
12 防災 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

100% 100% 94% － 98% 100%

－ － 30% － 100% －

－ 20 33 － 50 50

8.3% 9.7% 9.3% － 10.0% 20.0%

成果指標
と目標値 　避難所運営会議の開催回数

　マンホールトイレの充足率（％）

　防災活動住民参加率

成果指標

　災害備蓄物資（生活用品）の充足率（％）

　平成18年5月の首都直下地震における被害想定が発表され、避難所生活者等の大幅な増加をみ
た。これに対する備蓄体制の整備が不十分である。

　風水害対応、防災訓練等により、職員、防災住民組織において経験を積んでいる部分はある
が、震災に対する実践的なシュミレートは十分であるとはいえない。

現状と課題
　現行の防災無線については、固定系、移動系を昭和５６年に導入したが、その老朽化が著し
い。また、地域防災系については、電波法等の改正に伴い平成２３年６月以降は、現行システム
が使用不可能となる。

　５０か所ある避難所に必要な数のマンホールトイレが備蓄されていない。

　全区民を対象に防災住民組織が結成されているが、主たる構成員が高齢化しており、より多様
な層の参加の促進が必要である。

災害に強いまち

分野目標

　「自らの生命は自らが守る」ための対策と取り組みが地域の力を生かしながら幅広く実践され
ていることを目指す。

　まちの防災機能を高めるために、防災意識の向上や防災体制の整備強化、家庭内備蓄
の推進を強化する。
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246,700

799

　年次計画を達成することで、災害時の非
難者の避難所生活で必要な備蓄品の需要数
に近づくことができる。

　生活用品等について、最新の被害想定に基づく補
充を推進する。

区民一人あたりコスト(円) 1,107
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分野のコスト（決算）（千円）
340,804

土木・交通分野

　耐震化支援 建築分野

   各種事業のＰＲ 報道・秘書分野

　総合的な治水対策の推進

成果指標に対する効果取り組み

防災青年リーダーの養成

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

　中高生を対象に初期消火や救命救急訓練を実施し
若年層の防災活動リーダーを育成する。

備蓄体制の推進

227,837

738

　防災青年リーダーを養成することで、地
域における防災会活動の活性化が進む。

　平成２３年度からの防災無線のデジタル化のため
の基本設計を行う。

防災行政無線のデジタル化
　年次計画を達成することで、防災無線の
デジタル化が予定通り、達成できる。



様式３

災害対策 （２０年度）

1201

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

－ － － － 100%

－ － 30% － 100%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 － － － － 100%

概要

事業２

実績 － － 60 － 200

概要

マンホールトイレの配備数

生きのびるための備えのあるまち

　防災情報システムの整備

　平成１９年度：デジタル化を前提とした防災無線システムの電波伝播調査の実施
　平成２０年度：基本計画に基づく防災無線システムの基本計画・実施計画の策定
　平成２１年度：システム評価の実施
　平成２２～２３年度：移動系無線（２２年度）及び同報系無線（２３年度）の設置工事

防災無線デジタル化の年次計画の達成率

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

　区の災害対策態勢の整備による災害対応能力の向上と災害時に必要な物資や施設が効率

的に整備されるとともに、防災関係機関、区民との連携が進み、適切な救援、救護態勢が

成果指標
と目標値

確立し、生きのびるための備えが充実している。

成果指標

年次計画の進捗率（％）
　平成１９年度：基本計画の作成
　平成２０年度：システム設計
　平成２１年度：システム評価
　平成２２年度：無線設置工事

マンホールトイレの充足率（％）

　５０か所の避難所にそれぞれ３基のマンホールトイレを平成２０年度までに備蓄する。

　現行の防災無線については、固定系、移動系を昭和５６年に導入したが、その老朽化が
著しい。また、地域防災系については、電波法等の改正に伴い平成２３年６月以降は、現
行システムが使用不可能となる。

　５０か所ある避難所に必要な数のマンホールトイレが備蓄されていない。
　　　　必要数：２００基、現在数：１５０基

　避難所設備等の整備

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

314,070246,700

18

－

19

738区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

　１０か年計画での位置付け
　　　第３章　１０年後の中野の姿とめざす方向
　　　　領域Ⅰ－３　安全で快適な都市基盤を着実に築くまち
　　　　　　３．施策の方向「まちの防災機能の強化」
　　　　　　　【おもな取り組み】①　防災のための情報提供システムの充実
　　　　　　　　　　　　　　　　②　避難所の機能強化

－

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,020

16

799

227,837



様式３

地域防災 （２０年度）

1202

16 17 18 19 ２０目標 （達成度） 　

10ヵ年
計画

8.3% 9.72% 9.3% 9.8% 10.0% － 　

長期 26.9% 未調査 29.5% 30.0% 40.0% － 　

37.4% 未調査 40.8% 42.0% 45.0% － 　

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 77 72 101 140

概要

事業２

実績

概要

全区民を対象に防災住民組織が結成されているが、主たる構成員が高齢化しており、より
多様な年齢層の参加の促進が必要である。

防災意識が高まり、地域防災住民組織を中心に地域の中で防災活動を通じ、助け合いの土
壌づくりが進んでいる。

成果指標
と目標値

成果指標

防災活動住民参加率

各家庭の備え（食料備
蓄）が進んでいる比率
各家庭の備え（飲料水備
蓄）が進んでいる比率

区民が自ら守り助け合う地域

防災講習会

平常時から地域で防災活動を積極的に担える人材を育成し、地域の防災行動力を高めるた
め、若年層も取り込んだ防災講習会を行なう。２０年度から中高生を対象とした防災青年
リーダー養成コースを新設する。

防災講習会受講者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

339

16

338

94,198

(1)10ヵ年計画
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
防災のための情報提供システムの充実
避難所の機能強化、総合的な治水対策の推進
Ⅳ－1　自治の仕組みが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多様なサービスが展開するまち
おもな取り組み　　地域の防災力の向上

17

施策のコスト（決算）（千円）

305区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

104,455104,368

18 19


