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17 18 19 20 21目標 26目標

92.5 90.2 97.0 － 100 100

14.5 11.8 10.2 － 10.0 7.0

80.4 81.0 82.7 － 84.0 90.0

安全な道路空間を確保するために、交通障害物のない快適に通行できるまちを目指す。

便利で安全に行き交う道路交通空間を確保するため、放置自転車をなくしていくとともに、誰
もが制約を受けず気軽に利用し移動することができるまちを目指す。

交通・道路管理 分野（２１年度）

水害発生を防ぐために、区民への的確な河川情報の配信や、河川５０ミリ改修などの整備が進
み、水害への脅威の少ないまちを目指す。

安全に管理された道路交通空間

分野目標

成果指標
と目標値 有料自転車駐車場の利用率（％）

成果指標

駅前の放置自転車率（％）

道路監察件数に対する改善率（％）

68.7 90.1 97.4 － 100 100

東京都の激甚災害対策特別緊急事業等により、治水安全度も向上しつつあるが、河川への雨水
流出の負荷を軽減するため、水害対策の一環として雨水流出抑制施設の設置を着実に進める必
要がある。

道路不法占用については、日常の指導及びPR等を行っているが、モラルの欠如等により道路空
間の支障となっており道路管理の強化が求められている。

現状と課題

区内14駅中13駅については、自転車駐車場を整備し自転車放置規制区域を指定している。この
ため駅周辺の放置自転車は減少し、道路環境は以前と比較して改善されている。残る新中野駅
周辺については早急な駐車場整備が課題となっている。

「なかのん」の運行開始で、区北西部地域の人々の区役所周辺までの交通アクセスはかなり改
善された。今後は一人で外出の意欲はあるが、長時間の歩行や交通機関の乗り継ぎは敬遠した
い高齢者等を対象に、検討を続けているオンデマンド交通の仕組み等について更に調査・研究
を行っていく必要がある。

雨水流出抑制施設設置指導率（％）

連携の内容

道路監察

連携による成果

杉山公園地下機械式
自転車駐車場設置整
備
(公園・道路整備分
野)

取り組み

自転車駐車場設置整備に併せ、老
朽化した公園を地域の要望に沿う
より親しまれる公園にリニューア
ルできる。

連携による実績

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果

適正に管理された道路空間により、安全・
安心な道路交通エリアが確保される。商店街等との連携強化を図り、不法占用物の指導・

取締りの強化をおこなう。

自転車駐車場の整備を図り、駅周辺地域を
放置自転車規制区域として規制することに
より、放置自転車の発生を抑止できる。

成果指標に対する効果

重点取り組み

21年度に重点的
に行う取り組み

自転車駐車場が設置されていない新中野駅周辺地区
の整備を推進する。

有料自転車駐車場運営
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853,152

2,762区民一人あたりコスト(円) 3,337
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分野のコスト（決算）（千円）
1,027,823

－

－

3,107
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959,269
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道路管理 （２１年度）

6101

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

92.5 90.2 97.0 － 100

－ 計 画
1

(前期工
程)

-
２

（３）

68.7 90.1 97.4 - 100

水害対策の一環として雨水流出抑制施設の設置が促進され河川への雨水流出量も減少し水
害の軽減が図られている。

道路監察件数に対する改善率（％）

地籍調査に着手した町丁数
【全８４町丁】　　※（）内は累計

安全に管理された道路・河川

施策目標

成果指標
と目標値

成果指標

雨水流出抑制施設設置指導率（％）

安全に管理された道路空間を確保するため、道路が適正かつ良好な状態になっている。

地籍調査が完了した地域で、区管理道路等と民地との境界が明確になっている。

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 92.5 90.2 97.4 ー 100

概要

事業２

実績 － 計画 1 ー 2（３）

概要

道路監察

＜主な取組み＞

現状と
課題

日常の道路監察パトロールを強化し道路不正使用者等への改善、指導を図り、不法占用物
等の減少を目指す。

道路監察件数に対する改善率（％）

調査着手町丁数　　※（）内は累計

まちづくりや災害時の早期復興などに必要な道路境界等を明確にするため、２１年度は２
町丁に着手する。

モラルの欠如等により商品台等の不法占用や不法投棄物及び民有樹木による交通障害などによ
り道路交通空間の妨げとなっている。

東京都による河川激甚災対策特別緊急事業等により治水安全度の向上が促進しつつあるが、近
年多発している集中豪雨等による水害対策が合わせて必要となっている。このことから、水害
対策の一環として実施している雨水流出抑制施設の設置を着実に進めていく必要がある。

まちの骨格を成す区内道路は、民地との境界が未確定な路線が多いことから、今後のまちづく
りや地震災害等の円滑な災害復興に備えるために地籍調査の推進が必要となっている。

地籍調査

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 68.7 90.1 97.4 ー 100

概要

事業４

実績

概要

20

水害等災害対策

施策のコスト（決算）（千円）
381,499

19

ー

1,485区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

水害対策の一環として、河川への雨水流入を抑制し水害発生の軽減を図るため、敷地面積
３００㎡以上の建築主に対し雨水流出抑制施設の設置を指導する。

ー

18

447,850

1,235

17

1,454

460,056

雨水流出抑制施設設置指導率（％）

区の計画との関係

〇　保険福祉総合推進計画２００５
　・主な取り組み　　安全で歩きやすい歩道空間の確保
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交通安全対策 （2１年度）

6102

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

14.5 11.8 10.2 ー 10.0 　

80.4 81.0 82.7 ー 84.0 　

567 513 499 ー 440 　

 　 　 　 　

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 ー オンデマンド
調査研究

区民交通
実態調査 ー 構築･検討

概要

事業２

実績 3,704,582 3,812,160 3,950,395 ー 4,070,000

概要

区内１４駅中１３駅については、自転車駐車場を整備し自転車放置規制区域を指定している。このた
め駅周辺の放置自転車は減少し、道路環境は以前と比較して改善されている。残る新中野駅周辺につ
いては、地元との合意に基づく計画の着実な事業推進が急務である。

平成１４年をピークに区内の交通事故件数は減少傾向にあるものの、社会的に大きな問題である自転
車に関連する事故は、交通ルールやマナーが守られないことなどからあまり減少していない。特に高
齢者の自転車事故の割合は増加傾向にあり、事故抑止を目指し重点的に取り組んでいく必要がある。

「なかのん」の運行開始で、区北西部地域の人々の区役所周辺までの交通アクセスはかなり改善され
た。今後は一人で外出の意欲はあるが、長時間の歩行や交通機関の乗り継ぎは敬遠したい高齢者等を
対象に、検討を続けているオンデマンド交通の仕組み等について、更に調査・研究を行っていく必要
がある。

自転車駐車場運営

　未整備である新中野駅周辺地区の放置自転車対策のため、消防署跡地に駐車場を整備・
開設すると共に、杉山公園については、地元と調整合意した公園復旧・改良工事を含め整
備計画事業を着実に推進する。

自転車駐車場が全ての駅に設置され、放置自転車のない安全で快適な道路空間になってい
る。

便利で快適に移動できる交通手段が拡充され、人々が区内を移動しやすくなっている。

有料制自転車駐車場延利用台数（台）

有料制自転車駐車場の利用率
（％）

自転車利用による交通事故件数
（件）

自転車利用の交通ルールが守られるとともに、マナーが向上し、自転車関連事故が減少し
ている。

成果指標

駅前の自転車放置率（％）

誰もが便利で安全に行き交うまち

地域交通整備（新交通システム）

　誰もが制約を受けずに気軽に利用し移動することができるまちを目指して、平成20年度
に行ったオンデマンド交通システム導入可能性の検討結果を基に、更にその具体的な運営
形態や仕組み、制度等の検討を、他の導入例も調査・検証しながら進める。

新しい交通システム検討

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

　

成果指標
と目標値

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 567 513 499 ー 440

概要

事業４

実績 1,785 1,477 1,365 ー 1,300

概要

1,871

17

1,883

585,354

自転車利用による交通事故件数（件）

（１）１０か年計画
領域Ⅰ－１　　利用しやすい交通環境の推進
主な取組み　　地域交通の整備、自転車利用環境の整備
（２）次世代育成支援行動計画
主な事業　　　バス路線新設支援、自転車駐車場の整備
（３）保健福祉総合推進計画２００５
主な取組み　　地域交通の整備
（４）中野区自転車利用総合計画
主な取組み　　自転車利用の環境整備、自転車利用の適正化

577,770579,973

19

ー

自転車放置台数（台）

20

交通安全啓発

　放置自転車がない駅周辺の道路環境を確保するため、放置自転車の撤去や放置自転車防
止指導を強化する。

区の計画との関係

ー

18

施策のコスト（決算）（千円）

1,889区民一人あたりコスト（円）

　高齢者を交通事故から守るため、自転車利用にかかる交通ルールの遵守や走行マナーの
向上を目指し、警察等と連携を図り様々な機会を利用し、交通安全教室の開催や啓発活動
に重点的に取り組む。

放置自転車対策
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