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都市政策推進室中野駅周辺計画担当

都市政策推進室中野駅地区都市施設調整担当

中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画変更について 

１ 中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画の考え方について 

  別紙１－１、１－２、１－３のとおり

２ 都市計画変更（素案）及び補足説明について 

  別紙２のとおり

３ 今後の予定 

年月 都市計画道路等に関する事項 地区計画に関する事項 

平成３０年 ３月 都市計画変更（原案）報告 

 ４～５月頃 （原案）公告・縦覧 

 ６月以降 都市計画変更（案）報告 

（案）公告・縦覧 

（案）中野区都市計画審議会 諮問 

都市計画決定 



グローバル都市としての中心核を形成する中野のシンボル空間 

中野四丁目新北口地区まちづくり方針（案） 

中野四丁目新北口地区まちづくり方針について 

別紙１－１ 

 中野四丁目新北口地区まちづくり方針は、中野駅北西
部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を「中野四丁目新北口地区」とし、
本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します。 

 中野四丁目新北口地区のうち、南側街区を「中野駅新北口駅前エ
リア（区役所・サンプラザ地区）」、北西側街区を「中野四丁目新北口
西エリア（中野四丁目西地区）」、北東側街区を「中野四丁目新北口
東エリア（中野四丁目東地区）」とします。 

中野四丁目新北口地区まちづくりの背景 

（１）地形 
・標高約40ｍのほぼ平坦な地形 
・中野通りとJR中央線が交差する付近が標高約34ｍ 
・最大約６ｍの高低差がある地形 
（２）土地利用 
・中野駅新北口駅前エリア～商業地域、公有地中心 
・中野四丁目新北口西エリア～第1種住居地域、住宅中心 
・中野四丁目新北口東エリア～市街地再開発事業完了 
（３）都市施設 
・地区内の道路はほぼ都市計画道路で構成 

【中野四丁目新北口地区が目指す都市像】 

まちづくりの主な経緯 

中野四丁目新北口地区の現況 

中野駅周辺まちづくりの動向 まちづくりの必要性 
 中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ．３に基づき、 
中野駅周辺各地区のまちづくりを推進。 
 中野四季の都市（まち）～新しい区役所の移転等
 中野駅南口地区～地区計画、土地区画整理事業等
 中野駅西口地区～地区計画、土地区画整理事業
 囲町地区～地区計画、第一種市街地再開発事業
 中野駅地区～中野駅西側南北通路及び橋上駅舎整備

Ｈ２４．６  中野駅周辺まちづくりグランドデザインＶｅｒ．３策定 
Ｈ２７．３  中野駅西側南北通路等に係る都市計画決定 
Ｈ２８．４  区役所・サンプラザ地区再整備実施方針策定 
Ｈ２８．１２ 新しい区役所整備基本計画策定 
Ｈ２９．３  中野四丁目西地区市街地再開発準備組合設立 

【国際競争力強化に貢献】 
 集客力と発信力のある都市機能の集積を図ることで、
国際競争力の強化に貢献していくことが求められています。 
【地域経済の発展をけん引】 
 都心と多摩を結ぶ立地特性を生かし、中野はもとより東
京西部都市圏のシンボル空間として、地域経済の発展を
けん引していくことが求められています。 
【周辺各地区との回遊性の向上】 
 中野駅との機能的連携とともに、隣接する中野四季の
都市や囲町地区、中野五丁目地区、早稲田通り北側と
の連携により、交通結節点としてのハブ機能を強化し、周
辺各地区との回遊性向上を図ることが求められています。 
【防災性の強化】 
 中野駅西側南北通路・橋上駅舎整備による避難動線
の確保と合わせ、非常時における安全・安心な屋内外の
空間整備によって、防災性の強化に寄与していくことが求
められています。 
【グローバル都市づくりの中心となる拠点整備】 
 中野駅新北口駅前エリアにおいては、国際競争力の強
化、地域経済の発展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図っていく必要があります。 

【安全で円滑な交通結節機能の整備】 
 中野駅周辺において更なる交通環境の改善を図るため、
安全で円滑な交通結節機能の整備に向けた街区再編を
行っていく必要があります。 

■地区の位置及び範囲

【概要版】 



グローバル都市としての中心核を形成する中野のシンボル空間 
文化・芸術、経済、スポーツなどのグローバルな活動を支える多様な都市機能が集積する中心核を形成し、中野のシンボル空間として新たな価値と成熟したライフスタイルを発信し続けるこ
とにより、中野をはじめとする東京西部都市圏の活性化をけん引していくことを目指します。 

【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 

○大規模なアリーナをはじめとする集客交流施設や業務・商業・宿泊などの多機能複合施設により、
地域経済の発展をけん引するとともに、国際競争力強化に貢献する拠点を形成。

○職住近接につながる最高レベルの生活空間としてのレジデンス機能により職・住・遊のバランスのと
れた市街地を形成。

○一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき再開発促進地区として、立地特性を生かした
高度利用を誘導。

○中野のシンボルと同時に、東京西部都市圏の新たなシンボルとなる景観を形成。

中野駅新北口駅前エリア 中野四丁目新北口西エリア 

土地利用 
方針 

 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
成します。 

 中野駅新北口の開設によって中野の顔と
なる立地特性を生かし、一体的な土地の合
理的かつ健全な高度利用を図り、まちの活
力増進を担う都市型複合機能を誘導する
とともに、にぎわい創出と利便性向上に資す
る機能的な連携動線やオープンスペースの
整備を誘導します。 

【中野四丁目新北口地区が目指す都市像】 

○多種多様な都市活動が繰り広げられ、中野の魅力を発信し続ける駅・まち
一体のにぎわい空間を創出。

○充実した集客交流空間と歩行者ネットワークの整備・誘導によって、平常
時、非常時ともに安全・安心が確保された空間を創出。

○ユニバーサルデザインによる多様性に配慮した集客交流空間や情報環境
空間の形成。

○低炭素化につながる環境性や災害時でも業務継続できる防災性に優れ
た空間を創出。

○まちの価値の維持・増進に向けたエリアマネジメントを展開し、継続的な集
客によってまちの活性化を図るとともに、来街者が安全・安心に滞在できる
よう、防災や防犯に向けた取組みを促進。

中野駅西側南北通路 
及び橋上駅舎 

競争力の高い大型の 
フロアプレートを有するオフィス 

大規模なアリーナをはじめとする 
複数の集客交流施設 

新たなにぎわい軸を 
形成する商業施設 

MICEや観光、交流の 
拠点となるホテル 

まちの活力増進を担う 
都市型複合機能 

職住近接を実現する 
高品質なレジデンス 

隣接地区との機能的な 
連携動線 

再開発等によって創出される 
オープンスペース 

○中野駅西側南北通路等からつながる、だれもが安全で円滑に
移動しやすいユニバーサルデザインによる歩行者動線の最適
な配置により、中野駅周辺における回遊性を向上。

○交通広場や自動車・自転車駐車場、滞留空間の機能的かつ
効率的な配置により、中野の交通結節点としての利便性を向
上。

○歩行者デッキなど立体的な動線の確保により、交通の交錯を
解消し、円滑化や安全性を向上。

○円滑な歩行者動線を確保するため、公民連携による公共基盤
整備を検討。

歩行者滞留空間 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
（標高約48m) 

  歩行者滞留空間 
（標高約48m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク
（標高約48m) 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
（標高約38～42m) 

中野駅新北口駅前エリア内ネットワーク 
（標高約34～38m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク 
（標高約38～42m) 

中野四丁目新北口地区外ネットワーク 
（標高約34～38m) 

中野四丁目新北口東および西エリア内ネットワーク 
（標高約48m) 

中野四丁目新北口東および西エリア内ネットワーク 
（標高約38～42m) 

■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景）

■主な歩行者ネットワークイメージ

■主な歩行者ネットワークイメージの凡例

まちづくり方針対象範囲 

■土地利用のイメージ

まちづくり方針対象範囲 

図の凡例 歩行者動線 

縦動線（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ） 

南北通路レベル 
（標高約48m） 

 中野駅北口広場レベル 
（標高約34～38m） 

交通広場レベル 
（標高約38～42m） 

効率的な交通広場とゆとりある 
歩行者広場を有する新北口駅前広場 

建物整備に合わせて集約された 
都市計画駐車場と自転車駐車場 

N 



中野四丁目新北口地区まちづくり方針（案）概要版 
発行：中野区 都市政策推進室 中野駅周辺まちづくり分野 
ＴＥＬ：03-3228-8970  ＦＡＸ：03-3228-5670 Ｅメール：ekikeikaku@city.tokyo-nakano.lg.jp 

土地利用の方針 
■目標スケジュール

エリア H29 
(2017) 

H30 
(2018) 

H31 
(2019) 

H32 
(2020) 

H33 
(2021) 

H34 
(2022) 

H35 
(2023) 

H36 
(2024) 

H37 
(2025) 

H38 
(2026) 

H39 
(2027) 

H40 
(2028) 

H41 
(2029) 

新北口駅前 
エリア 

新北口西 
エリア 

中野駅地区 

新庁舎整備 

・再整備事業 
 計画策定 
・民間参画 
 事業者 
 公募・選定 

基盤整備着手 

新庁舎移転後、従前建物の解体除却 
施設整備着手 

計画調整、都市計画手続き、整備 

・基盤検討 
・中野駅地区 
 整備基本 
 計画改定 

中野駅西側南北通路・橋上駅舎 建設工事 

施設整備に
係る都市 
計画手続き 

竣工 
・まちづくり方針
策定 
・基盤整備に
係る都市計画
手続き 

実施設計 

通路・駅舎竣工 駅ビル竣工 

※さらなる短縮は実施設計等で検討 

■中野駅周辺まちづくり概要図

基本設計 実施設計 建設工事 

竣工 
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中野駅新北口駅前エリアに係る都市計画の考え方について 

中野駅新北口駅前エリア（以下、「本エリア」という。）のまちづくりは、中野区役所の

移転、中野駅西側南北通路及び橋上駅舎の整備などを契機として、グローバル都市づくりの

中心となる拠点形成とともに、より安全で円滑な交通結節点の実現を目指している。 

将来の都市像を見据え、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施

設、市街地開発事業に係る都市計画を定めていくとともに、関係者との調整を図りながら地

区内における事業の具体化を進めていくことが必要である。 

本エリアのまちづくりの考え方を示した中野四丁目新北口地区まちづくり方針（案）に基

づき、今後定めるべき都市計画の考え方を以下のとおり整理した。 

１．地区計画 

 本エリアを含む中野四丁目新北口地区は、「グローバル都市としての中心核を形成する中

野のシンボル空間」として国際競争力強化へ貢献し、地域経済の発展をけん引していくため、

多様な都市機能の集積や中野の交通結節点として中野駅との機能的連携とともに周辺各地

区との回遊性の向上、環境性と防災性に優れた持続可能な中心拠点の形成を図っていくこと

としている。 

 こうした将来の都市像を本エリアにおける地区計画の目標として定め、まちづくりの具体

化を図っていく。 

【中野四丁目新北口地区地区計画に定める方針の考え方】 

別紙１－３のとおり 

２．公共基盤整備に係る都市計画 

 本エリアにおいては、中野駅西側南北通路等からつながる、だれもが安全で円滑に移動し

やすいユニバーサルデザインによる歩行者動線の最適な配置により、中野駅周辺における回

遊性の向上を図るとともに、交通広場や自動車・自転車駐車場、滞留空間の機能的かつ効率

的な配置により、中野の交通結節点としての利便性の向上を図っていくこととしている。 

こうした公共基盤の整備に向けて、都市施設や地区計画に基づく地区施設、面整備事業な

どを都市計画として定め、まちづくりの具体化を図っていく。 

別紙1-2 
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【公共基盤整備の基本的な考え方】 

○中野駅西側南北通路及び中野駅北口駅前広場からつながる歩行者デッキや地上の歩行

者動線により、中野四季の都市（まち）や中野五丁目地区、新しい区役所など地区内外

の円滑な歩行者ネットワークを形成するとともに、交通広場や自動車・自転車駐車場、

滞留空間の機能的かつ効率的な配置により、中野の交通結節点としての利便性の向上を

図る。

○土地利用の再編に合わせて本エリア内の道路再編を行い、機能的かつ効率的な新北口駅

前広場を整備するとともに、車両動線を建物と一体的に整備するなどにより、周辺一体

の安全で円滑な交通ネットワークを整備する。

３．面整備事業 

本エリアは、都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、大街区化や高度利用とい

った面的なまちづくりを推進していくこととしている。 

こうした面整備事業を都市計画として定め、国等における補助・支援事業や都市再生、都

市開発諸制度などを活用しながら、まちづくりの具体化を図っていく。 

【面整備事業の基本的な考え方】 

○面整備事業として土地区画整理事業や市街地再開発事業を活用していく。

○本エリアにおける街区再編は、土地区画整理事業により行うものとし、大街区化された

敷地については、市街地再開発事業によって高度利用を図ることを検討していく。

４．目標スケジュール 

本エリアにおいては、まちづくりの目標を実現するため都市計画を段階的に定めながら、

平成 39(2027)年度末の事業完了を目指す。 

第一段階の都市計画【平成 29(2017)～30(2018)年度】 

 安全で円滑な交通結節機能を実現する都市基盤整備及び街区再編

 駅前立地を活かした合理的かつ健全な高度利用を誘導する建築敷地設定

 都市計画道路、都市計画駐車場、地区計画、土地区画整理事業

第二段階の都市計画【平成 32(2020)～33(2021)年度】 

 グローバル都市・中野のシンボル空間を形成する多様な都市機能が集積した建築物

整備

 面的な歩行者動線ネットワークの形成

 地区計画、市街地再開発事業等
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【歩行者ネットワークイメージ】＊地区計画（素案）方針附図 

【目標スケジュール】 

▲第一段階の都市計画 ▲第二段階の都市計画 





都市計画変更（素案）及び補足説明

平成30年1月

中野区 都市政策推進室

(１ 都市計画変更（素案）について

(1) 都市計画変更の内容

(2) 都市計画道路の位置・形状の変更

(3) 都市計画駐車場の位置・形状の変更

(4) 地区計画の新規決定

(5) 土地区画整理事業の区域の新規決定

(２ 補足説明

(1) 交通計画検討について

(2) 駅前広場の整備イメージ

別紙２



１ 都市計画変更（素案）について 1

(1) 都市計画変更の内容

(1) 都市計画道路の位置・形状の変更

(2) 都市計画駐車場の位置・形状の変更
(3) 地区計画の新規決定

(4) 土地区画整理事業の区域の新規決定



１ 都市計画変更（素案）について 2

(1) 都市計画変更の内容

変更対象 変更内容 変更の視点

都市計画道路

補助第222号線

位置・形状の変更
中野四丁目地区の賑わい形成、回遊
性向上、駅前における歩行者空間の拡
充等を図るための変更

補助第223号線

交通広場

補助第224号線

補助第225号線 （廃止）
地区計画で代替機能を確保することを
前提に廃止

都市計画駐車場 位置・形状の変更
都市計画道路の位置・形状の変更と併
せて、民間建物の附置義務駐車場との
一体的な整備に変更

地区計画 新規決定

○中野四丁目新北口地区まちづくり方
針に基づき、地区計画の目標と地区の
整備の方針を設定
○廃止する補助第225号線が有してい
る通行機能を、地区施設として確保

土地区画整理事業の区域 新規決定

都市計画道路の位置・形状の変更等に
伴い、街区再編（公共施設に係る用地
の入替え、権利の移動等）を行う範囲に
ついて決定



１ 都市計画変更（素案）について 3

(2) 都市計画道路の位置・形状の変更 （地上部）



１ 都市計画変更（素案）について 4

(2) 都市計画道路の位置・形状の変更 （嵩上げ部）



１ 都市計画変更（素案）について 5

(3) 都市計画駐車場の位置・形状の変更
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(4) 地区計画の新規決定

【地区計画の目標】

交通結節点の形成に向けた公共基盤の再
編及び街区の再編を行い、大規模集客交流
機能や業務、商業、宿泊、居住等の多様な
都市機能の導入による高度利用を誘導し、
グローバル都市・中野の中心核にふさわしい
都市活動拠点の形成を目指す。

【地区整備計画】

 地区施設の配置及び規模
① 貫通通路（幅員15.5ｍ・延長約70ｍ）
② 歩道状空地１号（幅員４ｍ・延長約90ｍ）
③ 歩道状空地２号（幅員４ｍ・延長約70ｍ）

 建築物等の用途の制限
• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び
同条第５項に該当する営業の用に供する建築
物は建築してはならない。

②歩道状空地１号

①貫通通路

③歩道状空地２号



１ 都市計画変更（素案）について 7

(4) 地区計画の新規決定

【方針附図】

下記の歩行者動線に係る「土地利用の方
針」を補足する図として、中野四丁目新北口
地区まちづくり方針（案）の歩行者ネットワーク
イメージに準じて左図のとおり記載

• 中野駅周辺の回遊性を高めるため、新北口駅
前広場の嵩上げ部と繋がる面的な歩行者動線
ネットワークの形成を図る。

• 歩行者動線の整備にあたっては、居住者や来
街者、通勤・通学者の動線の錯綜を防ぐよう配
慮するとともに、動線の結節点には人々の憩い
の場となる滞留空間を確保する。



１ 都市計画変更（素案）について 8

(5) 土地区画整理事業の区域の新規決定

【事業区域の決定】

都市計画道路の位置・形状の変更に伴い、
街区再編（公共施設に係る用地の入替え、
権利の移動等）を行う範囲について決定

【区域設定の考え方】

 位置・形状の変更後の都市計画道路及び
同都市計画道路に囲まれた宅地のうち、工
事等事業が想定される範囲を検討

 区域境界は、上記の範囲を基に、敷地境界、
都市施設境界・中心線・歩車道境界等によ
り設定



２ 補足説明 （１） 交通計画検討について 9

交通計画検討は、⼀般的な⼿法として、国⼟交通省の「⼤規模開発地区関連交通計画マ
ニュアル」に基づき⾏う。

検討フロー
現況交通量の調査

現況交通の転換想定

開発交通量の想定 開発規模（⽤途毎床⾯積）

交通⼿段分担率、
⽅⾯別、時間別の交通量の設定
（パーソントリップ調査等より）

将来交通量の想定

・ 交通計画検討の手法

関係機関（交通管理者等）
協議･調整
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【歩⾏者交通】

歩⾏者動線の断⾯において、歩⾏者が制約なく⾃由歩⾏できる「歩⾏者サービ
ス⽔準Ａ」が確保出来るように検証を⾏う。

サービス水準 歩行状態 歩行者流量

Ａ 自由歩行 ～ 27人/m・分

Ｂ やや制約 27  ～ 51人/m・分

Ｃ やや困難 51  ～ 71人/m・分

Ｄ 困難 71  ～ 87人/m・分

Ｅ ほとんど不可能 87  ～100人/m・分

サービス水準 歩行状態 歩行者流量

【参考】歩⾏者流量とサービス⽔準

※歩⾏者流量を１ｍ・１時間あたりにすると、
サービス⽔準Ａは1,620⼈/m・時未満

・ 交通計画検討の検証

【⾃動⾞交通】

各交差点において、「⾞線別混雑度」や「交差点飽和度」等を検証し、問題が
ないように検証を⾏う。

交差点検証参考図
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【検討の視点】

新北⼝地区の交通計画については、以下の視点を踏まえて検討した。

① 中野四季の都市のまちびらき以降、増⼤した現況の歩⾏者交通対応
② 中野駅南北の駅前広場整備に伴う現況の歩⾏者、⾃動⾞交通（バスや⼀般⾞など）の
転換

③ 駅周辺で今後進む各地区のまちづくりで増加する歩⾏者、⾃動⾞交通対応
④ 当地区で整備する予定の最⼤収容約１万⼈規模のアリーナの利⽤者の歩⾏者、⾃動⾞
交通対応

・ 新北口駅前エリアにおける検討の前提

【検討の前提】

（中野駅周辺まちづくりグランドデザインVer.3）
歩⾏者優先・公共交通指向の道路・交通ネットワーク構築
中野駅周辺は歩いて回れるまちであり、今後の空間整備にあたっては、歩⾏者の安全

な通⾏を第⼀優先に考え、歩⾏空間の確保や動線整備を⾏っていきます。
また、交通動線の交錯や交通負荷を軽減するための道路や駅前広場の整備を進めると

ともに、⾃転⾞や⾃動⾞の中⼼部への流⼊を抑制して公共交通の利⽤を促していくため、
駐⾞場の適正配置を進めていきます。
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・ 検討の前提となるエリア

以下の図に記載した開発について、開発規模を想定し、将来の歩⾏者交通量、⾃
動⾞交通量を算定した。

中野四季の都市

囲町地区再開発

中野⼆丁⽬JR⾞庫

中野⼆丁⽬再開発

中野⼆丁⽬ﾌｧﾐﾘｰﾛｰﾄﾞ

中野三丁⽬まちづくり

区役所・サンプラザ地区

中野四丁⽬⻄地区

JR線路上空

新区役所

中野駅

早稲田通り

大久保通り

歩行者優先エリア：

凡例

中
野
通
り

ＪＲ中央線
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以下の視点を配慮して必要幅員等を
整理した。

① 中野四丁⽬新北⼝地区⽅⾯
・現在の北⼝改札と整備後の⻄⼝改
札の双⽅を利⽤するように誘導

・南北通路と同⼀⾼さの歩⾏者動線
と東⻄連絡路と同⼀⾼さの歩⾏者
動線を確保

② 中野四季の都市⽅⾯
・新北⼝駅前広場の嵩上げ部（歩⾏
者デッキ）により歩⾞を分離して
動線を確保

③ 囲町地区⽅⾯
・新北⼝駅前広場の嵩上げ部（歩⾏
者デッキ）により歩⾞を分離して
動線を確保

・ 歩行者交通量の算定について

将来交通量を推計し、歩⾏者交通の特性や⽬的地
を踏まえたルートの配分を⾏い、 「歩⾏者サービス
⽔準Ａ（⾃由歩⾏）」が確保出来るように幅員の検
証を⾏った。
※歩⾏者交通量のピーク：平⽇⼣⽅
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・ 自動車交通量の算定について

以下の条件を満たすならば、検証
範囲の⾃動⾞交通処理に問題は無い
ことを確認した。

• 交差点の信号の時間について、課
題が⽣じた数か所を⾒直す（１秒
から３秒程度）。⑤、⑪

• 中野通りが⽚側２⾞線で運⽤でき
るよう、荷捌き駐⾞対策を区役
所・サンプラザ地区再整備完了ま
でに実施する。

⾃動⾞交通量交差点検証箇所図

将来交通量を推計し、開発規模や⾃動⾞出⼊り⼝を想定で設定し、時間別、⽅向別に台
数を推定して、各交差点で「⾞線別混雑度」や「交差点飽和度」等の検証を⾏った。
なお、パーソントリップ調査（平成10年、平成20年）や交通量調査の結果より、⾃動

⾞の需要は低下傾向にある。
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計画幅員：１０ｍ

計画幅員：６ｍ

・ 交通に係る都市計画素案での対応について

拡幅：１5ｍ⇒20ｍ

・新北⼝駅前広場（補助223号線交通広場）の
嵩上げ部
嵩上げ部は、中野四季の都市⽅⾯及び囲町⽅⾯に
向け決定する。中野四季の都市⽅⾯については、中
野四丁⽬地区地区計画の地区施設の広場及び公共空
地へ直接接続するように配置する。
幅員は以下の必要幅員を確保する。
‣中野四季の都市⽅⾯ 10ｍ
‣囲町⽅⾯ ６ｍ

・補助224号線
補助224号線については、幅員を15ｍから周辺道
路と同等の20ｍに拡幅する。

・貫通通路（地区施設）
貫通通路については、計画幅員15.5ｍとする。

計画幅員：15.5ｍ

貫通通路イメージ
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南北通路レベル

東西連絡路レベル

・ 交通に係る都市計画素案での対応について
・中野四丁⽬新北⼝地区地区計画
地区計画の⽅針附図に、歩⾏者動線の⾼

さ毎に必要な動線を図⽰し、今後の当エリ
アの施設整備の前提条件として位置づける。

中野駅新北⼝駅前エリアの施設整備につ
いては、検討の深度化と合わせ、地区施設
等で位置づける。
なお、⽅針附図には歩⾏者動線の幅員に

ついて記載しないが、事業化の際の施設整
備の条件として位置づけ、⺠間参画事業者
等へ引き継ぐ。



２ 補足説明 （２） 駅前広場の整備イメージ 17-1

■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景）



２ 補足説明 （２） 駅前広場の整備イメージ 17-2

■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景）

中野四季の都市方面

囲町方面

都市計画 嵩上げ部
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■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景）

貫通通路

歩道状空地2号

歩道状空地1号

地区計画 地区施設
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■主な歩行者ネットワークイメージ（断面・遠景）



２ 補足説明 （２） 駅前広場の整備イメージ １９

【新北口駅前広場】
■交通施設（想定）
・バスバース 乗車8、降車2
・タクシー 乗車1、降車1

プール 約40台
・一般車（身障者兼） 乗降2
＊車両の出入口は、中野通りへの自
動車交通の集中を回避する観点か
ら、広場西側に確保する。

断⾯図
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