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1.調査の概要

(1)調査のねらい

東中野駅周辺地区は､ JR中央線と都営地下鉄大江戸線が結節する交通利便性の高い地区

である｡平成19年12月に山手通り(環状6号線)の地下に首都高速中央環状新宿線が供

用開始され､また山手通りの拡幅整備が進められており､あわせて西口駅前広場の整備も

予定されていることから､地区の広域的なアクセス性はより一層向上することが期待され

ている｡

また､このような交通基盤関連プロジェクトの進捗にあわせて､日本閣跡地開発(平成

19年12月完了)など､民間レベルのまちづくりの動きも活発化しつつあり､ JR東中野駅

周辺地区は､まさに､まちづくりの大きな変革期を迎えている0

本調査は､このような動きを踏まえ､東中野駅周辺地区に民間開発などを適切に誘導し､

より賑わいのあるまちづくりを実現していくために､将来のまちづくりの方向性を示すと

ともに東中野駅周辺のまちづくりを地域住民と協働で進めるための基礎となる｢東中野駅

周辺まちづくり構想(素案) ｣の作成に向けたものである｡

なお､調査報告書の作成にあたっては､専門家や学識経験者などから構成される｢東中

野駅周辺まちづくり調査研究会｣を開催し､多くの方々の意見やアドバイスを頂いた｡

(2)調査の範囲

商業･業務地としての賑

わいづくりなどの視点から

は､ JR東中野駅周辺商業

地と山手通り及び区検通り

沿道(北は早稲田通り､南

は大久保通りの区間)を重　言二pて-

点的な検討の対象とする｡

また､住宅地としての居住

環境や都市防災性の向上な

どの視点からは､ JR東中

野駅から概ね半径500mの

範囲を検討の対象とする｡

■調査の対象範囲

-1-



2.まちづくりの問題点･課題

(1)地区の特性･問題点

(》　地区の特性

○交通利便性の高さ

JR中央線､都営地下鉄大江戸線が結節し､広域幹線道路である山手通りが地区を縦断

するなど交通網に恵まれている｡地区の交通利便性の高さはアンケート調査でも非常に

評価されている｡

○都心への近接性

新宿､池袋､渋谷などの東京を代表する都市拠点から概ね5 km圏内と恵まれた位置

にある｡

○交通基盤整備や大規模開発等の進行

山手通りの拡幅整備とともに､西口駅前広場の整備も計画されており､さらなる交通

利便性の向上が期待されている｡また､日本閣跡地開発が完了したことにより東口のイ

メージも変わりつつあり､新たな開発が進行する可能性もある0

○商業･業務､住宅が適度に混在する土地利用

地区は駅周辺や主要道路沿道の商業･業務地とその裏手に広がる閑静な低層住宅地に

より構成されており､商業･業務､住宅の適度な混在による利便性の高さが地区の魅力

として評価されているo

②　地区の問題点

○線路等による地区の分断とバリアフリー対応の遅れ

地区は線路や山手通りにより分断されており､これが地区内の回遊を妨げる一因とな

っている｡駅両端に南北の連絡通路があるが中間では行き来ができないため連絡性が良

いとは言えない状況にある｡また､東口側はバリアフリーに対応していないため､エレ

ベータ等の設置を求める声も強い｡

○賑わいの格差と一体性の欠如

鉄道南側の歩行者通行量は北側の3分の1程度､東口の乗降客は西口の4分の1程度

と少なく､アンケートでも東口の賑わい不足が指摘されている0

同一の駅にありながら､線路による分断と西口と東口が離れていることから､東西､

南北の賑わいなどに格差があり､地区としての一体感に欠ける面がある｡

○まちを素通りする乗り換え客

東中野駅の乗降客数は大江戸線開業以来､増加傾向にあるが､大江戸線乗降客の大半

(約7割)がJR乗り換え客で､駅を通過するだけの人も多いことから､交通結節性の高

さをまちの賑わいづくりなどに生かし切れていない面がある｡

○賑わいや潤いの感じられない駅周辺の街並み

駅のホームから望むことのできるJR線路沿いの市街地は､地区のイメージを印象づけ

る重要な空間であるが､景観に配慮した基盤整備や街並み誘導等が行われていないこと

から､必ずしも賑わいや潤いの感じられる街並みになっていない｡特に南側は､線路に

背を向けた雑然とした街並みになっており､東中野のイメージを低下させる一因になっ
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ている｡

○既存商店街の活力低下

既存商店街では空き店舗が増加し､店舗数､売り上げ等も下降傾向が続いている｡日

本閣跡地開発など-の新たな商業施設の立地により､さらに活力が低下することも懸念

されるo

O山手通り沿道の土地の高度利用の遅れ

広域幹線道路である山手通りは､沿道の商業･業務施設の立地ポテンシャルは高いと

考えられる｡しかし､拡幅整備が完了した区間でも駐車場や低層木造住宅のまま土地の

高度利用が進んでいないエリアも見られ､拡幅整備によるメリットを十分生かしきれて

いない｡

○身近な基盤施設整備の遅れと都市防災上の問題

地区内の道路は全般的に狭除で､行き止まり道路も多く､整備済みの都市計画道路も

歩行空間の確保などが十分ではない｡また公園､広場等も少なく､都市防災上の問題を

抱えている｡アンケート調査でも､歩きやすい道路の整備や公園､広場等の整備が強く

求められている｡

■地区の特性､問題点図



(2)まちづくりの課題

○地区の強みと新たなインパクトの活用

交通利便性の高さ､都心-の近接性など従来からの地区の強みに加えて､進行中の交

通基盤整備プロジェクトや大規模開発等による新たなインパクトをまちづくりに活かし

ていくことが必要である｡

○乗り換え客などをまちに呼び込む工夫

地区の交通結節性の高さを生かし､大江戸線からJR -の乗り換え客も含めて､より

多くの人を東中野にとどめ､まちなかに呼び込む工夫が必要である｡

○地区の一体性の強化と回遊を促す空間､仕組みづくり

線路等による地区の分断や賑わいの格差を解消し､地区の一体性を強化するとともに､

まちなかの回遊を促す質の高い空間づくり､仕組みづくりが必要である｡

○商業･業務機能の強化

山手通り沿道や駅周辺を中心に､適切な民間開発の誘導による土地の高度利用を促進

し､商業･業務機能の強化を図る必要がある｡活力の低下が見られる既存商店街につい

ては､各種取り組みと連動して､活性化を図っていく必要がある0

○身近な都市基盤の整備による住みやすさと都市防災性の向上

生活道路､公園､緑地等の身近な都市基盤の充実などを図りながら､快適な居住環境

の形成と都市防災性の向上を進めていく必要がある｡

■地区の特性､問題点とまちづくりの課題
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3.まちづくり全体構想

(1)地区の位置づけとまちづくりの方向

ゆとりライフを実現するまち　東中野
～ "交流の心''から"賑わいの心''へ～

東中野駅周辺地区は､東中野駅を中心に商業･業務地がコンパクトに展開し､その周囲

を住宅地が囲むという都市構造になっており､ JR中央線と都営地下鉄大江戸線が結節する

という交通利便性の高さと､商業･業務･居住機能の適度な混在が､大きな魅力となって

いる｡

また､東京都全体の都市像のなかでは､ "センターコア･再生ゾーン" "都市環境再生

ゾーン"の狭間に位置し､中野区のなかでも新宿､池袋､渋谷などの都市拠点との近接性､

連絡性に優れている｡

平成19年12月の首都高速中央環状新宿線の開通に加え､山手通りの拡幅整備や西口駅

前広場整備などにより､広域的なアクセス性や都市拠点との連絡性がさらに向上すること

が予想されている｡

このようなことから､東中野駅周辺地区では､従来から地区が有する魅力を活かしつつ､

今後期待される連絡性向上などの変化を適切に受け止め､ ｢交流の心｣としての位置づけ

をステップアップし､より魅力的なまち-進化していくことが望まれる｡

具体的には､商業･業務･居住の各機能を充実させ､職住近接型のまちづくりをより一

層推進し､地区に働き､住まう人々が職住近接により生み出される余裕時間を､生活のゆ

とりや楽しみのために､うまく使えるようなまちづくりを目指す｡

■東中野駅周辺地区のまちづくりの方向

居住地としての魅力づくり:住みやすいまち､住む価値を感じるまち

商業地としての魅力づくり:賑わっているまら､魅力的な店舗が集積したまら

業務地としての魅力づくり:便利なまち､業務機能が集積したまら
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(2)まちづくりの基本方針

○地区東西の賑わい拠点の形成
rtl ■ ~二二二･訂iiiii-一一一一一一一一一一一一一一　　　･一ニー-三三-　　　　ニ　　　　　　ー- -1-.甲･T平TIM野4-もJtrI･コ11コT ¶ 'tFJq･Fl一　　　　ご'一一一→-メ -T+ -. i , ･ 1

鉄道の乗り換え客も含め､より多くの人をまちなかに呼び込むため､東中野駅の東西出

口付近を中心に賑わい拠点の形成を目指す｡

このため､交通結節機能の強化､交流空間の確保に向け､駅前広場の整備や自由通路の

整備･充実を図る｡

また､民間開発などを誘導し､多くの人を惹きつける賑わいのある空間づくりを行うと

ともに､ゆとりライフの実現をサポートする拠点として､商業･業務のほか､医療･福祉､

芸術･文化､育児.教育など多様な機能の充実を図るo

O山手通り沿道の商業･業務機能の強化
:二二三7mIL-_=T二ご二二二ご=二二二二二■■軸事: rtT.丁二二二二二､二二_/細亡ー-I ∴二二二二二二こここニーJ_二∵二二二二一二=二∵ /A/二J

山手通り沿道は､拡幅整備による広域的なアクセス性､新宿等-の近接性､良好な沿道

環境などが整い､商業･業務地としての魅力はさらに高まると考えられる｡

このため､中野坂上や落合との連携も視野に入れ､山手通り沿道の土地の高度利用を促

進し､各種サービス機能の充実や環境整備も進めながら､沿道のポテンシャルに相応した

新たな商業･業務施設の立地を誘導するo

O東中野の顔づくり(まらのイメージアップ)
L=_ __ I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---Tr-≒ TJ: =｣二二_ ⊥JiL=　　　　　二Irl=こ.TT-=一･･二二.T⊥｣･[ン.【･､.叶L -　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二=-I

東中野を訪れる多くの人に､ここで住み､働き､ショッピングを楽しみたいと感じても

らえるように､東中野の顔づくり､まちのイメージアップを目指す｡

このため､駅周辺､線路沿い､幹線道路沿など多くの人の目につく空間を中心に､公共

空間と民有空間が一体となった街並みの整備や緑化を積極的に行うとともに､おしゃれな

店舗の誘致などを行う｡

○歩行者が主役の歩きたくなるまちづくり
コ■ll ~■■■　-　　　　　　~　　　　　　　一一一一二一･･一-一正~- ~~　　　~-二~ここ~∴=T=■.-_TTTnmuこ-J十-- =二･ --　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~~~~~~~~~=

鉄道などによる地区の分断を解消し､回遊を促し､地区全体の均衡ある発展を図るため､

歩行者が主役の歩きたくなるまちづくりを推進する｡

このため､主要道路においては､車の進入や速度を抑制する工夫などを行うとともに､

ゆとりある歩行空間やゆっくり休める滞留空間を確保するなど､歩行者が主役のみちづく

りを進める｡

また､商店街とも連携して､道路空間の活用も視野に入れて､オープンカフェや魅力的

な店舗の誘致など､歩く人が楽しめる取り組みを検討するo
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○商店街の活性化
±主_主±堅.I.r Tit r･ Pt I-⊥ -ユhLr▲･.I i-･. ･TT1■.血l･l■HW一･　　　　　　　　　　~71'J Jl･L-i:1:･心pJ一JBTm~Jl -.~~~~~~　　　　　-一一一-~~~~二~二二二二::::::::::~`』

賑わいのあるまちには､魅力的な商業の集積が不可欠であることから､進行中の各種プ

ロジェクトの波及効果を上手く活用し､自然発生的に形成されてきた商店街の再構築を進

める｡

このため､商業者一人ひとりの自主的な取り組みと商店街相互の連携･協力を誘導し､

良好な景観形成､魅力的な店舗づくり､空き店舗の活用､イベントの開催など､ハード･

ソフト両面から多様な取り組みを展開する｡

○住みやすく､定住を促すまらの実現
L lrー｢W ∩.~一一P~ニーTL I:J ∴こ. ~L二=~二二二二二二二二二二=

地区では､ 20代前半で転入し30代で転出する人が多いという傾向にあり､若い世代の

流出入が､まちの新陳代謝を促進し賑わい感を提供する一方で､区が目指す持続可能な自

立都市としての位置付けにうまく結びついていないという現状がある｡

このため､今後は定住者を増加させるために｢永く住み続けたいまち｣ ｢住む価値を感

じるまち｣の実現を目指していく｡

そのために､道路､公園など身近な基盤施設の整備を推進し､都市防災性の向上､居住

環境の充実を図るとともに､住宅の機能更新を誘導し多様なニーズに対応した住宅の供給

を図っていく｡あわせて､医療･福祉､教育･育児など日常生活をサポートする各種機能

の充実を図るo

O環鳳こやさしいまらづくりを先導するまら
1亡h- i.⊥1.■Ⅰ什rT_lTlt,.-._.,[ー_★p--一冊TTT--T.一=-■T=℡･,一一　　　　　　　　　　　　　　__二二=-:･LZLrtTI一･十一iATJETこコー｢. ←一応J･T℡■5'VTV一書VITILl-つJ!pL..

地球温暖化の防止､ヒートアイランド現象の緩和など､緑や資源､エネルギー等の問題

-の対応という観点から､まちづくりにおいても､環境-の配慮が欠かせないものとなっ

ている｡

このため､地区では､環境にやさしいまちづくりを先導するべく､屋上緑化の一層の推

進､都市開発事業者による自主的な緑の創出を図る｡そのほか､自転車利用や自動車規制

の促進などをはじめとして､都市緑地法や景観法の積極的な活用も視野に入れるなど､低

炭素型都市の形成に向けたまちづくりを展開していく｡
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(3)まちの骨格構成

東中野駅周辺地区におけるまちの骨格を､以下のように拠点､軸､エリアによる構成と

する｡

■拠点､軸､エリアの形成方針

区　分

西側(伝

演)賑わ

い拠点

東側(隻

活)賑わ

い拠点

軸(動線･景観誘導)

考え方

山手通りに接し､ JR中央線と大江戸線が結節する優位性を活かし､西口駅前広場

を中心に､人､モノ､情報などが行き交う､賑わい空間の形成を目指す｡

既存の商業･業務施設との連携に配慮し､再開発事業等を誘導し､商業･業務機能

などの強化を図る｡

また､自転車道が整備されている山手通りとの連携を考慮し､広域的な自転車利用

を想定した機能の強化も検討する

再開発事業等を誘導し､広場空間の整備や南北連絡機能を強化するとともに､日本

閣跡地開発や既存商店街との連携に配慮し､商業､居住､学術､文化などの機能の強

化を図る｡

l沿いの歩行者ネット
i

≧

山手通りは､広域的なアクセス性の良さを活かした広域連携軸として位置づけるo

ゆとりある歩行空間を活かし､沿道と一体となって緑豊かな空間を創出するととも

に､駅周辺においては､自転車利用者などのニーズを受け止める施設や空間の整備を

駅街1､駅街2､桜山通りなどのJR沿いを､賑わい拠点や神田川と結び､東中野

を印象づける賑わいと潤いの感じられる軸として位置づける｡

歩行空間の充実､沿道でのファサード整備､魅力的な店舗の立地促進､既存樹木の

保全･活用と新たな緑の創出などを図り､歩いて楽しく､見て楽しい空間づくりを進

i　める｡

既存商店街の道路を生活軸として位置づける｡
バリアフリーに酉 歩きやすい環境づくりを進める｡

神田川を水と緑の軸として位置づける｡

川沿いの歩行者､自転車ネットワークと緑豊かな空間を維持･充実するとともに､

東中野のイメージをリードする駅周辺の商業･業務地である｡

建物更新や共同化などを誘導しながら､商業､業務機能のほか､駅周辺の拠点性を

高める多様な都市機能の誘導を図るo

山手通り沿道のエリアである｡

山手通りの整備をきっかけに､共同化などを誘導しながら､低･未利用地の高度利1

用を図り､商業･業務機能等の強化を図るo

既存の商店街が存在するエリアである｡

商店街を貫く道路環境の改善(歩行空間の充実等)を図りながら､魅力的な店舗の

歩いて楽しい商業空間づくりを行う

駅近くの利便性を活かした都市型住宅エリアである｡

快適な居住環境の維持や防災性の向上を目指して､学校､保育園など公共施設の再

編に伴う跡地の活用なども視野に入れながら､不足している区画道路や広場の整備･
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■まちの骨格構成図
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(4)交通施設の整備方針

(彰骨格的な道路の整備方針

東中野駅周辺地区においては､駅周辺道路がバリアフリー対象路線として位置づけられ

ていること､また地域住民からも"歩きやすい道路の整備"が強く求められていることか

ら､ゆとりある快適な歩行空間の確保を最優先に考え､道路の整備･改善を進める｡

ただし､拡幅整備が進む山手通り以外の道路に関しては､拡幅は現実的ではないため､

現状幅員を基本に､道路空間の再配分､バリアフリー化､無電柱化などを行うととともに､

地区計画制度を活用して壁面のセットバックなどを誘導しながら､ゆとりある快適な歩行

空間を確保する｡

■骨格的な道路の整備方針

･銀座通り

整備の考え方等

往復4車線の広域幹線道路であり､ゆとりがあり緑豊かな歩道部が

大きな特徴となっている｡自転車専用空間も確保されている｡

未整備区間の整備を進めるとともに､この道路空間を今後とも維持

していく｡

鉄道南側の道路であり､都市計画道路として整備されているが､歩

道は設置されていないo

バリアフリーに配慮した快適な歩行空間を確保するため､一方通行

化とそれにあわせた道路空間の再配分や無電柱化などを検討する｡ま

た､ゆとりある空間を確保するため､民地側でのセットバックの誘導

なども検討する｡

鉄道北側の道路であり､都市計画道路として整備されているが､歩i

道は片側(マウンドアップ)のみとなっている｡　　　　　　　　　　L

バリアフリーに配慮した快適な歩行空間を確保するとともに､緑豊≡

かな空間を演出するため､一方通行を維持しながら､歩車道のフラッ≡

ト化､無電柱化､鉄道側-の緑地帯の設置などを検討する｡また､ゆ

とりある空間を確保するため､民地側でのセットバックの誘導なども

検討する｡

駅東側の南北軸となる道路であり､都市計画道路として整備されて
いるが､両側に設置されている歩道(マウンドアップ)は狭い｡

バリアフリーに配慮した快適な歩行空間を確保するため､センター

ラインの除去(車道の縮小)による歩行空間の拡充､歩車道のフラッ

ト化､無電柱化などを検討する｡また､ゆとりある空間を確保するた

…　め､ 民地側でのセットバック

至　賑わいのある商店街の軸となる道路であるo車両の進入を抑制しな
lがら､寺町の参道の特色を醸し出す地域の生活に密着した商店街の刺

出を目指し､美装化､無電柱化などを検討する｡また､ゆとりある空

間を確保するため､街並み誘導型地区計画によるセットバックの誘導

なども検討する｡

線路沿いの桜並木と菜の花の景観が親しまれている道路で､明大中

野高校の通学路にもなっているo

安全な歩行空間を確保するため､美装化等による歩行者優先空間の

強調､無電柱化などを検討する｡また､ゆとりある空間を確保するた

めに､民地側でのセットバックの誘導なども検討する｡
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なお､市街地再開発事業などの大規模開発が計画された場合は､上記の骨格道路を基本

にしながら､都市防災性の向上､道路交通の円滑性､快適な歩行者ネットワークの形成な

どの観点から､新たな道路の配置を検討する｡

②その他の道路の整備方針

骨格的な道路以外では､ 4m未満の狭除道路や行き止まり道路が多く見られるが､都市

防災性上の観点からも好ましくないため､狭除道路や行き止まり道路の解消に努める｡

また､骨格的な道路を結ぶなど､各エリアで重要と考えられる道路については､できる

かぎり6m以上の幅員を確保する｡

■骨格的な道路の整備方針図
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③駅前広場等の整備方針

●西口

東中野駅西口においては､山手通りの拡幅整備にあわせて､駅前広場の整備を推進する｡

整備にあたっては､山手通りや既存商店街と有機的に結びつけ､交通結節点としての利

便性､安全性の向上､高齢化-の対応などに配慮しながら､バス､タクシーのほか､自家

用車の乗降場の確保も検討する｡また､地下には駐輪施設の整備を行う｡

JR東日本とも連携･協力して､駅前広場の交通結節点機能を高めるために駅舎と広場と

を結ぶ自由通路の整備を進める｡

駅前広場整備や自由通路の整備に際しては､隣接地での再開発事業等との関係にも十分

配慮する｡

■西口駅前広場等整備方針図
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●東口

東中野駅東口においては､駅周辺の再開発事業等を誘導するなかで､まちの顔となる歩

行者中心の広場空間の確保を長期的な視点から検討する｡

また､地域住民や駅利用者から自由通路-のエレベータの設置等が強く求められている

ことや高齢化の進展などに考慮して､広場空間の確保とあわせたエレベータの設置などに

よるバリアフリー化を検討する｡

また､駅周辺での開発に伴い､駅利用者や南北横断者の増加も予想されることから､ JR

東日本と連携･協力しながら､自由通路の拡幅なども検討する｡

■東口駅前広場等整備方針図
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(5)緑豊かな空間の形成方針

駅から概ね250mの範囲には､公園･広場などがなく､地域住民からも公園･広場､緑

地の整備が強く求められている｡また､都市防災性の向上､地球温暖化の防止､ヒートア

ィランドの緩和などの観点からも､オープンスペースの確保や緑化が重要となっている｡

このため､商店街や民間開発事業者などに協力を求め､公共空間と民有空間が一体とな

ったゆとりある緑豊かな空間の形成を目指していく｡

■緑豊かな空間の形成方針
､山一一一m　--　-～ -一-＼ルー--I--一一一　　--　一-､→-～-------　一一一一-､小-　-〉-----　--一　-　ヽ }

基本的な考え方
-                               ■-         -                ~~

駅前広場を緑の拠点として位置づけ､積極的な植栽を行うととも

古き､人々の滞留空間､休憩空間等の確保に努めるo

緑g)拠点
再開発

事業地等

日本間跡地再開発では､ゆとりあるオープンスペースや緑豊かな

空間の確保が実現されている｡

これにならって､今後実施される再開発事業等には､できる限り

ォ-プンスペースや緑豊かな空間を創出するよう協力を求めてい

く｡

また､その他の建物の更新にあたっても､屋上緑化や壁面緑化な

wp…州仙｣どを誘導していくo

拡幅整備のなかで､歩道部などに積極的な植栽が行われているo

重要な緑の軸として位置づけ､沿道住民とも協力して､緑の維持･

管理に努める｡

隻

__ _.___._　_｣　▼__日._

その他

神田川沿いには､散策路(神田川四季の道)が整備され､比較的

緑豊かな空間が形成されているoこの神田川は､都市における貴重

な水と緑の軸として位置づけ､川沿いでの緑化をさらに促進してい

く｡､ ■∴. _　_l l l__.__　__　　一･一･一一一一　　-.一一　　　　　一一･一　　　　　･.~　　　一一-　　~　　　■　~　　　~

桜山通りの線路沿いの桜並木は､地域住民の貴重な憩いの空間で

あり､また東中野をアピールする重要な空間となっているQ

この桜並木を緑の軸として位置づけ､今後とも保全していくo

桜山通りから続く緑の軸として､線路沿いに積極的な高木植栽を

行い､緑豊かで潤いのある空間を演出するo

また､沿道の商店街にも緑豊かな空間の演出に向け､プランター

や花壇の設置､壁面緑化などの緑化に対する協力を求めていく｡

･商店街や地域住民の協力を得ながら､空き地等を活用して､主要

街角広場篭道路の交差部などに街角広場(ポケットパーク)の設置を進めるこ

篭　とが望まれる.　　　　　､ー"〉一肌∧_叩ー叫ーJPん_ー〉<一､一m一---一一一--

毒　その他の通りの道路空間-の植栽は難しいと考えられるため､沿その他　喜道の商店や住宅などにプランターや花壇の設置､壁面緑化などの緑
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■緑豊かな空間の形成方針図
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4.エリア別まちづくり構想

(1 )駅周辺商業･業務エリアにおける賑わい拠点形成方針

①西口賑わい拠点形成方針

山手通りに接し､ JR中央線と大江戸線が結節する優位性を活かし､西口駅前広場を中心

に､人､モノ､情報などが行き交う､賑わい空間の形成を目指す｡

既存の商業･業務施設との連携に配慮し､再開発事業等を誘導し､商業･業務機能など

の強化を図る｡

JR軌道上空の活用や南側での開発に際しては､乗り換え客等をまちに引き留め､まちに

足を向けてもらうために､魅力的な店舗､オープンスペース､情報受発信施設の誘導が望

まれる｡

再開発事業等に際しては､敷地のポテンシャルを向上させるためにも､駅前広場や駅舎

などとの適格性の確保に十分配慮するよう誘導し､必要に応じてJRや地下鉄との連絡通

路の設置なども検討する｡

■西口賑わい拠点形成方針図
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②東口賑わい拠点形成方針

東口周辺は､西口に比べ乗降客も少なく､土地の高度利用が遅れており､賑わいが感じ

られないなどの指摘も多い｡また､低層の密集市街地が形成されているムーンロード周辺

は都市防災上の問題も抱えている｡

一方､日本閣跡地において商住複合開発が行われたことで､東口のイメージも変わりつ

つあり､新たな開発の動きも見られている｡

今後は､このような開発の機運を生かし､再開発事業等を誘導し､生活の拠点として､

賑わいのある空間づくりを進める｡

再開発事業等の誘導に際しては､駅前の顔となる広場空間や緑地の確保､駅舎(自由通

鰭)との連絡性の確保､周辺道路の充実などに対して協力を要請する｡

また､駅周辺での開発動向を踏まえて､ JR東日本と連携･協力して､自由通路のバリア

フリー化や拡幅などを検討する｡

駅周辺と神田川沿いの市街地とは高低差があり､連絡しづらい状況もあるが､神田川と

の連絡性の強化なども視野に入れる｡

■東口賑わい拠点形成方針園
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(2)商店街エリアにおける活性化方針

東中野駅周辺地区の商店街は､古くから地域住民の日常生活を支え､地域の活力の源に

なってきたが､近年は空き店舗の増加や売上の減少､また商店主たちの高齢化が進み､活

力の低下が問題となってきている｡

賑わいのあるまちには､商店街の商業集積の魅力が不可欠であり､自然発生的に形成さ

れたこれまでの商店街を､周辺環境の変化に対応できるよう再構築する必要がある｡

そのためには､商業者の自主的な取り組みを誘導しながら､官民協力して､良好な景観

形成､魅力的な店舗づくり､空き店舗の活用､イベントの開催など､ハード･ソフト両面

から多様な取り組みを実施する｡

また､駅周辺開発に伴い､新たな居住者(顧客)の増加が期待されるとともに､客層も変

わってくる｡地域住民が求める日常の本音を探索し､そのニーズに対応すべく､業種･業

態の変更などを視野に入れた個々の店舗の努力や改革を誘導していく｡

■商店街の活性化のアイディア

歩いて楽しい空間を演出するため､商店街沿道の歩行空間の充実や､商
店街の看板デザインなど色や緑化等のルールを策定するなど､賑わいや潤

街角広場の整　≧　地域住民や買い物客の憩いのスペースとして､空き店舗､空き地などを

二｣軌_　｣　j墜

:遊芸蛋｣
商店街マーケ

テイングの徹

底

う｡

インターネットを通じて､周辺地域や来訪者-､商店街に関する情報等
の受発信を行う｡

商店街として業種･業態さらにはサービス業種も含めて適正な構成を決
め､商店街として顧客満足を提供できる仕組みを明確にするなど､新しい

流通ビジョンの検討を進めることを誘導する｡

特徴のある店舗を育成するとともに､その情報を雑誌､テレビなどに積

極的に売り込むなど､メディ アを活用した話題づくりを図る｡

若手を中心に､多様なまちづくり活動の中心となるリーダーを育成す

るo

【参考事例】戸越銀座のユビキタス商店街プロジェクト
ユビキタス商店街プロジェクトは､明治大学､戸越銀座商店街連合､品川区が共同で実施している

もの｡

電線類地中化事業とあわせて商店街
の街路灯などに無線LANアンテナやビデ

オカメラ､ディスプレイなどを設置し､

商店街全体の情報ネットワーク化を図り
大売出しやグルメなどの商店街情報､防

災､安全､福祉など暮らしの情報､地域

の観光情報などを､来客･地域･商店街

などに対して提供していくもの｡

2007年8月からは､ ｢ユビキタス商

店街プロジェクト｣の研究成果発表のた

■tLAN此イJJ} I

めの｢研究ラボ｣を設置し､各種実証実　　▲

験及び展示を開始している｡

戸越銀座ネット: http://www. togoshlglnZa. net

-18-



(3)住宅エリアにおける都市基盤整備方針

①　狭陰道路､行き止まり道路の解消

東中野駅周辺地区の住宅地は､都心-の近接性､交通利便性での評価は高いが､ 4m未

満の狭隆な道路や行き止まり道路が多く､災害時の救援活動が困難であったり避難経路が

確保できないなど､都市防災上の問題を抱えている｡

今後､良好な住宅地を形成していくため､ 4m未満の道路と行き止まり道路の解消を優

先的に図っていく必要がある｡さらに､主要な道路(骨格道路を結ぶ道路など)について

は､ 6m以上の幅員を有する道路として整備していく｡

そのためには､地区計画制度などを活用し､建て替えを誘導しながら､必要な道路の整

備を進めていくことが必要である｡

■住宅地内の道路整備方針図

②　公共施設の再編と跡地の利活用

住宅地内には､小中学校､幼稚園､保育園などの公共施設が点在している｡

現在､これらの公共施設の一部については､少子化などを背景にして､再編(統廃合

等)が検討されているが､今後もさらなる再編等が生じてくる可能性もある｡

その跡地については､地区で不足している公園や道路整備に伴う代替地等として活用す

ることも検討する｡
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(4)山手通り沿道における商業･業務地の形成方針(沿道型商業･業務エリア)

山手通りは広域幹線道路であり､商業･業務施設の立地ポテンシャルは高いと考えられ､

駅周辺地区の他の通りに比べ､業務施設の割合が高くなっている｡

しかし､拡幅整備が完了している区間の沿道においても､土地の高度利用がなされておら

ず､駐車場や低層木造住宅のまま使われているエリアも見られる｡

今後は､このようなエリアを中心に､共同化等を働きかけることにより､幹線道路沿道に

ふさわしい商業･業務施設の立地を誘導していく｡

■山手通り沿道の開発誘導イメージ
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5.実現方策

(1)まちづくり推進プログラム

東中野駅周辺のまちづくりは､地域住民､商業者､道路管理者､鉄道事業者などの理解と

協力があってはじめて実現するものであり､関係者と十分に協議･調整を行いながら､段階

的にまちづくりを進めていく必要がある｡ここでは､山手通りや駅前広場の整備の時期など

踏まえて､段階的にまちづくりを推進していくためのプログラム案を作成した｡

なお､当面は､以下のステップを踏みながら､できる部分から実現をしていく｡

ステップ1 :まちづくり構想(素案)の作成とオーソライズ

ステップ2 :エリア別まちづくりの検討(その1)

山手通り拡幅整備､駅前広場整備事業､交通バリアフリー整備構想(特定事業)

との関係を踏まえ､それと関連深い駅周辺商業･業務エリアと沿道型商業･業務エ

リアのあり方をまず検討する｡

ステップ3 :エリア別まちづくりの検討(その2)

エリア別まちづくり検討(その1)の進捗状況を見ながら､残りのエリアの検討

に着手する｡

■まちづくり推進プログラム案
V:小一1-:一丁-vVこ:小二~㌻}~Vw~-～~′~薮州しき,表音 劔� 
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那 査 検 討 等 舒��)+(ﾛ�� �� �� �� �� �� 

住宅エリア � �� �� �� �� ��

辛 ���,H�丑偬IV������ �� �� �� 

日本闇跡地開発 � �� �� �� �� ��

業 等 ���� �� �� �� �� 

銀座通りの整備 � �� �� �� ��

再開発事業等の誘導 � 
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(2)住民や事業者のまちづくりへの積極的な参加の誘導

商店街エリアの活性化については商業者の主体的な活動が必要不可欠であり､住宅エリア

における細街路の充実も居住者の理解と協力が不可欠である｡

このように､まちづくり構想を実現していくためには､住民や事業者が積極的に参加でき

る(参加したくなる)ような工夫や体制づくりが必要であるo
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