
65 公園・道路分野 様式２
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成果指標と目
標値

現状と課題

緑被率の向上を図るためには（現況16.0％）、公共施設に比べ面積比が大きい民有地に対
し緑化の手立てを講ずる必要がある。

広域避難場所の核となる防災公園の配置は北部、平和の森、中央部（警大等跡地）南部
（東大付属）の4箇所である。今後、区民一人当たりの公園面積（現況1.17㎡）の増量に
結びつき、災害時の避難場所となる中央部、南部の防災公園の整備を着実に進めていく必
要がある。

生活（狭あい）道路の拡幅率が整備の１９％に留まっており安全性や快適性に欠ける状況
が生じている。

みどりが守られ快適に保守整備された公園・道路空間

分野目標

公園本来の機能を発揮するするために、適切に管理され、また利用の阻害要因を排した安
全で快適な公園を目指す。

民間緑化の推進を図るため、みどりの条例による効果的な指導を行い、身近なみどりが豊
かなまちを目指す。

人々が行き交う道路の環境を良くするため、狭あい道路の拡幅整備や道路の舗装改良を行
い安全で快適なまちづくりを目指す。

民間の緑化計画の指導割合
提出件数/義務件数（％）

狭あい道路(私道を含む)のうち、区
が拡幅整備した割合(％)
【10か年計画】

緑被率（％）
【10か年計画】

年間に必要な舗装改良面積(28,000
㎡)に対する当該年度に整備した割
合(％)【10か年計画】

公園に対する要望・苦情（件数）
【10か年計画】

成果指標

新たな公園用地の取得が困難な状況下では、既存公園の管理の水準を上げまた効果的な活
用を図る必要がある。

道路舗装改良面積は、年度目標値（28,000㎡）に近づいているが、さらに路面下空洞調
査や自主点検等を実施し、道路がより安全な状態を確保する必要がある。



16年度

949,492(公園)
1,694,405(道路)

3,074（公園）
5,485（道路）

区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

建築確認申請時の緑化計画提出

新しい緑化の手法として改正条例（１８年
度）に基づく建築物上の緑化を推進する。

歩道改良工事を行う 歩行者等が安全・快適に通行できる。

本郷通りの歩道で、不要となった車乗り入れ
箇所を閉じるとともに歩道の段差解消を図
る。

3,303 (公園)
6,044 (道路)

17年度

建築分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）
1,017,211(公園)
1,861,471(道路)

―

―

―

―

建築物上の緑化推進

全公園を対象に夜間の巡回警備を実施する。

公園の巡回警備

取り組み

夜間の公園内の迷惑行為や公園に起居する
ホームレスに対する利用マナー指導を行う
ことによって、公園の環境改善に効果を上
げることができる。

緑被率の向上とともにヒートアイランド現
象に対する効果が期待できる。



様式３

公園緑地

6501

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 ― ― ― ― 3 6

長期 261 415 ― ― 295 1,480

長期 4,493 4,368 ― ― 4,600 5,000

短期 78.5 82.3 ― ― 85.0 90.0

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 検討 検討 計画 3 ―

事業概要

事業名

実績 6,385 5,344 ― 8,900 ―

事業概要

1000㎡以下の公園が公園数の2/3を占め、また施設配置もパターン化している。これらの
中には利用頻度が極めて低いものがあり、時代のニーズにあった公園に再生していく必要
がある。

地上部の緑化に留まっている現行制度に加え、ヒートアイランド現象にも効果的な建築物
上の緑化にも視点を向け、より効果的な緑化を推進していく必要がある。（１８年度条例
改正）

公園の安全が求められている中、夜間、早朝における不適切な行為に対しパトロールを実
施している。また、視界を遮る状況に繁茂している樹木の枝葉処理を継続していく必要が
ある。

みどりが守られみどりの豊かさが感じられるまち

苦情要望を受けてから
７日以内に案件を処理
した割合(％)

条例に基づく緑化計画の指導が効果的に行われ、接道部緑化等、地上部の緑化に加え建築
物上の緑化も進んでいる。

年間に実施した条例に基づく緑化計画指導面積(㎡)

成果指標
と目標値

条例規定4/10を5/10で
指導した増加分延長(m)

健康公園の整備(箇所)

樹木剪定(本数)

緑化推進

＜主な取組み＞

施策目標

　条例により建築確認申請時に用途地域、建ぺい率等に基づき一定規模の緑化を義務付け
る。

時代のニーズにあった利用者に愛される公園とするために新設公園の整備や改修に取り組
み、健康づくり公園の整備など新たな機能を持った公園が実現されている。

公園清掃等の維持管理や利用指導が適切に行われ、安全で気持よく利用できる公園の姿が
ある。

公園整備

　健康・高齢分野と連係し、健康や介護要望を目的とした公園の施設整備や改良を行って
いく。

健康公園の整備(箇所)

現状と
課題



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 4,493 4,368 ― 4,600 ―

事業概要

事業名

実績 45 53 ― 40 ―

事業概要

―

公園の樹木剪定（本数）

夜間、早朝に関する苦情（件数）

―

3,303

16年度

3,074

1,017,211949,492

19年度18年度

公園管理

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

１０か年計画
領域１―２　環境に配慮する区民生活が根づくまち
主な取組み
地域緑化の推進　公共施設の緑化推進　建築時などの緑化推進
領域１―３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
主な取組み
公園の新たな整備　みどりのネットワーク推進　豊かな公園利用の推進

　公園を安全快適な状態に維持するために、繁茂した枝葉を樹木の育成を考慮しつつ剪定
する。

公園管理

　全公園を対象に夜間、早朝の巡回警備を行い、適正な注意指導を行う。

―

17年度

施策のコスト（千円）

―



様式３

道路保守整備

6502

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 45.9% 52.4% － － 90.0% 97.0%

長期 18.0% 18.9% － － 20.0% 23.0%

短期 調査
設計委

託
１橋

－ －
設計委託
１橋 工
事１橋

4橋

長期 ― 18.0% － － 28.3% 38.5%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 12,875 14,680 － 25,278 －

事業概要

現状と
課題

＜主な取組み＞

・歩道に段差が生じ、車椅子などが通りにくい道路になっているため、基準の歩道勾配に
するなど誰もが利用しやすい道路にする必要がある。

・生活（狭あい）道路の拡幅率が整備の１９％に留まっており安全性や快適性に欠ける状
況が生じている。

・道路・橋梁の計画的な改良や適正な維持管理ができず、路面劣化箇所や陥没箇所が増加
するなど不都合が生じている。

施策目標

(1)良好な道路状況を維持管理するために必要な、年度あたりの舗装改良実績面積が、目標
の２８，０００㎡に達している。

(4)「中野区交通バリアフリー整備構想」に基づいた、区内の駅周辺道路の歩道段差解消な
どが図られ、誰もが利用しやすい道路が整いつつある。

(3)毎年確実に生活（狭あい）道路が拡幅整備され、安全な道路環境が整いつつある。

道路改良

成果指標
と目標値

　３０年から３５年耐久性が確保できる道路とするため全断面舗装を主体とする舗装改良
を実施する。１年間に舗装改良する目標は約28,000㎡としている。

舗装改良面積（㎡）

快適に保守整備された道路・河川

中野区交通バリアフ
リー整備構想計画にお
ける歩道の整備率（各
駅から概ね半径500ｍ以
内にある対象歩道総延
長21,440ｍに対する整
備した割合）

(2)橋梁の再生整備の目標６橋の工事が概ね完了し、安全な橋となっている。

生活道路拡幅整備の整
備率(対象整備延長
600,000ｍに対する整備
した割合)

毎年度改良が必要とさ
れる面積28,000㎡に対
し、当該年度実施した
改良面積の割合
(全断面舗装の実績で評
価)

橋梁の改修件数

成果指標（アウトカム指標）



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 4,857 5,286 － 6,500 －

事業概要

事業名

実績 調査
設計委託

1橋 －
設計委託
1橋　工事

１橋
－

事業概要

事業名

実績 ― 1,016 － 1,300 －

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
　　　　おもな取り組み　狭あい道路の拡幅整備
　　　　　　　　　　　　駅周辺道路などのバリアフリー整備
（２）次世代育成支援行動計画
　　　　主な事業　　　　交通バリアフリー整備
（３）保健福祉総合推進計画２００５
　　　　おもな取り組み　駅周辺道路などのバリアフリー整備

－6,0445,485 －

橋梁の再生整備

　｢中野区生活道路の拡幅整備に関する条例｣に基づき、幅員４メートル未満の建築基準法上
の道路を幅員４メートルに拡幅整備する。

－

生活(狭あい）道路拡幅整備

1,861,4711,694,405

拡幅整備延長（ｍ）

橋梁の改修件数（橋）

－
施策のコスト（千円）

交通バリアフリー整備

　区内の駅周辺道路の歩道を、誰もが安全かつ快適に利用できるよう段差解消を図る。

歩道の段差解消延長（ｍ）

19年度18年度16年度 17年度

　橋梁調査により早急に対応すべき６橋について年度計画に基づき整備する。
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