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●区内全域を会場とした都市観光イベント「なかのまちめぐり博覧会２

０１４」の開催について 

●東京都地域資源発掘型実証プログラム事業「中野のお宝発掘総選挙」

の実施について 

●中野三丁目地区における土地区画整理事業の独立行政法人都市再生

機構への施行要請について 

●「中野駅南口地区まちづくり方針」の策定について 

●囲町地区まちづくりの進捗状況と囲町東地区の再開発の概要につい

て 
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区内全域を会場とした都市観光イベント 
「なかのまちめぐり博覧会２０１４」の開催について 

 

「なかのまちめぐり博覧会」は、区内全域を会場として区民や来街者が区の魅力を気軽

に楽しみ、より多くの滞在・回遊に資する機会を提供するものとして昨年第１回目を開催

し、約５万人の集客を得るなど好評を得ました。 

このたび、第２回目「なかのまちめぐり博覧会２０１４」を開催することとなりました

のでお知らせいたします。 

 

１ 事業概要 

（１）開催期間 

   平成２６年１１月８日（土）～平成２６年１１月３０日（日） 

 （２）会場 

    区内全域 

（３）主催 

   ・なかのまちめぐり博覧会実行委員会 

（区内商業団体、交通事業者、企業、大学等により構成） 

・中野区 

（４）イベント概要 

   民間等の多様な主体が区内のさまざなま地域資源を活用して自主的に企画・運営

される個別イベント等を公募・集約し、区内全域を会場とする博覧会として一体的

に開催する。（全８５件） 

ア まち歩きツアー（１１件） 

    商店街や区内の名所（史跡やお寺）をめぐるまち歩きツアー など 

  イ  体験・見学（１１件） 

    茅葺民家でのたくあん作り体験、伝統工芸制作体験、演劇やヨガ体験など 

  ウ  講座・講演（１５件） 

   消防隊員の仕事体験や歴史に関する講座、観光や絵本作家、デザインに関する講

演会 など 

  エ その他イベント（４８件） 

中野駅周辺を会場としたコスプレイベントや、新人監督映画祭、西武新宿線沿線

の商店街連合によるスタンプラリーイベントなど 

 

２ 注目のイベント（イベントの詳細は、パンフレット記載の各主催者にお問い合わせを） 

  ○匠の技を体感し里の魅力を知るチャンス！  

   なかの里・まちカレッジ（パンフレット p16） 

   なかの里・まち連携５自治体（※）の匠の技の出張講座です。 

「化石発掘体験」「そば打ち体験」「竹細工体験」「南房総の海とお話と貝がらアクセ 

サリー作り体験」「ワインセミナー」の５講座を実施します。完全予約制。（参加費は

講座により異なります。） 

   日時：11月 15日（土）（内容により、開催時間が異なります） 

   場所：中野区産業振興センター（中野区中野二丁目 13番 14号） 

 （※）なかの里・まち連携自治体・・・福島県喜多方市、茨城県常陸太田市、群馬県み

なかみ町、千葉県館山市、山梨県甲州市 



 ○新作映画約 70 本が見放題！ 

  第一回新人監督映画祭（パンフレット p36） 

   全国から募集した新作映画を含む日本映画監督新人協会と招聘作品による、３日

間で約 70本の作品を見放題楽しめる映画祭です。 

   映画上映の他、監督や俳優によるシンポジウムやワークショップなどの企画が満

載です。（前売り 2,000円、当日 3,000円） 

 

   日時：11月 28日（金）～30日（日）10:00～22:00(予定) 

   場所：中野セントラルパークサウス コングレスクエア 

（中野区中野四丁目 10番 2号） 

   

  ○ＭＡＧファンやコスプレイヤーが中野に大集結！ 

   「ＭＡＧフェスタ」 （パンフレット p30） 

   ＭＡＧとはマンガ・アニメ・ゲームの頭文字をとった日本のサブカルチャーコン

テンツの総称です。ＭＡＧファンや、コスプレイヤーなど多くの人々が中野に集ま

り街を賑わせ、街を盛り上げ、熱い一日を作りだしていきます。 

 

    日時：11月 30日（日）10:00～17:00 

場所 :中野駅周辺（サンモール商店街、ブロードウェイ商店街、中野南口商店街、

産業振興センター、中野北口暫定広場、サンプラザ前広場、中野駅前広場） 

 

  ○地元企業「キリンのこだわり」 

   一番搾り 商品紹介＆サンプリング（パンフレット p41） 

    地元企業である「キリン」のビールづくりのこだわりを、ぜひお楽しみください。 

    ２０１４年新・一番搾り製法で、素材本来のうまさを最大限に引き出すことに成 

功。ビールの本道と言える、「飲みやすさ」と「麦のうまみ」を同時に向上させ、さ

らに華やかな香りを生み出すホップを増量することで、より豊かな香りを実現しま

した。 

 当日は、イベントブースで、「キリンのこだわり」を映像もまじえて紹介。また商 

品サンプリングを数回にわたり実施します。 

 

        日時：11月 30日（日）10:00～16:00 

    場所：中野サンプラザ前 イベントブース（中野区中野四丁目 1番 1号） 

      

○中野の歴史の一端にふれよう 

   白鷺の森、茅葺民家のたくあん作りパート１（パンフレット p13） 

    中野の北西部にある中野区唯一の茅葺古民家見学とかつて中野の地場産業であっ 

た沢庵づくりを体験します。 

    建築専門家による歴史的建造物の開設と、漬物製造関係の展示と開設。沢庵づく 

り実演など。事前申込み制。（参加費 500円） 

 

    日時：11月 30日（日）午前の部 10:00～12:00 午後の部 13:00～15:00 

    場所：白鷺の森Ｈ邸（関東バス白鷺１丁目バス停前） 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）滝瀬 電話 03-3228-5464 
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東京都地域資源発掘型実証プログラム事業「中野のお宝発掘総選挙」の実施について 

   

このたび、本年２月に決定した中野区認定観光資源※１（以下、「認定観光資源」といい

ます。）の周知向上に向け、東京都の主催による東京都地域資源発掘型実証プログラム事業

※２「中野のお宝発掘総選挙」が実施されることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

１ 「中野のお宝発掘総選挙」事業概要 

（１）お宝発掘総選挙 

    認定観光資源（１２９件）を区民や来街者等に訪れていただき、中野区都市観光サイ

ト「まるっと中野」内特設ページ「中野のお宝発掘総選挙」へ写真や感想の投稿を募り

ます。一投稿を一票としてカウントし、投稿いただいた件数から、最も人気の「お宝」

を発掘（発表）します。 

    投稿いただいた方の中から抽選で、なかのまちめぐり博覧会マスコットキャラク

ター「クルトン中野」グッズをプレゼントします。 

   ※詳細については、中野区都市観光サイト「まるっと中野」内特設ページ「中野

のお宝発掘総選挙」（http://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/）をご確認ください。

（なお、特設ページの公開は平成２６年１１月１４日（金）となります。） 

     

（２）区内在住・在学外国人による区の魅力情報発信 

   区内在住・在学外国人の方を募集し、「外国人中野ファン」として上記サイトに区

の魅力的な資源等について自身の母国語で情報発信を行います。 

 

２ 総選挙実施期間 

  平成２６年１１月１４日（金）～平成２７年１月３１日（土） 

 

３ 今後の予定 

   平成２７年２月 お宝発掘総選挙結果発表 

        ３月 実施結果に係るガイドブックの配布 

 

※１ 区の都市観光を推進することを目的に、区内の地域資源（旧跡、建築物、文化財、商店街、特産品等

有形無形の資源）の中から中野区の魅力を表す資源として認定されたもの。 

※２ 地域資源を発掘・活用し、旅行者誘致につなげていくため、都内の各地域から、地域資源を活用する

ための企画の募集を行い、東京都による選定の後、民間の事業者のノウハウを活用し新たな着地型旅行

商品や特産品の企画・開発など、旅行者誘致に向けたアイディアの事業化を図る事業。 

 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）滝瀬 電話 03-3228-5464 

http://www.visit.city-tokyo-nakano.jp/


１１月８日号 リビング東京副都心版より抜粋 

※本資料の二次利用はご遠慮ください。 
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中野三丁目地区における土地区画整理事業の 

独立行政法人都市再生機構への施行要請について 

 

 

中野区では、中野三丁目地区における土地区画整理事業の事業化に向け、施行者や施行方

法の検討を行ってきましたが、次のように進めることとしました。 

 

１ 中野三丁目地区（中野三丁目駅直近地区）のまちづくりについて 

中野三丁目地区のまちづくりでは、駅直近から線路沿い桃丘小跡地にかけて、防災性

や利便性を高め、地区全体の生活環境の向上を図るための街区の再編や道路を整備する

面的なまちづくりとして、土地区画整理事業の事業化を図ってまいります。 

また、この区域の東側や南側の区域については、駅につながる主要な歩行者動線とし

て安全性や快適性を確保するため、地区計画の導入に向けて、地権者等との意見交換を

進め、地区計画による歩行者空間を創出する誘導型まちづくりを進めてまいります。 

 

２ 中野三丁目地区における土地区画整理事業の独立行政法人都市再生機構（以下「ＵＲ都

市機構」という。）への施行要請について 

「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.３」では、当地区において、中野三丁

目駅前広場を整備するとともに、街区の再編や道路を整備する面的なまちづくりを行い、

防災性や利便性を高め、後背の住宅地を含む地区全体の生活環境の向上を図るとし、桃

丘小学校跡地は面的なまちづくりの事業用地として活用することとしています。 

平成 26 年 4 月には、「中野三丁目駅直近地区の事業化推進等に関する覚書」をＵＲ都

市機構と締結し、土地区画整理事業を前提とした面的まちづくりの事業化及び桃丘小跡

地活用等を推進するため、具体的方策の検討及び関連する調整を相互協力の下に進めて

きました。 

その結果、平成 26年度末には西側南北通路や中野三丁目駅前広場と併せて土地区画整

理事業の都市計画決定を行い、平成 27 年度には事業化を進めるという段階にきました。

また、西側南北通路については平成 32年の東京オリンピック開催に合わせて整備するこ

ととしており、その受け口となる中野三丁目駅前広場についても同時完成を目指す必要

があります。このため、土地区画整理事業に関して全国的に事業の実績があり、経験と

知見を有するＵＲ都市機構に施行要請を行うこととしました。 

また、本土地区画整理事業の施行に当たっては、桃丘小学校跡地を円滑な事業執行に

資するとともに、中野三丁目における利便性の向上とにぎわい創出のための拠点施設と

して整備活用することを考えています。このため、ＵＲ都市機構による土地区画整理事

業と土地有効利用事業を同時に施行することが必要であり、桃丘小学校跡地の土地有効



利用事業の実施についても併せて要請します。 

（１）事業概要 

ア 名称及び施行地区 

（ア）名  称 中野三丁目土地区画整理事業 

（イ）施行区域 中野三丁目の一部（別図） 

イ 事業の内容 

独立行政法人都市再生機構法第 11 条第 1 項第 3 号に基づく業務で、土地区画整

理法（昭和 29年法律第 119号）第 3条の２第 1項に規定する独立行政法人都市再生

機構が施行する土地区画整理事業。 

ウ 事業の施行期間 

平成 27年度から平成 35年度まで（清算期間を含む） 

エ 基本的事項 

（ア）施行面積 約１．０ha 

（イ）基本方針 

新たに整備する中野駅西側南北通路における南口の受け口として中野三丁目

駅前広場を整備するとともに、街区の再編や道路を整備する面的なまちづくりを

行い、防災性や利便性を高め、生活環境の向上を図ります。 

（２）要請方法 

中野区及び東京都から、ＵＲ都市機構に対して施行要請を行います。（中野区から東

京都に対して、ＵＲ都市機構への要請を依頼します。） 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺地区整備担当）宇佐美 電話 03-3228-8276 



 

 

 

 

別 図 
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「中野駅南口地区まちづくり方針」の策定について 

 

中野二丁目地区では、市街地再開発事業による南口のにぎわいの核の形成や南口駅前広場の

拡張整備を進める予定となっています。区は、本年１０月に、当地区のまちの将来像や土地利

用の方針、都市基盤の整備方針等をきめ細かく示した「中野駅南口地区まちづくり方針」を策

定しました。 

今後は、これを基に今年度中に中野駅南口地区地区計画と関連する都市計画の決定を進めま

す。 

１ 中野駅南口地区の将来像（本文 17ページ） 

 

  



２ 土地利用の方針（本文 18、19ページ） 

 中野駅南口地区（約５．２ヘクタール）では、地区計画を定めて、計画的にまちづくりを推進し

ていきます。また、地区計画の策定にあたっては、地区の立地特性を踏まえて、３つの区域に区分

して、区域ごとに土地利用の方針を示しました。 

 



 

  



３ 再開発施設建築物の外観イメージ（本文 28ページ） 

 
 

 

 

《別添資料１》中野駅南口地区まちづくり方針 

 

 

〇今後の予定 

平成２６年１１月下旬 都市計画案に係る説明会 

平成２６年１２月上旬 都市計画案公告・縦覧、意見書受付 

平成２７年 １月中旬 中野区都市計画審議会諮問・答申 

平成２７年 ３月 都市計画決定・告示 

 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺地区整備担当）宇佐美 電話 03-3228-8276 

住宅棟 
業務棟 
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囲町地区まちづくりの進捗状況と囲町東地区の再開発の概要について 

 

１ 囲町地区まちづくりの進捗状況について 

警察大学校等跡地の再開発によって生まれた中野四季の都市地区の南側の囲町地区で

は、現在、市街地再開発事業を進めるとともに、再開発に合わせて補助２２１号線の整

備を進めることとしています。 

・ 囲町地区東側の囲町東地区では、中野囲町東地区市街地再開発準備組合が、これま

での検討結果を踏まえ施設建築物等の概要をまとめました。今後さらに関係機関等と

の協議、検討を継続し、事業化を図っていきます。 

・ 囲町西地区では、平成２５年４月に発足した「囲町西地区まちづくりを考える会」

が、平成２６年５月に「囲町西地区まちづくり推進検討会」へと組織を改め、引き続

き、西地区のまちづくりについての検討を進めています。これまでに４回、検討会や

勉強会を開催し、中野駅南口地区や囲町東地区の検討状況などを参考にしながら、西

地区のまちづくりの方向性などについて検討しています。 

今後は、囲町東地区の進捗状況を踏まえて、まちづくりの方針を検討していきます。 
 

２ 囲町東地区の再開発の概要について 

囲町東地区の施設建築物については、囲町ひろばを挟んだ東棟と西棟の２棟形式とし、

東棟については、低層部に商業施設、高層部に業務棟と住宅棟を配置、また、西棟には

住宅棟を配置することを検討しています。また、都市計画道路補助 221 号線の道路線形

や交通ネットワークの整備等についても、関係機関を含めて協議・検討を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 中野区囲町東地区市街地再開発事業（案） 

囲町東地区 囲町西地区 



・名  称  (仮)中野囲町東地区第一種市街地再開発事業 

・施行予定区域  図１のとおりです 

・施行区域面積  約 2.1ha 

・施行予定者  (仮)中野囲町東地区市街地再開発組合 

・施設建築物のイメージ  図２のとおりです 

・主要用途  住宅、業務、商業施設 

 

図１ 

 

 

図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 今後の都市計画予定 

・用途地域の変更（東京都決定） 

・地区計画、補助２２１号線の変更、第一種市街地再開発事業、高度利用地区の変更、

高度地区の変更、防火地域及び準防火地域の変更（以上中野区決定） 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（中野駅周辺地区整備担当）宇佐美 電話 03-3228-8276 
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