
60 都市計画 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

28.80% 26.40% ー ー 30% 33%

ー ー ー ー ２ ３

5% 10% ー ー 100% ー

5% 10% ー ー 85% ー

ー ー ー ー 15% ー

成果指標と目
標値

成果指標

震災復興市民組織育成に向けた取組み
（地域復興協議会の立上げ）
（箇所数）

周辺道路の歩きやすさを感じる区民の
割合【10か年計画ほか】

野方駅北口開設に向けた事業進捗度
（％）

都市計画道路（区所管道路【もみじ山
通り】）整備にかかる事業進捗度
（％）

東中野駅周辺まちづくりと駅前広場整
備に向けた事業進捗度（％）

大震災時における被災者が集まる避難所の運営については、日頃から各地域の防災会等を
中心に訓練等が行われているが、一方、復興まちづくりについては、阪神・淡路大震災な
どにおけるまちの復興状況を参考（教訓）に、中野区でも早急な対応が求められている。

優先整備路線に位置付けられた路線（区所管の都市計画道路）については、計画的な整備
が求められているが、現状では進んでいない。整備スケジュールや執行体制を明確にし取
組む必要性がある。

西武新宿線野方駅の北口開設や駅舎のバリアフリー化に向け、西武鉄道と具体的協議を進
めている。北口開設用地を早急に取得する必要がある。

現状と課題

新しい基本構想の制定など新しい動向を踏まえて、まちづくりに関する基本的な計画につ
いて見直す必要がある。

快適で調和のあるまちづくり

分野目標

基本構想の制定や10か年計画の策定など最新の動向を踏まえて、都市計画マスタープラン
の見直しに着手し、新しい中野のまちづくりを目指す。

震災都市復興のため、日常のまちづくり活動を生かせる地域復興協議会を立ち上げるな
ど、地域力の育成を目指す。

優先整備路線に位置付けられた路線（道路）について、人々が安全で快適に移動できる交
通環境へと改善するため、区所管の都市計画道路等の計画的な整備を目指す。

だれもが気持ちよく安全に利用できる駅や道路などの都市環境づくりのため、既存駅・駅
周辺機能の改善を目指す。



16年度

135,827

440区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

警大跡地整備にかかる都市計画手続き

東中野駅前広場整備にあわせた駅舎と広場を
つなぐ自由通路の基本設計を行う。

442

136,125

17年度

東中野駅西口に駅前広場および広場と駅舎
を直結する公共空間を整備することで、交
通結節点としての利便性、安全性の向上
と、賑わいの核として滞留空間の確保につ
ながる。

東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備

19年度18年度
分野のコスト（千円）

拠点まちづくり分野

住宅まちづくり総合支援 住宅分野

バリアフリー整備構想に基づく道路等の整備 公園・道路分野

-

-

-

-

平成２１年度の野方駅北口の開設およびバ
リアフリー化に向け、より具体的に実現性
が高まる。

野方駅北口およびバリアフリーの実施設計を
行う。

野方駅北口整備等

取り組み 目標に対する効果



様式３

部経営

6001

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 ー 0 20 40

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

施策目標

職員一人ひとりが目指すべき職員像を理解し、自己研鑽に励むことができるような、風通
しのよい職場環境とするために、部門の人材育成計画に掲げる目標等について、職員への
周知徹底を図る。

＜主な取組み＞

成果指標
と目標値

外部評価結果におい
て、ＡＡまたはＡ評価
を受けた分野の割合
（％）

現状と
課題

行政評価における外部評価結果が、ＢまたはＢ－と低目になっていることから、様々な努
力により行政評価結果を向上させる必要がある。

効率的に推進する部経営

行政評価における外部評価結果について、分野全体の中でＡＡまたはＡ評価が占める割合
の向上を目指す。

部門の人材育成計画の主旨が職員一人ひとりに浸透していない。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

19年度18年度

ー

ー

16年度

138
（分野計には含まず）

ー42,484
(分野計には含まず）

ー



様式３

まちづくり調整

6002

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 192 224 245 ― ―

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 5 14 １０

事業概要

事業名

実績

事業概要

調和をめざすまち

中高層建築物の建築にかかる紛争を予防するため、建築主への関係法令について趣旨を十
分に説明するとともに、近隣周辺の住民からの相談にも丁寧な対応を行っている。しかし
ながら、法令的に限界があり、建築紛争調停担当に寄せられる相談件数は増加傾向にあ
る。

成果指標
と目標値

標識設置届出件数
（件）

＜主な取組み＞

施策目標

中高層建築物の建築に際し、区の条例に従い、相談、さらには、あっせん・調停により、
建築主と関係する近隣周辺の住民とが相互に調整し合い、周辺環境との調和が図られつつ
建築が進められている。

建築紛争予防調整

　中高層建築物の建築に係る紛争を予防するため、近隣住民へ建築計画を事前周知・説明
させるとともに、紛争が生じた場合にあっせん・調停を行うことにより居住環境の維持向
上を図る。

建築紛争調停委員会開催回数（回、年度受付分）

現状と
課題



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

ーー ーー
施策のコスト（千円）

19年度18年度16年度 17年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

ーー ー－



様式３

都市計画

6003

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 ー ー 検討 ー 50% 100%

短期 ー ー ー ー 調査 策定

長期 ー ー ー ー 検討 ２

短期 ― ― ― 検討 創設

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー 検討 検討

事業概要

事業名

実績 ー ー ー 調査

事業概要

施策目標

　社会経済状況の変化に伴い、改定する都市計画マスタープランやその他の関連計画と整
合した、みどりの基本計画の改定に向けて現況調査を行う。

都市計画マスタープランの見直しなどが進められ、中野におけるまちづくりがトータル的
に動きだしている。

民間事業者等と区との連携により、区民の住まいに係る様々な相談に総合的に応じるしく
みが整い、住宅の誘導居住水準や住宅の性能、住環境の向上が図られている。

基本構想や１０か年計画等と整合を図り、都市計画マスタープランが改定されている。

土地利用計画①

　都市計画マスタープランの改定に向けてアドバイザー会議を設置し、見直し作業を行
う。また、地区計画等の地域まちづくりの初動期支援（まちづくり活動団体への支援）を
行う。

都市計画マスタープランの見直し

現状と
課題

成果指標
と目標値

都市マス改定に向けた取組
みの事業進捗度（％）

住宅まちづくり総合支援の
組織創設

土地利用計画②

＜主な取組み＞

策定後数年が経過するとともに、様々社会状況の変化などに伴い「都市計画マスタープラ
ン」の改定について問われているところであるが、改定にあたっての手順、年次等スケ
ジュールなどの検討が進んでいない。

「新しい中野をつくる１０か年計画」並びに「東京都住宅マスタープラン」改定を受け、
「中野区住宅マスタープラン」を改定し、これに基づく住宅まちづくりに関する施策を総
合的かつ計画的に推進することが求められている。

みどりの基本計画の見直し

適切な土地利用

防災まちづくりに関する意識の高い「地域復興協議会」が区内１箇所で立ち上がり、震災
対応のみならず震災後のまちの復興意識を持ったまちづくり活動が動きだしている。

震災後のまちの復興意識を持った防災まちづくり活動の基本となるモデル地区で、「地域
復興協議会」の立ち上げが、まだ区内全地域でなされていない。

地域復興協議会の立上げ
（箇所数）

現行都市計画マスタープランは、最新の関連計画との整合を図る必要がある

みどりの基本計画の見直し



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー 検討 検討

事業概要

事業名 住宅まちづくり総合支援

実績 検討 検討 検討 創設

事業概要

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　適切な土地利用の誘導
　　　　おもな取組み　　　　愛着と活力あるまちへの誘導
　　　領域Ⅰ－１　多様で良質な住宅の誘導・確保
　　　　おもな取り組み　　　住宅まちづくりの総合支援

　防災まちづくり意識の高い地域を対象に、地域復興協議会を区内で１箇所の立上げを目
指して検討作業等を進める。

　民間事業者等と区との連携により、区民の住まいに係る様々な相談に総合的に応じるし
くみづくりを行う。平成１９年度実施をめざす。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－341277

震災復興市民組織育成事業

85,697

区民一人あたりコスト（円）

ー

地域復興協議会の立上げ（箇所数）

住宅まちづくり総合支援の組織

ー

16年度 19年度18年度

105,148



様式３

都市施設

6004

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

短期 5% 10% 40% ー 70% 100%

長期 5% 10% 40% ー 70% 85%

長期 ー ー ー ー 5% 15%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 5 10 40 70

事業概要

事業名

実績 5 10 40 70

事業概要

施策目標

　東中野駅前広場の整備に向け、ＪＲをはじめ関係機関との調整を継続するとともに、軌
道上空活用の基本設計を行う。

野方駅北口が開設されるとともに、駅のバリアフリー整備が行われ、区民、鉄道利用者な
どが便利で安全に通行できるようになっている。

区所管の都市計画道路の整備事業に着手している。

既存駅・駅周辺機能改善計画（野方駅北口開設）

　野方駅北口開設に向け、西武鉄道をはじめ関係機関との調整を継続するとともに、実施
設計を行う。また、事業進捗にあわせて地元説明会を開催する。

事業進捗度（％）

成果指標
と目標値

東中野駅前広場整備にかか
る事業進捗度（％）

野方駅北口開設にかかる事
業進捗度（％）

都市計画道路（区所管道路
【もみじ山通り】）整備に
かかる事業進捗度（％）

事業進捗度（％）

現状と
課題

＜主な取組み＞

野方駅北口開設の前提となる北口事業用地を早急に確保する必要がある。また、具体的整
備内容について、鉄道事業者と調整を図るとともに、地域住民の意向を反映する必要があ
る。

着実に進める都市施設

東中野駅前広場が整備され、人々の円滑な移動が可能となり、商業や業務機能の集積に
よって地域の賑わいと交流がつくりだされている。

東中野駅前広場整備

区所管の都市計画道路の整備は、沿線まちづくりなど面的整備との関連づけが求められて
いる。執行体制を整える必要がある。

東中野駅前広場整備事業は、区とＪＲが共同で行う軌道上空活用事業の役割分担を明確に
したうえで展開する必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー ー ー 5

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－１　拠点まちづくりの推進
　　　　主な取組み　　　　東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備
　　　領域Ⅰ－１　利用しやすい交通環境の推進
　　　　主な取組み　　　　野方駅北口の開設
　　　　　　　　　　　　　都市計画道路の整備
　　　領域Ⅰ－３　だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり
　　　　主な取組み　　　　駅周辺道路などのバリアフリー整備
（２）次世代育成支援行動計画
　　　　主な事業　　　　　交通バリアフリー整備
（３）保健福祉総合推進計画２００５

　都市計画道路整備に向けて、関係機関との調整を図る。なお、中野区画街路第１号線、
第２号線は平成２１年度着工予定。

ー

施策のコスト（千円）

－

ー

都市計画道路整備（区所管道路【もみじ山通り】）

19年度18年度

事業進捗度（％）

101

16年度

162

17年度

30,97850,129 ー
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