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●なかの元気アップ体操を活用した介護予防の取り組みについて 



平成２９年１１月１６日 

 区 長 記 者 会 見 資 料 
 

スタジアム・アリーナ改革推進事業の実施について 

 
 今般、スポーツ庁が実施する「スタジアム・アリーナ改革推進事業」に、中

野駅新北口駅前エリアにおけるアリーナ整備に係る企画提案が採択されました。

このことについて下記のとおり、受託事業を進めていきます。 
 
１ スタジアム・アリーナ改革推進事業について 

 
「スタジアム・アリーナ改革推進事業先進事例形成支援」事業は、スポーツ

産業インフラであるスタジアム・アリーナ改革推進に向けて、先進事例の形成

支援を行うため、スポーツ庁が平成２９年度に創設したものです。 
区が受託される内容は、地域版のスタジアム・アリーナ推進官民連携協議会

の開催等を支援し、地域特性に応じた多機能型・複合型施設などの検討を行い、

収益性の高いスタジアム・アリーナの整備手法の検討を進めることを目的とし

た委託事業となります。 
本年９月に第２期の公募が行われており、中野駅新北口駅前エリアにおける

アリーナ整備に係る企画提案として応募したところ、採択されたものです。 
 
２ 中野区が行う事業内容について 

 
（１）官民連携協議会の開催 
① 設置目的 

中野駅新北口駅前エリア（区役所・サンプラザ地区）再整備事業における

主要な施設となるアリーナをモデルとした検討を行うため、官民連携による

（仮称）中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会（以下、「ア

リーナ協議会」という。）を設置します。 
② 設置期間 

平成２９年１２月～平成３０年３月 
③ 構成員 

中野区、事業協力者、学識経験者、スポーツ団体、音楽関係団体 
経済団体及び関連企業等からなる１５名程度で構成します。 

④ 検討事項 
    ・アリーナを起点としたまちづくりのあり方 
    ・アリーナの開発コンセプトと市場動向 
    ・アリーナの所有と運営のあり方等 
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⑤ 検討成果の活用 
 アリーナ協議会の検討成果については、今後の中野駅新北口駅前エリア

におけるアリーナの計画検討に活用していくものとします。 
 
（２）（仮称）中野駅周辺まちづくりフォーラムの開催 
 アリーナ協議会における検討成果を踏まえ、アリーナを起点としたまちづく

りのあり方をフォーラム形式で幅広く議論することにより、区民等の理解促進

と期待醸成を図るものとします。 
 開催日程 平成３０年３月予定 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」開催を契機とした 

区立スポーツ施設使用料の軽減について 

 
 

超高齢社会の到来を迎えている現在、健康で活気のある地域社会を持続していくた

めには、スポーツ・健康づくり活動の重要性を地域の課題としてとらえ、地域ぐるみ

で、取り組みを進めていくことが重要です。 
区は、区民が自ら主体的にスポーツに取り組み、仲間づくりなどを通じて、地域に

おけるスポーツ気運を広げていくため、２０１６年７月に「中野区スポーツ・健康づ

くり推進計画」を策定し、「スポーツ・健康づくりムーブメント」を推進しています。 
この「スポーツ・健康づくりムーブメント」をさらに発展・定着させていくために

は、区を挙げて気運醸成を図っている「東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会」の開催を契機としたいと考えています。 
このムーブメントによる効果は、この大会に向けた様々な取組みによる地域・経済

の発展、スポーツを通じた健康づくりによる健康寿命の延伸や仲間づくりによる地域

コミュニティの形成など広範囲に及び、区政の課題解決に直結するものとなります。 
このたび、日常的・継続的に身近な場所でスポーツに触れたり、取り組むことがで

きるよう、環境整備の一環として、区立スポーツ施設の使用料を軽減し、区民の皆さ

んが「自らつくる健康で安心した暮らし」を実現できる一助とします。 
 
１ 軽減策の内容 

平成３０年７月に予定している使用料の改定にあわせ、スポーツ施設の施設使用

料を半額とします。 
既に減額制度の対象となっている団体等については、軽減策適用後の金額に対す

る減額率の適用とします。 
 

２ 適用期間 

６年間（平成３０年７月１日~平成３６年６月３０日） 
 

３ 対象となる主なスポーツ施設 

 ○体育館（中野、鷺宮） 
 ○野球場（上高田、哲学堂） 
 ○庭球場（上高田、哲学堂） 
 ○弓道場（哲学堂） 
 ○産業振興センター体育室 



 ○上鷺宮区民活動センターテニスコート 
 ○温水プール（第二中学校、中野中学校） 
○多目的運動場（白鷺せせらぎ公園、本五ふれあい公園、南台いちょう公園） 
 

４ 主なスポーツ施設の使用料（予定） 

 

施設 利用区分 本来の予定使用料 軽減後の予定使用料 
体育館 
（中野） 

主競技場、平日午後、 
アマチュアスポーツ、入場無料 

43,100 円 21,600 円 

野球場 
（上高田） 

１面、２時間以内 4,000 円 2,000 円 

庭球場 
（上高田） 

１面、１時間以内 1,100 円 600 円 

弓道場 
（哲学堂） 

団体利用、午後 18,100 円 9,100 円 

 
（参考）使用料改定（全体）の基本方針及び算定基準 

  施設使用料の算定にあたっては、全ての施設の算定方式を統一したうえで「職員

人件費」と建物の「減価償却費」を含めた、全ての経費（フルコスト。維持管理や

貸出業務分も含む）を原価とし、これに施設の性質別ごとに設定した利用者負担割

合を乗じて算出しています。 
使用料算定基礎額＝原価×施設の性質別負担割合（利用者負担） 
利用者の負担割合 
スポーツ施設 ７０％ （集会室は５０％、福祉施設・産業振興施設は０％） 

 
５ 今後のスケジュール（予定） 

 
 平成２９年１１月  中野区議会第４定例会に関連条例改正案提案 
 平成３０年 ７月  改正条例施行（軽減策適用開始） 
 
 
 

問合せ先 

 経営室副参事（経理担当）       石橋   電話 03-3228-5418 

 健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）永見   電話 03-3228-8044 
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シンポジウム「『哲学のまち・中野』をめざして」の開催について 

 

中野区には東京都の名勝指定を受けている、区立哲学堂公園があります。哲学堂公

園は哲学者で東洋大学の創立者でもある、故井上円了氏が精神修養の場として作った

世界でも珍しい、哲学がテーマの公園です。 

この公園の南側部分には、平成２１年(2009 年)にハンガリー出身で、晩年日本に帰

化して創作活動に当たっていた彫刻家、故「ワグナー・ナンドール」氏の作品「哲学

の庭」を設置しており、時代や国を超えた宗教・哲学・法律の代表的な人物が３つの

同心円の上に配置されています。 

このたび作者の没後２０年記念企画として、公益財団法人ワグナー・ナンドール財

団、ワグナー・ナンドール没後２０年記念企画実行委員会及び中野区の共催によるシ

ンポジウム「『哲学のまち・中野』をめざして」を開催することとしました。 

哲学堂公園は２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、中

野区の新たな都市観光拠点として、平成２９年３月に「哲学堂公園及び哲学堂公園周

辺都市観光拠点整備計画」を策定し、また哲学堂公園の再生整備について基本計画（案）

をとりまとめる（平成２９年１０月の記者会見資料参照）など、哲学堂エリアの魅力

発信に努めています。 

このシンポジムを契機として、ぜひ身近で、親しみやすく世界の哲学にも触れられ

る、この哲学堂公園を訪れていただきたいと思います。 

 

１ 彫刻作品「哲学の庭」設置の経緯 

寄贈は、故ワグナー・ナンドール氏の遺志を引き継ぐ、夫人の和久奈（わぐな）

ちよ氏が、哲学堂公園の創立者である故井上円了博士の哲学に関する考え方が、故

ワグナー・ナンドール氏の持っていた哲学観につながるものであるとして、哲学堂

公園への設置を強く希望されたことによります。ナンドール氏は「世界の異なった

場所の人々が理解し合うには、文化や宗教の相違点よりも互いに共通点を探すこと

が大切」と考えており、作品はこの考えと人類の恒久平和への思いが込められたも

のとなっています。 

作品が設置された平成２１年(2009 年)は、日本・ハンガリー外交関係開設１４０

周年と国交回復５０周年にあたり、日本・ハンガリー国交回復５０周年記念事業実

行委員会主催による各種記念事業が実施された年です。 

同年７月に駐日ハンガリー大使から中野区長に、故ワグナー・ナンドール氏の作

品「哲学の庭」を記念事業の一環として、中野区に寄贈したい旨の申出がありまし



た。中野区は、同国からの寄贈を受け、同年１２月に「哲学の庭」を設置し、以降、

ハンガリー国と関係者の視察の受入れなどによる交流を行っています。 

 

２ ハンガリー国と中野区の交流等 

 平成２１年(2009 年)７月 駐日ハンガリー大使から「哲学の庭」寄付申出 

 平成２１年(2009 年)12 月「哲学の庭」完成除幕式典 

 平成２４年(2012 年)５月 ＥＵ議員等来日。区長表敬、哲学堂公園視察 

 平成２９年(2017 年)９月 人材省文化担当副大臣等来日。区長表敬、哲学の庭視察 

 

３ シンポジウムの開催内容 

 （１）日時 

平成２９年１２月９日（土）１３時１５分～１６時（１２：４５開場） 

 （２）会場 

中野サンプラザ １３階 コスモホール 

（３）内容詳細 

  駐日ハンガリー共和国大使、パラノビチ・ノルバート氏等を招き、以下の内容

で実施します。 

  （講演） ※日本語通訳あり 

ブダペスト市第一区区長         ナジ・ガーボル・タマーシュ氏 

ワグナー・ナンドール作品保全財団理事長 キシュ・シャンドール氏 

  （ＤＶＤ上映） 

「違いを超えて世界を結ぶ『哲学の庭』」 

  （シンポジウム） 

「哲学のまち・中野」をめざして  

    コーディネーター  

進士五十八氏（福井県立大学学長） 

    パネリスト  

中野区長、泉麻人氏（コラムニスト）、 

      和久奈ちよ（公益財団法人ワグナー・ナンドール記念財団理事） 

（４）参加費  

無料 （当日先着３００名。事前申込不要） 

 
 
 
 
 



 
（参考１）ワグナー・ナンドール氏の略歴 

1922年   ハンガリー生まれ 

彫刻、絵画、建築、美術史などを学び、彫刻家として活動 

1956年  スウェーデンに移住。この地でモニュメントなど約２００点を制作 

1966年  秋山ちよさんと結婚 

1969年  永住のため来日。栃木県益子町にアトリエを建設、制作活動を継続 

1975年  日本に帰化 

1977年  「哲学の庭」制作開始 

1987年  財団法人タオ世界文化発展研究所（公益財団法人ワグナー・ナンドール記 

念財団の前身）を設立 

1994年  「哲学の庭」完成 

1997年  永眠（１１月１５日 享年７５歳） 

 

（参考２）哲学堂公園（哲学の庭）の概要 

所在地   中野区松が丘１－３４－２８ 
開園時間  １２～２月 ９時～１７時 

（開園時間は月により異なります。詳細は哲学堂公園管理事務所 
   電話０３（３９５１）２５１５、ＦＡＸ０３（３９５１）２２８０ へ） 

 
 
 

 
 
 
 
 

問合せ先 

政策室参事（企画担当） 青山  電話 03-3228-8039 
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なかの元気アップ体操を活用した介護予防の取り組みについて 

 
１ 趣旨 

中野区は、地域包括ケアシステムの構築のための重点的な取り組みとして、介護予防事業を推

進しています。 
区では平成２８年度末に、介護予防や認知症予防のための体操「なかの元気アップ体操」を、

帝京平成大学との相互協力協定に基づき、同大学の健康メディカル学部理学療法学科とともに制

作したところですが、このたび新たに映像を制作し、さらなる普及活動を展開していくこととし

ました。 
骨折・転倒及び高齢による衰弱は、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態とな

っていることが要因であると考えられています。そのため、日常生活において無理なく筋力アッ

プに取り組める体操は有効なものであり、また区内の高齢者会館等で自主的に活動しているグル

ープを通じて、映像を見ながら気軽に体操に取り組めるようにする機会を増やすことがより有効

と考えたものです。 
今回の映像は、帝京平成大学現代ライフ学部人間文化学科メディア文化コース及び、株式会社

東京アスレティッククラブの協力による制作となります。映像には、実際に活動している区民の

皆さんにも出演していただき、よりわかりやすく、身近な取り組みと感じられるようなものとし

ました。 
区は、この映像を活用して、地域での支えあい及び介護予防や認知症予防の取り組みを推進し、

包括的なケア体制構築の一助としていきたいと考えています。 
 
２ なかの元気アップ体操の特徴 

なかの元気アップ体操は、筋力アップを図るための動きを重点的に取り入れています。 
また、平成２７年３月に完成した新しい区歌「中野区歌 未来カレンダー Forever Nakano」

を歌いながら運動を行う「コグニサイズ（※）」の要素を取り入れた体操であるため、認知症予防

としての効果も期待ができるものとなっています。 
※コグニサイズ 
国立長寿医療研究センターが開発した運動と認知課題を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの

総称です。ただし、以下の内容が考慮されていることを前提としています。 
・軽く息がはずむ程度の身体負荷のかかる運動であること。 
・運動と同時に実施する認知課題によって、運動の方法や認知課題自体をたまに間違えてしまう程度の負荷が

かかっていること。 
 
３ 映像内容 

（１）制作 
  帝京平成大学現代ライフ学部 人間文化学科メディア文化コース 鷺山ゼミ学生９名 
（２）出演者 
  自主グループで活動している高齢者７名、東京アスレティッククラブ職員２名 
（３）撮影日・場所 



  平成２９年８月２８日 中野四季の森公園 
 
４ 映像の普及展開 

① 映像を収録したDVDを制作し、区内の高齢者会館等で自主グループ活動をしている団体や

町会・自治会、高齢者会館等へ約７００枚を配布する予定です（平成２９年１２月から配布

開始見込）。 
②中野区公式ユーチューブチャンネルにも、映像を掲載しています。 

問合せ先 

  地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当） 酒井 電話 03-3228-5403 
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