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２０１９年度 

中野区シティプロモーション事業助成 

申請の手引き 

 区の魅力を区内外に効果的に発信し、 

活力あふれるまちを形成することを目的に、 

民間事業者等が主体的に実施する 

シティプロモーション事業について助成します。 

☆応募期間：２０１９年７月３０日（火）～２０１９年８月３０日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中 野 区 

～助成事業募集説明会のご案内 ～ 

 制度や応募方法などを詳しく説明します。ご希望の方は直接会場へお越しください。 

※各回、同じ内容となります 

 ◆説明会日程と会場 

○第１回･･･２０１９年７月２６日(金)午後１時３０分から ７階第２会議室 

○第２回･･･２０１９年７月２９日(月)午後７時から    ７階第２会議室 

【インフォメーション】 

お問合せは、以下の担当までお願いします 

区民部 産業観光課 シティプロモーション係へ 

＜ダイヤルイン＞ ３２２８－５４６７ ＜ファクシミリ＞ ３２２８－５６５６ 

＜E-mail＞  promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp 

＜助成金についての区ＨＰ＞https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d027390.html 

 ホーム＞お知らせ情報＞「中野区シティプロモーション事業助成」への申請事業を募集します 

  

中野区のシティプロモーションの取組みについては、以下のホームページやＳＮＳでご覧い

ただけます。 

【中野区シティプロモーションホームページ】 

   https://nakano-pr.jp 

【中野大好きナカノさんホームページ】 

   https://nakano-san.jp 

mailto:promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp
https://nakano-pr.jp/
https://nakano-san.jp/
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１．「シティプロモーションに関する助成」とは 

中野区では、区の魅力の区内外への発信や、区民の活動への参画促進など、活力あるまちづくり

を目的としたシティプロモーションに取り組んでいます。 

この助成制度は、民間事業者等によるシティプロモーション活動の広がりを目的に、区民団体、

学生、企業などが主体的に実施するシティプロモーション事業に助成をするものです。 

 

２．助成の対象 

助成の対象となる活動は、次項の表の３つの区分にあたる事業です。事業の対象団体、助成率、

助成上限額、助成の対象となる事業は区分ごとに異なります。 

ただし、次に当たる事業は助成の対象から除きます。 

⑴ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

⑵ 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする事業 

⑶ 区から助成金以外の助成等を受けている事業 

⑷ 区又は区以外の地方自治体又は国が行う助成等を受けている事業 

⑸ 前各号に定めるもののほか、区長が助成金を交付することを適当でないと認める事業 

 

３．助成区分 

(1) 中野区シティプロモーション「ナカノミライプロジェクト」提案事業助成 

主体的かつ公益性の高いシティプロモーション活動の促進を目的に「ナカノミライプロジ

ェクト 2018」の提案を基礎とした事業及び「ナカノミライプロジェクト」の主旨に沿った事

業に対して助成を行います。 

営利事業は対象外とするとともに、助成事業の収入が事業の総額を上回った場合は、助成

額を減額し、返還を求めます。 

(2) 中野区シティプロモーション学生チャレンジ事業助成 

学生によるシティプロモーション活動の促進を目的に、学校及び学校が正規授業とするゼ

ミナールが実施する事業に対して助成を行います。 

営利事業は対象外とするとともに、助成事業の収入が事業の総額を上回った場合は、助成
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額を減額し、返還を求めます。 

(3) 中野区シティプロモーション「中野大好きナカノさん」活用事業助成 

区の魅力を区内外に効果的に発信し、区の都市イメージを向上させることを目的に、中野

区シティプロモーションのキャラクターである「中野大好きナカノさん」を活用した新しい

商品の開発・販売及び参加型の事業に対して助成を行います。 

営利事業も対象となります。 

【助成区分】 

 助成区分 
助成対象団体 助成率 

助成上

限額 
営利 

 内容 

１ 

「ナカノミライプロジェクト」提案事業助成 
区民団体 

企業 

企業連携による

団体 

各種法人 

２／３ 
30万

円 
不可  

「ナカノミライプロジェクト 2018」の提案

を基礎とした事業、「ナカノミライプロジェク

ト」の主旨に沿った事業で、営利を目的とし

ない事業 

２ 

学生チャレンジ事業助成 
学校 

学校の正規授業

ゼミナール 

10／10 
30万

円 
不可  

学校及び学校が正規授業とするゼミナールが

実施する、学生によるシティプロモーション

事業で、営利を目的としない事業 

３ 

「中野大好きナカノさん」活用事業助成 
区民団体 

企業 

企業連携による

団体 

各種法人 

１／２ 
50万

円 
可 

 ①「中野大好きナカノさん」を活用した、新

しい商品の開発・販売事業 

②「中野大好きナカノさん」を活用した、参

加型のイベント 

 

 

 

４．申請できる団体 

各区分において、申請できる団体の詳細（定義）は次の通りです。 

※「ナカノミライプロジェクト」とは 

 「ナカノミライプロジェクト」は、「中野区シティプロモーションの推進について(指針)」に示す、中野の未来

を語るワークショップとして、区民、企業、大学等の区への参加意識を醸成し、新たな参画者を育成することを

目的に、様々な機関と連携しながら取組を進めています。 

 平成３０年度は、企業、経済団体、大学等の連携によるワークショップを実施し、ガチャガチャを使った中野

のまち歩き「ガチャん歩」、来街者に向けた店舗情報をピクトグラムで表現する「ポップで目を引くピクトグラム

で店のこだわりを見える化」、商店街での地域ぐるみの子育てを考えた「トビコメ!!なかの商店街」などの事業ア

イデアが提案されました。 

 「中野区シティプロモーションの推進について(指針)」、「ナカノミライプロジェクト２０１８」の提案アイデ

アの一覧はＰ１４～１５の通りです。 
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(1) 区民団体 

 区民が自主的に組織する非営利の団体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの 

ア 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。 

イ 規約及び会員名簿等を有すること。 

ウ 希望者が任意に加入又は脱退をすることができる等団体の運営が民主的に行われてい

ること。 

エ 原則として区民を対象とした公益活動を１年間以上実施した実績を有し、継続的かつ計

画的に活動を行っていること。 

(2) 学校等 

 学校（高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校）又は学校が正規の授業とするゼ

ミナールの団体で、次の各号のいずれかに該当するもの 

ア 区内の学校 

イ 区内の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体 

ウ 区外の学校で正規の授業とされるゼミナールの団体のうち区内に住所を有する学生又

は生徒が含まれているもの 

(3) 事業者 

 個人又は法人で、次に掲げる要件をすべて満たすもの 

ア 区内に本店若しくは支店、事業所の登記又は活動の実態があること。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体でないこと。 

ウ 中野区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（２０１０年中野区要綱第１７３号）並

びに国及び他の地方公共団体の競争入札参加資格の指名停止措置を受けていないこと。 

エ 当該個人又は法人について公租公課の滞納がないこと。 

(4) 各種法人 

 次に掲げる要件をすべて満たす法人 

ア 主たる事務所又は連絡場所が区内に所在すること。 
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イ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条第１項の政治団体でないこと。 

ウ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の宗教団体でないこと。 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は

その利益となる活動を行う団体でないこと。 

オ 区から助成を受けて活動する団体でないこと。  

カ 当該法人について公租公課の滞納がないこと。 

 

５．助成事業数・助成額 

１団体から事業を複数申請できますが、採用は 1 団体あたり１事業のみとなります。 採用事業

は、区の審査会で決定します。 

助成金の額は、助成上限額の範囲内で、助成対象経費の総額に対し、区分ごとの助成率を掛けた

額となります。 

【助成区分ごとの助成上限額と助成率】 

 
助成区分 助成上限額 助成率 

１ 「ナカノミライプロジェクト」提案事業助成 30万円 ２／３ 

２ 学生チャレンジ事業助成 30万円 10／10 

３ 「中野大好きナカノさん」活用事業助成 50万円 １／２ 

※申請団体総数、申請総額によって、申請額全額が交付されない場合もあります。また、審査の

過程で助成額を申請額より減額する場合もあります。 

なお、２０１９年度の「助成」の助成総額は３００万円を予定しています。 

 

６．助成対象経費 

助成の対象となる経費は、（１）報償費、（２）保険料、（３）需用費、（４）役務費、（５）使用料及び賃借料、

（６）その他の経費で、当該申請事業を実施するために必要な経費とします。 

なお、団体の運営にかかる経費（例：事務局経費）は、助成対象外です。 
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以下、「助成経費一覧表」と「助成対象経費事例集（よくある質問）」をご確認ください。 

助成対象経費 助成対象経費の例 助成対象とならない経費 

各経費共通 
当該申請事業を実施するために必

要な経費 

※ 団体の運営にかかる経費 

＜助成対象外となる運営経費を例示として参考に

お示しします。ただし、これ以外にも、経費の内

容に応じて助成対象外と判断します＞ 

①事務所（局）関係の経費 

スタッフ人件費、家賃、光熱水費、電話等の通

信費、各種維持管理費 

ＯＡ機器・家具・什器類の購入費等 

②各種事務費等 

総会・役員会のための事務費、上部団体への加

盟費、会計処理費用等 

③事業終了後の反省会・懇親会等にかかる経費 

④寄付行為に要する費用(寄付金、その振込手

数料等) 

（１） 報償費 

講演・講座・講習等の講師謝礼、運

営スタッフへの謝礼 

★団体の会員や社員外であることが助

成対象の条件です。 

★支払方法は現金のみとします。 

★講師の交通費は、必要な場合は謝礼

金に含めてください。 

※ 団体内部（団体の会員や社員と、生計同一の

家族）の講師・指導者・事業従事者等への謝礼 

※ 品物や金券など現金以外での謝礼 

(2) 保険料 

事業の実施にかかる保険料 

★助成対象とする事業のうち、活動内

容についての保険契約を対象としま

す。 

※ 団体の運営全体についての保険契約 
※ 団体の所有（管理）する自動車の賠償責任保

険契約や、建物の火災保険・地震保険等にか

かる契約 

※ 保険料の振り込み手数料の部分は、（６）「その

他の経費」の④手数料になります。 
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助成対象経費 助成対象経費の例 助成対象とならない経費 

(3) 需用費 

 

各種消耗品、資材等の購入費 

★助成対象とする事業のために購入す

るものに限ります。 

★事業の性格を形づくる食材費。 

★コピー用紙の購入代、インクジェット

代も含みます。 

チラシ・パンフレット類の印刷費等 

★助成対象とする事業の案内・周知に

絞った内容に限ります。 

※ 会員や社員に供する飲食物・食材の購入費 

※ 会員や社員外に供する飲食物（食材を除く）

で、事業の性格を形づくる以外のもの 

○対象 ： パン食い競争のパン、 

景品用の食べ物等 

×対象外： 缶やペットボトル等の飲料、 

市販の菓子や弁当等 

※ 金券（図書券や商品券など）の購入費。ただ

し、区内共通商品券は対象となります。 

※ 酒類 

※ 団体として活動内容を写真・映像等で記録す

るための物品の購入、撮影、現像、印刷等に

要する経費 

※ 申請事業の案内・周知に限定しない、団体の

活動一般を広報するような作成物（チラシ・パ

ンフレット、各種印刷物等） 

※ ※ 申請事業に関する報告集や感想文集等

の作成、発行に要する経費 

(4) 役務費 

 

翻訳、原稿料 

通信運搬費等 

★事業の実施に必要な切手代等 

 

※ 申請事業以外に使用する切手代等 

※ ガソリン代は対象外 

(5) 使用料及び

賃借料 

機器の使用料・賃借料等 

車両・物品・器具のレンタル・リース

料等 

★イベント会場の借り上げ費用 

★イベント実施のためのレンタカー借り

上げ代 

★バスの借上料も対象です。 

※ 事務所の家賃等 

 

(６) その他の 

経費 

その他事業の実施に当たって必要

な経費 

※ 上記（1）～（5）に該当しない経費について

は、個別に判断します。 
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【助成金に関する質問例】 

 

 

７．申請期間 

２０１９年７月３０日（火）～ ２０１９年８月３０日（金）  

次ページ「８．申請時の提出書類」に掲げられる書類を、担当窓口に直接、提出して下さい（※ 郵送は

不可とします。提出は職員の執務時間内[土曜日、日曜日、祝日を除く、午前８時半から午後５時１５分ま

で]にお願いします）。 

№ 質   問 回   答 

◎各経費共通 

1 
≪それぞれの経費の上限額≫ 

個々の経費に、上限額はあるのか 

特に具体的な上限額は定めませんが、経費算定等が

活動内容からみて適正かつ妥当かどうか審査します。 

2 

≪事前準備の経費≫ 

例えば、事業の準備のための運営会議など

は助成の対象と認められるか。 

事業実施に必要と判断できれば、事業実施前に行う準

備作業等のための経費であっても助成の対象となりま

す。助成できる経費は、それぞれの費目の説明にしたが

ってください。 

ただし、本助成の申請・報告のためのコピー代は、団

体の運営に必要な経費とみなし、対象外とします。 

3 

≪区外での事業実施≫ 

中野区外で実施する事業は、申請できるの

か。その場合、参加者のうち区外からの参加者

が多数を占めるような事業はどうか。 

実施場所が区外実施であっても、事業の対象が中野

区民であれば申請できます。 

しかし、中野区民のために行われることが助成の前提

なので、区民の参加者が全参加者の半数以上見込める

ことが客観的にわかる資料を提出してください。 

4 

≪参加者負担にする場合≫ 

調理実習参加者への食材購入費は助成対

象として認められているが、団体の方針として

参加者に負担してもらいたい。それは可能か。 

助成対象経費であっても、参加者から徴収したり、団

体の運営努力により、助成対象から外したりして申請する

ことはできます。 

（1）謝礼金 

5 

≪謝礼金の上限≫ 

会員や社員外の講師等には謝礼金を支払

うことができるとあるが、単価等に上限はあるの

か。 

事業内容や、その人に依頼する内容が一律でないの

で具体的基準はありませんが妥当である金額かどうか審

査し、その結果減額することもあり得ます。 

6 

≪アルバイト賃金≫ 

運営スタッフへの謝礼金は、アルバイトへの

謝礼金も含めて考えてよいか。 

運営スタッフへの謝礼金には、アルバイトも含まれま

す。なお、団体の会員や社員外であることが条件です。 

（2）施設使用料 

7 

≪宿泊料、見学料等≫ 

キャンプ場以外の宿泊料や施設の入場料・

見学料は施設使用料として認められないという

ことだが、事業実施にあたり、それらの経費を

要する場合はどうすればいいのか。 

基本的には参加者自身の負担としてください。 

一部あるいは全部を団体の負担とする場合は、「事業

収支計画書」において助成対象外経費として計上してく

ださい。 
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８．申請時の提出書類 

（１） 助成金交付申請書(第 1号様式)   

（２） 交付申請者概要書（第２号様式） 

（３） 実施計画書（第３号様式） 

（４） 収支予算書（第４号様式） 

（５） 上記（１）～（４）に加え、申請団体ごとに次の書類 

区民団体 事業者 事業者による団体 各種法人 学校等 

団体規約 

名簿 

活動の実績が

確認できる書

類 

登記簿（３か月以

内）又は直近の確定

申告書の写し 

前年度分の決算報

告書又はそれに類

する書類 

代表事業者の登

記簿 

団体規約 

名簿 

登記簿（３か月以

内） 

前年度分の決算報

告書又はそれに類

する書類 

ゼミナールの名簿

（ゼミナールのみ） 

※（５）について、会員名簿の作成が困難な場合、役員名簿でも可とします。 

 

９．申請から事業の評価までの流れ（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．申請書類の確認 

申請書類の確認については、以下のように行います。 

①申請書類の受付時（場合によっては後日）に、記入上の不備がないか等を確認します。 

②申請書類の内容確認の結果、もし申請できる要件に適合しない場合は、申請された団体に連絡の

上、申請書類を返却させていただきます。 

 

申  請 

７月３０日～ 

８月３０日 

審  査 

～９月初旬 

交付決定 

９月上旬 

交付請求・助成 

９月下旬～ 

実績報告 

事業終了後、 

原則 30 日以内 

報告・公表 

３月公開報告会 
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１１．内容審査と助成の決定 

●内容審査の方法 

申請書類の受理後、審査は、以下の審査方法等に基づき、非公開で行います。 

＜審査方法と審査基準＞ 

下表の審査基準ごとに採点を行います。採点（３０点満点）の結果、原則として合計２０点以上の事

業のうち、予算額の範囲内で、助成金交付対象事業を選定します。 

なお、助成額は申請額を基本としますが、審査あるいは予算枠の関係上減額する場合もあります。 

 

審 査 基 準 配 点 

１．シティプロモーション推進性   

 (１)区民の区に対する愛着や誇り、区内外の人々の中野区の推奨気運を醸成する

取組であるか 
４～１点 

 (２)新しい中野への期待感を向上させる取組であるか    ４～１点 

２．事業の波及効果 

  当該事業が団体の関係者にとどまらず、広く一般の区民に効果を及ぼすことが
期待できるか 

４～１点 

３．事業の実行可能性・継続性 

  計画の全体（実施体制、事業計画、スケジュール等）が合理的かつ具体的であ
り、自己努力による資金確保がされている等、実行可能な方法により的確に実施
することができるか、また事業が一過性の催しではなく、将来にわたり継続的な
実施が見込めるか 

４～1 点 

４．経費の妥当性 

  事業を適切かつ的確に実施する上で、活動に見合った経費の見積り（使途、金
額等）がされているか。また、過大な積算を行った経費が含まれてないか 

４～１点 

５．各区分加点項目  

 (１)「ナカノミライプロジェクト」提案事業助成  

各区分で

合計１０

～２点 

  「ナカノミライプロジェクト 2018」の提案を基礎としている

又は、「ナカノミライプロジェクト」の主旨に沿っているか 

(５～１

点) 

×２ 

(２)学生チャレンジ助成  

  ①学生の主体性が発揮され、積極的な関わりの中で取り組ま

れる事業か 

５～１点 

 ②未来への想像力に基づいた、先駆性や発展性に富んだ事業

か 

５～１点 

(３) 「中野大好きナカノさん」活用事業助成  

  ①区の魅力を区内外に効果的に発信し、区の都市イメージを

向上させる事業か 

５～１点 

 ②「中野大好きナカノさん」が効果的に使用され、高い PR

効果を発揮する事業か 

５～１点 

合 計 
/３０ 

点 
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１２．決定の通知と助成金の交付、公表 

審査終了後、「助成金交付決定通知」又は「助成金不交付決定通知」を発送する予定です。 

助成金交付決定事業については、助成金交付請求書を提出していただきます。助成金の交付（概算払

い〈事業実施後、精算。〉）については、９月下旬以降を予定しています（交付請求後、口座振込みには２

～３週間程度かかります）。 

助成する団体名、代表者名、事業名、助成交付決定額は、区のホームページ等で公表します。  

（※不交付団体については、ホームページ等での公表は行いません） 

 

 

１３．助成事業の報告、助成金交付額の確定 

助成事業が完了したときは、事業終了後３０日以内に（ただし、３月２日以降に事業が完了する団体は、

２０２０年３月３１日[火]までに）、助成金を交付した事業ごとに下記の書類を提出してください。なお、助

成金を請求前に実施した事業については、助成金請求後３０日以内に下記の書類を提出してくださ

い。実績報告書の提出期限は厳守してください。 

（１）実績報告書（第９号様式） 

（２）事業実施内容報告書（第１０号様式） 

（３）事業収支報告書（第１１号様式） 

（４）事業収支精算書（第１２号様式） 

（５）領収書等助成対象経費の支出を証明できる書類 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

区は、実績報告書を審査し、助成金交付額を確定して団体に通知します。確定した助成金交付額よりも

交付済助成金額が多い場合（残額が生じた場合）は、その分を返還していただきます。 

 

１４．助成事業の実績の公表、報告会の実施 

区は、実績報告書の内容に基づき、助成事業の評価を行います。 
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評価の結果は、区のホームページで公表します。          

また、３月に助成事業全体での、公開による報告会の実施を予定しています。 

 

１５．主なスケジュール 

２０１９年７月３０日(火)～２０１９年８月３０日(金) ----申請事業の受付 

９月初旬-------------- 申請のあった事業の内容審査 

（審査終了後）---------- 審査結果をもとに、助成対象事業、助成額等を決定 

９月上旬-------------- 区が助成金交付・不交付を通知（発送）、公表 

９月下旬～------------団体の助成金交付請求 

----------------------上記、請求に基づき、区が助成（概算払い） 

２０２０年３月まで  -----------団体による助成金交付事業の実施 

                     ※ 事業実施後、報告書の提出、精算 

２０２０年３月  ---------------助成事業実施報告会 

 

 

１６．助成決定後の事業内容の変更・中止 

助成金の交付決定後に事業実施日や事業内容を変更または中止する場合、「事業変更・中止申請書

（第７号様式）」の提出が必要になる場合があります。申請書類に記載した事業の中止・変更等が決まりま

したら、区の担当者に事前に相談のうえ、担当者の指示に沿って必要書類を提出して下さい。（なお、助

成金の増額申請はできません）。  

 

１７．区の調査等 

区は、必要に応じて、助成事業の実施状況について報告を求めたり、調査をしたりすることがあります。

また、助成金の使途について、帳簿等の検査をすることがあります。 
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報告や調査、検査の結果、助成事業が助成の交付決定の内容や交付条件に沿って実施されていない

と認められた場合は、区は、交付決定の内容に適合させるよう命じることになりますので、ご注意ください。 

 

１８．助成金の交付取消し・返還、公表 

助成団体が、次のいずれかに該当したときは、助成金の全部又は一部を取り消し、助成金を返還してい

ただく場合があります。 

（１） 偽りや不正手段により、助成金の交付を受けたとき。 

（２） 助成金を他の用途に使用したとき。 

（３） 助成事業の実績報告を怠ったとき。 

（４） 前記、「１７．区の調査等」に記載の事項に反したとき。 

（５） 助成金交付決定内容や交付条件、法令に違反したとき。 

交付決定を取消した場合、団体名、代表者名、事業名を区のホームページ等で公表します。 

 

 

１９．帳簿類の保存 

助成事業に関わる収支を明らかにした帳簿や領収書、関係書類は５年間（２０１９年度助成の場合は２

０２５年３月まで）、保管しておいてください。 

 

２０．その他の留意事項 

（１） この助成に関する区からの連絡は、団体の連絡担当者の方に行います。 

（２） 申請しようとする事業は、２０１９年度中に実施するものである必要があります。事業の終了予定日が２

０２０年３月３１日を越える計画の事業は申請できませんのでご注意ください。また、申請の際には、準

備期間や予備日等の日程も含めて事業の日程としてお考えください。 

（３） 助成対象となった事業に関する区民の方からの問い合わせ等については、区から連絡担当者の方

に連絡します（あるいは、連絡担当者の方の電話番号等を、問い合わせしてきた方にお知らせします）

ので、あらかじめご了承下さい。 



13 

 

（４） 書類の作成にあたっては、所定の様式を使用し、ボールペン等の消せない筆記具で記入してくださ

い。印鑑（代表者）は、スタンプ印は使えません。全ての書類に同一のものを押してください。（訂正印、

捨印も同じ印鑑を使用してください。） 

（５） 申請時の記入内容を訂正する場合は、訂正する箇所に２本線を引き、その上に正しい事項を記入し、

訂正印を押して下さい。ただし、第１号様式表面の金額については訂正できません。 

（６） 法人は、登記した法人名で申請してください。 

（７） 印鑑に法人印を用いる場合には、代表者名に適切な肩書を付してください。(例えば、法人印の中央

が「理事長印」となっている場合は、代表者名は「理事長 ○○○」としてください) 

（８） 事業者が申請する場合の申請者は、契約締結権限を有する者に限ります。 

（９） 助成対象となった事業、団体名、代表者名、申請事業名、申請額、交付予定額を区ホームページで

公開します。また、外部からの請求があった場合は、個人情報を除き、提出された書類・資料を公開

することがあります。 

（１０） 第１～４号様式については、ワード形式での書式を用意しています。 

７月２６日以降、https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d027390.htmlからダウンロード可

能です。 

メールでの送信を希望される場合は、産業観光課シティプロモーション係までその旨ご連絡ください。 

（１１） 助成対象となった事業の広報媒体を作成するにあたっては、「区民シティプロモーションに関する助

成制度（助成）」を受けた事業であることを、次の要領で表示してください。 

   ①対象となる広報媒体 

    チラシ・パンフレット・ポスター・ホームページなど 

   ②表示（例） 

    「この事業は『２０１９年度 中野区シティプロモーション事業助成』を受けて実施しています 

 

 

 



14 

 

【参考資料】中野区シティプロモーションの推進について(指針)（抜粋） 

１ 目的 

（１）区民の区に対する愛着と区外の人々の中野区の推奨機運の醸成 

区民に区の魅力を再認識してもらい、区への愛着や誇り（シビックプライド）の向上を促すとともに、まち

の集客力や発信力の強化にかかる連携関係を構築することで、参画意欲を醸成させ、活力にあふれるまちを形

成する。 

また、区外の人については、区の知名度の向上を促し、区の魅力や取組みに関する理解と共感を獲得するこ

とで、区を推奨したり、応援したいという機運の醸成やファン層の増加を目指す。 

（２）新しい中野への期待感の向上等による定住人口・昼間人口の増加 

区内外の人々の区への愛着や推奨機運を醸成しつつ、まちづくりの進展する中野駅周辺におけるまちの将来

像を発信し、成長する新しい中野への期待感を高めるとともに、区の魅力の発信や受入環境整備等の施策を通

じて、定住人口・昼間人口の増加を目指す。 

 

２ 基本方針 

（１）基本方針１ 

区に対する愛着や誇り（シビックプライド）の醸成と民間主体の連携関係の構築 

（２）基本方針２ 

「話題化される情報」として設計・デザインした継続的な情報発信 

（３）基本方針３ 

情報発信活動を効果的に行うためのシンボル作成 

（４）基本方針４ 

集客力向上に向けた観光情報発信と受入環境整備 

 

３ 取組内容 

（１）中野の未来を語るワークショップの開催 

 区民、区内企業、大学、経済団体、商店街などをメンバーとして、区の魅力や特徴、まちの将来像について

議論し、各メンバーが取り組みたい実現可能なプロモーションプランを作り上げるワークショップを実施する。

当該ワークショップを通じて、区に対する愛着や誇り（シビックプライド）を醸成するとともに、作りあげた

プロモーションプランについては、次年度以降における事業の具体化を目指す。 

（２）継続的な参加型シティプロモーション 

今の区の魅力を確実に伝えつつ、まちづくりが進展し、成長する新しい中野への期待感を高めるために、継

続的なコンテンツによるプロモーションを行う。区からの一方的な情報発信ではなく、区を取り巻く人々が参

加できるコンテンツを活用し、人から人へ波及効果のあるプロモーションを行う。 

（３）効果的な情報発信のためのシンボル作成 

情報発信活動を効果的に進めるためのシンボルとして、まちの魅力を拾い集め、ブランドコンセプトを明ら

かにするとともに、区内外の人の共感を獲得できるロゴ・キャッチコピーを作成し、統一的イメージによる情

報発信を行う。 

（４）観光情報発信の推進 

区内企業、大学、経済団体、商店街と連携し、食文化や歴史的な資源、中野区を印象付けるアニメ・サブカ

ルチャーなどの観光資源について、観光サイト・観光アプリ・観光ガイドの活用やイベント開催支援などを通

じて、区内外へ情報発信を行う。 

シティプロモーションの具体的な取組みやイベント、まちづくりの進行などの情報を『話題化される情報』

として設計することにより、一方的な情報発信に終わらない、人から人へ波及効果のある情報発信を行う。 

（５）観光受入環境の整備 

区民が中野のまちを再発見しつつ、まち歩きを楽しんだり、来街者に区において快適に観光してもらうため、

Wi-Fi スポットの整備、区の観光情報発信の多言語化、観光スポットやまち案内表示の整備、商店街における

国際化対応などの受入環境整備を進める。 
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【参考資料】   「ナカノミライプロジェクト 2018」提案アイデア一覧 

 

1 

事業名 ガチャん歩 

概要 

1 回 100 円のおみくじ形式で、中野のまち歩き観光を提案するガチャガチャを

設置する。 

１回で、「見る、動く、食べる」の３ジャンルを提案し、訪問先でのミッション

やクーポンなども加えてエンターテイメント性を持たせる内容にする。中野の

迷路のようなまち並みのなかにある未知の魅力を発見する楽しみがあり、これ

を観光資源にして体験機会を提供する。 

2 

事業名 笑い×○○○ですべらない中野 

概要 

中野にあるお笑い文化をシンボル化、ブランド化する「N1 グランプリ」を開

催する。優勝者は「中野区公式芸人」として、空き家を活用した「N１荘」と

名付けた居室に住みながら、地域の活性化を応援する。 

活動内容として、居酒屋訪問、住民との交流、区のイベント参加、インターネ

ット動画配信、SNS 発信などを行う。才能発掘のほか、区民に愛されるアイコ

ンとして活躍してもらい、笑いの連鎖で中野区を元気にしていく。 

3 

事業名 ポップで目を引くピクトグラムで店のこだわりを見える化 

概要 

観光客や転入者など中野区に不慣れな人たちにもわかりやすくなるように、お

店の特徴や店主のこだわりをピクトグラムで表現し、店頭に表示する。個性的

で多様な中野区のお店を、言葉の壁を超えて、探しやすく利用しやすくする。 

ネット検索で事前に店を探すのとは対照的に、まちを散策しながら新しいお店

を発見する楽しみ方も可能になる。 

4 

事業名 中野区の変 

概要 

中野区では個人の強いこだわりが良いと認識され、「変」がポジティブになるま

ち。例えば一万人一首など、中野区民だからこそやってしまえる、どのまちも

やったことがない変なことを、みんなで成し遂げようというアイデアである。

毎年 6 月開催で、10 月の企画募集から通年行事として愛着を持ってもらう。 

記念メダル発行、中野変ブック編さんなど、発展性ある内容にする。 

5 

事業名 トビコメ!!なかの商店街 

概要 

子どものための職業体験機会として実施する。協力店のなかから子どもがお店

を選び、お手伝いをする。 

挑戦を楽しむ子どもを育てるとともに、成功体験によって中野への愛着を育む。

お店は新規客増加とイメージアップ、親には地域の見守りの中で子育てできる

安心感がメリットとなる。みんなで子どもを育てる意思を持ち、子どもの自発

的なチャレンジを支援する。挑戦を楽しむ子どもが育つまち、という中野ブラ

ンドを作る。 

 

※「ナカノミライプロジェクト 2018」の様子は、中野区シティプロモーションサイト 

   https://nakano-pr.jp よりご覧ください。 

https://nakano-pr.jp/

