
60 都市計画 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

ー ー ー 検討 制定 ー

15 35 60 ー 100 ー

20 30 40 ー 70 ー

快適で調和のあるまちづくり

分野目標

まちづくりを効果的に推進するためのしくみを整え、10か年計画や都市計画マスタープラン等に
示された方針に基づく計画的な都市整備やまちづくりの進展をめざす。

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となることをめざす。

東中野駅前広場等が整備され、人々の円滑な移動が可能となり、まちづくりの新たな展開により
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めざす。

誰もが利用しやすいように道路や駅舎など交通環境の整備を図るととともに、人々の移動や物流
を円滑化し都市の防災機能を向上させるため、都市計画道路など都市基盤が整備された安全で快
適に暮らせるまちづくりをめざす。

成果指標
と目標値

成果指標

まちづくり条例の制定

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線路上空活
用 全体工程から見た各年度までの到 20 30 40 ー 70 ー

ー ー
都計道
事業化
調査

ー

落合駅地下
通路地元調
整・整備着

手

都計道
一部区
間完成

と目標値 用、全体工程から見た各年度までの到
達度（％）

都市計画道路等整備に向けた調整、各
年度の到達項目

現状と課題

10か年計画や都市計画マスタープランにおいて示されている方針に基づき、都市計画やまちづく
り事業を円滑かつ着実に推進するため、制度的支援や誘導のしくみをさらに整える必要がある。

西武新宿線野方駅は駅舎がバリアフリー化されておらず、障害者・高齢者の利用を妨げている。
また、駅入口が南口しかなく、直近の踏切がいわゆる「開かずの踏切」であるため、北側からの
駅利用者及び周辺住民の利便性・安全性を妨げている。こういった理由から、駅舎のバリアフ
リー化、北口開設、自由通路整備が緊急の課題となっている。

東中野西口駅前広場は昭和32年の都市計画決定後、長期にわたり事業化が見送られていたが、山
手通りの拡幅事業にあわせて、駅前広場を事業化すると共に、駅と広場の間にある線路上空空間
に人工地盤を設置し、駅と広場を繋ぐ通路を整備することで、交通結節点機能の向上と駅利用者
の利便性の向上を図る必要がある。

安全で快適なまちづくりを進める上で、都及び区所管の未整備都市計画道路（15路線）の整備が
課題となっており、その整備の促進が必要である。
また、山手通りの拡幅や駅舎改築にともない、駅周辺の道路において横断施設などの都市施設の
改善を図る必要がある。

連携の内容

東中野駅前広場整備及び線路上空活用

重点取り組み

22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

まちづくり条例の制定 身近な地区を単位としたまちづくりのため
の枠組みや手続き等について定められるこ
とで、それぞれの地域にふさわしい土地利
用が図られることへつながる。

まちづくりに向けた手続きなどを定めたまちづくり
条例を制定し、区内の良好な土地利用を図る。

野方駅整備 橋上駅舎及び南北自由通路完成により、歩
行者の南北通行が確保されるとともに、駅
利用者の安全性の改善、利便性の向上が図
られる。

平成21年度の北口及び自由通路の一部完成に引き続
き、22年度は南口階段、エレベーター等と南口駅前
広場整備工事を行う。あわせて踏み切りの前後の区
道整備を行う。全体完成は平成22年秋ごろの予定。

駅前広場及び連絡通路を整備することで、
交通結節点としての利便性・安全性が向上
し、にぎわいの核としての滞留空間の確保
につながる。

駅西口に駅前広場と連絡通路を整備する。22年度は
駅と駅前広場をつなぐ通路とするための線路上空人
工地盤整備工事に着手する。

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（地域まちづく
り分野）

情報の共有や調整を図りながら事
業を進めることで、東中野地域の
まちづくりの推進に寄与する。

連携による成果

18

148,010

479

－

区民一人あたりコスト(円) 388 1,981 －

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

120,130 618,009



様式３

都市計画 （２２年度）

6001

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー ー ー 検討 策定

ー ー ー ー 方針策定

17,807 21,595 21,879 ー 25,000

成果指標
と目標値

成果指標

まちづくり条例の制定

景観計画の方針策定

用途地域図・都市計画概要図のホー
ムページへのアクセス件数（件）

適切な土地利用

施策目標

魅力と活力ある良好な都市空間の形成に向けて、10か年計画や都市計画マスタープラン等に
示された方針に基づく適切な都市計画が立案され、適正な手続きのもとに都市計画事務が行
われている。

まちづくりを推進するための枠組みや手続きが定められ、区民自らが提案したまちづくりに
対する支援が行われるとともに、地域の状況に応じた良好なまちづくりが進んでいる。

景観計画の策定と景観条例の制定が行われ、区のまちづくりにおける良好な景観の形成・誘
導が進んでいる。

都市計画の総合窓口として、わかりやすい窓口環境を整備し迅速な対応ができている。また
用途地域等の問い合わせに対し、都市計画説明が正しく行われるとともに、他の担当への適
切な案内が行われている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー ー ー 検討 策定

概要

事業２

実績 ー ー ー ー 方針策定

概要

21年度に改定された都市計画マスタープランにおいて新たなまちづくり方針が掲げられてお
り、この方針に沿って、必要な都市計画事務を適正に行うとともに、まちづくりを推進する
ための枠組みや手続きを整備する必要がある。

現状と
課題

まちづくり条例の制定

まちづくりに向けた手続きなどを定めたまちづくり条例を制定し、区内の良好な土地利用を
図る

土地利用計画

景観計画の基本方針策定

区の良好な景観を形成し守るため、景観計画の策定に向けた基本方針をまとめる。

良好な都市景観を形成するための区の基本方針がなく、景観を阻害する建築物・工作物や屋
外広告物などの抑制・排除の基準が明確にされていない。景観まちづくりに向けた枠組みや
手続き、規制等を設ける必要がある。

＜主な取組み＞

土地利用計画

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 17,807 21,595 21,879 ー 25,000

概要

事業４

実績

概要

79,759 65,089 96,099 ー

区民一人あたりコスト（円） 258 210 308 ー

用途地域図・都市計画概要図のホームページへのアクセス件数（件）

都市計画に関する総合窓口として、用途地域や他の都市計画規制に関して正しく説明し、担
当分野への案内を適切に行う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

都市計画に関する適切な窓口案内

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅰ－１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　　　　おもな取組み　　魅力ある都市景観の形成
（２）都市計画マスタープラン
       第2章3　都市整備の基本方針
 　　　3-6景観都市づくりの基本方針「景観都市づくりへの取り組み」



様式３

都市施設 （２２年度）

6002

18 19 20 21 22目標 （達成度）

15 35 60 ー 100

20 30 40 ー 70

ー ー
事業化調

査
現況測量、
予備設計 内部検討

ー ー ー ー
地元調整
（都共

催）、着工
(都)

着実に進める都市施設

施策目標

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・駅利用者などが
便利で安全に通行できるようになっている。

東中野駅前広場や駅舎と駅前広場を繋ぐ連絡通路が整備され、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。

区内の幹線道路である都市計画道路の整備が進み、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機能や防災機能が向上している。

山手通りの落合交差点付近に落合駅地下通路を活用した地下横断通路が設置されることで、
通学者や高齢者等が山手通りを安全で便利に横断できるようになっている。

成果指標
と目標値

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線路上空活用、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項目

落合駅地下通路整備の、全体工程か
ら見た各年度までの到達度

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 15 35 60 90 100

概要

事業２

実績 20 30 40 60 70

概要

現状と
課題

西武新宿線野方駅は、駅舎がバリアフリー化されておらず、障害者・高齢者の利用を妨げている。また、駅入口が南口しかな
く、直近の踏切がいわゆる「開かずの踏切」であるため、北側からの駅利用者及び周辺住民の利便性・安全性の妨げとなってお
り、駅舎のバリアフリー化、北口開設、自由通路整備が緊急の課題となっている。

東中野西口駅前広場は昭和32年の都市計画決定後、長期にわたり事業化が見送られていたが、山手通りの拡幅事業にあわせて、
駅前広場を事業化すると共に、駅と広場の間にある線路上空空間に人工地盤を設置し、駅と広場を繋ぐ通路を整備することで、
交通結節点機能の向上と駅利用者の利便性の向上を図る必要がある。

安全で快適なまちづくりを進める上で、都及び区所管の未整備都市計画道路（15路線）の整備が課題となっており、その整備の
促進が必要である。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。中野駅周辺のまちづくりや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た未着工の都市計画道路や
幹線道路の整備が課題である。

落合交差点付近において、山手通り拡幅工事に伴い撤去された歩道橋の代替えとして、落合交差点下の地下施設を利用した新た
な機械式昇降装置を備えた、安全で利用しやすい横断施設の整備を行う必要がある。また、地下鉄丸ノ内線中野坂上駅西口整備
にともない、青梅街道横断施設の改善が必要である。

＜主な取組み＞

既存駅・駅周辺機能改善計画（野方駅整備）

全体工程から見た各年度までの到達度（％）

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（１５）、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）、Ｈ２
２整備工事竣工・開設（１００）：単位％
平成20～22年度にかけて整備工事を行う。平成22年3月に北口施設、橋上駅舎、及び自由通路の一部供用を開始し、平成22年
度は引き続き南口と駅前広場の整備を行う。全体完成は平成22年秋ごろの予定。

東中野駅前広場整備

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　線路上空活用基本構想作成（１０）、Ｈ１７ＪＲとの線路上空活用に係る覚書締結（１
５）、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）、Ｈ２
０線路上空基本設計　線路上空（連絡通路）・駅前広場実施設計（50）、Ｈ２１線路上空支障移設工事着手（60）、Ｈ２２線
路上空人工地盤整備工事（70）、【①】線路上空活用（連絡通路）工事（80）、【②】線路上空活用（連絡通路）工事
（85）、【③】駅前・駐輪場整備着手（90）、【④】駅前・駐輪場整備工事竣工・供用開始（100）：単位％

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 ー ー 事業化調査
現況測量、
予備設計

内部検討

概要

事業４

実績 ー ー ー ー
地元調整（都
共催）着工

(都)

概要

都市計画道路調整

全体工程から見た各年度までの到達項目

優先整備路線に位置付けられている、もみじ山通り（早稲田通り～大久保通り）の整備につ
いて、検討を進める。
新しい中野をつくる１０か年計画（第２次）では、ステップ３で整備（事業認可取得）と
なっている。

都市計画道路調整（落合地下横断通路整備）

全体工程から見た各年度までの到達項目

環状6号線(山手通り)に設置されていた歩道橋の代替として東京都が地下横断通路を設置す
る。区は都と協働して、地元調整や管理費の一部負担などを行う。
平成２２～２４　整備工事（東京都）

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

68,251 55,041 521,910 －

区民一人あたりコスト（円） 221 178 1,673 －

区の計画との関係

10か年計画（第２次）
領域Ⅰー１　産業と人々の活力がみなぎるまち
　おもな取り組み　　東中野地域のまちづくりと駅前広場整備、西武新宿線の連続立体交差化にあわせた沿線のま
ちづくり、
　　都市計画道路の整備、駅周辺道路などのバリアフリー整備
領域Ⅰー3　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
　おもな取り組み　　駅周辺道路などのバリアフリー整備


