
24年度 25年度 26年度 27目標 31目標

387,044人 420,736人 ─ 440,000人 450,000人

24年度 25年度 26年度 27目標 31目標

70,921
百万円

（16年度）

94,930
百万円

（19年度）
─

96,837
百万円

98,986
百万円

24年度 25年度 26年度 27目標 31目標

▲0.9％ 3.7% ─ 3.0% 3.0%

24年度 25年度 26年度 27目標 31目標

─ 43.4% 47.6% 60.0% 80.0%

12 中野駅周辺まちづくり分野（27年度）

活気とにぎわいあふれる東京の新たな顔づくり

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　中野駅周辺まちづくりは、中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3における整備方針に基づき、各地区のまちづく
りを着実に進めることが求められている。
　中野駅周辺計画では、区役所・サンプラザ地区再整備の事業化検討や中野四季の都市（まち）区域３の開発調整など、
事業構想から事業構築の段階に移行しており、民間活力を活用しながら取り組んでいくことが必要である。
　中野駅周辺地区整備では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、駅周辺の利便性、回遊性を高め
るため、中野駅西側南北通路及び中野駅橋上駅舎等を新設する中野駅地区第2期整備を最優先で進める必要がある。また、
中野三丁目駅直近地区の土地区画整理事業、中野二丁目地区や囲町地区における市街地再開発事業等、地権者と調整を図
りながら事業化を進める必要がある。
　中野駅地区都市施設整備では、中野駅地区第２期整備の施行体制を整えつつ、作業空間等を確保するための中野駅地区
第２期整備先行工事を実施していく必要がある。

分野の目標

　中野駅周辺は、区全体を「持続可能な活力あるまち」へとけん引する中野区の中心拠点として、これまでの中野のまち
の強みを活かしながら、最先端の業務拠点、個性豊かな文化発信拠点、最高レベルの生活空間をめざしたまちづくりを推
進することによって、多様な都市機能が集約された「東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点」となっている。

分野の指標

指標／実績(24～26)・目標(27,31)

①中野駅の利用者数（１日平均）

参考値
（他自治体等）

指標／実績(24～26)・目標(27,31)

②中野駅周辺（中野二丁目～五丁目）の小売の年間販売額

参考値
（他自治体等）

主
要
指
標

指標／実績(24～26）・目標(27,31)

参考値
（他自治体等）

補
助
指
標

指標／実績(24～26)・目標(27,31)

④中野駅周辺利用時に不便を感じていない区民の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

①指標は、JR東日本及び東京メトロがホームページで公開しているそれぞれ中野駅の乗車人員、乗降人員をもとに推計し
たものである。中野駅周辺地区のまちづくりが進み、来街者が増加すれば、中野駅利用者の増加が見込まれるため指標と
した。また、目標値は中野駅周辺地区の開発状況を踏まえ設定した。

②指標は、経済産業省「商業統計調査」の調査項目である。中野駅周辺地区のまちづくりが進み、定住者や来街者が増加
すれば、中野駅周辺地区での消費活動の増加が見込まれるため指標とした。また、目標値は過去の小売販売額の増減率を
踏まえ設定した。

④指標は、区民意識・実態調査の調査項目である。中野駅周辺地区のまちづくりが進み利便性が向上すれば「中野駅周辺
利用時に不便を感じていない区民の割合」の増加が見込まれるため指標とした。また、目標値は、平成25年度の結果を踏
まえ、設定した。

27年度に重点的に行う取り組み

区役所・サンプラザ地区～区役所・サンプラザ地区再整備実施方針の策定
中野四季の都市～区域3の区有地に関する都市計画の調整

中野駅地区～JR東日本との実施設計協定の締結、駐車場整備地区の都市計画手続、中野駅地区第２期整備先行工事の実施
中野三丁目地区～地区計画の都市計画手続　　中野二丁目地区～土地区画整理組合設立認可等に向けた調整
囲町地区～東地区市街地再開発事業等の都市計画手続き

③中野駅周辺（中野二丁目～五丁目）公示地価の上昇率

③指標は、国土交通省が毎年公表している１月１日時点の土地価格の基準値である。中野駅周辺地区のまちづくりが進
み、定住者や来街者が増加すれば土地需要も高まり公示地価の上昇が見込まれるため指標とした。また、目標値は近年の
地価の動向を踏まえ設定した。



24年度 25年度 26年度 27目標

再整備基本構想
（素案たたき

台）策定

再整備基本構想
（案）策定 ー

再整備実施
方針の策定

調整 調整 ー
区域３区有
地の都市計
画方針策定

25年度 26年度 27年度

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

①区役所・サンプラザ地区整備の進捗状況

120１ 中野駅周辺計画 新たなエネルギーを生み出す活動拠点づくり

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　区役所・サンプラザ地区再整備は、事業構築段階にあたり、事業構築パートナーや覚書に基づくＵＲ都市機構との連携を図
り、再整備基本構想で示した目標や方針を踏まえた再整備実施方針を策定する必要がある。

　中野四季の都市における区域３区有地の活用にあたって、地区整備計画の変更や方針区域のあり方など都市計画に係る調整が
必要である。

施策目標

　区役所・サンプラザ地区再整備をはじめ、中野四季の都市区域３、その他周辺地区のまちづくりにおける公民連携を進めるこ
とによって、東京の新たなエネルギーを生み出す活動拠点をめざす。

　民間活力を活用した整備・運営体制を構築しながら、中野駅周辺における低炭素化やエネルギーマネジメント、地域情報イン
フラ整備等を進めることによって、高度な環境・情報都市をめざす。

施策の指標

指標／実績(24～26)・目標(27)

②中野四季の都市まちづくりの進捗状況

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

①区役所・サンプラザ地区整備の進捗度合いを示している。まちづくりにおいて、単年度の成果を示すには事業の進捗度合いが
適しているため、前年度の実績を踏まえ目標値を設定した。

②中野四季の都市の進捗度合いを示している。まちづくりにおいて、単年度の成果を示すには事業の進捗度合いが適しているた
め、前年度の実績を踏まえ目標値を設定した。

実績：

　地区内の開発・整備に係る地区計画上の調整や、区域３の区有地に関する都市計画の方
針を定める。

27年度に行う主たる事業

実績：

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（警察大学校等跡地及び周辺のまちづくり推進）
・都市計画マスタープラン　第3章地域別構想5－2中央部地域まちづくり方針
・中野駅周辺まちづくりグランンドデザインVer.3
・中野駅地区整備構想、中野駅地区整備基本計画、区役所・サンプラザ地区再整備基本構想、中野駅南口地区まちづくり方針

事業１ 区役所・サンプラザ地区再整備

　再整備基本構想に基づき、事業構築パートナーや覚書に基づくＵＲ都市機構との連携を
図り、区役所・サンプラザ地区再整備実施方針を策定する。

実績：

事業２ 中野四季の都市まちづくり

事業3 高度な環境・情報都市整備

　民間活力を活用した整備・運営体制を構築しながら、中野駅周辺における低炭素化やエ
ネルギーマネジメント、地域情報インフラ整備等を進める。
　・中野 Free Wi-Fiの整備
　・高度な環境・情報都市に関する大学等との共同研究 実績：

事業4 タウンマネジメント推進

　中野駅周辺における地域経済活性化や地域情報化などの地域課題を解決するにあたり、
民間によるタウンマネジメント組織を組成して取り組んでいく。



24年度 25年度 26年度 27目標

JRと第２期
整備

協定締結に
向け協議

都市計画
方針策定
JRと基本
協定協議

都市
計画決定

ＪＲと基本設計
協定締結

都市
計画決定

ＪＲと実施設計
協定締結

駅前広場
素案策定

都市計画
方針策定

都市計画
決定

事業化
地区計画

─ ─ ─
都市計画

決定

25年度 26年度 27年度

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

中野三丁目地区整備 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

囲町地区整備 事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

③囲町地区の進捗状況

②中野駅南口地区整備の進捗状況

1202 中野駅周辺地区整備 駅とまちが融合するにぎわい拠点づくり

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　中野駅地区では、中野駅地区第２期整備（中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備）実現に向け、ＪＲ東日本との実施設計協定
の締結や「駐車場整備地区」等の都市計画決定手続きを行う。また、中野二丁目地区では、市街地再開発事業の事業化の支援、
中野三丁目地区については、地区計画の都市計画手続きが必要である。囲町地区では、東地区において「市街地再開発事業」等
の都市計画手続きを行う。

施策目標

　中野駅地区では、駅の上空利用を進め、駅機能を拡大し、来街者の増加につながる利便性を高める。また、駅前広場と連動し
て、４つの地区への導入動線を強化し、地区相互の回遊動線の形成をめざす。

　中野二丁目地区では、中野駅南口駅前広場の交通結節機能と周辺の交通動線を整備するとともに、土地利用の見直しや土地の高度利用の推進に
よって業務・商業・住宅・文化・公共公益機能の集積を進め、地区全体の都市機能の改善を図る。中野三丁目地区では、中野駅西側橋上駅舎・南
北通路につながる駅前広場と住宅地を結びつける文化的なにぎわいのまちなみの整備・誘導をめざす。

施策の指標

指標／実績(24～26)・目標(27)

①中野駅地区整備の進捗状況

　囲町地区では、中野駅や中野四季の都市との近接性を活かし、土地の高度利用や都市計画道路補助221号線などの整備を通じ、
囲町東地区では商業・業務や都市型住宅など多様な都市機能が集積する複合市街地の形成を、囲町西地区では安全で快適な都市
型住宅市街地の形成をめざす。

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

①中野駅地区整備の進捗度合いを示している。まちづくりにおいて、単年度の成果を示すには事業の進捗度合いが適しているた
め、前年度の実績を踏まえ目標値を設定した。

②中野駅南口地区整備の進捗度合いを示している。まちづくりにおいて、単年度の成果を示すには事業の進捗度合いが適してい
るため、前年度の実績を踏まえ目標値を設定した。

27年度に行う主たる事業

③囲町地区整備の進捗度合いを示している。まちづくりにおいて、単年度の成果を示すには事業の進捗度合いが適しているた
め、これまでの実績を踏まえ目標値を設定した。

事業１ 中野駅地区整備

　平成28年度中野駅地区第２期整備（中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備）着工に向
け、JR東日本と実施設計協定の締結や「駐車場整備地区」等の都市計画決定手続きを行
う。

実績：

事業２ 中野二丁目地区整備

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（警察大学校等跡地及び周辺のまちづくり推進）
・都市計画マスタープラン　第3章地域別構想5－2中央部地域まちづくり方針
・中野駅周辺まちづくりグランンドデザインVer.3
・中野駅地区整備構想、中野駅地区整備基本計画、区役所・サンプラザ地区再整備基本構想、中野駅南口地区まちづくり方針

  再開発地区では土地区画整理組合の設立認可・事業着手に向けての調整を行う。また、
周辺地区では「地区計画」の検討を行う。

実績：

事業３

　ＵＲ都市機構による土地区画整理事業の事業認可・事業着手に向けて調整を行う。ま
た、西側南北通路を含む、中野三丁目地区まちづくりの「地区計画」の都市計画手続きを
行う。

実績：

区の計画との関係

事業４

   囲町では、東地区において市街地再開発事業の事業化に向け、都市計画手続きを進め
る。

実績：



24年度 25年度 26年度 27目標

─ ─ ─
工事の
完了

25年度 26年度 27年度

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業費

【概要】 人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

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（警察大学校等跡地及び周辺のまちづくり推進）
・都市計画マスタープラン　第3章地域別構想5－2中央部地域まちづくり方針
・中野駅周辺まちづくりグランンドデザインVer.3
・中野駅地区整備構想、中野駅地区整備基本計画、区役所・サンプラザ地区再整備基本構想、中野駅南口地区まちづくり方針

実績：

事業３

実績：

区の計画との関係

事業１ 中野駅地区都市施設整備

  中野駅地区第２期整備（中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備）の平成28年度着工に向
け、作業空間等の確保や自転車駐車場の整備等を行う中野駅地区第2期整備先行工事を実
施する。

実績：

事業２

27年度に行う主たる事業

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

中野駅地区第2期整備先行工事の実施状況を指標とした。工事を年度内に完了させることが課題のため、目標値とした。

1203 中野駅地区都市施設整備 人々が快適に行き交う中野駅地区

現状と課題（行政評価等を踏まえて）

　中野駅地区第２期整備（中野駅西側南北通路・橋上駅舎等整備）の平成28年度着工に向け、作業空間等の確保や自転車駐車場
の整備等を行う中野駅地区第2期整備先行工事の年度内実施が必要である。

施策目標

　中野駅新北口広場・中野三丁目駅前広場、中野駅西側南北通路、橋上駅舎等がユニバーサルデザインにより整備され、来街者
や駅利用者が安全で快適に移動可能な施設整備をめざす。

施策の指標

指標／実績(24～26)・目標(27)

中野駅地区第2期整備先行工事の実施
　（作業空間等確保工事、自転車駐車場の整備、車両動線の整備、仮設バス停の再配置）


