先 

都市政策推進室副参事（産業振興担当） 浅川 電話 03-3228-5590 
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