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指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

分野目標
10か年計画 26.0% 27.1% 28.0% 29.0% 32.1%

ベンチマーク 19.8% 20.4% ー

ー ー 2.0% 4.0% 12.0%

ベンチマーク ー ー 900

1.39 1.39 1.50 1.52 1.62

ベンチマーク 2.12 2.15 ー

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成28年度 都市基盤整備分野 安全で快適に支持整備される道路・公園空
間

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　道路舗装の経年劣化や水道、下水道事業者等の埋設管の老朽化が原因で路面の振動、陥没や落ち込みが発生しており、埋設
管の更新を含めた道路改良を計画的に行って行く必要がある。また、生活（狭あい）道路の拡幅整備率が未だ28％であり、
区内全体で見ると4ｍ未満の道路が多く存在し、安全性、快適性及び防災性に欠けているため、幅広く多くの区民にPRし建築
主等の理解と協力を求めながら、着実に整備率を高める必要がある。
憩いやスポーツなどを通じた交流機能を果たす大規模公園を区内にバランスよく配置するとともに、災害時に必要な機能や施
設を整備し、新たなみどりのオープンスペースの創出や災害に強いまちづくりを進める必要がある。

近隣他区の生活（狭あい）道路（私道を含
む）の平均整備率（％）

中野区が道路舗装を改修すべき面積（千㎡）

生活（狭あい）道路（私道を含む）のうち、区が拡幅整備
した率（％）

道路舗装の改修率

　生活（狭あい）道路の拡幅整備や道路改修を行うことによって、人々が行き交う道路環境が改善され、安全で快適なまちに
なっている。

　平常時は憩いやスポーツなどを通じた交流機能を果たすとともに災害時に必要な機能や施設を有する大規模公園を整備する
ことによって、新たなみどりのオープンスペースが創出されるとともに災害にも強いまちになっている。

平成28年度に重点的に行う取組み

安全性、快適性及び防災性の確保のため道路改修工事や狭あい道路の拡幅整備を推進する。
（仮称)本町二丁目公園をはじめとして大規模公園の整備を計画的に進める。

分野の指標

区民１人当たりの公園面積（特別区平均）
(㎡/人)

区民１人当たりの公園面積(㎡/人)

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　生活（狭あい）道路（私道を含む）のうち区が拡幅整備した率は、狭あい道路の減少状況を示すものであり、「10か年
計画」においても成果指標としているため設定した。目標値は前年度の拡幅整備率実績に鑑みて設定した。

　平成27年度初頭に策定した中野区道路舗装維持管理計画に基づき、区が改修を予定している約90万㎡を50年間で行
い、舗装の劣化状態を表した指標でＭＣＩ3.0以下（すぐに補修が必要）の発生を解消する計画を策定し、その実績であ
る改修率を指標に設定した。また、維持修繕については、「10か年計画」においてもおもな取り組みとして掲げている。

　大規模公園整備の進捗状況を示すために、区民１人当たりの公園面積を指標に設定した。目標値は計画中の大規模公園
整備が完了した時点の区民１人当たり公園面積である。各区の公園面積については特別区土木関係現況調書により毎年度
調査をしている。

指標／実績(25～27)・目標(28,32)
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25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① - - 2% 4%

② 42.2 42.3 46

③ 26 27.1 29

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

中野区バリアフリー基本構想における歩道の整備率（％)

4001 道路維持・整備 快適に維持整備された道路・河川

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　道路舗装の経年劣化や水道、下水道事業者等の埋設管の老朽化が原因で路面の振動、陥没や落ち込みが発生しており、埋設管
の更新を含めた道路改良を計画的に行って行く必要がある。また、生活（狭あい）道路の拡幅整備率が未だ28％であり、区内全
体で見ると4ｍ未満の道路が多く存在し、安全性、快適性及び防災性に欠けているため、幅広く多くの区民にPRし建築主等の理解
と協力を求めながら、着実に整備率を高める必要がある。

施策目標

　交通量が多い幹線道路と住宅地区内の生活道路を系統的かつ計画的に舗装改良することによって、良好な道路環境が維持され
ている。また、ガードパイプ等の道路付属物についても良好に管理されている。

　毎年確実に生活（狭あい）道路が拡幅整備され、また、「中野区バリアフリー基本構想」に基づき駅周辺道路の歩道段差解消
等が図られることによって、安全で誰もが利用しやすい道路環境が整いつつある。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

道路舗装の改修率

生活（狭あい）道路（私道を含む）のうち、区が拡幅整備した率
（％）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　平成27年度初頭に策定した中野区道路舗装維持管理計画に基づき、区が改修を予定している約90万㎡を50年間で行い、舗
装の劣化状態を表した指標でＭＣＩ3.0以下（すぐに補修が必要）の発生を解消する計画を策定し、その実績である改修率を
指標に設定した。また、維持修繕については、「10か年計画」においてもおもな取り組みとして掲げている。

　中野区バリアフリー基本構想における歩道の整備率により、歩道の段差解消等の進捗状況を示すことが出来るため指標に
設定した。目標値は前年度の歩道の整備実績に鑑みて設定した。

　生活（狭あい）道路（私道を含む）のうち区が拡幅整備した率は、生活（狭あい）道路の減少状況を示すものであり、
「10か年計画（第3次）」においても成果指標としているため設定した。目標値は前年度の拡幅整備率実績に鑑みて設定し
た。

事業3 交通バリアフリー整備

事業１ 道路改良・維持

【概要】
　道路舗装維持管理計画及び道路付属物維持管理計画に基づく修繕計画により、交通
量の多い幹線道路、住宅地区内の生活道路の舗装改良や道路付属物の改修工事を計画
的に行なう。

10か年計画（第３次） Ⅱ-3ア③道路・橋梁の整備

事業2 道路整備

【概要】
　橋梁長寿命化修繕計画及びに基づき、橋梁の整備を推進する。
安全性、快適性及び防災性の確保のため新設道路などの整備を行う。

10か年計画（第３次） Ⅱ-3ア③道路・橋梁の整備

【概要】
　中野区バリアフリー基本構想に基づき区内の駅周辺の歩道を誰もが安全かつ快適に
利用できるよう整備を推進する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ-3イ①駅周辺などのバリアフリー整備

事業4 生活道路拡幅整備

【概要】
｢中野区生活道路の拡幅整備に関する条例｣に基づき、区民の協力を得て幅員4メートル
未満の建築基準法上の道路を道路中心線より片側幅員2メートルに拡幅整備する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅱ-3ア②狭あい道路の拡幅整備



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① ー
用地取得
基本計画

基本計画
用地買戻

基本設計
実施設計

② 用地買戻 ー 基本設計
実施設計
整備工事

③ ー ー
基本構想
基本計画

基本設計

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

4002 公園整備 広がるやすらぎとゆとりの公園空間

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　広域避難場所内に災害時に必要な機能や施設を有する大規模公園が整備されていない地域があること、また今後、区民の健康づ
くり・スポーツの活発化を進めていく必要性があることから公園の再整備を行っていく必要があるが、公園整備にあたっては国や
都の補助金を活用し、用地取得、設計、工事という一連の流れを数年かけて実施するため進捗管理が重要である。

　広域避難場所内に防災機能を有する大規模公園を整備することによって、災害発生時にその機能や施設が有効活用されるととも
に、災害に強いまちづくりが進んでいる。

　平和の森公園については公園全体の再整備を行うことで、防災機能が向上するだけでなく、スポーツ機能も拡充され区民の多様
なスポーツニーズに対して応えられている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

（仮称）本町二丁目公園及び（仮称）弥生町六丁目公園の整備

中野四季の森公園の拡張整備

平和の森公園の再整備

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

公園整備は、用地取得、設計、工事をして完了するため、一連の流れの実績を指標とした。

公園整備は、用地取得、設計、工事をして完了するため、一連の流れの実績を指標とした。

公園整備は、設計、工事をして完了するため、一連の流れの実績を指標とした。

事業3 中野四季の森公園の整備

事業１ （仮称）本町二丁目公園の整備

【概要】
　昨年度に引き続き、基本設計及び実施設計を行う。

10か年計画（第３次） Ⅱ-2イ①大規模公園の整備

事業2 （仮称）弥生町六丁目公園の整備

【概要】
　昨年度に引き続き、基本設計・実施設計及び埋蔵文化財本調査等を行う。

10か年計画（第３次） Ⅱ-2イ①大規模公園の整備

【概要】
　昨年度に引き続き、拡張用地の実施設計及び整備工事を行い、供用開始する。

10か年計画（第３次） Ⅱ-2イ①大規模公園の整備

事業4 平和の森公園の再整備

【概要】
　公園の全面開園に向け、防災機能やスポーツ機能を拡充するため新体育館を含む公園
の基本設計を行う。

10か年計画（第３次） Ⅱ-2イ①大規模公園の整備


