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目 
的 

対 象 市内全域の道路 
意 図 安全，快適，円滑に通行できる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ168＞ 

周辺環境への配慮と歩行者空間の確保を図りながら，円滑に移動できる道路網の整備を計画的に進め，歩行者・自転

車・自動車など道路を利用するすべての人たち並びに沿道住民にとって，安全で快適なみちづくりを推進するととも

に適切な維持管理に取り組みます。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 普段利用する市内の道

路が安全であると感じてい

る市民の割合【☆，◎】 

49.6% 51.8% 48.7% 49.1% 60.0％ 

２ バリアフリー基本構想

により実施すべき道路特定

事業の達成率【☆】 
51.7% 51.7% 54.2％ 71.3% 75.0％ 

３ 橋りょうの耐震化率

【☆】 
75.5% 75.5% 77.6％ 81.6% 100％ 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 普段利用する市内の道路が安全であると感じている市民の割合【☆】 
 平成２９年度市民意識調査では，前年度調査から０．４％上昇しました。 
道路整備は地域の状況，用地の確保及び関係機関との調整等により，長期間を要します。また，短期的な
安全対策の実施についても，近隣住民の皆様の意向確認に時間を要する状況となっています。そのため，
短期間で市民の皆様に道路整備の効果を実感していただくことは難しいのが実情です。 
今後も，事業の進捗管理の徹底などにより，事業効果の早期発現を目指すとともに，短期的な安全対策

についてもあわせて行うことで，目標の達成を目指します。 
 
 
 
２ バリアフリー基本構想により実施すべき道路特定事業の達成率【☆】 
 調布市バリアフリー特定事業計画に位置付けのある道路事業の達成率は，平成２９年度末で７１．３％
となり，調布７・５・１号線の整備により，大幅に上昇しました。道路整備には，各関係機関等との調整
が必要であるため時間を要しますが，今後も引き続き，調布市バリアフリー特定事業計画に基づいて道路
特定事業を推進し，目標達成を目指します。 
 
 
 
３ 橋りょうの耐震化率【☆】 
 橋りょうの耐震化率は，平成２９年度末で８１．６％となり，前年度より３．７パーセント上昇しまし 
た。今後も引き続き，国の道路橋定期点検要領を踏まえ，調布市橋りょう長寿命化修繕計画により耐震化 
及び補修を計画的に進め，橋りょうの適正な管理に努めます。 
 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№24 安全で快適なみちづくり） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
２４－１ 円滑に移動できる道路網の整備（総合戦略Ｆ－③） 

 平成２７年度末に策定した，都市計画道路と生活道路の計画が一体となった「調布市道路網計画」に基

づき，計画的に道路整備を進めています。 

 平成２９年度は，都市計画道路では，調布３・４・２６号線（三鷹通り，布田南通り），調布３・４・

２８号線（蓮慶寺の通り）の２路線あわせて，1，166㎡の用地取得を行いました。また，調布３・４・ 

２１号線の事業化準備を行いました。 

生活道路については，市道東１２７-１号線など７路線あわせて４２６ｍの区間で道路築造工事を実施

したほか，市道北4８号線など６路線あわせて１６３㎡の用地を取得し，着実に整備を進めました。 

 狭あい道路の整備については，災害時の避難路確保や，緊急車両の通行，日照，通風を確保し，消防活

動困難区域の解消を図ることを目的として，土地所有者の協力のもと幅員４ｍの拡幅整備を行うもので，

平成２９年度は1，049ｍのL型側溝を整備しました。 

 

 

 

 

２４－２ 人と環境にやさしい道路空間の整備 

平成２９年度は，主要市道３３号線（スタジアム通り）３８０ｍにおいて，歩道のバリアフリー化，車

道の低騒音排水性舗装及び遮熱性舗装を実施しました。 

また，東京２０２０大会及びラグビーワールドカップ２０１９に向けた取組を推進するため，次年度の

施工準備として，主要市道３２号線（スタジアム通り），主要市道１２号線（品川通り）の測量設計及び

自転車走行空間（主要市道３２，３３号線）の設計を実施しました。 

 

 

 

２４－３ 災害に強い道路空間の整備・維持管理 

 路面下空洞調査については，平成２６年度から３年間で実施した９０ｋｍのうち，１０ｋｍについて再

度調査を行うとともに，埋設物の輻輳する歩道についても調査を実施することにより，路面下の空洞の早

期発見に努め，状況に応じて適切な対応を図りました。 

 橋りょうについては，国の道路橋定期点検要領を踏まえ，「調布市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づ

き，定期的な点検及び補修・修繕工事を実施しています。平成２９年度は，点検２４橋，設計９橋及び工

事１８橋（耐震化工事２橋）を実施しました。 

 また，道路の維持保全では，台風・豪雨や降雪時のパトロール及び緊急対応を行うとともに，舗装補修，

街路樹等のせん定，街路灯や各種安全施設の管理などに努めました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№24 安全で快適なみちづくり） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・都市計画道路の整備については，調布３・４・２６号線（旧甲州街道～甲州街道付近），調布３・４・２８号線（品川通り～京王線

交差部，旧甲州街道～甲州街道路）の２路線について，合わせて６５６㎡の用地取得を実施するとともに，用地取得が完了した調

布３・４・３２号線（西調布駅北側），調布３・４・３３号線（飛田給駅南側）の２路線について電線共同溝工事を実施し着実な事

業進捗を図った。また，調布３・４・２６号線（京王線交差部～旧甲州街道）の事業化準備として測量作業を実施した。 

・生活道路の整備については，市道北１７号線など３路線合わせて３０９ｍの整備を実施するとともに，市道北２７２号線など２路

線合わせて２７８㎡の用地取得を実施した。 

・人と環境にやさしい道路事業として主要市道９号線（原山通り）３期工事２４０ｍの低騒音排水性舗装を実施した。 

・橋りょう長寿命化修繕計画に沿って橋りょうの補修・修繕工事を進めるため，設計等を実施した。 

・路面下空洞調査について市内対象路線約６０ｋｍの内５０ｋｍ実施し，路面下空洞の早期発見に努めた。 

・市民要望に対応する他，豪雨・降雪等の気象状況への緊急対応等，適切な道路の維持管理に努めた。 

 

（平成２８年度） 

・都市計画道路の整備については，調布３・４・２８号線（蓮慶寺の通り）について９３６㎡の用地取得を実施するとともに，用地

取得が完了した調布３・４・２８号線（京王線～旧甲州街道），調布３・４・３２号線（西調布駅北側）及び調布３・４・３３号線

（飛田給駅南側）について道路整備を実施し交通開放した。 

・生活道路の整備については，市道北２７２号線など２路線合わせて7４ｍの整備を実施するとともに，市道東１１０号線など４路

線合わせて２３９㎡の用地取得を実施した。 

・人と環境にやさしい道路空間の整備として，主要市道１２号線（品川通り）１４５ｍ及び市道南２１号線（電通大通り）１３３ｍ

において，歩道幅員の確保やバリアフリー化及び車道の低騒音排水性舗装化を実施し，着実な整備推進に努めた。また，主要市道

３３号線（スタジアム通り）３８０ｍの設計を実施し，2019年ラグビーワールドカップや 2020年オリンピック・パラリンピ

ックを見据え，計画的かつ着実な事業推進に努めた。 

・調布市橋りょう長寿命化修繕計画に基づき，計画的な橋りょうの補修，修繕工事を進め，それに必要な点検，設計等を実施し，計

画的かつ着実な事業推進に努めた。 

・路面下空洞調査を実施し，路面下空洞の早期発見に努め，陥没事故を未然に防いだ。 

・市民要望に的確に対応するとともに，豪雨，降雪等の緊急対応等，適切な道路の維持管理に努めた。 

 

 

 

（平成２９年度） 

・都市計画道路の整備については，調布３・４・２６号線（三鷹通り，布田南通り），調布３・４・２８号線（蓮慶寺の通り）の２路

線あわせて，1，166㎡の用地取得を行った。また，調布３・４・２１号線の事業化準備を行った。 

・生活道路については，市道東１２７-１号線など７路線あわせて４２６ｍの区間で道路築造工事を実施したほか，市道北４８号線な

ど６路線あわせて１６３㎡の用地を取得した。 

・人と環境にやさしい道路空間の整備として，主要市道３３号線（スタジアム通り）３８０ｍにおいて，歩道のバリアフリー化，車

道の低騒音排水性舗装及び遮熱性舗装を実施した。また，東京２０２０大会及びラグビーワールドカップ２０１９に向けた取組を

推進するため，次年度の施工準備として，主要市道３２号線（スタジアム通り），主要市道１２号線（品川通り）の測量設計及び自

転車走行空間（主要３２，３３）の設計を実施した。 

・「調布市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき，計画的な橋りょうの補修・修繕工事を行うとともに，それに必要な点検，設計等を

実施した。 

・路面下空洞調査を実施し，路面下の空洞の早期発見に努め，陥没事故を未然に防いだ。 

・市民要望に的確に対応するとともに，豪雨，降雪等の緊急対応等，適切な道路の維持管理に努めた。 

 

 

 

 

 
 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ○ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№24 安全で快適なみちづくり） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 普段利用する市内の道路が安全であると感じている 
市民の割合【☆，◎】 
（目標値：60.0％ 現状値：49.1%） ○ 

【要因・課題】 

道路整備事業は長期間を要するため，その効果を段

階的に発現することが難しいことが要因と考えられ

る。 

２ バリアフリー基本構想により実施すべき道路特定事

業の達成率【☆】 
（目標値：75.0％ 現状値：71.3%） ○ 

【要因・課題】 

道路整備事業は関係機関等との協議・調整に長期間

を要するため，事業を進めていてもすぐには達成率

に結びつかないことが要因と考えられる。 

３ 橋りょうの耐震化率【☆】 
（目標値：100％ 現状値：81.6％） ○ 

【要因・課題】 

河川内の工事となるため，施工期間が限られるなど，

工事上の制約が大きいものの，着実に事業を進めて

いる。    
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①「都市計画道路の整備」のうち，調布3・4・28号線（I期），

調布3･4･32号線及び調布3･4･33号線の整備が完了した。ま

た，調布 3・4・26号線（京王線～旧甲州街道），調布 3・4・

28号線及び調布3・4・21号線については，順調に事業を推進

している。 

②「生活道路の整備」については，地域の実情に合わせて着実に

事業を推進している。 

③「人と環境にやさしい道路の整備」については，バリアフリー

基本構想により実施する道路特定事業や東京 2020大会の競技

会場周辺の環境整備を含め，着実に事業を推進している。 

④「橋りょうの耐震改修」は，平成 30年度末の耐震化完了に向

けて，工事に関する事業調整等を行っている。 

①②都市計画道路の整備率は，多摩地域の平均が 60.3％

（H28.3.31現在）に対して，調布市は52.8％（H30.3.31現

在）と低い状況にあるため，調布市道路網計画に基づき，着実に

事業を進めていく。 

③今後も，歩道のバリアフリー化や環境に配慮した舗装の整備を

進めていく。 

④耐震化完了に向けて，事業調整を行いながら進めていく。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

  

   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・平成２７年度末に，広域的な移動を支える都市計画道路と，広域的な道路を補完し地区内の移動を支える生活道路について，双方

の道路を体系的，機能的に連携した道路網としてバランスよく整備を進めるため，「調布市道路網計画」を策定した。これにより，道

路の機能と役割が明確になるとともに，都市計画道路の計画検討路線及び廃止候補路線や優先・準優先整備路線を示すことで，選択

と集中の観点から効率的・効果的な事業の推進につながっている。 

・都市計画道路においては，調布3・4・28号線（I期），調布3・4・32号線及び調布3・4・33号線など，これまで長期間にわ

たり進めてきた事業が完了し，地元のまちづくりに寄与した。 

・生活道路についても，長年進めてきた路線を完了させるとともに，都市計画道路の整備とあわせて整備を行うことで，整備効果を

発現した。 

・人と環境にやさしい道路空間の整備で，歩道のバリアフリー化，車道の低騒音排水性舗装及び遮熱性舗装を実施することで，歩行

者，自転車及び車それぞれの立場から使いやすい道路となるなど，整備効果が表れている。 

・橋りょうの耐震化については，「調布市橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき，必要な点検，設計等を実施し，計画的な橋りょうの

維持保全に努めた。 

評価 B 

【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№24 安全で快適なみちづくり） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・都市計画道路と生活道路の一体的な整備と早期効果の発現 

・まちづくりと一体となった道路整備の推進 

・社会情勢等を踏まえた都市計画道路の見直しの推進 

・道路整備とあわせた自転車の利用環境の整備 

◎バリアフリー化や環境に配慮した舗装等など，人と環境にやさしい道路整備の展開（遮熱性舗装の取組） 

・道路の老朽化対策の本格的な実施 

・無電柱化の推進 

・地籍整備の推進（仮） 

・東京外かく環状道路や東八道路などの整備推進による，周辺の交通環境の変化への対応 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①国の街路事業の予算が厳しいなか，政策目的の実現に向けた事業の推進
が掲げられており，選択と集中を図り，質の高い都市インフラストックと
なるという観点から，整備効果の高い箇所に重点化する必要がある。 
②「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（H26.4）」後，定期点検
に関する省令・告示の施行（H26.7）など，道路のメンテナンスサイク
ルが確定し，道路管理者の義務が明確化された。 
③点検については，橋りょうのみならず，舗装や付属物(標識・照明施設
等)も国から点検要領が示されるなど，「事後保全型」から「予防保全型」
への転換が図られてきている。 
④無電柱化の推進に関する法律が施行し，国において，無電柱化推進計画
が策定されるなど，無電柱化の推進に関する施策が示されている。 

①都市計画道路の整備については，整備効果が見込め

る箇所について，より一層重点的に事業を進めていく

必要がある。 

②③道路の管理面では，メンテナンスサイクルを意識

し，「予防保全型」へ転換を図るために，管理物の台

帳化や点検等を進めていく必要がある。 

④市としての，無電柱化の推進を計画的に進めていく

ため，計画や施策の検討を進めていく必要がある。 

 

 

 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①東京２０２０大会やラグビーワールドカップ２０１９に向けて，バリア
フリー化など，競技会場周辺の環境整備が求められている。 
②東京都においても，国と同様，無電柱化の推進に関する条例の施行や計
画が策定されるなど，無電柱化の取組が進められている。 
③武蔵野市や府中市では，道路に関する総合管理計画などが策定されてお
り，インフラメンテナンスを計画的に進めている。 
④周辺区市では，低炭素社会への構築へ向けて街路灯のLED化が進めら
れている。 
 

①引き続き，競技会場周辺の道路整備や踏切対策など

の環境整備を着実に進めていく必要がある。 

②上記④と同様 

③道路全体のメンテナンスをどのように進めていく

のか，計画的な取組のための検討が必要となってい

る。 

④街路灯のLED化の推進について，方策を検討する

必要がある。 

 

 

 

 

 

そ
の
他 

①地籍整備について，国では，第７次国土調査事業十箇年計画の検討や，
地籍整備に向けた具体的な施策の検討が進められている。 
 

①地籍整備の効率的な実施が必要であり，市としての

スタンスを示していく必要がある。 

 

 

 

 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№24 安全で快適なみちづくり） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民や事業者は，身近な道路や水路等の清掃を行うなど，日常的な維持管理に協力し，安全で快適な生活空間の確保に努めます。 

 
 
＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・「施策 21良好な市街地の形成」「施策 22地域特性を生かした都市空間の形成」「施策 25総合的な交通環境の改善」などの施

策と連携した取組が必要。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・街の骨格となる都市計画道路を整備することで，都市空間が創出されるとともに地域のまちづくりが推進する。 

 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・積極的な情報発信を行うとともに，多様な市民参加の手法を取り入れながら道路整備を進めていく必要がある。 

 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


