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拠点まちづくり

　中野駅周辺地区は、区民、事業者、国・東京都等関係機関などとの協議及び合意形成をすす
め、にぎわいの中心として、業務・商業施設、住宅、教育機関などさまざまな施設が複合的に誘
導され、広域避難場所としての機能とみどり豊かな空間を備えたまちの実現をめざす。

活気とにぎわいあふれる東京の新たな顔づくり

分野目標

　中野駅地区は、まちとまち、まちと駅をつなぐ活力の要として新たな東西・南北動線を整備
し、歩行者動線や交通結節点としての機能の向上をめざす。
　また、駅前広場と新たな業務・商業施設、近隣の商店街が連携する歩行者ネットワーク、歩行
者空間を確保することにより、にぎわいの創出、みどりやうるおいが感じられる場の創出をめざ
す。

　中野三丁目地区は、小劇場の集積など、三丁目ならではの住宅地とにぎわい要素の融合を活か
し、文化性と暮らしが共存するまちの魅力の向上をめざす。
　一方、住宅地については、良好な住環境や景観の形成に配慮し、にぎわいや文化と調和したま
ちづくりをめざす。

　中野二丁目地区は、市街地再開発事業等まちづくりの推進に向けた支援を行うとともに、駅前
広場等の整備をすすめ、個性的な商業、業務、サービスなど中野駅南口の魅力を強化し、もみじ
山文化センターや新体育館など公共施設を集積することにより、生活を豊かに彩る文化活動拠点
としてまちの魅力の向上をめざす。

成果指標
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ー ー ー ー

ー ー ー ー

中野二丁目
地区地区計
画（案）作

成

　中野駅周辺地区は、交通アクセスに優れた交通の結節点であり、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ている。しかし、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も確保さ
れておらず、先行して開発がすすむ警察大学校等跡地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。

中野駅南口地区まちづくりの進捗状況
(中野駅南口地区整備）

　中野二丁目エリアは、市街地再開発事業により南口のにぎわいに資する施設整備を図っていく
必要がある。

　中野駅南口地区は、中野駅地区、警察大学校等跡地周辺地区等の整備と一体となって「東京の
新たな活動拠点」にふさわしいまちの魅力をつくりだす必要がある。

現状と課題

成果指標
と目標値

中野駅地区まちづくりの進捗状況
（中野駅地区整備）

　中野三丁目エリアでは、桃丘小学校跡地の活用とあわせて、駅に近接する街区のまちづくりを
推進し、駅前にふさわしい空間整備を行う必要がある。

中野駅北口地区まちづくりの進捗状況
(警察大学校等跡地地区整備)

ガイドライ
ン改定

（案）作成

　警察大学校等跡地の開発がすすみ、駅の乗降
客数の増加が見込まれる。駅を中心とした人、
自転車、車などの交通需要をさばくため、必要
な都市基盤施設の整備に向けた取組みが促進さ
れる。
　交通結節点の強化は、新しいまち再生への契
機になるとともに、駅周辺のにぎわいの形成
や、歩行者の回遊性確保をもたらす。

成果指標に対する効果

中野駅地区まちづくり

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

　中野二丁目地区は、市街地再開発事業計画エリアを中
心に地区計画整備方針案等を作成し、事業化の推進を図
る。
　中野三丁目地区では、駅西側の南北通路と一体となっ
た歩行者デッキと新南口広場整備に向けた検討を行うと
ともに、あわせて、桃丘小学校跡地利用を含む駅近接地

　まちの将来像やまちづくりの方針・方向性に
ついて、地域、事業者、関係権利者などとの合
意形成が進むとともに、協働によるまちづくり
や、区民・事業者による主体的なまちづくりの
推進につながる。

　警察大学校等跡地地区では、新しい活力あるまちの実
現に向けた事業者間の開発計画の調整、誘導を行う。ま
た、将来の公共基盤施設の維持管理方法等まちの管理・
運営に関し、事業者間調整を開始する。
　囲町地区では、「まちづくり構想」に基づき、まちづ
くり協議会を継続しながら、事業化検討を支援する。
　中野四丁目西エリアでは、駅近傍にふさわしいまちづ
くりの検討を行う。

　警察大学校等跡地の新地権者との協議会を通
して、計画の調整を図ることは、官民連携・協
働によるまちづくりの推進につながり、みどり
とオープンスペースを備えた良質な市街地が形
成され、中野駅周辺のにぎわい創出を図ること
ができる。
　警察大学校等跡地の開発を契機とした周辺部
での連鎖的まちづくりの推進により、活力向上
の相乗効果が期待できる。

中野駅南口地区まちづくり（中野二丁目、三丁目）

中野駅北口地区まちづくり（中野四丁目、五丁目）

　中野駅地区整備基本計画に基づく、第１期整備事業の
実施に伴い、交通計画・都市計画・駐車場整備計画等の
検討を行う。また、平成２４年度以降の第２期及び第３
期の整備事業計画の取りまとめをすすめる。

取り組み

連携の内容

18

137,511

445

連携による実績

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携による成果
○都市計画決定手続き等
○区内の商業・業務等の
産業振興との連携

302,256 ー

のまちづくりの事業化検討を行う。

連携により期待される効果

ー969

20

区民一人あたりコスト(円) 43,367

21

○都市計画担当との連携により、都市計画手
続きにかかる調整（都市計画審議会等）が図
れる。また、公園・道路整備担当との連携に
より、駅地区における都市基盤整備に向けた
取組みの促進が図れる。
○産業振興担当との連携により、にぎわい創
出など、まちの活性化に向けた取組みの実施
が期待できる。

19

分野のコスト（決算）（千円）
13,436,032



様式３

中野駅周辺まちづくり （２２年度）

7001

18 19 20 21 22目標 （達成度）
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ー ー ー ー
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中野二丁
目地区地
区計画

（案）作
成

ガイドラ
イン改定
（案）作

成

現状と
課題

　中野駅周辺地区は、交通アクセスに優れた交通の結節点であり、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ている。しかし、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も確保されておらず、先行
して開発がすすむ警察大学校等跡地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。

　中野駅南口地区は、中野駅地区、警察大学校等跡地周辺地区等の整備と一体となって「東京の新た
な活動拠点」にふさわしいまちの魅力をつくりだす必要がある。
　中野二丁目エリアは、市街地再開発事業により南口のにぎわいに資する施設整備を図っていく必要
がある。
　中野三丁目エリアでは、桃丘小学校跡地の活用とあわせて、駅に近接する街区のまちづくりを推進
し、駅前にふさわしい空間整備を行う必要がある。

成果指標
と目標値

成果指標

中野駅地区まちづくりの進捗状
況
（中野駅地区整備）

中野駅北口地区まちづくりの進
捗状況
(警察大学校等跡地地区整備)

中野駅南口地区まちづくりの進
捗状況
(中野駅南口地区整備）

駅とまちが融合するにぎわい拠点づくり

施策目標

　中野駅地区は、駅舎・駅前広場等の整備計画が具体化し、サンモール・ブロードウェイ
地区では、まちづくりの検討がすすんでいる。

　中野駅北口地区（警察大学校等移転跡地とその周辺地区）は、開発事業者等と連携し、
にぎわいと環境が調和したまちの実現と、それらを支える道路・公園等の基盤整備が着実
に実施されている。

　中野駅南口地区は、人の回遊とにぎわいを回復するため、老朽化した公社住宅を含む中
野二丁目地区で、市街地再開発事業計画が推進され、中野三丁目地域では、駅近接にふさ
わしいまちづくり計画の検討がすすんでいる。

　

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ー ー ー ー

ガイドラ
イン改定
（案）作
成

概要

事業２

実績 ー ー ー ー

ガイドラ
イン改定
（案）作
成

概要

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 ー ー ー ー

中野二丁
目地区地
区計画
（案）作
成

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　警察大学校等跡地及び周辺のまちづくり推進
　　　　　　　　　中野駅南口地区のまちづくり推進
　　　　　　　　　中野駅・駅前広場のまちづくり推進
(2)中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ2.0
(3)中野駅地区整備構想

137,511 13,436,032 302,256 ー

区民一人あたりコスト（円） 445 43,367 969 ー

まちづくりの進捗状況（中野駅南口地区整備）

　中野二丁目地区は、市街地再開発事業計画エリアを中心に地区計画整備方針案等を作成し、事業化
の推進を図る。
　中野三丁目地区では、駅西側の南北通路と一体となった歩行者デッキと新南口広場整備に向けた検
討を行うとともに、あわせて、桃丘小学校跡地利用を含む駅近接地のまちづくりの事業化検討を行
う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

まちづくりの進捗状況（中野駅地区整備）

　中野駅地区整備基本計画に基づく、第１期整備事業の実施に伴い、交通計画・都市計画・駐車場整
備計画等の検討を行うとともに、平成２４年度以降の第２期及び第３期の整備事業計画の取りまとめ
を行う。

中野駅北口地区まちづくり（中野四丁目、五丁目）

まちづくりの進捗状況
（警察大学校等跡地地区整備）

　地区計画変更に向けた事業者間の開発計画の調整、誘導を行う。また、将来の公共基盤施設の維持
管理方法等まちの管理・運営に関し、事業者間調整を開始する。
　囲町地区では、「まちづくり構想」に基づき、まちづくり協議会の運営を支援する。
　中野四丁目西エリアでは、まちづくりの検討を行う。

中野駅南口地区まちづくり（中野二丁目、三丁目）

＜主な取組み＞

中野駅地区まちづくり
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