
62 分野（22年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

2.36 2.45 2.60 ー 2.72 3.00

ー 17.5 － ー 17.6 18.5

40.0 38.9 52.0 ー 55 80

公園・道路整備
みどりが守られ快適に保守整備された公園・道路空間

分野目標

区の中央部や南部地域にみどりの拠点となる大規模公園を整備するとともに、周辺の都
市計画道路や地区計画道路等を整備し、災害に強いまちをつくることを目指す。

公園施設の改修や樹木等の管理を適正に実施し、区民の要望を満足し利用しやすい安全で快適に
管理された公園を目指す。

民間緑化の推進を図るため、みどりの条例による指導や効果的な緑化啓発を行い、身近なみどり
が豊かなまちを目指す。

人々が行き交う道路の環境を良くするため、狭あい道路の拡幅整備や道路の舗装改良を行い安全
で快適なまちづくりを目指す。

中野駅地区整備構想の具体化に向け、駅地区の基盤整備をすすめ、歩行者動線や交通結節点とし
ての機能の向上を目指す。

成果指標

成果指標

公園や広場の満足度
『区民意識調査（最高点4）』

みどり率（％）

緑化計画に基づく工事の完了を確認し
た割合（％）

40.0 38.9 52.0 55 80

20 21 22 ー 24 35

162.0 160.0 153.0 ー 140 50

ー ー ー ー
現北口駅前
広場整備の
設計完了

ー

成果指標
と目標値

た割合（％）

狭あい道路（私道を含む）のうち、区
が拡幅整備した率（％）

中野駅の乗降客増に対応した駅前広場
整備

道路の陥没や落ち込みの発生件数
〈件〉

現状と課題

昭和５０年代に整備した公園の各施設が耐用年数を迎えるとともに機能的にも区民の利用に応え
られていない状況である。区民が安心して利用できる公園とするため維持管理の水準を上げると
ともに、計画的に施設改修を行い快適な公園としていく必要がある。

みどり率の向上をより一層図るためには（現況17.5％）、公共施設に比べ面積比が大きい民有地
の緑化を推進する必要がある。

広域避難場所の核となる防災公園の配置は北部、平和の森、中央部（警大等跡地）南部（東大付
属）の4箇所である。今後、区民一人当たりの公園面積（現況1.3㎡）の増量に結びつき、災害時
の避難場所となる中央部、南部の防災公園の整備を着実に進めていく必要がある。

生活（狭あい）道路の拡幅整備率が未だ22％のため、区内全体で見ると４ｍ未満の道路が多く安
全性や快適性に欠ける。

中野駅周辺は、鉄道施設、道路、地形等によりまちが南北・東西に分断され、まちや各拠点をつ
なぐ回遊動線が形成されておらず、先行する警察大学校等跡地のまちづくりと他の地区とのにぎ
わいの相乗効果が発揮しづらくなっている。

道路舗装の経年劣化に伴い路面の陥没や落ち込みが発生している。これは路面の劣化に加え、埋
設管の老朽化が原因となっており、埋設管の更新を含めた計画的な道路改良が必要である。

連携の内容

公園・街路樹管理

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

公園整備 緑豊かな安全で快適な公園整備をすること
でみどり率が向上する。警察大学校等跡地地区に係る(仮称)中央部防災公園

の整備工事(H24年4月開設予定)を進めていく。

道路整備 新設道路を整備することで安全で快適な道
路環境が向上する。警察大学校等跡地地区に係る都市計画道路の①電線

共同溝工事、②道路整備工事を進めていく。

安全点検に基づき計画的に補修を行うこと
で公園の満足度を高めることができる。21年度に策定する公園施設長寿命化計画に基づき、

遊具等の維持管理、補修に努めていく。

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

警察大学校等跡地地
区整備
(拠点まちづくり分
野)

警察大学校等跡地地区の(仮称)中
央部防災公園及び都市計画道路と
民有地内の公共空地等との一体的
な整備が図れる。

連携による成果

18

1,205,947(公園)
2,009,090(道路)

3,906(公園)
6,507(道路)

－

区民一人あたりコスト(円)
2,931(公園)
6,358(道路)

2,836(公園)
6,243(道路)

－

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

908,208(公園)
1,969,802(道路)

884,746(公園)
1,947,234(道路)



様式３

公園緑地 （２２年度）

6201

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー 2 2 ー 3

－ － 基本計画
基本設計
実施設計

整備工事

201 289 257 ― 295

みどりが守られみどりの豊かさが感じられるまち

施策目標

遊具をはじめとする公園施設の計画的な補修が進められ、安全性が高まっている。

広域避難場所の核となる防災公園が、中央部（警大等跡地）と南部（東大付属等）に整備さ
れ、公園面積の増大と共に災害時の安全性が高まっている。

条例に基づく緑化計画の指導が効果的に行われ、接道部緑化等、地上部の緑化に加え建築物
上の屋上緑化等も進んでいる。

成果指標
と目標値

成果指標

公園改修の箇所数（トイレ改修含
む）

(仮称)中央部防災公園の整備

接道部緑化の条例規定4/10を5/10
で指導した増加分延長(m)

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー 2 2 ー 3

概要

事業２

実績 － － 基本計画 ー 整備工事

概要

現状と
課題

1000㎡以下の公園が公園数の2/3を占め、また施設配置もパターン化している。これらの中
には利用頻度が低いものがあり、時代のニーズにあった公園に改修していく必要がある。

みどりのネットワークをつくるため、道路に接した部分の緑化（接道部緑化）の推進と共に
建築物の屋上や壁面にも目を向け、緑化を推進していく必要がある。

公園の安全が求められている中、夜間、早朝におけるパトロールの実施と共に、視界を遮り
繁茂している樹木の剪定を継続していく必要がある。

＜主な取組み＞

公園整備

公園改修の箇所数（トイレ改修含む）

時代のニーズにあった公園とするため、老朽施設(トイレ含む)のリニューアルやバリアフ
リー化等の改修を行なう。

公園整備

(仮称)中央部防災公園の整備

警察大学校等跡地地区に係る(仮称)中央部防災公園を24年度に開園することを目指し、整備
工事を進める。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 4,540 5,996 4995 ー 4,700

概要

事業４

実績 5,741 6,014 5,601 ー 6,000

概要

公園管理

樹木の剪定(本数)

公園を安全快適な状態に維持するため、繁茂した枝葉を樹木の育成を考慮しつつ剪定する。

緑化推進

年間に実施した条例に基づく緑化計画指導面積(㎡)

条例により建築確認申請時に提出を義務付けている緑化計画を指導し認定する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

1,205,948 908,208 884,747 ー

区民一人あたりコスト（円） 3,906 2,931 2,836 ー

区の計画との関係区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
領域Ⅰ―２　環境に配慮する区民生活が根づくまち
おもな取組み
地域緑化の推進　公共施設の緑化推進　建築時などの緑化推進
領域Ⅰ―３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
おもな取組み
公園の新たな整備　みどりのネットワーク推進　豊かな公園利用の推進



様式３

道路保守整備 （２２年度）

6202

18 19 20 21 22目標 （達成度）

162 160 153 ー 140

66 166 133 ー 100

20 21 22 ー 24

設計１橋
工事１橋

設計１橋
工事１橋

工事１橋 ー 工事1橋

快適に保守整備された道路・河川

施策目標

良好な道路状況を維持管理するために必要な、年度あたりの舗装改良実績面積が、目標の２
８，０００㎡に達し、その水準が維持されている。また、ガードパイプ等の道路付属物につ
いても良好に管理されている。

平成１７年度から開始した橋梁の再生整備の目標６橋の工事が概ね完了し、安全な橋となっ
ている。

毎年確実に生活（狭あい）道路が拡幅整備され、安全な道路環境が整いつつある。

「中野区交通バリアフリー整備構想」に基づいた、区内の駅周辺道路の歩道段差解消などが
図られ、誰もが利用しやすい道路が整いつつある。

成果指標
と目標値

成果指標

道路の陥没や落ち込みの発生件数
〈件〉

道路付属物の不良箇所件数（件）

狭あい道路（私道を含む）のうち、
区が拡幅整備した率（％）

橋梁の改修件数（件）

中野区交通バリアフリー整備構想計
画における歩道の整備率（各駅から

20 23 25.4 ー 28

ー ー ー ー 工事

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 22,379 27,190 23,588 ー 10,000

概要

事業２

実績 4,922 4,944 5,253 ー 2,500

概要

画における歩道の整備率（各駅から
概ね半径500ｍ以内にある対象歩道
総延長21,440ｍに対する整備した割
合）（％）
警察大学校等跡地地区に係る都市計
画道路の整備

現状と
課題

　道路舗装の経年劣化に伴い路面の陥没や落ち込みが発生している。これは路面の
劣化に加え、埋設管の老朽化が原因となっており、埋設管の更新を含めた計画的な
道路改良が必要である。

　生活（狭あい）道路の整備は、建築に伴い地権者の承諾を得て実施するため、道路拡幅整
備について地権者との合意が必要である。

歩道に段差が生じ、車椅子などが通りにくい道路になっているため、基準の歩道勾配にす
るなど誰もが利用しやすい道路にする必要がある。

＜主な取組み＞

道路改良

舗装改良面積（㎡）

　概ね３５年耐久性が確保できる道路とするため埋設管の敷設直しを含めた全断面舗装改良
をおこなう。１年間の舗装改良面積は原則として28,000㎡を目標とする。

生活(狭あい）道路拡幅整備

拡幅整備延長（ｍ）

　｢中野区生活道路の拡幅整備に関する条例｣に基づき、幅員４メートル未満の建築基準法上
の道路を幅員４メートルに拡幅整備する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績
設計１橋
工事１橋

設計１橋
工事１橋

工事１橋 ー 工事1橋

概要

事業４

実績 514 450 626 ー 270

概要

事業５

実績 ー ー ー ー 工事

概要

橋梁の再生整備

橋梁の改修件数（橋）

　橋梁調査により早急に対応すべき６橋について年度計画に基づき整備する。

交通バリアフリー整備

歩道の段差解消延長（ｍ）

　区内の駅周辺道路の歩道を、誰もが安全かつ快適に利用できるよう段差解消を図る。

道路整備

都市計画道路の整備

　警察大学校等跡地地区に係る都市計画道路の①電線共同溝工事、②道路整備工事を進め
る。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

2,009,090 1,969,802 1,947,234 ー

区民一人あたりコスト（円） 6,507 6,358 6,243 ー

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　　領域Ⅰ－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　狭あい道路の拡幅整備
　　　　　　　　　　　　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
　　　　おもな取り組み　駅周辺道路などのバリアフリー整備



様式３

中野駅地区基盤整備 （２２年度）

6203

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー ー ー ー

現北口駅
前広場整
備の設計

完了

ー ー ー ー

中野通り
横断連絡
路の設計

完了

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー ー ー ー 完了

概要

事業２

実績

概要

○現北口駅前広場整備の設計
○中野通り横断連絡路の設計

　中野駅地区整備基本計画に基づき、東西連絡路や現北口駅前広場整備の基本及び実施設
計を行い、平成２３年度の現北口広場等の整備に向けた作業を進める。また、中野通り線
形変更整備、北口広場樹木移植等の関連工事を行う。

現状と
課題

　中野駅周辺は、区内における「広域中心拠点」として、商業・業務、文化その他広域性
を有する諸機能が集積し、区内外への交通アクセスに優れた交通結節点としての機能を担
うことが期待されているが、鉄道施設、道路、地形等によりまちが南北・東西に分断さ
れ、まちや各拠点をつなぐ回遊動線が形成されておらず、先行する警察大学校等跡地のま
ちづくりと他の地区とのにぎわいの相乗効果が発揮しづらくなっている。

＜主な取組み＞

中野駅地区第１期整備事業（中野駅地区基盤整備）

成果指標
と目標値

成果指標

中野駅の乗降客増に対応した駅
前広場整備

中野駅の乗降客増に対応した安
全な歩行者空間の確保

人々が快適に行き交う中野駅地区

施策目標

中野駅地区は、中野駅地区整備構想の具体化に向け、駅周辺まちづくりに対応した基盤整
備がすすんでいる。

　

 

　

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

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
　おもな取り組み　中野駅・駅前広場のまちづくり推進、中野駅南口地区のまちづくり推進
(2)都市計画マスタープラン
(3)中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ2.0
(4)中野駅地区整備構想

ー ー ー ー

区民一人あたりコスト（円） ー ー ー ー

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21
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