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●多言語化によるごみの適正排出の促進について
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平成２９年７月２０日 

区長記者 会見資 料 

中野区における情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の認証取得について 

 近年、情報に対するリスクが増大しており、区が保有する情報資産を様々な脅威から守る

必要性が高まっています。そこで、中野区では、情報セキュリティ体制の一層の強化を図る

ため、全庁的に情報セキュリティマネジメントシステム（以下、「ＩＳＭＳ」という。）体

制を構築し、平成２８年９月１日から運用を開始しました。 

 そしてこの度、平成２９年６月に認証機関の審査を受け、ＩＳＯ２７００１の認証を取得

しました。 

庁外施設を含めた、自治体における全庁規模での認証取得は、現在唯一のものとなります。 

１ ＩＳＭＳ認証取得の概要 

  ＩＳＭＳとは、情報セキュリティのためのマネジメントシステムのことで、組織におけ

る情報セキュリティを管理するための包括的な取組みであり、国際標準化機構ではＩＳＯ

／ＩＥＣ２７００１、日本工業規格ではＪＩＳＱ２７００１と表記されています。 

今回、中野区における情報セキュリティマネジメントシステムが国際規格に適合してい

ることの認証を受けました。 

（１）認証基準 

ISO/IEC 27001:2013  /  JIS Q 27001:2014 

（２）適用範囲 

中野区役所庁舎内４５部署、庁舎外６５部署 計１１０部署（職員 2,486名） 

（３）初回登録日 

平成２９年７月７日 

（４）有効期限 

平成３２年７月６日 

（５）認証登録機関 

一般財団法人 日本品質保証機構（ＪＱＡ） 

（６）認証取得支援事業者 

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 

（参考）他自治体における認証取得状況 

  三鷹市（H16）、杉並区（H16）、西宮市（H18）、豊中市（H18）、藤沢市（H18）、 

東京都（H22） 

※上記の自治体における認証取得は情報システム担当や住民票・税窓口担当等の一部に

限られています。 
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※市川市では、平成１５年から平成２７年にかけて段階的に認証を取得しましたが、現

在は取得していません（初回から、全庁規模での取得は、中野区が初めてとなります）。 

２ 中野区が目指す情報セキュリティの基本理念（平成２８年９月１日策定） 

  中野区が真に豊かで持続可能な地域社会をつくりあげていくためには、区民の個人情報

や行政運営上重要な情報資産を様々な脅威から守り、区民の財産やプライバシー等の保護

及び事務の安定的な運営を確保することが重要であることから、情報セキュリティ対策に

ついて基本方針（別紙）を定め、これに基づき情報セキュリティマネジメントシステム(Ｉ

ＳＭＳ)体制を構築・運用し、積極的に取組むこととします。 

３ 元臨時職員逮捕にかかる対応 

  平成２８年７月１１日、中野区臨時職員が住居侵入等の容疑で逮捕され、さらに平成２

９年１月１１日、同容疑者が中野区個人情報保護条例違反の容疑で再逮捕されました。こ

れを受け、区ではただちに情報セキュリティに関する緊急一斉点検を実施するとともに、

臨時職員を含む職員教育の再徹底、遵守事項の再徹底等の再発防止策を講じました。その

後、個人情報の不正利用については不起訴処分となりましたが（３月２９日）、区では、

引き続き情報セキュリティ強化に向けた取組みを継続することとしています。この間、再

発防止等の取組みを最優先で行うため、ＩＳＭＳの認証取得については６月まで延期する

こととしました。 

４ ＩＳＭＳ認証取得までの主な取組み 

平成２８年  5月 24日      ＩＳＭＳキックオフミーティング 

 9月 1日      ＩＳＭＳ運用開始 

10月 21日～11月 9日  内部監査（職員の監査チームによる監査） 

11月 17日  内部監査委員会（監査結果の評価） 

12月 16日      マネジメントレビュー（区長への報告） 

12月 21、22日 認証審査（第１次審査） 

平成２９年  1月 11日 元臨時職員再逮捕 

※緊急一斉点検、職員研修等再発防止策の取組み 

 6月 16日～22日 認証審査（第２次審査） 

 7月 7日     認証取得 

５ 今後の取組み 

 今後、毎年、情報セキュリティに関する職員研修を計画的に実施するとともに、職員が

主体となって内部監査を実施し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティレベルのスパ

イラルアップを図ります。また、認証機関の定期審査を毎年受け、３年に１度更新審査を

受けます。 
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＜認証審査（第２次・６月２２日）の様子＞ 

＜登録証授与式（７月１９日）の様子＞ 

お問合せ先 

  政策室副参事（業務マネジメント改革担当）  永田  電話 03－3228－8806 



ISO27001 
中野区におけるＩＳＭＳ基本方針 

＜基本理念＞ 

中野区が真に豊かで持続可能な地域社会をつくりあげていくためには、区民の個人情報や行政運営上重要

な情報資産を様々な脅威から守り、区民の財産やプライバシー等の保護及び事務の安定的な運営を確保する

ことが重要であることから、情報セキュリティ対策について基本方針を定め、これに基づき情報セキュリテ

ィマネジメントシステム(ＩＳＭＳ)体制を構築・運用し、積極的に取り組むこととします。 

＜基本方針＞ 

１．中野区は、区長のリーダーシップの下、最高情報安全責任者（ＣＩＳＯ）を中心とした情報セキュリ

ティ体制を確立し、情報セキュリティに対する責任を明確にします。 

２．中野区は、情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保するため、以下の対策を講じます。 

(1)施設への不正な立入り、情報資産への損傷・妨害等から保護するために物理的な対策を講じます。 

(2)情報セキュリティに関する権限や責任を定め、職員及び外部委託事業者に情報セキュリティ対策の

内容を周知徹底する等十分な教育が行われるように必要な対策を講じます。 

(3)コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を

講じます。 

(4)情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリ

ティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じます。また、情報資産に対する侵害

が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定します。 

３．中野区は、情報セキュリティインシデントに備えた体制を整備し、情報セキュリティインシデントが

発生した場合、その原因を迅速に究明し、その影響を最小限に止めるとともに再発防止に努めます。 

４．中野区は、情報資産の様々なリスクに適切に対処するため、リスクアセスメントを実施した上で、対

応策を定め、リスクマネジメントを行います。 

５．中野区は、情報セキュリティに関連する違反行為に対して、法令及び区の規定に従い厳正に処分を行

います。 

６．中野区は、本基本方針に従い区の規定を整備し、その周知と共に確実に実行できる環境を整備します。 

７．中野区は、以上の活動を継続的に見直し、改善に努めます。 

＜職員遵守事項＞ 

１．職員は、情報セキュリティに関するルールを遵守します。 

２．職員は、業務以外の目的で文書の作成や閲覧、情報システムへのアクセス、メールの使用及びインタ

ーネットへのアクセス等を行いません。 

３．職員は、情報の紛失や漏えい等がないように、文書等を適正に保管し、パソコン等情報機器の使用に

あたってはルールを厳守します。 

４．職員は、情報セキュリティに関する理解促進とスキルの向上を図るため、継続的に研修を受講し、情

報セキュリティに対する自覚をもって日々の業務を遂行します。 

平成２８年９月１日 

中 野 区 長   田 中 大 輔 
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平成２９年度 中野区ビジネスプランコンテスト 

「ビジコンなかの」の実施について 

中野区の産業振興の重点分野である、ＩＣＴ・コンテンツ関連産業やライフサポー

ト関連産業の領域での新たなビジネスの創出（創業や事業拡大）を促進し、これらを

中野区から発信することを目指してビジネスプランコンテスト「ビジコンなかの」を

実施します。 

昨年度から、これまでライフサポート関連産業の領域のみとしていた募集対象を、

ＩＣＴ・コンテンツ関連産業の領域にも拡充しました。このこともあり、応募者数

及びファイナルイベントの観客数が増加し、新ビジネス創出の気運が高まってきてい

ます。 

平成２９年度は、コンテストの開催時期を早めてフォローアップを強化することに

より、入賞プランの事業化をさらに支援していきます。８月２日（水）にはキックオ

フイベントを開催し、コンテストへの応募メリット等を説明します。 

１ 概要 ※詳細は別添資料のプラン募集チラシをご参照ください。 

（１）募集内容 

ＩＣＴ・コンテンツビジネス又はライフサポートビジネスに関連するプラン 

（２）応募資格 

応募者は、個人、法人又はグループであること等 

（３）表彰予定 

   最優秀賞 １件以内 

   奨励賞 ２件以内 

  オーディエンス賞 １件 

   ※審査の結果、最優秀賞及び奨励賞は「該当なし」とする場合があります。 

（４）ビジコンなかの特典 

①１次審査通過者対象

・ブラッシュアップセミナーによる支援（最終審査に向けたプレゼンテーショ

ン強化支援）

・フォローアップ支援（最終審査後の事業化に向けた支援）

  個別相談…事務局によるプランの課題抽出及び専門相談先等の紹介 

  専門家派遣…中小企業診断士、税理士等による個別アドバイス 

  集合セミナー…支援機関や先輩起業家等との連携の機会提供 
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②受賞者（最優秀賞・奨励賞）対象

・副賞賞金（最優秀賞：５０万円、奨励賞：２０万円）

・中野区産業経済融資における利子補給利率優遇（「ＩＣＴ・コンテンツ事業

者支援資金」「ライフサポート事業支援資金」「創業支援資金」を本人負担利

率無で利用できます。ただし、融資制度の要件を満たす必要があります。）

（５）スケジュール 

７月２０日（木）１０時 プラン募集開始 

８月 ２日（水）１８時半～ キックオフイベント 

１０月１０日（火）１７時 プラン募集締切 

１０月下旬頃   １次審査通過者発表 

１２月 ２日（土）１３時半～ ファイナルイベント（最終審査・表彰式） 

１２月中旬～平成３０年３月末 フォローアップ支援 

（６）ビジコンなかの事務局ホームページ 

   http://bizcon-nakano.tokyo/ 

（７）後援 

東京商工会議所中野支部、中野区商店街連合会、中野工業産業協会、 

一般社団法人中野区産業振興推進機構、西武信用金庫 

＜平成２８年度ファイナルイベントの様子＞ 

２ 別添資料 

（１）ビジコンなかの プラン募集チラシ 

（２）ビジコンなかの キックオフイベント参加者募集チラシ

http://bizcon-nakano.tokyo/
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≪参考≫ これまでの中野区ビジネスプランコンテストの経過

賞名 事業テーマ 受賞者 

平成２８年度 応募件数：５７件 ファイナリスト：１０件（うち 7件事業化） 

最優秀賞・ 

オーディエンス賞 
IOTを利用したマンションの収益化 

アマテラスイノベーショ

ンプロジェクト（柏木 大

さん） 

ライフサポート 

ビジネス奨励賞 
医師国家試験講義ビデオ付きの電子書籍 三上 貴浩さん 

ＩＣＴ・コンテンツ

ビジネス奨励賞 
マンガの聖地を掘り起こすイラスト大作戦！ 

ドラゴンハート株式会社

（百田 成彦さん） 

平成２７年度 応募件数：２０件 ファイナリスト：６件（うち 1 件事業化） 

最優秀賞 
こども向けのバーチャルとリアルをリンク 

させた体験型教育サービス 

ドリーム・キッズ・ 

ワークス（大塚 崇さん） 

優秀賞 
弊研究室で開発・所持しているロボットを使い

睡眠時無呼吸症候群の患者をサポートする 

早稲田大学人間科学部可

部研究室（小松 弘樹さん） 

奨励賞 
爪きりで支える生活支援！滑らかな爪先で 

ココロオドル日常を 
鈴木 奈々さん 

平成２６年度 応募総数：２０件 ファイナリスト：６件（うち 3 件事業化） 

最優秀賞 祭りで日本を盛り上げる、オマツリジャパン！ 
オマツリジャパン（山本 

陽平さん） 

優秀賞 
独居高齢者を対象とした電話コミュニケー 

ション事業「おしゃべり倶楽部」 
伊藤 晃さん 

審査員特別賞 
近隣スーパーの価格比較サービス「節約デキス

パート」の提案 

大阪経済大学チーム中村

Ｃ班（三浦 悠貴さん） 

平成２５年度 応募総数：５件 ファイナリスト：５件（うち 3 件事業化） 

最優秀賞 
「おうち準備パック」お片づけを通し暮らしの

変化に備えるサービスおうち準備パック 

特定非営利活動法人

tadaima!（三木 智有さん） 

優秀賞 
小・中学校からのグローバル人材育成、「世界

ビトを育てよう！」 

リエゾン・デートル（酒井 

由紀子さん） 

※ 平成２５年度から２７年度まではライフサポートビジネス創造塾（創業セミナー事業）の一環とし

てライフサポートビジネスに関するプランを募集しました。 

※ 平成２８年度からは、ライフサポートビジネスに加えて、ＩＣＴ・コンテンツを活用するビジネス

に関するプランにも募集対象を拡大しました。 

お問合せ先 

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











平成２９年７月２０日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

多言語化によるごみの適正排出の促進について 

 

中野区では、在住外国人の数等が年々増加しており（7 月 1 日現在の外国人を含む世帯数・

約 14,000 世帯）、ごみの分別等のルールの普及が難しい状況があります。不適正なごみの排

出を抑制する、またグローバル化の観点からも日本語以外の言語での対応が必要となってい

ます。 

このたび中野区では、区での在住や一時滞在される外国人の方々に対して、ごみの分別と

適正排出の一層の理解促進を図るため、ごみ・資源の分別や出し方、粗大ごみの申し込み方

法等について、ごみ分別アプリケーション（外国語版）の提供や粗大ごみの申込みに係る電

話受付など、多言語化によるサービスを拡充しましたのでお知らせします。 

特に、ごみ分別アプリケーションの多言語化（分別辞典まで含んだもの）に取り組んでい

る自治体は、２３区では５例目となります。 

 

１「ごみ分別アプリケーション(外国語版)」（英語・中国語（簡体字）・ハングル)の導入 

 

区では、平成２８年７月からスマートフォン等の多機能端末に対応した、「ごみ分別アプ

リケーション」（日本語版）を提供しています。 

このたび、英語・中国語（簡体字）・ハングルの３つの言語で検索できる、「ごみ分別アプ 

リケーション」を平成２９年７月１０日にリリースしました。 

 

（１）導入するアプリケーション 

名称   ごみ分別アプリ（外国語版） 

登録名称 Nakano City Garbage Separation app 

対応言語 英語・中国語（簡体字）・ハングル 

 

（２）主な機能と内容 
機能 内容 

ごみ収集日 
カレンダー 

居住地域の設定により、曜日別、週ごと、月ごとのごみ収集日程を簡単に、素早く
１つの画面で確認できる機能。 

ごみ分別辞典 
言語に対応した順番(英語ならアルファベット順)に表示された品目毎に、ごみの捨
て方を掲載。キーワードによる直接検索も可能。 

ごみの出し方 
ごみと資源の種類ごとに、品目ごとに出し方や注意点についての情報を提供する
機能。   

よくある質問 Ｑ＆Ａ方式で、問い合わせの多い項目の情報を掲載。 

アラート 
ごみの出し忘れ防止のため、収集予定のごみ種別を前日と当日に音声やバイブレ
ーション等で知らせる機能。 

  ※日本語版と同等の機能です。 

 

（３）対応するプラットフォーム 

iOS端末・Android端末に対応しています。 

   次頁の二次元コードを読み取るか、「App Store」または「ＧooglePlay」にて、アプ

リ名もしくは「nakano garbage」（garbage＝ごみ）などと検索してのダウンロードが

可能です。 

   アプリのダウンロード料は無料です（ダウンロード時の通信費を除く）。 

 



問合せ先 

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 

 

 

 

（４）表示される言語 

 ダウンロードした端末の言語設定により自動的に選択されます。 

   端末の設定が日本語だけの場合、英語版が表示されます。 

同様に端末が英語→英語版、中国語→中国語（簡体字）版、ハングル→ハングル版が

表示されます。 

   また、端末の設定で第一、第二、第三と優先する言語設定がされている場合、対応言 

  語があると、優先してその言語が表示されます。 

（例：第一言語・日本語、第二言語・ハングル、第三言語・英語の場合はハングル版表示） 

 

今後、区報や区の外国人向け広報紙に掲載する他、中野区国際交流協会や中野区内の

日本語学校への協力依頼などにより、幅広く周知を行う予定です。 

 

（参考）スマートフォン用二次元コード 

アイコン        iOS端末用コード   Android端末用コード 

    

 

                 

 

 

 

 

 

 

２ 粗大ごみ受付サービスの多言語対応（平成２９年４月開設） 

 

（１）電話受付 

７か国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベト

ナム語）に対応しています。 

依頼者と通訳者及び粗大ごみ受付センター担当者の三者通話による受付です。 

  ○粗大ごみ受付センター 

   電話番号 ０３（５７１５）２２５５ 

   受付日等 月曜日から土曜日（午前８時から午後７時まで） 

※祝祭日も受付、ただし年末年始（１２月２９日から１月３日）は除く。 

   

（２）インターネット受付 

３か国語（英語、中国語（簡体字）、ハングル）に対応しています。 

 

  ○粗大ごみ受付センターウェブサイト(２４時間受付) 

http://sodai.tokyokankyo.or.jp/ 

※メンテナンス、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除く。 

 

http://sodai.tokyokankyo.or.jp/


中野区ごみ分別アプリ外国語版 
（英語・中国語(簡体字)・ハングル） 

Nakano City waste-sorting app released 

“中野区垃圾分类 APP”已更新 

‘나카노구 쓰레기 분리 앱’을 출시했습니다 

    

－ごみ出しカレンダー－ 

Collection day calendar 

收集日历 

수거일 달력 

Nakano City Garbage Separation app released 

“中野区垃圾分类 APP”已更新 

‘나카노구 쓰레기 분리 앱’을 출시했습니다 

 

中野区 環境部ごみゼロ推進分野 ＴＥＬ：０３－３２２８－５５６３ 

「App Store」 または 「ＧooglePlay」 にて、アプリ名で検索してのダウンロードもできます！

 
   ダウンロード  download  下载  다운 로딩 ※通信料は利用者負担です

iPhone Android 
をご利用の方はこちら をご利用の方はこちら 

配信開始しました！ 

－ごみ分別辞典－ 

Waste-Sorting Guidelines 

垃圾分类辞典 

쓰레기 분리 사전 

－ごみの出し方－ 

Waste disposal methods 

垃圾的丢弃方法 

쓰레기 배출 방법 
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 平成２９年

８月１１日（金・祝日）

１３：３０～１６：３０

 平成２９年

８月１１日（金・祝日）

１３：３０～１６：３０

東京２０２０公認プログラム

【開催場所 : 中野体育館主競技場】

主催：中野区

ウィルチェアーラグビー＆

　　　　　　　　　　　　トークイベント

リオデジャネイロ

パラリンピック日本代表選手と

お笑いタレントがやってくる！！

　ラグビー、バスケットボール、バレーボール、

アイスホッケー等の要素が組み合わされた競技

で、バスケットボールと同じ広さのコートで行

います。専用の車いすを使用して、バレーボー

ルほどの大きさのボールをパス、または膝の上

に置いてゴールまで運びます。

　１９９６年のアトランタパラリンピックで、

デモンストレーション競技として初登場、２０

００年のシドニーパラリンピックから公式種目

となりました。２０１６年のリオデジャネイロ

パラリンピックでは、日本代表は銅メダルを獲

得しています。

　　   13：30 ～ 15：30
・アスリート、お笑いタレントによる
  デモンストレーション・競技体験

　　 15：30 ～ 16：30
・アスリート、お笑いタレント、
  ゲストドクターによるトーク

ウィルチェアーラグビー
リオデジャネイロ２０１６大会

長谷川　賢　先生

事前申込制・参加費無料

官野　一彦　選手

ロバート
山本　博

なかやまきんに君 ハイキングウォーキング
Q太郎

南海キャンディーズ
しずちゃん

　若山　英史　選手

■対象：小学校４年生以上の方。障害の有無にかかわらずどなたでもご参加いただけます。
　　　　※体験会につきましては、障害のある方は競技種目の性質上、四肢障害のある方のみとさせていただきます。
　　　　※生活介助が必要な方は介助者同伴でご参加ください。※トークイベントについては、手話通訳がつきます。
■定員：体験会：８０名、トークイベント：１００名
■申込方法：事前申込制。「中野区文化・スポーツ分野　スポーツ環境整備担当」にお電話もしくは FAX にてお申込みください。
　　　　※電話：０３－３２２８－８８６４　　　FAX：０３－３２２８－５６２６
■申込必要情報：①氏名（ふりがな）、 ②住所、 ③連絡先、 ④年齢、 ⑤障害をお持ちの方は障害の程度。
　　　　※本イベントにかかわる保険は主催者が加入いたします。
■体験会の見学は自由です。（指定場所での見学のみ）

　体 験 会

「ウィルチェアーラグビー」とは？　

トークイベントトークイベント

ウィルチェアーラグビー体験会ウィルチェアーラグビー体験会

パラリンピアン
銅メダリスト

ゲストドクター

しめ切り
8月10日（木）必着

プログラム

テーマ「安全にスポーツを楽しむために」

体験会またはトークイベン
トにご参加いただいた方に、
東京２０２０オリンピック・
パラリンピックエンブレム
入りピンバッジを差し上げ
ます。

MC ゲストタレントMC ゲストタレント

中野体育館

JR中野駅

中野区役所

中野駅北口広場

中野税務署

北口

中野サンプラザ

中
野
通
り

至高円寺 至新宿

MAP
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