
71 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

31.79 32.45 33.19 ー 38 52

52.58 53.42 54.88 ー 59 77

検討（意見交換 まちづくりの会 まちづくり案の 本町二 三丁目

成果指標

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、南台四丁目、平和の森公園周辺地区
地区施設道路の整備率（％）（三地区合計）

　老朽木造住宅が密集している本町地域では、避難路の整備など都市基盤整備をすすめるとともに、本町二丁目用地を活用して、み
どりとオープンスペースの創出など地域の防災機能と住環境の向上をめざす。
　木造住宅が密集し細街路も多く火災危険度が高いことなどから、東京都防災都市づくり推進計画で重点整備地域に位置づけられて
いる弥生町地域では、都営アパート跡地を活用して、防災街区整備地区計画等の導入などについて検討し、地域の防災機能と住環境
の向上をめざす。
　東中野駅周辺地域では、西口駅前広場と連絡通路の整備を契機に、周辺道路の整備や交通結節機能の充実を図るため、周辺環境と
調和を図りつつ、商業・業務施設の立地や都市型住宅の供給の誘導をめざす。また、木造住宅が密集する地域では、建物の共同建替
えや不燃化の促進、道路の拡幅整備などにより、まちの安全性・快適性の向上をめざす。

　狭あいな道路が多く、かつ、老朽木造住宅が密集するなど災害危険度が高い大和町、野方、新井、上高田地区などでは、災害時の
避難路となる生活道路の拡幅整備や沿道の耐震化・不燃化などにより、まちの安全性・快適性の向上をめざす取り組みの検討をすす
める。

　区立小中学校の学校再編で生じる学校跡地等については、区民サービス施設として活用するほか、立地特性や周辺との調和にも配
慮しながら、跡地を起点とした周辺地域一帯のまちづくりのあり方の検討をすすめる。
　また、国家公務員宿舎や施設の廃止・移転に伴う跡地については、まちの活性化やまちの機能を高める利活用、防災機能の向上、
公共公益施設の機能改善など、立地特性や周辺との調和にも配慮しながら、跡地を起点とした周辺地域一帯のまちづくりをすすめ
る。

地域まちづくり

地域の特色を活かしたまちづくり

分野目標

　南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び平和の森公園周辺地区では、地区計画によるまちづくりをすすめ、老朽木造住宅密集地
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めざす。特に、広域避難場所である東大附属中等教育学校一帯では、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、あわせて、不
燃化促進事業の導入により避難場所周辺地域の建物の不燃化をすすめる。

　

ー
検討（意見交換
会の実施）

まちづくりの会
発足 ー

まちづくり案の
策定

本町二・三丁目
地区まちづくり
の推進

まちの現況調査 東中野駅周辺ま
ちづくり構想の
検討

東中野駅周辺ま
ちづくり計画
（案）の検討 ー

東中野地域まち
づくり計画策定

東中野地域まち
づくりの推進

現状と課題

　南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び平和の森公園周辺地区は、老朽化した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新設や拡幅による避難路の確保を図る必要がある。
　さらに、広域避難場所である東大附属一帯の安全性を高めるため、平成２１年度から導入している東大附属周辺地区の不燃化促進
事業を積極的に推進していく必要がある。

　本町地区は、狭隘道路が多く接道不良地や小規模敷地があり、建て替え更新が困難な老朽木造住宅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。
　本町二・五丁目に取得した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、地域のにぎ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。
　弥生町地域は、木造住宅が密集しており火災危険度が高く、細街路も多い。また、東京都防災都市づくり推進計画でも重点整備地
域に位置付けられている。このため、消防活動困難区域の解消に向けた主要生活道路の整備や、建物の耐震・耐火化が必要となって
いる。また、地域にある都営アパート跡地を活用した防災まちづくりなど、市街地の改善に寄与する有効活用の検討を行う必要があ
る。
　東中野駅周辺エリアは、山手通りの拡幅整備事業や西口駅前広場の整備など大きな変化を迎えている。また、新宿など副都心に接
する地域でもあり、大江戸線の開通により駅の乗降客数も増え、交通利便性はさらに高まっている。しかしながら、線路等による地
区の分断や東西・南北のにぎわいの格差が生じ、地域の玄関口としての魅力や回遊性の向上などが課題となっている。一方、周辺の
住宅地は、狭あいで行き止まり道路も多く、建て詰まった木造住宅密集地域となっており、オープンスペースの不足や生活道路の整
備など防災上多くの課題を抱え、住環境の向上が求められている。

　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、防災性の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、狭小敷地等での建て替えが困難なケー
スも多く、共同建替え等をすすめる必要がある。
　今後、小・中学校跡地、国家公務員宿舎等跡地など、大規模な敷地が出現する。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、事業の推進を図るなど、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。

　

　

成果指標
と目標値

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

連携の内容

　地元におけるまちづくりの検討がはじまり、今後のまちづくり
の検討がすすむ。

　地域内にある都営アパート跡地を活用した防災まちづくりなど、
市街地の改善をめざす。
　このため、地元でまちづくりを検討する会を立ち上げ、防災街区
整備地区計画等の導入に向けた検討を行う。

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）
○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・
道路整備分野 商店街の振興に

○東中野地域まちづくり計画策定に向けての検討素材
とする。
○本町二丁目用地を起点とし、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

連携による成果

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

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の向上を図り、あわせて、避難所に至る地区施
設道路の整備をすすめる。また、南台四丁目地区では、地区施設道
路や公園の整備を行うとともに、老朽建築物等の共同建替えの助成
を行う。
　平和の森公園周辺地区では、地区施設道路を整備するほか、法務
省矯正研修所周辺地域のまちづくりをすすめる。

東中野地域のまちづくり 　地域で合意を得た「まちづくり計画」に基づき、今後のまちづ
くりをすすめることができる。

　東中野地域の現状と課題を踏まえ、東中野駅周辺における交通結
節機能の向上や、「交流拠点」としての育成などを軸とする活力あ
る地域をめざし、まちの将来像やまちづくりの方針などを明らかに
した「東中野地域まちづくり計画」の策定をめざす。

弥生町地域のまちづくり

18

組織変更により算出不可

組織変更により算出不可

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

639,507
（まちづくり三分野計）

332,391
（まちづくり三分野計、西武線

除く）

区民一人あたりコスト(円) 2,063
（まちづくり三分野計）

1,066
（まちづくり三分野計、西武線

除く）

ー

ー

道路整備分野、商店街の振興に
ついては産業振興分野との連携
を図る。
○地区施設の整備（公園・道路
整備分野）

くりを進めることができる。
○避難路が確保される。



様式３

まちづくり事業推進 （２２年度）

7101

18 19 20 21 22目標 （達成度）

13.83 14.92 14.92 ー 16

40.21 40.26 40.32 ー 52

28.47 29.44 30.59 ー 32

52.58 53.42 54.88 ー 59

18 19 20 21 22目標

事業１

実績
7.72
(1)

7.60
(1)

0
(0)

― 14

概要

　広域避難場所に指定されている「東京大学附属中等教育学校一帯」周辺地区では、不燃化助成事業
により建物の不燃化がすすみ、広域避難場所の安全性が高まっている。

安心して住み続けられるまちづくり

施策目標

　木造住宅密集地域である南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び平和の森公園周辺地区では、地
区施設道路の拡幅整備がすすみ、防災性が高まり住環境が改善されている。

　木造住宅が密集している矯正研修所周辺地区では、矯正研修所の移転を機に跡地を活用し、密集事
業等を導入して住環境の改善を図る取り組みがはじまっている。

＜主な取組み＞

木造住宅密集地域整備①

成果指標
と目標値

成果指標

南台四丁目地区地区施設道路の整備率
（％）

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（％）

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）
（％）

現状と
課題

　南台四丁目地区、南台一・二丁目地区及び平和の森公園周辺地区では、老朽化した木造住宅が密集している。
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。そのため、火災危険度や建物倒壊危険度
が高く、早急に改善を要する地域となっている。
　そこで、震災時に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新設や拡幅による避難路の確保
を図る必要がある。

　広域避難場所である東大附属中等教育学校一帯の安全性を高めるため、周辺地域の不燃化を促進してく必要が
ある。

　

南台四丁目地区の地区施設道路取得面積（㎡）
（件数）

　広域避難場所に至る地区施設道路の整備により、避難路の確保を図る。

18 19 20 21 22目標

事業２

実績
34.23
(5)

2.34
(1)

3.71
（1）

― 600

概要

事業３

実績
185.81
(7)

100.39
(2)

118.72
(2)

― 150

概要

事業４

実績 ― 導入検討 制度導入 ― 10

概要

21

木造住宅密集地域整備②

南台一・二丁目地区地区施設道路取得面積（㎡）
（件数）

　広域避難場所に至る地区施設道路の整備により、避難路の確保を図る。

木造住宅密集地域整備③

平和の森公園周辺地区地区施設道路取得面積（㎡）
（件数）

　地区施設道路を整備するほか、統合新校となる矯正研修所跡地周辺のまちづくりについてもあわせ
てすすめる。

不燃化促進事業（東京大学附属中等教育学校周辺地区）

補助事業による建替更新件数（件）

　避難路や避難場所を安全なものとするため、その沿道や周辺の建築物の不燃化を促進し、燃えにく
く、壊れにくい、災害に強いまちとする。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

ー

組織改正により算出不可 ー ー

ー

ー

区民一人あたりコスト（円） 組織改正により算出不可

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　木造住宅密集市街地の改善
　　　　　　　　　　　　　地区計画による防災まちづくり

ー



様式３

まちづくり計画 （２２年度）

7102

18 19 20 21 22目標 （達成度）

ー

検討（意見
交換会の実
施）

まちづくり
の会発足

ー

まちづくり
案の策定

まちの現況
調査

東中野駅周
辺まちづく
り構想の検
討

東中野駅周
辺まちづく
り計画
（案）の検
討

ー

東中野地域
まちづくり
計画策定

ー ー ー ー
まちづくり
の会発足

ー ー ー ー
まちづくり
活動支援等

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 ―
検討（意見
交換会の実
施）

まちづくり
の会発足

―
まちづくり
案の策定

概要

　東中野駅西口駅前広場整備や山手通りの拡幅整備事業など交通基盤整備事業の進捗とあわせて、東中野地域ま
ちづくりの具体的な検討がはじまっている。

　大地震などの災害時における火災危険度が高く、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い
る大和町、野方、新井、上高田地区などでは、まちづくりのあり方の検討がはじまっている。

地域特性を活かしたまちづくり

施策目標

　本町地域では、本町二丁目用地を起点として、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、活発な交流やにぎ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。

　弥生町地域では、都営アパート跡地を活用して、防災機能が向上し、安心して住み続けられるまちづくりに向
けた検討がすすんでいる。

＜主な取組み＞

本町地域のまちづくり

成果指標
と目標値

成果指標

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

弥生町地域のまちづくりの進捗状況

上高田地域のまちづくりの進捗状況

現状と
課題

　本町地区は、狭隘道路が多く接道不良地や小規模敷地があり、建て替え更新が困難な老朽木造住宅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にぎ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。
　弥生町地域は、木造住宅が密集しており火災危険度が高く、細街路も多い。また、東京都防災都市づくり推進計画でも重点
整備地域に位置付けられている。このため、消防活動困難区域の解消が図れる主要生活道路の整備とともに、建物の耐震・耐
火化が必要となっている。
　東中野駅周辺エリアは、大江戸線の開通や山手通りの拡幅整備、東中野駅西口駅前広場整備などにより、交通利便性が高
まっている。しかしながら、地域の玄関口としての魅力や回遊性の向上、また、周辺住宅地における狭あい道路や密集した木
造住宅の状況など、住環境の向上が課題となっている。

　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。

本町二・三丁目地区のまちづくりの進捗状況

　「本町二、三丁目周辺地区まちづくりの会」と連携し、「本町二・三丁目周辺地区まちづくり案」の検討・策
定作業をすすめる。

18 19 20 21 22目標

事業２

実績 ー ー ー ー
まちづくり
の会発足

概要

事業３

実績
まちの現況
調査

まちづくり
構想の検討

まちづくり
計画（案）
の検討

ー
まちづくり
計画策定

概要

事業４

実績 ー ー ー ー
まちづくり
活動支援等

概要

21

弥生町地域のまちづくり

弥生町地域のまちづくりの進捗状況

　都営アパート跡地を活用した防災まちづくりを検討するとともに、震災時の避難路となる主要生活道路等基盤
整備やめざすべきまちの将来像を地域と連携して検討をすすめる。

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

　駅周辺を含めた地域全体のまちづくりをすすめるため、これまで行ってきたまちづくりの検討経緯や調査等を
踏まえ、東中野地域まちづくり検討会（Ｈ２１設置）での議論をもとに、「東中野地域まちづくり計画」の策定
に向け、検討作業をすすめる。

上高田地域のまちづくり

上高田地域のまちづくりの進捗状況

　「災害に強いまちづくり部会」に対して職員を派遣し、まちづくり情報の提供やアドバイスを行う。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

ー

組織改正により算出不可 ー ー

ー

ー

区民一人あたりコスト（円） 組織改正により算出不可

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　地域特性を活かしたまちづくり
　　　　　　　　　　　　　東中野地域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
　　　　　おもな取り組み　木造住宅密集市街地の改善
　　　　　　　　　　　　　地区計画による防災まちづくり
　　　　　　　　　　　　　本町地域のまちづくり
　　　　　　　　　　　　　学校跡地等を活用した面的整備
　　　　　　　　　　　　　国家公務員宿舎等跡地を活用したまちづくり

ー
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