
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．地域の概況 
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6 地域の概況 

6.1 一般項目 

6.1.1 人 口 

計画地及びその周辺の過去５年間の町丁別人口の推移は表 6.1.1-1 に、町丁区域は図

6.1.1-1 に示すとおりである。 

計画地が位置する中野四丁目の令和３年４月１日における人口は 1,700 人で、平成 29

年から５年間の人口推移は概ね減少傾向にある。 

 

表 6.1.1-1 町丁別人口の推移 

単位：人 

区 名 町丁名 
平成 29 年 

(2017 年) 

平成 30 年 

(2018 年) 

平成 31 年 

(2019 年) 

令和２年 

(2020 年) 

令和３年 

(2021 年) 

中野区  326,839 329,577 332,957 336,424 334,581 

 中野一丁目   5,926   6,057   6,172   6,216   6,205 

 中野二丁目   2,568   2,536   2,494   2,724   2,680 

 中野三丁目   6,072   6,108   6,084   6,133   6,031 

 中野四丁目   1,981   1,968   2,001   1,850   1,700 

 中野五丁目   6,443   6,781   6,868   6,860   6,982 

 中野六丁目   3,727   3,713   3,741   3,836   3,711 

 中央三丁目   5,188   5,300   5,327   5,420   5,347 

 中央四丁目   6,452   6,513   6,618   6,657   6,601 

 中央五丁目   5,376   5,417   5,418   5,499   5,474 

 上高田一丁目   5,543   5,570   5,539   5,581   5,437 

 上高田二丁目   4,955   4,975   4,976   4,991   4,874 

 上高田三丁目   3,389   3,417   3,447   3,466   3,419 

 上高田五丁目   3,127   3,150   3,129   3,097   3,087 

 新井一丁目   4,318   4,346   4,506   4,493   4,411 

 新井二丁目   5,395   5,523   5,533   5,474   5,458 

 新井三丁目   2,916   2,943   2,943   2,960   2,874 

 新井四丁目   3,047   3,067   3,069   3,176   3,177 

 新井五丁目   2,368   2,326   2,311   2,349   2,404 

 沼袋三丁目   3,245   3,232   3,238   3,158   3,104 

 野方一丁目   4,934   5,070   5,101   5,169   5,108 

 野方二丁目   4,971   4,996   5,133   5,119   5,024 

 野方三丁目   2,630   2,650   2,604   2,648   2,544 

杉並区  562,065 566,551 571,512 576,093 573,375 

 高円寺北一丁目   2,581   2,566   2,592   2,563   2,497 

 高円寺南一丁目   6,257   6,419   6,548   6,623   6,520 

 高円寺南五丁目   6,455   6,591   6,641   6,645   6,512 

注 1）網掛けは、計画地所在の町丁を示す。 

注 2）各年４月１日現在 

資料：「住民基本台帳による町丁別人口」（令和３年８月閲覧、中野区ホームページ） 

資料：「町丁別世帯数及び人口」（令和３年８月閲覧、杉並区ホームページ） 
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図 6.1.1-1 町丁区域 
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6.1.2 産 業 

(1) 工 業 

中野区及び杉並区の事業所数、従業者数及び製造品出荷額等の推移は、表 6.1.2-1 に示

すとおりである。 

中野区では事業所数、従業者数ともに平成 29 年に一時的に増加したが、その後は減少傾

向にある。製造品出荷額等は、増減を繰り返している。杉並区では事業所数、従業者数、

製造品出荷額等のいずれも増減を繰り返している。 

 

表 6.1.2-1 事業所数、従業者数及び製造品出荷額等の推移 

区 名 年 次 事業所数 
従業者数 

（人） 

製造品出荷額等 

（万円） 

中野区 

平成 26 年（2014 年） 78   911 1,224,380 

平成 28 年（2016 年） 59   731 1,035,100 

平成 29 年（2017 年） 63   811 1,289,632 

平成 30 年（2018 年） 59   799 1,320,295 

令和元年（2019 年） 58   762 1,129,916 

杉並区 

平成 26 年（2014 年） 95 1,025 1,753,417 

平成 28 年（2016 年） 85 1,393 1,430,273 

平成 29 年（2017 年） 88 1,081 1,720,876 

平成 30 年（2018 年） 90 1,265 2,289,649 

令和元年（2019 年） 81   962 2,050,172 

注 1）従業者４人以上の事業所を対象とする。 

注 2）事業所及び従業者数の調査期日は、以下のとおりである。 

   平成 26 年（2014 年）：平成 26 年 12 月 31 日現在 

   平成 28 年（2016 年）：平成 29 年６月１日現在 

   平成 29 年（2017 年）：平成 30 年６月１日現在 

   平成 30 年（2018 年）：令和元年６月１日現在 

   令和元年（2019 年）：令和２年６月１日現在 

注 3）製造品出荷額等は、各年１年間の数値である。 

注 4）平成 27 年工業統計調査は、中止されている。 

資料：「2014 東京の工業（平成 26 年工業統計調査報告）」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「2017 東京の工業<平成 29 年工業統計調査報告（平成 28 年実績）>」 

（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「2018 東京の工業<平成 30 年工業統計調査報告（平成 29 年実績）>」 

（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「2019 東京の工業<2019 年工業統計調査報告（平成 30 年実績）>」 

（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「2020 東京の工業<2020 年工業統計調査報告（2019 年実績）>」 

（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 
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(2) 商 業 

中野区及び杉並区の商店数、従業者数及び年間商品販売額の推移は、表 6.1.2-2 に示す

とおりである。 

中野区では商店数、従業員数は減少傾向にあるが、年間商品販売額は平成 19 年に増加

し、その後平成 26 年に減少している。杉並区では商店数、従業員数、年間商品販売額のい

ずれも減少傾向にある。 

 

表 6.1.2-2 商店数、従業者数及び年間商品販売額の推移 

区 名 年 次 
商店数 

（事業所） 

従業者数 

（人） 

年間商品販売額 

（百万円） 

中野区 

平成 16 年（2004 年） 3,395 22,818   797,408 

平成 19 年（2007 年） 2,865 19,576 1,186,136 

平成 26 年（2014 年） 1,881 16,371   744,952 

杉並区 

平成 16 年（2004 年） 5,492 35,982 1,171,356 

平成 19 年（2007 年） 4,764 31,896 1,081,660 

平成 26 年（2014 年） 3,102 23,468   945,432 

資料：「平成 16 年商業統計調査（簡易調査）」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「平成 19 年商業統計調査」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

資料：「平成 26 年商業統計調査」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

  



- 27 - 

6.1.3 交 通 

(1) 道 路 

計画地周辺の平成 27 年度の道路交通センサスの調査結果は表 6.1.3-1 に、調査地点は

図 6.1.3-1 に示すとおりである。 

計画地周辺は北側を東西に主要地方道飯田橋石神井新座線（早稲田通り）、東側を南北

に特例都道鮫洲大山線（中野通り）、南側を東西に特例都道神楽坂高円寺線（大久保通り）、

西側を南北に主要地方道環状７号線（環七通り）が通っている。 

計画地東側に接する中野通り（番号 11）の 12 時間交通量は 12,149 台（大型車混入率

12.1％）となっている。 

また、平成 17 年度、平成 22 年度、平成 27 年度の道路交通センサスの調査結果の経年

変化は表 6.1.3-2 に示すとおり、中野通り（番号 11）は平成 27 年度の調査結果は平成 17

年度比で約 12％の増加となっている。 

 

表 6.1.3-1 道路交通量調査の状況（平成 27 年度：平日） 

番号 路線名（都道・通称道路名） 調査地点 

交通量（台/12 時間） 大型車 

混入率 

（％） 
小型車 大型車 合計 

 1 

高速中央環状線 

中野長者橋出入口～ 

西新宿 JCT 
42,123 7,638 49,761 15.3 

 2 
西池袋出入口～ 

中野長者橋出入口 
47,498 8,901 56,399 15.8 

 3 
主要地方道東京所沢線 

（都道４号・青梅街道） 

中野区本町 1-13-18 27,775 2,992 30,767  9.7 

 4 杉並区和田 3-62-4 20,615 2,096 22,711  9.2 

 5 
主要地方道飯田橋石神井新座線 

（都道 25 号・早稲田通り） 
杉並区阿佐谷北5-46  7,781 1,140  8,921 12.8 

 6 
主要地方道環状６号線 

（都道 317 号・山手通り） 

中野区弥生町1-12-2 28,889 2,863 31,752  9.0 

 7 
中野区東中野 

3-14-21 
21,856 2,881 24,737 11.6 

 8 

主要地方道環状７号線 

（都道 318 号・環七通り） 

杉並区和田 3-17 33,909 8,072 41,981 19.2 

 9 
杉並区高円寺北 

2-29-14 
34,701 8,313 43,014 19.3 

10 中野区丸山 2-7-13 32,159 5,360 37,519 14.3 

11 
特例都道鮫洲大山線 

（都道 420 号・中野通り） 
中野区江古田 1-1-7 10,677 1,472 12,149 12.1 

12 
特例都道神楽坂高円寺線 

（都道 433 号・大久保通り） 

中野区中央 1-13  5,396   600  5,996 10.0 

13 
杉並区高円寺南 

1-27-17 
 5,309   727  6,036 12.0 

資料：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（平成 29 年６月、東京都建設局） 
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表 6.1.3-2 道路交通量調査の経年変化 

番

号 
路線名（都道・通称道路名） 調査地点 

交通量（台/12h） 

平成 17 年度 平成 22 年度 
平成 27 年度 

【平成 17 年度比】

 1 

高速中央環状線 

中野長者橋出入口～ 

西新宿 JCT 
－ 40,471 

49,761 

【－】 

 2 
西池袋出入口～ 

中野長者橋出入口 
－ 46,571 

56,399 

【－】 

 3 
主要地方道東京所沢線 

（都道４号・青梅街道） 

中野区本町 1-13-18 27,600 32,299 
30,767 

【約 12％増】 

 4 杉並区和田 3-62-4 27,600 23,025 
22,711 

【約 18％減】 

 5 
主要地方道飯田橋石神井新座線 

（都道 25 号・早稲田通り） 
杉並区阿佐谷 5-46 13,505 11,734 

 8,921 

【約 34％減】 

 6 
主要地方道環状６号線 

（都道 317 号・山手通り） 

中野区弥生町 1-12-2 24,910 26,006 
31,752 

【約 28％増】 

 7 中野区東中野 3-14-21 24,910 22,460 
24,737 

【約 1％減】 

 8 

主要地方道環状７号線 

（都道 318 号・環七通り） 

杉並区和田 3-17 48,245 42,238 
41,981 

【約 13％減】 

 9 
杉並区高円寺北 

2-29-14 
39,566 49,070 

43,014 

【約 9％増】 

10 中野区丸山 2-7-13 39,566 43,108 
37,519 

【約 5％減】 

11 
特例都道鮫洲大山線 

（都道 420 号・中野通り） 
中野区江古田 1-1-7 10,867 12,995 

12,149 

【約 12％増】 

12 
特例都道神楽坂高円寺線 

（都道 433 号・大久保通り） 

中野区中央 1-13  9,337  6,701 
 5,996 

【約 36％減】 

13 
杉並区高円寺南 

1-27-17 
 9,337  6,682 

 6,036 

【約 35％減】 
資料：「平成 17 年度 道路交通センサス 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査」 

（平成 19 年８月、一般社団法人交通工学研究会） 

資料：「平成 22 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（平成 23 年９月、東京都建設局） 

資料：「平成 27 年度道路交通センサス一般交通量調査結果」（平成 29 年６月、東京都建設局） 
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図 6.1.3-1 交通網図 
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(2) バス路線 

計画地周辺のバス路線は表 6.1.3-3 に、バス路線図は図 6.1.3-2 に示すとおりである。 

計画地内または計画地に隣接して位置する「中野駅」バス停は、中野駅と野方駅、練馬

駅、江古田駅、中村橋駅、吉祥寺駅、新宿駅、池袋駅、阿佐ヶ谷駅及び渋谷駅を結ぶバス

が運行している。 

 

表 6.1.3-3 バス路線 

系 統 バス会社 起 点 主な経由地 終 点 

中 01 関 東 中野駅 大場通り 野方駅 

中 03 関 東 中野駅 野方駅入口 練馬駅 

中 10 関 東 中野駅 中野五丁目 丸山営業所 

中 12 関 東 中野駅 中野五丁目 江古田駅 

中 20 関 東 中野駅 下田橋 丸山営業所 

中 24 関 東 中野駅 下田橋・江古田三丁目 中村橋駅 

中 27 関 東 中野駅 下田橋 江古田の森 

中 30 関 東 中野駅 中野五丁目 丸山営業所 

中 35 関 東 中野駅 新高円寺駅 五日市街道営業所 

中 36 関 東 中野駅 五日市街道営業所 吉祥寺駅 

中 41 関 東 中野駅 新井薬師前駅 江古田駅 

中 43 関 東 中野駅 新井薬師前駅 江古田駅 

中 45 関 東 中野駅 新井薬師前駅 丸山営業所 

宿 04 関 東 新宿駅西口 中野駅 阿佐ヶ谷営業所 

宿 05 関 東 新宿駅西口 中野駅 野方駅 

宿 08 関 東 新宿駅西口 落合駅 中野駅 

池 11 関 東 池袋駅 新井薬師前駅 中野駅 

阿 45 関 東 阿佐ヶ谷駅 高円寺通り 中野駅 

Ｋ01 関 東 中野駅 大場通り 八成小学校 

中 71 京 王 中野駅 中野車庫・和田堀橋 永福町 

中 81 京 王 中野駅 笹塚中学 代田橋 

中 82 京 王 中野駅 中野車庫 笹塚駅 

中 83 京 王 中野駅 弥生町二丁目 南部高齢者会館 

中 91 京 王 中野駅 新井小学校 新井四丁目 

中 92 京 王 中野駅 江古田四丁目・南蔵院 練馬駅 

宿 45 京 王 新宿駅西口 笹塚中学 中野駅 

渋 63 京 王 渋谷駅 代々木八幡駅入り口・幡ヶ谷駅 中野駅 

渋 64 京 王 渋谷駅 代々木八幡駅入り口・宮下交差点 中野駅 

池 11 国際興業 池袋駅 新井薬師前駅 中野駅 

資料：「中野区わたしの便利帳（2019・2020 年度版）」（令和元年 11 月、中野区） 

資料：「関東バス総合路線案内図（平成 29 年５月現在）」（令和３年８月閲覧、関東バス株式会社ホームページ） 

資料：「バス路線図」（令和３年４月、京王電鉄バスグループ） 

資料：「国際興業バス路線案内（2021 年４月現在）」（令和３年８月閲覧、国際興業株式会社ホームページ） 
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図 6.1.3-2 バス路線図 
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(3) 鉄 道 

計画地周辺の鉄道路線図は、図 6.1.3-3 に示すとおりである。 

計画地南側の最寄り駅である中野駅には、ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ東西線が、

北東側の新井薬師前駅には、西武新宿線が通っている。 

計画地最寄り駅の中野駅及び新井薬師前駅の１日平均乗降人員の推移は、表 6.1.3-4 及

び表 6.1.3-5 に示すとおりである。 

中野駅の乗降人員は、ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ東西線とも令和元年度までは増

加傾向にあったが、令和２年度に減少している。新井薬師前駅の乗降人員は、令和元年度

までは横ばいであったが、令和２年度に減少している。 

 

表 6.1.3-4 中野駅の１日平均乗降人員の推移 

単位：人/日 

路 線 駅 名 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

令和２年度 

(2020 年度) 

ＪＲ中央線・総武線 

中 野 

292,800 297,578 301,772 301,814 206,568 

東京メトロ東西線 157,499 160,270 163,908 163,466 109,528 

合 計 450,299 457,848 465,680 465,280 316,096 
注）ＪＲ中野駅については、乗車人員×２により乗降人員を算出している。 

資料：「各駅の乗車人員」（令和３年８月閲覧、ＪＲ東日本ホームページ） 

資料：「各駅の乗降人員ランキング」（令和３年８月閲覧、東京メトロホームページ） 

 

表 6.1.3-5 新井薬師前駅の１日平均乗降人員の推移 

単位：人/日 

路 線 駅 名 
平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度

(2019 年度) 

令和２年度 

(2020 年度) 

西武新宿線 新井薬師前駅 22,673 23,023 22,880 22,176 16,423 

資料：「駅別乗降人員」（令和３年８月閲覧、西武鉄道ホームページ） 
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図 6.1.3-3 鉄道路線図 
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6.1.4 土地利用 

(1) 都市計画の状況 

計画地及びその周辺の用途地域図は、図 6.1.4-1 に示すとおりである。 

計画地は商業地域に、周辺は第一種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用

地域、第一種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び準工業地域（特別工業

地区）に指定されている。 

なお、「中野区建設委員会資料」（令和２年 12 月、中野区）によると、計画地北側の道

路を挟んだ「（仮称）中野四丁目西地区市街地再開発事業」の事業区域内の第一種住居地

域は商業地域に変更予定とされている。 
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図 6.1.4-1 用途地域図 
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(2) 土地利用の状況 

中野区及び杉並区における地目別土地利用面積は表 6.1.4-1(1)～(2)に、計画地及びそ

の周辺の土地利用現況図は図 6.1.4-2 に示すとおりである。 

中野区及び杉並区とも土地利用面積の推移に大きな変化はなく、総数に対して宅地が

中野区及び杉並区とも約 97％を占めている。 

計画地は、官公庁施設、宿泊・遊興施設が混在している。 

中野駅の北西側地区には、大規模な官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所

建築物、宿泊・遊興施設、倉庫・運輸関連施設（バスターミナル）及び公園・運動場等が

集積している。また、駅周辺には、こうした施設以外に、住商併用建物の立地がみられ、

さらにその周辺には、独立住宅、集合住宅を中心に、事務所建築物、教育文化施設、公園・

運動場等が混在する市街地を形成している。 

 

表 6.1.4-1(1) 地目別土地利用面積の推移（中野区） 

単位：ha 

年 次 総 数 宅 地 田 畑 山 林 池 沼 雑種地 免税点未満 

平成 28 年 

(2016 年) 

1,036.65 

(100.0％) 

1,006.14 

(97.06％) 

0.00 

(0.00％) 

4.01 

(0.39％) 

0.15 

(0.01％) 

0.00 

(0.00％) 

25.78 

(2.49％) 

0.57 

(0.05％) 

平成 29 年 

(2017 年) 

1,036.54 

(100.0％) 

1,005.95 

(97.05％) 

0.00 

(0.00％) 

3.86 

(0.37％) 

0.14 

(0.01％) 

0.00 

(0.00％) 

26.02 

(2.51％) 

0.57 

(0.05％) 

平成 30 年 

(2018 年) 

1,036.61 

(100.0％) 

1,006.87 

(97.13％) 

0.00 

(0.00％) 

2.73 

(0.26％) 

0.14 

(0.01％) 

0.00 

(0.00％) 

26.30 

(2.54％) 

0.57 

(0.05％) 

平成 31 年 

(2019 年) 

1,036.63 

(100.0％) 

1,007.09 

(97.15％) 

0.00 

(0.00％) 

2.61 

(0.25％) 

0.14 

(0.01％) 

0.00 

(0.00％) 

26.13 

(2.52％) 

0.66 

(0.06％) 

令和２年 

(2020 年) 

1,036.34 

(100.0％) 

1,007.35 

(97.20％) 

0.00 

(0.00％) 

2.19 

(0.21％) 

0.14 

(0.01％) 

0.00 

(0.00％) 

26.11 

(2.52％) 

0.55 

(0.05％) 

注1）各年１月１日現在 

注2）この表では、国・公有地、公共用地、墓地、道路、用水路、溜池、保安林、私立学校用地、宗教法人の境

内など、固定資産税が非課税とされている土地は除かれていることから、総数は各年で異なる値となって

いる。 

資料：「東京都の統計」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 

 

表 6.1.4-1(2) 地目別土地利用面積の推移（杉並区） 

単位：ha 

年 次 総 数 宅 地 田 畑 山 林 池 沼 雑種地 免税点未満 

平成 28 年 

(2016 年) 

2,242.48 

(100.0％) 

2,161.43 

(96.39％) 

0.00 

(0.00％) 

38.81 

(1.73％) 

1.62 

(0.07％) 

0.16 

(0.01％) 

39.50 

(1.76％) 

0.96 

(0.04％) 

平成 29 年 

(2017 年) 

2,239.91 

(100.0％) 

2,160.20 

(96.44％) 

0.00 

(0.00％) 

37.92 

(1.69％) 

1.65 

(0.07％) 

0.16 

(0.01％) 

39.15 

(1.75％) 

0.83 

(0.04％) 

平成 30 年 

(2018 年) 

2,239.84 

(100.0％) 

2,161.42 

(96.50％) 

0.00 

(0.00％) 

36.86 

(1.65％) 

1.47 

(0.07％) 

0.16 

(0.01％) 

39.12 

(1.75％) 

0.81 

(0.04％) 

平成 31 年 

(2019 年) 

2,239.40 

(100.0％) 

2,162.17 

(96.55％) 

0.00 

(0.00％) 

35.94 

(1.60％) 

1.42 

(0.06％) 

0.16 

(0.01％) 

38.92 

(1.74％) 

0.79 

(0.04％) 

令和２年 

(2020 年) 

2,240.11 

(100.0％) 

2,163.94 

(96.60％) 

0.00 

(0.00％) 

34.91 

(1.56％) 

1.16 

(0.05％) 

0.16 

(0.01％) 

38.92 

(1.74％) 

0.98 

(0.04％) 

注1）各年１月１日現在 

注2）この表では、国・公有地、公共用地、墓地、道路、用水路、溜池、保安林、私立学校用地、宗教法人の境

内など、固定資産税が非課税とされている土地は除かれていることから、総数は各年で異なる値となって

いる。 

資料：「東京都の統計」（令和３年８月閲覧、東京都総務局ホームページ） 
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図 6.1.4-2 土地利用現況図 
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(3) 公共施設等の分布状況 

計画地周辺の教育施設、福祉施設、医療施設、公園・緑地等及びその他施設の分布状況

は、表 6.1.4-2(1)～(3)及び図 6.1.4-3(1)～(2)に示すとおりである。 

計画地周辺には、教育施設、福祉施設及び都市計画公園が存在している。 

 

表 6.1.4-2(1) 主な公共施設等 

区 分 番 号 所在地 名 称 

教 

育 

施 

設 

幼稚園 A1 

中野区 

野方学院幼稚部 

小学校 
A2 桃花小学校 

A3 平和の森小学校 

中学校 
A4 中野中学校 

A5 大妻中野中学校 

高等学校 
A6 中野工業高等学校 

A7 大妻中野高等学校 

大学 
A8 明治大学 

A9 帝京平成大学 

専門学校 

A10 窪田理容美容専門学校 

A11 新宿情報ビジネス専門学校 

A12 織田ファッション専門学校 

A13 織田きもの専門学校 

A14 織田調理師専門学校 

A15 織田栄養専門学校 

A16 織田製菓専門学校 

A17 渋谷外国語専門学校 

A18 中野健康医療専門学校 

A19 専門学校東京 CPA 会計学院 

幼稚園 
A20 

杉並区 

光塩女子学院幼稚園 

A21 杉並央文幼稚園 

小学校 
A22 高円寺小学校（高円寺学園） 

A23 杉並第三小学校 

中学校 A24 高円寺中学校（高円寺学園） 

専門学校 A25 
専門学校 日本鉄道＆スポーツビジネ
スカレッジ 

福 

祉 

施 

設 

保育所 

B1 

中野区 

橋場そらとみどりの保育園大きなおうち 

B2 ひまわり保育園 

B3 もみじやま保育園（仮説園舎） 

B4 なかのまるのなか保育園大きなおうち 

B5 桃が丘さゆり保育園 

B6 コンビプラザ中野保育園 

B7 ピオニイ保育園 

B8 中野ここわ保育園 

B9 中野打越保育園 

B10 ちゃいれっく上高田保育園 

B11 キッズガーデン中野上高田 

B12 さくらさくみらい中野 

B13 あけぼの保育園 

B14 小学館アカデミーあらいやくし保育園 

B15 野方保育園 

B16 にじいろ保育園中野野方 
注）表中番号は、図 6.1.4-3(1)の番号と対応する。 

資料：「中野区わたしの便利帳（2019・2020 年度版）」（令和元年 11 月、中野区） 

資料：「すぎなみくらしの便利帳」（令和２年３月、杉並区） 
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表 6.1.4-2(2) 主な公共施設等 

区 分 番 号 所在地 名 称 

福 

祉 

施 

設 

認定保育所 

B17 

中野区 

ピノッキオ保育園 

B18 エンゼル保育室 

B19 ピノキオ幼児舎中野園 

幼稚園類似施設 B20 TAC チャイルドクラブ 

認定こども園 B21 なかのこども園 

児童館 
B22 野方児童館 

B23 新井薬師児童館 

高齢者会館等 

B24 上高田高齢者会館 

B25 野方高齢者会館 

B26 堀江敬老館 

都市型軽費老人

ホーム 

B27 コミュニケア 24 癒しの新井薬師 

B28 しまナーシングホーム中野 

障害者施設 

B29 メイプルガーデン 

B30 盲人自立センター陽光園 

B31 障害者社会活動センター 

B32 障害者地域自立生活支援センター 

B33 地域生活支援センター「せせらぎ」 

B34 就労支援センターひゅーまにあ中野 

B35 ワークステーション Jade 中野 

B36 コロニーもみじやま支援センター 

B37 
ディーキャリア IT エキスパート 

中野オフィス 

保育所 

B38 

杉並区 

高円寺東保育園 

B39 高円寺りとるぱんぷきんず 

B40 ウィズブック保育園高円寺南 

特別養護老人ホーム B41 マイルドハート高円寺 

障害者福祉施設 B42 マイルドハート高円寺（なでしこ） 

医
療
施
設 

病院 

C1 

中野区 

一般財団法人 自警会 東京警察病院 

C2 
社会医療法人社団 健友会  

中野共立病院 

C3 新渡戸記念中野総合病院 

C4 医療法人社団 徳静会 横畠病院 

C5 野原産婦人科クリニック 

注）表中番号は、図 6.1.4-3(1)の番号と対応する。 

資料：「中野区わたしの便利帳（2019・2020 年度版）」（令和元年 11 月、中野区） 

資料：「すぎなみくらしの便利帳」（令和２年３月、杉並区） 

資料：「医療機関名簿 令和２年」（令和２年９月、東京都） 
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表 6.1.4-2(3) 主な公共施設等 

区 分 番 号 所在地 名 称 

都市計画公園 

D1 

中野区 

新井薬師公園 

D2 平和の森公園 

D3 紅葉山公園 

D4 早稲田通り公園 

D5 上高田二丁目公園 

D6 中野四季の森公園 

都市公園・緑地等 

E1 

中野区 

新井南公園 

E2 中央西公園 

E3 中央公園 

E4 天神公園 

E5 橋場公園 

E6 柏公園 

E7 こぶし公園 

E8 あじさい公園 

E9 すみれ公園 

E10 いちょう公園 

E11 野方ひがし公園 

E12 昭三公園 

E13 打越公園 

E14 囲桃園公園 

E15 新井東公園 

E16 天神小公園 

E17 子宝公園 

E18 草の実公園 

E19 桃園川緑道 

E20 囲町ひろば 

E21 野方第二公園 

E22 野方一丁目公園 

E23 上町公園 

E24 野方児童遊園 

E25 高円寺北一緑公園 

E26 たかはら公園 

E27 高円寺北一児童遊園 

E28 ひとみ公園 

E29 高円寺谷中緑地 

E30 高円寺いこい公園 

E31 高円寺東公園 

E32 遊び場 79 番 

E33 かえる公園 

E34 やなぎ公園 

E35 こりす公園 

その他施設 

F1 

中野区 

中央図書館 

F2 なかの ZERO（もみじ山文化センター） 

F3 中野サンプラザ 

F4 なかの芸能小劇場 

注）表中番号は、図 6.1.4-3(2)の番号と対応する。 

資料：「公園マップ・公園一覧」（令和３年８月閲覧、中野区ホームページ） 

資料：「ぱーくまっぷ 杉並区公園マップ」（令和２年 10 月、杉並区） 

資料：「中野区わたしの便利帳（2019・2020 年度版）」（令和元年 11 月、中野区） 
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図 6.1.4-3(1) 主な公共施設の分布 

（教育施設、福祉施設、医療施設） 
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図 6.1.4-3(2) 主な公共施設の分布図（公園、その他）  
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6.1.5 水域利用 

計画地及びその周辺には、１級河川荒川水系に属する神田川、妙正寺川等が流れている。

（図 6.2.4-1（p.68）参照） 

これらの河川は水域に自由に入ることはできず、直接、河川水に触れるような親水的な

利用はみられない。また、漁業や農業用水利用等もみられない。 

 

6.1.6 気 象 

計画地の最寄りの気象観測地点は、図 6.1.6-1 に示す計画地の北西約 7.2km に位置す

るアメダス練馬観測所であり、平成 28 年度～令和２年度の気象の状況は表 6.1.6-1 に示

すとおりである。 

年間降水量は 1,236.5～1,741.0mm、年平均気温は 15.7～16.9℃、年間平均風速は 1.4

～1.6m/s、年間最大風速は 8.3～12.5m/s、最多風向は北北西の風、年間日照時間は 1,880.1

～2,094.8 時間となっている。 

 

表 6.1.6-1 気象の状況（アメダス練馬観測所） 

区 分 

降水量 

（mm） 
気温（℃） 風速（m/s） 

最多風向 
日照時間 

（時間） 
合 計 平 均 最 高 最 低 平 均 最 大 

平成 28 年度 

（2016 年度） 
1,463.5 16.1 37.7 -4.7 1.6  9.8 北北西 1,888.6 

平成 29 年度 

（2017 年度） 
1,638.5 15.7 37.1 -7.0 1.5  8.8 北北西 1,995.4 

平成 30 年度 

（2018 年度） 
1,236.5 16.9 39.6 -2.5 1.6 12.0 北北西 2,094.8 

令和元年度 

（2019 年度） 
1,741.0 16.6 37.1 -3.4 1.5 12.5 北北西 1,880.1 

令和２年度 

（2020 年度） 
1,444.0 16.4 39.0 -4.3 1.4  8.3 北北西 1,960.8 

注）アメダス練馬観測所の所在地：東京都練馬区石神井台一丁目33番 44 号（練馬区立石神井松の風文化公園内） 

資料：「過去の気象データ検索」（令和３年８月閲覧、気象庁ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1.6-1 アメダス練馬観測所位置図 
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6.1.7 関係法令の指定・規則等 

本事業に関連する環境保全関係の主な法令等は、表6.1.7-1(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 6.1.7-1(1) 主な関係法令等 

項 目 関係法令 

環境全般 

環境基本法（平成５年 11 月、法律第 91 号） 

東京都環境基本条例（平成６年７月、東京都条例第 92 号） 

東京都環境影響評価条例（昭和 55 年 10 月、東京都条例第 96 号） 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 

（平成 12 年 12 月、東京都条例第 215 号） 

中野区環境基本条例（平成 10 年３月、中野区条例第 19 号） 

大気汚染 

大気汚染防止法（昭和 43 年６月、法律第 97 号） 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成４年６月、法律第 70 号） 

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年５月、法律第51号） 

中野区建築物の解体工事の事前周知及び届出に関する要綱 

（平成 17 年 11 月、中野区要綱第 122 号） 

悪 臭 悪臭防止法（昭和 46 年６月、法律第 91 号） 

騒音・振動 

騒音規制法（昭和 43 年６月、法律第 98 号） 

騒音に係る環境基準について（平成 10 年９月、環境省告示第 64 号） 

振動規制法（昭和 51 年６月、法律第 64 号） 

水質汚濁 

水質汚濁防止法（昭和 45 年 12 月、法律第 138 号） 

下水道法（昭和 33 年４月、法律第 79 号） 

水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月、環境庁告示第 59 号） 

東京都下水道条例（昭和 34 年 12 月、東京都条例第 89 号） 

土壌汚染 

土壌汚染対策法（平成 14 年５月、法律第 53 号） 

土壌汚染に係る環境基準について（平成３年８月、環境庁告示第 46 号） 

東京都土壌汚染対策指針（平成 22 年３月、東京都告示第 407 号） 

水循環 

水循環基本法（平成 26 年４月、法律第 16 号） 

建築物用地下水の採取の規制に関する法律（昭和 27 年５月、法律第 100 号） 

東京都雨水浸透指針（平成 13 年７月、東京都告示第 981 号） 

中野区雨水流出抑制施設設置指導要綱（平成元年６月、中野区要綱第 65 号） 

生物・生態系 

自然環境保全法（昭和 47 年６月、法律第 85 号） 

東京都における自然の保護と回復に関する条例 

（平成 12 年 12 月、東京都条例第 216 号） 

中野区みどりの保護と育成に関する条例（昭和53年 12 月、中野区条例第42号） 

日 影 

建築基準法（昭和 25 年５月、法律第 201 号） 

東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 

（昭和 53 年７月、東京都条例第 63 号） 

日 影 

電波障害注） 

東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（昭和 53 年７月、東京都条例第 64 号） 

中野区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 

（昭和 53 年 10 月、中野区条例第 40 号） 

景 観 

景観法（平成 16 年６月、法律第 110 号） 

東京都景観条例（平成 18 年 10 月、東京都条例第 136 号） 

東京都しゃれた街並みづくり推進条例（平成 15 年３月、東京都条例第 30 号） 

史跡・文化財 

文化財保護法（昭和 25 年５月、法律第 214 号） 

東京都文化財保護条例（昭和 51 年３月、東京都条例第 25 号） 

中野区文化財保護条例（昭和 56 年３月、中野区条例第 17 号） 
注）日影、電波障害に共通する主な関係法令を示す。 
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表 6.1.7-1(2) 主な関係法令等 

項 目 関係法令 

廃棄物 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月、法律第 137 号） 

循環型社会形成推進基本法（平成 12 年６月、法律第 110 号） 

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年４月、法律第 48 号） 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年６月、法律第 91 号） 

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 

（平成７年６月、法律第 112 号） 

食品循環資源の再利用等の促進に関する法律（平成 12 年６月、法律第 116 号） 

建設工事に係る資源の再資源化に関する法律（平成 12 年５月、法律第 104 号） 

東京都廃棄物条例（平成４年６月、東京都条例第 140 号） 

中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

（平成 11 年 12 月、中野区条例第 49 号） 

温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年 10 月、法律第 117 号） 

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和 54 年６月、法律第 49 号） 

エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進

に関する臨時措置法（平成５年３月、法律第 18 号） 

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 

（昭和 63 年５月、法律第 53 号） 

都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 24 年９月、法律第 84 号） 

東京都地球温暖化対策指針（平成 17 年４月、東京都告示第 600 号） 

東京都建築物環境配慮指針（平成 21 年９月、東京都告示第 1336 号） 

中野区地球温暖化防止条例（平成 23 年７月、中野区条例第 35 号） 

その他 

都市計画法（昭和 43 年６月、法律第 100 号） 

国土利用計画法（昭和 49 年６月、法律第 92 号） 

駐車場法（昭和 32 年５月、法律第 1063 号） 

東京都駐車場条例（昭和 33 年 10 月、東京都条例第 77 号） 

中野区中野四丁目地区における建築物の制限に関する条例 

（平成 21 年 10 月、中野区条例第 32 号） 

東京都集合住宅駐車場施設附置要綱 

（平成 26 年３月改正、４都市建調第 115 号） 

中野区自転車等放置防止条例（昭和 63 年３月、中野区条例第 15 号） 

中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例 

（平成 23 年３月、中野区条例第 24 号） 
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6.1.8 環境保全に関する計画等 

東京都、中野区及び杉並区における環境保全に関する計画等は、それぞれ表 6.1.8-1(1)

～(4)、表 6.1.8-2(1)～(3)及び表 6.1.8-3(1)～(2)に示すとおりである。 

 

表 6.1.8-1(1) 東京都における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

「未来の東京」戦略 

～渋沢・後藤の精神を受け

継ぎ、新たな地平を切り拓

く～ 

（令和３年３月） 

 本計画は、新たな都政の羅針盤として策定された都の総合計画であ

り、「まち・ひと・しごと創生法」（平成 26 年９月、法律第 136 号）第

９条第１項にいう「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置

づけられる。 

 「人が輝く」を中心に、「安全安心」「世界をリードする」「美しい」

「楽しい」「オールジャパンで進む」東京をベースとして、目指す 2040

年代の東京の姿である 20 の「ビジョン」が提示されており、「ビジョ

ン」を実現する 2030 年に向けた 20+1 の「戦略」と戦略実行のための

122 の「推進プロジェクト」が整理されている。「戦略」と「推進プロ

ジェクト」によって、「セーフシティ」、「ダイバーシティ」、「スマート

シティ」の「３つのシティ」を進化させ、「成長」と「成熟」が両立し

た未来の東京を実現させる。 

ゼロエミッション 

東京戦略 

2020 Update & Report 

（令和３年３月） 

 本戦略は、「2050 年 CO2排出実質ゼロ」の実現に向けて、2030 年まで

の CO2排出量の半減（カーボンハーフ）するための「2030・カーボンハ

ーフスタイル」を提起している。 

 ゼロエミッション東京戦略で掲げた６分野・14 政策をアップデート

し、26 の社会変革の姿・ビジョン、36 のアプローチ、94 の直ちに加速・

強化する取組を新たに提示している。 

東京都の都市づくり 

ビジョン（改定） 

（平成 21 年７月） 

 本ビジョンは、「世界をリードする魅力とにぎわいのある国際都市東

京の創造」を目標に定め、「東京構想 2000」との整合性を取りつつ、東

京を５つのゾーンに区分し、それぞれのゾーンごとに将来像・ゾーン戦

略を明らかにするとともに、都市づくりの新たな仕組みが示されてい

る。 

中野区は都市環境再生ゾーンの西部環７周辺に位置し、地域の将来

像は、以下のとおりである。 

・ 中野駅周辺では、公共と民間の連携により、国有地を活用して、

防災公園、広場や南北の回遊性を高める自由通路などが整備され、

避難場所としての安全性が確保されるとともに、業務、商業、教

育、医療、文化、居住などが集積し、にぎわいと活力のある安全

で利便性の高い複合市街地を形成 

都市づくりの 

グランドデザイン 

（平成 29 年９月） 

 本計画は、「都民ファーストでつくる『新しい東京』」の下、検討を進

め、他の施策や計画との整合を図りつつ策定された。目標時期は 2040

年代である。 

 都市づくりの目標に「活力とゆとりのある高度成熟都市～東京の未

来を創ろう～」を掲げている。 

 個別の拠点や地域の将来像として、計画地の位置する中野区の中心

部は、中枢広域拠点西部に位置し、次の２点が掲げられている。 

・ 街区再編や土地の高度利用が進み、商業、業務、教育、文化・交

流、居住、医療、防災などの多様な機能が集積し、中枢機能を支

える利便性の高い拠点が形成されている。 

・ 都市整備により回遊性が高まり、サブカルチャー等の個性的な商

業施設や独自の文化を生かしたにぎわいや活力のあふれる市街地

が形成されている。 
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表 6.1.8-1(2) 東京都における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都市計画 

都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針 

-サステナブル・リカバリ

ー 東京の新しい都市づ

くり- 

（都市計画マスタープラ

ン） 

（令和３年３月） 

 本都市計画マスタープランは、「未来の東京」戦略ビジョンで示した

方向性や都市づくりのグランドデザインを踏まえ、社会経済情勢の変

化や国の動きなどを反映しつつ、都が広域的見地から都市計画の基本

的な方針を定めている。 

 計画地のある中野区は、中枢広域拠点域内において、従来の生活拠点

等に加え、都市機能の集積状況を踏まえ、「活力とにぎわいの拠点」と

して位置づけられている。将来像は、以下のとおりである。 

・ 高密な道路・交通ネットワークを生かして、国際的なビジネス・交

流機能や業務・商業などの複合機能を有する中核的な拠点が形成

され、リアルなコミュニケーションやグローバルな交流によって

新たな価値を生み続ける 

・ 芸術・文化、スポーツなどの多様な特色を有する拠点が数多く形

成されるとともに、歴史的資源や風情のある街並みが保全・活用

され、それぞれが際立った個性を発揮し、相互に刺激し合うこと

で、東京の魅力を相乗的に向上させる 

・ 老朽建築物の更新や木造住宅密集地域の解消、みどりや水辺空間

の保全・創出などが進み、中心部では高密度の、縁辺部では中密度

のみどり豊かで潤いのある複合市街地が広がっており、充実した

鉄道ネットワークに支えられ、魅力的な居住生活が実現している 

・ 各所に様々なスポーツを楽しめる空間、ゆとりある憩いの場や歩

行者空間が配され、穏やかで魅力的な生活の実現に寄与している 

東京都環境基本計画 

（平成 28 年３月） 

 新たな計画においては、①スマートエネルギー都市の実現、②３Ｒ・

適正処理と「持続可能な資源利用」の促進、③自然豊かで多様な生きも

のと共生できる都市環境の継承、④快適な大気環境、良質な土壌と水環

境の確保、⑤環境施策の横断的・総合的な取組の５点を施策の柱として

位置づけている。 

 また、施策展開において留意すべき事項として、①経済成長と環境施

策の両立、②東京 2020 大会後を見据えた環境レガシーの形成、③持続

可能な都市実現に向けた新たな価値の創出の３点が示されている。 

 中野区は都市環境再生ゾーンに位置し、地域別配慮の指針として、道

路等の都市基盤整備が立ち遅れ、木造密集地域が形成されるとともに、

中小河川沿いでは豪雨時に都市型水害が発生するなど、安全・生活環境

上の課題を抱える市街地が見られるなどの課題が示されている。 

東京都住宅 

マスタープラン 

（平成 29 年３月） 

都の住宅施策である「生涯にわたる都民の豊かな住生活の実現」「ま

ちの活力・住環境の向上と持続」が目指す方向に向かって、以下の８つ

の目標を設定し、その実現に向けて取り組むことになっている。 

・ 住まいにおける子育て環境の向上 

・ 高齢者の居住の安定 

・ 住宅確保に配慮を要する都民の居住の安定 

・ 良質な住宅を安心して選択できる市場環境の実現 

・ 安全で良質なマンションストックの形成 

・ 都市づくりと一体になった団地の再生 

・ 災害時における安全な居住の持続 

・ 活力ある持続可能な住宅市街地の実現 
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表 6.1.8-1(3) 東京都における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

緑の東京計画 

（平成 12 年 12 月） 

 おおむね 50 年後における東京の緑の望ましい将来像を見据えて、取

り組むべき緑づくりの目標と施策の方向性などを明らかにしている。 

ゾーン別の施策の展開として、計画地及びその周辺は「都市周辺市街地

ゾーン（緑の再生）」に位置し、その施策の方向は、以下のとおりであ

る。 

・ 道路、河川、公園などの整備によって災害に強いまちづくりを進

めていく。 

・ 身近な公園づくりを進め地域の緑の再生を図っていく。 

・ 幹線道路や河川を中心に、大規模公園、農地、崖線などを整備・保

全し、あわせて、都民、企業などによる緑化を効率的に進めること

により、骨格的な緑の軸を形成していく。 

・ うるおいと親しみのある水辺や歩道、学校など公共施設の緑化を

進める。 

・ 市民緑地、屋上等の緑化など、都民、企業などによる緑地保全、緑

化の推進を図っていく。 

みどりの新戦略 

ガイドライン 

（平成 18 年１月） 

 本ガイドラインは、「緑の東京計画」及び「東京の新しい都市づくり

ビジョン」を踏まえ、みどりの施策を積極的に展開するために策定した

ものである。 

本ガイドラインでは、みどりづくりの目標を、量的な拡大、質の向上、

ネットワークと「環境軸」の形成の観点から定め、その推進に向けて公

共・民間の役割分担や、多様な観点からの新たな施策が示されている。 

 中野区を含めた区部においては、みどりの量の目標値として、2025 年

におけるみどり率について、2000 年の現状に対し約２割の増加を目指

している。 

緑施策の新展開 

（平成 24 年５月） 

 生物多様性の危機を背景に、緑施策のこれまでの取組と生物多様性

の視点から強化する将来的な施策の方向性を取りまとめた戦略であ

る。また、生物多様性地域戦略の性格を併せ持つものである。 

 東京の将来像として、以下の３つが示されている。 

①四季折々の緑が都市に彩を与え、地域ごとにバランスのとれた生

態系を再生し、人と生きものの共生する都市空間を形成している。 

②豊かな緑が、人々にうるおいややすらぎを与えるとともに、延焼防

止や都市水害の軽減、気温や湿度の安定等に寄与し、都民の安心で

快適な暮らしに貢献している。 

③東京で活動する多様な主体が生物多様性の重要性を理解し、行動

している。 

 さらに、2020 年を目標として、「守る（緑の保全強化）」「つくる（緑

のネットワーク化）」「利用する（緑の持続可能な利用の促進）」ごとに

目標が示されている。 

東京都景観計画（改定） 

（平成 30 年８月） 

 美しく風格のある首都東京を実現するための具体的な施策を示し、

景観法の考え方に以下の事項を加えて、今後の景観形成を進める上で

の基本理念が示されている。 

①都民、事業者等との連携による首都にふさわしい景観の形成 

②交流の活性化・新たな産業の創出による東京のさらなる発展 

③歴史・文化の継承と新たな魅力の創出による東京の価値の向上 

 中野区を含む区部では、東京都市計画区域を対象に次の良好な景観

の形成に関する方針が示されている。 

・ 都市部を中心とする風格のある景観の形成 

・ 水辺を生かした魅力的な都市空間の創出 

・ 水やみどりと調和した潤いのある住宅地の形成 
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表 6.1.8-1(4) 東京都における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

東京都資源循環・ 

廃棄物処理計画 

（令和３年９月） 

 本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき策

定され、「「未来の東京」戦略」及び「東京都環境基本計画」に掲げる個

別分野の計画で、主要な施策が示されている。2030 年度のあるべき姿

を視野に入れつつ、本計画の 2025 年度の目標を示すとともに、目標達

成に向けた具体的な施策を提示している。 

 計画期間は、2021 年度から 2025 年度までの５年間で、一般廃棄物排

出量の削減量や再生利用率、最終処分量の削減量の計画目標が示され

ている。 

東京都建設リサイクル 

推進計画 

（平成 28 年４月） 

 都内における建設資源循環の仕組みを構築するとともに、本計画に

基づき、都内の建設資源循環に係る全ての関係者が一丸となって、計画

的かつ統一的な取組を推進することにより、環境に与える負荷の軽減

と東京の持続ある発展を目指すために策定された。 

 建設廃棄物の再資源化・縮減率に加え、建設発生土の有効利用率を目

標指標としており、特定建設資材廃棄物の再資源化等の目標年度であ

る平成 30 年度に向けて、達成すべき目標値をそれぞれの対象品目に対

して定めている。 

東京都気候変動適応方針 

（令和元年 12 月） 

 本方針は、東京都における 2050 年の世界の CO2排出量実質ゼロに貢

献する、ゼロエミッション東京の実現に向けた取組と併せ、都内におけ

る気候変動の影響を踏まえた、自然災害、健康、農林水産業など幅広い

分野で、都民生活や自然環境への影響被害を可能な限り回避、軽減する

ため、東京都の気候変動適応計画の策定に向けた都の考え方を示すも

のである。 

「基本的な考え方」 

気候変動の影響が深刻化する中、CO2の排出を削減する「緩和」を確

実に進めることは不可欠である。また、厳しく「緩和」の努力をし

ても、なお残る気候変動の影響を回避・低減するため「適応」も併

せて進めていくことが必要となる。 

「基本戦略」 

①都施策の全般にわたり、気候変動への適応に取り組む 

②科学的知見に基づく気候変動適応の推進 

③区市町村と連携し、地域の取組を支援 

④リスクを含めた情報発信を進め、都民の理解を促進 

⑤C40 など国際協力を推進し、都市間連携を加速 
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表 6.1.8-2(1) 中野区における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

中野区基本構想 

（平成 17 年３月） 

（平成 28 年３月改定） 

（令和３年３月改定） 

 中野区では、平成 17 年（2005 年）３月に「生かされる個性、発揮さ

れる力」を基本理念とした基本構想を制定している。この基本構想では

区民がともにめざす中野区の将来像を描いた上で、10 年後に実現する

まちの姿を示している。 

 令和３年３月改定の基本構想における「10 年後に目指すまちの姿」

として、以下をあげている。 

(1)人と人とがつながり、新たな活力が生み出されるまち 

(2)未来ある子どもの育ちを地域全体で支えるまち 

(3)誰もが生涯を通じて安心して自分らしく生きられるまち 

(4)安全・安心で住み続けたくなる持続可能なまち 

中野区基本計画 

（令和３年９月） 

 中野区基本構想の「10 年後に目指すまちの姿」を実現するために、

2021 年度から 2025 年度の５年間で区が取り組む基本的な方向性を示

しており、区政全般にわたる総合的な計画として定めるとともに、各個

別計画の上位の計画として位置づけられている。 

 中野区基本構想の実現に向け、20 の政策、56 の施策を示すとともに、

重点プロジェクトとして、以下の３つをあげている。 

 ①子育て先進区の実現 

 ②地域包括ケア体制の実現 

 ③活力ある持続可能なまちの実現 

中野区都市計画 

マスタープラン 

（平成 12 年３月） 

（平成 21 年４月改定） 

 中野区都市計画マスタープランは、上位計画である「中野区基本構

想」や、東京都が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

に即して定められている。平成 21 年に改訂（計画目標年次：2028 年）

されているが、その目的は以下のとおりである。 

1 改定前のマスタープランの残した主要課題への対応 

2 社会経済状況の変化への対応 

3 中野区の新たな都市整備課題への対応 

4 中野区の個性の強化 

5 基本構想などとの整合性の確保 

 計画地が含まれる「中央部地域」のまちづくり方針は、「中野駅周

辺において、商業・業務や交流、高等教育、医療、文化機能など、

多様な都市機能が集積し、中野の顔としてまた東京の新たな顔

としてふさわしい、個性的で新しい魅力を発信する、活気とにぎ

わいにあふれたまちをつくる。また、その周辺部においては、み

どり豊かな、暮らしやすい住環境の整備をすすめ、だれもが安心

して快適に住み続けられるまちづくりをする。」としている。 

中野駅周辺まちづくり 

グランドデザイン Ver.3 

（平成 24 年６月） 

 本グランドデザインは、中野駅周辺まちづくりの展望を区民・民間事

業者・行政が共有し、公民協働でまちづくりを推進するため、ハード・

ソフト両面のまちの将来像のほか、整備に係る基本的な考え方や実現

に向けた取組を指針として示したものである。 

「策定範囲」 

中野駅を軸に、中野二丁目、三丁目、四丁目、五丁目全域及び一

丁目の一部を含む約 110 ヘクタールを対象とする。 

「目標とする時期」 

平成 24（2012）年から平成 43（2031）年までの 20 年間とする。 

 計画地の存在する中野四丁目地区は、「中野駅周辺各地区のめざすべ

き姿」として「先端的な都市機能と豊かな緑」と示されている。 
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表 6.1.8-2(2) 中野区における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

中野四丁目新北口地区 

まちづくり方針 

（平成 30 年３月） 

 本方針は、中野四丁目のうち東側の地区を「中野四丁目新北口地区」

と位置づけ、当該地区における目指すべき都市像や土地利用、空間形

成、公共基盤整備などの方針、その実現に向けた都市計画及び市街地開

発事業の考え方を示すことによって、より良好なまちづくりへと誘導

することを目的として策定された。 

「まちづくりに関連する３つの戦略」 

1 中野区グローバル都市戦略 

2 スマートな環境・防災都市づくり戦略 

3 中野駅周辺地区総合交通戦略 

「まちづくりの方針」 

方針Ⅰ グローバル都市にふさわしい拠点形成 

方針Ⅱ にぎわいと安全・安心の空間創出 

方針Ⅲ ユニバーサルデザインによる公共基盤整備 

第４次中野区 

環境基本計画 

令和３年度（2021 年度）～ 

令和 12 年度（2030 年度） 

（令和３年９月改定） 

 環境基本計画は環境の保全を総合的に推進するための計画で、10 か

年計画に掲げる 10 年後のまちの姿を実現する個別計画である。第４次

中野区環境基本計画では、世界や国の動向が中野区環境基本計画を策

定した当初と大きく状況が変動していること、また上位計画である「中

野区基本計画」と整合を図りながら改定している。 

 区が目指す環境の姿及び基本目標は以下のとおりである。 

「区が目指す環境の姿」 

・ 区民・事業者・区の連携・協働による持続可能なまち なかの 

「基本目標」 

・ 脱炭素社会の推進と気候変動への適応 

・ 循環型社会 

・ 安全安心で快適な生活環境 

・ 都市の中の自然環境 

・ 環境保全に係る情報提供と連携の促進 

中野区みどりの基本計画 

（平成 21 年８月） 

（平成 31 年１月改定） 

 緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画で、将来の望ましい

緑地配置を定めるとともに、みどりの保全と創出、また緑化活動などを

区民・事業者・区が協働して、総合かつ計画的に推進していくことを目

的に策定されている。 

 平成 21 年当初とは大きく変動している状況を踏まえ、みどりが持つ

多様な機能を十分に発揮させることにより、みどりのまちの将来像「い

きいきと人とみどりが育つまち」の実現を目指し、改訂している。基本

理念等は、以下に示すとおりである。 

「基本理念」 

・ 中野に住む人や中野を訪れる人が、みどりを感じ、ふれあうこと

で、みどりがあることの快適性や魅力を知り、みどり豊かなまち

の実現をめざす。 

「基本方針」 

1 みどりのまちづくりの基盤となる拠点をつくる 

2 みどりのネットワークを構築する 

3 地域にゆかりのあるみどりの保全を強化する 

4 身近なみどりを増やす 

5 区民・事業者・区が協働してみどりの創出・保全に取り組む 

また、計画地が含まれる「中央部地域」のみどりの整備方針は、「土

地の高度利用や共同化による新たなみどりの拠点の充実」としており、

計画地及びその周辺は「街づくり事業と連携した緑化の推進と保全」を

進めるエリアとなっている。 
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表 6.1.8-2(3) 中野区における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

第３次中野区一般廃棄物

処理基本計画 

（平成 28（2016）年度から

平成 37（2025）年度） 

（平成 28 年３月） 

 第２次基本計画から廃棄物行政は様々に変化していることを踏ま

え、環境への負荷についても配慮した上で、さらにごみ減量を進めるた

め、「新しい中野をつくる 10 か年計画（第３次）」の策定に合わせ、第

３次基本計画を策定している。 

 基本理念等は、以下に示すとおりである。 

「基本理念」 

・ 「環境にやさしいごみゼロ都市」をめざす。 

「基本方針」 

1 入り口からのごみ発生抑制、再使用の意識の醸成 

2 資源回収のさらなる推進 

3 事業系ごみの減量と適正排出 

4 環境に配慮した効率的な収集・運搬・処理 

 また、ごみの減量目標として、平成 37（2025）年度の「区民１人１

日あたりのごみ排出量」を 371g、資源化率を 40.5％としている。 

第３次中野区地球温暖化

対策地方公共団体実行計

画（事務事業編） 

（令和３年９月） 

 本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の第 21 条第１項

に基づき、国、東京都や中野区環境基本計画をふまえ、区の事務事業か

ら発生する温室効果ガスの削減目標を定め、削減目標を達成するため

の行動計画である。 

「計画の期間」 

令和３年度（2021 年度）から令和 12 年度（2030 年度） 

「削減目標」 

1 CO2排出量の削減目標 

令和 12 年度（2030 年度）までに平成 25 年度（2013 年度）比

で「46％」削減を目指す。 
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表 6.1.8-3(1) 杉並区における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

杉並区基本構想 

（平成 24 年４月） 

 杉並区では平成 24 年４月に「安全・安心を確保する、住宅都市杉並

の価値を高める、支えあい共につくる」を基本理念とした基本構想を制

定している。この基本理念を踏まえ、10 年後の杉並区の将来像を以下

のとおり５つの目標を設定して取り組んでいる。 

1 災害に強く安全・安心に暮らせるまち 

2 暮らしやすく快適で魅力あるまち 

3 みどり豊かな環境にやさしいまち 

4 健康寿命と支えあいのまち 

5 人を育み共につながる心豊かなまち 

杉並まちづくり基本方針 

（杉並区都市計画 

マスタープラン） 

（平成 25 年８月） 

 まちづくり基本方針は「杉並区基本構想」の将来像を実現するために

まちづくりの基本的な方針と具体的な方向性を提示している。 

 本基本方針では分野別方針と地域別方針を掲げており、計画地に近

い「高円寺地域」の基本方針は下記のとおりである。 

・ 総合的な防災まちづくりを推進する（耐震化、不燃化、狭あい道

路の拡幅など） 

・ 高円寺駅周辺の地域生活拠点の形成を図る 

・ 新高円寺駅周辺、東高円寺駅周辺、中野富士見駅周辺の身近な生

活拠点等の形成を図る 

・ 歴史的資源を活かしたみどりの核づくりと歩行者空間のネット

ワーク形成を図る 

杉並区環境基本計画 

平成 30 年度～平成 33 年

度（2018～2021 年度） 

（平成 30 年８月） 

 杉並区環境基本計画は杉並区基本構想に定める杉並区の将来像「支

えあい共につくる安全で活力あるみどりの都市 杉並」の実現に向け

た環境分野における計画であり、区の環境施策を展開していくための

基本的方向性を示している。 

「計画の期間」 

 平成 30 年度から平成 33（2021）年度まで 

「基本方針」 

1 低炭素・循環型のまちをつくる 

2 区民の健康と生活環境を守るまちをつくる 

3 自然環境が保全され、多様な生き物が生息できるまちをつく

る 

4 魅力ある快適なまちなみをつくる 

5 区民、事業者、NPO、区がともに環境を考え、行動するまちを

つくる 

杉並区みどりの基本計画 

―なみすけ みどりプラン― 

（平成 22 年５月） 

 本計画は、杉並区が定める緑地の保全及び緑化の推進に関す緑の総

合計画であり、平成 11 年に策定された。緑被率の目標数値を達成した

ことや、全区域を緑化重点区域に指定したことから、平成 17 年度に計

画の一部が改定され、近年、国や都の法や計画が創設・改正・策定され

たこと、みどりの実態調査結果（平成 19 年度）を反映させるため、さ

らに改正されたものである。 

 みどりの将来像「みどりが暮らしの中に息づくまち 杉並～受け継

いだみどりに感謝してもっと豊かなみどりを次世代に～」を実現する

ための基本方針は、以下に示すとおりである。 

「基本方針」 

1 身近なみどりを守ろう 

2 新しいみどりを創ろう 

3 みどりの質を高めよう 

4 みどりでまちをつなげよう 

5 みんなでみどりを育てよう 

  



- 54 - 

表 6.1.8-3(2) 杉並区における環境保全に関する計画等 

計画等の名称 計画等の概要 

杉並区景観計画 

みどり豊かな美しい住宅

都市を目指して 

（平成 28 年６月改定） 

 本計画は、「杉並区景観条例」に基づき、総合的な景観施策を展開し、

良好な住宅都市としての景観を守り、さらにみどり豊かで美しい景観

を進展させていくために、平成 22 年度に策定された。その後、社会情

勢の変化等を踏まえた上で、改定され、区民、事業者、区の協働のもと

に、良好な景観を保全し創出することにより、みどり豊かな美しい住宅

都市、「杉並百年の景」を実現するための具体的取組を示している。 

「将来像」 

みどり豊かな美しい住宅都市、「杉並百年の景」 

「基本理念」 

1 ゆとりと一体感のあるみどり豊かなまちなみを継承します 

2 潤いと憩いの場を提供する水辺空間を創出します 

3 鉄道沿線・駅周辺に広がる個性豊かな景観づくりを進めます 

4 人々が織りなすにぎわいや文化のかおりを伝えます 

杉並区一般廃棄物処理 

基本計画 

平成 30～33 年度 

（2018～2021 年度） 

（平成 30 年７月） 

 本計画は、平成 25 年７月に改訂された「杉並区一般廃棄物処理基本

計画」を今後の状況の変化に区民・事業者・NPO・区が適切な役割分担

のもとに一体となった行動指針とするため、さらに改訂された。 

 「計画の期間」 

 平成 30 年度から平成 33（2021）年度まで 

「目標」 

区民が主体となりごみの減量化に向けて着実に取り組んでいけ

る地域社会の実現 

「評価と方向性」 

①更なるごみの減量を着実に進めること 

②分別の徹底と資源化の促進を図ること 

③区民・事業者・NPO との協働による取組を推進すること 

④多様な情報媒体の活用と教育の充実を図ること 

⑤公民協働による継続的な進行管理を行うこと 
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