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22 23 24 25 25目標 31目標

65 80 － － 90 （完成済）

ー 長寿命化
計画策定 － － 区営住宅

耐震改修
計画的保全

ー ー 70 70

東中野駅前広場整備 工程に則り着実に事業を進め、駅前広場と連絡通路及び自
転車駐車場を整備することにより、交通結節点としての利
便性・安全性の向上や、にぎわいの核としての滞留空間の
確保を図る。

東中野駅西口に、駅前広場と地下自転車駐車場を整備す
る。
Ｈ20基本設計・実施設計（50）、Ｈ21支障工事着手
（60）、Ｈ22線路上空工事着手（70）、Ｈ23駅前広場工
事着手（80）、H24通路供用開始（85）、H25駅広・駐輪
場工事（90）、H26駅広・駐輪場供用開始（100）：単
位％

公営住宅等の長寿命化計画に基づく適正な維持管理 計画的な維持管理を進めることで、住宅の安全性、高齢化
への対応、居住性の向上等が図られ、ライフサイクルコス
トの縮減と住宅の長期にわたる使用が可能になる。公営住宅の耐震性向上のため、公営住宅等長寿命化計画

に基づき耐震改修を行う。

現状と課題

東中野駅西口駅前広場においては、平成22年度に事業認可を取得した駅前広場整備とあわせ、24年度に広場地下の
自転車駐車場を都市計画施設に位置付け、26年度の完成に向けて整備を進めている。平成24年度には駅と広場の線
路上空空間に自由通路と商業施設が完成し、供用を開始した。今後も地区の状況に応じた多様な手法を活用し着実
に整備を進め、交通結節点や交流拠点としての機能をさらに高めていく必要がある。

高齢者等の住宅確保が難しい世帯向けの住宅として、民間ストックを活用した居住支援策の拡充や、高齢者等の受
け入れを拒まない住宅の確保に取組む必要がある。また、平成23年度に策定した公営住宅等長寿命化計画に基づ
き、区営住宅のうち耐震改修工事が必要な住宅について改修のための実施設計を行う必要がある。

25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

分野の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

駅前広場などの交通結節点機能の整備の到達度（東中
野駅）（％）

公営住宅等の長寿命化計画に基づく適正な維持管理

部内各分野の各施策に掲げる成果指標が向上した割合
（％）

都市計画分野（25年度）

快適で調和のあるまちづくり

分野目標

都市計画の適切な運用や見直し等が行われ、都市基盤の整備や土地の高度利用等が推進されるとともに、健全な生
活環境を守るための調整が図られ、地域にふさわしい有効な土地活用が誘導されることを目指す。

公的住宅の公平かつ的確な供給や高齢者、障害者世帯等に対する居住支援の充実、さまざまな世帯が快適に暮らせ
る良質な住宅ストックが拡大すること等により、誰もが安心して快適に暮らすことができる住まいの確保を目指
す。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

ー ー － － 70 －

7129 6115 6000

23年度 24年度 25年度

事業１ 部の経営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 都市計画審議会運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

実績：

【概要】

実績：

【概要】
　事務局として審議会の円滑な運営を図るとともに、審議会資料や会議
録等について、印刷物による閲覧やホームページでの公開により、区民
への速やかな情報提供を行う。

実績：

区の計画との関係

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　部内の目標管理及び予算編成、組織、定数管理、議会対応等、部内外
の調整業務を行うことで、部内各分野の事業の円滑な推進を支援し、部
の目標達成を図る。

実績：

現状と課題

区の厳しい財政状況を踏まえ、部における適正かつ効率的な財源配分や人員配置が必要であるとともに、職員
２０００人体制に向けた機能的な組織づくりや人材育成が求められている。

都市計画及びまちづくりに関する区長の附属機関として都市計画審議会を設置しており（都市計画法第77条の
２第1項）、区長からの諮問事項について速やかに審議し、答申することが求められている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
部内各分野の各施策に掲げる成果指標が向上した割
合（％）
都市計画審議会に関するホームページアクセス件数
（件）

都市基盤部経営 まちづくりを効率的に推進する部経営

施策目標

部の経営機能が発揮され、部の財源や人員等の経営資源が適切に配分されるとともに、ＰＤＣＡサイクルに基
づき効果的かつ効率的な組織体制が構築されている。

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。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

100 100 － － 100 －

100 100 100

23年度 24年度 25年度

事業１ 建築審査会運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 建築紛争予防調整 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 国土利用計画法届出受理 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

建築基準法第78条第1項及び中野区建築審査会条例の規定に基づき、中野区建築審査会を設置。

建築調整 調和をめざすまち

施策目標

建築審査会の役割や機能を踏まえ的確な審議が行われている。また、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おり、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。

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。また、地価に関
する情報が何時でも閲覧可能な状態である。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

建築審査会資料事前送付率（％）

中高層建築物の建築にあたって紛争調停に至らな
かった比率（％）

現状と課題

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
紛争のあっせん及び調停を行なう。なお、個別の建築紛争は、建築主及び近隣関係住民が互いの立場を尊重
し、互譲の精神をもって自主的に解決することが基本である。

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、地価公示価格記載図
書を一般の閲覧に供する。

確認申請前に中高層建築物の建築計画の周知を図るため、条例に基づき
建築主に対し敷地に標識を設置、近隣関係住民へ建築計画の内容を説明
させ、説明会等報告書を受理する。また、近隣関係住民の苦情相談に応
ずるとともに、紛争調整の申出により、あっせん、調停を行なう。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
建築行政の適正な運営を確保することを目的として設置されている建築
審査会の事務局として、「特定行政庁の許可等に係る同意」、「審査請
求事件に係る裁決」など、建築審査会の運営を行う。

実績：

【概要】

区の計画との関係

【概要】
国土利用計画法は、適切かつ合理的な土地利用の確保の観点から、2,000
㎡以上の土地取引について、契約締結日から2週間以内に当該土地が所在
する区市町村長を経由して、都知事へ届け出ることを規定している。こ
の届出に係る事前相談・指導の後、届出を受理し都知事へ送付する。 実績：

【概要】

実績：
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）
都市復興マ

ニュアル策定
準備

東日本大震災
復興課程の検

証
－ － 都市復興マ

ニュアル改定 －

0.06% 0.04% 0.05%

23年度 24年度 25年度

事業１ 震災都市復興 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 開発許可による道路・公園・緑地等の整備誘導 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

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     土地利用の見直し、魅力的な都市景観の誘導

【概要】

実績：

【概要】

実績：

都市計画法第29条に基づき、敷地面積500㎡以上の土地に対して、区画
形質の変更を伴う開発行為に対し、事前相談、許可、工事完了検査等を
行う。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
震災後の迅速かつ円滑な都市復興に対応するため、現行の都市復興マ
ニュアルを改定する。また、東京都が実施する都市復興模擬訓練に参加
する。

実績：

【概要】

都市計画法第29条に基づく開発行為許可において、民間事業者からの相談・申請に際し、道路の拡幅・新設や
公園・緑地等の設置を適切に誘導し、より良好で安全・安心な都市空間の形成につながる都市基盤の整備を促
す必要がある。

震災の発生を想定し、円滑な「都市の復興」のためのプロセスや施策の見直しが課題となっている。24年度に
は東京都の都市復興模擬訓練が中野区で行われ、区職員も積極的に参加した。これらの訓練等により得た成果
や東日本大震災における課題、地域防災計画の改定等を踏まえ、現行の都市復興マニュアルを改定し体制を整
える必要がある。

都市計画 適切な土地利用

施策目標

魅力、活力とともに安全・安心な都市空間の形成に向けて、10カ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。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

区の震災都市復興体制の整備

区内公道面積に対する、都市計画法29条に基づく開
発行為許可によって新規に整備・拡幅された道路面
積の割合

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

65 80 － － 90 －

内部検討 現地調査 関係機関協議

ー ー 50

23年度 24年度 25年度

事業１ 東中野駅前広場整備 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 都市計画道路調整 事業費

人件費
総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 都市施設の計画 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 都市施設の計画 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

東中野西口駅前広場は平成22年度に事業認可を取得した駅前広場整備とあわせ、広場地下の駐輪場を都市計画
施設に位置付け整備することとした。平成24年度に駅と広場の線路上空空間に自由通路と商業施設が完成し、
交通結節点機能の向上と交流拠点としての整備が図られた。地区の状況に応じた多様な手法を活用し、さらに
交流拠点としてのまちづくりを進めていく必要がある。

都市施設 着実に進める都市施設

施策目標

各駅を中心とした地域では、駅前広場など交通結節点機能の整備とともに多様な都市機能の誘導が図られ、
人々が集まりにぎわう、活力とにぎわいに満ちたまちの交流拠点が形成されている。
幹線道路では、円滑な自動車交通と快適な歩行者空間が確保されるとともに、沿道の緑化や電線類の地中化が
推進され、整備がすすめられている。また、誰もが利用しやすい、駅周辺のユニバーサルデザインの導入の推
進が図られている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
駅前広場などの交通結節点機能の整備の到達度（東
中野駅）（％）
都市計画道路の全体工程から見た各年度までの到達
項目
交通バリアフリー整備構想の改定作業進捗状況
（％）

現状と課題

安全で快適なまちづくりを進める上で、未整備都市計画道路の整備が課題となっている。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。連続立体交差化
事業や弥生町の防災まちづくりなど、地域のまちづくり動向にあわせた整備が必要である。
交通バリアフリー法の目標年次は平成22年に終了しており、新法対応の基本構想の作成が必要である。山手通
り上落合二丁目交差点の地下施設を利用した昇降装置を備えた地下横断施設の整備が進められている。また、
地下鉄丸ノ内線中野新橋駅でバリアフリー整備が進められている。中野坂上駅では、バリアフリー化にあわせ
た青梅街道横断施設の改善が進められている。

２４年度に実施した「もみじ山通り（早稲田通り～ガード下380m）」の
調査資料（現況測量等）をもとに引き続き、道路構造物や交差点等の修
正設計を実施し、関係機関と協議を行う。沿道権利者を照査し、関係権
利者の精度を高める。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
東中野駅西口に、駅前広場と地下自転車駐車場を整備する。
Ｈ20基本設計・実施設計（50）、Ｈ21支障工事着手（60）、Ｈ22線路上
空工事着手（70）、Ｈ23駅前広場工事着手（80）、H24通路供用開始
（85）、H25駅広・駐輪場工事（90）、H26駅広・駐輪場供用開始
（100）：単位％ 実績：

【概要】

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（東中野地域のまちづくりと駅前広場整備、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、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（駅周辺道路などのバリアフリー整備）

【概要】
中野区交通バリアフリー整備構想の改定（平成26年度予定）に向けて区
民ニーズを反映させるため、基礎調査（生活関連施設の施設調査、現行
構想の評価・意向調査、障害者団体等へのヒアリング等、連絡協議会の
開催、方針の確認）を行う。　H25：基礎調査（50%)、H26構想改定
（100%) 実績：

【概要】
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、地元調整や維持管理費の負担
などを行う。　平成24～25年度整備工事（東京都）。維持管理費負担の
調整。 実績：
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

ー 長寿命化
計画策定 － － 区営住宅

耐震改修
－

182 186 195

750 740 732

23年度 24年度 25年度

事業１ 公営住宅等の長寿命化計画に基づく適正な維持管理 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 住替え支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 住宅の運営（区営住宅、福祉住宅、区民住宅） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 家賃滞納者等管理 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

高齢者等の住宅確保が難しい世帯向けの住宅として、民間ストックを活用した居住支援策の拡充が求められて
いる。一方では、高齢者等の受け入れに難色を示す傾向は依然強く、庁内関連分野との連携を強め、受け入れ
を拒まない住宅の確保に取組む必要がある。

住宅 安心して快適に暮らせる住まい

施策目標

区民の住生活の向上に資する施策が総合的かつ計画的に実施されている。

区民の居住の安定を図るため、公共住宅の公平かつ的確な供給が図られている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

公営住宅等の長寿命化計画に基づく適正な維持管理

住み替え住宅あっ旋協力店数（店）

住宅の管理戸数(区営、福祉、区民住宅)（戸）

現状と課題

公営住宅等長寿命化計画に基づき公営住宅等の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの節減を図るととも
に、計画に基づく耐震改修を行う。

悪質な滞納者や高額所得者及び承継権のない者が住宅に居座っているため、滞納額の増加や住宅に困っている
人が入居できない状況が問題となっている。

高齢者・障害者世帯、ひとり親世帯等を対象に住み替え相談や、区に登
録した不動産業者の協力による住宅の情報提供を行う。なお、区内の未
登録不動産店や賃貸住宅の家主に呼びかけて、協力不動産店及び高齢者
の入居を拒まない住宅の登録数を増やし、効果的な事業展開を図る。 実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
公営住宅の耐震性向上のため、公営住宅等長寿命化計画に基づき耐震改
修を行う。

実績：

【概要】

区の計画との関係

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
主な取り組み　高齢者向け住宅等の確保と住み替え支援、ワンルームマンションの抑制と共同住宅の居住環境
等の向上、大規模団地の建て替え時におけるファミリー向け住宅の誘導、分譲マンションの適正管理の推進

【概要】
住宅に困窮している世帯の所得が一定の基準以下の世帯、住宅に困窮し
ている高齢者・身体障害者世帯、子育て期にある中堅所得世帯向け住宅
を公平かつ的確に運営する。

実績：

【概要】
悪質な滞納者や高額所得者等に明渡しを勧告しても退去しない場合は、
法的措置として明渡し請求を行う。また滞納使用料等がある場合は支払
いを請求する。裁判の判決に従わない場合は強制執行、差押えなどを講
じていく。 実績：




