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22 23 24 25 25目標 31目標

9.9 13.4 － － 13.5 15.0

26.3 27.1 － － 31.2 39.0

8.5 7.8 － － 6.5 6.0

放置自転車対策 放置自転車の減少や自転車利用マナーの改善等、自転車利
用者の意識改善につながるような啓発活動にも積極的に取
り組んでいく。近年の自転車利用状況の変化や課題に対応するため、自

転車利用総合計画（平成１９～２８年度）を改定する。

防災住民組織の活動支援 　防災住民組織の活動を支援して防災訓練に参加する層を
拡大することにより、防災訓練参加率を向上させる効果が
ある。
　そのことにより、区民の防災行動力が向上し、災害によ
る被害を予防・軽減することができる。

　新たに作成した「防災住民組織の手引き」等を活用
し、防災住民組織の活動を支援していく。また、総合防
災訓練等へのPTAや生徒の参加を促進し、防災住民組織と
の結びつきを深めていくとともに、軽可搬ポンプに加
え、より扱いやすいスタンドパイプを火災危険度が高い
地域に試験的に配備する。

地域の生活安全 　地域団体に対する支援を行うとともに、警察をはじめ、
町会・自治会、商店会等と連携しながら啓発活動等を進め
ることにより、犯罪の抑止力が高まり、街の環境美化につ
ながる。

　資機材支給や保険料助成等の支援を、防犯パトロール
団体に対して行う。また、地域安全・安心連絡員が運行
する青色灯防犯パトロールカーは、原則、日祝日を除き
毎日区内を巡回する。
　路上喫煙禁止地区や区内主要駅及びその周辺等におい
て、町会・自治会、商店会等と連携して、たばこのポイ
捨て防止等に関する啓発活動を推進していく。

現状と課題

　東日本大震災における教訓と東京都の新たな被害想定を反映するため、平成24年度に中野区地域防災計画の修正
を行った。今後、「災害から区民の生命と財産を守る」という地域防災計画の基本方針を実現するため、地域の防
災行動力の向上、避難者対応の充実、応急活動態勢の整備等の課題に取り組んでいく必要がある。とりわけ、地震
による被害を予防・軽減するためには地域の防災行動力の向上が不可欠であり、新たに作成した「防災住民組織の
手引き」等を活用しながら、引き続き防災住民組織への支援を行っていくとともに、区民の防災意識の向上、新た
な防災活動の担い手の育成等に取り組んでいく。
　地域で生活安全対策に取組む地域防犯パトロール団体の活動や関係機関との連携強化により、犯罪件数が減少し
つつあるが、引き続き取組みの強化が求められている。また、路上喫煙禁止地区内の路上喫煙者は減少している
が、区内全面禁煙を求める声もあり、喫煙者・非喫煙者の双方が気持ちよく暮らせるよう、地域と連携しながら喫
煙マナーアップの啓発活動を推進していく必要がある。
　区内14駅周辺全てで区営自転車駐車場が整備済みである。今後は継続して放置自転車対策を推進するとともに、
駅周辺のまちづくりに併せ、適切な自転車駐車場の再整備を図っていく必要がある。

25年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

分野の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

防災訓練等参加率（％）
（訓練等参加者数／昼間人口）

区内犯罪発生認知件数の減少率（対暦年16年比）（％）

駅前の自転車放置率（％）

防災・都市安全分野（25年度）

安全安心に暮らせる災害に強いまち

分野目標

「自らの生命は自らが守る」ための取り組みが地域の力を生かしながら幅広く実践されるとともに、防災関係機関
と連携した区の災害対応が的確かつ迅速に実施されることを目指す。

　区、警察署などの関係機関、地域の区民団体が連携して、地域の安全・安心な暮らしを支えるための防犯の取組
みや環境美化の取組みが活発に進められていることを目指す。また、自転車利用の交通ルール遵守とマナー向上に
より自転車関連事故が減少しているとともに、自転車利用者のマナーが向上し、放置のない安全で快適な道路交通
空間になっていることを目指す。
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

9.9 13.4 13.5

― ― 60.0

― ― 38.0

23年度 24年度 25年度

事業１ 防災住民組織の活動支援 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 避難所機能の充実 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 区災害本部態勢の充実 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 中野区防災地図・地域防災地図の作成 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

主な取組み

　地域の防災基盤の周知及び災害時にとるべき行動や日ごろの備え等の
普及啓発を図るため、広域避難場所の指定の見直しに合わせて中野区防
災地図・地域防災地図を更新し、全戸に配布する。

現状と課題

　職員震災図上訓練など、実践的な職員訓練や講習を継続して実施する
とともに、災害対応マニュアルについても必要な改定を行っていく。ま
た、職員の参集予定時刻の把握や安否確認が可能となるように、携帯電
話を活用した職員参集システムの登録対象者の拡充を図る。

防災訓練等参加率（％）
（訓練等参加者数／昼間人口）

実績：

　地震による被害を未然に防ぐためには、地域の防災行動力の向上が不可欠であり、引き続き防災住民組織へ
の支援を行うとともに、区民の防災意識の向上、新たな防災活動の担い手等に取り組んでいく必要がある。

実績：

実績：

　新たに作成した「防災住民組織の手引き」等を活用し、防災住民組織
の活動を支援していく。また、総合防災訓練等へのPTAや生徒の参加を引
き続き促進し、防災住民組織との結びつきを深めていくとともに、地域
の初期消火能力を高めるため、軽可搬ポンプに加え、より扱いやすいス
タンドパイプを火災危険度が高い地域に試験的に配備する。

　避難所運営会議において、女性への配慮、帰宅困難者への対応、ペッ
ト同行避難への対応等について協議、確認するとともに、避難所の開
設・運営訓練の中で具体的な課題について検討するゲーム形式の訓練も
取り入れるなどして、避難所運営能力の向上を図る。また、エアーマッ
トやブランケットなど避難所の備蓄物資の充実を図る。

防災 災害に強いまち

施策目標

　大震災が発生した場合、避難所に多くの避難者が来ることが想定されることから、地域防災会、学校、区の
三者が一体となり、避難所を円滑開設・運営するための準備を進める必要がある。また、避難所に来ずに自宅
での生活が続けられるよう、日頃の備えを万全とするさらなる啓発が必要である。

施策の成果指標

　防災関係機関等との連携のもと、災害時における区の対応が的確に行われ、必要な情報や物資の提供など、
区民に対する救援・救護活動が的確かつ迅速に実施されている。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

実績：

各家庭の備え（食糧等の備蓄）が進んでいる比率
（％）上段：飲料水　下段：食料）

「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。

　震災時の区の災害対策本部態勢の実効性を確保するため、職員の災害対応能力を一層向上させる必要があ
る。また、風水害対応についても、訓練や実践により経験を積んでいるが、さらに練度をあげる必要がある。

(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

区の計画との関係

【概要】

【概要】

【概要】
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

26.3 27.1 － － 31.2 －

0.3 0.3 ー ー 0.3 ー

23年度 24年度 25年度

事業１ 地域の生活安全 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 地域美化活動の推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

10か年計画(第２次)
　領域　Ⅳ－１　自治のしく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　地域の生活安全の向上

【概要】

実績：

【概要】

実績：

  路上喫煙禁止地区や区内主要駅及びその周辺等において、町会・自治
会、商店会等と連携して、たばこのポイ捨て防止等に関する啓発活動を
推進・支援していく。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　資機材の支給や保険料助成等を地域の防犯パトロール団体に対して行
う。地域安全・安心連絡員が運行する青色灯防犯パトロールカーは、原
則、日祝日を除き、毎日区内を２台で巡回する。また警察署との連携に
より、区内における啓発活動の充実を図った。 実績：

【概要】

　路上喫煙禁止地区内の路上喫煙者は確実に減少しているが、一方、区内全面禁煙を求める声や、喫煙を注意
した際の区民間のトラブルなどの苦情も寄せられている。喫煙者・非喫煙者の双方が気持ちよく暮らせるよ
う、社会的なマナーの徹底に向け、地域と連携して、さらに喫煙マナーアップの啓発活動を推進していく必要
がある。

　地域で生活安全対策に取組む地域防犯パトロール団体の活動や警察署などの関係機関との連携強化により、
犯罪件数は減少しつつあるが、犯罪の多様化に伴い、引き続き防犯に対する取組みの強化が求められている。

生活安全 区民生活の安全確保

施策目標

　地域での安全・安心な暮らしを支えるために、区、警察署などの関係機関、地域の防犯活動団体が連携した
取組みが活発に進められている。

　地域で環境美化の取り組みが活発に行われ、歩きたばこやポイ捨てをする人が大幅に減少し、清潔できれい
なまちを安心して歩くことができるようになっている。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)
区内犯罪発生認知件数の減少率（対暦年16年比）
【10か年計画】（％）
路上喫煙禁止地区内（中野駅周辺地区）の喫煙率
（％）

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

390 446 － － 320 －

8.5 7.8 6.5

76.3 75.5 80.0

23年度 24年度 25年度

事業１ 交通安全啓発 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 地域交通整備（新交通システム）　 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 放置自転車対策 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 自転車駐車場運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】
　駅周辺を重点に区内全域で放置自転車がない道路環境を確保していく
ため、自転車の適正管理等街頭啓発や放置指導・警告並びに撤去活動を
実施するとともに、撤去自転車の適正な保管や返還、売却、処分業務を
行う。 実績：

【概要】
　自転車の良好な駐車秩序を確立し、自転車利用者の利便を図るため、
有料制自転車駐車場２２か所、登録制自転車駐車場２か所、自転車等駐
車整理区画４か所を運営する。

実績：

【概要】
　調査・研究を重ねてきたオンデマンド交通システム導入可能性の検討
内容を基に、その効果的なルートの検討を更に進めていくとともに、具
体的な運営形態や制度等について他の導入例の調査を進め、今後の社会
実験での検証やさらに導入を目線に入れた準備を継続していく。 実績：

区の計画との関係

（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）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

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　特に子どもや高齢者を中心に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街頭でのルール・マナー
啓発活動に重点的に取り組む。 実績：

現状と課題

　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、自転車関連の事故は相対的に減少してい
ない。自転車利用者が交通ルールやマナーを守らないことによるトラブルも増加している。また、中学生以下
の子どもと高齢者の自転車事故割合も増加傾向にあり、街頭啓発活動を重点的に取り組む必要がある。

　区内14駅周辺全てで区営自転車駐車場が整備済みである。今後は継続して放置自転車対策を推進するととも
に、駅周辺のまちづくりに併せ、適切な自転車駐車場の再整備を図っていく必要がある。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

自転車利用による交通事故件数（件）

駅前の自転車放置率（％）

有料制自転車駐車場の利用率（％）

交通対策 誰もが便利で安全に行き交うまち

施策目標

　自転車利用の交通ルール遵守とマナー向上により自転車関連事故が減少しているとともに、便利で快適に移
動できる交通手段の拡充により人々が区内を移動しやすくなっている。

　自転車放置規制区域に指定された区内14駅全ての駅周辺地域では、自転車利用者のマナーが向上し、放置の
ない安全で快適な道路交通空間になっている。


