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●（仮称）「民泊条例」に盛り込むべき内容案のパブリック・コメントに

ついて 

 

●中野区無電柱化推進方針の策定について 

 

●中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る鉄道事業者との実施設計

協定の締結について 

 

●学力向上に向けた区立小中学校任期付教員の採用について 

 

●（仮称）本町二丁目公園の名称募集について 



 

平成２９年１２月１４日 

区 長 記 者 会 見 資 料 

 

（仮称）「民泊条例」に盛り込むべき内容案のパブリック・コメントについて 

 

増加する外国人旅行客の宿泊需要に的確に対応し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保

するため、本年６月、住宅宿泊事業法が成立し、来年６月１５日に施行されます。また、

来年３月１５日から住宅宿泊事業の届出の受付が開始されます。 

これに伴い、区では、住宅宿泊事業の実施による地域活性化と良好な住環境の確保の

両立を図るため、住宅宿泊事業法第１８条に基づき区域を定めて、事業を実施する期間

を制限するとともに、生活環境の悪化を防止するために必要な条例案の検討を進めてい

ます。 

これまでに区は、条例に盛り込むべき主な内容についての「素案」を作成し、議会報

告の後、１１月２２日、２３日に意見交換会を開催しました。 

意見交換会の結果や議会におけるご議論を踏まえ、このたび「素案」を一部変更のう

え、「条例に盛り込むべき主な内容（案）」として取りまとめました。 

今後、この「案」に基づきパブリック・コメント手続を実施し、平成３０年第１回区

議会定例会において条例制定をめざします。 

また、住宅宿泊事業の地域活性化への活用についても、区内宿泊事業者が地域や観光

コンテンツとの連携を図っていく仕組みについて、検討を行っていきます。 

 

１ 条例に盛り込むべき主な内容（案）    （詳細は別紙のとおり） 

（１）区域及び期間に係る制限 

住居専用地域（※）においては、月曜日の正午から金曜日の正午までの期間（国

民の祝日の正午から翌日の正午までの期間は除く）は、事業の実施を不可としま

す。 

（金・土・日・祝日は実施可。年間１６０～１７０日） 

※ 都市計画法に定める第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用

地域をいうが、区内には現在は第二種低層住居専用地域はない。 

（２）届出の際の管理規約等の確認及び所有者等への通知 

    集合住宅または戸建の賃貸物件の届出の際は、事業が禁止されていない旨の管

理規約等を確認するとともに、管理権限を有するもの等に対して届出が提出され

たことを通知します。 

（３）近隣住民等への事前周知等 

    住居専用地域での実施は、近隣住民等に事業計画の事前周知等を行うとともに、

届出時にはその内容を記録した書面を添付することとします。 

(事前周知の範囲・方法等) 

・家主居住型 

戸建住宅の場合には近隣住民（敷地の境界線に接している、または道路等を挟

んで１０ｍ以下の水平距離で隣接している建物の使用者）に、集合住宅の場合に

は全ての住戸及び近隣住民に対して事前に周知することとします。 

 



 

・家主不在型 

    家主居住型と同様の近隣住民等に対する事前の周知に加え、最寄りの区施設（区

民活動センター等）で事業説明会を開催することとします。 

（４）その他 

「対面による本人確認等」、「消防署への通知」、「廃棄物の適正処理」、「届

出住宅の区ホームページでの公表」、「苦情等の対応記録の作成」、「必要に応

じた規制の見直し」等。 

 

２ 中野区における事業の活用 

 中野区では住宅宿泊事業による来街者の滞在時間延伸を図るとともに、宿泊事業者、

来街者と地域との交流など、地域の活性化につなげていくことを検討します。 

 （１）宿泊サービス供給量の確保等 

増加していく宿泊需要に対し、①ホテル・旅館等の建設を誘致、②住宅宿泊事

業の活用等により供給量の確保を図るとともに、良質な住宅宿泊施設の誘導に向

けた施策も推進していきます。 

 （２）住宅宿泊事業等による地域活性化 

海外からの旅行者（インバウンド）は観光地の訪問やお土産等を購入するなど

の従来型の観光だけでなく、日本文化を肌で感じることができる、体験型の観光

へとニーズが拡大しています。 

中野区では、街歩きや区民との交流などの日常体験やオタク文化、哲学堂公園

など、よりディープな観光コンテンツを地域に根付かせていくことで、住宅宿泊

事業と地域活性化が結び付いていくよう検討していきます。 

 

３ 今後の予定 

 平成２９年１２月２１日（木）～ 平成３０年１月１０日（水） 

パブリック・コメント手続 

（公表場所：区ホームページ、区政資料センター、生活環境分野（中野区保健所）、

産業振興分野、区民活動センター） 

平成３０年１月 

   閉会中の関連委員会において、パブリック・コメント手続の結果を報告 

 平成３０年２月 

   中野区議会第１回定例会に条例案を提出 

 

（参考１） 意見交換会（11/22・23）で示した「素案」からの変更点 

○「３ 事業の実施区域及び実施制限に係る特別の制限」 

   素案にあった「ただし、鉄道の駅の出口から一定の範囲は、住居専用地域であっ

てもこの制限の対象から除く。」という部分を削除しました。 

（理由） 

駅周辺は、交通利便性が高いことや、住居系、商業系の地域が混在している

地域であることから、地域活性化を図るために住居専用地域であっても、一定

の範囲については制限しないとする趣旨でしたが、鉄道の路線や駅によって周

辺地域の状況が大きく異なることから、さらに個別の詳細な検討が必要である



 

ことなどから、当該部分を削除し、住居専用地域全体で事業を制限することと

したものです。 

上記の他、「６ 近隣住民等への事前周知等」で事前周知すべき「近隣住民の範

囲」について、具体的な説明を追加した他、「１２ 条例の見直し」の項目を新た

に追加しました。２０２０年の東京オリンピック及びパラリンピック等大規模な国

際イベントを控えていることから、実施状況や宿泊需要の状況等を勘案して、規制

の見直し等、所要の措置を講じられるようにするというものです。 

 

（参考２） 関係法令 

（１）住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号） 

観光旅客の増加に伴う宿泊需要への対応を目的としており、年間事業日数の上

限を１８０日としています。 

（２）住宅宿泊事業法施行規則（厚生労働省・国土交通省令第２号） 

（３）国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則（国土交通省令第６５号） 

 

              

【問合せ先】 

環境部副参事（生活環境担当） 高橋 電話 03-3382-2424 

都市政策推進室副参事（グローバル戦略推進担当） 

      平田 電話 03-3228-5489（事業の活用について） 
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別 紙 

 

「（仮）中野区住宅宿泊事業の適正な実施に関する条例」に盛り込むべき 

主な内容について（案） 

 

【条例の趣旨】 

  この条例は、住宅宿泊事業（以下「事業」という。）の実施による地域活性化

と良好な住環境の確保の両立を図るため、住宅宿泊事業法（平成２９年法律第

６５号）第１８条に基づき区域を定めて事業を実施する期間を制限するととも

に、生活環境の悪化を防止するために制定するものである。 

 

１ 条例の目的 

  事業の実施に関して必要な事項を定め、事業の適正な運営を図るとともに、

住環境の悪化を防止し、区民の安全及び安心を確保することを目的とする。 

 

２ 責務 

  事業における区、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者（以下「事業者等」

という。）の責務を明らかにする。 

（１） 区の責務 

区は、事業の適正な運営を確保するため、必要な施策を講じるものとする。 

（２） 事業者等の責務 

    事業者等は、住宅宿泊事業法及び本条例その他の関連法令を遵守し、事

業の実施に起因する生活環境の悪化を防止するよう努めなければならない。 

（３） 宿泊者の責務 

    宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、住宅宿泊事業法及び本条例そ

の他の関連法令を遵守し、住宅の利用に起因する生活環境の悪化を防止す

るよう努めなければならない。 

 

３ 事業の実施区域及び実施期間に係る特別の制限 

  住宅宿泊事業法第１８条に基づき、住居専用地域においては、月曜日の正午

から金曜日の正午までの期間（国民の祝日の正午から翌日の正午までの期間は

除く。）は事業の実施を不可とする。 

（金・土・日・祝日は実施可。年間１６０日～１７０日） 

※１ 住居専用地域の定義 

住居専用地域とは、都市計画法に定める第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・

第二種中高層住居専用地域をいう。 
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なお、住宅の敷地の過半が住居専用地域に含まれる場合には、当該敷地を住居専用地

域とみなす。 

※２ 国民の祝日 

    国民の祝日は、国民の祝日に関する法律第２条に規定される国民の祝日及び同法第３

条第２項及び第３項に規定される休日（いわゆる振替休日等）をいう。 

※３ 人を宿泊させる日数の算定（住宅宿泊事業法第２条第３項関係） 

    毎年４月１日正午から翌年４月１日正午までの期間において人を宿泊させた日数と

し、正午から翌日までの期間を一日とする。（住宅宿泊事業法施行規則第３条） 

 

４ 届出の際の管理規約等の確認及び所有者等への通知 

  事業実施場所が集合住宅（分譲マンション、賃貸マンション等）または戸建

の賃借物件（以下「集合住宅等」という。）の届出の際は、区は、事業が禁止さ

れていないことを証するマンション管理規約等（賃貸借契約書を含む。）を確認

するとともに、当該集合住宅等の管理権限を有する者（管理組合、所有者、そ

れらの者から委託を受けた管理会社等）又はその代表者に対して届出が提出さ

れたことを通知するものとする。 

 

５ 対面による本人確認等 

  住居専用地域においては、事業者等は、宿泊者と対面により身分証明書等と

照合して本人確認をするとともに、宿泊者が外国人旅行者（日本国内に住所を

有する外国人を除く。）である場合には、旅券の写しを取り、宿泊者名簿ととも

に保管しなければならないものとする。 

 

６ 近隣住民等への事前周知等 

  住居専用地域において事業を実施しようとする者は、近隣住民等に対して事

業計画の事前周知等を行うとともに、その内容を記録した書面（以下「事前周

知等実施報告書」という。）を届出の際に添付するものとする。事前に周知すべ

き内容及び報告書の様式等については、別途定める。 

ア 家主居住型 

住居専用地域において事業を実施しようとする者は、戸建住宅の場合には近

隣住民に、集合住宅の場合には全ての住戸及び近隣住民に対して事前に周知し

なければならない。 

イ 家主不在型 

   住居専用地域において事業を実施しようとする者は、家主居住型と同様の

近隣住民等に対する事前の周知に加え、最寄りの区施設（区民活動センター

等）で事業説明会を開催しなければならない。 
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※ 近隣住民の範囲 

   次のア又はイに掲げる建物（一方の建物の外壁から他方の建物の外壁までの水平距離が

原則として２０メートルを超えるものを除く。）の使用者をいう。 

 ア 届出住宅の存する敷地の境界線に接する敷地に存する建物の使用者 

  イ 届出住宅の存する敷地の境界線から道路、公園等の施設を挟んで隣接する建物の境界

線までの水平距離が原則として１０メートル以下である場合の当該建物の使用者 

 

７ 消防署への通知 

  区は、事業の届出を受理した場合、消防署あて届出施設の通知を行う。 

 

８ 廃棄物の適正処理 

事業者等は、住宅宿泊事業の実施に伴い発生した廃棄物を事業系ごみとして 

自ら適正に処理しなければならない。 

 

９ 届出住宅の公表 

区は、事業の届出があったときは、届出住宅ごとに事業者等の商号、名称また

は氏名及び住所、連絡先等を中野区公式ホームページ等で公表する。 

 

１０ 届出施設における食事の提供 

  事業者等が届出施設において業として食事を提供しようとする場合、別途、

食品衛生法に基づく営業許可が必要である。また、施設において食中毒または

その疑いが生じた場合は、住宅宿泊事業法及び食品衛生法に基づいて区が検査、

指導を行う。 

 

１１ 苦情等の対応記録 

  事業者等は、苦情等が発生した場合には対応記録を作成し、区の求めに応じ

て文書で報告しなければならない。 

 

１２ 条例の見直し 

  区は、この条例の施行後において、この条例の実施状況及び宿泊需要の状況

等を勘案し、必要に応じて規制の見直し等、所要の措置を講じるものとする。 

 

 

 

 



平成２９年１２月１４日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 

中野区無電柱化推進方針の策定について 

 

中野区における無電柱化事業は、従来、都市計画道路の整備やまちづくり事業とあわせ、

取り組んできましたが、中野区の区道は、幅員４ｍ未満の狭あい道路が約６割を占めている

こともあり、現在、区道の無電柱化の整備率は 0.7％にとどまっています。 
無電柱化は、都市防災や景観の向上、安全な歩行空間の確保などのメリットが大きい一方、

高額な工事費、長期間にわたる工事に伴う沿線住民への影響、関連する全電力・通信事業者

の協力の必要性、狭あいな道路における整備が技術的に困難であるなど、多くの課題もあり

ます。 
近年、都市防災や政府が進める国際観光都市を目指すインバウンド政策などの観点から、

無電柱化がクローズアップされ、諸外国の主要都市と比較して日本の立ち遅れが顕在化する

状況となっており、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催とも相まって、無

電柱化に対する社会的機運が高まっています。 

 平成２８年１２月には、無電柱化の推進に関する法律が新たに制定され、国をはじめ地方

公共団体及び関係事業者は無電柱化推進に一定の責務を担うこととなりました。 

 こうした背景を踏まえ、区においても無電柱化推進方針を策定したのでお知らせします。 

 

１ 目的 

  中野区内の道路を無電柱化する目的は、まちの防災性の向上、安全な歩行空間の確保及

び良好な都市景観を創出することにあります。 
この目的を達成するために方針を定め、無電柱化に関する基本的な考え方を明らかにす

るとともに、関係事業者や東京都との円滑な協議、協力体制構築を図り、効果的に無電柱

化を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ～成熟したまちの魅力の発信に寄与～ 
 

【将来イメージ】「無電柱化整備後 

          （区道 12-910）」 

弥生町三丁目 

【現況写真】「無電柱化整備前 

          （区道 12-910）」 

弥生町三丁目 

 



２ 区内道路の無電柱化方針 

（１）区域 

中野区内の全域 

（２）無電柱化整備対象道路 

区内の区道は約３４０㎞あり、区道は区内の道路の約７割を占めています。 

無電柱化の対象となる道路は、原則として、区道とします。 

（３）道路新設に伴う無電柱化 

今後、区が新設する区道や市街地再開発事業地区内などのまちづくりに伴い新設され

る区道については、原則として、無電柱化を実施します。 

（４）優先整備路線に関する選定方針 

下記①から③の道路については、新しい中野をつくる１０か年計画に示された取り組

み内容に従い、原則として、道路整備や、まちづくり事業等の実施時期を考慮しつつ、

道路の既存地下埋設物の調査等を踏まえて優先整備路線として選定します。 

下記④の道路については、さらに、狭あい道路における技術的及び制度的な無電柱化

の実現可能性の検証結果も斟酌して、優先整備路線を選定します。 

①都市計画道路等 

都市計画道路等については、都市計画及びまちづくりに基づく事業化並びに道路改

修工事の時期に合わせて、整備を推進します。 

②主要幹線道路（都市計画道路以外） 

緊急輸送道路、道路障害物除去路線については、道路改修工事に合わせ整備を推進

します。 

③駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路 

駅周辺及びバリアフリー重点整備地区内の道路については、中野区バリアフリー基

本構想に基づく整備計画等に則って行う 

道路改修工事に合わせ整備を推進します。 

④不燃化特区区域内の避難経路等 

不燃化特区区域内の避難経路等の無電 

柱化については、整備効果が高い路線 

から、順次、整備を推進します。 

⑤①から④以外の生活道路 

①から④以外の生活道路については、 

不燃化特区区域内の無電柱化の整備状 

況等を踏まえて、道路改修工事の時期 

に合わせて、整備を推進します。 

（５）優先整備路線の指定 

     前述の２（４）に示した優先整備路線に関する選定方針に基づき、今後策定する無

電柱化推進計画において優先整備路線を指定して、無電柱化を推進します。 

 

出典：国土交通省ホームページ 

 http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/chi_14.html 

「電線共同溝イメージ図」 



３ 今後の予定 

  平成３０年度 中野区無電柱化推進計画策定 

 

中野区無電柱化推進方針は中野区のホームページで公開中です。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/503000/d025085.html 

 

【参考】個別の道路の無電柱化事業に関する主なフローチャート 

 

 

 

問合せ先 

都市基盤部副参事（道路担当）鈴木 電話 03-3228-8842 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/503000/d025085.html


平成２９年１２月１４日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る鉄道事業者 

との実施設計協定の締結について 

 

平成２９年１２月７日、中野区と東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ」という。）は、

中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に係る実施設計協定について下記のとおり締結し

ました。 

 

１ 実施設計協定の締結について 

中野区とＪＲは、中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業及び中野駅ビル建設事業に伴

う実施設計にあたり「中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に伴う実施設計の実施に

関する協定書」及び「実施設計の実施に関する平成２９年度協定書」を締結しました。 

  

  ○ 実施設計協定の概要 

（１）設計の期間      平成２９年１２月から平成３１年３月 

（２） 設計の実施及び内容  設計はＪＲが実施します。 

                ・中野駅西側南北通路・橋上駅舎等事業に関する設計 

                ・中野駅ビル建設事業に関する設計 

（３）設計の費用及び負担  総額概算    ５６８,１０８千円 

・区負担    ３１７,００８千円 

・ＪＲ負担   ２５１,１００千円 

  （４）設計変更等      設計内容等に著しい変更が生じる場合、区とＪＲが協

議を行い定めます。 

  （５）年度協定の締結    ２か年度にわたる協定であるため、各年度の設計の実

施に関する年度協定を別途締結します。 

 

２ 中野駅西側南北通路・橋上駅舎等の計画概要 

  中野区が整備する中野駅西側南北通路・橋上駅舎とＪＲが整備する駅ビルからなる道

路一体建物については、平成２７年度に基本設計を実施しました。その後、工事費の縮

減と工程の短縮を目指し、ＪＲが駅ビル計画内容見直しの検討を行い、工期は１～２年

短縮となっています。 
（１）計画概要        別紙「南北通路・橋上駅舎等の計画概要」参照 

（２）工期（予定）     平成３０年度  支障移転等工事着手 

平成３９年度頃 南北通路・橋上駅舎しゅん工 

※さらなる工期短縮は実施設計等で検討します。 

 

 問合せ先 

 都市政策推進室副参事（中野駅地区都市施設調整担当） 小幡 3228-8749 
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平成２９年１２月１４日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 

学力向上に向けた区立小中学校任期付教員の採用について 

 

 中野区では、区立小中学校の児童・生徒一人ひとりの学習状況に応じたきめ細かな指導

を推進するために、平成３０年４月から、「区費による教員」を採用し、指導体制の充実を

図っていきます。 

 平成２９年度までは、各小中学校に配置した学習指導支援員が授業の補助などに当たっ

てきましたが、学習指導支援員に替わり、単独でも授業を受け持つことが可能となる「教

員」を採用するものです。今回採用する教員は、中野区教育委員会が任命し、任期を２年

と定めた短時間勤務職員となります。 

 東京２３区の公立小中学校において、区費で任期付短時間勤務職員の教員を採用するこ

とは初めてとなり、来年１月１１日まで採用選考申込を受付けています。 

 

１ 募集概要 

（１）応募資格 

   採用校種（小学校・中学校）で指導可能な教員免許状を有している者 

（２）採用人数 

   ３３人（各校１人を配置 小学校２３人、中学校１０人）  

 

２ 主な職務 

  教科指導（少人数指導、ティーム・ティーチング、補教等）、放課後学習指導、指導資

料作成、教材作成など 

 

３ 採用後の勤務条件等 

（１）任期 

   平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（２）勤務日数及び時間 

   週当たり４日 

   日当たり７時間４５分 

（３）給与 

   年収約３２０万(期末・勤勉手当を含む) 

月額約１９８，０００円 

※上記月額は、給料月額１５７，０４０円（都費教員大卒初任給の８割相当）、教職調整額、地

域手当及び義務教育等教員特別手当を合わせた額 

（４）休暇   

年次有給休暇ほか、各種休暇制度 
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４ 採用選考スケジュール 

  平成３０年１月１１日  選考申込期限 

       １月２１日  第１次選考（小論文） 

       ２月 ３日  第２次選考（面接） 

       ４月 １日  採用 

 

採用選考案内は中野区のホームページで公開中です。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/652000/d024967.html 

 

 

※ 任期付短時間勤務職員とは 

  中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例第３条の規定により採用される任期

に定めのある短時間勤務職員です。任期については３年を超えない範囲内で中野区教育

委員会が定めます。短時間とは１週間当たりの勤務時間が、常時勤務を要する職員の勤

務時間（週３８時間４５分）に比べ短い時間であることをいい、条例で週３１時間とし

ています。 

 

 中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例 

 第３条第２項 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供

されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制

を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要があ

る場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務

の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採

用することができる。 

 

問合せ先 

教育委員会事務局指導室長 杉山 電話 03-3228-5588 
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平成２９年１２月１４日 

区 長 記 者 会 見 資 料  

 
（仮称）本町二丁目公園の名称募集について 

 

中野区では、平成２１年１１月にまとめた「今後の大規模公園整備の基本的考え方」に基

づき、これまでに４か所の公園整備を完了し、現在はこの（仮称）本町二丁目公園と（仮称）

弥生町六丁目公園の整備を進めています。また、平和の森公園の再整備や哲学堂公園の再生

整備も進めています。 
（仮称）本町二丁目公園は、防災機能のある緑豊かな公園として整備するため、平成２７

年度に基本計画を策定し、平成２８年度に基本設計・実施設計をとりまとめました。整備工

事は平成２９年度（第一期工事）、平成３０年度（第二期工事）の２か年で行い、平成３０

年内の開園を目指しています。 
現在、本町二・三丁目の区民が指定されている広域避難場所は隣接区である「新宿中央公

園・高層ビル群一帯」となっており、避難距離がかなりあるため、区内に一時避難所として

使用できるスペースの確保が課題でした。この防災機能を有するオープンスペースの確保と

ともに、街区公園として広く区民の皆さんに利用していただくため、整備を進めているもの

です。 
このたび、平成３０年の開園に向けて、皆さんにより親しまれる公園とするため、この公

園の名称を募集することとしました。 
 

１ 公園の整備概要 

（１）場所 
中野区本町二丁目１２番、１４番（住居表示） 

（２）面積 
約０．７ha 

（３）整備コンセプト 

①「住宅地に憩いと安らぎを与える緑に囲まれた公園」（憩い・休息機能） 
②「日常生活の中で気軽に楽しく体を動かせる公園」（スポーツ機能） 
③「日々立ち寄り活動することで交流と賑わいが生まれる公園」（交流機能） 
④「四季を感じながら心地よく過ごせる森のある公園」（環境保全機能） 
⑤「広域避難場所へ至るまでに一時的に避難できる防災機能を有した公園」（防災機能） 

（４）各ゾーニングとその整備テーマ 

①花と緑の小広場ゾーン「憩い・安らぎの小広場」 
②草地広場ゾーン「家族や友達と集い賑わえる広場」 
③地域の森ゾーン「心地よく過ごせる地域の森」 
④遊歩道ゾーン「安全で気持ち良く通れる遊歩道」 

（５）主な導入施設 

①一般施設 
・草地広場（大）（約２５００㎡） 

北側に芝そり斜面、南側園路沿いに四阿（あづまや）（１基）、健康遊具（３基） 



・遊戯広場（約５００㎡） 
児童を対象としたコンビネーション遊具（１基）、幼児を対象とした遊具（３基） 

・草地広場（小）（約２５０㎡） 
・トイレ 

花と緑の小広場、草地広場（大）西側の各１棟 
②防災施設 
・災害用トイレ 

草地広場（大）西側に下水道直結式トイレ（８基） 
・防災井戸 

草地広場（大）西側（１基） 
・防災倉庫 

草地広場（大）西側（１棟） 
・園内灯（非常電源） 

出入口付近にソーラー式園内灯（６基） 
 

２ 名称募集の概要 

（１）募 集 期 間 平成２９年１２月２０日～平成３０年１月２２日 

（２）募 集 方 法 平成２９年１２月２０日号区報、ホームページへ掲載、ポスター掲示等 

（３）応 募 資 格 中野区在住または在勤・在学者 

（４）応 募 方 法 ハガキ、ファクシミリ、電子申請、担当窓口への直接応募 

（５）選 考 方 法 近隣町会関係者、区職員等による選考委員会を設け、選考をしたうえで

区で決定します。 

（６）選 考 結 果 区報、ホームページにより発表します。 

 

３ 今後の予定 

 平成３０年２月 名称決定 

 平成３０年３月 第一期整備工事完了 

平成３０年４月 部分開園（東郷公園部分） 

平成３０年内  第二期整備工事、開園 

 

（参考）公園整備の経緯等 

  平成１９年１２月 国家公務員共済組合連合会より用地取得（中野区土地開発公社） 

  （面積約 0.62ha分。本公園の一部となる隣接の区立公園「東郷公園」（0.07ha）

は昭和 60年に都市計画決定し、同年内に開園されています） 

平成２６年１０月 都市計画の決定（変更） 

 

  問合せ先 

都市基盤部副参事（公園担当）千田 電話 03-3228-8848 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
① 住宅地に憩いと安らぎを与える緑に囲まれた公園 

② 日常生活の中で気軽に楽しく体を動かせる公園 

③ 日々立ち寄り活動することで交流と賑わいが生まれる公園 

④ 四季を感じながら心地よく過ごせる森のある公園 

⑤ 広域避難場所へ至るまでに一時的に避難できる防災機能を有した公園 

整備コンセプト 

整備テーマ「安全で気持ちよく通れる遊歩道」 

・西側区道の歩道機能を持たせ公園利用者も道路の

歩行者も気持ちよく通れるように整備します。 

 

整備テーマ「憩い・安らぎの小広場」 
・区民花壇や樹木のある小広場として、

閑静で落ち着いた環境の中にある憩い

と安らぎの場として整備します。 

 

整備テーマ「家族や友達と集い賑わえる広場」 

・軽運動や地域イベントなど多目的に利用できる草地

広場（大）及びを設けます。また、児童遊具広場、

幼児遊具広場、多世代が一緒に楽しめる健康遊具を

設置します。 

・マンホールトイレなど災害時に必要な防災施設を設

けます。また、東側に災害時に避難できる通路を設

置して、平常時は一般利用者の散策路・スロープと

して活用します。 

 

 

整備テーマ「心地よく過ごせる”地域の森”」 

・既存樹木群を活かした四季を感じる空間の中に

ある憩いと安らぎの場として整備します。また、

幼児が安全に遊べる草地広場（小）を設けます。 

④遊歩道ゾーン 

 

①花と緑の小広場ゾーン 

②草地広場ゾーン 

 
③地域の緑ゾーン 







                          平成２９年１２月１４日 

 

来年は戌年 中野区お犬あれこれ 

 

中野区と犬は昔から深い関係があります。区立歴史民俗資料館の所蔵展のご案内（別添チ

ラシ参照）とともに、来年の干支「戌年」にちなみ、犬にまつわるちょっとした中野の豆知

識をご紹介します。 

 

○ 江戸時代、中野区役所一帯には徳川五大将軍綱吉が設けた犬屋敷があり、現在、区役 

所前には犬の像が設置されています。 

 

 

○ 氷川神社（本町四丁目10番3号）には、子育てしている狛犬が設置されています。 

 

○ 歴史民俗資料館（江古田四丁目3番4号）では、「御囲平面図」、「犬駕籠」を常設展示。

また、来年の１月６日（土曜日）からは、館蔵品展「犬の絵馬と動物たち」を開催しま

す。１月28日（日曜日）には、好きな図案で「犬の消しゴムハンコ」が作れる催しもあ

ります（小学生以上、20人対象。往復はがき等での事前申込制。はがきは１月20日必着

で応募が多数の場合は抽選です）。 

 

犬屋敷は徳川五代将軍綱吉が設けた幕府による犬の保護施設で、「お囲い御用屋敷」ともいいま

した。中野4丁目あたりの旧町名「囲町」はこれに由来します。綱吉は生類憐みの令によって殺生を

制限し、特に犬は厳重に保護。 

江戸郊外の中野に最も大規模な犬屋敷をつくり、多数の役人や医者を置いて飼育にあたらせまし

た。元禄8（1695）年末に収容を開始し、綱吉の死去により宝永6（1709）年に廃止されるまで、15

年間存続しました。 

敷地は現在の区役所を中心に約30万坪。5つの犬囲には犬小屋屋・餌場・日除場・子犬養育場など

様々な建物があり、幕府の公式記録によると、収容を始めてすぐに10万頭もの犬が集まったそうで

す。莫大な費用は、江戸の商家や天領の農民たちが負担しました。この犬屋敷があったことを示す

犬の像が中野区役所前に設置されています。 

（中野区都市観光サイトまるっと中野から転用） 

区役所前の犬の像 氷川神社の狛犬(おっぱいをあげているお母さん) 
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