
  
 

 

 

2019 年 9 月 5 日 

記者会見資料 
 

 

●中野駅周辺まちづくりについて 

 

●幼児教育無償化の実施について 

 

●区立保育園における医療的ケアが必要な子どもの保育について 

 

●ユニバーサルデザインサポーター養成講座の実施について 

 

●広町みらい公園の開園について 

 

 

中野区企画部 広聴・広報課 03-3228-8803 



２０１９年９月５日  
区長定例記者会見資料 

【問い合わせ】 
 まちづくり推進部 中野駅周辺地区担当課長      石橋  電話番号03-3228-8276 
 まちづくり推進部 中野駅新北口駅前エリア担当課長 石井    電話番号03-3228-8742 
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中野三丁目土地区画整理事業の施行地区 
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▼中野駅西側南北通路における南側の受け口となる中野駅西口広場や区画道路等の基盤整備を行
い、防災性や利便性を高め、生活環境の向上を図ることを目的としている事業 
▼2015年3月に土地区画整理事業の都市計画決定し、同年7月には、独立行政法人都市再生機
構（以下、ＵＲ都市機構という。）を施行者として事業認可され、現在事業中 

▽中野三丁目土地区画整理事業の施行地区 



位置：下図のとおり 
対象地（拠点施設街区）の面積：約2,400㎡ 
用途地域：商業地域 
建蔽率／容積率：80%／400% 
中野駅西口地区地区計画の区域内 

拠点施設を整備する対象地の概要 拠点施設整備の背景 
中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3における位置付け 
桃丘小学校跡地を面的なまちづくりの事業用地として活用 

事業用地の活用 
公共施設の用地創出・地権者の換地先として活用 
利便性の向上及びにぎわい創出のための拠点施設を整備 

拠点施設整備の方向性 
商業施設の誘致等の他、自転車駐車場の整備 
拠点施設街区の用地の一部を所有者であるＵＲ都市機構が
公募により事業者へ売却する。選定された事業者が拠点施設
を整備、所有する。 

今後の予定 
 2019年度 
  拠点施設整備等に係る事業者公募選定要件の整理 
  ※区の意向を取りまとめ、ＵＲ都市機構へ要望する 
 2020年度～ 
  ＵＲ都市機構による事業者公募選定、建築工事着手 
 2023年度頃 
  拠点施設の整備完了、公共自転車駐車場の開設 

中野三丁目土地区画整理事業区域 

拠点施設整備とは 
ＵＲ都市機構が所有する桃丘小学校跡地の一部を、公募により事業者へ売却し、利便性の向上及びにぎわい創出のため、商業
施設や自転車駐車場を複合的に整備すること。 
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2019年10月         中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画（素案）公表 
                          区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議、意見交換会の開催 
2019年12月     中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画（案）公表、パブリック・コメント手続の実施 
2020年１月     中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画策定 
2020年１月以降  民間事業者募集要項公表 4 



２０１９年９月５日 
区長定例記者会見資料 
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幼児教育無償化の実施について 

【問い合わせ】 
 子ども教育部 保育園・幼稚園課 保育施設利用調整担当課長 竹内 
              電話番号 03-3228-5786 

「子育て先進区」～子育てしてよかったまち・育ってよかったまち・子育てしたいまちの実現に向けて 

幼児教育無償化の概要 
10月から幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの
全ての子どもたちの利用料が無償化 
 
▼０歳から２歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として無償化 
▼幼稚園については、月額上限25,700円まで無償化 
▼認可外保育施設等については、３歳から５歳までの子どもたちは月額37,000円ま
で、０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用
料が無償化 
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1 中野区の対応 
幼児教育無償化の実施に伴い、低所得者に対する支援の充実など、
以下のとおり対応する。 
 
▼認可保育所の給食費 ⇒ 区が独自に負担 
 
▼私立幼稚園保護者補助 ⇒ 国の無償化に加え、区独自の補助 
                    を継続・維持 
 
▼認可外保育施設における対応 ⇒ 現在、区が行っている補助 
                       を継続                  
 
▼新制度未移行幼稚園への副食費の補足給付事業 
                    ⇒ 国の方針に基づき給付を実施 
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2－１ 中野区の対応詳細 

「子育て先進区」として、子どもや子育て家庭を支え、子育て環境の充実
を図るため、区が独自に給食の食材料費を負担する。 
 
⇒認可保育所において、保育料に加えて、給食費（月額7,500円相
当）も無償化 

私立幼稚園保護者補助 
国の無償化（月額25,700円）に加え、私立幼稚園の保護者に対す
る現行の区独自補助（月額12,000円）を継続・維持する。 
 
⇒国の制度と合わせて、保護者に対し、月額最大37,700円の補助 

認可保育所の給食費無償化 
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2－2 中野区の対応詳細 

▼現在、区では保育料の高い認可外保育施設利用者に対して、認可
保育料との差額分を62,000円を上限に補助しており、無償化後も継続 
▼国は無償化の対象を一定の基準を満たす施設としつつ、５年の経過
措置を設けている。 
 
⇒現在の利用者が不利益とならないよう、区でも５年間は現行制度を
継続 

その他の対応 
新制度未移行幼稚園への副食費の補足給付事業（国補助事業） 
⇒低所得世帯及び全階層の第３子以降を対象に費用の一部を補助
する事業を国の方針に基づいて実施する。 

認可外保育施設における対応 



２０１９年９月５日 
区 長 記 者 会 見 資 料 
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区立保育園における 
医療的ケアが必要な子どもの 
保育について 

【問い合わせ】 
 子ども教育部 保育園・幼稚園課長 濱口  電話番号 03-3228-8987 

 「子育て先進区」 
  ～子育てしてよかったまち・育ってよかったまち・子育てしたいまちの実現に向けて 
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１ 目的と要件 

一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障するため、区立保育園に
おいて、医療的ケアが必要な子ども（以下、「医療的ケア児」）のニーズ
に対し、適切な保育環境を整えて医療的ケア児の保育を推進する。 

目的 

受け入れ要件 
対象は、保育園での集団保育が可能で、日々登園できる児童とする。 

対応可能な医療的ケアの範囲 
▼喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)及び排痰介助とし
ての定時薬液吸入・気管切開部の管理  
▼経管栄養（胃瘻、腸瘻、経鼻経管栄養) 
▼定時の導尿 
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２ 開始日・対象保育園等 

２０２０年４月１日より医療的ケアを適切に行える環境を整え、事
業を開始する。 

受け入れ開始日 

対象保育園・時間等 
▼対象区立保育園 
  白鷺保育園、沼袋保育園 
  ※当２園は、比較的バリアフリー化されている施設であり、多目的室を備えている 
  ことから、医療的ケア児を定員とは別枠として受け入れることが可能である。 
▼１園の受け入れ人数 
   原則１名 
▼保育時間 
  午前８時３０分から午後５時まで 
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３ 受け入れ体制 

医療的ケア児を受け入れる保育園に専任の看護師を配置し、２人体
制とする。 

看護師の配置 

入園申し込みから入園までの流れ 
入園申し込み   書類審査   面接・入園前健診   医療的ケア
児審査会   判定会   入園決定 
 ※医療的ケア児審査会 
   子ども教育部管理職、看護師、中野区医師会の医師等をメンバーとして、医療 
  的ケア児の受け入れについて審査する。 

今後の見通し 
２０２１年度以降は、区の中央・南部地域の区立保育園で受け入
れられるよう施設改修などを進める。 



２０１９年９月５日 
区長定例記者会見資料 
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【問い合わせ】 
 企画部 企画課長 杉本  電話番号 03-3228-8039 

ユニバーサルデザインサポーター養成
講座の実施について 



2 

１ 事業実施の背景 

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の実現に向
けて、区民一人ひとりがユニバーサルデザインを理解し、個性や多様性を尊重し
ていく必要がある。 

自ら主体的に取組み、地域活動や日頃のくらしなど、身近な場面においてユニ
バーサルデザインの考え方を広め、実践していく人材を養成する。 

ユニバーサルデザイン推進の担い手づくり 

 こころのユニバーサルデザインの推進 

▼中野区ユニバーサルデザイン推進条例の制定（2018年3月） 
 
▼中野区ユニバーサルデザイン推進計画の策定（2019年5月） 
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２ 「ユニバーサルデザインサポーター」の趣旨 

ユニバーサルデザインサポーターとは 
 ユニバーサルデザインに関心を持ち、その考え方を広め、くらしの中で実践する意欲
を持ち、様々な取組を共に考え、多くの区民が主体的に参加するよう促し、誰もがく
らしやすいまちをつくっていくメンバーとして位置付ける。 
 養成講座を修了した者を、「ユニバーサルデザインサポーター」 
として認定し、区より認定証を交付する。 

活動・役割（想定） 
▼地域で実施されるイベント等へのユニバーサルデザイ
ンの視点での助言やサポート 
▼区内へのユニバーサルデザイン普及啓発のための情報
発信 
▼区有施設等の点検への参加 
▼ユニバーサルデザイン関連イベント等への参加・協力 

▲認定証(案) 
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３ 「ユニバーサルデザインサポーター」養成講座 

概要 
▼日時  
 2019年11月6日(水)13時30分から17時まで 
▼会場  
 区役所1階特別集会室 
▼プログラム(案) 
 ▽ユニバーサルデザインに関する 
 する基礎知識等の習得 
 ▽グループワーク 
▼定員  
 20人(団体推薦及び公募） 
▼公募周知 
 なかの区報(9月20日号)及び区ＨＰ及びチラシ 



２０１９年９月５日  
区長定例記者会見資料 

開園式 2019年9月23日（祝）午前10時から 

1 

【問い合わせ】 
 都市基盤部 公園緑地課長 細野  電話番号 03-3228-8848 
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概要 
▼所在地  東京都中野区弥生町六丁目１番（方南通り沿い） 
▼面積    約10,000㎡   

公園整備のテーマ 

▼災害活動拠点となるオープンスペースの確保 
 
▼四季の変化を楽しみながら憩い、安らぎ、健康を育む森 
 
▼自然とふれあい遊びながら子供たちの健康を育む空間 
 
▼地域の活性化と賑わいを創出する広場・施設 
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▼災害活動拠点となるオープンスペースの確保 
  多目的広場、散策広場の配置。災害時に生活用水として使用できる井戸、マンホール 
 トイレ、マンホールトイレ用のテントや発電機を収納する倉庫の整備 
 
▼四季の変化を楽しみながら育む健康づくりの森の創出 
  四季を感じる植栽地の整備、ジョギング、ウォーキング、体操など日常的に健康づくりが 
 できる施設の整備 
 
▼自然とふれあい遊びながら子供たちの健康を育む公園の創出 
  敷地の高低差を活かした遊具の設置やボール遊びができる広場、浅い流れなど、多様な 
 遊び場の整備 
 
▼地域の活性化と賑わいを創出する広場・施設 
  公園を利用した地域イベントや地域交流等に活用できる多目的広場・施設の整備 
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広町みらい公園では、利用者のみなさんに公園でより楽しんでいただけるよう、
指定管理者の企画・運営により、公園や体験学習センターを活用した、様々
な企画・イベントの開催を予定しています。（どなたでも楽しんでいただけるも
のです。） 
 
▼文化教養事業として、写真や絵画、ダンスなど教養向上を目的とした教室 
 
▼自然体験事業として、藍染めやクラフト教室などのモノづくり体験教室 
 
▼健康増進事業として、パークヨガ教室や健康で長生きするための各種教室 
 
▼自主事業活用スペースを利用した、ミニ農園や野菜などの収穫体験 
 
▼地域と連携した、地域めぐりスタンプラリーや防災訓練 



 

2019 年 9 月 5 日記者会見 お知らせイベント等 
 

 

○性的マイノリティトーク会・対面相談 

 【連絡先】平和・人権・男女共同参画係 3228-8229 

 

○ラグビーワールドカップ2019日本大会パブリックビューイング 

 【連絡先】オリンピック・パラリンピック推進係 3228-8988 

 

○起創展街 中野にぎわいフェスタ 2019 

 【連絡先】商業係 3228-5591 

 

○中野のオリジナルビール「中野ビア」販売中 

 【連絡先】商業係 3228-5591 
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中 野 区 公 式 観 光 サ イ ト
ま る っ と 中 野

   

【数量限定】中野のオリジナルビール販売中︕
2019.08.28 UP  投稿者︓中野区
[お知らせ]

「中野酒販協同組合」と、なかの里・まち連携自治体である山梨県甲州市の
ワイナリー「大和葡萄酒」のコラボレーションにより、中野オリジナルビー
ル『中野ビア』が生まれました︕ 
多摩川の源流水を仕込み水に使用し、自然豊かな森が育んだスッキリとした
味わいのクラフトビールです。 
８月２７日（火曜日）より、期間・数量限定で区内店舗にて発売中です。 
この機会にぜひ、中野の新しいビールをご賞味ください。

商品名　　ピルスナー『中野ビア』
販売価格　１本５４０円（税込）
販売期間　限定１，０００本を令和元年８月、１０月、１２月の３回に分けて販売予定
製造元  ⼤和葡萄酒株式会社 住所︓⼭梨県甲州市勝沼町等々⼒776-1
販売元  中野酒販協同組合  住所︓中野区中野1-30-15 電話︓03-3361-3232
取扱店舗　下記店舗で購入またはお取り寄せできます。詳しくは各店舗に直接お問い合わせください。 

　

取扱店舗一覧表

取扱店舗名 店舗所在地 電話番号

ファミリーマート南台2丁目店 南台2-52-6 03-5328-2981

セブンイレブン弥生町2丁目店 弥生町2-17-5 03-3373-4405

山形屋酒店 弥生町3-24-17 03-3372-5935

越中屋川下酒店 本町1-10-10 03-3372-0095

ヤマザキYショップみのわ 本町2-24-6 03-3372-2438

セブンイレブン中野新橋店 本町3-11-5 03-3372-3305

ヤマザキYショップ中野本町東屋酒店 本町4-20-1 03-3381-5753

林屋商店 本町4-30-25 03-3381-7530
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株式会社コーノ 中央4-1-2 03-3381-0221

セブンイレブン中野中央店 中央4-22-18 03-3382-7011

セブンイレブン中野中央4丁目店 中央4-53-4 03-3383-3597

セブンイレブン東中野末広橋店 東中野1-1-19 03-5389-2951

松坂屋酒店 本町3-11-5 03-3372-3305

三弥酒店 東中野4-25-2 03-3361-2007

牧原酒店 東中野5-25-6 03-3361-0024

ファミリーマート中野3丁目店 中野3-3-7 03-5341-3250

セブンイレブン桃園店 中野3-40-3 03-3383-5091

かどや酒店 上高田1-34-2 03-3361-1401

升本酒店 若宮3-6-11 03-3338-7345

ヒヤマ酒店 松が丘1-1-15 03-3386-0543

株式会社丸西 三河屋酒店 江原町1-25-6 03-3387-1177

株式会社井塚 新井5-6-2 03-3388-0411

株式会社広島屋 中央3-44-7 03-3383-0731

なかの里・まち連携について詳細は下記URLをご覧ください。 
・中野区公式ホームページ　 
・中野区公式観光サイト「まるっと中野」　

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d004141.html
https://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/nakanosatomachi/
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