
平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）21（施策名）良好な市街地の形成 

主管課名 都市整備部 都市計画課 

主管課長名 山田 鑑三 電話番号 042-481-7540 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，農政課，環境政策課，緑と公園課，住宅課，街づくり事業課，道路管理課，建築指導課 

 

目 

的 

対 象 市内全域 

意 図 便利で快適になる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ150＞ 

都市計画の最上位計画である調布市都市計画マスタープランを基本として，適正な土地利用を推進するとともに，市

民の身近な景観の価値を高める景観まちづくりを推進し，利便性と快適性を兼ね備えた良好な市街地を形成します。

 

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 住みやすいと感じてい

る市民の割合【☆，◎】 
89.9% 89.8% 89.9% 91.5％ 95.0％ 

２ 市内に優れた景観があ

ると感じている市民の割合

【☆，◎】 
84.3% 89.8% 83.4％ 81.3％ 85.0％ 

 

◆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 住みやすいと感じている市民の割合【☆，◎】
 

平成２９年度市民意識調査では，前年度調査より１．６ポイント上がり，９１．５％となりました。目
標値には達していませんが，これまで８０％台だった数値が９０％台となりました。 
 
   
２ 市内に優れた景観が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，前年度調査より２．１ポイント下がりましたが，過去５年間の平均は，

８４％超で推移しています。 
 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№21 良好な市街地の形成） 

 
◆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） 
２１-１ 適正な土地利用の推進 

 都市計画マスタープランについては，街づくりの進捗や近年の新たな都市政策課題に対応した将来の

街づくりの方向性を明らかにするため，平成２３年度から改定に向けた検討を進め，平成２６年９月に改

定しました。また，地方分権一括法の成立を受け，平成２４年度から用途地域等の都市計画決定権限が東

京都から移譲されたことから，これまで東京都の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」を準用し

ていましたが，調布市の地域特性にあわせ調布市独自の指定方針及び指定基準を平成２６年９月に策定し

ました。これらを踏まえ，平成２７年度から３か年で，土地利用の誘導方策等に関する検討として用途地

域等地域地区の見直し作業を開始，用途地域等見直し方針及び見直し検討地区の選定等の作業を行い，

平成２９年１２月には都市計画道路沿道の用途地域の見直しを行いました。 

地区計画制度を活用した街づくりとしては，入間町周辺地区は，平成２７年度に都市計画変更した「入

間町周辺地区地区計画」に基づき，国分寺崖線の豊かな自然環境と調和した文教施設や福祉施設等の立地

に向け協議調整を行い，各施設の工事に着手しました。 

多摩川住宅地区では，平成２４年の街づくり協議会の発足後，多摩川住宅の再生をテーマに約５年にわ

たる検討を重ねてきました。その成果として，平成２８年６月には街づくり条例に基づく，「街づくり提

案書」として取りまとめ，調布市・狛江市へ提出されました。この街づくり提案を踏まえ調布市及び狛江

市で構成する「調布都市計画多摩川一団地の住宅施設に関する連絡協議会」を開催するなど，一団地の住

宅施設の都市計画を廃止し，地区計画への移行に向け，「多摩川住宅地区地区計画」の素案として取りま

とめ，平成２８年１２月から街づくり懇談会を開催するとともに，各管理組合に対する懇談会を開催しま

した。これらの懇談会等で頂いたご意見等を踏まえ，「多摩川住宅地区地区計画」都市計画案として取り

まとめ，都市計画法に基づく諸手続きを経て，平成２９年９月に地区計画の都市計画決定を行いました。

また，街づくり協議会においては，引き続き周辺環境への配慮や景観形成など，地区計画では定めきれな

い街づくりのルールについて検討を行うなど，住み続けられ魅力を持ち続けられる多摩川住宅の再生に向

け，地元協議会へ助言・支援を行いました。 

柴崎駅周辺地区では，これまでの調査検討を踏まえ，自由通路を含む橋上駅舎化を軸として鉄道横断施

設を含めた交通環境の改善に向け，京王電鉄との協議・検討を行いました。また，柴崎駅と周辺改善街づ

くり準備会と第四次事業化計画で優先整備路線として位置付けられた柴崎駅南北の都市計画道路も含め

面的な街づくり等について意見交換及び協議検討を行いました。 

調布駅南口中央地区については，調布駅周辺地区地区計画において，活気とにぎわいのある商業・業務

地区の形成を図ることとしており，街づくり協議会設立以降，検討を重ねてきた成果として平成２８年５

月の街づくり条例に基づく「街づくり提案書」が市へ提出されました。この街づくり提案を踏まえ，調布

駅周辺地区の土地利用方針の見直し検討も含め，その実現に向け調査検討等を行いました。 

調布銀座地区においては，街づくり協議会において，調布駅周辺地区地区計画における位置付け等を踏

まえ，地区の将来像等を描いた「街づくり提案書」として取りまとめ，平成２９年８月に市へ提出されま

した。また，調布銀座商店街の魅力を残しつつ，地区の再生に向けた協議検討等，協議会への助言・支援

を行いました。 
 
２１-２ 景観まちづくりの推進（総合戦略Ｊ－①） 

 
景観まちづくりの推進については，景観条例等の景観法の届出制度を活用した規制誘導の取組を実施し

ました。また，景観に対する意識啓発を図り，良好な景観形成を推進するため，平成２７年８月に設置し
た調布市景観まちづくり市民検討会において，景観形成重点地区である「深大寺」を主題とし，景観に関
する課題や将来像，子どもたちを対象とした景観学習に活用できる景観学習の教材づくりについて意見交
換等を行うとともに，景観計画を補完するものとして，平成２８年度の市民検討会で題材として取り上げ
た「身近な景観づくり」について，調布市景観形成ガイドライン（身近な景観づくり編）の中間とりまと
めを行いました。 

公共サイン計画の設置・検討については，調布市公共サイン整備方針や調布市公共サイン整備ガイドラ
インを運用した「調布市中心市街地公共サイン整備計画（布田駅・国領駅編）」に従い，布田駅・国領駅
前広場に案内・誘導サインを設置しました。 

また，ラグビーワールドカップ２０１９，東京２０２０大会を見据え，調布駅・西調布駅・飛田給駅周
辺の公共サイン整備を推進していくため，「調布市中心市街地公共サイン整備計画（調布駅編）第１期」
を取りまとめるとともに，西調布駅及び飛田給駅周辺の公共サイン整備の検討を行いました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○景観法を活用した景観ま

ちづくりの推進 

 

　 

　 

 

 

○景観計画に基づく届出制

度の運用 

 

 

○景観形成ガイドライン

（緑化・景観まちづくり）

の検討

○景観計画に基づく届出制

度の運用 

 

 

○景観形成ガイドライン

（身近な景観づくり編）の

検討

○景観計画に基づく届出制

度の運用 

 

 

○景観形成ガイドライン

（身近な景観づくり編）の

検討

事　業　費 　　　（千円） 5,500 5,500 4,147

事務事業 景観計画・景観条例の運用

所管部署 都市整備部・都市計画課・景観係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 78 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

○地区計画制度を活用した

街づくりの推進

○入間町地区地区計画の検

討 

○多摩川住宅地区の都市計

画決定（一団地の住宅施設

の廃止） 

○柴崎駅周辺地区の検討 

○調布駅周辺地区の検討 

○その他地区の検討 

○地区施設等測量

○多摩川住宅地区の都市計

画決定（一団地の住宅施設

の廃止） 

○柴崎駅周辺地区の検討 

○調布駅周辺地区の検討 

○その他地区の検討 

○地区施設等測量

○多摩川住宅地区の都市計

画決定（一団地の住宅施設

の廃止） 

○柴崎駅周辺地区の検討 

○調布駅周辺地区の検討 

事　業　費 　　　（千円） 14,000 14,000 9,533

事務事業 地区計画制度を活用した街づくり

所管部署 都市整備部・都市計画課・地域支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 77 重点Ｐ － －

○改定都市計画マスタープ

ランの運用 

 

○地域別街づくり方針の運

用 

 

○用途地域等に関する指定

方針・指定基準の運用 

 

 ○土地利用の誘導方策の都

市計画変更

○改定都市計画マスタープ

ランの運用 

 

○地域別街づくり方針の運

用 

 

○用途地域等に関する指定

方針・指定基準の運用 

 

 ○土地利用の誘導方策の都

市計画変更

事　業　費 　　　（千円） 7,000 9,274 9,274

所管部署 都市整備部・都市計画課・都市計画係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○都市計画マスタープラン

の改定，運用 

 

○地域別街づくり方針の運

用，見直し着手 

 

○用途地域等に関する指定

方針・指定基準の策定，運

用

○改定都市計画マスタープ

ランの運用 

 

○地域別街づくり方針の運

用 

 

○用途地域等に関する指定

方針・指定基準の運用 

 

 ○土地利用の誘導方策の都

市計画変更

計画コード 76 重点Ｐ － －

事務事業 都市計画マスタープランの運用

（施策２１良好な市街地の形成）

基本計画事業取組実績
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○調布市公共サイン整備方

針の運用 

 

○調布市公共サイン整備ガ

イドラインの運用 

 

○中心市街地における公共

サイン整備計画の検討 

 

○中心市街地における公共

サイン整備

○調布市公共サイン整備方

針の運用 

 

○調布市公共サイン整備ガ

イドラインの運用 

 

○中心市街地における公共

サイン整備計画の検討 

 

○中心市街地における公共

サイン整備

事　業　費 　　　（千円） 6,000 6,000 5,475

所管部署 都市整備部・都市計画課・景観係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○公共サインの整備及び計

画的な維持管理

○調布市公共サイン整備方

針の運用 

 

○調布市公共サイン整備ガ

イドラインの運用 

 

○中心市街地における公共

サイン整備計画の検討 

 

○中心市街地における公共

サイン整備

計画コード 79 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

事務事業 公共サイン計画の検討・運用

（施策２１良好な市街地の形成）

基本計画事業取組実績
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）22（施策名）地域特性を生かした都市空間の形成 

主管課名 都市整備部 街づくり事業課 

主管課長名 河野 正雄 電話番号 042-481-7401 

関係課名 
（組織順） 

産業振興課，下水道課，都市計画課，住宅課，道路管理課，交通対策課 

 

目 

的 

対 象 市内全域 

意 図 
地域特性を踏まえ，多様な機能が調和し，人々が集い，活気とにぎわい，うるおいとやすらぎがあ

る 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ156＞ 

京王線の地下化を機に，駅前広場や鉄道敷地周辺への都市機能の集積や，ゆとりある空間の確保により，魅力ある中

心市街地を形成するとともに，地域の特性を生かした質の高い都市空間を形成します。 

 

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 中心市街地が魅力的で

あると感じている市民の割

合【☆，◎】 

51.8% 53.1% 54.8％ 66.1% 70.0％ 

２ 駅周辺の利便性が高い

と感じている市民の割合

【☆，◎】 
65.0％ 63.6% 64.8％ 68.9% 70.0％ 

３ 深大寺周辺の景観が優

れていると感じている市民

の割合【☆，◎】 

88.1％ 87.2% 88.2％ 87.6% 90.0％ 

 

◆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 中心市街地が魅力的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，前年度調査より１１．３ポイント上がり，６６．１％となりました。

目標値にはまだ至っていませんが，大幅に改善しています。 
 
 
２ 駅周辺の利便性が高いと感じている市民の割合【☆，◎】  

平成２９年度市民意識調査では，前年度調査より４．１ポイント上がり，６８．９％となりました。目
標値にはまだ至っていませんが年々改善しています。 
 
 
３ 深大寺周辺の景観が優れてい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，前年度調査より０．６ポイント下がり，８７．６％となりました。目
標値を少し下回る数値で，増減を繰り返しています。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№22 地域特性を生かした都市空間の形成） 

 
◆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） 
２２－１ 魅力的な中心市街地の形成（総合戦略Ｆ－①）  

京王線で分断されていた中心市街地について，南北一体の街づくりを推進するため，中心市街地街づく

り総合計画に基づき，平成２４年８月に京王線の地下化を実現し，平成２６年度末に京王線連続立体交差

事業が完了しました。さらに南北一体の街づくりを具現化し，地下化後の交通結節機能向上のため，布田・

国領駅前広場については，平成２７年度までに駅前のロータリー整備工事を行い交通開放するとともに，

平成２９年度にバス停留所や身障者乗降場を含む上屋工事，及びベンチや植栽等の工事を完了しました。

調布駅前広場については，北側ロータリーについて，平成２８年度から，現況ロータリーを供用しなが

ら拡幅工事に着手し，平成２９年度に２期工事，平成３０年度に３期工事にてロータリー部を整備する予

定です。平成２９年９月にはトリエ京王調布の開業にあわせ，歩行者動線の確保やイベントスペースの確

保など，駅出入口を中心に工事調整を実施しました。 

南側については平成２８年度に駅前交番の移転を完了し，地下自転車駐車場整備工事に向け，平成２８

年９月に調布駅前公園を閉鎖して以降，既存樹木の取り扱いについて市民と意見交換を行いました。その

結果，平成３０年１月に市の基本的考え方を公表するとともに，２月から移植，伐採工事を行いました。

鉄道敷地利用については，平成２６年９月に京王電鉄と基本協定を締結し，平成２７年度に策定した鉄

道敷地整備計画に基づき，平成３６年度までの１０年間で整備を進めることとしています。喫緊の課題で

ある自転車等の対策を推進するため，平成２９年度に国領東路上自転車等駐車場，布田東路上自転車等駐

車場及び調布西第１路上自転車等駐車場を開設するとともに，調布西第２路上自転車等駐車場と調布東第

１，２路上自転車等駐車場の整備に向けた取組を進めました。「水木ゾーン」と位置付けた調布駅西側の

鉄道敷地用地のうち，鶴川街道西側の公園用地について，庁内関係部署と調整を図るほか，関係者との検

討を進め，設計に着手しました。また，「映画ゾーン」と位置付けている相模原線の公園用地について，

用地取得しました。 

市街地再開発事業においては，平成２９年度末で調布駅北第１Ａ地区の組合解散及び清算手続きが完了

しました。 

２２－２ 駅周辺におけるまちづくり（総合戦略Ｆ－②） 

柴崎駅周辺地区では，地域の課題解決へ向けての短期的課題，長期的課題を整理し検討を進めています。

平成２８年度は，鉄道横断施設としての橋上駅舎化について京王電鉄との意見交換，課題の整理を行いま

した。平成２９年度は，南北に計画されている都市計画道路が第４次事業化計画における優先整備路線で

あることから，街の将来像を共有しながら，橋上駅舎化を含めて，都市計画である連続立体交差事業との

整合性に配慮した形での都市基盤整備等について，整備イメージを検討しました。 

飛田給駅周辺地区については，現況，片側歩道である踏切の安全対策として，鉄道軌道ポイントの移設

を含む踏切拡幅案について京王電鉄と協議を行い，平成２９年度に踏切拡幅の施行協定を締結し，踏切拡

幅の設計を進めました。 

２２－３ 深大寺地区におけるまちづくり（総合戦略Ｊ－②） 

深大寺地区においては，深大寺地区の自然景観や街なみ景観に配慮した遊歩道・散策路の舗装等の改

修・整備の実施に向けて，平成２４年１１月に策定した「調布市深大寺地区街なみ整備基本計画」に基づ

き，街なみ環境整備事業を活用し，平成２９年度は，散策路整備を進めるため，深大寺と都立神代植物公

園の境に位置する市道北１３６号線等の工事に向けた調整を行うとともに，深大寺通り沿道における修景

整備の助成を行いました。 

 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○調布駅北第１Ａ地区 

・組合解散認可・清算 

○調布７・５・１の整備 

・土地鑑定・補償費算定 

・物件補償・用地取得 ・工

事

 ○市道南２０号線の整備 

・用地取得・設計等 

○調布駅南口中央地区

・基礎調査

○調布駅北第１Ａ地区 

・組合解散認可・清算 

○調布７・５・１の整備 

・土地鑑定・補償費算定 

・物件補償・用地取得 

 

○市道南２０号線の整備 

・設計等 

○調布駅南口中央地区 

・基礎調査

事　業　費 　　　（千円） 451,900 499,469 100,698

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・整備係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○調布駅北第１Ａ地区市街

地再開発事業の促進 

○調布駅北第１Ｂ地区市街

地再開発事業の促進 

○調布駅南口東地区市街地

再開発事業の促進 

○調布駅南口中央地区の基

礎調査

○調布駅北第１Ａ地区 

・組合解散認可 ・清算 

 

○調布７・５・１の整備 

・整備工事 

・補償費算定・用地取得 

○市道南２０号線の整備 

・補償費算定・用地取得

計画コード 82 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち

事務事業 調布駅周辺における市街地再開発事業の促進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策２２地域特性を生かした都市空間の形成）

基本計画事業取組実績

○鉄道敷地の整備 ○【緑道・生活道路等】協

議

○【緑道・生活道路等】測

量・設計・協議

○【緑道・生活道路等】測

量・設計・協議

・説明会２回開催

事　業　費 　　　（千円） 1,000 7,860 7,936

事務事業 鉄道敷地の整備

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・事業計画係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 81 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち

○調布駅前広場 

　 

 

○布田駅前広場 

　平成26年度道路部完成 

　平成28年度上屋工事

　平成29年度上屋完成

○国領駅前広場 

　平成27年度道路部完成 

　平成28年度完了 ,上屋工事

　平成29年度上屋完成

○調布駅開口部 

 

○その他

○測量，設計，用地取得，

工事 

 

 

 

 

 

 

 

○維持管理

○測量，設計，工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

○維持管理

○測量，設計，工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

○維持管理

事　業　費 　　　（千円） 357,636 203,057 330,100

事務事業 駅前広場の整備

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・事業計画係，整備係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 80 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○街なみ環境整備事業の実

施 

・公共サイン整備 

・街なみ整備助成事業 

・遊歩道・散策路整備工事

（市道北１３６号線ほか） 

 

 

○深大寺地区の街づくり検

討

○街なみ環境整備事業の実

施 

・街なみ整備助成事業 

 

 ・遊歩道・散策路整備工事

に向けた調整

（市道北１３６号線ほか）

 

 ○深大寺地区の街づくり検

討

事　業　費 　　　（千円） 33,500 53,500 1,500

所管部署 都市整備部・都市計画課・地域支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○深大寺地区におけるまち

づくりの推進

○街なみ環境整備事業の実

施 

・公共サイン整備 

 ・街なみ整備助成事業 

・遊歩道・散策路整備工事

（市道北１３６号線ほか） 

 

 

○深大寺地区の街づくり検

討

計画コード 85 重点Ｐ ④ うるおいのあるまち

事務事業 深大寺地区におけるまちづくりの推進

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策２２地域特性を生かした都市空間の形成）

基本計画事業取組実績

○駅周辺におけるまちづく

り

○交通環境改善に向けた検

討（柴崎駅） 

 

○交通環境改善に向けた検

討（つつじケ丘・西調布）

○交通環境改善に向けた検

討（柴崎駅） 

 

○交通環境改善に向けた検

討（つつじケ丘・西調布） 

 

○交通環境改善に向けた設

計等（飛田給駅）

○交通環境改善に向けた検

討（柴崎駅） 

 

○交通環境改善に向けた検

討（つつじケ丘・西調布） 

 

○交通環境改善に向けた設

計等（飛田給駅）

事　業　費 　　　（千円） 0 86,940 32,602

事務事業 交通環境の改善による駅周辺のまちづくり

所管部署 都市整備部・都市計画課・地域支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 84 重点Ｐ － －

○調布区画1号 

○調布区画2号 

○調布区画3号 

○調布区画7号 

○調布区画9号 

○調布区画11号 

○調布区画12号 

○調布区画13号 

○国領歩専道1号 

○国領歩専道2号 

○国領区画街路6～8号の間 

○市道西１００号線 

○その他

  

○測量等 

○測量等・用地取得 

○用地取得 

○測量等・用地取得 

 

○用地取得 

○工事 

○測量等・用地取得 

○測量等 

○測量等・用地取得

  

 

○測量等・工事 

○測量等 

 

○用地取得 

○用地取得・測量等・工事 

○測量等・用地取得 

 

○工事

  

 

 

○測量等・工事 

○測量等 

 

○用地取得 

○測量等・用地取得・工事 

○測量等・用地取得 

○測量等 

○測量等・用地取得

事　業　費 　　　（千円） 437,868 738,501 598,325

事務事業 中心市街地における区画道路等の整備

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・事業計画係，整備係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 83 重点Ｐ － －
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）23（施策名）良好な住環境づくり 

主管課名 都市整備部 住宅課 

主管課長名 三井 豊 電話番号 042-481-7544 

関係課名 
（組織順） 

総合防災安全課，高齢福祉担当，障害福祉課，環境政策課，都市計画課，街づくり事業課，建築指導課

 

目 

的 

対 象 市民 

意 図 安全で安心して快適に住み続けられる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ164＞ 

住宅の「質」の向上を推進し，住宅の耐震化，バリアフリー化，省エネルギー化を進めることにより，安全・安心で

災害に強い良質な住環境づくりを推進するとともに，既存住宅ストックの活用や，超高齢社会に対応する住環境を形

成します。 

 

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 市内の住宅（一戸建て，

分譲マンション等）の耐震

化率【☆，◎】 

87.5％ 84.０% 84.9％ 85.8％ 93.0％ 

２ バリアフリー対応住宅

に住んでいると答えた市民

の割合【☆，◎】 
46.3% 49.0％ 47.3％ 48.8％ 65.0％ 

 

◆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 市内の住宅（一戸建て，分譲マンション等）の耐震化率【☆，◎】

市内の住宅の耐震化率指標は，「調布市耐震改修促進計画」の中で，平成２８年度から３７年度までの

促進期間をもとに，都の耐震化率の推計方法に準じて耐震化率を推計した数値によるもので，平成２９年

度で前年度より０．９ポイント上がり，８５．８％となっています。 

※調布市耐震改修促進計画は平成２９年３月に改定し，平成２７年度の耐震化率についても，上記と同

様，都の耐震化率の推計方法に準じて時点修正を行った結果，従前の８８．６％から４．６ポイント下降

して８４．０％となりました。 

２ バリアフリー対応住宅に住んでいると答えた市民の割合【☆，◎】

 平成２９年度の市民意識調査では，前年度調査より１．５ポイント上がり，４８．８％となっています。

バリアフリー適応住宅改修補助の申請実績として，平成２７年度は２６件，平成２８年度４３件，平成

２９年度は５１件となりました。平成２８年度から「住宅リフォーム相談窓口」を開設し，普及啓発等に

も務めた結果，当初計画（４０件）を大幅に上回りました。 
 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 
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（施策№23  良好な住環境づくり） 

 
◆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） 
２３－１ 安全・安心な住環境づくり（総合戦略Ｂ－①）  

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業は，震災時に救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの

緊急輸送道路としての機能を確保するため，市内の沿道建築物が地震により倒壊して，特定緊急輸送道路

を閉塞することがないよう，旧耐震基準の沿道建築物所有者に直接訪問を行い，耐震診断，補強設計，耐

震改修など，耐震化の促進に取り組みました。 

  耐震化の目標として，平成３１年度末時点の耐震化率９０％，平成３７年度末時点１００％を目標に事

業を進めましたが，平成２９年度末時点の補助対象建築物の耐震診断実施率は９５．８％，耐震化率は 

４０．８％という結果になりました。 

（※特定緊急輸送道路の沿道建築物耐震化について，東京都は，都条例で耐震診断を義務付けた建築物の

9 割以上の診断結果が得られたことから，路線ごとの耐震状況をほぼ把握することができ，シミュレーシ

ョンした結果，緊急輸送道路としての機能を確保するためには，耐震性が特に低い建築物を解消し，全体

の耐震化率を９０％まで引き上げる必要があるとの考えの下，オリンピック・パラリンピック大会開催ま

での目標や，沿道建築物全ての耐震化に向けた道筋を検討し，平成２８年３月に「東京都耐震改修促進計

画」を改定し，目標値の修正を行いました。） 

  住宅の耐震化の促進は，昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅及び分譲マンションの所有者

に対して，平成３０年度の耐震化率９３％の目標達成に向けて，耐震相談窓口の設置（奇数月の開催）を

行いました。また，建物の耐震化に係る費用の一部助成などの支援に取り組みました。 

 木造住宅では，耐震化助成制度等を周知するため，市報及びホームページの掲載により，支援制度の周

知を図りました。また，平成２９年度から４か年の事業として，対象事業の個別訪問事業を開始し，普及

啓発を行いました。 

分譲マンションでは，分譲マンションの管理組合に対して，支援制度の周知・啓発を図りました。 

 また，調布市では，それぞれの部署で幅広く住宅支援施策を実施していることから，支援制度の情報を

より簡単に得ることができるよう，住まいという視点から，多様な制度を取りまとめた「住まいのサポー

トガイドブック２０１７」を作成し，市報ちょうふやホームページにてお知らせするなど，普及啓発に取

り組みました。 

２３－２ 良好な居住環境の形成と支援（総合戦略Ｂ－②） 

分譲マンションの適正な管理の支援の取組は，関係機関と連携し，分譲マンション管理組合勉強会及び

個別相談会を開催し，マンション管理組合の主体的な取組の重要性について普及啓発活動を実施しまし

た。 

 居住環境改善の主な取組は，高齢化社会への対応を目的として，個人住宅等のバリアフリー適応住宅改

修を実施する際，その工事費用の一部を補助することにより，良好な居住環境の整備と支援に取り組みま

した。 

省エネルギー事業については，低炭素まちづくり及び環境負荷の軽減として，太陽光発電設備取付け等

への補助，民生用燃料電池購入への補助を実施し，環境に配慮した快適な居住環境の整備と支援に寄与し

ました。 

 居住支援の推進については，住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セー

フティネット法）に基づき，住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居の支援策等について，不動産関係

団体及び居住支援団体等と連携し，調布市居住支援協議会を５回開催しました。平成２９年度は，「住ま

いぬくもり相談室」を本格稼働し，住宅確保要配慮者の相談に応じて，物件情報の提供や仲介支援事業と

家賃等債務保証支援を行いました。 

空き家等対策については，平成２７年度に実施した外観目視による実態調査や平成２８年度に実施した

所有者意向調査（アンケート調査）を踏まえ，今後の対策案等について検討・協議を進めました。 
 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○居住環境支援事業 

・バリアフリー適応住宅改

修 40件

○環境負荷軽減促進事業 

・太陽光発電設備等取付け

等 50件 

・民生用燃料電池 130件 

○居住支援協議会運営 

○空家対策 

・検討調査

○居住環境支援事業 

・バリアフリー適応住宅改

修 51件 

○環境負荷軽減促進事業 

・太陽光発電設備等 取付け

等 29件   

・民生用燃料電池 134件 

○居住支援協議会運営

○空家対策 

・検討調査

事　業　費 　　　（千円） 14,742 23,498 18,877

所管部署 都市整備部・住宅課・住宅支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○住宅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化向上 

 

 

○太陽光発電設備取付け促

進 

○民生用燃料電池設置促進 

 

○住宅確保要配慮者の民間

賃貸住宅への円滑な入居の 

促進 

 

○空き家等の利活用等に係

る施策検討

○居住環境支援事業 

 

 

○環境負荷軽減促進事業 

 

 

　 

○居住支援協議会運営

計画コード 88 重点Ｐ － －

事務事業 良好な居住環境の形成・支援

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策２３良好な住環境づくり）

基本計画事業取組実績

○分譲マンション管理組合

勉強会等及び個別相談会開

催 

○出前講座の実施　要望に

より実施 

○分譲マンションデータ

ベース更新（都と連携）

○分譲マンション管理組合

交流会及び個別相談会の開

催

○分譲マンション管理アド

バイザー派遣

○分譲マンション管理組合

交流会の開催 1回 

○分譲マンション個別相談

窓口相談員謝礼 6回 

○分譲マンション管理アド

バイザー派遣 5件 

 

○分譲マンションデータ

ベース更新  随時

○分譲マンション管理組合

勉強会等の開催 1回 

 

○分譲マンション個別相談

窓口相談員謝礼 3回 

 

○分譲マンション管理アド

バイザー派遣  5件 

 

○分譲マンションデータ

ベース更新　随時

事　業　費 　　　（千円） 327 243 179

事務事業 分譲マンションの適正な管理の支援

所管部署 都市整備部・住宅課・住宅支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 87 重点Ｐ － －

○平成32年度末木造住宅及

び分譲マンション等の住宅

耐震化率　 

95パーセント 

 

※平成30年度末　 

93パーセント目標

○木造住宅の耐震化 

 

 

 

 

○分譲マンション耐震化

○木造住宅の耐震化 

・普及啓発　　  

・耐震アドバイザー  50件 

・耐震診断          20件

・耐震改修           4件

○分譲マンション耐震化 

・普及啓発

・耐震アドバイザー 5件 

・耐震診断 4件  

・補強設計 1件  

・耐震改修 1件

○木造住宅の耐震化 

・普及啓発（相談会，個別

訪問等） 

・耐震アドバイザー　32件 

・耐震診断　　　　　18件 

・耐震改修　　　　　 6件 

○分譲マンション耐震化 

・普及啓発（個別訪問等） 

・耐震アドバイザー 1件 

・耐震診断 0件  

・補強設計 0件  

・耐震改修 0件

事　業　費 　　　（千円） 28,888 40,821 12,758

事務事業 住宅の耐震化の促進

所管部署 都市整備部・住宅課・住宅支援係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 86 重点Ｐ ① 強いまち
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）24（施策名）安全で快適なみちづくり 

主管課名 都市整備部 道路管理課 

主管課長名 代田 敏彦 電話番号 042-481-7407 

関係課名 
（組織順） 

総合防災安全課，都市計画課，街づくり事業課，用地課 

 

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 
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（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） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○人と環境にやさしい道路

の整備（3路線） 

【工事】

・主要市道33号線（ｽﾀｼﾞｱﾑ

通り）延長 380ｍ 

【委託】

・主要市道32号線（ｽﾀｼﾞｱﾑ

通り）延長570ｍ 

・自転車推奨ﾙｰﾄ（ｽﾀｼﾞｱﾑ通

り）設計　延長970ｍ

・主要市道12号線（品川通

り）測量設計　延長700ｍ

○人と環境にやさしい道路

の整備（3路線）

【工事】

・主要市道33号線（ｽﾀｼﾞｱﾑ

通り）延長380m

【委託（測量設計）】

・主要市道32号線（ｽﾀｼﾞｱﾑ

通り）延長570m

・主要市道33,32号線（ｽﾀｼﾞ

ｱﾑ通り）の設計（自転車推

奨ﾙｰﾄ）

・主要市道33,32号線（ｽﾀｼﾞ

ｱﾑ通り）の委託（路面温度

調査）

・主要市道12号線（品川通

り）の測量設計

事　業　費 　　　（千円） 101,800 417,398 334,667

所管部署 都市整備部・道路管理課・維持管理係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○人と環境にやさしい道路

の整備推進

○人と環境にやさしい道路

の整備（1路線） 

 ・主要市道12号線（品川通

り）の整備・設計

計画コード 91 重点Ｐ － －

事務事業 人と環境にやさしい道路の整備

債務負担行為等による用地取得費 200,000 200,000 0

（施策２４安全で快適なみちづくり）

基本計画事業取組実績

○街づくり事業との調整を

図る路線や市民要望の強い

路線を抽出して，事業を進

める。

○用地取得　６５５㎡ 

・65㎡（買戻） 

・280㎡（直買）　　　 

・310㎡（公社）　 

○物件補償 

・工事1件，用地4件，電柱 

　2本 

○測量・設計 

・ 測量20件，設計4件 

○道路改良工事 

・26件

○用地取得　４５３㎡ 

・25㎡（買戻） 

・136㎡（直買）　　　 

・292㎡（公社）　 

○物件補償 

・用地5件，電柱2本 

 

○測量・設計 

・ 測量20件，設計12件 

○道路改良工事 

・25件

○用地取得　１６１㎡ 

・25㎡（買戻） 

・136㎡（直買）　　　 

○物件補償 

・用地4件 

○測量・設計 

・ 測量18件，設計3件 

○道路改良工事 

・19件

事　業　費 　　　（千円） 271,500 321,122 239,073

事務事業 生活道路の整備

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・事業計画係・整備係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 90 重点Ｐ － －

○調布3・4・26号線の整備 

・(旧甲州街道～甲州街道) 

・(京王線～旧甲州街道) 

 

○調布3・4・28号線の整備 

 

○調布3・4・32号線の整備 

 

○調布3・4・33号線の整備 

 

○調布3・4・21号線の整備 

 

○その他優先整備路線

○調布3・4・26号線

・工事 

・用地取得，設計 

○用地取得，設計，工事 

○設計 

 

○その他路線の事業化検討

○調布3・4・26号線 

・用地取得・設計 

・用地取得 

 

○用地取得，設計，工事 

 

－（H28整備完了） 

 

－（H28整備完了） 

○事業化準備 

 

○その他路線の事業化検討

○調布3・4・26号線 

・用地取得・設計 

・用地取得 

 

○用地取得，設計，工事 

 

－（H28整備完了） 

 

－（H28整備完了） 

 

○事業化準備 

 

○その他路線の事業化検討

事　業　費 　　　（千円） 1,660,180 1,445,274 1,242,410

事務事業 都市計画道路の整備

所管部署 都市整備部・街づくり事業課・事業計画係・整備係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 89 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち
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平成３０年度 行政評価（施策マネジメントシート） 

（施策№）25（施策名）総合的な交通環境の整備 

主管課名 都市整備部 交通対策課 

主管課長名 齊藤 宗 電話番号 042-481-7531 

関係課名 

（組織順） 
環境政策課，街づくり事業課，道路管理課，学務課 

 

目 

的 

対 象 市民，市内公共交通機関の利用者 

意 図 安全，快適，円滑に目的地まで移動できる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ174＞ 

将来の交通需要や都市基盤の整備と合わせた効率的な公共交通ネットワークを形成するとともに，交通安全対策の
推進，環境への負荷の少ない自転車利用の促進などを通じて，だれもが安心して移動できる総合的な交通環境が整っ
たまちづくりを進めます。 

 

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  市内の公共交通機関

（電車・バス）を利用し

やすいと感じている市民

の割合【☆，◎】 

76.7% 74.0％ 73.9％ 74.8％ 80.0％ 

２ 交通事故件数（暦年） 

【☆】 
546 件 541 件 443 件 413 件 500 件 

３ 自転車等駐車場の有料

化整備率【☆，◎】 
61.5% 68.3％ 73.2％ 85.4％ 85.7％ 

 

◆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 市内の公共交通機関（電車・バス）を利用しやすいと感じている市民の割合【☆，◎】 

 

平成２９年度市民意識調査では，前年度調査より０．９ポイント上がりましたが，目標値には至りませ
んでした。 

地域別に見ると，南部地域(中心市街地)では８２．２％と目標値を上まわっていますが，南部地域（中
心市街地以外）７７．５％，北部地域７３．６％，西部地域６９．５％，東部地域７６．０％と地域によ
り差があります。 

 

 

２ 交通事故件数（暦年）【☆】 

  

交通事故件数については，平成２９年は４１３件と前年より３０件減少し，目標値である５００件以下
を大幅に下まわり達成しました。 

 今後も，引き続き，交通事故件数の減少を目指し，調布警察署・調布交通安全協会などと連携し，啓発
等に取り組んで参ります。 

 

 

３ 「自転車等駐車場の有料化整備率【☆，◎】 

  

平成２９年度末の自転車等駐車場の有料化率は，前年度と比べて１２.２ポイント上がり，目標値とほぼ
同率に至りました。 

これは，平成２９年度に，５箇所の有料の施設を新設するとともに，無料施設１箇所を閉鎖したことに
伴うものです。 

 

 

１ 平成２９年度の振り返り ― 現状把握 
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（施策№25 総合的な交通環境の整備） 

 

◆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） 
２５－１ 公共交通ネットワークの形成（総合戦略Ｆ－④） 
  
調布市総合交通計画における各施策の進捗状況の確認と，市内の良好な自転車通行環境の実現を目的と

した，自転車ネットワーク計画について調査検討を行うにあたり，「調布市総合交通計画策定等検討委員
会」を開催し議論しました。 
バリアフリーの推進に当たっては，調布市バリアフリー推進協議会を通じて，公共交通をはじめとする

各事業者の特定事業計画の進捗状況を把握するとともに，当事者の声を各事業者に届けました。 
市内の公共交通不便地域の解消と高齢者等の社会参加促進を図るため，西・東・北の３路線で調布市ミ

ニバスを運行しています（３路線全線での運行が平成２３年度に実現しました）。 
西路線においては，利用実態にあわせた利便性の向上について，バス事業者と協議しました。また，飛

田給駅南側駅前広場開設により運行ルートを一部変更し，定時性が向上しました。 
三鷹市との共同路線「みたかシティバス新川中原ルート」については，杏林大学病院から，三鷹中央防

災公園・元気創造プラザまで延伸し，他のみたかシティバスと接続することで，利便性が向上しました。 
既存の路線バスについて，地域の要望による新たなバス停の新設に向けた道路管理者や地権者との協議

に加え，既存の路線バスの延伸や新規路線の運行についてもバス事業者と協議しました。 
 
 
 
 
２５－２ 交通安全対策の推進 

 
春と秋の交通安全運動，子ども交通教室，自転車交通安全教室，秋の交通安全のつどい，親子交通安全

教室，高齢者交通安全指導員養成講習会などの各種事業を通じて，交通安全の啓発に努め，市民の交通安
全に対する意識向上を図りました。 
近年，交通事故に占める自転車が関与した事故の割合が高いことから，調布市自転車安全利用講習会を

開催したほか，スケアードストレイト方式によるスタントマンを活用した自転車交通安全教室を，市立中
学校 2 校で開催するとともに，一般市民向けに 2 地域（多摩川小学校・飛田給小学校）で開催し，自転
車のルールやマナーに対する意識向上を図りました。 
また，新たな試みとして，児童館子育て広場において，子ども乗せ自転車利用者向けに自転車交通安全

教室を開催したほか，ホームページにて交通安全情報を発信するとともに，自転車駐車場に交通安全啓発
ポスターを掲示するなど，自転車のルールやマナー向上のため，交通安全の更なる啓発，情報発信に努め
ました。 
更に，子ども交通教室の運営の他，調布警察署や調布自動車学校と連携し小学校や保育園，幼稚園等に

出向き，交通安全教室を実施しました。また，JAF や NPO 法人東京ドライビングラボと連携し，児童
館や学童クラブ，保育園等で新たな交通安全教育を始めるなど，あらゆる機会を使って，安全意識の向上
を図りました。 
 

 
 

 
２５－３ 自転車関連施策の推進（総合戦略Ｆ－⑤） 

 
自転車等駐車場に関しては，調布市自転車等対策実施計画に基づき，鉄道敷地上部に有料駐輪施設３箇

所（調布西第１路上，国領東路上，布田東路上）を含め，計５箇所（調布西オートバイ，つつじケ丘北第
４）の有料駐輪施設を新たに開設するとともに，既存の無料駐輪施設１箇所（布田駅北）を閉鎖するなど，
施設の整備・有料化を推進しました。 
また，平成２８年度に用地取得した鉄道敷地上部においては，有料駐輪施設２箇所（３施設）の整備に

向けた取組を進めるとともに，調布駅南側地下自転車駐車場の整備推進に向け，修正設計に着手しました。 
なお，放置自転車は，平日の撤去作業や駅前放置自転車クリーンキャンペーンに加え，土曜日，日曜日

の特別撤去の実施，新設駐輪施設に機械ラック式の一時利用形態の導入，啓発活動による市民意識の向上
などにより，平成２９年度の放置自転車等撤去台数は，６，８２１台となり，前年度より１，３７６台減
少するなど，買物など短時間のちょこっと放置自転車を含め，減少傾向に進んでいます。 

 
 
 
 

２ 平成２９年度の振返り ― 取組実績（ＤＯ） 
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債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

○自転車等駐車場の整備・

有料化 

・調布駅南地下自転車等駐

車場の整備

・鉄道敷地整備（２箇所） 

 

 

・つつじヶ丘駅周辺の自転

車等駐車場の整備（１箇

所） 

○自転車等駐車場の整備・

有料化 

・調布駅南地下駐輪場修正

設計

・鉄道敷地上部駐輪場の整

備（３箇所）

・その他調布駅周辺の駐輪

場の整備（１箇所）

・つつじヶ丘駅周辺の駐輪

場の整備（１箇所）

・駐輪施設の譲受（１箇

所）

事　業　費 　　　（千円） 157,900 572,808 137,949

所管部署 都市整備部・交通対策課・自転車対策係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

○自転車等駐車場の整備有

料化

○自転車等駐車場の整備・

有料化 

・調布駅周辺における自転

車等駐車場整備計画を踏ま

えた整備

・鉄道敷地整備（２箇所） 

 

 

・つつじヶ丘駅周辺の自転

車等駐車場の整備検討 

 

計画コード 94 重点Ｐ ③ 利便性が高く快適で豊かなまち

事務事業 自転車等駐車場の整備・有料化

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

（施策２５総合的な交通環境の整備）

基本計画事業取組実績

○市民の交通安全意識の向

上

○子ども交通教室・高齢者

交通安全のつどい・高齢者

交通安全指導員講習会・自

転車安全利用講習会等の実

施・効果的な啓発検討 

 

○交通事故再現スタントマ

ン等の参加・体験型交通安

全教室の実施

○子ども交通教室・秋の交

通安全のつどい・高齢者交

通安全指導員講習会・自転

車安全利用講習会等の実施 

 

 

○交通事故再現スタントマ

ン等の参加・体験型交通安

全教室の実施

○子ども交通教室・秋の交

通安全のつどい・高齢者交

通安全指導員講習会・自転

車安全利用講習会等の実施 

 

 

 ○交通事故再現スタントマ

ン等の参加・体験型交通安

全教室の実施

事　業　費 　　　（千円） 11,212 11,379 10,662

事務事業 交通安全意識の啓発

所管部署 都市整備部・交通対策課・交通対策係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

債務負担行為等による用地取得費 0 0 0

計画コード 93 重点Ｐ － －

○総合交通計画に基づく各

種個別計画の策定 

 

 

 

○交通バリアフリーの推進

○総合交通計画の進行管理 

 

 ○バリアフリー特定事業計

画の進行管理 

  

○自転車走行空間の検討

○総合交通計画の進行管理 

 

 ○バリアフリー特定事業計

画の進行管理 

 

 ○自転車走行空間の検討

○総合交通計画の進行管理 

 

 ○バリアフリー特定事業計

画の進行管理 

 

 ○自転車走行空間の検討等

事　業　費 　　　（千円） 6,010 6,010 5,357

事務事業 交通計画等の検討

所管部署 都市整備部・交通対策課・交通対策係

活

動

内

容

計画目標

平成２９年度

（計画） （当初予算） （決算・実績）

計画コード 92 重点Ｐ － －
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