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快適で調和のあるまちづくり

分野目標

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状態を目指す。

区内の幹線道路である都市計画道路が整備され、人々や物流が安全で円滑に移動できる交通環
境が整い、さらに道路緑化などにより都市防災機能の向上を目指す。

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状態を目指す。

「都市計画マスタープラン」及び「みどりの基本計画」の改定を行い、基本構想や10か年計画
など最新の動向を踏まえた、進行中の各まちづくり事業の推進とともに新しい中野のまちづく
りの着実な推進を目指す。

現状と課題

東中野駅前広場整備にかかる仮設桟橋の転用については、無償転用をする事で東京都、ＪＲ、
首都高と協議を進めている。駅前広場の基本配置計画の協議は概ね整っている。広場と駅舎を
結ぶ人工地盤（軌道上空活用）については、全面覆工の方向でＪＲ等と協議中である。平成９
年度締結の基本協定に基づき、東京都、JR及び区における役割分担及び整備スケジュールを明
確にしながら整備に取り組む必要がある。

「基本構想」や「１０か年計画」の制定、近年の社会状況の変化を踏まえて、まちづくりに関
する基本的な計画である「都市計画マスタープラン」や「みどりの基本計画」等を見直す必要
がある。

区所管の本郷通り、もみじ山通り、東中野駅前広場及び区画街路１､２号線は優先整備路線に位
置付けられている。南・中・北部におけるまちづくりや中野駅周辺のまちづくり、西武新宿線
連続立体交差化事業など、まちづくりの動向にあわせその基盤となる幹線道路の整備が課題で
ある。もみじ山通りは、九中の跡地利用（体育館）や中野二丁目再開発事業とあわせて１０か
年計画に位置付けられており、地域内ネットワークを確保する上からも整備スケジュール、執
行体制の明確化により具体的に取り組む必要がある。

野方駅整備に向け、西武鉄道と基本協定を締結し、「野方駅整備株式会社」を設立した。今後
は整備案の地域住民への周知と協力を得ながら、整備工事に向け実施設計に入る。
課題としては、駅北口開設の前提となる北口事業用地の早急な取得が必要となっている。

成果指標
と目標値 東中野駅前広場整備及び軌道上空活用、全体

工程から見た各年度までの到達度

野方駅整備、全体工程から見た各年度までの
到達度

都市計画道路整備、全体工程から見た各年度
までの到達度

成果指標

社会状況の変化に即した都市計画マスタープ
ラン及びみどりの基本計画の改定（進捗率）

都市計画道路の整備

野方駅整備

東中野駅前広場整備

都市計画道路整備

生活道路整備

16

135,827

440

都市計画マスタープラン及びみどりの基本計画改定

177,396

-

-

575

ＪＲとの協議に基づく軌道上空公共空間の基本設計
と公共空間及び駅前広場の実施設計を行う。

東中野駅前広場整備 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。
駅前広場整備及び軌道上空活用がより具体
化される。

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

取り組み

都市計画マスタープラン改定及びみどりの基本計画改
定

成果指標に対する効果

交通量調査やまちづくりの動向により、もみじ山通
りの実施計画と区内都市計画道路整備計画を策定す
る。あわせて、PM、CM等代行業務の導入に向け課
題整理を行い執行態勢を明確にする。

区民一人あたりコスト(円) 442

17

分野のコスト（決算）（千円）
136,126

整備計画の策定により、まちの骨格となる
都市計画道路の整備をより具体化し実現性
を高める。

利用実態にあわせた生活道路の整備より利
便性、安全性が高まる。接道条件が改善さ
れ、駅周辺における土地の適切な利用が図
られる。

都市マスの改定により社会状況の変化に即
した適正な土地利用を推進、実施すること
ができる。また、都市防災、潤い、環境な
どの面で重要な要素である緑の保全と緑化
の推進が図られる。

現在の基本構想や１０か年計画に合せて、区のまち
づくりの基本となる都市計画マスタープラン及びみ
どりの基本計画を改定する。

野方駅南北自由通路及び駅舎橋上化の実施設計と整
備工事を実施する。

自由通路や駅舎橋上化により、駅利用者の
利便性安全性が改善され、更に歩行者の南
北通行が確保される。平成２２年度の野方
駅南北自由通路及び駅舎橋上化に向け、よ
り具体的に実現性が高まる。

野方駅整備

生活道路整備（白鷺二丁目地区）

都市整備部内各分野、拠点まち
づくり推進室

都市整備部内各分野

中部地域まちづくり分野

事業整備に関する地元説明会を行った後、測量及び
実施設計を行い整備工事に着手する。

都市整備部内各分野・拠点まち
づくり推進室
土木・交通分野、公園・道路分
野



様式３

部経営 （２０年度）

6001

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

－ 0 0 － 12.5%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 0 0 0 － １

概要

事業２

実績

概要

効率的に推進する部経営

部の経営

部内の目標管理及び人材育成、予算編成、組織、定数管理、議会対応など部経営に関する
事務を効率的に行い、部内各分野の目標達成を補佐し、更なる行政評価結果の向上を図
る。

外部評価結果において、ＡＡまたはＡ評価を受けた分野数

＜主な取組み＞

現状と
課題

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。

行政評価における外部評価について、都市整備部の分野全体の中で、「ＡＡ」または
「Ａ」評価が占める割合の向上を目指す。

成果指標
と目標値

成果指標

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

部門の人材育成計画の趣旨が職員一人ひとりに浸透していない。

行政評価における外部評価結果について部内各分野は現在、Ｂ評価となっていることか
ら、様々な努力により行政評価結果を更に向上させる必要がある。

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

－－

18

－

19

－区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

－

16

－

－



様式３

まちづくり調整 （２０年度）

6002

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

74 77 77 － 80

87 91 93 － 95

5 4 8 － 3

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 6 4 3 － －

概要

事業２

実績 10 13 12 － －

概要

建築審査会開催回数（回）

調和をめざすまち

都市計画審議会運営

都市計画行政の公正な運営を図るため、都市計画審議会を設置し運営を行なう。

都市計画審議会開催回数（回）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

都市計画審議会の役割や機能を踏まえ、適切な審議会運営が行われている。

国土利用計画法に基づく土地取引届出手続が、区民・事業者に周知され適正に行われてい
る。

建築審査会の役割や機能を踏まえ、適切な審査会運営が行われている。

成果指標
と目標値

中高層建築物の建築計画について、近隣関係住民への事前説明が確実に行われている。ま
た、紛争が生じたときは迅速かつ適切な調整が行われている。

地価に関する情報が、何時でも閲覧可能な状態である。

成果指標

建築紛争調停の実施状況 (‰)
（調停件数／標識設置件数）

都市計画審議会委員の出席状況 (%)

建築審査会委員の出席状況 (%)

建築行政の公正な運営を図るため、建築審査会を設置し運営を行なう。

都市計画法第77条の2第1項及び建築基準法第78条第1項の規定に基づき、中野区都市計画
審議会及び中野区建築審査会を設置。

国土利用計画法に基づく土地取引の届出について、「土地取引の規制に関する経由事務費
等交付金交付要綱」（都要綱）に基づき都知事へ経由する。また、地価公示法第7条第2項
の規定に基づき、公示価格記載書面等の一般の閲覧に供する。

地域における健全な生活環境の維持及び向上に資するため、中高層建築物の建築に係る計
画の事前公開並びに紛争のあっ旋及び調停を行なう。なお、区民と区長の対話集会では、
「個別の建築紛争は行政が介入できる分野ではない。」と回答している。

建築審査会運営

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 192 223 245 － －

概要

事業４

実績 2 9 6 － －

概要

40,23936,629

18

－

届出受理件数（件）

19

建築紛争予防調整

95区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

中高層建築物の建築に先立ち、建築計画の周知を図るため当該敷地に標識を設置させると
ともに、その旨の届出を受理する。また、建築計画の内容を近隣関係住民に対し説明させ
るとともに、その内容の報告書を受理する。なお、近隣関係住民からの苦情相談に応ずる
とともに、紛争調整の申出があった場合にはあっ旋・調停を行なう。

国土利用計画法届出受理

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し乱開発を防止するため、一
定規模以上の土地取引について、当該土地が所在する区市町村の長を経由して、知事への
届出を義務付けている。この届出の受付をするとともに、そのための事前相談・指導等を
行なう。

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

131

16

119

29,386

標識設置届出件数（件）



様式３

都市計画 （２０年度）

6003

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - 事前検討 100%

- - 事前調査 100%

- - 100% 100%

- - 50% 100%

10% 100%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - ー － 100

概要

事業２

実績 - - ー － 100

概要

現行都市計画マスタープランや「みどりの基本計画」は、現在の「基本構想」及び近年の
社会状況を反映しておらず、その一方、これらを踏まえた土地利用計画や、進行中の各ま
ちづくり事業が求められている。魅力と活力に満ちた中野のまちの実現に向け、その基礎
となる「都市マス」や「みどりの基本計画」の改定は急務である。

首都直下型地震の危険性が示される中、区の都市復興の体制づくりや対応マニュアルの点
検と習熟に備える。

都市マス等を踏まえた都市計画決定手続きが適正に行われているか、との評価はこれまで
行われてこなかったのたので、今回都市計画の案が決定・告示へと至る評価項目をおくこ
とで、都市計画進捗度の迅速さ、適正さを図ることとした。

土地利用計画ー２

都市緑地保全に従い、19年度基礎調査及び都市計画マスタープランとの整合を図りつつ、
みどりの基本計画を策定する。

区の各まちづくり事業や計画が適正に展開するため、「都市計画マスタープラン」や「み
どりの基本計画」の改定を行い、活力と魅力あふれる中野のまちづくりを進める基礎とす
る。

都市計画法第６条に基づく都市計画基礎調査（区内分）を実施し、「都市計画マスタープ
ラン」や「みどりの基本計画」に反映させる。

区が進める各まちづくり事業や土地利用計画が策定中の都市マスやみどりマスと整合する
よう調整する。

成果指標
と目標値

震災都市復興体制を確立し、復興マニュアルの点検と、それに基づいた実践的訓練が行わ
れ、震災時への備えや対応を充実させる。

成果指標

都市計画原案策定に対する決定率

都市計画マスタープランの改定

みどりの基本計画の改定

みどりの基本計画の改定

適切な土地利用

土地利用計画－１

現行基本構想や社会状況を踏まえ、中野のまちづくりの基礎となる都市計画マスタープラ
ンを改定する。

都市計画マスタープランの改定

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

震災復興本部体制の確立

都市計画基礎調査の完了

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 - - ー － 100

概要

事業４

実績 - - - - 100

概要

211

16

235

79,759

震災都市復興体制の確立

（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

震災都市復興体制（復興本部体制及び市民組織体制）を確立するとともに、復興マニュア
ルの点検とそれに基づく訓練を行い、迅速な都市復興に備える。

都市計画基礎調査（都市計画法第6条に基づき5年に一度の調査が義務付けされている）

都市計画法に基づく社会経済情勢や都市状況を踏まえた都市計画基礎調査を行い、調査結
果を都市計画マスタープランやみどりの基本計画の改定に反映させる。

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

258区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

64,90872,698

18

－

都市計画基礎調査の完了

19

震災都市復興



様式３

都市施設 （２０年度）

6004

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

5.0% 10.0% 15.0% 35.0% 60.0%

10.0% 15.0% 20.0% 30.0% 50.0%

ー ー ー ー
実施計画
の策定

ー ー ー 20.0% 100.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 5 10 15 － 60

概要

着実に進める都市施設

野方駅整備

Ｈ１６基礎調査実施（５）、Ｈ１７交通実態把握・整備計画素案作成（１０）、Ｈ１８基本設計（１
５）、Ｈ１９基本協定締結　野方駅整備㈱設立　実施設計着手（３５）、Ｈ２０実施設計完了　整備
工事着手（６０）、Ｈ２１整備工事継続（９０）、Ｈ２２整備工事竣工・開設（１００）：単位％
平成２０年度は、西武鉄道他関係機関との調整を図りながら、引続き実施設計を行う。実施設計が完
了後、整備工事に着手する。また中野区土地開発公社から用地の買戻しを行う。

全体工程から見た各年度までの到達度（％）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

都市計画道路整備、全工程から見た
各年度までの到達度（％）

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。

利用実態にあわせた生活道路が整備され、利便性、安全性が向上している。また接道条件
が改善され、駅周辺における土地の適切な利用が図られている。

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。

成果指標
と目標値

区内の幹線道路である都市計画道路が整備され、人々や物流が安全で円滑に移動できる交
通環境が整い、さらに道路緑化などにより都市の防災機能が向上している。

成果指標

野方駅整備、全体工程から見た各年
度までの到達度（％）

東中野駅前広場整備及び軌道上空活用、全体
工程から見た各年度までの到達度（％）

生活道路整備（白鷺二丁目）、全体工程

から見た各年度までの到達度（％）

野方駅整備に向け、西武鉄道と基本協定を締結し、「野方駅整備株式会社」を設立した。今後は整備
案の地域住民への周知と協力を得ながら、整備工事に向け実施設計に入る。
課題としては、駅北口開設の前提となる北口事業用地の取得が必要となっている。

白鷺二丁目の生活道路整備に向け、下水道局等企業者と詳細を調整中である。また事業用地について
は取得に向け土地所有者と交渉中である（中野区土地開発公社）。
区所管の本郷通り、もみじ山通り、東中野駅前広場及び区画街路１，２号線は優先整備路線に位置付
けられている。南・中・北部におけるまちづくりや中野駅周辺のまちづくり、西武新宿線連続立体交
差化事業など、まちづくりの動向にあわせその基盤となる幹線道路の整備が課題である。もみじ山通
りは、九中の跡地利用（体育館）や中野二丁目再開発事業とあわせて１０か年計画に位置付けられて
おり、地域内ネットワークを確保する上からも整備スケジュール、執行体制の明確化により具体的に
取り組む必要がある。

東中野駅前広場整備にかかる仮設桟橋の転用については、無償転用をする事で、東京都、ＪＲ、首都
高と協議を進めている。駅前広場の基本配置計画の協議は概ね整っている。広場と駅舎を結ぶ人工地
盤（軌道上空活用）については、全面覆工の方向でＪＲ等と協議中である。平成９年度締結の基本協
定に基づき、東京都、ＪＲ及び区における役割分担及び整備スケジュールを明確にしながら整備に取
り組む必要がある。

16 17 18 19 ２０目標

事業２

実績 10 15 20 － 50

概要

事業３

実績 ー ー ー ー
実施計画
の策定

概要

事業４

実績 ー ー ー － 100

概要

全体工程から見た各年度までの到達度（％）

Ｈ１６駅前広場・駐輪場基本設計　軌道上空公共空間基本構想作成（１０）、Ｈ１７ＪＲとの軌道上
空公共空間に係る覚書締結（１５）、Ｈ１８線路上空共同調査設計（２０）、Ｈ１９仮設桟橋転用協
議　上部活用に関するＪＲとの基本協定締結（３０）、Ｈ２０軌道上空公共空間基本設計　軌道上空
公共空間・駅前広場実施設計（５０）、Ｈ２１軌道上空公共空間整備工事着手（６０）、Ｈ２２駅
前・駐輪場整備着手　軌道上空公共空間整備工事竣工（８５）、Ｈ２３駅前・駐輪場整備工事竣工・
供用開始（１００）：単位％　平成２０年度は、軌道上空公共空間基本設計及び軌道上空公共空間・
駅前広場の実施設計の完了を目指す。

30,97850,129

18

－

全体工程から見た各年度までの到達度（％）

19

都市計画道路整備

221区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０ヵ年計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）次世代育成支援行動計画
　　　領域Ⅰ－１　拠点まちづくりの推進　　　　　　　　　　　　　　主な事業　　　交通バリアフリー整備
　　　主な取組み　　東中野駅周辺のまちづくりと駅前広場整備　（３）保健福祉総合推進計画２００５
　　　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

平成２０年度は、平成２１年度より事業を進展させるため、都市計画道路事業化調査として、事業実
施計画の策定とその為に必要となる交通量調査を行う。この中では、施工区間の順位や事業工程のス
ケジュール、事業実施体制なども明確にしていく。

生活道路整備（白鷺二丁目）

Ｈ１９事業用地取得（中野区土地開発公社）（２０）、Ｈ２０埋蔵文化財試掘調査　測量・実施設計
整備工事（１００）：単位％
平成２０年度は、埋蔵文化物の調査を行い、測量・実施設計後、整備工事を行う。また中野区土地開
発公社から用地の買戻しを行う。

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

101

16

162

68,251

東中野駅前広場整備及び軌道上空活用

全体工程から見た各年度までの到達度（％）


