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進
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地域まちづくり
地域の特色を生かしたまちづくり

分野目標

　西武新宿線踏切問題を解決するための連続立体交差事業と併せた沿線まちづくりの推進に向け、東京都や西武鉄道などと
協議をすすめるとともに、地元区民との合意形成を図りながら沿線まちづくり計画を策定し、駅前広場やアクセス道路整備
など交通結節機能の強化、商店街の活性化、各駅周辺の整備や密集市街地の改善などを行い、安心・安全なまちづくりをす
すめる。

　本町地域では、郵政宿舎跡地・ＮＴＴ社宅跡地を起点として、地区の特性を踏まえ、災害に強く、みどり豊で環境にもや
さしく、活発な交流や賑わいと活力に満ちた安全で快適なまちづくりをすすめる。

　地区計画によるまちづくりをすすめている南台一・二、四丁目地区及び平和の森公園周辺地区では、木造住宅密集地域の
改善を図り、防災性が高まり住環境が改善されたまちを目指す。また、広域避難場所（東大附属中等教育学校一帯）を中心
とした防災機能の向上を図るため、避難場所内に（仮称）南部防災公園を整備し、避難場所に至る道路を拡幅整備するとと
もに、避難場所周辺地域の建物の不燃化をすすめる。

　東中野駅周辺地区では、駅前広場などの整備を契機に、駅前や周辺商店街の活性化を図り、魅力を育むとともに、人々が
集い交流できる賑わいのあるまち、便利で活気のあるまちづくりをすすめる。また、東中野三丁目地区では、学校施設の建
替えに併せて周辺の生活道路整備や避難経路の確保などにより、災害に強いまちづくりをすすめる。

　学校再編による小中学校跡地や国家公務員宿舎等跡地など土地の利用転換にあたっては、防災性の向上や住環境の改善な
ど、まちづくりに寄与した土地の有効利用をすすめる。

成果指標
と目標値

成果指標

西武新宿線沿線まちづくりの進捗状況
（勉強会等への参加人数）

本町二・三丁目地区のまちづくりの進捗状況

東中野地域のまちづくりの進捗状況

南台一・二丁目地区の不燃領域率（耐火建築物と空地の割合を
足したもの）（％）

南台一・二丁目地区地区施設道路の整備率（％）

平和の森公園周辺地区地区施設道路の整備率（％）

現状と課題

　西武新宿線沿線は、鉄道による地域分断と踏切による交通渋滞が慢性化しているうえ、駅前広場、アクセス道路、都市計
画道路などが未整備である。鉄道の立体交差化が着工準備採択（中井駅～野方駅間）されたことにより、早急に各駅の沿線
まちづくり計画を策定する必要がある。
　中井駅～野方駅間が立体交差化の着工準備区間に採択され、野方駅～井荻駅間が東京都の事業候補区間に選定された。そ
のため、早急に沿線まちづくり計画を策定する必要がある。

　本町地区は、幹線道路から一本路地に入ると、狭隘道路が多く接道不良地や小規模敷地があり、建替え更新が困難な古い
木造家屋が密集している街区が残っている。また、みどりやオープンスペースが少なく、災害時の活動拠点の確保や住環境
の快適性の向上が求められている。土地開発公社が先行取得した２か所の大規模用地を活用し、防災機能をもった公園の整
備や、周辺道路の拡幅整備など都市の基盤整備が必要である。また、近隣の商店街の振興など地域の賑わいの向上など総合
的なまちづくりをすすめる必要がある。

　南台一・二丁目、四丁目地区は、老朽木造住宅が密集しており、公園などのオープンスペースが不足しているうえ、狭い
道路や行き止まり道路が多く、災害時の危険性が高くなっている。大地震の際、安全に避難できるよう、広域避難場所に至
る地区施設道路の拡幅や新設による避難路の確保を図る必要がある。
　広域避難場所（平和の森公園）を安全な防災拠点にするためには、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。

　東中野駅周辺地区（山手通り内側のエリア）は、都の方針として、センターコア再生ゾーンに位置付けられ、都心、副都
心などと連携し、都心居住・複合市街地形成の推進、良質な居住環境の創出をすすめることがまちづくりの課題となってい
る。

　大和町、野方、新井、上高田地区は、東京都の防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されており、大地震などの災害
時における火災危険度が高くなっている。そのため、都市計画道路・幹線道路の整備によるオープンスぺースの確保や建物
の不燃化を促進し、防災性向上を図る必要がある。また、中野一丁目や中野五丁目など火災危険度が特に高い木造住宅密集
地域の改善に向け、狭小敷地等での建替えが困難なケースも多く、共同建替え等をすすめる必要がある。
　小・中学校跡地、国家公務員宿舎跡地など、大規模な敷地が今後出現する。これらの敷地を活用して都市基盤を整備する
とともに、密集市街地整備や都市施設整備に必要な事業代替地を創出し、事業の促進を図るなど、市街地の改善に寄与する
敷地の有効活用の検討を行う必要がある。

連携の内容

重点取り組み

21年度に重点的に行
う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

西武新宿線沿線まちづくり 　多くの方が勉強会や住民意見交換会に参加す
ることによりまちづくりの機運が醸成され、ま
ちづくり計画の合意形成が図られる。

　各まちづくり勉強会や地元住民と地域合意形成を図りながら、沿線まち
づくり計画（案）を策定する。

本町地域のまちづくり 　木造密集地域の防災性の向上、みどりの増加
による地域の快適性の向上が図られるととも
に、商店街の振興による地域の賑わいの向上を
図ることができる。

　土地開発公社が取得した本町二丁目の郵政宿舎跡地を買い戻し、隣接す
る東郷公園と一体化したみどり豊かで防災機能を有する公園として整備す
るとともに、交流の核となる施設を整備する。また、近接する中野新橋商
店街の伝統を生かした地域の振興策等を、地域の検討組織で検討してい
く。

地区計画によるまちづくりの促進 　国や東京都の補助事業を活用することで、区
の財政負担を軽減しつつ、災害に強く、安心安
全なまちづくりを推進することができる。

　南台一・二丁目地区では、広域避難場所内に防災公園を整備し、避難場
所の防災機能を向上を図り、併せて避難所に至る地区施設道路の整備をす
すめる。また、平和の森公園周辺地区では、建替えに併せて地区施設（道
路・橋梁）を整備するほか、積極的に用地買収をすすめるなど、地区計画
によるまちづくりのさらなる促進を図る。

不燃化促進事業 　不燃化促進事業を導入することで、まちの防
災機能を高めることが期待できる。

　平成２１年度に、広域避難場所周辺に都市防災不燃化促進事業を導入
し、避難場所の安全確保と利用可能避難面積の拡充を図る。

東中野地域のまちづくり 　現在進行中の公共施設整備や民間の開発プロ
ジェクトなどを視野に入れ、地域再生、活性化
を主眼に、商業・業務機能の集積により、地域
の賑わいと交流を作り出し、また、良質な住宅
を供給することにより、環境とも調和した活力
あるまちづくりをすすめることが期待できる。

　駅前広場整備など進行中の公共施設整備や民間開発プロジェクトなどを
視野に入れ、駅周辺の地域再生、活性化を主眼としたまちづくり計画
（案）の検討を行う。また、東中野三丁目地区においても、学校建替えに
併せて災害に強いまちづくりの検討を行う。

連　携

連携による成果向上
内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

○東中野駅前広場整備事業等にかか
る情報の共有化（都市計画分野）
○もみじ山通り拡幅整備計画にかか
る情報の共有化（都市計画分野）
○東中野地域における各商店街の活
性化に向けた取組み（産業振興分
野）
○本町地域のまちづくりに関し、公
園整備については公園道路分野、知
と交流施設の整備については教育委
員会等、商店街の振興については産
業振興分野との連携を図る。
○共同化事業の促進方策の検討
（建築、住宅分野）
○地区施設の整備（公園・道路分
野）

○東中野地域まちづくり計画作成に向けての検討素材
とする。
○郵政宿舎跡地を起点とし、災害に強く、みどり豊で
環境にやさしい、活発な交流と活力に満ちたまちづく
りを進めることができる。
○拡幅されるもみじ山通りは、沿道のまちづくりと密
接不可分のため、連携協力が必要であり、事業進捗の
調整が図れる。
○ＰＴの立ち上げにより、共同化事業にかかる促進方
策等の検討を連携して行うことができる。
○避難路が確保される。
○沿線まちづくり計画がすすむ。

連携による成果
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地域の特色を生かしたまちづくり

施策目標

　西武新宿線沿線まちづくり計画に基づき、道路や駅周辺の整備計画が策定されるなど、沿線のまちづくりが動きはじ
めている。

　本町地域では、郵政宿舎跡地・ＮＴＴ社宅跡地を起点として、地域の特性を踏まえ、災害に強く、みどり豊かで環境
にもやさしく、活発な交流や賑わいと活力に満ちた安全で快適なまちづくりの検討がすすんでいる。

　地区計画によるまちづくりがすすめられている南台一・二、四丁目地区では、木造住宅密集地域の改善に向け、建替
えの機運が高まっている。また、平和の森公園周辺地区では、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、地区施設道路の整備もすすみ防災性が高まり住環境が改善されている。

　東中野駅西口駅前広場整備及びＪＲ軌道上空活用など交通基盤整備事業の進捗と併せて、地元において東中野駅周辺
のまちづくりの具体的なまちづくりの協議がはじまっている。また、東中野三丁目地区では、学校施設の建替えにあわ
せた周辺の生活道路の整備や安全な避難経路の確保により、災害に強いまちづくりの取組みがはじまっている。

　木造住宅密集地域において、共同化事業に向けた取組みの検討がはじまり、共同化等による建替え促進の機運が徐々
に高まりつつある。また、学校再編や国家公務員宿舎跡地など土地の利用転換にあたっては、防災性の向上や住環境の
改善など、まちづくりに寄与した土地の有効利用の検討がすすめられている。

成果指標
と目標値

成果指標

西武新宿線沿線まちづくりの進捗状況
（勉強会等への参加人数）

本町二・三丁目地区のまちづくりの進捗状況

東中野地域のまちづくりの進捗状況

南台一・二丁目地区の不燃領域率（耐火建築物と空地
の割合を足したもの）（％）

南台一・二丁目地区地区施設道路の整備率（％）

平和の森公園周辺地区地区施設道路の整備率（％）

現状と
課題

　西武新宿線沿線は、鉄道による地域分断と踏切による交通渋滞が慢性化しているうえ、駅前広場、アクセス道路、都市計画道路
などが未整備である。鉄道の立体交差化が着工準備採択（中井駅～野方駅間）されたことにより、早急に各駅の沿線まちづくり計
画を策定する必要がある。
　中井駅～野方駅間が立体交差化の着工準備区間に採択され、野方駅～井荻駅間が東京都の事業候補区間に選定された。そのた
め、早急に沿線まちづくり計画を策定する必要がある。

本町地区は、幹線道路から一本路地に入ると、狭隘道路が多く接道不良地や小規模敷地があり、建替え更新が困難な古い木造家
屋が密集している街区が残っている。また、みどりやオープンスペースが少なく、災害時の活動拠点の確保や住環境の快適性の向
上が求められている。土地開発公社が先行取得した２か所の大規模用地を活用し、防災機能をもった公園の整備や、周辺道路の拡
幅整備など都市の基盤整備が必要である。また、近隣の商店街の振興など地域の賑わいの向上など総合的なまちづくりをすすめる
必要がある。
東中野駅周辺地区（山手通り内側のエリア）は、都の方針として、センターコア再生ゾーンに位置付けられ、都心、副都心など

と連携し、都心居住・複合市街地形成の推進、良質な居住環境の創出をすすめることが課題となっている。

南台一・二、四丁目地区は、老朽化した木造建築物が密集しており、公園などのオープンスペースが不足しているうえ、狭い道
路や行き止まり道路が多く、災害時の危険性が高くなっている。大地震の際、安全に避難できるよう、広域避難場所に至る地区施
設道路の拡幅や新設による避難路の確保を図る必要がある。
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。
大和町、野方、新井、上高田地区は、東京都の防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されており、大地震などの災害時にお

ける火災危険度が高くなっている。そのため、都市計画道路・幹線道路の整備によるオープンスぺースの確保や建物の不燃化を促
進し、防災性向上を図る必要がある。また、中野一丁目や中野五丁目など火災危険度が特に高い木造住宅密集地域の改善に向け、
狭小敷地等での建替えが困難なケースも多く、共同建替え等をすすめる必要がある。
小・中学校跡地、国家公務員宿舎跡地など、大規模な敷地が今後出現する。これらの敷地を活用して都市基盤を整備するととも

に、密集市街地整備や都市施設整備に必要な事業代替地を創出し、事業の促進を図るなど、市街地の改善に寄与する敷地の有効活
用の検討を行う必要がある。

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 構想案検討

駅周辺まちづ

くり構想（た

たき台）策定

駅周辺まちづ

くり構想（た

たき台）策定

沿線まちづく

り計画（案）

策定

概要

事業２

実績 ー ー
検討（意
見交換会
実 ）

まちづく
り案の検

概要

事業３

実績 26.40 28.47 29.44 32

概要

事業４

実績 47.96 52.58 53.42 60

概要

事業５

実績 ー
まちの現況調

査

まちづくり構

想の検討

まちづくり計

画の検討

概要

事業６

実績 ー ー ー
都市計画決

定・事業認

可、基本設計

概要

＜主な取組み＞

西武新宿線沿線まちづくり

西武新宿線沿線まちづくりの進捗状況

　関係機関（東京都、西武鉄道、杉並区等）と協議を行いながら、地元区民やまちづくり勉強会における合意形成を図
り、沿線まちづくり計画（案）を策定する。

本町地域のまちづくり

本町二・三丁目地区のまちづくりの進捗状況

　郵政宿舎跡地を起点とし、隣接する東郷公園と一体化したみどり豊かで防災機能を有する公園とする整備計画の検
討、交流の核となる施設整備等の検討を行う。また、近接する商店街の伝統を生かした地域の振興策等について、地域
の検討組織で検討をすすめる。

地区計画によるまちづくりの促進

平和の森公園周辺地区地区施設道路の整備率(％)

　平和の森公園周辺地区では、建替えに併せて地区施設（道路・橋梁）を整備するなど、地区計画によるまちづくりの
さらなる促進を図る。また、南台一・二丁目地区では、広域避難場所内に防災公園を整備し、避難場所の防災機能を向
上を図り、併せて、避難所に至る地区施設道路の整備をすすめる。

不燃化促進事業の実施

南台一・二丁目地区の不燃領域率(％)

　平成２１年度に、広域避難場所周辺に都市防災不燃化促進事業を導入し、避難場所の安全確保と利用可能避難面積の
拡充を図る。

東中野地域のまちづくり

東中野地域のまちづくりの進捗状況

　センターコア再生ゾーンに位置付けられている東中野駅周辺地区（山手通り内側のエリア）における、まちづくりに
向けた具体的な取組み（まちづくり計画）方策の検討を行う。

（仮称）南部防災公園整備

（仮称）南部防災公園整備

　広域避難場所である東京大学附属中等教育学校敷地内に、約１ヘクタールの防災公園を整備し、災害時の避難の円滑
化と日常地域環境の快適性の向上を図る。

施策のコスト（決算）（千円）

17 18 19 20

組織変更により算出不可 組織改正により算出不可 639,507
（まちづくり三分野計）

区民一人あたりコスト（円） 組織変更により算出不可 組織改正により算出不可 2,063
（まちづくり三分野計）

区の計画との関係

(1)　１０か年計画
　　　　領域Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　　　　　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－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
　　　　　主な取組み　共同化によるまちづくり

(2)　都市計画マスタープラン
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