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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 

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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30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 

【☆，◎】 

74.0％ 73.9％ 74.8％ 76.3％ 80.0％ 

２ 交通事故件数（暦年） 

【☆】 541件 443件 413件 386件 500件 

３ 自転車等駐車場の有料化整備率【☆，◎】 68.3％ 73.2％ 85.4％ 88.1％ 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３０年度市民意識調査では，前年度より１．５ポイント上昇しましたが，目標値には至りませんで
した。 
 地域別に見ると，南部地域（中心市街地以外）では８０．６％と目標値を上まわっていますが，南部地
域（中心市街地）７８．５％，北部地域７６．３％，西部地域７０．６％，東部地域７６．１％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３０年は３８６件と前年より２７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
等に取り組んでいきます。 
３ 「自転車等駐車場の有料化整備率【☆，◎】 
平成３０年度末の自転車等駐車場の有料化率は，前年度より２.７ポイント上昇し，目標を達成しました。 
これは，平成３０年度に，３箇所の有料の施設を新設するとともに，有料・無料施設各１箇所を閉鎖し

たことに伴うものです。 
 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

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 

公共交通ネットワークの維持を図ることにより，現状の水準

を維持することを目標とした。（調布市民意識調査） 

76.3% 

（平成30年度） 

77.0% 

（令和4年度） 

２ 市内における交通人身事

故件数（暦年） 

交通環境の向上や交通安全意識の一層の啓発により，現状の

交通人身事故件数を減少させることを目標とした。（交通対

策課資料） 

３８６件 

（平成３０年度） 

370件 

（令和4年度） 

３ 自転車等駐車場の有料化

整備率 

調布市自転車等対策実施計画（平成20（2008）年度～令和

7（2025）年度）で掲げた有料化整備率を概ね達成すること

を目標とした。（交通対策課資料） 

8８.１% 

（平成30年度） 

92.3% 

（令和4年度） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（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【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

２５－１ 公共交通ネットワークの形成 

調布市総合交通計画における各施策の進捗状況の確認を行いました。また，パブリック・コメント手続

を行い，市民意見の把握に努めるとともに，関係機関との協議を進め，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の策定に取り組みました。 

 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。） 

西路線の飛田給駅南側駅前広場への一部ルート変更により廃止となったバス停の代替機能確保につい

て調整するとともに，利用実態に合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。 

 既存の路線バスについては，地域の要望による新たなバス停の新設に向け，交通管理者と協議を行った

ほか，既存路線バスの延伸や新規路線の運行について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３校で開催するとともに，一般市民向けに１地域（北ノ台小学校）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，子ども交通教室の運営の他，調布警察署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，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 自転車利用の促進 

 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場 3箇

所（調布西第2路上，調布東第1，2路上）を新たに開設するとともに，既存の有料駐輪施設1箇所（京

王多摩川東），無料駐輪施設1箇所（調布駅西第2）を閉鎖するなど，施設の整備・有料化を推進しまし

た。 

 調布駅南地下自転車駐車場整備については，計画を見直すこととし，駅周辺で代替施設の確保に向けて

取り組むこととしました。また，直近の駐輪需要を確認するため，市内９駅周辺の駐輪場及び放置自転車

の台数調査を実施しました。 
 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，放置自転車禁止区域の変更，啓

発活動による市民意識の向上などにより，平成３０年度の放置自転車等撤去台数は６，１３９台となり，

前年度より６８２台減少するなど，買い物など短時間のちょこっと放置自転車を含め，減少傾向となって

います。 

また，自転車活用推進に資する取組として，自転車を手軽に使えるシェアサイクルの本格導入に向けた

実証実験を平成31年4月から実施するため，各種調整を行いました。 

  

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策２５ 総合的な交通環境の整備） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・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を策定したことにより優先整備路線が示され，段階的

な整備方向性が明確となった。 

・調布市バリアフリー推進協議会を開催しバリアフリー特定事業の進捗状況を確認するなど，当事者間の意見交換を通じてバリア

フリーの促進を図った。 

・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った。 

・交通安全啓発について，スケアードストレイト方式の交通安全教室を中学校で３校と地域で１箇所実施した。 

・鉄道敷地上部の３箇所の有料駐輪施設を開設するとともに，既存の有料・無料駐輪施設各１箇所を閉鎖し，自転車等駐車場の有

料化率は前年度より２.４ポイント上昇し，目標を達成した。 

・調布駅南地下自転車駐車場整備については，計画を見直すこととし，駅周辺で代替施設の確保に向けて取り組むこととした。 

・放置自転車等撤去台数は，６，１３９台となり，前年度より６８２台減少するなど，買物などのちょこっと駐輪などの短時間放

置自転車を含め，減少傾向になった。 

・市民や来訪者の利便性向上を図るシェアサイクルの本格導入に向けた実証実験を実施するための各種調整を行った。 

 

 

評価 Ｂ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「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。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・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 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

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総合交通計画の進行管理 

②バリアフリー特定事業計画の進行管理 

③公共交通ネットワーク整備の方向性検討 

④自転車ネットワーク計画策定 

⑤子ども交通教室・交通安全のつどい等の実施 

⑥参加・体験型交通安全教室の実施 

⑦自転車等駐車場の整備・有料化 

 

①総合交通計画の見直し 

②次期バリアフリー基本構想の策定 

③公共交通ネットワーク整備の方向性に沿ったバス事業者協議 

④自転車ネットワーク計画に基づく整備促進 

⑤継続的な交通安全啓発の実施 

⑥高校等への対象拡大検討 

⑦調布市自転車等対策実施計画の見直し 

 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後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 

①調布駅南地下自転車駐車場の整備 

 

 

 

 

①調布駅南地下駐輪場については，調布駅周辺の逼迫した駐輪需

要を満たすことを目的に，駅前広場に先行して整備する計画であ

ったが，計画を見直すこととし，駅周辺で代替施設の確保に向け

て取り組むこととした。 

 

 

 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策２５ 総合的な交通環境の整備） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７年度） 

・「調布市総合交通計画策定等検討委員会」を活用して調布市公共交通ネットワーク整備の方向性を取りまとめ，都市計画道路整備の

進捗に合わせたバス路線の整備や，既存の路線バスサービスの充実などについての方向性をバス事業者と共有した。 

（平成２８年度） 

・調布市公共交通ネットワーク整備の方向性を踏まえ，バス事業者との調整を継続的に行い，路線バスの新設や延伸等が実現したこ

とにより，駅間アクセスが改善し市民サービスの向上が図れた。 

・駐輪場の月ぎめ利用の距離別料金制や時間貸し料金制を導入するとともに，短時間無料の料金も設定することで，買物などの短時

間放置自転車に対応した。 

（平成３０年度） 

・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を策定したことにより優先整備路線が示され，段階的な

整備の方向性が明確となった。 

（平成２７年度から平成30年度） 

・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ることでバリアフリー化の促進に寄与した。 

・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，スケアードストレイト方式の交通安全教室などの各種事業を通じて，継続的に交通安全の啓発に努めたことで，平成

３０年は目標値である交通事故件数５００件を下回る３８６件となり，目標を達成した。 

・自転車等駐車場については，鉄道敷地上部に計５箇所（6施設）の有料駐輪場を新たに開設するとともに，つつじヶ丘駅周辺駐輪

場の整備・有料化を推進し，4年間で自転車等駐車場の有料化整備率を２６．３ポイント押し上げた。また，交通系ＩＣカードによ

る決済を可能とする等，駐輪場施設の利便性向上を図った。 

 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の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） 
◆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 

 

 

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高齢者等交通事故が多発，全国的に免許の返納を含めた対策検討の

気運が高まっている。 

 

②自転車事故の増加 

③警察庁から都道府県警に向け、「自動二輪車等に係る駐車環境の整

備の推進について」の通達が出された。 

④自転車活用推進法制定 

①高齢者の免許返納に関する啓発活動に取り組む市民グ

ループ「調布市高齢者免許自主返納推進市民会議」との

連携 

②各種安全教育の実施 

③現状を踏まえ，必要性・実現性について検討する。 

 

④自転車利用促進に向けた取組検討 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①東京２０２０大会の会場として，調布市は世界からの来訪者を迎え

ることとなる。競技会場となる東京スタジアム周辺をはじめ，バリ

アフリーへの対応が更に求められる。 

②東京都が武蔵野の森周辺地区を自転車推奨ルートとして整備して

いるほか，警視庁が一般国道及び都道を対象に自転車ナビマーク・

ナビラインの設置を進めている。 

③つつじヶ丘駅と杏林大学病院を結ぶ三鷹市共同路線「みたかシティ

バス新川・中原ルート」が市域をまたぎ運行するなど，公共交通の

新たな視点について関心が高まっている。 

 

④自転車活用法の制定により，更なる交通手段としての自転車の見直

しが進んでおり，近隣自治体でシェアサイクルの導入が行われてい

る。 

①バリアフリー推進協議会を開催し，特定事業計画の進

捗状況を確認し，目標達成に向けて各事業者に働きか

ける 

②調布市自転車ネットワーク計画に基づく整備促進 

 

 

③みたかシティバス（新川・中原ルート）が三鷹中央防災

公園・元気創造プラザまで延伸。乗り継ぎの利便性向上

とあわせ，今後も中央線までの延伸について要望して

いく。 

④平成31年4月より，市民や来街者の利便性向上を図

るため，シェアサイクルの社会実証実験を開始した。3

年後の本格導入に向けて，サイクルステーション数の

拡大を検討する。 

そ
の
他 

①市議会からは，ミニバス路線について更なる利便性向上などの要望

があり，利用者懇談会等を開催するなど市民ニーズ把握の取組は今

後も必要である。 

②調布駅南地下自転車駐車場の代替機能検討 

 

①ミニバス北路線について，地域住民と懇談会を行い，利

用状況に合わせた再編を行う。他の２路線についても

地域懇談会を行い，利便性向上に向けた取組を行う。 

②調布市自転車等対策実施計画の見直し 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策２５ 総合的な交通環境の整備） 

◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

・都市基盤の整備状況を踏まえた各種計画の見直しに取り組む。 

・平成３０年度に実施した交通環境実態調査の結果を基に，調布市自転車等対策実施計画の見直しを行い，自転車等駐車場の恒久

的な整備と有料化の計画的な推進に取り組む。 

○シェアサイクル導入や自転車走行空間の整備などによる安全・快適な自転車利用の促進に取り組む。 

・市民の交通安全意識と交通マナーの更なる向上に取り組む。 

・通学路，及び未就学児を中心とした子どもが日常的に集団で移動する経路についての安全対策に取り組む。 

 

 
 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
・都市基盤の整備状況を踏まえ，総合交通計画の見直しに取り組む。 

・計画最終年度となるバリアフリー基本構想の見直し検討に取り組む。 

☆自転車等駐車場の整備・有料化検討の必要がある。（調布駅周辺，つつじヶ丘駅周辺） 

◎シェアサイクルの活用について検討する。 

・ミニバス北路線について，事業継続と利用者の利便性向上に向けた協議をバス事業者と実施する。 

・調布駅南地下自転車駐車場整備については計画を見直すこととし，整備有料化の効果や駐輪需要を確認しながら，駅周辺で代替

施設の確保に向けて取り組む。 

 

 

◆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 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 
・高齢者の交通安全対策には当事者の認識が重要であることから，高齢者の免許返納に関する啓発活動に取り組む市民グループ「調

布市高齢者免許自主返納推進市民会議」とも連携を図りながら，庁内横断的な取組を進めていく。 

 

 

≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ2 「にぎわいとうるおいのあるまちづくり」 

・バリアフリー特定事業計画には市が管理する施設が多く含まれており，各施設所管部署と連携し，計画通り推進する。 

・利便性の高いシェアサイクルの推進のため，庁内各部署のほか，警察署等の関係機関との連携を図る。 

・通学路，及び未就学児を中心とした子どもが日常的に集団で移動する経路に関する安全対策について，庁内各部署のほか，

警察署等の関係機関との連携を図る。 

 

 
  



（施策２５ 総合的な交通環境の整備） 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

  ●      ● 

        

 

 ●      ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料

⑦を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 

 

 
◆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～ 
・市民は，公共交通機関を利用するよう努めるとともに，交通ルールと交通マナーを守り，交通安全に努めます。また，自転車を

利用する際は，路上等に放置せず，駐輪場に停めるよう努めます。 

・事業者は，市との連携・協力のもと，より質の高い公共交通サービスの提供に努めます。 

 

○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） 

・市内には優れた観光資源が点在していることから，利便性が高いシェアサイクルの展開を検討していく。 

・調布市ミニバスの車体には水木しげる氏の漫画キャラクターであるゲゲゲの鬼太郎などを配した車両が運行しており，市外から

の来訪者の注目も高い。 

 

（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） 

・シェアサイクルの効果等を検証するため，サイクルポート等を拡大しながら実証実験を推進する。 

・調布市ミニバス3路線では合計６台のミニバスを運行しているが，ラッピングのあるバスは３台。車両入替時のミニバスラッピ

ングの継続について，市の費用負担の必要性，工夫などの検討を進める。 


