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延べ５７５人／
構想策定調査

延べ９６８人／
構想案検討 ー ー

延べ５００人
／駅周辺まち
づくり整備計

画策定

立体交差化事
業計画の促進

北部地域のまちづくり

北部地域まちづくり

現状と課題

上鷺宮地域においては、土地区画整理事業を解除し、新たなまちづくりを推進するための
地域協議の動きが見られるが、その他の地域においては、住環境の保全や活力あるまちづ
くりについて具体的な取組みが見られない。

広域避難場所（平和の森公園）を中心とした防災拠点を形成するには、地区施設道路の拡
幅や新設による避難路の確保が必要であるため、建替えに併せて拡幅整備するほか、空地
状の敷地については買収し整備する手法をとっている。

成果指標と目
標値

成果指標

燃えにくく避難しやすいまちを目指し、建築物の不燃化を促進している。防火規制や新防
火規制により、建替えに伴う不燃化の自然更新はあるものの、狭小敷地等で建替えが困難
なケースも多く、共同化による建替えを進める必要がある。

南部・中部・北部地域における共同化
支援件数（件）

分野目標
広域避難場所を中心とした防災拠点を形成するため、平和の森公園周辺地区など広域避難
場所を取り巻く地域の道路拡幅や建物が不燃化されたまちを目指す。

踏切問題の早期解決に向けて、西武新宿線の立体交差化と沿線のまちづくりを計画化する
ため、地元区民との合意形成、東京都・（株）西武鉄道などとの協議を進めるとともに、
必要な調査・検討を行いながら、まちづくりを推進する。

地域まちづくりの新たな展開により、ファミリー層の定住促進や商業・業務機能の集積に
よって地域のにぎわいと交流を作り出し、活力あるまちづくりを目指す。

大地震などの災害に強いまちを築くために、木造住宅が密集している地域では共同化など
によって建替え更新が進むまちを目指す。

平和の森公園周辺地区地区施設道路の
整備率（％）

南部・中部・北部地域における提案型
地区計画の導入件数（件）
【10か年計画】

地域で勉強会等への参加人数とまちづ
くりの進捗状況（西武新宿線沿線まち
づくり）

西武新宿線沿線では、踏切による地域分断と交通渋滞が慢性化しているうえ、駅前広場、
アクセス道路などが未整備でまちづくりが進んでいない。西武新宿線と道路の連続立体交
差化をめざし、あわせて各駅周辺のまちづくりの取り組みが求められている。

まちづくり事業を実施中の平和の森公
園周辺地区の不燃領域率（耐火等建築
物と空地の割合を足したもの）（％）



16年度

組織変更により積算不可

組織変更により積算不可

上鷺宮地域の「みどり豊かで住み良いまちづ
くり」の実現に向けて、地域協議の充実を図
り、まちづくりの合意形成を進める。

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

住宅まちづくり総合支援

平和の森公園周辺地区整備

西武新宿線沿線各駅周辺のまちづくり勉強会
による沿線まちづくりの地域合意形成を進め
つつ、まちづくり計画の策定に向けた調査・
検討を行う。

地元町会・商店会等を中心とした勉強会の
開催は、沿線まちづくりに関する地元の合
意形成が進むとともに、まちづくりの推進
につながる。

共同化事業の対象要件などを見直すことによ
り共同化を促進し、住宅及び住環境の改善を
図る。

住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備
型）の再延伸に伴う整備計画・事業計画策定
および再延伸申請を行う。

都市計画分野

住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備
型）の再延伸により、引き続き財政的な裏
づけを得ながら地区施設道路を整備し、災
害に強いまちづくりが推進できる。

18年度
分野のコスト（千円）

-

区民一人あたりコスト(円) 組織変更により積算不可

組織変更により積算不可

共同化支援 狭小敷地や接道不良敷地等で建替えが困難
なケースであっても、共同化により建替え
が可能になる。

上鷺宮地域のまちづくり 上鷺宮地域の良好な住環境の保全・創出。
また、土地の有効活用が可能になる。

西武新宿線沿線まちづくり

都市計画分野

（仮称）まちづくり条例の策定

目標に対する効果

-

-

-

取り組み

災害に強いまちづくりに関するＰＲ活動 防災分野

17年度 19年度



様式３

北部地域まちづくり
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16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 67.39% 68.48% ー 70.00% ー

長期 25.38% 26.40% ー 30.00% 35%

長期 0 0 ー 4 4

長期 延べ575人 延べ968人 - - 延べ500人 延べ500人

長期
構想策定調
査

構想案検
討 - -

沿線まち
づくり構
想策定

各駅周辺
まちづく
り整備計
画策定

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 25.38 26.40 30.00

事業概要

地域での勉強会等への参加
人数

西武新宿線沿線では、踏切による地域分断と交通渋滞が慢性化しているうえ、駅前広場、アクセス道
路などが未整備で、まちづくりが進んでいない。

燃えにくく避難しやすいまちを目指し、建築物の不燃化を促進している。新防火規制が導入されたこ
とから、建替えによる不燃化の自然更新はあるものの、狭小敷地等で建替えが困難なケースも多く、
共同化による建替えを進める必要がある。

広域避難場所（平和の森公園）を中心とした防災拠点を形成するには、地区施設道路の拡幅や新設に
よる避難路の確保が必要であるため、建替えに併せて拡幅整備するほか、空地状の敷地については買
収し整備する手法をとっている。

現状と
課題

平和の森公園周辺地区地区計画・整備

　地区計画や新防火規制などによる住環境改善と併せ、国・都の補助制度の活用による道路整備、木
造賃貸住宅の共同建替えの促進を図る。さらに、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）
の効果を十分に発揮させるため、これまで建替え連動型で行ってきた地区計画道路の区画道路用地買
収・整備について、道路計画線内に工作物等のない敷地は建替えにかかわらず、計画的に買収・整備
を行っていく。

地区計画道路の整備率（％）

成果指標
と目標値

まちづくり事業を実施中の
平和の森公園周辺地区の不
燃領域率（耐火等建築物と
空地の割合を足したもの）
（％）

平和の森公園周辺地区地区
計画道路の整備率（％）

まちづくり計画・事業の進
捗状況

東京都防災都市づくり推進計画の重点整備地域および整備地域は、老朽木造住宅が密集し狭あいな道
路も多いため、大地震などの災害が起こった際には危険度の高い地域とされている。

西武新宿線と道路の連続立体交差化、これとあわせた各駅周辺のまちづくりの取り組みを進めるに
は、地元区民・事業者、国・東京都・(株)西武鉄道などとの協議・合意形成を進めながら、まちづく
り構想・整備計画などをとりまとめていくことが必要である。

＜主な取組み＞

北部地域のまちづくり

南部・中部・北部地域にお
ける共同化支援件数（件）

施策目標

区内各所では、地域の特性が生かされたかたちで都市計画が定められ、魅力あるまちづくりが進めら
れている。

狭小敷地や接道不良敷地等で建替えが困難な老朽住宅が、共同化により耐震化・耐火化された建物に
建替えられている。

地元の合意形成に基づく鉄道と道路の立体交差化と一体となった沿線まちづくり整備計画が策定さ
れ、西武新宿線と道路の立体交差化の実現に向けた沿線まちづくりが進んでいる。

西武新宿線と道路の立体交差化に向け、関係機関との具体的な検討が図られている。

古い木造住宅などの建替えにより耐震化・不燃化が促進されるとともに、地区計画等に基づく地区施
設道路の整備が進み、住環境が改善されている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 0 0 4

事業概要

事業名

実績 構想策定調査 構想案検討 構想策定 構想策定

事業概要

事業名

実績 10 40 60

事業概要

西武新宿線沿線まちづくり（西武新宿線と道路の立体交差化・西武新宿線沿線のまちづくり
構想・計画策定）

まちづくりの進捗状況

　鉄道と道路の立体交差化と一体となったまちづくりを推進し、立体交差化事業着手のための環境づ
くりを進めるため、西武新宿線沿線各駅周辺のまちづくり勉強会による沿線まちづくりの地域合意形
成を進めつつ、まちづくり計画の策定に向けた調査・検討を行う。

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
　　　　主な取組み　　　　快適空間の維持・創出を中心とするまちづくり
　　　領域Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　　　　主な取り組み　　　西武新宿線と道路の立体交差化・沿線のまちづくり
　　　領域Ⅰ－３　安心して住み続けられるまちづくり
　　　　主な取組み　　　　共同化によるまちづくりの支援
　　　　　　　　　　　　　地区計画による防災まちづくり

　中野区小規模共同建築物助成事業（改正予定・単独事業）、中野区都心共同住宅供給事業、中野区
優良建築物等整備事業などによる共同化を推進していく。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－組織変更により算出不可

上鷺宮地域まちづくりの推進

　昨年度地域に提案した「まちづくり計画素案（たたき台）について、引き続き地域住民との協議の
場の設定や、地域との取り組み方、関わり方に関して再構築を行い、地域合意が得られるよう努め
る。

組織変更により算出不可区民一人あたりコスト（円）

組織変更により算出不可

共同化支援

組織変更により算出不可 ー

南部・中部・北部地域における支援件数（件）

ー

19年度18年度16年度

上鷺宮地域のまちづくり計画策定に向けた事業進捗度（％）
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