
  
 

 

 

２０１８年４月５日 

 

記者会見資料 
 

 

 

●「中野区ウォーキングマップ」の作成について 

●「中野区ユニバーサルデザイン推進条例」の制定等について 

●地域包括ケア体制推進の取り組みについて 

～昭和・東中野・上高田エリアに新たな「すこやか福祉センター」を整備します～ 

 

●中野駅新北口駅前エリア アリーナ整備官民連携協議会報告のまとめ

等について 

●中野区名誉区民 山中慎介氏 引退記念展示及び引退セレモニー等の実

施について 



平 成 3 0 年 4 月 5 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

「中野区ウォーキングマップ」の作成について 

 

健康寿命が注目され、いつまでも健康で元気に暮らすことへの関心や、介護予防等への気

運が高まっています。また、東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会を契機とした

国際化が進む中、外国人の方にも中野のまちの魅力を分かりやすく親しみやすい形で伝えて

いくことも必要です。 

しかし、地域で健康づくり等に取り組んでいる団体等の情報が共有化されておらず、区内

にある様々な観光スポットと合わせての楽しみ方もその地域だけのものとなっていました。 

そこで区はこの度、だれもが外に出て身体を動かし、中野の魅力を満喫しながら健康づく

りができるよう、平成３０年３月末に「中野区ウォーキングマップ」を作成、発行しました。  

 中野区認定観光資源や区内スポーツ施設、公園等を巡るウォーキングコースを掲載し、ウ

ォーキングにより、生活習慣病予防や高齢者等の閉じこもり防止を図っていくほか、区民が

日常的に健康づくりに取り組む気運を醸成するなど区民の地元への愛着を促進するともに、

外国語版も作成し、区内外に中野区の魅力を発信していきます。 

 

１ 中野区ウォーキングマップについて 

（１）構成 

カラー刷り、A５版、５６ページ。 

表表紙からは「健康」、裏表紙からは「観光」の視点で裏表両面から読み進めることが

できます。冊子中ほどにウォーキングコースを掲載しています。 

 

（２）主な内容 

  健康（左開き）と観光（右開き）という二つの要素を盛り込んでいます。 

 冊子は、より関心の高い方の内容から見られるよう、便利なつくりとしています。 

① 健康に関するページ 

ウォーキングの効果、ウォーキングフォーム、バランスのよい食事、健康チエック、

スポーツ施設など、健康づくりに役立つ情報を掲載しています。 

また、「中野区民の健康づくりを推進する会」、「地域スポーツクラブ」など、健康

づくり活動を実践している地域の団体を紹介しています。 

② 観光に関するページ 

サブカルチャーをはじめ、中野区の歴史や豊かな芸術・文化スポット、中野区認定

観光資源のご当地グルメなど、まち歩きを楽しむための情報を掲載しています。 

③ ウォーキングコース 

    初級・中級・上級と、体力別に分類した１２のコースを掲載しています。 

ウォーキング初心者から、体力に自信のある方まで楽しめるコース設計となっており、



自由にアレンジできるサブルートもあります。コース選びや記録をつける参考として、

距離や時間、消費カロリー、歩数を掲載しています。 

また、利用者が快適、安全にウォーキングコースを楽しめるよう、トイレや AED

設置場所などを表示しています。 

 

（３）スマートフォンでの利用 

中野区ホームページから、ウォーキングマップをダウンロードして、スマートフォンで

活用することができます。 

 

（４）多言語対応 

日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、ハングルの多言語のマップを発行していま

す。中野区ホームページから、各マップをダウンロードすることができます。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/401700/d025466.html 

 

２ 配布場所 

中野区役所のほか、すこやか福祉センター、スポーツ・コミュニティプラザ、区民活動セ

ンター、高齢者会館等で配布しています。 

 

【ページの例】 

 

 

 

 

問合せ先  

健康福祉部副参事（健康推進担当）  只野   電話 03-3228-5565 

  

 



● 個性豊かなまち歩きスポット
● 中野区の歴史に触れる
● 中野のおいしいをみつけよう
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平 成 3 0 年 4 月 5 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

「中野区ユニバーサルデザイン推進条例」の制定等について 

 

  移り行く時代の中では、多様な生き方、個性や価値感を受け入れることの

できる地域社会を実現することが必要です。 

区は、「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」に基づき、すべての人

がそれぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型社会」の実現や地

域の活性化をめざし、誰もが同様にサービスを受けられるようユニバーサルデ

ザインに関する検討や施策の推進等を行ってきたところです。 

ユニバーサルデザインの推進については、これまでもバリアフリーの取組を

進めてきましたが、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

開催や高齢化、グローバル化の進展、「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する法律」の施行等を踏まえ、より一層の取組が求められており、推進体制

を整える必要があります。 

区は、多様な区民の特性の理解を促進し、区や区民、事業者等が協働して誰

もが生活しやすい「ユニバーサルデザインのまちづくり」を実現するため、平

成３０年３月、「中野区ユニバーサルデザイン推進条例」（以下、「条例」）を制

定しました。 

今後は、全ての人が自らの意欲や能力に応じて活動・自己実現できる環境を

段階的・継続的に整備できるよう、この条例に基づいた「（仮称）中野区ユニ

バーサルデザイン推進計画」（以下、「推進計画」）の策定等を行うため、以下

のとおり取り組むこととしました。 

 

１ 条例の概要 （平成 30年 4月１日施行） 

 

平成２９年２月のユニバーサルデザイン推進審議会（以下、「審議会」）の

答申を踏まえ、制定に向けた検討・調整、意見交換会、パブリック・コメン

ト手続きなどを経て制定しました。 

（※（参考）制定までの経過、及び別添の「条例」・啓発用パンフレット「中野区のユ

ニバーサルデザイン」参照） 

（１）中野区におけるユニバーサルデザインの定義 

年齢、性別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人

が利用しやすいようあらかじめ考慮して都市や生活環境を設計すること 
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（２）基本理念 

・支障なく円滑に利用できる都市基盤・施設の整備の推進 

・平等かつ円滑に利用できる商品・サービスの提供の推進 

・個性や多様性が理解・尊重され、様々な人が支え合うための理解の促進 

（３）区・区民・事業者の責務 

 ・区…推進目標（将来像）の提示と総合的かつ計画的な施策の実施 

    普及啓発の実施、区民・事業者との協働（相互調整・連携促進） 

 ・区民…ユニバーサルデザインについての理解促進への努力、取組への主体

的な参加等 

 ・事業者…施設・商品・サービスの提供等を通じた推進や推進計画の実施に 

関しての区への協力、従業員の理解促進への努力等 

（４）推進計画の策定・審議会の設置等 

推進計画は目標（将来像）、施策の方向性、主な取組を定め、評価・点検

を行います。 

策定・改定時には区民等の意見を求めることとし、評価等の結果は公表し、

施策への反映を行い、持続的な改善・向上を図ります。 

改定に当たっては区長の諮問機関としての「中野区ユニバーサルデザイン

推進審議会」（２０人以内で組織）を設置します。 

 

※（参考）審議会の開催から条例制定までの経過 

   平成 28年 8月～29年 1月 審議会の開催（計 6回） 

     (委員 17人：学識経験者 4人、団体から推薦された者 10人、公募区民 3人) 

（諮問事項：基本方針や目指すべき将来像、区・区民・事業者等の役割、方策

等に関する考え方など） 

   平成 29年 2月  審議会答申 

   ～29年 10月    条例の考え方の決定 

   ～30年 2月    条例に盛り込むべき主な事項のパブリック・コメント等 

      平成 30年 3月   条例制定 

    

２ 推進のための取組（平成３０年度） 

 

上記の内容に基づく推進計画を策定するとともに、ユニバーサルデザインを

推進する取組を実施します。 

（１）推進計画の策定  （平成 30年 10月頃策定予定） 

推進計画は、上記の条例内容に定める理念や将来像を実現するための実行

計画として位置づけ、審議会の答申内容とともに条例の制定に向けた検討内

容等を踏まえて策定します。 
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（２）ユニバーサルデザインを推進するための取組 

①職員研修による理解促進 

   係長職対象：人権セミナー等における実施 

   （障害者差別解消法、外国人との共生、ＬＧＢＴの課題などを含む） 

   管理職対象：ユニバーサルマナー研修 

②区民等への情報提供による理解促進のための取組 

区民参加による普及啓発冊子や職員向けガイドブックの作成 

（参考）平成 30年 3月 29日、条例内容の理解を深めることをねらいとした 

「シンポジウム」を開催済（会場：産業振興センター）、７２人の参加あり。 

③商品・サービスの提供（ソフト面）を推進する取組 

     バリアフリーマップ（区ホームページで公表）の更新・充実 

④都市基盤・施設の整備（ハード面）を推進する取組 

・公園のユニバーサルデザイン対応 

(改修に先立つ区民参加による調査等の開始) 

    ・無電柱化推進計画の策定 

・公共サインの整備 

・区施設のトイレの洋式化（平成 29年度～平成 31年度） 

（区民活動センター・高齢者会館・社会福祉会館・体育館等） 

   ・その他、施設整備・まちづくり関連 

（新体育館や新区役所などの公共施設の整備や、中野駅周辺まちづくり・

西武新宿線沿線まちづくり・木造密集地域における防災まちづくりなど

とあわせた推進） 

（参考）障害者差別解消のための取組  

「中野区障害者対応基本マニュアル」（平成 28年 1月策定、29年 6月改訂済）や

対応要領等を作成し、区職員に周知徹底を図っています。 

また相談窓口の設置（「障害者差別解消検証会議」（平成 29 年 9 月より開催））

や、相談体制の整備（「「中野区障害者差別解消審議会」の設置（平成 29 年 6 月

条例制定））する他、障害特性等を正しく理解するための区民向け啓発事業や職

員向けの手話講習会の実施、相談状況調査による事例収集等を開始しています。 

 

 

 
問合せ先  

政策室副参事（ユニバーサルデザイン推進担当） 宇田川  電話 03-3228-5430 

  

 



   中野区ユニバーサルデザイン推進条例  

 

 私たちは皆、自らの存在と尊厳が守られ、自由に幸せを追い求める

ことのできる権利を持っています。こうした権利は、誰もが生まれな

がらに持っているものであるとともに、いつの時代にも共通する、変

わらないものです。  

 一方で、私たちを取り巻く環境は、絶えず変化が生じ、人々の暮ら

しや価値観も多様化していきます。移り行く時代の中で、持続的にま

ちの活力を生み出していくためには、多様な生き方、個性や価値観を

受 け 入 れ る こ と の で き る 地 域 社 会 を 実 現 す る こ と が 必 要 に な り ま

す。私たちは、ユニバーサルデザインの推進を通じて、多くの人の社

会参加を促すとともに、まちの魅力の向上に取り組んでいきます。  

全ての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参

加型社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、こ

の条例を制定します。  

 （目的）  

第１条  この条例は、全ての人が、自らの意思により、自立して活動

し、自己実現できる環境を段階的かつ継続的に整備することを通じ

て、全員参加型社会及び地域の活性化を実現するため、区、区民及

び事業者のそれぞれの責務を明らかにするとともに、基本的な事項

を定めることにより、ユニバーサルデザインの推進を図ることを目

的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において「ユニバーサルデザイン」とは、年齢、性

別、個人の属性や考え方、行動の特性等にかかわらず、全ての人が

利用しやすいようあらかじめ考慮して都市及び生活環境を設計する

ことをいう。  



 （基本理念）  

第３条  ユニバーサルデザインの推進は、次に掲げる事項を基本理念

とする。  

 ⑴  支障なく円滑に利用できる都市基盤・施設の整備の推進  

 ⑵  平等かつ円滑に利用できる商品・サービスの提供の推進  

⑶  一人一人の個性や多様性が理解され、かつ、尊重され、様々な

人が支え合うための理解の促進  

 （区の責務）  

第４条  区は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザイ

ンを推進するための目標（将来像）を示すとともに、ユニバーサル

デザインの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものと

する。  

２  区は、区民及び事業者に対し、ユニバーサルデザインについて普

及啓発を図るものとする。  

３  区は、区民及び事業者と協働して、ユニバーサルデザインを推進

できるよう相互調整及び連携促進を図るものとする。  

 （区民の責務）  

第５条  区民は、ユニバーサルデザインについて理解を深めるよう努

めなければならない。  

２  区民は、様々なユニバーサルデザインの取組について、主体的に

参加し、ユニバーサルデザインの推進に努めなければならない。  

３  区民は、ユニバーサルデザインの推進に当たり、区及び事業者と

協働するよう努めなければならない。  

 （事業者の責務）  

第６条  事業者は、施設、商品及びサービスの提供その他自らの事業

を通じて、ユニバーサルデザインの推進に努めなければならない。  

２  事業者は、ユニバーサルデザインの推進に当たり、区及び区民と



協働するよう努めなければならない。  

３  事業者は、当該事業者の従業員がユニバーサルデザインについて

の理解を深めることができるよう努めなければならない。  

４  事業者は、次条第１項に規定する推進計画の実施に関して、区に

協力するよう努めなければならない。  

 （推進計画の策定等）  

第７条  区長は、この条例の目的を達成するため、ユニバーサルデザ

インに係る施策の総合的かつ計画的な推進に関する計画（以下「推

進計画」という。）を策定する。  

２  推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

 ⑴  ユニバーサルデザインを推進するための目標（将来像）  

 ⑵  ユニバーサルデザインの推進に関する施策の方向及び主な取組  

３  区長は、推進計画の策定及び改定に当たり、区民及び事業者の意

見を求めるものとする。  

 （施策の評価・点検及び中野区ユニバーサルデザイン推進審議会の

設置等）  

第８条  区長は、推進計画に基づく施策について継続的に評価・点検

を行い、当該評価・点検の結果を広く区民に公表するとともに、当

該施策に反映させ、当該施策の持続的な改善・向上を図るものとす

る。  

２  推進計画の改定に当たり、推進計画に基づき実施した施策の評

価・点検を行い、当該施策の改善・向上を図るため、区長の附属機

関として、中野区ユニバーサルデザイン推進審議会（以下「審議会」

という。）を置く。  

３  審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議

する。  

 ⑴  推進計画に関すること。  



⑵  前号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインの推進に関し

必要な事項  

４  審議会は、ユニバーサルデザインの推進に関し特に必要な事項に

ついて、区長に意見を述べることができる。  

５  審議会は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める

者のうちから、区長が委嘱する委員２０人以内をもって組織する。  

 （委任）  

第９条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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平 成 3 0 年 4 月 5 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

                        

地域包括ケア体制推進の取り組みについて 

～昭和・東中野・上高田エリアに新たな「すこやか福祉センター」を整備します～ 

 

住み慣れた地域において、高齢者や障害のある人、子どもたちが安心して、ま

た健やかに生活できるよう保健福祉及び子育てに関して総合的な支援を行ってい

くことが大切です。区は住民主体の活動等による多様な支援サービスが提供され

る地域づくりを必要と考え、地域包括ケアシステムの構築を進めています。 

この度、地域包括ケアシステムの推進のため、温暖化対策推進オフィスの跡施

設を活用し、新たな「すこやか福祉センター」を整備します。 

「すこやか福祉センター」は、現在区内を４つの担当区域に分けた体制で地域

包括ケア体制の構築を目指している施設（平成１７年の介護保険法改正で「日常

生活圏域」と位置づけ）ですが、平成 22年・23年の設置から７年以上が経ち、人

口の動向・構造の変化や一層の地域活動との連携・協働を行っていくことが求め

られています。 

そこで今回、高齢者の心身の健康維持と向上等のために包括的に支援を行う「地

域包括支援センター」（８か所）、及び地域住民の自治活動を支援している「区民

活動センター」（１５か所）の取り組み等との整合性を図り、相談機能の充実等よ

りきめ細やかな取り組み等を実施するため、「すこやか福祉センター」を４か所か

ら８か所へとする整備を進めていくこととしました。 

また、以上の体制整備と合わせ、平成３０年度は新たに、医療と介護の連携の

強化、介護予防等の取り組みを進めていきます。 

 

Ⅰ 「すこやか福祉センター」の再整備について 

１ すこやか福祉センターの設置経過 

中野区では、平成 17年の介護保険法改正を受け、すこやか福祉センターの担当

区域を「日常生活圏域」と位置づけるとともに、より身近なところで高齢者の介

護、介護予防や権利擁護等の相談支援を行うため日常生活圏域を分割し８つの地

域包括支援センターを設置しました。その後、すこやか福祉センターを設置し、

15 の区民活動センターを拠点として地域住民の自治活動、地域活動等の推進によ

る見守り支えあいの地域づくりを進めてきています。 

 

２ 日常生活圏域設定後の環境変化に伴う課題 

（１）高齢者を始めとした人口動向                 

平成 17 年以降、当区の世帯数、人口は、ともに増加しています。特に介護認定

率が高まる後期高齢者人口については、25％（7,000 人）増の 35,000 人、高齢単

身世帯では 32％（6,000 世帯）増加し、26,000 世帯となり、今後、団塊の世代が

後期高齢期を迎える 2025年（平成 37年）以降も増え続けるものと推計している。

また、年少人口では、11%（2,900 人）増加し、3 歳以下の人口では 30％（2,100

人）の増加を見ています。 

こうした人口動向や構造の変化は、中部すこやか福祉センター圏域を始め各圏
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域での業務に影響を与えているのが現状です。 

高齢者を始め子育て世代や障害者へのきめ細かな地域包括ケア体制を構築する

上では、すこやか福祉センターが担当する「圏域」を見直し、対象とする人口規

模の抑制、適正化を図る必要があります。 

（２）区民活動センターを核とした取組みの推進 

すこやか福祉センターは、それぞれ３～５の区民活動センターを束ねる組織と

して圏域を設定しています。地域課題の解決など、これまで以上に町会・自治会

活動などの区民の地域活動との連携と協働が求められていることから、平成 29年

度から、職員によるアウトリーチ・チームを区民活動センター担当区域ごとに編

成し取組みを進めることとしています。 

今後も、地域との連携を主軸に据えた取組みを推進していくためには、専門相

談機関である地域包括支援センターや障害者相談支援事業所（各すこやか福祉セ

ンターに併設）の担当地域分けについても区民活動センター担当地域との整合を

図る必要があります。 

また、すこやか福祉センターにおける総合相談機能の充実の観点からは、現在

単独設置している４つの地域包括支援センターについては、すこやか福祉センタ

ーとの併設を図りワンストップ化の徹底が必要と考えています。 

 

３ 課題への対応策の考え方 

 すべてのすこやか福祉センターに地域包括支援センターと障害者相談支援事業

所が併設され、ワンストップでの総合相談体制が構築されるよう整備します。 

また、すこやか福祉センターが対象とする地域の範囲や人口規模を抑制するこ

とによって、さらにきめ細かい地域課題の把握や解決に向けた取り組みを強化し

ていくため、すこやか福祉センターを８か所に配置します。 

 

４ 今後の取り組み予定 

すこやか福祉センターの整備にあたっては、区有施設等の更新時期等を勘案し

つつ、2025年（平成 37年）を目途に整備を進めていきます。 

 

（１）８か所のすこやか福祉センターの整備時期等  （平成 30 年 1 月 1 日時点データ） 

すこやか

福祉セン

ター 

①南部 ② ③中部 ④ ⑤北部 ⑥ ⑦ ⑧鷺宮 

区民活動

センター 
南中野 

弥生 

鍋横 

東部 

桃園 

昭和 

東中野 

上高田 

新井 

沼袋 
江古田 

野方 

大和 

鷺宮 

上鷺宮 

人  口 32,579 40,620 54,786 44,268 33,730 22,985 44,739 54,776 

高齢者 

人口 
7,190 8,065 9,948 8,664 7,319 5,411 8,944 12,287 

70 歳以

上単身 
2,041 2,507 3,059 2,639 2,304 1,686 2,481 3,436 

年少人口 2,883 3,219 4,574 3,522 2,706 2,213 3,904 5,847 

整備時期   

と 

活用施設 

― 

 

 

未定 
― 

 
2021年 
温暖化対策

施設活用 

ステップ４ 

（2022~25年頃） 

沼袋小 

跡活用 

 
 

未定 

 
 

未定 

ステップ４ 

（2022~25年頃） 

鷺宮小 

跡活用 



3 

 

 

（２）昭和・東中野・上高田エリアに新設するすこやか福祉センター 

現中部すこやか福祉センターは、人口規模等から速やかに圏域を分割し、 

新たなすこやか福祉センターを整備する必要があります。 

 このため、東部、桃園と昭和（現地建替）、東中野、上高田のエリアにエリ

ア分けを行い、新たに温暖化対策推進オフィス跡施設を活用し、昭和、東中野、

上高田エリアを担当する施設を 2021年（平成 33年）までに整備します。          

＜整備内容＞ 

温暖化対策推進オフィス跡施設（中野区中野５丁目４番） 

（地下１階、地上 1階の一部、地上３階～５階（延床約 1,300㎡）） 

   ・総合窓口（事務室）、健診室、集団指導室（多目的室）、相談室 

    ・子育てひろば 

    ・地域包括支援センター、障害者相談支援事業所 

 

Ⅱ 医療・介護の連携強化及び介護予防の取り組み等について 

 

１ 在宅医療と介護の連携の推進（平成３０年度新規事業） 

～在宅療養相談窓口の設置～ 

  在宅療養について専門的に相談を受ける窓口を区役所内に設置します。 

【設置場所】  中野区役所 地域包括ケア推進分野 

【設置時期】  平成３０年４月１日 

【開設時間】  区役所の開設時間と同じ  

【相談員】   常勤１名 （保健師） 

        非常勤職員１名        

【窓口の機能】 

① 専用電話番号により、区民やその家族、関係機関からの相談に電話で応

じ必要な情報を提供する。 

② 必要に応じて地域包括支援センター、すこやか福祉センターと連携しコ

ーディネートを行う。 

③ 在宅療養に関する資源情報等を集積し、専門職や区民に提供できるよう

データベース化する。 

 

２  医療介護情報連携システム（平成３０年度新規事業） 

区が医療介護情報連携システムを導入し、広く区内関係者が活用できる体制を

整備します。 

【導入時期】    平成３０年７月頃 

【システムの概要】 

①在宅療養者を中心とした情報共有 

②多職種間での連絡事項や情報等の共有 

【システム普及のために】 

① より多くの医療機関、事業所等が登録できるよう、説明会の実施、マニ

ュアルの整備を行う。 

② 在宅療養相談窓口での積極的活用を進める。 

③ 病院の退院調整窓口と連携した取り組みの実施。 
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④ モデルケースでの実施、事例検討などを通じて普及、拡大を図る。 

３ 介護予防等事業の拡充（元気アップ体操ひろば（平成３０年度新規事業）） 

  区ではこれまで、介護・介助の主な原因である骨折や転倒、高齢による衰弱、 

認知症の予防に資するため、高齢者が身近な場所で運動に取り組む場として、 

地域の高齢者会館等において、体力づくり体操教室などの健康・生きがいづくり 

事業を展開してきました。 

一方で、高齢者会館が近くになく、体操に参加しにくい高齢者の方への対応 

など地域偏在の解消が課題でした。 

こうした課題の解決のため、高齢者会館が不足する区内８か所おいて介護予防 

事業の一環として、元気アップ体操ひろばを展開することとしました。 

   

  ・今後、順次区内８か所の民間施設等において、区が週１回定期的に体操教 

室を開催します。（委託事業） 

  ・体操は、定員３０人程度を想定し、虚弱高齢者でも参加しやすいよう、一 

定のレベルの保持や座位でも行える内容とします。 

 

４ その他（区職員の地域対応能力向上への取り組み） 

  区ではこれまで、単身高齢者の増加をはじめ、社会の変化による多様化・複

合化したニーズへの対応や従来の申請主義による窓口対応だけでは見落とされ

がちな人への直接的、積極的な働きかけに向け、地区担当（アウトリーチ・チ

ーム）（※）の設置を始め、管理職を含むすべての職員を受講対象とした「認知

症サポーター養成講座」を実施してきました。 

この「認知症サポーター養成講座」では、平成２９年度までに、2,259人が受

講済（全職員の 96.4％。産休中等未受講がやむを得ないものを除く）であり、

全職員を対象とした取り組みは、２３区では珍しい内容のものです。 

区ではこうした取り組みを踏まえ、今後、区の目標である 2025年度（平成 37

年度）の区内の認知症サポーター数４万人、認知症サポートリーダ数 500人の育

成に向け、 区全体での認知症サポーター養成の拡大や区職員全体での地域包括

ケア体制構築へのさらなる意識向上を強化していきます。 

 

※地区担当（アウトリーチ・チーム） 

 区内１５か所の区民活動センター単位で配置されている事務職、医療職、福祉職からな

る多職種チーム（１チームは４名）のことです。 

 主な役割として、個別相談支援活動（支援の必要性があるが支援に結びついていない人

の把握等）や潜在ニーズ・課題発見活動（発掘：地域活動団体把握及び区民の能力活用、

創設：サロン等の居場所づくり）、地域社会資源ネットワーク活動（関係支援機関の情報

連絡会の開催等）を展開しています。 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  

Ⅰ 「すこやか福祉センター」の再整備に関すること 

地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  伊藤  電話 03-3228-8881   

Ⅱ 医療・介護の連携強化及び介護予防の取り組み等に関すること 

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

  

 



平成３０年４月５日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

 

中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会報告のまとめ等について 

 

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

援を目的としたスポーツ庁「スタジアム・アリーナ改革推進事業先進事例形成支援」事業に

より開催した、中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会（座長：早稲田大学原

田宗彦教授）の検討成果がまとまりました。 

また、３月２２日、この検討成果の報告会として、「中野駅周辺まちづくりフォーラム～

アリーナを起点としたまちづくり」を開催しました。協議会の座長を務めた早稲田大学原田

宗彦教授の基調講演「アリーナ都市戦略～２０２０年後を見すえたまちづくり」や、スポー

ツ・カルチャー・ＩＣＴの第一線で活躍されている有識者による「都市型アリーナの革新力」

をテーマとしたトーク・セッションなどを行いました。 

こうした検討成果等は、今後の中野駅新北口駅前エリア再整備事業の事業化検討に活用し

ていきます。 

 

【アリーナ協議会報告書のポイント】 

１ 中野駅新北口駅前エリア再整備事業について 

中野駅新北口駅前エリア再整備事業は、グローバルな都市活動拠点の形成に向け、アリ

ーナをはじめとする集客交流施設や、オフィス、商業、ホテル、住宅等の多機能複合施設

を整備します。 

２ アリーナ等に関する社会経済動向 

音楽コンサートやステージでのパフォーマンスイベントといったライブ・エンタテイン

メント市場は、「コト」消費のトレンドから、１５年間に約２倍に拡大します。 

アリーナで行われるスポーツは様々で、今後プロ化していくものや２０２０年東京オリ

ンピック・パラリンピック開催などを契機とした新たなスポーツにも注目していきます。 

３ アリーナの事業構造 

様々なコンテンツに対応できる適応性や可変性の高さがアリーナの特長です。稼働率や

収益性の向上を目指すため、機能的かつ効率的な施設設計や運営における技術力、企画・

マーケティング力、資金力、経営能力などの確保が必要と考えます。 

４ 再整備モデルにおけるアリーナのあり方 

アリーナで行われるコンテンツの持つ集客力や発信力によって、中野駅周辺のにぎわい

と活力が増進していきます。中野の立地特性や文化とともに、新たなコンテンツに着目し、



スポーツとカルチャーが融合するアリーナを提案します。 

コンテンツの開催要件や動員状況等を踏まえ、スポーツで５千人以上、コンサートで７

千人から１万人程度の収容を想定しています。 

施設設備における安全性の確保とともに、誘導における安全対策やセキュリティ強化対

策、エネルギー安定供給対策などを講じることが必要と考えます。 

５ アリーナを起点としたまちづくり 

アリーナで行われるコンサートやスポーツイベント、展示会などによって訪れる来街者

は、年間で１００万人を超えると推測しています。まち全体のにぎわい創出とともに、安

全で円滑な来街者の誘導に向け、周辺地区への回遊動線の整備や商店街など地域との連携

方策が必要と考えます。 

  

（別添資料） 

・「中野駅新北口駅前エリアの再整備モデルを踏まえたアリーナ整備、運営のあり方」 

（中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会報告書・概要版） 

・「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」（概要版） 

※中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会報告書（全体）は以下の URL から見る

ことができます。（中野区ホームページ） 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d025220.html 

 

(参考) 中野駅周辺まちづくりフォーラムの開催内容 

 

（１）日時：平成３０年３月２２日（木）午後２時～５時 

（２）会場：コングレスクエア中野コンベンションホール 

（３）テーマ：「アリーナを起点としたまちづくり」 

（４）内容：基調講演、トーク・セッションなど 

（５）参加者数：１９０名 

 

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 03-3228-8742 



 
 
 

平成29年度スポーツ庁委託事業 
「スタジアム・アリーナ改革推進事業②先進事例形成支援」 

 
 

中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会報告書 
【概要版】 

 

 
中野駅新北口駅前エリアの 
再整備モデルを踏まえた 
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2倍以上に
拡大 

アリーナ等に関する社会経済動向 
 音楽コンサートやステージでのパフォーマンスイベント
といったライブ・エンタテインメント市場は、「コト」
消費のトレンドから１５年間に約２倍に拡大。 

 アリーナで行われるスポーツは様々で、今後プロ化して
いくものや２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催などを契機とした新たなスポーツにも注目。 

アリーナの事業構造 
 様々なコンテンツに対応できる適応性や可変性の高さがア
リーナの特長。稼働率や収益性の向上を目指すため、機能
的かつ効率的な施設設計や運営における技術力、企画・
マーケティング力、資金力、経営能力などの確保が必要。 

アリーナを起点としたまちづくり 
 アリーナで行われる
コンサートやスポー
ツイベント、展示会
などによって訪れる
来街者は、年間で
100万人を超えると
推測。 

 まち全体のにぎわい
創出とともに、安全
で円滑な来街者の誘
導に向け、周辺地区
への回遊動線の整備
や商店街など地域と
の連携方策が必要。 

中
野
通
り 

け
や
き
通
り 

        

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

中野の強みやブランドを生かすアリーナ 
 都心部や多摩方面からのアクセスが良く、新旧のま
ちのにぎわいが絶えない「街ナカ立地」の優位性。 

 中野駅に新設される西側南北通路及び橋上駅舎から
歩行者デッキ等でつながる利便性。 

 中野サンプラザホールや周辺のまちが培ってきた中
野の文化やブランド。 

アリーナとは 
 協議会ではアリーナを、「屋内」で「一定規模以上
の平土間と固定席のある形状」の「コンテンツを観
ることを主な目的」とした施設と定義。 

 アリーナでは、ステージでの興行とともに、アリー
ナ部分を活用したスポーツ、コンサート、ＭＩＣＥ
など様々なコンテンツの利用が可能な施設を想定。 

 中野駅新北口駅前エリア再整備事業は、グローバル
な都市活動拠点の形成に向け、アリーナをはじめと
する集客交流施設やオフィス、商業、ホテル、住宅
等からなる多機能複合施設を整備。 

 都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、
大街区化や高度利用といった面的まちづくりを推進。 

中野駅新北口駅前エリア再整備事業 

＜再整備事業関連の動き＞ 
 2017年度 基盤整備に係る都市計画手続 
 2018年度 中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画策定  
 2021年度 施設整備に係る都市計画手続 
 2023年度 新中野区役所庁舎竣工予定 
 2024年度 現中野区役所庁舎等除却、施設整備着手 
 2027年度 アリーナ等の複合施設竣工予定 
                 中野駅西側南北通路・橋上駅舎竣工予定 
                    ※2018年3月現在 

 

再整備モデルにおけるアリーナのあり方 
 アリーナで行われるコンテンツの持つ集客力や発信力によっ
て、中野駅周辺のにぎわいと活力が増進。中野の立地特性や
文化とともに、新たなコンテンツに着目し、スポーツとカル
チャーが融合するアリーナを提案。 

 コンテンツの開催要件や動員状況等を踏まえ、スポーツで５
千人以上、コンサートで７千人から１万人程度の収容を想定。 

 施設設備における安全性の確保とともに、誘導における安全
対策やセキュリティ強化対策、エネルギー安定供給対策など
を講じることが必要。 

■コンサート利用 ■スポーツ利用 ■展示会利用 

第4章 第2章 

第3章 第1章 第5章 



中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会について 

 中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会は、スポーツの成長産業化の実現を目指し、収益性の
高いスタジアム・アリーナの整備を進めることを目的としてスポーツ庁が平成２９年度に創設した「スタジアム・アリー
ナ改革推進事業②先進事例形成支援」の事業受託により、中野駅新北口駅前エリア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ことを目的として、平成２９年１２月に中野区が設置しました。 
 中野区のほか、委員として再整備事業協力者、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、オブザーバーとしてスポーツ庁や東京都等の参画を得て、「中野駅新北口駅前エリアの再整備モデルを
踏まえたアリーナ整備、運営のあり方」をテーマに、それぞれの見地から専門的な知見を持ち寄り、以下の日程で
議論を進めました。 

中野駅新北口駅前エリアアリーナ整備官民連携協議会 委員名簿 

協議会の概要 

2017.11.6 2017.12.19 2018.1.22 2018.2.8 2018.3.5～9 2018.3.22 

スポーツ庁 
委託事業 
の採択通知 

本協議会設置、 
第1回協議会 
の開催 

第2回開催 第3回開催 第4回開催 
（持ち回り開催） 

中野駅周辺まちづくり 
フォーラム開催 
（協議会報告会） 

本報告書について 

 本報告書は、スポーツ庁の事業受託により行った本協議会の議論や提案、検討素材となった資料などを本協議
会としてとりまとめたものです。今後、中野駅新北口駅前エリア再整備事業の事業化検討での活用に向け、様々な
知見や情報を盛り込んでいます。 
 本報告書の本体は、中野区公式ホームページよりご覧ください。 
 URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/163000/d025220.html 

所属等 氏名 役職 

中野区 副区長 本田 武志 

野村不動産株式会社 取締役専務執行役員開発企画本部長 福田 明弘 

清水建設株式会社 代表取締役副社長建築総本部営業本部長 山地 徹 

早稲田大学 教授 原田 宗彦 座長 

千葉大学大学院工学研究院 教授 村木 美貴 副座長 

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 経営戦略室 鈴木 万紀子 

一般社団法人アリーナスポーツ協議会 代表理事 村林 裕 

一般社団法人Ｔリーグ 代表理事 専務理事 松下 浩二 

一般社団法人コンサートプロモーターズ協会 常務理事 田山 順一 

東京商工会議所中野支部 会長 麻沼 雅海   

中野工業産業協会 会長 溝口 秀二   

中野区商店街連合会 副会長 大月 浩司郎   

西武信用金庫 理事長 落合 寛司   

株式会社電通 コンテンツビジネス・デザイン・センター部長 高橋 俊憲   

株式会社日本政策投資銀行 地域企画部参事役 桂田 隆行   

日本電信電話株式会社 新ビジネス推進室2020レガシー担当部長 小笠原 賀子   

みずほ総合研究所株式会社 社会・公共アドバイザリー部官民連携事業推進室長 福田 裕之   

■委員 

■オブザーバー 

スポーツ庁 参事官（民間スポーツ担当）付参事官補佐 忰田 康征   

東京都 生活文化局文化振興部事業計画担当課長 山﨑 利行   

東京都 オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部施設管理担当課長 織田 祐輔   

■事務局 

中野区 都市政策推進室長 奈良 浩二   

中野区 都市政策推進室副参事（中野駅周辺計画担当） 石井 大輔   

開催経過 



グローバル都市としての中心核を形成する中野のシンボル空間 

中野四丁目新北口地区まちづくり方針 

中野四丁目新北口地区まちづくり方針について 

 中野四丁目新北口地区まちづくり方針は、中野駅北西
部にあたる中野四丁目のうち、東側に位置する約８ヘク
タールを範囲とした地区を「中野四丁目新北口地区」とし、
本地区における目指すべき都市像や土地利用、空間形
成、公共基盤整備などの方針、その実現に向けた都市計
画及び市街地開発事業の考え方を示すことによって、より
良好なまちづくりへと誘導することを目的として策定しまし
た。 
 中野四丁目新北口地区のうち、南側街区を「中野駅新北口駅前エ
リア（区役所・サンプラザ地区）」、北西側街区を「中野四丁目新北口
西エリア（中野四丁目西地区）」、北東側街区を「中野四丁目新北口
東エリア（中野四丁目東地区）」とします。 

中野四丁目新北口地区まちづくりの背景 

（１）地形 
・標高約40ｍのほぼ平坦な地形 
・中野通りとJR中央線が交差する付近が標高約34ｍ 
・最大約６ｍの高低差がある地形 
（２）土地利用 
・中野駅新北口駅前エリア～商業地域、公有地中心 
・中野四丁目新北口西エリア～第1種住居地域、住宅中心 
・中野四丁目新北口東エリア～市街地再開発事業完了 
（３）都市施設 
・地区内の道路はほぼ都市計画道路で構成 

【中野四丁目新北口地区が目指す都市像】 

まちづくりの主な経緯 

中野四丁目新北口地区の現況 

中野駅周辺まちづくりの動向 まちづくりの必要性 
 中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ．３に基づき、 
中野駅周辺各地区のまちづくりを推進。 
 中野四季の都市（まち）～新しい区役所の移転等
 中野駅南口地区～地区計画、土地区画整理事業等
 中野駅西口地区～地区計画、土地区画整理事業
 囲町地区～地区計画、第一種市街地再開発事業
 中野駅地区～中野駅西側南北通路及び橋上駅舎整備

Ｈ２４．６  中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ．３策定 
Ｈ２７．３  中野駅西側南北通路等に係る都市計画決定 
Ｈ２８．４  区役所・サンプラザ地区再整備実施方針策定 
Ｈ２８．１２ 新しい区役所整備基本計画策定 
Ｈ２９．３  中野四丁目西地区市街地再開発準備組合設立 

【国際競争力の強化】 
 集客力と発信力のある都市機能の集積を図ることで、
国際競争力の強化に貢献していくことが求められています。 
【地域経済の発展をけん引】 
 都市と多摩を結ぶ立地特性を生かし、中野はもとより東
京西部都市圏のシンボル空間として、地域経済の発展を
けん引していくことが求められています。 
【周辺各地区との回遊性の向上】 
 中野駅との機能的連携とともに、隣接する中野四季の
都市や囲町地区、中野五丁目地区、早稲田通り北側と
の連携により、交通結節点としてのハブ機能を強化し、周
辺各地区との回遊性向上を図ることが求められています。 
【防災性の強化】 
 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備による避難動線
の確保と合わせ、非常時における安全・安心な屋内外の
空間整備によって、防災性の強化に寄与していくことが求
められています。 
【グローバル都市づくりの中心となる拠点整備】 
 中野駅新北口駅前エリアにおいて、グローバル都市づく
りの中心となる拠点整備を計画しており、国際競争力の強
化、地域経済の発展に資する都市機能が立地しやすい
大街区化及び高度利用を図っていく必要があります。 
【街区再編の必要性】 
 中野駅周辺において更なる交通環境の改善を図るため、
安全で円滑な交通結節機能の整備に向けた街区再編を
行っていく必要があります。 

中野四丁目新北口地区まちづくり方針概要版 
発行：中野区 都市政策推進室 中野駅周辺まちづくり分野 
ＴＥＬ：03-3228-8970  ＦＡＸ：03-3228-5670 Ｅメール：ekikeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp 

土地利用の方針 
■目標スケジュール

エリア H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 

新北口駅前 
エリア 

新北口西 
エリア 

中野駅地区 

新庁舎整備 

・再整備事業 
 計画策定 
・民間参画 
 事業者 
 公募・選定 

基盤整備着手 

新庁舎移転後、従前建物の解体除却 
施設整備着手 

計画調整、都市計画手続き、整備 

・基盤検討 
・中野駅地区 
 整備基本 
 計画改定 

建設工事 

施設整備に
係る都市 
計画手続き 

竣工 
・まちづくり方針
策定 
・基盤整備に
係る都市計画
手続き 

実施設計 

通路・駅舎竣工 駅ビル竣工 

※さらなる短縮は実施設計等で検討 

■中野駅周辺まちづくり検討概要図

基本設計 実施設計 建設工事 

竣工 

■地区の位置及び範囲

概要版 

平成30年3月策定



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グローバル都市としての中心核を形成する中野のシンボル空間 
文化・芸術、経済、スポーツなどのグローバルな活動を支える多様な都市機能が集積する中心核を形成し、中野のシンボル空間として新たな価値と成熟したライフスタイルを発信し続けるこ
とにより、中野をはじめとする東京西部都市圏の活性化をけん引していくことを目指します。 

【方針Ⅰ】グローバル都市にふさわしい拠点形成 【方針Ⅱ】にぎわいと安全・安心の空間創出 

【方針Ⅲ】ユニバーサルデザインによる公共基盤整備 

○大規模なアリーナをはじめとする集客交流施設や業務・商業・宿泊などの多機能複合施設により、
地域経済の発展をけん引するとともに、国際競争力強化に貢献する拠点を形成。 

○職住近接につながる最高レベルの生活空間としてのレジデンス機能により職・住・遊のバランスのと
れた市街地を形成。 

○一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき再開発促進地区として、立地特性を生かした
高度利用を誘導。 

○中野のシンボルと同時に、東京西部都市圏の新たなシンボルとなる景観を形成。 

中野駅新北口駅前エリア 中野四丁目新北口西エリア 

土地利用 
方針 

面整備事業や地区計画の導入、道路の
都市計画の決定・変更によって街区再
編を行い、安全で円滑な歩行者動線や
滞留空間が十分に確保された駅前広場
を配置するとともに、地域経済の発展、
国際競争力の強化に資する都市機能が
立地しやすい大街区化及び高度利用を
誘導し、集客力・発信力のある拠点を形
成します。 

 中野駅新北口の開設によって中野の顔と
なる立地特性を生かし、一体的な土地の合
理的かつ健全な高度利用を図り、まちの活
力増進を担う都市型複合機能を誘導する
とともに、にぎわい創出と利便性向上に資す
る機能的な連携動線やオープンスペースの
整備を誘導します。 

【中野四丁目新北口地区が目指す都市像】 

○多種多様な都市活動が繰り広げられ、中野の魅力を発信し続ける駅・まち
一体のにぎわい空間を創出。 

○充実した集客交流空間と歩行者ネットワークの整備・誘導によって、平常
時、非常時ともに安全・安心が確保された空間を創出。 

○ユニバーサルデザインによる多様性に配慮した集客交流空間や情報環境
空間の形成。 

○低炭素化につながる環境性や災害時でも業務継続できる防災性に優れ
た空間を創出。 

○まちの価値の維持・増進に向けたエリアマネジメントを展開し、継続的な集
客によってまちの活性化を図るとともに、来街者が安全・安心に滞在できる
よう、防災や防犯に向けた取組み促進。 

中野駅西側南北通路 
及び橋上駅舎 

競争力の高い大型の 
フロアプレートを有するオフィス 

大規模なアリーナをはじめとする 
複数の集客交流施設 

新たなにぎわい軸を 
形成する商業施設 

MICEや観光、交流の 
拠点となるホテル 

まちの活力増進を担う 
都市型複合機能 

職住近接を実現する 
高品質なレジデンス 

隣接地区との機能的な 
連携動線 

再開発等によって創出される 
オープンスペース 

○中野駅西側南北通路等からつながる、だれもが安全で円滑に
移動しやすいユニバーサルデザインによる歩行者動線の最適
な配置により、中野駅周辺における回遊性を向上。 

○交通広場や自動車・自転車駐車場、滞留空間の機能的かつ
効率的な配置により、中野の交通結節点としての利便性を向
上。 

○歩行者デッキなど立体的な動線の確保により、交通の交錯を
解消し、円滑化や安全性を向上。 

○円滑な歩行者動線を確保するため、公民連携による公共基盤
整備を検討。 

歩行者滞留空間 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
      （標高約48m) 

  歩行者滞留空間 
（標高約48m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク
（標高約48m) 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
    （標高約38～42m) 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
     （標高約34～38m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク 
（標高約38～42m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク 
（標高約34～38m) 

中野四丁目新北口東および西エリア内ネットワーク 
（標高約48m) 

中野四丁目新北口東および西エリア内ネットワーク 
（標高約38～42m) 

■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景） 

■主な歩行者ネットワークイメージ 

■主な歩行者ネットワークイメージの凡例 

まちづくり方針対象範囲 

■土地利用のイメージ 

まちづくり方針対象範囲 

図の凡例 歩行者動線 

縦動線（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） 

南北通路レベル 
（標高約48m） 

 中野駅北口広場レベル 
（標高約34～38m） 

交通広場レベル 
（標高約38～42m） 

効率的な交通広場とゆとりある 
歩行者広場を有する新北口駅前広場 

建物整備に合わせて集約された 
都市計画駐車場と自転車駐車場 

N 

中野五丁目にぎわい空間 



平 成 3 0 年 4 月 5 日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

 

中野区名誉区民 山中慎介氏 引退記念展示及び 

引退セレモニー等の実施について 

 

 ボクシング元ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンで中野区名誉区民の山中慎

介氏が現役を引退したことに伴い、以下のとおり引退記念展示および引退セレ

モニー等を実施します。 

 山中氏は、平成１８年にプロボクサーとしてデビューし、平成２３年にＷＢ

Ｃ世界バンタム級王座を獲得し、日本ボクシング史上第２位となる、１２度の

連続防衛に成功しました。 

プロボクシング界で圧倒的な強さを誇り、その輝かしい功績を通じてスポー

ツの進展に寄与するなど、スポーツの振興に大きく貢献されています。 

 

（参考）中野区名誉区民の称号について 

  中野区では、社会・文化の興隆に功績があった方に対し、その功績をたたえ、区民     

の皆さんの敬愛の対象として顕彰することを目的として、「中野区名誉区民条例」を

平成２８年６月に制定しました。 

 中野区名誉区民選定委員会から名誉区民に相応しいとの答申をいただき、同年９月

９日の中野区議会本会議において同意を得、山中氏と観世流シテ方能楽師の梅若玄祥

氏（現：梅若実氏）のお二人に、「中野区名誉区民」の称号をお贈りしています。 

  

１ 引退記念展示 

（１）期間 

    平成３０年４月２５日（水）から５月１１日（金）まで 

    ※展示時間は午前９時から午後５時まで（土日祝を除く） 

（２）場所 

    中野区役所本庁舎１階ロビー 

（３）内容 

    山中氏のプロフィール紹介、現役時代の記念品、写真パネルなど 

 

２ 引退セレモニー 

 （１）日時 

平成３０年４月２５日（水）１１時００分から１５分程度 

 （２）場所 

    中野区役所本庁舎１階ロビー 引退記念展示コーナー前 

 （３）内容 

    ①山中氏のお迎え（中野区役所正面玄関前） 



    ②花束の贈呈 

    ③山中氏からのご挨拶 

    ④記念撮影 

 

３ 引退報告会 

 （１）日時 

平成３０年４月２５日（水）１１時２０分頃から３０分程度 

 （２）場所 

中野区役所本庁舎４階 区長応接室 

 （３）内容 

    ①山中氏より引退のご報告 

    ②区長・議長との歓談 

    ③記念撮影 

 （４）出席者 

    山中氏、区長、議長、その他中野区関係者 

 

 

問合せ先  

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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