５． 都市施設
C0501 都市施設の整備状況
本市における都市施設の整備状況は、都市計画道路については総延長38,760ｍに対し､平成29年度末現
在整備済み延長が26,040ｍで改良率は67.2％である｡
都市公園については、都市計画決定済の街区公園が8箇所1.14ha、近隣公園2箇所4.8ha､地区公園1箇所
7.0ha、緑地1箇所7.2haがあり、12箇所20.14haすべて開設済である。また、都市計画決定していない開設済
の公園(平成29年度現在)は9箇所20.10haあり､開設済都市公園の合計は21箇所40.24haとなっている。この結
果、都市計画区域人口１人当たりの面積は11.01㎡である。
公共下水道は962haが都市計画決定されている。
表５－１ 都市施設の整備状況
(注１)決定年月日
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和48年6月25日)
昭和38年3月30日
(昭和61年10月30日)
昭和38年3月30日
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和46年10月4日)
(昭和61年10月30日)
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和61年10月30日)
(平成6年3月22日)
(平成21年3月2日)
昭和26年6月30日
(昭和38年3月30日)
(昭和46年10月4日)
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和46年10月4日)
(昭和61年10月30日)
(平成28年12月1日)
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和46年10月4日)
(平成4年2月29日)
(平成6年3月22日)
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(平成6年3月22日)
(平成28年12月1日)
昭和38年3月30日
(昭和46年10月4日)
(平成6年3月22日)
昭和38年3月30日
(昭和46年10月4日)
(昭和61年10月30日)
(平成4年2月29日)
昭和46年10月4日
(平成14年2月28日)

都 市 施 設 名 称

都

市

計

画

決

定

事

項

資料：都市計画課
事 業 期 間

３．５．１

三好町線

Ｌ＝約1,170m. W=15m. 地表式

３．５．２

岩船線

Ｌ＝約 250m. W=16m. 地表式

３．５．３

北中野線

Ｌ＝約 370m. W=16m. 地表式

３．５．４

駅前線

Ｌ＝約 910m. W=12m. 地表式

３．５．５

相生町線

Ｌ＝約4,100m. W=12m. 地表式

S49.9.4～H9.3.31

３．５．６

辰巳町線

Ｌ＝約3,320m. W=12m. 地表式

S44.12.9～

３．５．７

西町上小田中線 Ｌ＝約2,880m. W=12m. 地表式

３．５．８ 中町線

３．５．９

Ｌ＝約3,420m. W=12m. 地表式

立ヶ花東山線 Ｌ＝約6,740m. W=12m. 地表式

S62.10.21～
S63.9.29～H8.3.31
H2.10.25～H9.3.31
H11.11.8～H17.3.31
H19.9.18～H24.3.31

S63.1.7～H9.3.31
H29.4.3～
S42.10.5～S47.3.31
S63.10.5～
H9.8.7～H16.3.31
H8.11.22～H20.3.31
H5.12.13～H13.3.31
H8.11.22～H20.3.31
H15.4.24～H19.3.31
H29.4.3～

地表式（Ｌ＝約4,630m.Ｗ＝25m）

３．３．１０ 吉田栗和田線 Ｌ＝約5,160m. W=25m. 嵩上式（Ｌ＝約 530m.Ｗ＝10m） S41.11.30～S56.9.20

３．５．１１ 吉田西条線

Ｌ＝約2,210m W=12m.

３．５．１２ 東吉田線

Ｌ＝約880m. W=12m. 地表式

－ 48 －

地表式

H4.6.11～H12.3.31
H19.4.1～H24.3.31

表５－２ 都市施設の整備状況
(注１)決定年月日
昭和28年12月5日
(昭和38年3月30日)
(昭和46年10月4日)
(昭和57年3月1日)
(昭和61年10月30日)
平成6年3月22日
平成6年3月22日
平成14年2月28日
平成6年3月22日
昭和27年1月28日
(昭和51年3月1日)
昭和56年6月25日
(平成14年2月28日)
昭和63年6月30日
昭和47年8月10日
昭和48年10月1日
昭和49年10月25日
昭和53年9月10日
昭和62年3月2日

都 市 施 設 名 称

３．６．１３ 南宮線

都

市

画

決

定

事

資料：都市計画課
事 業 期 間

項

S51.3.4～S62.3.31

Ｌ＝約1,270m W=8m. 地表式

地表式(Ｌ＝約2,630m.Ｗ＝10～16m)
Ｌ＝約4,070m W=10m. 地下式(Ｌ＝約 720m.Ｗ＝10m)
嵩上式(Ｌ＝約 360m.Ｗ＝10m) 2箇所
３．５．１５ 栗和田線
Ｌ＝約1,230m W=12m. 地表式
３．４．１６ 松川一本木線 Ｌ＝約680m. W=16m. 地表式
８．７．１ 中野駅東西線 Ｌ＝約100m. W= 4m. 嵩上式
野球場 テニスコート 運動場
４・４・１号 北公園
地区公園 約7.00ha
S51.5.27～H13.3.31
弓道場
３．６．１４ 草間七瀬線

３・３・１号 一本木公園
３・３・２号
２・２・１号
２・２・２号
２・２・３号
２・２・４号
２・２・５号

近隣公園

約3.40ha 野外ステージ 園路 花壇

高梨館跡公園
〃
原町公園
街区公園
東町公園
〃
西町公園
〃
西条公園
〃
中町公園
〃

昭和63年12月7日

２・２・６号 延徳公園

〃

平成2年2月23日

２・２・７号 平野公園

〃

平成3年2月20日

２・２・８号 東吉田公園

〃

平成28年1月6日

1号 夜間瀬川中央河川公園 都市緑地

昭和54年3月20日
(平成7年3月6日)
昭和56年3月4日
(平成4年2月29日)
昭和56年3月4日
(平成4年2月29日)
（平成26年9月9日）
昭和52年11月8日
昭和39年7月31日
昭和51年3月1日
(平成15年3月18日)

計

約1.40ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha

遊具 パーゴラ 植栽
遊具 水飲場
遊具 花壇
シェルター 遊具 花壇
休養 遊戯 修景
運動広場 遊具広場
約0.29ha 幼児広場 砂場 花壇 便所
パーゴラ 水飲場 等
便所 水のみ ベンチ リング
ブランコ 砂場 二方スベリ台
約0.13ha
パラレルシーソースツール
築山 等
約0.17ha
約7.20ha

H1.1.9～H2.3.31

H2.3.5～H3.3.31
H3.6.10～H6.3.31

便所 東屋 せせらぎ水路
遊歩道 等

東山清掃工場

焼却場

約1.5ha 処理能力

130t/日

豊田衛生センター

処理場

約1.4ha

98kl/日

不燃物処理センター

処理場面積

駐車場（第２）
都市下水路（西条）

広場式
約0.1ha 駐車台数
27台
排水面積 約95ha 下水管渠
計画面積 962.0ha
処理方法・標準活性汚泥法・回分式活性汚泥法
排除方法・分流式

公共下水道（中野市）

S56.8.10～S61.3.31
H14.5.13～H23.3.31
S63.7.11～H15.3.31
S48.5.21～S49.3.30
S48.11.19～S49.3.30
S49.11.7～S49.12.26
S54.7.30～S54.12.1
S63.1.7～S63.3.31

〃

約0.1ha処理能力

H26.9.16～H27.3.27
H27.10.23～H28.3.25

20t/日
S52.11.14～S53.3.31
S39.7.31～S45.3.31

S52.1.31～H22.3.31

注：当初決定・変更を古い順に記入する。

表５－３ 都市施設の整備状況
名

都市計画決定のない
都市公園

資料：都市計画課
称

施 設 の 内 容 (計 画 面 積)

長丘公園

遊具、水飲み場、便所 他 (0.20 ha)

高丘公園

遊具、便所 他 (0.25 ha)

岩船公園

遊具、便所 他 (0.15 ha)

西条宮の森公園

マレットゴルフコース、遊具、便所 他 (0.35 ha)

岩船南公園

遊具、便所 他 (0.30 ha)

中野陣屋前広場公園（街区公園）

便所 他 (0.22 ha)

中央広場公園（街区公園）

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾀｲﾙ 遊具、パーゴラ 、流れ工他 (0.15 ha )

北信濃ふるさとの森文化公園（総合公園）

創造館、温室・昆虫館、マレットゴルフ場他 (15.48 ha)
マレットゴルフコース、あずまや、便所 他 (2.88 ha)

夜間瀬川竹原河川公園（都市緑地）

－ 49 －

