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指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

重点取組
地元組織支援・
まちづくり整備

方針検討

まちづくり整
備方針素案作

成

まちづくり整
備方針策定

まちづくり
ルールの検討

駅前の整備に
よるにぎわい
再生
基盤整備によ
る防災性の向
上

ベンチマーク

重点取組 現況基礎調査

基盤施設・ま
ちづくり方針

案
具体化

地元まちづく
り検討組織
立ち上げ

地元組織立ち
上げ・支援

まちづくり整
備方針検討

まちづくり
ルールの検討

ベンチマーク

分野目標 42,365 41,796 ー 42,000 42,700

ベンチマーク 63,657 63,435 ー

－

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成28年度 西武新宿線沿線まちづくり分野 西武新宿線連続立体交差事業を契機とした
新たなまちづくり

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　西武新宿線沿線は、踏切による交通渋滞が慢性化しているうえ、駅周辺では、駅前広場やアクセス道路等が十分に整備され
ていないため、歩行者、自転車、自動車が錯綜するなど交通の安全性が確保されていない状況にある。また、バス、タクシー
の乗り換えが不便な状況など、利便性にも問題を抱えている。こうした問題を解決するため、平成25年4月に西武新宿線（中
井駅～野方駅間）連続立体交差事業が着手され、駅前広場の整備や関連街路となる区画街路第3号線・同4号線及び補助第220
号線の事業化を進めている。併せて、駅周辺のまちの魅力の創出や防災性の向上等を推進するため、新井薬師前駅周辺と沼袋
駅周辺で平成27年度に策定したまちづくり整備方針に基づき各施策を展開していく。
　野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺地域については、各駅にまちづくり検討組織が設立され、一層のまちづくりの機運を
醸成しながら、沿線のまちづくり計画を具体化していくことで、野方・井荻駅間の連続立体交差化の早期実現を図る。

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくりの進捗状況

野方・都立家政・鷺ノ宮駅周辺まちづくりの進捗状況

　中野区基本構想や中野区都市計画マスタープランに示された西武新宿線沿線地域の将来像である安心、安全で活力あるまち
を実現するため、連続立体交差事業の着実な推進と、これを契機とした駅前広場、アクセス道路及び鉄道と交差する都市計画
道路の基盤整備を図るとともに、駅周辺のまちづくりを推進することにより、活力ある魅力的なまちとなっている。

平成28年度に重点的に行う取組み

　平成27年度に策定した、「新井薬師前駅及び沼袋駅周辺のまちづくり整備方針」に基づき、新たな顔となる駅前拠点空間
の創出や都市計画道路等の交通基盤の強化、都市計画道路沿道での延焼遮断帯形成などの実現に向け各施策を展開する。具体
的には、区画街路第4号線の事業認可を取得するとともに沿道のまちづくりのルールづくりを進める。都市計画道路補助第
220号線の鉄道交差部の事業認可に引き続き、早稲田通りから鉄道交差部までの事業化に向けた作業を進める。また、新たな
顔となる駅前拠点空間の整備に向けて、関係権利者に丁寧な説明を行い合意形成を進めていく。
　野方・井荻駅間の連続立体交差化の早期実現を目指すため、野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅の駅ごとに設立されるまちづ
くり検討組織と協働して、まちづくり整備方針の策定作業を進める。

分野の指標

下井草・井荻・上井草駅の乗降客数（杉並区）

新井薬師前・沼袋駅の乗降客数（一日平均）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくりにおける年度ごとの到達項目。（全体工程：現況基礎調査→まちづくり検討（組織設
立、支援）→まちづくり整備方針（検討、素案、策定）→まちづくりルールの検討（地区計画等検討、都市計画決定）→
工事（測量・設計、事業認可、整備工事）→にぎわい再生、防災性の向上
各項目への到達年度が確定できないため、年度ごとの到達項目を目標として設定している。

野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺まちづくりにおける年度ごとの到達項目。（全体工程：現況基礎調査→まちづくり
検討（組織設立、支援）→まちづくり整備方針（検討、素案、策定）→まちづくりルールの検討（地区計画等検討、都市
計画決定）→工事（測量・設計、事業認可、整備工事）→にぎわい再生、防災性の向上
各項目への到達年度が確定できないため、年度ごとの到達項目を目標として設定している。

　連続立体交差事業に伴う交通環境の整備や新たな拠点づくりにより駅周辺のにぎわいが再生され、駅乗降客の増加に表
れるため指標とした。平成28年度目標値は、連続立体交差事業の進展及びまちづくり整備方針に基づく駅周辺の整備や周
辺でのにぎわい再生の期待から居住人口や訪問者が増加するとして設定した。

指標／実績(25～27)・目標(28,32)

①

②

③

④



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

①
地元組織支援・ま
ちづくり整備方針

検討

まちづくり整備方
針素案作成

まちづくり整備方
針策定

地区計画原案作成

② ー ー 1件 2件

③ 42,365 41,796 ー 42,000

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】
　西武新宿線（中井駅～野方駅間）の連続立体交差事業に伴う東京都及び西武鉄道との
協議、調整を行う。本事業は東京都を事業主体とした国庫補助事業であるが、国の要綱
等に基づき鉄道事業者、東京都、中野区がそれぞれ事業費の一部を負担するものであ
る。

10か年計画（第３次） Ⅰ-1イ①駅周辺整備とあわせたにぎわいの再生まちづくり（新井薬師前、沼袋駅周辺地区）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 中井・野方駅間連続立体交差事業調整

事業１ 新井薬師前駅周辺のまちづくりの推進

【概要】
　地域住民との協働による新井薬師前駅周辺のまちづくりを推進するため、まちづくり
整備方針に基づき、駅前のまちづくりのルールや土地利用など、地域住民の合意形成に
向けた取組みを行う。
   補助第220号線の整備については、Ⅱ期整備（早稲田通り～区画街路第3号線）の事業
化に向けて用地測量を実施するとともに、区画街路第3号線の整備に向けては関係機関
と調整し事業認可取得の準備を行う。

10か年計画（第３次） Ⅰ-1イ①駅周辺整備とあわせたにぎわいの再生まちづくり（新井薬師前、沼袋駅周辺地区）

事業2 沼袋駅周辺のまちづくりの推進

【概要】
　地域住民との協働による沼袋駅周辺のまちづくりを推進するため、まちづくり整備方
針に基づき、区画街路第4号線沿道のまちづくりルールとして地区計画原案を作成し都
市計画の手続きに入る。駅前の共同化や再開発による街区再編については、関係権利者
に丁寧な説明を行い合意形成を進める。
　区画街路第4号線の整備に向けて、関係機関と調整し、事業認可取得の手続きを進め
る。

10か年計画（第３次） Ⅰ-1イ①駅周辺整備とあわせたにぎわいの再生まちづくり（新井薬師前、沼袋駅周辺地区）

　地域住民の合意形成が進み、まちづくりのルール等が具体的にまとまり、ルールに基づいた周辺のまちづくり事業の検討が連続
立体交差事業や基盤施設の事業化にあわせて進んでいる。

連続立体交差事業の進捗に併せて、駅前広場、アクセス道路等の基盤施設の事業化や駅周辺での再整備が進んでいる。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくりの進捗状況

駅前広場、アクセス・交差道路の事業化の累計件数

新井薬師前・沼袋駅の乗降客数（一日平均）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

新井薬師前・沼袋駅周辺まちづくりにおける年度ごとの到達項目。（全体工程：現況基礎調査→まちづくり検討（組織設立、
支援）→まちづくり整備方針（検討、素案、策定）→まちづくりルールの検討（地区計画等検討、都市計画決定）→工事（測
量・設計、事業認可、整備工事）→にぎわい再生、防災性の向上
各項目への到達年度が確定できないため、年度ごとの到達項目を目標として設定している。

まちづくり計画を推進するためには、基盤施設の事業化が必須であるため指標とした。目標値は、今後事業化を目指す、区画
街路第3・4号線及び補助第220号線の件数とした。

連続立体交差事業に伴う交通環境の整備や新たな拠点づくりにより駅周辺のにぎわいが再生され、駅乗降客の増加に表れるた
め指標とした。平成28年度目標値は、連続立体交差事業の進展及びまちづくり整備方針に基づく駅周辺の整備や周辺でのにぎ
わい再生の期待から居住人口や訪問者が増加するとして設定した。

施策目標

1301 中井・野方駅間沿線まちづくり 西武新宿線中井・野方駅間のまちづくりの着実な推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　西武新宿線沿線は、踏切による交通渋滞が慢性化しているうえ、駅周辺では、駅前広場やアクセス道路等が十分に整備されてい
ないため、歩行者、自転車、自動車が錯綜するなど交通の安全性が確保されていない状況にある。また、バス、タクシーの乗り換
えが不便な状況など、利便性にも問題を抱えている。こうした問題を解決するため、平成25年4月に西武新宿線（中井駅～野方駅
間）連続立体交差事業が着手され、駅前広場の整備や関連街路となる区画街路第3号線・同4号線及び補助第220号線の事業化を進
めている。併せて、駅周辺のまちの魅力の創出や防災性の向上等を推進するため、新井薬師前駅周辺と沼袋駅周辺で平成27年度に
策定したまちづくり整備方針に基づき各施策を展開していく。
　連続立体交差事業と併せた駅周辺のまちづくりの推進は、交通渋滞や踏切事故の解消、市街地の分断解消や新たな土地利用など
総合的なまちづくりの推進に大きな効果が期待されるため、連続立体交差事業などの基盤整備をはじめ、地域の交通環境の改善や
周辺のまちづくりを一体的、計画的に進める必要がある。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 現況基礎調査
基盤施設・まちづ
くり方針案具体化

地元まちづくり検
討組織立ち上げ

地元組織立ち上
げ・支援

まちづくり整備方
針検討

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3

事業１ 野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺のまちづくりの推進

【概要】
　野方・井荻駅間の連続立体交差事業の早期実現を図るため、まちづくりの検討を進め
る。それを達成するため、野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅の各駅に設立されるまちづ
くり検討組織の運営を支援する。

10か年計画（第３次） Ⅰ-1イ②西武新宿線連続立体交差化に伴う沿線まちづくりの推進

事業2 野方・井荻駅間の基盤計画

【概要】
　野方・井荻駅間の連続立体交差事業の早期実現を図るため、まちづくりの検討とあわ
せて駅前広場や都市計画道路の基盤施設の検討を行う。基盤施設は、まちづくりと一体
的に検討を進めていく必要があるため、事業１（野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺
のまちづくりの推進）と同じ指標とする。

10か年計画（第３次） Ⅰ-1イ②西武新宿線連続立体交差化に伴う沿線まちづくりの推進

野方・井荻駅間の連続立体交差事業とともに駅前広場及びアクセス道路が都市計画決定され、周辺のまちづくりが検討されてい
る。

駅前広場及びアクセス道路等の交通基盤の事業化に必要な調査や調整が整い、都市計画の手続きが進んでいる。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺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

野方駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺まちづくりにおける年度ごとの到達項目。（全体工程：現況基礎調査→まちづくり検討
（組織設立、支援）→まちづくり整備方針（検討、素案、策定）→まちづくりルールの検討（地区計画等検討、都市計画決
定）→工事（測量・設計、事業認可、整備工事）→にぎわい再生、防災性の向上
各項目への到達年度が確定できないため、年度ごとの到達項目を目標として設定している。

施策目標

1302 野方・井荻駅間沿線まちづくり 西武新宿線野方・井荻駅間の新たなまちづくりの実現

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　西武新宿線沿線は、鉄道による地域分断と踏切による交通渋滞が慢性化しているうえ、駅周辺では、駅前広場やアクセス道路等
が十分に整備されていないため、歩行者、自転車、自動車が錯綜し、また、バス、タクシーの乗り換えが不便な状況になってお
り、交通の安全性や利便性等に多くの問題を抱えている。
　連続立体交差事業は、交通渋滞や踏切事故の解消にとどまらず、市街地の分断解消や新たな土地利用など総合的なまちづくりの
推進に大きな効果が期待される事業であるため、連続立体交差事業を契機として地域の交通環境の改善や周辺のまちづくりを一体
的、計画的に進める必要がある。
　連続立体交差事業の事業候補区間である野方・井荻駅間の早期実現に向けて、一層のまちづくりの機運を醸成しながら、野方
駅、都立家政駅及び鷺ノ宮駅周辺においてまちづくりの検討を進める必要がある。


