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6 対象事業の目的及び内容 

6.1 事業の目的 

「中野区都市計画マスタープラン」では、計画地を含む「中央部地域」のまちづくり方

針として、「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をつくる。」としている。 

また、平成 24年６月に中野区が中野駅の北口駅前広場の改修や東西連絡路の新設や図

6.1-1に示す中野四季の都市（まち）で先行する開発の進展を踏まえて策定した「中野駅

周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3」では、区役所・サンプラザ地区は「大規模集客

施設と新北口駅前広場が、一体的・連続的空間となるよう配置し、景観や交通結節機能、

周辺地区への回遊性に優れた地区として整備する。大街区化し、周辺一帯の交通利便性に

配慮して都市計画道路の再編を行う。新たな文化発信・交流拠点として、イベントやコン

ベンションなど多用途・多機能に使える大規模集客空間や、交流や憩いの広場空間を整備

する。整備にあたっては、業務や商業などを中心に、まちのにぎわいや新たな価値の発信

地となるとともに、事業としての採算性を十分に考慮した複合施設とし、民間開発事業者

とのパートナーシップによって整備や施設運営を行う。」としている。 

これらの経緯を踏まえ、平成 30年３月に中野区では、庁舎の移転や現在の区役所・中

野サンプラザなど中野駅前周辺における都市機能の再構築を視野に入れ、「中野四丁目新

北口地区まちづくり方針」を策定している。「中野四丁目新北口地区」は、中野駅北西側

にあたる中野四丁目のうち、東側に位置する約８ヘクタールを範囲とした地区で、計画地

は「中野駅新北口駅前エリア」として位置づけられている。「中野駅新北口駅前エリア」

のまちづくり方針は、「面整備事業や地区計画の導入、道路の都市計画の決定・変更によ

って街区再編を行い、安全で円滑な歩行者動線や滞留空間が十分に確保された駅前広場

を配置するとともに、地域経済の発展、国際競争力の強化に資する都市機能が立地しやす

い大街区化及び高度利用を誘導し、集客力・発信力のある拠点を形成する。」としている。 

本事業は、図 6.1-1 に示す「中野駅新北口駅前エリア」に位置し、これらの方針に基づ

き「まちの活力増進を担う都市複合型機能の導入（店舗、事務所）、職住近接を実現する

高品質なレジデンスの提供（住宅）、中野四丁目西地区など隣接地区との機能的な連携動

線の提供（歩行者デッキ）、開発によって創出されるオープンスペースなどの提供（広場、

歩道状空地）」を行い、「文化を原動力とした中野 100年のまちづくり」をまちづくりの目

標として実施するものである。 
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資料：「中野駅周辺まちづくりパンフレット」（令和３年２月、中野区） 

図 6.1-1 中野駅周辺まちづくり概要図 
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6.2 事業の内容 

6.2.1 位置及び概況 

計画地の位置は図 6.2.1-1(1)～(2)に、計画地及びその周辺の状況は写真 6.2.1-1 に示

すとおりである。 

計画地はＪＲ中央線等の中野駅北口から北へ約 30ｍに位置し、南側にはＪＲ中野駅、

西側には中野区立中野四季の森公園等が近接している。 

計画地周辺の主要な道路としては、北側約 180ｍに主要地方道飯田橋石神井新座線（都

道 25号・早稲田通り）（以下「早稲田通り」という。）が東西方向に通り、東側に特例都

道鮫洲大山線（都道 420号・中野通り）（以下「中野通り」という。）が隣接して南北方向

に通っている。また、計画地南側には、区道 22-20が東西方向に通っている。 

計画地周辺の土地利用の状況をみると、計画地周辺では、駅周辺で住商併用建物、集合

住宅を中心に、事務所建築物、教育文化施設等が混在する市街地を形成している。計画地

西側には大規模な官公庁施設、教育文化施設、厚生医療施設、事務所建築物及び公園・運

動場等が集積している。また、計画地周辺では、北西側において「中野区新庁舎整備事業」、

南西側において「囲町東地区第一種市街地再開発事業」、南東側において「中野二丁目地

区第一種市街地再開発事業」等の複数の開発の工事または計画が進められている。現在、

計画地内には中野サンプラザ及び中野区役所が存在している。注） 

計画地の用途地域は、商業地域に指定されている。 

  

 
注）本事業では、計画地内の解体工事を行う。中野区役所用地の南側の区域（計画地外となる区域）は、駅前広

場の整備を行う別事業者により解体工事が行われ、その後、駅前広場が整備される予定である。このため、

環境影響評価において解体工事に伴う影響を予測・評価する際は、計画地内における中野区役所用地の解体

工事のみを対象とする。なお、駅前広場の整備にあたっては、中野区役所用地の南側の区域（計画地外とな

る区域）に先行して暫定バス停が整備される予定であるため、中野区役所用地の解体工事は南側の区域（計

画地外となる区域）の低層部側から着手される予定である。低層部側の解体工事は、工事開始１～８ヶ月目

に予定されている。 
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図 6.2.1-1(1) 計画地位置図（現況図） 
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図 6.2.1-1(2) 計画地位置図  
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写真 6.2.1-1 計画地及びその周辺の空中写真  
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6.2.2 事業の基本方針 

本事業では「文化を原動力とした中野 100年のまちづくり」を目標としており、それを

実現するため、以下に示す整備方針を掲げている。整備方針の実施位置は、図 6.2.2-1に

示すとおりである。 
 

方針１．地区内外をつなぐ回遊性を高める歩行者ネットワークの形成 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中野四季の都市にアクセス可能な歩行者デッキの整

備を検討し、地区内外の回遊性を向上 

・レベル差のある動線をスロープや EV等によりバリアフリー動線とし、ウォーカブル

な空間を整備 
 

方針２．賑わいを創出するまちにひらかれた広場空間の整備 

・人々が賑わい、潤い、憩えるような多様で性格の異なる広場を駅前や通り沿い、ホー

ル屋上に整備 

・エリアマネジメント（以下「エリマネ」という。）による一元的な管理運営を可能と

し、様々な活動を展開 
 

方針３．地域活力の向上に資するバランスのとれた都市機能の導入 

・中野サンプラザの交流機能を継承・拡張 

・ホールと活動・交流の拠点となる様々な施設の導入 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバランスのとれた用途構成 
 

方針４．区の防災計画をふまえた防災機能の強化 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在可能なスペース、防災備蓄倉庫を整備 

・災害時に、自立可能な施設内ライフライン機能を確保し、BCP強化施設として整備 
 

 

図 6.2.2-1 整備方針 
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6.2.3 事業の基本計画 

(1) 施設配置計画 

計画建築物の配置計画は図 6.2.3-1 に、計画建築物の断面図は図 6.2.3-2(1)～(3)に、

完成イメージは図 6.2.3-3 に示すとおりである。 

計画建築物は計画地の南側に高層棟、北西側に低層棟(ホール含む)を配置し、北東側及

び南側に広場を整備する計画である。 

 
(2) 建築計画 

計画建築物の概要は、表 6.2.3-1に示すとおりである。 

計画地面積は約 2.3ha、延床面積は約 298,000m2、最高高さは約 262ｍである。 

主要な用途は事務所、住宅、店舗、ホテル、ホール、駐車場等である。 

住宅の戸数は約 1,100 戸、駐車場台数は約 875台を計画している。 

 
表 6.2.3-1 計画建築物の概要 

項 目 内 容注） 

所 在 地 東京都中野区中野四丁目 

用 途 地 域 商業地域 

計画地面積 約 2.3ha 

建 築 面 積 約 18,800m2 

最 高 高 さ 約 262ｍ（建築基準法の高さ約 250ｍ） 

階 数 地上 62 階、地下３階、塔屋２階 

延 床 面 積 約 298,000m2 

住 宅 戸 数 約 1,100 戸 

駐車場台数 約 875 台 

駐輪場台数 約 4,400 台 

注）現在の想定の内容であり、今後変更となる可能性がある。 
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図 6.2.3-1 配置計画図 
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図 6.2.3-2(1) 断面図（A－A’断面） 
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図 6.2.3-2(2) 断面図（B－B’断面） 
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図 6.2.3-2(3) 断面図（C－C’断面） 
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注）現在の想定の内容であり、今後変更となる可能性がある。 

図 6.2.3-3 完成イメージ（計画地北東側方向） 
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(3) 駐車場・駐輪場計画 

駐車場は、自走式（建物内１階、地下１・２階）及び機械式（地下３階）を整備する計

画である。駐車場台数は、「東京都駐車場条例」（昭和 33年 10月、東京都条例第 77号）

及び「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）

に基づく附置義務台数以上を基準とし、約 875 台を確保する計画である。 

また、駐輪場台数は、「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）及び「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）に基づき、約 4,400 台を確保する計画である。 

なお、地域ルールの適用等を検討しており、具体的な駐車場・駐輪場台数については、

今後関係機関との協議により設定する計画である。 

地下駐車場の換気は、機械式による強制換気方式とし、駐車場排気口の位置は図 6.2.3-4

に示すとおりである。なお、駐車場排気口は、人が立ち入れない場所に設置する。 

なお、防災対策として、自走式駐車場では泡消火設備・機械排煙設備を、機械式駐車場

では不活性ガス消火設備を設けるなど、安全には十分な配慮を行う。 

 
(4) 発生集中交通量及び関連車両交通動線計画 

工事の完了後に出入りする関連車両の発生集中交通量は、「大規模開発地区関連交通マ

ニュアル（改訂版）」（平成 26 年６月、国土交通省都市局）等に基づき、約 1,080 台/日

（計画地内の既存建築物の交通量を差し引いた後の発生集中交通量は約 600 台）を想定

している（資料編 p.43～44参照）。 

関連車両の主な走行経路は図 6.2.3-5(1)～(2)に示すとおり、入場は早稲田通りから区

道 22-60 を経て計画建築物に入る経路及び中野通りから区道 22-70 を経て計画建築物に

入る経路を想定している。退場は区道 22-60及び区道 22-70に出口を設けて、中野通り、

早稲田通りに出る経路を想定している。なお、計画地南側を東西方向に通っている区道

22-20 は本事業の実施にあわせ廃道となり、新たに計画地を東西方向に通る補助線街路第

223 号線が整備され、一部区間に立体道路制度が活用される予定である（立体道路の区間・

断面図は図 6.2.3-5(2)（p.29）参照）。 

また、バス乗降施設を計画地北西側の１階に整備する計画である。なお、バスの発着台

数は今後関係機関との協議により設定する計画である。 

 

(5) 歩行者動線計画 

工事の完了後における歩行者動線計画は、図 6.2.3-6 に示すとおりである。 

安全で快適な歩行者動線を確保するため、計画建築物の南北方向と東西方向に整備す

る歩行者デッキにより、中野駅西側南北通路から道路を横断せずに中野四季の森公園方

面及び中野四丁目西地区を介して新庁舎方面へ通行できるようにする計画である。 

また、計画建築物の外周には歩道状空地を整備するとともに計画地の北東側及び南側

には広場を整備し、歩行者デッキと連続させ、高低差を解消するバリアフリーの歩行者ネ

ットワークを形成とすることで、来街者の円滑な歩行者流動を確保し、計画地周辺エリア

に波及する回遊動線を設ける計画である。  
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図 6.2.3-4 駐車場の排気口の位置  
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図 6.2.3-5(1) 関連車両の主な走行経路（広域） 
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図 6.2.3-5(2) 関連車両の主な走行経路（詳細） 
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図 6.2.3-6 歩行者動線計画 



 

- 31 - 

(6) 熱源計画・温室効果ガス排出削減計画 

本事業の施設で使用するエネルギーは電気及び都市ガスを計画しており、事務所及び

店舗で利用する熱源については、コージェネレーションシステムを導入するなど、効率的

なエネルギー使用機器を採用する計画である。また、住宅については、個別方式を予定し

ている。 

熱源施設、空調換気設備、照明設備等については、省エネルギー機器の採用等を図ると

ともに、建築物の熱負荷の低減を図り、エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 

また、ヒートアイランド現象の緩和に資するよう、省エネルギー化を推進し、空調換気

設備から排出される人工排熱を低減するとともに、歩行者空間等における地上部の緑化

や低層棟等における建物上（屋上）の緑化を行う計画である（緑化計画図は図 6.2.3-7

（p.33）参照）。 

なお、熱源施設等の設備機器は建物内の機械室の設置を基本とし、建物屋上に設置する

設備機器は周辺の配慮施設から十分な距離が確保された高層棟屋上、低層棟屋上（低層部

の南側やホテル屋上）の屋外機置場に設置する計画である。 

 

(7) 給排水計画 

上水は公共上水道から供給を受け、汚水排水、雨水排水は公共下水道へ放流する計画である。 

公共下水道の排水負荷低減を図るために、地下ピットに汚水・雑排水の調整槽を設置し

て夜間放流を行い公共下水道への放流量の調整を行う計画である。なお、厨房排水調整槽

と汚水調整槽の臭気対策は、「建築物における排水槽等の構造、維持管理等に関する指導

要綱」（昭和 61年６月、61 清環産第 77号）、「ビルピット臭気対策マニュアル」（平成 24

年３月、東京都環境局）及び「ビルの新築に伴う地下排水槽（ビルピット）設計の手引き」

（平成 31年１月、東京都ビルピット問題連絡協議会）等に基づき適切な設置・維持管理

を行う計画とする。 

雨水排水については、緑地や透水性舗装等の整備により地下水の涵養に配慮するとと

もに「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）に基

づき、雨水流出抑制施設として雨水貯留槽を地下ピットに設置し、放流量の調整を行う計

画である。 

また、循環水利用や雨水利用等、雑用水利用を積極的に検討し、水資源の有効活用を図

る予定である。 
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(8) 緑化計画 

緑化計画は表 6.2.3-2 及び図 6.2.3-7に示すとおりである。 

本事業の緑化計画においては、計画建築物と駅前の区所有の公共施設である広場と一

体となる部分と、中野通りに面した北側でホールの前面に広場を設け、そこに樹木等の植

栽を行うとともに、ホール北側には中野四季の森公園や通りの緑のネットワークを考慮

して北側街区にまとまった緑化を計画する。また、計画建築物を敷地境界からセットバッ

クさせ十分な歩行者空間を確保し樹木の植栽等を行うなど、緑豊かなゆとりと潤いある

周辺地区と連携した緑のネットワークを創出する計画である。 

緑化計画は、「東京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）、「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」（令和２年 12 月

改定、東京都都市整備局）及び「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）等に基づき、緑化基準以上の緑化面積等を確保する。「新しい都

市づくりのための都市開発諸制度活用方針」における緑化基準については、高度利用地区

の緑化基準値 35％以上を確保する。 

樹種の選定にあたっては、「植栽時における在来種選定ガイドライン～生物多様性に配

慮した植栽を目指して～」（平成 26年５月、東京都環境局）等に基づき、周辺環境とつな

がる低木～高木を織り交ぜた多様な植栽樹種の選定に努めるとともに、人工地盤におい

ても植栽の生育に必要な生育基盤の確保や管理手法について、適切に選定し生物多様性

に配慮した計画とする。 

 
表 6.2.3-2 緑化計画の概要 

緑化基準 本事業の緑化計画 

地上部の緑化面積注 1) 
[(敷地面積－建築面積)×0.35] 

約 1,642 ㎡ 約 1,661 ㎡ 

建築物上の緑化面積注 1) 
[屋上面積注 2)×0.35] 

約 3,207 ㎡ 約 3,549 ㎡ 

地上部＋建築物上の緑化面積 約 4,849 ㎡ 約 5,210 ㎡ 

緑化率 
[((地上部＋建築物上の緑化面積)/(敷

地面積－建築面積＋屋上面積注 2)))×

100] 

約 35％ 約 35％ 

接道部緑化長さ注 1) 
[接道部長さ×0.7] 

約 439ｍ 約 449ｍ 

注1)緑化面積及び接道部緑化長さの算出方法は、「東京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）に基づく緑化計画書によった。 

注2)屋上面積は、建築物の屋根の部分で、人の出入り及び利用可能な部分の面積のうち、ソーラーパネル、空調

等建物の管理に必要な施設設置に係る部分を除いた面積を示す。 

注3)「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）では、敷地面積が1,000㎡

以上の場合は東京都の緑化基準に準ずるものとされており、上表の基準が該当する。 
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図 6.2.3-7 緑化計画図 
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(9) 廃棄物処理計画 

工事の完了後に発生する一般廃棄物については、「東京都廃棄物条例」（平成４年６月、

東京都条例第 140号）等に基づく分別回収を行い、再資源化及び再利用を図っていく。古

紙やビン・缶などの資源物や粗大ごみを含むごみの集積場は、「中野区大規模建築物にお

ける一般廃棄物保管場所の設置基準及び事務取扱要綱」（平成 12 年４月、中野区要綱第

130 号）の基準に従い設置する計画である。 

なお、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

及び同法施行令で定める産業廃棄物については、許可を受けた民間の産業廃棄物処分業

者に委託し、適正に処理処分を行う計画である。 

 

  



 

- 35 - 

6.3 施工計画及び供用の計画 

6.3.1 施工計画 

(1) 工事工程 

工事工程は、表 6.3-1 に示すとおりである。 

本事業に係る工事期間は、令和６年度から令和 10年度を予定している。 

工事期間中の作業時間帯は、原則として８～18 時（12～13時は除く）とし、日曜日は

工事を行わない予定である。 

 
表 6.3-1 工事工程表 

 

 
(2) 施工方法の概要 

① 準備工事 

計画地の外周に、遮音壁を兼ねた高さ約３ｍの鋼製仮囲いを設置する。注） 

 

  

 
注）工事開始１～８ヶ月目に、別事業として中野区役所用地の南側の区域（計画地外となる区域）の低層部の解

体工事が予定されており、低層部の解体工事期間は中野区役所用地の外周に仮囲いが設置される予定である。

低層部の解体工事終了後は、本計画地の外周に仮囲いを設置する計画である。 

　　　　　　　　年数
　工事内容

１年目
（令和６年度）

２年目
（令和７年度）

３年目
（令和８年度）

４年目
（令和９年度）

５年目
（令和10年度）

準備工事

解体工事

山留工事

杭・構真柱工事

土工事

地下躯体工事

地上躯体工事

内外装仕上・設備工事

外構工事
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② 解体工事 

敷地内の既存建築物について、地上解体は油圧破砕機、地下解体は油圧破砕機及びジャ

イアントブレーカー等を用いて解体・撤去する。工事に際しては、必要に応じて、解体建

築物の周囲を枠組足場、防音パネル等で囲むとともに、散水による防塵対策を実施する。 

なお、石綿含有材料を使用する建築物その他の施設においては、「大気汚染防止法」（昭

和 43年６月、法律第 97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）（以下「環境確保条例」という。）または「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 112号）

に基づき遵守事項等に従い、飛散防止に努めるとともに、適切に処理する。 

また、山留工事及び構真柱工事に支障をきたす既存建築物の地下解体においては、掘削

工事に先立って実施するものとし、その他の部分については掘削工事と並行して地下解

体を行う。 

 

③ 山留工事、杭・構真柱工事 

計画建築物外周部には山留壁として剛性が高く遮水性の高いソイルセメント壁（SMW）

を構築し、掘削に伴う周辺地盤の変形及び地盤沈下を抑え、計画地周辺の建築物への影響

の低減を図る計画とする。 

杭工事は、高層棟において、場所打ちコンクリート杭を杭打機等により土中に構築する。

また、高層棟は１階先行床構築後、順次下層階を構築する逆打工法 注）を採用する計画で

あり、杭打機等を用いて構真柱（本設利用も兼ねた先行仮設鉄骨柱）を施工する。 

 

④ 土工事 

土工事では、バックホウ等を用いて、最深部で G.L.約-24ｍまで掘削を行う。 

掘削に際しては、地下水位の状況を踏まえ、地下水位低下工法としてディープウェル工

法を用いて減圧排水を行うが、計画地周辺の地下水位への影響を低減するため、減圧排水

は盤ぶくれ防止のために必要最低限の排水量及び期間となるよう配慮する。 

また、掘削工事等に伴い発生する濁水は、沈砂槽等により「東京都下水道条例」（昭和

34 年 12 月、東京都条例第 89 号）に定める下水排除基準以下に処理した後に公共下水道

に放流する計画である。 

なお、発生する建設発生土は、１階の先行床（高層棟）及び乗入構台（低層棟）より、

クラムシェル等を用いて、ダンプトラック等に積み込んで搬出する。 

 

  

 
注）先行して１階床を施工することにより、地上躯体工事と解体工事（地下）及び地下躯体工事を並行して施工

できる工法である。 
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⑤ 地下躯体工事 

高層棟においては、逆打工法の採用により、先行して施工した１階床から、既存建築物

地下躯体の解体工事（解体撤去工事（地下部））、土工事を実施し、発生する建設廃棄物、

建設発生土を搬出しつつ、計画建築物の地下躯体を地下１階、地下２階と上から順に構築

し、最後に基礎躯体を施工する。低層棟及びホールにおいては、順打工法の採用により、

解体撤去工事（地下部）及び掘削工事の後に地下部分の躯体を下の階から順に施工する。 

地下躯体工事は、各階毎に鉄骨工事・鉄筋工事・コンクリート工事等を施工する。 

 

⑥ 地上躯体工事 

高層棟においては、逆打工法の採用により、地下躯体工事と並行して、地上躯体工事を

施工する。低層棟及びホールにおいては、順打工法の採用により、地下躯体工事が完了し

た後に、地上躯体工事を施工する。 

地上躯体工事は、タワークレーン、クローラクレーン等を用いながら鉄骨工事・鉄筋工

事・コンクリート工事等を施工する。 

 

⑦ 内外装仕上工事、設備工事 

躯体工事が完了した階から順次、外装工事・建具工事・間仕切工事・内装工事等を施工

する。外部から搬入する資材等の荷揚げには、タワークレーンやクローラクレーン等を使

用する。 

外装工事及び内装工事に伴う塗装工事に際しては、「東京都 VOC対策ガイド［建築・土

木工事編］」（令和３年２月改訂、東京都環境局）等を参考に、極力、VOC（揮発性有機化

合物）排出抑制に努める。 

 

⑧ 外構工事 

計画建築物周辺の植栽、舗装等の外構工事は、概ね躯体工事が完了した後にラフターク

レーン等を用いて施工する。 

 

(3) 建設機械 

本工事に使用する建設機械は排出ガス対策型建設機械、低騒音型建設機械を積極的に

採用し、不要なアイドリングの防止、効率的な施工計画の立案等を行うことにより環境負

荷の低減に努める方針である。 

本工事において使用する主な建設機械は、表 6.3-2に示すとおりである。 

 
表 6.3-2 使用する主な建設機械 

工事内容 使用する主な建設機械 

準備工事 フォークリフト等 

解体工事 油圧破砕機、ジャイアントブレーカー、CD 掘削用油圧ユニット等 

山留工事・杭・構真柱工事 杭打機、CD 掘削用油圧ユニット、発電機、クローラクレーン等 

土工事 バックホウ、クラムシェル等 

地下躯体工事、地上躯体工事 クローラクレーン、タワークレーン、コンクリートポンプ車等 

内外装仕上工事・設備工事 クローラクレーン、タワークレーン、仮設エレベータ等 

外構工事 ラフタークレーン、コンクリートポンプ車等 
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(4) 工事用車両 

工事用車両の主な走行経路は図 6.3-1(1)～(2)に示すとおり、解体工事（地上）及び建

設工事（解体工事（地下）を含む）ともに早稲田通り及び中野通り等を利用する計画であ

る。また、工事施工区域には複数箇所の出入口を設け、工事用車両は原則、左折イン・左

折アウトで出入りする予定であるが、建設工事（解体工事（地下）を含む）中における西

側の区道 22-60に設ける出口は右折アウトとなる予定である。 

工事用車両の走行に際しては、制限速度の遵守はもちろんのこと、空ぶかしの防止、ア

イドリングストップの実施等を行う計画である。また、工事用車両出入口への交通誘導員

の配置、可能な限り工事用車両の台数削減を図る等、交通安全にも配慮した計画とする。 

本工事において工事用車両の走行台数が最大となるのは工事開始 31～33ヶ月目であり、

ピーク時において 605台/日（片道）を予定している（資料編 p.53参照）。 

なお、工事用車両の出入口等については、今後、道路管理者、交通管理者等の関係機関

と十分協議する。 

 

(5) 建設廃棄物及び建設発生土の処理 

工事の施行中に発生する建設廃棄物は、「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）、「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）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12年５月、法律第 104

号）、「東京都建設リサイクル推進計画」（令和４年４月、東京都都市整備局）等に基づき、

発生抑制を図るとともに、廃棄物の再資源化及び再利用の促進を図り、適切に処理・処分

する。 

建設発生土は、受け入れ機関の受け入れ基準への適合を確認したうえで場外搬出し有

効利用を図り、適正に処理・処分する。 

 

6.3.2 供用の計画 

本事業の計画建築物の供用開始時期は、令和 11年度を予定している。 
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図 6.3-1(1) 工事用車両の主な走行経路 

       （解体工事（地上）：工事開始１～15ヶ月目） 
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図6.3-1(2) 工事用車両の主な走行経路 

              （建設工事（解体工事（地下）を含む）：工事開始 16～60 ヶ月
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6.4 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

環境保全に関する計画等への配慮の内容は、表 6.4-1(1)～(18)に示すとおりである。 

 
表 6.4-1(1) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

「未来の東京」戦略 

version up 2022 

（令和４年２月） 

令和３年３月に策定した「未来の東

京」戦略を新型コロナ等の社会情勢を

踏まえ、政策をバージョンアップして

いる。本事業に該当する主な戦略は以

下のとおりである。 

○安全・安心なまちづくり戦略 

・災害の脅威から都民を守る強靭で

美しい東京 

○都市の機能をさらに高める戦略 

・高度な都市機能と自然が調和し、人

が集い、憩う東京 

○水と緑溢れる東京戦略 

・水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤

いのある東京 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在

可能なスペース、防災備蓄倉庫を整

備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ

ライン機能を確保し、BCP 強化施設

として整備する。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや

EV 等によりバリアフリー動線と

し、ウォーカブルな空間を整備す

る。 

・人々が賑わい、潤い、憩えるよ  

うな多様で性格の異なる広場を駅

前や通り沿い、ホール屋上に整備す

る。 

・エリアマネジメントによる一元的

な管理運営を可能とし、様々な活動

を展開する。 

・中野サンプラザの交流機能を継承・

拡張する。 

・ホールと活動・交流の拠点となる

様々な施設を導入する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ

ランスのとれた用途構成とする。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

東京都の都市づく

りビジョン（改定） 

（平成 21 年７月） 

 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） 

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、以下の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。 

  



 

- 42 - 

表 6.4-1(2) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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） 

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 

・人々が賑わい、潤い、憩えるよ  

うな多様で性格の異なる広場を駅

前や通り沿い、ホール屋上に整備す

る。 

・エリアマネジメントによる一元的

な管理運営を可能とし、様々な活動

を展開する。 

・中野サンプラザの交流機能を継承・

拡張する。 

・ホールと活動・交流の拠点となる

様々な施設を導入する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ

ランスのとれた用途構成とする。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや

EV 等によりバリアフリー動線と

し、ウォーカブルな空間を整備す

る。 
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表 6.4-1(3) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

東京都環境基本計画 
（令和４年９月） 

 本計画では、東京都が目指す都市の
姿を実現するため、以下の３＋１の戦
略に基づき環境問題解決に取り組む
ことになっている。 
 
戦略０ 危機を契機とした脱炭素化

とエネルギー安全保障の一
体的実現 

戦略１ エネルギーの脱炭素化と持
続可能な資源利用によるゼ
ロエミッションの実現 

戦略２ 生物多様性の恵みを受け続
けられる、自然と共生する豊
かな社会の実現 

戦略３ 都民の安全・健康が確保され
た、より良質な都市環境の実
現 

 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、
コージェネレーションシステムを
導入するなど、効率的なエネルギー
使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備
等については、省エネルギー機器の
採用等を図るとともに、建築物の熱
負荷の低減を図り、エネルギー消費
量及び温室効果ガス排出量の削減
に配慮した計画とする。 

・建設廃棄物は、法令に基づき、発生
抑制を図るとともに、廃棄物の再資
源化及び再利用の促進を図り、適切
に処理・処分する。 

・建設発生土は、受け入れ機関の受け
入れ基準への適合を確認したうえ
で場外搬出し有効利用を図り、適正
に処理・処分する。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共
施設である広場と一体となる部分
と、中野通りに面した北側でホール
の前面に広場を設け、そこに樹木等
の植栽を行うとともに、ホール北側
には中野四季の森公園や通りの緑
のネットワークを考慮して北側街
区にまとまった緑化を計画する。ま
た、計画建築物を敷地境界からセッ
トバックさせ十分な歩行者空間を
確保し樹木の植栽等を行うなど、緑
豊かなゆとりと潤いある周辺地区
と連携した緑のネットワークを創
出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時
における在来種選定ガイドライン
～生物多様性に配慮した植栽を目
指して～」等に基づき、周辺環境と
つながる低木～高木を織り交ぜた
多様な植栽樹種の選定に努めると
ともに、人工地盤においても植栽の
生育に必要な生育基盤の確保や管
理手法について、適切に選定し生物
多様性に配慮した計画とする。 

・使用する建設機械は排出ガス対策
型建設機械、低騒音型建設機械を積
極的に採用し、不要なアイドリング
の防止、効率的な施工計画の立案等
を行うことにより環境負荷の低減
に努める方針とする。 

・工事の進捗に応じて、計画的かつ効
率的な工事工程を検討し、建設機械
が集中稼働しないよう努める。 

・施工範囲の周囲に高さ３ｍの仮囲
いを設ける。 

・工事用車両は、最新の排出ガス規制
適合車の使用に努める。 
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表 6.4-1(4) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

東京都環境基本計画 
（令和４年９月） 
（つづき） 

（つづき） 

・工事関係者に工事用車両の走行経
路の周知を徹底するとともに、計画
的な運行により、影響の低減を図
る。 

・工事用車両に対して規制速度の遵
守を指導し、影響の低減を図る。 

・作業時間及び作業手順は、周辺に著
しい影響を及ぼさないように、事前
に工事工程を十分に検討する。 

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 

・職住近接を実現する高品質なレジ
デンスの提供（住宅）を図る。 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在
可能なスペース、防災備蓄倉庫を整
備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ
ライン機能を確保し、BCP 強化施設
として整備する。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中
野四季の都市にアクセス可能な歩
行者デッキの整備を検討し、地区内
外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや EV
等によりバリアフリー動線とし、ウ
ォーカブルな空間を整備する。 

・人々が賑わい、潤い、憩えるような多
様で性格の異なる広場を駅前や通り
沿い、ホール屋上に整備する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ
ランスのとれた用途構成とする。 
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表 6.4-1(5) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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。 

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、

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。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・中野通りに面する地上部は高木植栽

を整備し、中野五丁目と一体感のあ

る街並みを形成する。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時

における在来種選定ガイドライン

～生物多様性に配慮した植栽を目

指して～」等に基づき、周辺環境と

つながる低木～高木を織り交ぜた

多様な植栽樹種の選定に努めると

ともに、人工地盤においても植栽の

生育に必要な生育基盤の確保や管

理手法について、適切に選定し生物

多様性に配慮した計画とする。 

みどりの新戦略 

ガイドライン 

（平成 18 年１月） 

「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

に策定されている。 

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。 

 中野区を含む区部においては、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割の増加が示されている。 

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となる。また、

生物多様性地域戦略の性格を併せ持

つものとなる。 

東京の将来像として、以下の３つが

示されている。 

・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。 

・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。 

・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。 
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表 6.4-1(6) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

東京が新たに 

進めるみどりの 

取組 

（令和元年５月） 

都市づくりのグランドデザインで

掲げた「東京都の緑を、総量としてこ

れ以上減らさない」ことを目標として

いる。また、東京が新たに進めるみど

りの取組として以下の４つの方針の

もと主要施策が設定されている。 

・拠点・骨格となるみどりを形成す

る。 

・将来にわたり農地を引き継ぐ。 

・みどりの量的な底上げ・質の向上を

図る。 

・特色あるみどりが身近にある。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

植栽時における在

来種選定ガイドラ

イン～生物多様性

に配慮した植栽を

目指して～ 

（平成 26 年５月） 

東京都は、緑の「量」の確保に加え、

生態系への配慮など緑の「質」を高め

る施策を進めており、その地域に自然

に分布している植物（以下「在来種」

という。）を増やすことで、在来の生

きものの生息場所を拡大する取組を

行っている。 

本ガイドラインは、都民や事業者が

緑化をする際に参考となるものとし

て作成されている。 

・緑化計画は、法令等に基づき、緑化

基準以上の緑化面積等を確保する。 

・樹種の選定にあたっては、本ガイド

ライン等に基づき、周辺環境とつな

がる低木～高木を織り交ぜた多様

な植栽樹種の選定に努めるととも

に、人工地盤においても植栽の生育

に必要な生育基盤の確保や管理手

法について、適切に選定し生物多様

性に配慮した計画とする。 

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。 

・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 

・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 

・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 

 

また、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 

・「中野四丁目新北口地区まちづくり

方針」（平成 30 年３月）の中野四丁

目新北口地区における景観形成の

考え方を踏まえ、新たなシンボル、

ランドマークとなることを考慮し

た景観形成を図る。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 
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表 6.4-1(7) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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。 

・事業系廃棄物は、分別して保管を行

い、廃棄物処理業の許可を得た業者

に委託して、再資源化を含め適正に

処理・処分を行う。 

・「中野区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例」、「集合住宅の建築及び

管理に関する条例」等に基づき、計

画の詳細が確定した段階で関係機

関との協議を踏まえ、飛散防止等の

環境保持と分別保管に配慮した適

切な廃棄物保管施設を確保する。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、居

住者や施設関係者等への啓発活動

を行う。 

・定期的に廃棄物の排出量を種類毎

に集計し、排出量の抑制に努める。 

東京都 

建設リサイクル 

推進計画 

（令和４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、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

の軽減とともに、東京の持続ある発展

を目指すために策定されている。 

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達成基

準としており、特定建設資材廃棄物の

再資源化等の目標年度である令和６

年度に向けて、達成基準値をそれぞれ

の対象品目に対して定めている。 

・建設廃棄物は、法令に基づき、発生

抑制を図るとともに、廃棄物の再資

源化及び再利用の促進を図り、適切

に処理・処分する。 

・建設発生土は、受け入れ機関の受け

入れ基準への適合を確認したうえ

で場外搬出し有効利用を図り、適正

に処理・処分する。 

 

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。 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、

コージェネレーションシステムを

導入するなど、効率的なエネルギー

使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備

等については、省エネルギー機器の

採用等を図るとともに、建築物の熱

負荷の低減を図り、エネルギー消費

量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 
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表 6.4-1(8) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

東京都 

気候変動適応方針 

（令和元年 12 月） 

 本方針は、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

え方が示されたものである。 

[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] 

・都施策の全般にわたり、気候変動へ

の適応に取り組む 

・科学的知見に基づく気候変動適応

の推進 

・区市町村と連携し、地域の取組を支

援 

・リスクを含めた情報発信を進め、都

民の理解を促進 

・C40 など国際協力を推進し、都市間

連携を加速 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、

コージェネレーションシステムを

導入するなど、効率的なエネルギー

使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備

等については、省エネルギー機器の

採用等を図るとともに、建築物の熱

負荷の低減を図り、エネルギー消費

量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 

・公共下水道の排水負荷低減を図る

ために、地下ピットに汚水・雑排水

の調整槽を設置して夜間放流を行

い公共下水道への放流量の調整を

行う計画である。 

・雨水排水については、緑地や透水性

舗装等の整備により地下水の涵養

に配慮するとともに「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）に基

づき、雨水流出抑制施設として雨水

貯留槽を地下ピットに設置し、放流

量の調整を行う計画とする。 
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表 6.4-1(9) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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） 

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、以下が挙げられている。 

・人と人とがつながり、新たな活力が

生み出されるまち 

・未来ある子どもの育ちを地域全体

で支えるまち 

・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 

・安全・安心で住み続けたくなる持続

可能なまち 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在

可能なスペース、防災備蓄倉庫を整

備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ

ライン機能を確保し、BCP 強化施設

として整備する。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや

EV 等によりバリアフリー動線と

し、ウォーカブルな空間を整備す

る。 

・人々が賑わい、潤い、憩えるよ  

うな多様で性格の異なる広場を駅

前や通り沿い、ホール屋上に整備す

る。 

・エリアマネジメントによる一元的

な管理運営を可能とし、様々な活動

を展開する。 

・中野サンプラザの交流機能を継承・

拡張する。 

・ホールと活動・交流の拠点となる

様々な施設を導入する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ

ランスのとれた用途構成とする。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

 

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が示されてお

り、区政全般にわたる総合的な計画と

して定められ、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つが

挙げられている。 

・子育て先進区の実現 

・地域包括ケア体制の実現 

・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） 

（令和４年６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

東京都の「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（計画目標年次：令和 22 年（2040

年））。 

計画地を含む「中央部地域」のまち

づくり方針は、以下のとおりである。 

・街区再編や土地の高度利用により

商業・業務や交流、高等教育、医療、

文化、居住機能が集積し、中野の顔

としてまた東京の新たな顔にふさ

わしい、個性的で新しい魅力を発信

する、利便性の高い活力とにぎわい

の拠点を形成する。 

・中野駅周辺は、駅前広場の新設と拡

張、歩行者の回遊性を高める南北自

由通路や歩行者デッキ、交通基盤の

整備により交通結節機能が拡充さ

れ、駅、まちそれぞれの機能が融合

した、魅力的なにぎわいを生み出す

新たな玄関口を形成する。 

・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、誰もが安心して快適に

住み続けられるまちをつくる。 
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表 6.4-1(10) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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

組が指針として示されたものである。 

[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。 

・まちの活力増進を担う都市複合型

機能の導入（店舗、事務所）、職住

近接を実現する高品質なレジデン

スの提供（住宅）を図る。 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在

可能なスペース、防災備蓄倉庫を整

備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ

ライン機能を確保し、BCP 強化施設

として整備する。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや

EV 等によりバリアフリー動線と

し、ウォーカブルな空間を整備す

る。 

・人々が賑わい、潤い、憩えるよ  

うな多様で性格の異なる広場を駅

前や通り沿い、ホール屋上に整備す

る。 

・エリアマネジメントによる一元的

な管理運営を可能とし、様々な活動

を展開する。 

・中野サンプラザの交流機能を継承・

拡張する。 

・ホールと活動・交流の拠点となる

様々な施設を導入する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ

ランスのとれた用途構成とする。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

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

して策定されたものである。 

[まちづくりに関連する３つの戦略] 

・中野区グローバル都市戦略 

・スマートな環境・防災都市づくり戦

略 

・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 
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表 6.4-1(11) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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

現する個別計画となる。 

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 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、

コージェネレーションシステムを

導入するなど、効率的なエネルギー

使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備

等については、省エネルギー機器の

採用等を図るとともに、建築物の熱

負荷の低減を図り、エネルギー消費

量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 

・建設廃棄物は、法令に基づき、発生

抑制を図るとともに、廃棄物の再資

源化及び再利用の促進を図り、適切

に処理・処分する。 

・建設発生土は、受け入れ機関の受け

入れ基準への適合を確認したうえ

で場外搬出し有効利用を図り、適正

に処理・処分する。 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在

可能なスペース、防災備蓄倉庫を整

備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ

ライン機能を確保し、BCP 強化施設

として整備する。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時

における在来種選定ガイドライン

～生物多様性に配慮した植栽を目

指して～」等に基づき、周辺環境と

つながる低木～高木を織り交ぜた

多様な植栽樹種の選定に努めると

ともに、人工地盤においても植栽の

生育に必要な生育基盤の確保や管

理手法について、適切に選定し生物

多様性に配慮した計画とする。 
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表 6.4-1(12) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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。 

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、以下のとおり基本理念等が定めら

れている。 

[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] 

・みどりのまちづくりの基盤となる

拠点をつくる 

・みどりのネットワークを構築する 

・地域にゆかりのあるみどりの保全

を強化する 

・身近なみどりを増やす 

・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、計画地を含む「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」とされており、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

とされている。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時

における在来種選定ガイドライン

～生物多様性に配慮した植栽を目

指して～」等に基づき、周辺環境と

つながる低木～高木を織り交ぜた

多様な植栽樹種の選定に努めると

ともに、人工地盤においても植栽の

生育に必要な生育基盤の確保や管

理手法について、適切に選定し生物

多様性に配慮した計画とする。 
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表 6.4-1(13) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

中野区景観方針 

（令和４年６月） 

中野区景観方針は、目指す都市景観

の実現に向けて、区民等、事業者及び

区が、それぞれの役割を果たし、協働

で進める景観づくりの基本的な方針

として策定されたものである。基本方

針等は、以下のとおりである。 

[基本方針] 

・自然とのかかわりを大切にする 

・歴史・文化とのかかわりを生かす 

・暮らしの中のにぎわい・うるおい・

個性を育てる 

また、駅前や幹線道路沿いに位置す

る当地区に該当する景観づくりの主

な取組は、以下のとおりである。 

○新たなまちづくりにおける顔づく

り・シンボルづくりを進める 

・鉄道駅周辺における顔づくりを進

める 

・新たに都市整備を進める地区にお

ける空間形成を進める 

○幹線道路沿いにおける魅力ある景

観軸の形成を進める 

・開放感が感じられる安全なみちづ

くり 

・誰もが安全に楽しく歩けるみちづ

くり 

・「中野四丁目新北口地区まちづくり

方針」（平成 30 年３月）の中野四丁

目新北口地区における景観形成の

考え方を踏まえ、新たなシンボル、

ランドマークとなることを考慮し

た景観形成を図る。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 
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表 6.4-1(14) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

第４次中野区 

一般廃棄物処理 

基本計画 

（令和３年９月） 

第３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、第３次

基本計画を踏まえた新計画である。基

本理念等は、以下に示すとおりであ

る。 

[基本理念] 

・「環境負荷の少ない持続可能なごみ

ゼロ都市」をめざします。 

[基本方針] 

・入り口からのごみ発生抑制、再使用

の意識醸成 

・分別の徹底と効率的な資源回収 

・事業系ごみの減量と適正排出 

・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、令和

12（2030）年度の「区民１人１日あた

りのごみ排出量」を 411g としている。 

・事業系廃棄物は、分別して保管を行

い、廃棄物処理業の許可を得た業者

に委託して、再資源化を含め適正に

処理・処分を行う。 

・「中野区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例」、「集合住宅の建築及び

管理に関する条例」等に基づき、計

画の詳細が確定した段階で関係機

関との協議を踏まえ、飛散防止等の

環境保持と分別保管に配慮した適

切な廃棄物保管施設を確保する。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、居

住者や施設関係者等への啓発活動

を行う。 

・定期的に廃棄物の排出量を種類毎

に集計し、排出量の抑制に努める。 

令和４年度中野区

一般廃棄物処理実

施計画 

（令和４年４月） 

本計画は、「一般廃棄物処理基本計

画」の実施のために必要な具体的計画

を定めたもので、毎年度策定している。 

区内の一般廃棄物の年間処理量の

見込み、発生・排出抑制のための方策

など、一般廃棄物の処理に関する基本

的な事項を定めている。 

「計画期間」 

令和４（2022 年）4 月１日から令和

５年（2023 年）３月 31 日まで。 

「一般廃棄物の年間処理量の見込み」 

１．ごみ及び資源 94,184 トン（日量

303.8 トン） 

２．し尿、浄化槽汚泥等 92 トン（日

量 0.3 トン） 

３．動物死体 543 頭（日量 1.8 頭） 

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と

なる。 

「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」 

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。 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、

コージェネレーションシステムを

導入するなど、効率的なエネルギー

使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備

等については、省エネルギー機器の

採用等を図るとともに、建築物の熱

負荷の低減を図り、エネルギー消費

量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 
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表 6.4-1(15) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

杉並区基本構想 

（令和４年１月） 

杉並区の将来の姿と、進むべき方向

性を描くものであり、行政運営を行う

際の、すべてのもととなる考え方であ

る。この基本構想を踏まえ、今後概ね

10 年程度における分野ごとの将来像

を示している。 

・みんなでつくる、災害に強く、犯罪

を生まないまち 

・多様な魅力と交流が生まれ、にぎわ

いのある快適なまち 

・気候危機に立ち向かい、みどりあふ

れる良好な環境を将来につなぐま

ち 

・「人生 100 年時代」を自分らしく健

やかに生きることができるまち 

・すべての人が認め合い、支え・支え

られながら共生するまち 

・すべての子どもが、自分らしく生き

ていくことができるまち 

・共に認め合い、みんなでつくる学び

のまち 

・文化を育み継承し、スポーツに親し

むことのできるまち 

・防災広場や帰宅困難者の一時滞在

可能なスペース、防災備蓄倉庫を整

備する。 

・災害時に、自立可能な施設内ライフ

ライン機能を確保し、BCP 強化施設

として整備する。 

・中野駅や新区庁舎、中野五丁目、中

野四季の都市にアクセス可能な歩

行者デッキの整備を検討し、地区内

外の回遊性を向上する。 

・レベル差のある動線をスロープや

EV 等によりバリアフリー動線と

し、ウォーカブルな空間を整備す

る。 

・人々が賑わい、潤い、憩えるよ  

うな多様で性格の異なる広場を駅

前や通り沿い、ホール屋上に整備す

る。 

・エリアマネジメントによる一元的

な管理運営を可能とし、様々な活動

を展開する。 

・中野サンプラザの交流機能を継承・

拡張する。 

・ホールと活動・交流の拠点となる

様々な施設を導入する。 

・昼間人口・夜間人口・交流人口のバ

ランスのとれた用途構成とする。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時

における在来種選定ガイドライン

～生物多様性に配慮した植栽を目

指して～」等に基づき、周辺環境と

つながる低木～高木を織り交ぜた

多様な植栽樹種の選定に努めると

ともに、人工地盤においても植栽の

生育に必要な生育基盤の確保や管

理手法について、適切に選定し生物

多様性に配慮した計画とする。 

杉並区まちづくり 

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

方向性が示されている。 

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」の基本方針は以下のとおりで

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 
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表 6.4-1(16) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

杉並区 

環境基本計画 

令和４年度～令和

12 年度（2022～2030

年度） 

（令和４年５月） 

杉並区環境基本計画は杉並区基本

構想が目指すまちの姿「みどり豊かな

住まいのみやこ」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] 

令和４年度から令和 12 年度まで 

[基本目標] 

・低炭素・循環型のまちをつくる 

・区民の健康と生活環境を守るまち

をつくる 

・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 

・魅力ある快適なまちなみをつくる 

・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 

・事務所及び店舗で利用する熱源は、

コージェネレーションシステムを

導入するなど、効率的なエネルギー

使用機器を採用する計画とする。 

・熱源施設、空調換気設備、照明設備

等については、省エネルギー機器の

採用等を図るとともに、建築物の熱

負荷の低減を図り、エネルギー消費

量及び温室効果ガス排出量の削減

に配慮した計画とする。 

・建設廃棄物は、法令に基づき、発生

抑制を図るとともに、廃棄物の再資

源化及び再利用の促進を図り、適切

に処理・処分する。 

・建設発生土は、受け入れ機関の受け

入れ基準への適合を確認したうえ

で場外搬出し有効利用を図り、適正

に処理・処分する。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共

施設である広場と一体となる部分

と、中野通りに面した北側でホール

の前面に広場を設け、そこに樹木等

の植栽を行うとともに、ホール北側

には中野四季の森公園や通りの緑

のネットワークを考慮して北側街

区にまとまった緑化を計画する。ま

た、計画建築物を敷地境界からセッ

トバックさせ十分な歩行者空間を

確保し樹木の植栽等を行うなど、緑

豊かなゆとりと潤いある周辺地区

と連携した緑のネットワークを創

出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時

における在来種選定ガイドライン

～生物多様性に配慮した植栽を目

指して～」等に基づき、周辺環境と

つながる低木～高木を織り交ぜた

多様な植栽樹種の選定に努めると

ともに、人工地盤においても植栽の

生育に必要な生育基盤の確保や管

理手法について、適切に選定し生物

多様性に配慮した計画とする。 
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表 6.4-1(17) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

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、以下のとおりである。 
[基本方針] 

・身近なみどりを守ろう 
・新しいみどりを創ろう 
・みどりの質を高めよう 
・みどりでまちをつなげよう 
・みんなでみどりを育てよう 

・計画建築物と駅前の区所有の公共
施設である広場と一体となる部分
と、中野通りに面した北側でホール
の前面に広場を設け、そこに樹木等
の植栽を行うとともに、ホール北側
には中野四季の森公園や通りの緑
のネットワークを考慮して北側街
区にまとまった緑化を計画する。ま
た、計画建築物を敷地境界からセッ
トバックさせ十分な歩行者空間を
確保し樹木の植栽等を行うなど、緑
豊かなゆとりと潤いある周辺地区
と連携した緑のネットワークを創
出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時
における在来種選定ガイドライン
～生物多様性に配慮した植栽を目
指して～」等に基づき、周辺環境と
つながる低木～高木を織り交ぜた
多様な植栽樹種の選定に努めると
ともに、人工地盤においても植栽の
生育に必要な生育基盤の確保や管
理手法について、適切に選定し生物
多様性に配慮した計画とする。 

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が示
されている。 
[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] 
・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 
・潤いと憩いの場を提供する水辺空

間を創出します 
・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 
・人々が織りなすにぎわいや文化の

かおりを伝えます 

・「中野四丁目新北口地区まちづくり
方針」（平成 30 年３月）の中野四丁
目新北口地区における景観形成の
考え方を踏まえ、新たなシンボル、
ランドマークとなることを考慮し
た景観形成を図る。 

・計画建築物と駅前の区所有の公共
施設である広場と一体となる部分
と、中野通りに面した北側でホール
の前面に広場を設け、そこに樹木等
の植栽を行うとともに、ホール北側
には中野四季の森公園や通りの緑
のネットワークを考慮して北側街
区にまとまった緑化を計画する。ま
た、計画建築物を敷地境界からセッ
トバックさせ十分な歩行者空間を
確保し樹木の植栽等を行うなど、緑
豊かなゆとりと潤いある周辺地区
と連携した緑のネットワークを創
出する計画とする。 

・樹種の選定にあたっては、「植栽時
における在来種選定ガイドライン
～生物多様性に配慮した植栽を目
指して～」等に基づき、周辺環境と
つながる低木～高木を織り交ぜた
多様な植栽樹種の選定に努めると
ともに、人工地盤においても植栽の
生育に必要な生育基盤の確保や管
理手法について、適切に選定し生物
多様性に配慮した計画とする。・中
野駅や新区庁舎、中野五丁目、中野
四季の都市にアクセス可能な歩行
者デッキの整備を検討し、地区内外
の回遊性を向上する。 
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表 6.4-1(18) 環境保全に関する計画等に配慮した事項 

計画等の名称 計画等の概要 配慮する内容 

杉並区 

一般廃棄物処理 

基本計画 

令和４～12 年度 

（2022～2030 年度） 

（令和４年５月） 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」第６条１項に基づき、

一般廃棄物処理に係る長期的視点に

立った基本的な方針を定めている。 

[計画の期間] 

令和４(2022)年度から令和12(2030)

年度まで 

[基本目標] 

資源を大切にするまちをつくる 

[取組] 

・ごみ・資源の発生抑制の推進 

・更なる資源化の推進 

・ごみの排出マナー向上と良好な

集積所環境の確保 

・多様な媒体を活用した啓発活動

の充実 

・継続的な進行管理と効率的・効果

的な組織の見直し 

・事業系廃棄物は、分別して保管を行

い、廃棄物処理業の許可を得た業者

に委託して、再資源化を含め適正に

処理・処分を行う。 

・「中野区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例」、「集合住宅の建築及び

管理に関する条例」等に基づき、計

画の詳細が確定した段階で関係機

関との協議を踏まえ、飛散防止等の

環境保持と分別保管に配慮した適

切な廃棄物保管施設を確保する。 

・廃棄物の発生量を抑制するため、居

住者や施設関係者等への啓発活動

を行う。 

・定期的に廃棄物の排出量を種類毎

に集計し、排出量の抑制に努める。 
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6.5 事業計画の策定に至った経過 

事業計画の策定に至った経過は、表 6.5-1に示すとおりである。 

計画地は「中野区都市計画マスタープラン」において、計画地を含む「中央部地域」の

まちづくり方針が示され、平成 24 年６月に「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン

Ver.3」において区役所・サンプラザ地区における周辺地区との整合性・連続性を踏まえ

た土地利用の方向性が示された。 

これらの経緯を踏まえ、平成 30年３月に策定された「中野四丁目新北口地区まちづく

り方針」において、計画地は「中野駅新北口駅前エリア」として位置づけられ、「面整備

事業や地区計画の導入、道路の都市計画の決定・変更によって街区再編を行い、安全で円

滑な歩行者動線や滞留空間が十分に確保された駅前広場を配置するとともに、地域経済

の発展、国際競争力の強化に資する都市機能が立地しやすい大街区化及び高度利用を誘

導し、集客力・発信力のある拠点を形成する。」のまちづくり方針が示された。 

本事業は、これらの方針に基づき「まちの活力増進を担う都市複合型機能の導入（店舗、

事務所）、職住近接を実現する高品質なレジデンスの提供（住宅）、中野四丁目西地区など

隣接地区との機能的な連携動線の提供（歩行者デッキ）、開発によって創出されるオープ

ンスペースなどの提供（広場、歩道状空地）」を行い、「文化を原動力とした中野 100年の

まちづくり」をまちづくりの目標として実施することを提案し、令和３年１月に施行予定

者候補に選定され、同年５月の基本協定の締結をもって正式に施行予定者として決定さ

れた。現在、提案した内容に基づき本事業を推進している。 

 

表 6.5-1 事業計画の策定に至った経過 

年 月 内 容 

平成21年（2009年）４月 
中野区が「中野区都市計画マスタープラン」の改定を行い、中野駅

周辺のまちづくりの方針を示している。 

平成24年（2012年）６月 

中野区が「中野駅周辺まちづくりグランドデザイン Ver.3」を策定

し、区役所・サンプラザ地区における周辺地区との整合性・連続性

を踏まえた土地利用の方向性を示している。 

平成30年（2018年）３月 
中野区が「中野四丁目新北口地区まちづくり方針」を策定し、「中野

駅新北口駅前エリア」のまちづくり方針を示している。 

平成31年（2019年）３月 
中野区が「中野四丁目新北口地区に係る都市計画」の策定とともに、
その他「都市計画道路の変更」、「都市計画駐車場の変更」、「土地区
画整理事業の決定」、「地区計画の変更」がなされている。 

令和２年（2020年）１月 中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画策定及び民間事業者募集 

令和３年（2021年）１月 施行予定者候補の選定 

令和３年（2021年）５月 中野区と個人施行予定者の基本協定の締結 
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