
１　計画的なまちづくりの展開 139

（１）適正な土地利用への誘導 139

（２）地域特性を重視した協働型のまちづくり 142

２　安全で災害に強いまちづくり 145

（１）防災まちづくり 145

（２）防災体制の整備・充実 148

（３）地域防災力の向上 151

（４）交通安全対策の推進 154

（５）地域防犯活動の充実 157

３　利便性の高い総合的な交通体系の整備 160

（１）体系的な道路ネットワークの形成 160

（２）公共交通機関の利便性の向上 163

（３）自動車・自転車利用の適正化 166

４　情報通信の利便性の高いまちづくり 169

（１）情報通信基盤の整備 169

（２）情報活用能力の向上 172

５　快適な都市居住の実現 175

（１）良質な住宅の供給 175

（２）良好な住環境の整備 178

（３）子育て世帯や高齢者・障害者世帯の居住支援 181

６　うるおいのある魅力的な都市空間の整備 184

（１）美しいまち並みの創造 184

（２）魅力ある公園・水辺空間の形成 187

７　持続的な発展が可能なまちづくり 190

（１）環境に負担の少ないライフスタイルへの転換 190

（２）資源循環型システムの構築 193

（３）良好な生活環境の保全 196

８　自然との共生 199

（１）自然環境の保全・創出 199

（２）環境緑化の推進 202

第３分野　『安全で快適なうるおいのあるまちづくり』
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基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

66 57
「にぎわいの拠点」・
「地域の生活拠点」の
整備推進

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

67 58
王子駅周辺まちづくり
の促進

-
グランドデ
ザイン中間
まとめ作成

グランドデ
ザイン策定

検討

グランドデ
ザイン策定
検討会開催

グランド
デザイン

策定

（仮称）王子
駅前整備計

画策定

事業手
法検討

等

グランドデザ
イン策定・
用地取得

（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

68 59
赤羽駅周辺のまちづく
りの促進

- 促進 促進 促進 促進 促進 促進 促進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

69 60
十条駅周辺のまちづく
りの促進

－ 促進 促進 促進 促進 促進 促進 促進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

70 61
東十条駅周辺のまち
づくりの促進

- 促進 調査 調査 調査 調査 設計 促進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

71 62
板橋駅周辺のまちづく
りの促進

- 促進 促進 設計
設計
工事

設計
工事

工事 促進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

72 63
浮間舟渡駅周辺のま
ちづくりの促進

- 促進 促進 促進 促進 促進 設計 促進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

73 64
赤羽台周辺地区住宅
市街地総合整備事業
の推進

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）地域特性を重視し
た協働型のまちづくり

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

74 65
都市防災不燃化促進
事業

路線
1路線終了
1路線継続

2路線1地区
開始

1路線継続

3路線開始
3路線1地区

継続

6路線1地区
継続

6路線1地区
継続

6路線1地区
継続

1路線終了
5路線1地区継続 （１）防災まちづくり

75 66
防災まちづくり事業の
推進

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

76 67
木密地域不燃化10年
プロジェクトの推進

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

77 68
木造民間住宅耐震改
修・建替え促進事業

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

78 69
マンション耐震化の促
進

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

79 70
緊急輸送道路沿道建
築物耐震化促進事業

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

80 71
公共防災船着場の整
備

箇所 3 0 0 0 0 1 1 （１）防災まちづくり

81 72 集中豪雨等対策事業 箇所 9 1 0 1 1 0 5 （１）防災まちづくり

82 73
風水害・土砂災害から
身を守る自助力向上
推進事業

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （１）防災まちづくり

83 75
総合防災高度情報通
信システムの導入

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）防災体制の整備・
充実

84 78
男女共同参画の視点を
踏まえた防災対策の充実

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）防災体制の整備・
充実

85 79
地区防災運営協議会
の設置・運営支援

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （３）地域防災力の向上

86 76
切れ目のない防災意
識の向上推進事業

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （３）地域防災力の向上

87 80 防災協定の締結 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進 （３）地域防災力の向上

88 81 防犯対策サポート事業 検討 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（５）地域防犯活動の充
実

89 82 防犯設備整備補助事業 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（５）地域防犯活動の充
実

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり ２　安全で災害に強いまちづくり

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり １　計画的なまちづくりの展開
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基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

90 83
都市計画道路新設・拡
幅整備

路線 推進 推進 推進 推進
４路線
推進

４路線
推進

２路線完成
２路線着手・

継続

（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

91 84
幹線区道新設・拡幅整
備

路線 推進 推進 推進 推進
２路線
推進

２路線
推進

１路線完成
１路線継続

（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

92 85
（仮称）旧北王子支線
跡地遊歩道の整備

箇所 協議 協議 協議 協議 協議 推進 完成
（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

93 86
十条駅付近連続立体
交差事業

箇所 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

94 87 無電柱化事業の推進 区間 推進 推進 推進 推進
５区間
推進

５区間
推進

２区間完成
３区間着手・

継続

（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

95 88
幹線区道のバリアフ
リー化（滝野川桜通り）

箇所 準備 準備 準備 着手 推進 推進 完成
（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

96 路面下の空洞調査 - 準備 調査
調査
対策

対策 対策 - 調査・対策
（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

97 89 橋梁整備 橋
３橋推

進
３橋推

進
３橋推

進
３橋推

進
３橋推進３橋推進

２橋継続
１橋完成

（１）体系的な道路ネット
ワークの形成

98 90
鉄道駅エレベーター等
整備事業 ―

2駅2ﾙｰﾄ完成
1駅1ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

4駅4ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

4駅4ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

1駅1ﾙｰﾄ完成
（板橋駅）

3駅3ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

1駅1ﾙｰﾄ完成
（北赤羽駅）

2駅2ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

1駅1ﾙｰﾄ完成
（駒込駅）

1駅1ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

3駅3ﾙｰﾄ完成
1駅1ﾙｰﾄ協議
4駅4ﾙｰﾄ検討

（２）公共交通機関の利
便性の向上

99 91
駅周辺へのエレベー
ター等の設置

箇所 準備 準備 準備 設計 設計 推進
１駅１箇所

設置
（２）公共交通機関の利
便性の向上

100 92 区内交通手段の確保 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）公共交通機関の利
便性の向上

101 93
総合的な駐輪対策の
推進

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（3）自動車・自転車利
用の適正化

102 94
自転車ネットワーク計
画の策定

開始 策定 策定
（3）自動車・自転車利
用の適正化

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

103 95
地域で活躍する学生
向け住宅の誘致

カ所 － 検討 検討 検討 検討 検討 検討 （１）良質な住宅の供給

104 96 区営住宅の建替え カ所 － －
１カ所

用地取得
１カ所
調査

１カ所
調査

１カ所
基本・

実施設計
－ （１）良質な住宅の供給

105 97
一人ぐらし高齢者住宅
建設事業

カ所

１カ所
調査、基

本・
実施設計

１カ所
整備

１カ所
整備
１カ所

用地取得

１カ所完成
１カ所
基本・

実施設計

１カ所
整備

１カ所
整備

１カ所
完成

（１）良質な住宅の供給

106 98
老朽家屋除却支援事
業

件 21 6 3 10 10 10 60
（２）良好な住環境の整
備

107 98
居住可能な空き家対
策の検討

- －
調査・
検討

推進 推進 推進 推進 調査・検討
（２）良好な住環境の整
備

子育て世帯の居住支
援

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進

親元近居助成 件 274 48 62 56 70 70 900

三世代住宅建設等助
成

件 145 10 7 11 30 30 150

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり ５　快適な都市居住の実現

108 99
（３）子育て世帯や高齢者・
障害者世帯の居住支援

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
３　利便性の高い総合的な交通体系
の整備
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基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

景観まちづくりの推進
（景観形成重点地区の
指定）

― ― ― 検討
１地区
推進

１地区
推進

１地区
指定

１地区
指定

景観まちづくりの推進
（新景観百選の選定）

― ― ― 準備 公募 選定 発行 選定・発行

景観まちづくりの推進
（優良景観形成の表
彰）

― ― ― ― ― ― ― ―

景観まちづくりの推進
（自主的な景観まちづ
くり普及啓発）

― ― 推進 推進 推進 推進 推進 ―

110 102
飛鳥山公園の拡張整
備

箇所
整備
継続

推進 推進 推進 推進 推進 完成
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

111 103
（仮称）赤羽台のもり
公園の整備

箇所
協議
準備

推進 推進 推進 推進 推進 完成
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

112 105
名主の滝公園の再生
整備

箇所 - - - - 設計 設計 設計
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

113
桐ヶ丘中央公園の拡
張整備

箇所 - - - - - - -
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

114 106
街区公園・児童遊園の
新設整備

箇所 142 1 2 1 3 2 ６カ所
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

115 107
花いっぱいまちづくり
事業

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

116
水辺空間を利用したに
ぎわいの創出

- 推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（２）魅力ある公園・水辺
空間の形成

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

117 108
新エネ・省エネ導入の
促進

推進 推進 推進 推進 推進 推進 推進
（１）環境に負担の少ないラ
イフスタイルへの転換

基本計
画番号

中期計
画番号 計画事業名 単位

26末
時点

27 28 29 30 31
基本計画

（前期目標）
基本施策

118 109
緑化推進モデル地区
事業（累計）

町会自
治会

2 2 4 4 4
現状
維持

2 （２）環境緑化の推進

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり ８　自然との共生

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
６　うるおいのある魅力的な都市空間
の整備

３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり ７　持続的発展が可能なまちづくり

109 101
（１）美しいまち並みの
創造
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）
国や事業者等による土地利用転換が見られるが、おおむね適正な土地利用を誘導している。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）
国公有地跡地等の跡地利用では、計画的に公園等の整備を推進している。

都市計画マスタープランのもと、地区計画や大規模跡地開発での指導・協議等により、適正な土地利
用への誘導を進めている。

意図 地区計画制度や居住環境整備指導要綱等指導により、望ましい土地利用を図る。

結果
北区都市計画マスタープランのもと、地域の特性を活かした適正な土地利用を誘導し、計画的
なまちづくりを推進する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）適正な土地利用への誘導

対象 区民、事業者、関係機関

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
都市計画課、まちづくり推進課、十条
まちづくり担当課

基本施策 （１）適正な土地利用への誘導 ０３０１０１

単位施策

①適正な土地利用への誘導

②大規模敷地の有効活用

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 １　計画的なまちづくりの展開
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区

都

国

その他

居住地域が将来どのようなまちに発展していくことを期
待するか聞いたところ、「公園や緑などの多い自然と親
しめるまち」が５割を超え も高い。次いで、「閑静で環
境の良い住宅地」が４割を超えている。

十条駅：都市計画に関する意見　賛成：1件　反対：15件
　　　　　その他の意見　16件

豊島：都市計画変更に関する意見　賛成：0件　反対：0件
　　　 その他の意見　1件（1団体）

第三次一括法の施行に伴い、地方分権を進めている。
都市計画マスタープランのもと、地域の特性を
活かした適正な土地利用を誘導し、計画的な
まちづくりを推進する。
子育てファミリー層・若年層を中心として定住
化の促進や、住環境や都市防災基盤の整備
などのまちづくりの将来像を実現するための課
題を解決するため、政策的な土地利用の誘導
を図る。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 29年度
十条駅周辺西地区計画（案）の縦覧
豊島四丁目地区地区計画変更（案）の縦
覧

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

都市計画マスタープランの平成３２年改定に向け、北区都市
計画審議会に設けた専門部会による検討などや東京都との
協議を進めている。

東京都の上位計画や、区の現状等に基づき、
都市計画マスタープランが改定される。
地方分権改革により、補助メニューの見直し
等、より一層の権限、財源委譲が進められる。

平成28年度に東京都都市計画審議会から示された答申
「2040年代の東京の都市像とその実現に向けた筋道につい
て」を踏まえ、平成29年度に、目指すべき東京の都市の姿と、
その実現に向けた都市づくりの基本的な方策を示す行政計
画である、都市づくりのグランドデザインを策定した。
現在は、都市計画区域マスタープラン、都市再開発方針等の
改定を進めている。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

まちづくりの課題を解決するためには、様々な手法により、適正な土地利用を誘導する必要があり、引き続き地
区計画や大規模跡地開発での指導・協議を進めていく。周辺市街地への影響が大きい、国等の施設などの整
理統合や工場移転が進められており、その跡地利用に対する誘導・協議を計画的に推進していく。

　中長期的方針

まちづくりの課題を解決するため、都市計画マスタープランをもとに、土地利用の誘導や国公有跡地等
の有効活用を図るとともに、まちづくりを計画的に推進していく。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

適正な土地利用への誘導
大規模敷地の有効活用

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②大規模敷地の有効活用

施策の方向
についての

妥当性

国等の施設などの整理統合や工場移転が進められており、まちづくりの課題解決に向けた大規模敷地の
有効活用の必要性は増加している。

　単位施策の検証

単位施策 ①適正な土地利用への誘導

施策の方向
についての

妥当性

計画的な土地利用を誘導するための地区計画の策定や用途地域の変更については、地域特性を十分
考慮しつつ、地域住民との意見交換や関係機関との協議を行いつつ推進している。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

十条駅西口地区市街地再開発の事業化をはじめ、再開発の事業化に向けた検討が深度を増している赤
羽駅東口地区の組合施行による市街地再開事業の進展や、志茂、西ケ原、十条地区における新たな地
区計画の都市計画決定に代表されるように、区による協議会や再開発準備組合等の活動支援により住
民の地域への関心が高まり、協働型のまちづくりを積極的に推進した５カ年であった。

結果
都市計画マスタープラン等に基づく、主要駅圏をはじめとした各地域の特性に応じた良好な市街地の形
成や住環境の整備・向上が図られる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

＜赤羽東口地区＞区は継続して住民主体の協議会活動を支援している。協議会は適宜、課題に対応す
るための作業部会を新設するなど、まちづくりの実現に向けた活動が地道に進んでいる。
＜十条＞十条地区では、平成２４年１０月の十条駅西口地区市街地再開発事業に係る都市計画決定
後、平成２８年１２月に十条駅西口地区市街地再開発組合の設立認可申請を行い、平成２９年５月に再
開発組合の設立が認可された。区は、権利変換計画及び施設建築物、公共施設の実施設計が円滑に進
捗するよう再開発組合の活動を支援している。
＜王子＞東京都との調整に時間を要したため、グランドデザインは半年遅れで策定した。
駅周辺関係事業者との合意形成に時間を要するため、整備計画策定は、平成29年第3回定例会におい
て、スケジュールの変更を説明し中期計画（29-31）から1年遅れとなっている。
新庁舎整備をまちづくりの核となる重要な事業の一つとして位置付けていることから、期を逃すことなく駅
周辺のまちづくりを推進していく必要がある。
＜東十条駅＞駅前空間と十条跨線橋においては、ＪＲとの調整（委託調査）において遅延している。
＜板橋駅＞駅周辺バリアフリー工事においては、ＪＲ板橋駅舎との工事が競合する関係から多少の遅れ
が生じている。
＜浮間舟渡駅＞駅前空間の整備においては、地権者が旧西浮間小学校跡地の利活用の動向により、用
地売却の可否を判断するため、不確定となっている。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

＜赤羽東口地区、志茂、西ケ原＞まちづくり協議会等は、概ね計画通りの開催回数となっている。
＜十条＞地元住民と区が協働・連携して、十条地区のまちづくりの方向性を協議し、相互理解を深め、十
条地区のまちづくりを円滑に進めるために開催される十条地区まちづくり全体協議会の活動支援を継続
している。また、駅前広場、道路等の公共施設整備を行うと共に、土地の合理的かつ健全な高度利用が
なされ、再開発ビルが完成することにより防災性の向上とにぎわいの拠点が形成される十条駅西口地区
市街地再開発事業を進めている再開発組合の活動を支援している。
＜王子＞検討会の開催は、整備計画策定スケジュールを変更したために、1年遅れて設置することを想
定しているが、駅周辺関係事業者との合意形成を優先する必要がある。
合意形成を得るための事業者協議は予定どおり進めている。
＜東十条、板橋、浮間舟渡＞「協働型のまちづくりの推進」による整備を予定しているが、進捗状況に記
載のとおり計画に遅延が発生している。

基本施策 （２）地域特性を重視した協働型のまちづくり

対象 地元住民（特に駅周辺）や企業、ＮＰＯ等の関係団体

意図
区民がまちづくりに参画できる仕組みづくりをはじめ、身近な地域への関心を高める機会を積極的に提供
する。

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
まちづくり推進課・十条まちづくり担当課・
王子まちづくり担当課・土木政策課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①協働型のまちづくりの推進

②地域特性に応じた拠点の整備

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 １　計画的なまちづくりの展開

基本施策 （２）地域特性を重視した協働型のまちづくり ０３０１０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

協働ガイドラインに基づき、中心的役割を果たす協働推進委員の設
置、各職場の協働事例の庁内共有など、全庁的に、効果的かつ効
率的な推進体制を進めており、まちづくりにおいては、「まちづくり協
議会」等を中心に、活動を行っている。

　ＮＰＯやボラティア団体の活動は活発に継続
されると考えられるが、行政との協働だけでな
く、町会・自治会やまちづくり協議会との連携を
進めていく必要がある。
　まちづくりによる効果等を広く区民へ周知す
る新たな方法を検討する必要がある。

「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の中で、地域の特性を生か
し、まちの魅力を高める活動を主体的に行う団体をまちづくり団体と
して登録することにより、個性豊かで魅力のある街並みの形成を促
進する「まちづくり団体の登録制度」を設けている。
「木密地域不燃化１０年プロジェクト」では、防災まちづくりに向けた
機運の醸成のため、地域密着型集会の開催などにより、災害への
危機意識の共有化を促すことで、地域が一体となって防災まちづくり
に取り組む気運を高める支援を行っている。
地域の課題を解決するための取組を推進し「地域力」の向上を図る
ため、事業への費用助成や、地域活動支援アドバイザーの専門家
派遣を行っている。

　まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017改訂版）では、2020年までの
４つの基本目標の一つとして、「時代に合った地域をつくり、安心なく
らしを守るとともに、地域と地域を連携する」を掲げている。その施策
として、まちづくりにおける官民連携・「見える化」の推進があげられ
ている。
　その内容は、まちづくりにおける企画・立案の段階から、地域に関
わる幅広い主体との合意と協力を得ることで、エリアの特徴をいかし
た「育てる」まちづくりを進めることである。また、まちのビジョンの共
有や合意形成を容易化するため、まちづくりによる効果等を「見える
化」する手法の拡大を推進し、民間投資の喚起を一層促進する、と
もしている。

　
　庁内横断的な推進体制の強化に努めるとと
もに、区民と区が双方の役割を理解したうえ
で、各団体が連携し一体となったまちづくりを
進める。
　「地域のきずなづくり」等の事業を通じて、住
民が主体となって地域課題の解決に取り組め
るよう、まちづくりによる効果等を事前明示する
機会や手法を地元住民とともに検討する。

ＮＰＯやボランティア団体等、特定分野に特化した活動は活発であ
る。
一方で、高齢化、町会・自治会の加入率低下などから、地域が自ら
課題を解決をする力が低下していると言われている。また、町会・自
治会とＮＰＯやボランティア団体との連携は進んでいない。

　「区民とともに」の区政の基本姿勢を踏まえ、地域特性に応じた協働型のまちづくりの実現に向けて、
区民との話し合い等を通じて着実に取り組みを前進させることができた。一方で、各事業に着目する
と、一部の事業では、地域との合意形成といった面で懸案を抱える事態も生じた。そのため、今後は一
層、区民の事業への理解を深めるための丁寧な説明や、事業や地域の特性に応じた適切な区民参画
の仕組みづくり等について、さらなる検討を深め、区民と協働でその取り組みを進めることで成果を追
求していく必要がある。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

「区が力を入れるべきこと」については、「区民と一緒に計画を策定し事業を実施する」ことが第２位（23％）となっているが、
「区政参画等しない理由」については、「参加したいと思う活動がない等」での不参加が９割以上を占める。
区政参画等をしたことある方は全体（874人）の15.2％、そのうち「まちづくりに関する活動」は7.5％と少ない。区政参画等を促
進するための重点施策については、「情報公開」や「情報発信の多様化」で半数強であり、ついで「区民と一緒に計画を策定
し事業を実施する」が23.6％となっている。なお「情報公開」は年齢別でも全ての年齢で も高い。
今後、まちづくりに関する情報発信を強化し、参画を促すことも必要と考えられる。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

各地域の特性に応じた良好な市街地形成や住環境の整備・向上のため、区民と区との信頼関係を築
きながら地域住民と合意形成を図り、各主体の責任や役割を踏まえた協働によるまちづくりを進める。
そのため、事業と地域の特性を適切にとらえ、区民がまちづくりに参画できる仕組みづくりや地域への
関心を高める機会を積極的に提供するとともに、道路や公共交通など基盤交通ネットワークの整備、防
災基盤の整備、土地利用の誘導を積極的に進め、地域の特徴を活かした計画的なまちづくりを進め
る。
特に、主要駅周辺においては、区外からも人を呼び込めるような集積と拠点性が強化されるようなまち
づくりを積極的に行う。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域特性に応じた拠点の整備

②重点事業及びその理由

赤羽駅周辺まちづくりの推進、十条駅周辺まちづくりの推進、王子駅周辺まちづくりの促進
赤羽一丁目の一部では、住民発意の市街地再開発の機運が高まっているが、事業化に向けては、地域特性に
応じた良好な公共空間等が整備されるよう、住民協議会等の活動と整合がとれるよう誘導する必要がある。

十条駅周辺では、十条駅西口地区市街地再開発組合の設立や埼京線連続立体交差事業の都市計画決定など
を受け、にぎわいの拠点としてバランスのとれた市街地形成のためには、地域住民等との丁寧な合意形成によ
り一層の取り組みを進める必要がある。

王子駅周辺では、新庁舎整備をまちづくりの核としつつ、王子のまちの優位性のひとつである交通結節機能を
強化するとともに、地域資源を活用し、まちの将来像である「東京の北の交流拠点　水と緑豊かな王子」の実現
に向けて、地域住民や関係事業者と丁寧な合意形成を進め、にぎわいと活力あるまちを目指す取組が必要であ
る。

単位施策 ②地域特性に応じた拠点の整備

施策の方向
についての

妥当性

各地域では、町会・自治会をはじめとした地域活動団体においても地域特性があり、その特性に応じた環
境整備は、地域にとって必要不可欠なものである。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①協働型のまちづくりの推進

施策の方向
についての

妥当性

区が重点的に取組む地域のきずなづくりにも整合した、住民主体のまちづくり協議会等は、行政と地域が
直接接する貴重な機会であり、区民とともに魅力あるまちづくりを推進することへ大きく寄与している。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

他自治体の取り組み事例と比較する限り、計画量の設定は妥当であり、計画量をほぼ充足す
る成果をあげている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

不燃化率、不燃領域率の目標達成には、区の実施する事務事業だけではなく、民間活力によ
る耐火建築物等への更新などの取り組みが求められる。区は目標値の達成のため、各種助成
制度の周知を図るとともに官民の役割分担の中で、成果の向上に努めていく。

本施策の成果指標と目標値は、短期間で達成できるものではなく、目標を意識しながら地道で堅実な
取り組みを引き続き進めることが肝要である。
また、より効果的に成果をあげるためには、単独事業だけではなく関連事業を一体となって進めること
も必要である。

意図
切迫する首都直下地震に備え、「北区地域防災計画」の減災目標を達成するため、都市基盤の防災性の
向上を図る。

結果 「地震・水害に強い安全・安心なまちづくり」を実現する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

防災まちづくりにおける各事業は概ね計画通り進捗している。
以下の２事業については多少の遅れが見込まれる。
・集中豪雨対策（学校改築リフレッシュ対策事業との調整による）
・都市防災不燃化促進事業（補助８６号線赤羽南地区：道路事業者との調整による）

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）防災まちづくり

対象 区内在住、区内在勤・在学者、来街者、帰宅困難者

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
まちづくり推進課、十条まちづくり担当課、
住宅課、建築課、土木政策課、道路公園
課、防災課

政　　策 ２　安全で災害に強いまちづくり

基本施策 （１）防災まちづくり ０３０２０１

単位施策

①都市の防災機能の向上

②治水対策等の推進

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

日常的に不安を感じる方は全体の３割を超え、そのうち「地
震や水害などの自然災害」への不安が約６割となっている。
地震などの自然災害に対する効果的な取り組みとして、「道
路の拡幅や燃えないまちづくりなど防災まちづくりの推進」が
19.7％と６番目の高さとなっている。引き続き、ハード面での
防災まちづくりの必要性があると言える。

地震時等に著しく危険な密集市街地約6,000ｈａについて、平成32年
度までに 低限の安全性を確保し、概ね解消することを目標に、住
生活基本計画（全国計画）をＨ23.3.15閣議決定により定めた。Ｈ28.3
に改定された計画においても目標を継続。平成29年度末までに
2,323ｈａの 低限の安全性が確保され、地震時等に著しく危険な密
集市街地（「延焼危険性」又は「避難困難性」が高い地区）は3,422ｈ
ａである。北区では志茂、十条、赤羽西地区が該当。

防災まちづくりの各事業の継続を東京都へ求
めていくとともに、他自治体の取り組み事例を
積極的に研究し、事業推進のためのノウハウ
等を取り入れていく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

木密地域不燃化10年プロジェクトは平成32年度までの事業期間と
なっており、新たな取り組みを東京都へ要望していく予定。

大地震災害時において、逃げないですむまちづくりを進めるため、
防災生活圏の整備を促進している。そのため、都市計画道路、主要
生活道路の拡幅整備、木造住宅密集地域の解消に努めているが、
沿道地権者の協力を得るのに時間を要している。治水対策として道
路・公園などの公共施設に雨水流出抑制施設の設置を進めてい
る。

平成３０年に自主避難施設を増設した。土砂災害対策として2か所を
追加し、現在は土砂災害対策として９か所、石神井川の水害対策と
して３か所を設置している。

都内では7地区の実績しかない防災街区整備事業について、住民
発意の準備組合が平成30年3月に設立され、事業化に向けて区は
支援している。

木密地域不燃化10年プロジェクトにおいては、
平成33年度以降の事業実施が未定となってい
る。

都市計画道路等の整備においては、地権者交
渉に時間を要する。また、道路築造において
も、無電柱化の推進により、埋設企業者との事
前調整が必要となり多大な時間を要する。

治水対策においては、区で行う集中豪雨対策
を推進すると共に、東京都に継続して浸水対
策を要請する必要がある。防災都市づくり推進計画（Ｈ28.3改定）に基づき事業を推進してい

る。さらに、「木密地域不燃化10年プロジェクト」を立ち上げ「燃え広
がらないまち」の実現を目指している。その中で、都市計画道路の
一部を特定整備路線として位置づけ、延焼遮断帯や避難路、救助
活動空間ともなる道路整備を推進している。
木密地域不燃化10年プロジェクトは平成32年度までの事業期間と
なっており、その後の事業展開を検討している。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

都市防災不燃化促進事業、防災まちづくり事業の推進、木密地域不燃化10年プロジェクトの推進
首都直下地震の発生が差し迫っている中、延焼遮断帯等の不燃化を図るとともに、密集市街地の解消が急務と
なっているため。

　中長期的方針

この基本施策（防災まちづくり）は、４つの戦略の一つ「安全・安心」・快適戦略 に位置付けられており、
国や東京都においても喫緊の課題となっており、本施策を進めるにあたっては、国や東京都、近隣自治
体の動向に注視しつつ各事業を進める必要がある。
既成市街地の防災まちづくりを修復型のまちづくり手法により推進していくには、住民の理解と協力の
もと、民間事業者等を含めた多様な主体との協働により、明確な目標を意識しながら長期的に取り組む
必要がある。
また、治水対策については、全国各地で１時間に１００mmを超えるような記録的な局地的な集中豪雨や
西日本豪雨のような長期間豪雨、大型台風による土砂災害などが発生し、過去に経験したことのない
被害が多発している。区は地道な治水対策を実施すると共に、東京都の河川及び下水道事業の促進
について要請する。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

都市の防災機能向上

単位施策 ②治水対策等の推進

施策の方向
についての

妥当性

関係機関と連携し、予想をはるかに上回る長期的な集中豪雨が都市部でも発生することを想定した治水
対策、雨水流出抑制や、急傾斜地などの崩落による災害の未然防止や情報提供、適切な避難などの安
全対策を行う必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①都市の防災機能の向上

施策の方向
についての

妥当性

阪神大震災により都市基盤防災性の向上が喫緊の課題としてあげられたが、その後の東日本
大震災、熊本地震、大阪北部地震でも各都市において甚大な被害が発生し、教訓がなかなか
取組みに生かされていない現状が明らかにされた。首都圏においては、首都直下地震の発生
が差し迫っており、区は改定したばかりの北区地域防災計画の減災目標を達成するため、防
災都市づくり推進計画、木密地域不燃化10年プロジェクト等に基づき、早急に密集住宅市街地
を解消するなど、都市の防災機能を高める必要がある。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

区有施設の耐震化は着実に進捗しており、災害時に重要な防災拠点として機能し得ることが期
待でき、区民が安心して避難できる区有施設の確保が進んでいる。また災害対策本部立上げ
訓練や避難所開設訓練を通して平時から災害に備えた体制づくりが図られている。

現状を維持しつつも、北区民意識・意向調査において防災対策の充実への関心が高いことなどを踏ま
え、今後も予算を踏まえつつ事業を着実に推進していく。また地震はもとより、近年多発している台風、
集中豪雨、土砂災害、竜巻など気象変動による想定外の災害への対応については、各災害における
他自治体の対応や事例を研究していきながら地域特性を踏まえた新たな対策について検討していくこ
とが求められている。

結果 災害対策本部、防災活動拠点や避難者等支援といった公助での防災体制が強化される

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

防災情報通信システムの導入については、デジタル化を進めるとともに、ポケベル波を利用し
た戸別受信機を２８年度に配備した。また北区防災アプリを29年より配信し、北区独自の情報
や機能を提供している。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

防災上重要な区有建築物の耐震化については、ほぼ順調に事業が進捗しており、ハード面で
の体制強化が着実に図られてきている。避難所開設訓練においては、参加者増が図られてき
ており、３０年度には避難所に関する知識のない人でも効率よく避難所開設が進められる避難
所開設キット導入によりさらなる避難所機能強化が図られることが期待される。

基本施策 （２）防災体制の整備・充実

対象 震災時の防災活動拠点（公共施設、避難所、福祉施設等）及び防災体制

意図 地域防災計画等に基づく災害の予防、応急及び復旧対策等の防災体制を整備・充実していく

施策評価
担当部局

危機管理室 施策所管課 危機管理室防災課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①予防・応急体制の整備・充実

②復旧・復興体制の整備・充実

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ２　安全で災害に強いまちづくり

基本施策 （２）防災体制の整備・充実 ０３０２０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

＜区の施策の重要度＞
1位　防災対策の充実
2位　防犯対策の充実
3位　健康づくり（保健・医療体制）の充実

＜区の施策の満足度と重要度の相関＞
重要度は高いが満足度が低いのは「防災対策の充
実」、「防犯対策の充実」などがある。防犯や防災に対
する取り組みが大きな課題となっている。

過去の地震を踏まえ、地域防災計画＜震災対策編・風水害
対策編＞の改定に加え、北区業務継続計画により、防災対
策上の問題点の抽出と課題の整理及び今後の対策の方向
性が定められた。また震災復興マニュアルにより北区におけ
る復興体制の強化を図っていく。

地震のほか、記録的な大雨、局地的な集中豪
雨や大型台風、土砂災害、竜巻など過去に経
験したことのない災害が全国で頻発しており、
それらへの対応が求められていくことが考えら
れる。

震災の教訓等を踏まえ、東京都防災対応指針の策定、首都
直下地震等による東京の被害想定の見直し、東京都地域防
災計画の修正を行い、東京都における防災対策の方向性と
具体的取り組みを示した。東京都耐震改修促進計画により、
耐震化を計画的かつ総合的に推進している。これらを具体化
するための施策として、幹線道路沿いの耐震化や、「木密地
域不燃化１０年プロジェクト」などを推進している。

災害対策基本法の改正や防災基本計画の修正、また、各種
被害想定の見直しなどをふまえ、防災対策の強化に取り組ん
でいる。

洪水、土砂災害等に対する避難勧告、避難指
示の適切な発令の仕方や自主避難施設、避
難所の迅速な開設に向けた体制整備など平時
より緊急事態を想定した対応について検討し
ていく必要がある。

区民のみならず、世論も含め、日本国全体として防災に対す
る意識が高まっている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

災害発生時の防災拠点や避難所となる区有施設については、耐震化が進められ、備蓄物資、防災資
機材及び給水施設の機能向上が求められているため引き続き計画的に機能強化を進めていくとともに
今後も北区地域防災計画（平成３０年改定）や北区震災復興マニュアルに基づく復興体制の構築を進
めていく。また近年、多発する異常気象に伴う台風、局地的な集中豪雨、竜巻、土砂災害など想定外の
災害への対応については、他自治体の事例等を踏まえ、地域の特性に応じた対策を講じていく。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

予防・応急体制の整備・充実

②重点事業及びその理由

地震等の大規模災害に備え、地域防災計画において全庁的な役割分担、情報共有体制を整備し、避難者対
策、帰宅困難者対策等の応急体制を整備するとともに、災害対策本部の機能強化に向けた取り組みを強力に
推進していく必要がある。

単位施策 ②復旧・復興体制の整備・充実

施策の方向
についての

妥当性

引き続き公共施設における防災機能の充実強化を推進していくとともに、地域防災計画（平成３０年改
定）に基づいた震災復興マニュアルにより迅速な復興の仕組みづくりに取り組んでいく。このことから、本
施策の継続実施が必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①予防・応急体制の整備・充実

施策の方向
についての

妥当性

災対本部立上げ訓練等ソフト面での体制強化を図るとともに、ハード面では、災害への被害を 小限に
するための減災の観点から建築物の耐震化を促進し、施設の安全対策を進めていく必要があり、本施策
の継続実施が必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

防災に関する意識を高めるため、防災センター等を拠点としながら、防災教室や防災訓練など
様々な場を活用して、防災に関する情報や学習の場を提供している。特に中学生防災学校に
おいては、中学生を地域の防災の担い手として育成することを目的とし、毎年の全校実施が定
着している。地域防災運営協議会については、新たに３０年度に設置が見込まれる地区があ
る。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

災害時に自身の安全確保とともに、地域の中で相互に協力し、平時から地域ぐるみで災害に
対応できる体制を構築するといった観点においては、着実な成果が認められると考える。

これまで実施してきた施策は、今後もさらに推進していく必要があるとともに、単発だけの実施で事業の
結果とすることなく、継続して事業を実施していく必要がある。また、他機関（東京消防庁、教育庁等）に
おいても、幼児期から社会人までの継続した防火防災教育が実施されているなか、これらの機関と連
携を図ることで、より効果的に推進していく必要がある。

意図 防災意識や防災行動力などの自助・共助力の向上を図っていく

結果 地域ぐるみで災害に対応できる体制を構築する

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

地区防災運営協議会については、２９年度末までに１１連合会に設置を完了しており、地域の
防災関係機関（警察・消防・医療機関等）との連携を図っている。防災教室では、親子向け宿泊
防災体験教室を開催するとともに自主防災組織、学校、事業所等を対象に起震車等を活用し
た移動教室を開催し、防災意識の向上を図っている。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）地域防災力の向上

対象 町会・自治会等が主体となった自主防災組織や世代を超えた地域防災の担い手

③防災行動力の向上

施策評価
担当部局

危機管理室 施策所管課 危機管理室防災課

政　　策 ２　安全で災害に強いまちづくり

基本施策 （３）地域防災力の向上 ０３０２０３

単位施策

①災害時に備えた「地域のきずなづくり」

②防災意識の向上

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

＜区の施策の重要度＞
1位　防災対策の充実
2位　防犯対策の充実
3位　健康づくり（保健・医療体制）の充実

＜区の施策の満足度と重要度の相関＞
重要度は高いが満足度が低いのは「防災対策の充
実」、「防犯対策の充実」などがある。防犯や防災に対
する取り組みが大きな課題となっている。

防災白書をはじめとした各種報告書等にあるとおり、地域住
民による、自助・共助の基本理念に基づく自主的な防災対策
が、減災の重要な鍵であるとしている。男女共同参画の視点
からの防災・復興対策や多様な主体が参画するまちづくり、
学校等における防災教育の推進、災害時要支援者情報の把
握の義務化など、平時からの備えとしての防災対策の重要性
が指摘されている。

洪水、土砂災害等に対する避難勧告、避難指
示の適切な発令の仕方や自主避難施設、避
難所の迅速な開設に向けた体制整備など平時
より緊急事態を想定した対応について検討し
ていく必要がある。

帰宅困難者対策をはじめとして、民間事業者による地域活動
の参加などにより、事業者の社会貢献活動への意識をはじめ
とした防災意識への関心が高まってきている。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

区民の防災意識や防災行動力を高め、地域防災力の向上を
一層強力に推進するため、地域防災計画の改定を行い、施
策を計画的に推進する。
自助及び共助を基本理念とし、より多くの区民の防災意識の
向上を目的に防災教育の推進を図る。

地震のほか、記録的な大雨、局地的な集中豪
雨や大型台風、土砂災害、竜巻など過去に経
験したことのない災害が全国で頻発しており、
それらへの対応が求められていくことが考えら
れる。

震災の教訓等を踏まえ、東京都防災対応指針の策定、首都
直下地震等による東京の被害想定の見直し、東京都地域防
災計画の修正を行い、東京都における防災対策の方向性と
具体的取り組みを示した。東京都耐震改修促進計画により、
耐震化を計画的かつ総合的に推進している。これらを具体化
するための施策として、幹線道路沿いの耐震化や、「木密地
域不燃化１０年プロジェクト」などを推進している。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

地震等大規模災害発生時においては、地域住民による、自助・共助の精神に基づく自主防災活動が減災の鍵と
なっている。このことから、初期消火等に必要な資器材の配備や資器材活用した訓練と組織の育成が重要であ
る。さらに、これまでの集合型の訓練に加え、まちかどにおいて実際の消防水利やスタンドパイプ、Ｄ級可搬消防
ポンプなどを使用した実践的な訓練を推進していく必要がある。また、要配慮者災害対策についても避難行動要
支援者名簿の登録や未登録者への勧奨、発災時の被害軽減を目的とした家具転倒防止器具取付等の事業も
今後も継続していく必要がある。

　中長期的方針

北区に住み、生活を送る区民と町会・自治会をはじめとした自主防災組織が相互に、「自らの生命・ま
ちは自ら守る」ことを防災の基本理念として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、自助・共助に
よる区民と地域の防災力の向上を推進していく。また、区民等が防災訓練等で得た知識・技術を行動
力として身につけていくためにも、幼児期から社会人までの継続した、実効的かつ実践的な防火防災
訓練を推進する必要がある。また、災害時の相互応援等を旨とした他自治体との協定や、各種物資及
び施設の提供など、民間企業・団体との災害時協定の締結を推進し、災害時の協力体制の確保に努
めていく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域防災力の向上

単位施策 ③防災行動力の向上

施策の方向
についての

妥当性

地域防災力の向上に向け、自主防災組織の育成や装備の充実を図り、区内事業者には応急活動など地
域貢献活動を求め、事業所内の備蓄を推進していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②防災意識の向上

施策の方向
についての

妥当性

地域防災力の向上の鍵は、「自助による区民の防災力向上」及び「地域による共助の推進」である。特に
中学生防災教室等をとおして災害時に地域の貴重な担い手になりえる中学生等を育成していく必要があ
る。

　単位施策の検証

単位施策 ①災害時に備えた「地域のきずなづくり」

施策の方向
についての

妥当性

地区防災会議に地域の防災関係機関（警察・消防・医療機関など）を加えた地域防災運営協議会の設置
促進は、地域の特性に応じた防災力の向上と協力体制の確立には有効な会議体であるため結成に向け
た取り組みを強化していく。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

交通事故発生件数、死傷者数とも年々減少しているが、平成２９年度は死亡者は減少したもの
の発生件数、負傷者数が微増した。増の原因は不明。

平成２９年度は微増したが、交通事故発生件数、死傷者とも着実に減少しており成果が成し遂げられて
いる。しかしながら、安全意識が薄らぐと事故は増えてしまうので、継続し事業を続けていく。

結果 交通事故などの不安がなく、安心してくらすことのできるまちづくり。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

交通安全の意識づけは、定期的、継続的に行う必要があり、３警察署、３交通安全協会と連携
し交通安全啓発事業、交通安全教室等を実施している。

基本施策 （４）交通安全対策の推進

対象 すべての区民

意図 交通ルールやマナーを学ぶ機会づくり。

施策評価
担当部局

土木部 施策所管課 施設管理課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①交通安全教育の充実

②安全な歩行者空間の確保

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ２　安全で災害に強いまちづくり

基本施策 （４）交通安全対策の推進 ０３０２０４

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

安心なまちづくりのために効果的だと思う施策は？とい
う問いに対して、交通安全教育の充実と答えた人の割
合が増加。

区内の３警察署・３交通安全協会ごとに分かれた対応
が多く、区全体としての事業展開が不足している。

交通事故件数及び死傷者数のより一層の減
少を求められ、交通安全教育、啓発活動の機
会が必要となる。

都としての交通安全計画を策定し、ＴＯＫＹＯ交通安全
キャンペーン、暴走族追放など、都独自の交通安全施
策を推進している。

交通安全対策基本法に基づく交通安全計画に実施を
目指す。

区は、区内３警察署と３交通安全協会と連携し
て交通安全教室と交通安全啓発事業を実施し
ていく。

交通安全協会を通じて、民間の協力が得られている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

子どもから高齢者までの各年代に応じた交通安全教育を推進する。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

交通安全教育の充実

②重点事業及びその理由

自転車による交通ルール、マナー違反が増えていることから、小中学生に対しての自転車安全教育を充実して
いく。
小学生に対しては自転車安全教室を実施し、受講後免許証の発行（4年生のみ）し、交通規則の遵守とマナーの
向上を目指す。中学生に対しては、スタントマンが実施する自転車のルール、マナー違反等による疑似事故の
恐怖を体験することにより、ルールやマナーの必要性を再認識させる。

単位施策 ②安全な歩行者空間の確保

施策の方向
についての

妥当性

道路の不法占有物の排除など道路利用の適正化の推進、歩道のバリアフリー化や新設・拡幅整備を進
めるといった交通安全施設の整備が必要である。
ただ、施設整備という観点において、他の施策に包括される内容なので、再編の余地あり。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　単位施策の検証

単位施策 ①交通安全教育の充実

施策の方向
についての

妥当性

警察などの関係機関と連携し、子供から高齢者までの各年代に応じた交通安全教育を推進し、交通安全
に対する意識づけを継続していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

区内防犯カメラ設置台数及びパトロールボランティアの人数については計画通り推移してい
る。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

防犯カメラの設置や防犯パトロール活動等により北区内刑法犯認知件数は減少傾向にある。
引き続き、防犯設備整備補助を行っていくとともに、パトロールボランティア団体の活動支援、
子ども向けの防犯教室や高齢者向けの振り込め詐欺に関する講話を行っていく。

区内刑法犯認知件数は、平成21年（2009年）の5,016件から年々減少し、平成27年には3,377件まで減
少したが、平成28年は3,511件と若干増加した。高齢者を狙った特殊詐欺被害等が依然として発生して
おり、被害対策について広報活動を強化すると共に、高齢者が集まる場所や機会を積極的に活用した
注意啓発に継続的に取り組む必要がある。また、ひったくりや侵入盗などの身近な犯罪に関しても、今
後とも地域の継続的なパトロール活動支援や植栽等による景観の改善活動を行っていく。

意図 防犯活動の啓発による犯罪被害の防止・抑止

結果 安全安心して暮らせるまちづくりの実現

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

防犯意識向上のために行っている子どもや高齢者向けの防犯教室や振り込め詐欺に関する
講話は計画通り実施している。また、防犯設備整備補助事業について中期計画（平成29年度
～31年度）には毎年度10の町会・自治会に対して防犯設備整備補助を行うと計画されている。
平成29年度には16の町会・自治会が防犯カメラを設置しており、平成30年度も15町会・時自治
会が設置の予定である。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （５）地域防犯活動の充実

対象 区内の希望する保育園・幼稚園、高齢者、町会・自治会・商店街・共同住宅

施策評価
担当部局

危機管理室 施策所管課 危機管理課

政　　策 ２　安全で災害に強いまちづくり

基本施策 （５）地域防犯活動の充実 ０３０２０５

単位施策

①地域防犯活動の充実

②危機管理体制の整備

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

安心なまちづくりのために防犯カメラの設置や防犯パト
ロールなど地域と連携した活動が必要である、との意
見が多い。

犯罪認知件数は平成8年から平成14年にかけて戦後 多の
記録を更新し続けたが、平成15年から減少に転じ平成29年
は平成24年のピーク時から半減した。

高齢者を狙った特殊詐欺被害等が依然として
発生しており、被害対策について広報活動を
強化すると共に、高齢者が集まる場所や機会
を積極的に活用した注意啓発に継続的に取り
組む必要がある。また、ひったくりや侵入盗な
どの身近な犯罪に関しても、今後とも地域の継
続的なパトロール活動支援や植栽等による景
観の改善活動を行っていく。

警視庁では、防犯対策の一環として街頭防犯カメラシステム
を導入し、犯罪が発生しやすい繁華街における犯罪の予防と
被害の未然防止を図っている。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を
見据え、犯罪の未然防止対策や治安対策など安全・安心な
まちづくりをさらに強化するため、平成29年10月に一般社団
法人東京都信用金庫協会、日本郵便株式会社王子郵便局・
赤羽郵便局及び王子・赤羽・滝野川警察署と「北区ながら見
守り活動に関する協定」を締結した。

平成14年度をピークに、犯罪認知件数は減少
してきているが、依然として防犯対策を求める
要望が高く、当該対策に積極的の取り組んで
いく必要がある。
また、北区の高齢者人口は引き続き増加して
いることから、高齢者を狙った特殊詐欺等への
対策を講じていく必要があり、子どもの安全・
安心についても引き続き重視していく。

町会、自治会等の見守り活動を補完するものとして、地域を
巡回する事業者が業務をしながら、街中のパトロールを実施
する「ながら見守り連携事業」を進めるため、平成２７年７月、
都内の協力企業等と防犯推進活動事業の包括協定を締結し
た。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

北区内刑法犯認知件数の減少のため、
防犯サポート事業・防犯設備整備補助事業の充実を図る

　中長期的方針

本基本政策は、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指す「安全・安心」・快適戦略の中心施策であ
る。
引き続き、防犯教室や振り込め詐欺に関する講話や町会・自治会等に対し防犯カメラ等の防犯設備整
備補助を行い、区民の地域の安全は地域で守るという防犯意識を高め、関係機関と区民が相互に連
携して地域ぐるみの防犯活動を行っていくという基本計画2010の北区基本構想に掲げた方針を今後も
推進していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

地域防犯活動の充実

単位施策 ②危機管理体制の整備

施策の方向
についての

妥当性

テロや大規模な事故など、自然災害以外の緊急事態が発生した場合に、区民の生命、身体、財産を守る
ためのしくみや計画づくりを国民保護法の主旨や東京都の計画との整合性を図りながら進めていかなけ
ればならない。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①地域防犯活動の充実

施策の方向
についての

妥当性

犯罪手口の多様化は進んでおり、引き続きそれに対応した防犯教室や出前講座を提供していく必要があ
る。年齢・性別により被害に遭いやすい犯罪を把握し、対応していかなければならない。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

陥没の年度別発生数から見ると、ここ数年減少傾向にあり、単位施策「道路ストックの適正な
管理」の活動指標である「路面下の空洞調査」は、陥没前の対応ができるという点で、有効な管
理方法である。

単位施策の方向性は、基本施策にあったものと理解できる。
都市計画道路の新設・拡幅整備では、２路線での完成を目指していたが、特に１８１号線は、地権者と
の用地取得交渉が進展せず今後は土地収用制度を活用し、早期完成を目指した取り組みを継続して
いく。区画街路３号線は、平成２５年度に事業認可を取得し、事業着手後は、用地交渉を継続して実施
している。幹線区道の新設・拡幅整備は、一部区間ではあるが完成しており一定の成果は得られた。ま
た、橋梁整備においては、新田橋、十条跨線橋、新柳橋の３橋の架替えを計画し、現在、早期着手に向
け関係機関との協議を継続して行っている。今後も、基本目標である「安全で快適なうるおいのあるま
ちづくり」に向け事業を推進する。

結果 だれもが安心して快適に移動することができる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

着実に事業推進する方向へ進捗はしているが、計画に比べると遅れている。
道路の新規整備においては、地権者からの用地取得、警視庁協議、電気やガス等の企業者調
整により事業が遅延する。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

道路の整備においては、計画と比べて進捗が遅れているが、「道路ストックの適正な管理」にお
いては、計画的な点検作業を履行している。

基本施策 （１）体系的な道路ネットワークの形成

対象 道路、橋等を利用する不特定多数の人（区民ほか）

意図 体系的な道路ネットワークや公共交通機関を整備する。

施策評価
担当部局

土木部、
十条・王子まちづくり推進担当部

施策所管課 土木政策課、十条まちづくり担当課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①体系的な道路ネットワークの形成

②道路ストックの適正な管理

③自動車交通量の抑制

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ３　利便性の高い総合的な交通体系の整備

基本施策 （１）体系的な道路ネットワークの形成 ０３０３０１

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

「幹線道路・狭小道路の整備」においては、重要度は普通の
レベルで、満足度は低い。また、「「安全・安心」・快適戦略」で
の「安心なまちづくりのための重点施策」においては、「歩道
などの改良等、安全な歩行空間の確保」が、上位３位（２
３％）となっており、積極的に事業の推進を図ることが必要で
ある。

平成２８年３月に東京都と特別区及び２６市２町が策定した
「東京における都市計画道路の整備方針」に基づき、「第四次
事業化計画（平成28～37年度）」の優先整備路線である都市
計画道路の整備を推進している。また、都市計画道路を補完
し、住民生活に密着した幹線区道や主要生活道路について
も、計画的に新設・拡幅整備を推進している。

平成37年度までの優先整備路線として、補助243号
線（540ｍ）の他、十条駅付近交通広場（約4400㎡）
が位置づけられているが、社会資本整備総合交付
金制度の活用により事業を促進することが必要であ
る。また、区内では、都施行による優先整備路線に
6路線が位置づけられている。木密地域不燃化10年
プロジェクトにより特定整備路線が新たに位置付け
られ、平成３２年に行われる東京オリンピック・パラリ
ンピックでの一時的な予算充当(都費)もあり、都施
行事業の遅れが懸念される。

東京都では、「第四次事業化計画（平成28～37年度）」に基づ
き、都市計画道路の整備を推進している。また、平成24年1月
に策定した、「木密地域不燃化10年プロジェクト」の実施方針
に基づき、震災時に特に甚大な被害が想定される整備地域
7,000ヘクタールの防災性向上を図る都施行の都市計画道路
を「特定整備路線」として選定し、2020年度までに整備するこ
ととしている。

平成30年度は、①被災地の復興②国民の安全・安心の確保
③生産性の向上と新需要の創出による成長力の強化④豊か
で活力のある地域づくりの４つを重点化する予算として掲げ
ている。その中の②に属する「地域における総合的な防災・
減災対策、老朽化対策等に対する集中的支援」があり、地域
による総合的な取組を「防災・安全交付金」により集中支援す
ることとしている。

平成２３年３月の東日本大震災以降は、復興・防災
に財源が充てられる中、平成２８年には熊本地震が
発生している。また、平成２４年１２月には中央自動
車道笹子トンネルの崩落事故が発生している。
国は、老朽化するインフラの長寿命化補修等へ重
点的に予算を配分してはいるが、今後の「国民の安
全安心の確保」財源の動向を見守る必要がある。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

都市計画道路は、体系的な道路ネットワークを形成することに不可欠な路線であり、その道路機能は、①交通機
能②防災機能③まちづくり機能④収納機能⑤景観・環境機能と多岐にわたり道路網の骨格を担っているため。
区の施行路線では、補助８７号線は区内の用地買収が終了し、道路整備に向けて企業者調整を行っている。区
画街路３号線は、継続して用地買収を行っている状況である。また、補助２４３号線においては、第四次事業化
計画・優先整備路線として平成３７年度までに整備すべき路線として位置づけられており、これらを積極的に事
業推進することが必要である。

単位施策 ③自動車交通量の抑制（⇒単位施策名の変更を検討）

施策の方向
についての

妥当性

体系的な道路のネットワーク化は未完成であり、今後も計画的に都市計画道路や幹線道路の整備を推
進する必要がある。生活道路への自動車の流入を防ぐ以外に、渋滞の緩和の要素もあるため、単位施
策名の変更を検討（案①適正な自動車交通量への抑制　案②交通総量抑制対策等の推進）

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　中長期的方針

道路は、区民の日常生活や社会生活、経済の活動を支える も基礎的な社会資本であり、多面的な機
能と役割をもっている都市基盤施設であると共に、震災時の緊急輸送路や延焼遮断帯として都市の防
災性の向上に寄与する施設でもある。一方、慢性的な交通渋滞や生活道路への自動車の流入は、社
会生活、経済や地域環境に悪い影響を与えると共に、区民生活の安全性を脅かす結果となっている。
そのため、体系的な道路ネットワークの形成により、利便性の高い、円滑な道路交通を確保しなければ
ならない。
特に、長年の懸案である十条駅付近連続立体交差事業については、東日本旅客鉄道株式会社をはじ
め、地域や関係機関との協議を整え、事業の早期着手に取り組む必要がある。また、快適環境を創出
するためには、広域的な交通総量抑制対策等による適正な自動車交通量への抑制と推進を継続的に
実施し、自動車排気ガスや騒音等の発生を抑制する必要がある。

単位施策 ②道路ストックの適正な管理

施策の方向
についての

妥当性
道路や橋梁などのインフラの老朽化を適正に管理するため、定期的な点検を行っていく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①体系的な道路ネットワークの形成

施策の方向
についての

妥当性

体系的な道路のネットワーク化は未完成であり、今後も計画的に事業を推進する必要がある。また、橋梁
架替整備事業では、橋梁本体の経年劣化や社会状況の変化を踏まえながら計画的に橋梁架替を推進す
る必要があるため、施策を見直す余地は無い。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

体系的な道路ネットワークの形成
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

鉄道駅構内のエレベーター、ホームドア整備については、概ね順調に整備が進んでいる。
北区コミュニティバス（Ｋバス）は、一路線（２ルート）でのモデル運行を経て、本運行へ移行し
た。
駅周辺へのバリアフリー等の設置については、関係機関等との協議が難航し遅れている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

鉄道駅構内のエレベーター整備については１ルート目のバリアフリー化が図られた。
北区コミュニティバス（Ｋバス）の現行路線については、利用者数も安定し地域の身近な交通手
段として定着化が進んだ。

区内全駅のバリアフリー化を進めることにりより、高齢者や障害者を含むすべての人の利便性の向上
を図り、利用者にやさしい交通施設を実現するため、引き続き事業を推進していく。
駅周辺へのエレベーター等の整備については、関係機関等との協議が難航し遅れているが、基本施策
の目標の実現に向かって早期完成を目指す。
区内交通手段の確保として、地域密着型のコミュニティバス（Ｋバス）については、公共交通機能向上地
域などを中心に、既存路線の見直しや新たな視点を取り入れた新規路線等により効果的な方策を検討
していく必要がある。

意図
交通事業者と連携し、鉄道とバスなどの乗り継ぎを円滑にするとともに、交通施設のバリアフリー化を図
る。また、公共交通網を充実するため、公共交通機能向上地域などを中心に交通手段を確保する。

結果 誰もが安心して公共交通機関を利用できる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

鉄道駅構内のエレベーター、ホームドア整備については、概ね順調に整備が進んでいる。
駅周辺へのバリアフリー等の設置については、関係機関等との協議が難航し遅れている。
北区コミュニティバス（Ｋバス）は、計画通り進捗している。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）公共交通機関の利便性の向上

対象 高齢者や障害者など支援・配慮を要する公共交通機関利用者

施策評価
担当部局

まちづくり部・土木部 施策所管課
都市計画課、土木政策課、施設管理
課

政　　策 ３　利便性の高い総合的な交通体系の整備

基本施策 （２）公共交通機関の利便性の向上 ０３０３０２

単位施策

①公共交通機関等の整備・充実

②利用者にやさしい交通施設の整備

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

出入口が複数あり乗換利用が多い駅では、バリアフ
リールートの増設や案内のわかりやすさの向上。バリ
アフリールートの迂回距離が長い駅では、２ルート目の
確保。ホームドア整備による安全性の確保とともに、引
き続き多様な障害等への理解や適切な対応について
研修等を進めるなど、こころのバリアフリーの推進が求
められている。

鉄道やバスなどの公共交通網に対して満足度が高い
一方で、区内には地形の高低差がある地区等では、円
滑な移動手段を確保するためのコミュニティバス運行を
望む声が多い。

平成30年5月、2020年東京オリンピック競技大会･パラリンピッ
ク競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現と全国に
おけるバリアフリー化を一層推進するため「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正し
た。

公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進
するため、以下の項目が新たに追加された。
・エレベーター、ホームドアの整備等のハード対策に加え、駅
員による旅客の介助や職員研修等のソフト対策のメニューを
国土交通大臣が新たに提示
・公共交通事業者等に対し、自らが取り組むハード対策及び
ソフト対策に関する計画の作成、取組状況の報告及び公表を
義務付け

　区民ニーズ

27～30年度 まちあるき点検 28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

区内における鉄道駅の移動円滑化については、エレベーター
整備等により、１５駅の1ルート目の移動円滑化が完了した。
現在は、ホームドアの整備への支援ともに地形上の段差（高
低差）があり、改札口毎に利用圏域が全く異なる駅における2
ルート目のバリアフリールートの整備へ支援を行っている。

国の多機能トイレ整備への補助制度について
も、東京都に準じた拡充が見込まれる。

2020年東京オリンピック競技大会･パラリンピック競技大会を
契機に更なる鉄道駅のバリアフリー化を推進に向けて、エレ
ベーターやホームドアに加え、競技会場周辺などの鉄道駅に
おける多機能トイレ整備への補助制度を拡充し、更なるバリ
アフリー化の促進を図る。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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①重点施策

公共交通機関等の整備・充実

②重点事業及びその理由

コミュニティバス（Ｋバス）の新規路線等の導入を求める区民要望が多いため、展開方針を策定するための調
査・検討が必要である。

　中長期的方針

新規路線については、これまでの導入候補地域を踏まえつつ、社会情勢等の変化を捉え、新たな視点
を取り入れるなど、より効果的な方策を検討していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②利用者にやさしい交通施設の整備

施策の方向
についての

妥当性
公共交通機関の利便性・快適性を促進するため、交通施設のバリフリー化を推進する必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①公共交通機関等の整備・充実

施策の方向
についての

妥当性

コミュニティバス（Ｋバス）は運行開始から10年が経過し、この間、区内の交通環境や土地利用及び人口
動態等の社会状況が大きく変化している。このような社会環境の変化に対応した、今後のコミュニティバ
ス（Ｋバス）を主体とした地域交通に係る展開方針を定める必要があることから、引き続き公共交通機関
等の整備・充実を図る必要がある。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

放置自転車台数の低減は着実に進んでおり、移送回数の増加による効果があったと考えられ
る。

総合的な駐輪対策計画は、計画通り進められている。今後とも移送自転車台数の増加による放置自転
車の削減及び適地があれば積極的に自転車駐車場の整備を進めていく。
北区自転車ネットワーク計画の策定については、計画通り進められた。今後は、計画に基づく自転車
レーン等の整備を順次行っていく。

結果 自動車・自転車の適正な利用がなされ区民が安心して快適に移動できる

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

総合的な駐輪対策の推進については、放置自転車の撤去強化や自転車駐車場の整備推進
など放置自転車の解消に向けて、各事業が着実に進められている。
北区自転車ネットワーク計画の策定については、計画通り進められている。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

放置自転車の防止については、計画通り移送車両の拡充と土日の移送を実施することで移送
回数が２８８回増加した。

自転車駐車場の整備については、計画通り整備を行い収容可能台数を３１６台増やした。

自動車駐車場は、計画通り現状維持に努めた。

基本施策 （３）自動車・自転車利用の適正化

対象 北区内で自動車・自転車を利用する人

意図
違法駐車や放置自転車をなくし、歩行者、自転車、自動車がともに安全で安心して通行できる道路空間を
創出する

施策評価
担当部局

土木部 施策所管課 土木政策課・施設管理課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①違法駐車・放置自転車の防止

②駐車場・自転車駐車場の整備

③歩行者・自転車が利用しやすい環境づくり

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ３　利便性の高い総合的な交通体系の整備

基本施策 （３）自動車・自転車利用の適正化 ０３０３０３

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

自転車駐車場の整備を望む割合は高いが、整備状況
について不満に思う割合が高い。

定例的な違法駐車等防止活動の実施
自転車駐車場の整備及び撤去活動の強化
北区自転車ネットワーク計画を策定予定（Ｈ31.3）

東京都は、自転車活用推進法の施行に伴い、
「（仮）東京都自転車活用推進計画」を策定す
る。区においても、自転車関連の総合計画とし
て、今後は、（仮）北区自転車活用推進計画」
を策定していく予定としている。そのため策定
予定の北区自転車ネットワーク計画はその計
画に移行する予定である。

自転車利用者や自転車使用事業者等に対して、適正な利用
に必要な技能及び知識の習得、自転車の点検整備の実施
等、自転車の安全利用に取り組むよう条例を制定した。

自動車の交通渋滞の解消に努めている
自転車活用推進法（Ｈ29.5施行）の施行に伴い、国土交通省
では自転車活用推進計画を閣議決定（Ｈ30.6）した。

今後、策定予定の「（仮）北区自転車活用推進
計画」では、シェアサイクル、駐輪場整備計
画、自転車ネットワーク計画など自転車に関す
る総合計画となることから、自転車における施
策、事業体系が確立される。

違法駐車等防止活動及び放置自転車クリーンキャンペーン
については、交通安全協会及び警察署を通じて民間の協力
が得られている。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

駅周辺の放置自転車の多くは買物等の一時利用によるものが多く、特に赤羽駅周辺には一時利用のための自
転車駐車場が少ないため路上にコイン式の自転車駐車場の整備を行う必要がある。
今後は、赤羽駅東口周辺に加え、可能な限り駅周辺に自転車駐車場を整備する予定である。

単位施策 ③歩行者・自転車が利用しやすい環境づくり

施策の方向
についての

妥当性
自転車が安心して走れる道路上の空間等の整備環境を推進していく必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　中長期的方針

平成２９年５月に「自転車活用推進法」が施行された。法律の中に「環境負荷の低減」「災害時の交通機
能」「健康増進」など、自転車の活用を推進することが明記された。交通体系の中で自転車の役割が大
きく求められている。又、高齢化率の高い北区では健康増進等が重要な課題となっており、自転車活用
の推進に関する施策の充実が必要である。引き続き、自転車駐車場の需要が高まることから既存の空
間を利用したコイン式自転車駐車場の整備を行っていく。合わせて放置自転車の移送強化も継続して
行う。

単位施策 ②駐車場・自転車駐車場の整備

施策の方向
についての

妥当性

利用しやすい自転車駐車場や指定置場を設置・増設することにより自転車駐車場の利用効率が上がり
駅周辺の放置自転車をなくすことは、都市基盤である道路や駅前広場等の機能を確保、維持するために
必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①違法駐車・放置自転車の防止

施策の方向
についての

妥当性

違法駐車及び放置自転車の防止は、円滑な自動車交通環境を確保することが歩行者等が安心して歩道
等を通行するために必要な対策である。そのためには利用者のモラルを高め、快適な区民の生活環境を
確保するためにも継続的な取り組みが必要である。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

駐車場・自転車駐車場の整備
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

区内及び区施設の必要な情報基盤は整備されている
区施設を網羅した情報通信基盤の整備や、それを生かした情報システムの開発、運用が進め
られている
共同運営電子申請等インターネットでの手続きを区の業務で可能なものに取り入れている

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

区ホームページへのアクセス件数は、ほぼ増加傾向にある。
区施設の情報通信基盤は整備されている。
インターネット利用による電子申請は年々増加している。

区内の情報通信基盤は整備され、都市部として必要な水準をみたしている
区施設の情報通信基盤は整備され、電子区役所として機能している
ＩＣＴの有効活用は着実に拡大している。
情報通信基盤の整備に伴い、区の業務のシステム化が進んでいる

意図 区民の利用しやすい情報通信基盤の整備を進める

結果
だれもが安心して利用できる区民サービスと簡素で効率的なスピード感ある区政運営が実現さ
れる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）情報通信基盤の整備

対象 すべての区民、区職員

施策評価
担当部局

区民部 施策所管課 区民情報課

政　　策 ４　情報通信の利便性の高いまちづくり

基本施策 （１）情報通信基盤の整備 ０３０４０１

単位施策

①区民が利用しやすい情報通信基盤の整備

②区政の高度情報化

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

携帯電話やパソコンといった情報端末の所有が90％を
超えており、区民生活に深く浸透している。一方、イン
ターネット等による電子自治体の推進に対する満足
度ー０．１と低く、施策の重要度も０．３と低い

平成２５年６月に「世界 先端ＩＴ国家宣言」を閣議決定、平成
２８年１２月には国が官民データ利活用のための環境を総合
的かつ効率的に整備するための「官民データ活用推進法」が
公布・施行された。平成２９年６月には「未来投資戦略2017」
が閣議決定され、データ活用基盤の構築・制度整備、マイナ
ンバーカードの利活用推進等、ＩＣＴ政策の方向性が示され
た。さらに、2020年に向けた社会全体のＩＣＴ化の推進を行っ
ている。

オンライン手続の一層の拡大やＩＴＣを活用した
区民が利用しやすい情報基盤の整備
全体 適化を目指した技術（クラウド・仮想化）
の検討
情報通信基盤への新たな脅威に対する防御
の強化
官民データ活用推進に関する計画の整備

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

区役所内の情報通信基盤は着実に整備が進められ、一定水
準に達している。今後は維持管理を含めた全体 適化が課
題となっている。

区民とともに区政を推進するために、ホームページの改善が
行われ、オンライン手続も進めている。

区役所の情報通信基盤においては、強靭化を実施するなど
情報セキュリティの強化に努めている。

区内の情報通信基盤について、今後は維持管
理を含めｔた全体 適化が課題となる
区政に関する一層の情報提供、透明性、効率
性等の拡大が求められる。
情報通信基盤への新たな脅威（標的型攻撃、
ＷＥＢ感染型マルウエア、今後発生する未知
の脅威）
地方自治体が保有するデータの容易な活用の
要求強化

平成28年３月に「東京都における情報通信施策の展開に向
けた現状・課題と今後の方向性」を策定、ＩＣＴを政策実現の
ツールとして利活用することを通じ、地域活性化や新ビジネス
の創出等を目指す「都民生活の質の向上」の実現に向けた取
り組みを進めている。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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②重点事業及びその理由

平成２７年３月に策定した「北区情報化基本計画２０１５」では、計画のビジョンを「情報通信技術を活用し、地域
と行政の基盤を高度化、効率化し、真に利便性の高い電子自治体を構築する」とし、区民サービスにおける情報
化の推進、地域における情報化の推進、行政における情報化の推進について目標を定めている。今後、情報化
施策は、急速に進む著しい技術革新を踏まえ、情報通信における社会的インフラとしての情報端末（スマートフォ
ンなど）の区民への浸透やマイナンバー制度、行政手続きのオンライン化、オープンデータの動向を視野におい
て、進めていく必要がある。
また、区の情報通信基盤は、災害等緊急時にも対応できるような基盤強化と、個別システムだけでなく全体の効
率化、効果化という全体 適化が重要な課題になる。

　中長期的方針

本施策の方針や具体的な重点を置く単位施策・事業は、区の多くの部署にかかわるものであるため、
区の中長期的な情報化施策の計画である「北区情報化基本計画」の中で検討され、定められるべきも
のである。しかしながら、急速に進む著しい技術革新により、短期間に情報化施策を取り巻く状況は急
変するため、そのような環境に即した内容にする必要がある。
現行の計画である「北区情報化基本計画２０１５」が、計画期間１０年の半分を経過する平成３１年度に
予定しているローリングに合わせて見直し検討を行うこととする。

妥当性の検証 C:妥当性は薄れている（方向性や再編等の見直しが必要）

　単位施策の検証

単位施策 ①区民が利用しやすい情報通信基盤の整備（⇒廃止を検討）

施策の方向
についての

妥当性

今後、区の情報通信基盤の整備は、災害等緊急対策や全体の 適化など「計画的・効率的な行財政運
営の推進」の一環として整備を進めていくこととなる。オープンデータは、様々な地域課題を解決するため
の貴重な資源としてとらえることが重要である。
区内や区施設の情報通信基盤は一定の整備が進んでおり、単位施策として区政の高度情報化と別に位
置づける必要はないため、単位施策自体の廃止を検討

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

区政の高度情報化

単位施策 ②区政の高度情報化

施策の方向
についての

妥当性

マイナンバー制度の実施に伴う行政手続オンライン化の拡大やスマートフォン等の情報端末利用拡大等
への対応など、ＩＣＴ技術の有効活用は、すべての業務において一層必要なものになっている。また、地域
課題の解決に資するように、多様な人に情報資源として利用されるオープンデータを推進する。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

区ホームページアクセス数、施設予約システム利用件数、図書予約システム利用件数など、各
成果指標となる利用件数は伸びており、情報活用能力の向上を示している。

情報通信基盤の整備、スマートフォンなど情報機器の日常的な使用による普及拡大により、区民の情
報活用能力は高まっており、それに伴い、区のオンラインサービスの区民利用も拡大している。

結果
格差なく情報通信の利便性を享受し、区民、事業者、団体等と協働して、防災、子育て支援など地域の課
題の解決に役立てる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

文化センターの情報活用講座の参加者数は、区民が日常的に情報通信機器を使用し、活用能
力が高まっていることを示している。
区立小中学校におけるＩＣＴ整備（無戦ＬＡＮ、タブレット等）は計画どおり全校に導入となる見通
しである

基本施策 （２）情報活用能力の向上

対象 すべての区民

意図 ＩＣＴを有効活用できるようにする。

施策評価
担当部局

区民部 施策所管課 区民情報課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①情報活用能力の向上

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ４　情報通信の利便性の高いまちづくり

基本施策 （２）情報活用能力の向上 ０３０４０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

インターネットへの接続は約７割だが、区政情報の入
手先では、圧倒的に北区ニュースが高く、インターネッ
トは約２割にとどまっている。

小中学校の情報教育は、ＩＴ機器が整備され、各教科の中で
実践的に行われている。

区内の情報基盤の整備、情報機器の普及に伴い、区民全体
の情報処理能力は向上しているが、情報弱者の情報格差へ
のサポートは継続して取り組む必要がある。利用しやすさ（ア
クシビリティ）への配慮として、北区ホームページでの音声読
み上げソフトや文字拡大などの対応を行っている。

情報利用における情報セキュリティや情報モラルの問題が増
大している。

技術革新により、新たな情報機器が普及し、利
便性、使い勝手の向上が進んでいるが、すべ
ての区民が必要な情報活用をできるようにす
る必要がある。
情報利用の拡大に伴い、情報セキュリティや情
報モラルの問題が一層深刻化することが予測
されるため、対策を強化していく必要がある。

都民の情報活用能力向上のための施策の方向等は特に示さ
れていない。

平成２５年６月１４日に２０２０年に世界 高水準のＩＴ利活用
社会の実現とその成果を国際展開することを目標とした「世
界 先端ＩＴ国家創造宣言」を閣議決定し、その中で「国民全
体のＩＴリテラシーの向上」が示された。

情報格差を解消させる取り組み
情報セキュリティ対策の強化

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

これまでに、情報活用の学習機会は民間を中心に多様な形で提供が拡大しており、また情報通信基盤
の整備や情報機器の普及に伴って多くの区民が日常的にＩＣＴを利用し、情報活用機会が増えるている
ことにより区民全体の情報活用能力は高まってきている。
このような中で、情報活用が難しい高齢者や障害者など情報弱者へのサポートに重点を置き、すべて
の区民が情報通信の利便性を活用して豊かな生活が送れるようにするとともに、安全安心に情報を活
用できるように、情報セキュリティや情報モラルの知識の向上に取り組んでいく必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①情報活用能力の向上

施策の方向
についての

妥当性

情報通信基盤の整備、情報機器の普及により区民が日常的に情報機器を使用し、情報活用の機会が拡
大し、区民全体の情報活用能力は高まっている。一方で、情報弱者に対する情報活用のサポートに重点
を置いた取り組みを行っていく必要は依然として高い。
情報機器を使用した情報の活用が日常化する中で情報セキュリティや情報モラルの問題も深刻化してい
るため、その対策が重要性を増している。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

情報活用能力の向上

②重点事業及びその理由

情報機器を使用した情報の活用が日常化する中で、情報格差の解消や深刻化する情報セキュリティ事故などへ
の対応が必要となってくる。
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

区営住宅９棟のＥＶ設置、新設準備１カ所（浮間四丁目）、区営高齢者住宅の開設１カ所（赤羽北）、新設
準備２か所（滝野川三丁目・栄町）
分譲マンションの耐震化を促進するため、引き続き分譲マンション管理無料セミナー等を活用するなどＰＲ
活動を積極的に行う。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

同一団地の別棟で過年度にＥＶを設置したＥＶ無し住棟の居住者から、ＥＶの早期設置要望が上がってい
る。
民泊や震災等の時事的な事柄による影響が少なからずあるものの、分譲マンション管理無料セミナー等
での建物の維持管理に対する啓発により、劣化診断や個別相談等の実績につながっている。

公営住宅の建替え等は、既存の建物の長寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減につながる建
替え計画を実施する。
また、引き続き、自己所有の住宅の長寿命化を支援していきます。また、分譲マンション管理無料セミ
ナー等を活用して、分譲マンション耐震化の促進を進めていく。

計画事業の
進捗状況

公的住宅の供給・維持管理については、平成２６年に策定（平成２７年改定）した「北区公営住宅のストッ
ク活用及び長寿命化計画」に基づき、計画的に事業を実施している。
住宅の維持管理・建替えの支援事業については、自己所有の住宅のリフォーム等を支援し、快適な居住
環境を確保している。また、分譲マンションの耐震化を促進するため、東京都と連携し、平成２６年度及び
平成２８年度に個別訪問による啓発活動を実施した。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （１）良質な住宅の供給

対象 北区への居住希望者

③住宅の維持管理・建替えの支援

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課 住宅課　企画課

単位施策

①民間住宅の供給誘導

②公的住宅の供給・維持管理

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

意図
様々な世帯層に対応した良質で多様な住宅を供給するこで、安心して住み続けられる良質な住宅ストック
の形成を図る。

結果 様々な世帯層が、住み続けやすい環境となり、定住化が定着している。

　実績の評価

政　　策 ５　快適な都市居住の実現

基本施策 （１）良質な住宅の供給 ０３０５０１
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」に基づき、
実施している。

補助金を 大限に活用するためにも、国や都
の方針や考え方への即時対応を求められる。

公営住宅の建替え及び修繕について、補助金事業を実施し
ている。

２　施策の見直し

長寿命化計画に基づく事業について、補助金事業を実施して
いる。

公営住宅等の効率的かつ円滑な更新を実現
する上で、更なる公営住宅等の長寿命化とライ
フサイクルコストの縮減が求められる。

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

公的住宅の供給・維持管理

単位施策 ③住宅の維持管理・建替えの支援

施策の方向
についての

妥当性

分譲マンションの適正な維持管理を促進するために、相談体制の提供や助成制度の活用によって、一部
高齢化が進んでいる管理組合を支援していく必要がある。

②重点事業及びその理由

区営住宅の建替え
住宅セーフティネットの構築を進め、住宅の困窮度が高い世帯の居住の安定を図るため。

　中長期的方針

建替え時期を迎える区営住宅については、土地の有効活用など、様々な建替え手法を総合的に検討
する。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②公的住宅の供給・維持管理

施策の方向
についての

妥当性

既存の区営住宅は、順次建替え時期を迎えるため、ライフサイクルコストの縮減を図りつつ、長寿命化計
画に合わせて進めていく。

　単位施策の検証

単位施策 ①民間住宅の供給誘導

施策の方向
についての

妥当性

計画事業となっている学生向け住宅の誘致については、時期・場所ともに検討中の課題となっている。住
宅の建設、建替えにあたっては、良質な住宅ストックの形成に向けて、様々な角度から検討を重ねてい
く。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

東日本大震災を機に改めて首都直下地震の切迫性に鑑み「地震・水害に強い安全・安心なまちづくり」に
全力で取り組んできた結果、防災まちづくり面では志茂三丁目において平成27年度の防災街区整備地区
計画の都市計画決定を布石に、本区で初の防災街区整備事業（共同建替え）の事業化に辿り着けた。
「区民とともに」の区政運営の基本姿勢のもと、官民の役割分担により、区は事業環境を整え土地利用等
を誘導し、民間は地区計画など一定のまちづくりルールのもと事業を進める格好のモデルケースとなっ
た。今後もこのスタンスを確実なものとして、まちづくりを一層進めることが重要である。

防災街区整備事業による共同建替えや住民発意の市街地再開発事業など、民間主導のまちづくりに
よる住環境整備が進んでおり、事業検討の初期段階から区が支援してきたことの成果が着実にあがっ
ている。
また、都市防災不燃化促進事業による住宅の建替えや密集事業による公園・道路整備も、区民や民間
事業者と協力しながら地道に成果をあげているところであるが、切迫した首都直下地震の備えを進める
ためにも、関係機関が進める事業とも連携を図りながら、一層の住環境整備を進めていくことが重要で
ある。さらには、老朽化等により更新の時期を迎えた公共施設整備についても計画的に進めていく必要
があり、それを機会とした住環境整備も積極的な展開を必要とする。

結果 住み続けたい、移り住みたいと思われる良好な住環境を整備する。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

＜老朽家屋対策＞平成２８年度に空家実態調査を実施するとともに、空き家相談窓口の開設や個別相
談・所有者向けの講演会を実施した。
＜居住可能な空き家対策の検討＞平成２９年度は区の諮問機関として空家等対策審議会を設置し、空
家等対策計画を策定した。今後は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき策定した北区空家
等対策計画を積極的に推進し、総合的な空き家対策を実施していく。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

概ね計画通りに事業量を達成している状況にあるば、民間主体の市街地再開発事業や、修復型の防災
まちづくり事業など、区が活動量をコントロールしきれない事業もあり、それぞれの事業の特性に応じて指
導・助言・周知の徹底等手段を講じて事業の推進・促進を図っている。

基本施策 （２）良好な住環境の整備

対象 区内の居住者（転入等による将来居住者含む）

意図
多様なまちづくり事業や大規模住宅団地の建替・更新等の機会を生かした公共施設整備や、区民や民間
事業者との協働による緑化の推進など、地域特性に応じた土地利用を推進・誘導する。

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
まちづくり推進課・十条まちづくり担当課・
王子まちづくり担当課・住宅課・建築課・土
木政策課・環境課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①まちづくり事業と連動した環境の整備

②みどり豊かな住環境の整備

③大規模住宅団地の建替え・再生

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ５　快適な都市居住の実現

基本施策 （２）良好な住環境の整備 ０３０５０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

区の将来像では、「健やかに安心して暮らせるまち」が5割を
超え も高く、さらに全ての年齢で も高くなっている。次い
で「安全で災害につよいまち」が約4割となっている。また、自
身が住んでいる地域の将来像では「公園や緑などの多い自
然と親しめるまち」が5割を超えて も高い。これらのことか
ら、本基本施策は、区民ニーズに沿ったものであると言える。

豊島四丁目大規模工場跡地等では地区計画（平成16年度策定、平
成28年度改定）を導入し、公共施設を再編・整備するとともに、道路
公園等の整備、有効空地の確保、住宅供給を適切に誘導している。
また、市街地総合整備事業（拠点型）を活用し、周辺の公共施設等
の整備もあわせて進めている。
木造住宅密集地では、住宅市街地総合整備事業（密集
型）に基づき事業展開するとともに、防災街区整備地区計画を導入
し、防災性の向上を図っている。
主要駅周辺での市街地再開発事業の事業化・具体化や、大規模な
共同住宅整備も計画されており、保育園・学校等公益施設需要など
を含めた住環境の整備についても庁内連携を進め調整が図る必要
が生じている。

各まちづくり事業のより積極的に活用すること
で、地区の特性に応じたきめ細やかな住環境
を整備するとともに、道路、公園等の公共施設
を整備を進めることで、地域のきずなづくりにも
つながる良好な居住空間を整備する必要があ
る。
東京都や民間の事業にあわせて周辺の公園・
道路整備や公共施設再編を進め、地域一体の
まちづくりを進めるとともに、土地の高度利用
により創出される用地においては、民間活力
導入が福祉インフラ等の地域の行政需要に応
えるものとなるよう、地域や関係機関と調整す
る必要がある。

東京都住宅マスタープラン（平成29年3月）では、都営住宅の
現在のストックを 大限活用し役割を果たすとともに、耐震改
修や老朽化した住宅の地域特性を勘案した計画的な建替え
を進めるとしている。また、公共住宅の建替えによる創出用
地について、福祉インフラ整備への活用を進めるともしてい
る。
木密地域不燃化10年プロジェクトは平成32年度までの事業
期間となっており、その後の事業展開を検討している。

ＵＲ都市気候（独立行政法人）が平成19年12月に策定した「Ｕ
Ｒ賃貸住宅ストック再生･再編方針」では、人口・世帯減少、都
市のコンパクト化への対応を新たな方向性として、平成30年
度までに、約77万戸のうち約5万戸を削減、平成60年度
頃までに概ね3割を削減するとしている。区内には約１
万２千のUR賃貸住宅があり、これらの動きも注視して
いく必要がある。

ＵＲ都市機構や民間の事業について、高齢化
及び将来の人口減少に対応しうる持続可能な
コミュニティ形成に配慮した、地域一体の良好
な住環境整備につながるよう誘導する。
地域や関係機関に対しては、各まちづくり事業
の効果等を事前明示するなど、行政が積極的
かつ丁寧に働きかけることで、事業への理解を
深めてもらう。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

住環境整備においては、将来にわたり住民が安心快適に過ごすことができ、地域特性を踏まえたもの
であることが大切である。そのためには、住宅供給や公共施設整備などにおいては、地域や事業者と
の丁寧な合意形成もと、協働により各事業を活用し、長期的に取り組む必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①まちづくり事業と連動した環境の整備

施策の方向
についての

妥当性

快適な住環境整備には、防災性や利便性、緑化など様々な側面から進める必要があり、多様なまちづく
り事業と連動した整備は引き続き必要となる。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

まちづくりの事業と連動した住環境の整備
大規模団地の建替・再生

②重点事業及びその理由

赤羽駅周辺のまちづくりの推進、十条駅周辺のまちづくりの推進、赤羽台周辺地区住宅市街地総合整備事業の
推進、王子駅周辺まちづくりの促進

主要駅周辺の再開発による住宅供給は、新しい世帯の定住化が期待できるだけでなく、教育環境や周辺まちづ
くりへの影響も大きく、地域にあったまちづくりへ適切に誘導することが肝要である。
また、老朽化した団地建替事業は、民間の建設事業に比べ道路及び公園整備において、良好な住環境の整備
のために重要である。

単位施策 ③大規模住宅団地の建替え・再生

施策の方向
についての

妥当性

大規模団地の建替えによって、建物の高度利用による新たな緑地や空地の創出、良好な住環境の整備
に寄与していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②みどり豊かな住環境の整備

施策の方向
についての

妥当性

住宅の建替えに伴う緑化などは、区民との協働による緑豊かな住環境整備へつながっており、今後も地
道に、堅実に取り組む必要がある。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

タイムラグはあるが、民間の分譲マンションや建売住宅の建設件数が多いときには、親元近居助成の申
請件数が増加する傾向があると思われる。
また、高齢者世帯転居費用助成や立ち退きの場合の助成は、アパートの老朽化に伴う建替えなどが主な
理由であり、景気動向などに影響されやすい。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）
助成要件や仕様の緩和により助成件数が増加する傾向がみられ、住環境の改善につながった。

両事業とも、計画目標を設定する際の分析をより詳細に検討する必要がある。
また、住宅展示場へのパンフレットの設置等事業のＰＲを積極的に実施しており、近年は、年に数回、
住宅雑誌ＳＵＵＭＯなどにも掲載される等、引き続きＰＲに努め、助成実績を向上させることにより、住
環境の更なる向上を図る。

意図
北区に転入する子育て世帯・若年層への定住促進を検討するとともに、子育て支援や教育環境の充実な
ど、子育てしやすい環境づくりを進め、子育て世帯・若年層の定住促進や居住継続の支援、高齢者・障害
者世帯の居住継続の支援を行う。

結果
子育てファミリー層・若年層の定住が促進され、人口が増加するとともに、学校などを通じて地域コミュニ
ティへの参加が増加し、まちがにぎわい、様々な世代が快適な住宅に居住して安心な生活ができている。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

子育て世帯の居住支援については、親元近居助成・三世代住宅建設等助成といった事業により、想定件
数を下回ってはいるものの、実績は着実に積み上がっており、ファミリー層の転入や高齢者の定住化に
貢献している。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （３）子育て世帯や高齢者・障害者世帯の居住支援

対象 子育て世帯、若年層、高齢者・障害者世帯

③高齢者・障害者世帯の居住継続の支援

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
住宅課、健康推進課、障害福祉課、施設管理
課、学校改築施設管理課、学校支援課、教育
指導課、子ども未来課、子育て施策担当

政　　策 ５　快適な都市居住の実現

基本施策 （３）子育て世帯や高齢者・障害者世帯の居住支援 ０３０５０３

単位施策

①子育て世帯の定住促進

②子育て世帯の居住継続の支援

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

平成２８年３月に見直された住生活基本計画では、「若年世
帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現」「高齢者
が自立して暮らすことができる住生活の実現」「住宅の確保に
特に配慮を要する物の居住の安定の確保」などが目標として
掲げられている。

国が作成した住生活基本計画では、基本的な
施策として、「三世代同居・近居の促進」や、
「住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住宅
を確保できる環境の実現」などが提示されてい
る。
今後更なる促進を検討する必要が生じると思
われる。

　区民ニーズ

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

北区住宅マスタープラン２０１０に基づき順次事業を展開して
いく。 区では、北区住宅マスタープランについて、平

成３１年度末に向けて改定作業を実施してい
る。また、近年、住宅セーフティネットに対する
ニーズが多様化している中、多様な主体・分野
との連携により、様々な世帯に適切に対応でき
る住宅セーフティネットを確立し、居住の安定を
確保する必要がある。

平成２９年３月に見直された東京都住宅マスタープランでは、
「住まいにおける子育て環境の向上」を目標として、近居・多
世代同居の促進などが掲げられた。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

子育て世帯の居住継続の支援
高齢者・障害者世帯の居住継続の支援

②重点事業及びその理由

住宅確保要配慮者の居住支援事業
新たなセーフティネット制度に合わせ、子育て世帯、高齢者・障害者世帯等の住宅確保要配慮者に対する支援
の必要性が、非常に高くなってきている。

　中長期的方針

設立予定の居住支援協議会や居住支援法人とともに、住宅確保要配慮者に対する、ハードとソフトの
両面からの支援を実施していく。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ③高齢者・障害者世帯の居住継続の支援

施策の方向
についての

妥当性

従来の事業は、平成２８年３月に見直された国土交通省作成の住生活基本計画において、今後の方向
性として、
「居住者からの視点」
目標１　結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
目標２　高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
目標３　住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
を掲げており、本計画と合致しているため、推進していく。また、住宅確保要配慮者への対応については、
今後、居住支援協議会を設立し、協議会の意見を重視しつつ事業展開していく。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②子育て世帯の居住継続の支援

施策の方向
についての

妥当性

定住については、住宅だけでなく、教育、医療、環境等、子育て世帯が居住地を選択する理由が多様化し
ている。
平成２８年３月に見直された国土交通省作成の住生活基本計画では、今後の方向性として、
「居住者からの視点」
目標１　結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
目標２　高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
目標３　住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
を掲げており、本計画と合致しているため、推進していく。

　単位施策の検証

単位施策 ①子育て世帯の定住促進

施策の方向
についての

妥当性

定住については、住宅だけでなく、教育、医療、環境等、子育て世帯が居住地を選択する理由が多様化し
ている。
平成２８年３月に見直された国土交通省作成の住生活基本計画では、今後の方向性として、
「居住者からの視点」
目標１　結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
目標２　高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
目標３　住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保
を掲げており、本計画と合致しているため、推進していく。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

景観づくりシンポジウムや景観ワークショップ等のイベントにおけるアンケートでは満足度が高く、機運の
醸成につながっている。

基本施策を推進するために実施している各単位施策については、着実な成果を上げている。

結果 地域特性を生かした魅力的な都市空間の形成

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

景観まちづくりの推進
地域住民の機運の醸成や合意形成に合わせ、協働し事業を推進する必要があるが、おおむね計画に
沿って進捗している。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

景観届出審査数や景観形成重点地区の指定、景観情報誌の発行や講座の開催、美化ボランティア制度
における登録団体数など、景観まちづくりの推進事業においては、地域住民や民間事業者の動向に影響
される面もあるが、目標値については、おおむね達成している。

基本施策 （１）美しいまち並みの創造

対象 すべての区民

意図 自発的な取り組みによる景観づくりが促進される

施策評価
担当部局

まちづくり部 施策所管課
都市計画課、まちづくり推進課、環境
課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①北区らしい景観の創出

②景観まちづくりの推進

③美化の推進

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ６　うるおいのある魅力的な都市空間の整備

基本施策 （１）美しいまち並みの創造 ０３０６０１

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 27,28年度
景観づくりシンポジウム、ワークショップに
おけるアンケート

観光振興に関する取組みの中で、重視すべきだと思う
取組みは、「地域の自然、歴史的な建造物など景観や
まちなみの保全」が5割近くと も高くなっている。

シンポジウム、ワークショップの内容について、８割以上
の参加者が良かったと回答している。

景観法に基づく届出制度や景観形成重点地区指定、新景観
百選の選定の選定などにより、まちづくりにおける景観形成
や区民意識の向上に取り組んでいる。
また、まちの美化を進めるために美化ボランティア制度などを
活用し、花とみどりで彩られたうるおいのあるまちづくりを進め
ている。

新たな景観形成重点地区の指定や自主的な景観づ
くりの普及啓発活動により、景観まちづくりへの機運
が醸成されるとともに、より地域に即した景観まちづ
くりを進めるための規制誘導が行われる。

受動喫煙対策の一環で、屋外での喫煙が増えるこ
とが予想される。平成１９年３月、景観法に基づく景観計画を策定し、景観行政

団体としての景観行政を推進している。
「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行、「東京都受
動喫煙防止条例」が都議会で採択された。

美しい国づくり政策大綱（平成１５年７月策定）に即して、各種
の施策を展開している。平成１７年６月に景観法を施行し、都
市計画法や屋外広告物法等の関連法規の改正など総合的
な整備を図るとともに、税制や補助制度などの総合的な施策
を実施している。
また「健康増進法」の改正案が可決され、受動喫煙対策が強
化される。

景観づくりに関する情報提供を積極的に行い、区民
や事業者の景観意識の啓発及び景観まちづくり活
動の支援を行う。
届出対象行為に対して、届出や事前協議、事前相
談により、良好な景観形成を誘導する。
景観形成重点地区や景観形成方針地区への指定
を推進する取り組みを行う。
美化ボランティア制度による活動の周知、支援を行
う。
区との協働による歩きタバコ禁止等のキャンペーン
を強化していく。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

北区らしい景観の創出
景観まちづくりの推進

②重点事業及びその理由

景観形成重点地区の指定
中央公園周辺地区を景観形成重点地区に指定することにより、地区固有の景観資源や景観特性を活かした良
好な景観まちづくりを区民協働により推進する。

　中長期的方針

北区が目標とする「安全で快適なうるおいのあるまちづくり」を推進する上では、北区を特徴づけるさま
ざまな景観的な要素を「区民とともに　まもり　つくり　そだてる」ことが必要である。このため、地域特性
を活かした個性ある景観形成及び美化の推進を区民とともに進めていかなければならない。

単位施策 ③美化の推進

施策の方向
についての

妥当性

美化ボランティア活動により、区と地域住民の協働による地域美化が促進される。また、指定喫煙場所の
環境改善により、迷惑喫煙防止も図られる。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②景観まちづくりの推進

施策の方向
についての

妥当性

重点地区指定により、地区独自の景観まちづくりの目標、方針、基準が策定され、地域住民の自主的な
取組みにより、良好な景観づくりが促進される。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

　単位施策の検証

単位施策 ①北区らしい景観の創出

施策の方向
についての

妥当性

地域の特性に応じた方針と景観形成基準を設定し、景観づくりを推進していく。 近では、建物自体の景
観に付加価値をおくことへの重要性も浸透し、助言、指導事項を設計に反映することも多くなっている。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

「区民主体の身近な公園づくり」や「季節感あふれる公園づくり」において、協働による整備を推進をしてい
るが、公園の新設整備おいては、許可使用者との立退き補償交渉において時間を要し一部遅延してい
る。
「うるおいのある水辺空間づくり」においての、荒川緑地への指定管理者制度導入箇所数は、ほぼ予定通
りとなっている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

「区民主体の身近な公園づくり」においての補足指標として、「美化ボランティア」の団体数は横這いの数
値であり、公園等への愛着があると判断できる。また、「区民の意識・意向調査」における生活環境評価
において、「公園・広場・子どもの遊び場などの公共空間」の満足度は普通との評価であるが、「地域の将
来像」の期待度では、「公園や緑などの多い自然と親しめるまち」が５割を超え も高くなっており、より一
層の整備推進が望まれていることが理解できる。

基本計画、中期計画に基づき事業を推進しており、単位施策の方向性は、基本施策にあったものと判
断する。
公園等の整備においては、地域住民の意見、要望を取り入れ、可能な範囲で公園の整備内容に反映
させている。また、新設公園、再生整備の整備箇所数においては、許可使用者との立退き補償交渉や
企業者占用工事の長期化による影響で、進捗が遅れている。また、「水辺空間づくり」においては、平成
29年4月より荒川岩淵関緑地バーベキュー場および荒川岩淵関緑地駐車場に指定管理者制度を導入
し、稼働率の向上や経費の縮減を図るとともに、利用者の満足度を向上させ、区民サービスの向上を
図っている。

意図 美しい街並みやみどりあふれる魅力的な公共空間を整備する。

結果 だれもが愛着を感じ、やすらぎとうるおいを感じることができる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

公園整備には、用地買収や土地貸借契約等による用地の確保が必要であるが、その過程の用地交渉期
間が不確定のため、整備完了時期に影響を与える。また、企業者（ライフライン）調整や予測しない不慮
のできごと（企業者工事、土壌汚染問題）があり、整備完了時期に影響がでることから一部遅延している。

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）魅力ある公園・水辺空間の形成

対象 公園、水辺等を利用する不特定多数の人（区民ほか）

③うるおいのある水辺空間づくり

施策評価
担当部局

土木部（まちづくり部） 施策所管課
土木政策課、道路公園課（まちづくり推進
課、十条まちづくり担当課）

政　　策 ６　うるおいのある魅力的な都市空間の整備

基本施策 （２）魅力ある公園・水辺空間の形成 ０３０６０２

単位施策

①区民主体の身近な公園づくり

②季節感あふれる公園づくり

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

生活環境評価において、「公園・広場・子どもの遊び場などの
公共空間」の満足度は普通との評価であるが、「地域の将来
像」の期待度では、「公園や緑などの多い自然と親しめるま
ち」が５割を超え も高くなっている。また、「生活圏・行動圏」
調査においても、「公園、児童遊園、遊び場」が４割を超え１
位となっている。

社会資本整備重点計画においては、一人当たり公園面積と
いった都市公園事業における指標だけでなく、都市の緑と
オープンスペースにおける総合的・事業横断的な指標を定め
ている。一方、少子高齢化社会の急速な進展・人口減少への
転換、循環型社会構築の必要性、地域活力の回復等、公園
を取り巻く社会環境が大きく変貌している状況がある中、時代
を反映した公園整備が必要と考えている。

今後、機会を捉えて新設公園整備を誘導しつ
つ、公園長寿命化計画の視点から既設公園の
計画的な施設修繕へ配分をシフトしていく。
また、公園利用のあり方については、区民の
声を十分に聞き調整しながら、地域ごとに公園
のルールを検討していく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

今までのような大規模な国公有地はあまり見込めないが、今
後も団地の再編等に伴い、公園空間の誘導、確保を図る。
一方、既存公園（公園・児童遊園含め約200箇所）施設の老
朽化に伴い、計画的に全面改修、補修・修繕を行い安全で快
適な公園空間を維持していく必要がある。
また、既存公園ではそれぞれの価値観の違いから、ペットの
連込みなど容易に解決できない問題も発生している。

東京が目指す公園づくり「パークマネジメントマ
スタープラン」（平成27年3月改定）に基づき、
時代のニーズにあった公園整備および経営を
推進していくことが必要となる。
　また、従来の行政主導の事業手法から、区
民・ＮＰＯ・企業（民間活力）と連携しながら区民
の視点にたって整備、管理していく手法に転換
することが必要となっている。

都は「2020年に向けた実行プラン（平成28年12月）」において
「豊かな自然環境の創出・保全」という緑施策を柱とするとと
もに、2020年までに都立公園を95ha開園するという目標を掲
げ、緑あふれる東京の実現に向け、緑のネットワークの拠点
となる都立の都市公園（都立公園）の整備を行っている。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

季節感あふれる公園づくり

②重点事業及びその理由

【名主の滝公園の再生整備】
平成30年度より、基本設計を実施していく公園であり、魅力ある公園づくりを推進する中で、１番手として位置づ
けられている。江戸時代に名主である畑野家が自宅に開いたのが始まりの歴史ある公園で、豊富な樹木に覆わ
れた都会のオアシスであり、特徴を損なわない季節感ある老若男女の憩いの場としての整備を推進する。
【飛鳥山公園の拡張整備】
園内の使用許可権利者（さくら新道）と不法占用者との交渉を継続し、立退きを求め、その後の設計を通して歴
史的な背景を活かした、季節感あふれる公園整備を推進する。また、本公園では、民間活力による維持管理を
視野に入れて整備を検討していく予定としている。

　中長期的方針

区民が愛着を感じ、訪れる人にやすらぎとうるおいを与える魅力ある都市空間を形成するためには、公
園や緑地は必要不可欠である。しかし、これまでのような大規模な国公有地の土地取得及び公園整備
は見込めないため、既存の団地再編等に伴った、積極的な土地利用の誘導を図り、魅力的な公園づく
りに取り組んでいく。
中期計画では、既存公園の飛鳥山公園を優先整備公園として、戦略的、効果的に用地取得を行い整
備を進めていく。
そのほか、まちなかお花畑整備事業、街区公園・児童遊園の新設及び再生整備など、今後も、魅力あ
る都市空間を形成するとともに、地域の方が気軽に参加できる環境（美化ボランティアなど）を整備する
取り組みを継続していく。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ③うるおいのある水辺空間づくり

施策の方向
についての

妥当性

『荒川将来像計画2010（地区別計画）[北区]』に基づき、事業を推進している。
また、30年度のロゼ（政策課題研究会）において、水辺空間の活用をテーマとしており、北区の河川にお
ける有効な活用方法について検討を行っている。

妥当性の検証 A:妥当性は持続しており、全く変更の余地はない

単位施策 ②季節感あふれる公園づくり

施策の方向
についての

妥当性

自然環境や歴史的資源を継承し、特色ある緑豊かな空間、また、四季折々の草花、野鳥や昆虫等の生
物に触れ合える季節感にあふれた空間の整備を進めると共に地域の特性を生かした公園を整備する。

　単位施策の検証

単位施策 ①区民主体の身近な公園づくり

施策の方向
についての

妥当性

公園等を整備する前に、地域住民の声を聞くこと自体には変更の余地はなく、今後も「区民とともに」の基
本姿勢に基づいて、区民との協働による公園づくり、身近に親しめる地域特性を生かした魅力ある公園づ
くりを推進する。
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

地球環境に負担の少ないライフスタイルの実現に向け、区民・事業者及び区有施設の新エネルギー及び
省エネルギー機器等の導入件数は増加し、温室効果ガス排出量の削減が見込まれる。また、子どもの頃
からの環境学習の実践の場としての省エネ道場の参加者数も増加している。

「新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成制度」の利用件数につき、太陽光発電システムの導
入件数は減少しつつあるが、他を含めた全体としての助成利用件数は年々増加している。また、本計
画策定より開始された「省エネ道場」事業においても、参加者数は順調に推移している。しかし、区民の
住居として集合住宅の割合が高い背景の中、「分譲マンション等の省エネ診断・提案数」についての利
用件数は一定しておらず、制度を開始してから丸4年を経過しているが、区民に対する情報提供の不足
や需要とのミスマッチ等が今後の事業展開の考慮要素となる。

結果 将来世代に承継できる持続的発展が可能なまちをつくる「地球市民」となる

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

新エネ・省エネ導入の促進につき、一般住宅や集合住宅の助成件数は年々増加し、新規事業である省エ
ネ道場の開催回数等拡充を図り、計画通り進捗している。事業目的である、区民・事業者への省エネ機
器導入の充実や子どもの頃からの環境教育とも整合し、妥当性もある。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

単位施策の活動指標である新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成制度利用件数、省エネ道場
参加者数及び小学５年生とその家族の環境活動自己診断参加者数は増加し、分譲マンション等の省エ
ネ診断・提案数については年により増減があるが一定数の活用は維持されており、各々目標に向け推進
できている。

基本施策 （１）環境に負担の少ないライフスタイルへの転換

対象 すべての区民、事業者及び区

意図 地球環境に負担の少ないライフスタイルや事業活動への転換を図る

施策評価
担当部局

生活環境部 施策所管課 環境課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①再生可能エネルギー活用・省資源・省エネ
ルギーへの取り組み

②啓発活動・環境学習の充実

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ７　持続的な発展が可能なまちづくり

基本施策 （１）環境に負担の少ないライフスタイルへの転換 ０３０７０１

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

29年度
北区地球温暖化対策地域推進計画
の改定に関する区民意識調査

29年度
北区地球温暖化対策地域推進計画
の改定に関する事業者意識調査

地球温暖化については、重要と考えている人の割合が約9割
と大半を占め、「負担にならない範囲で取り組みたい」との考
えが約半数である。区の施策として、「車から公共交通や自
転車への利用転換の促進」、「新エネルギーや省エネルギー
型機器などに関する情報の提供」について、評価が低かっ
た。

地球温暖化対策の取組みに対する考え方については、「企業
の社会的責任」が6割と高いが、エネルギー使用量の管理方
法は、「現在やっていないし、今後もしない」が約半数を占め、
設備・システム及び環境マネジメントシステムにおいても、導
入予定がないとの回答が大半を占めた。

平成２６年度に策定した、「北区環境基本計画２０１５」に基づ
き、４つの基本方針に基づき、環境施策を推進している。ま
た、地球温暖化対策についての計画として、昨年度「第２次北
区地球温暖化対策地域推進計画」及び「第５次北区役所地
球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定し、目標を設
定し、具体的な活動に向けた取組みを行っている。

パリ協定を踏まえた国の温室効果ガス排出削
減量の中期目標では、２０３０年度において２０
１３年度比26.0％削減との高い目標を掲げ、区
においても同様の水準で設定し、策定してい
る。そのため、その実行性や実現可能性に向
けた取組みが要求される。平成２８年度に策定した「東京都環境基本計画」にて、政策の

目標や方向を示し、スマートエネルギー都市の実現、持続可
能な資源利用などを示し、環境施策を総合的に展開していく
としている。

平成３０年４月に「第五次環境基本計画」が閣議決定され、Ｓ
ＤＧｓの考え方も活用しながら、分野横断的な６つの「重点戦
略」を設定し、将来に渡って質の高い生活をもたらす「新たな
成長」につなげていくことと、また、地域の活力を 大限に発
揮する「地域循環共生圏」の考え方を新たに提唱し、地域の
特性に応じて資源を補完し支え合う取組を推進していくことを
目標としている。

既存事業の有効性の評価を適切に行い、地球
温暖化対策に係る活動の主体となる区民・事
業者の参画を様々な場面で促進し、各主体が
連携して取り組めるような仕組みづくりを推進
する。また、北区役所は区内 大の事業者とし
て、省エネルギー、省資源な環境配慮行動を
自ら実践し、区民・事業者の模範となるよう率
先的な取組みを目指す。

２３区では千代田区を除く２２区で「環境基本計画」を策定し、
ほぼ全ての区においても「北区地球温暖化対策地域推進計
画」及び「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を策定の
上、目標達成に取組んでいる。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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　中長期的方針

北区における二酸化炭素の排出量が今後も増加することが見込まれるため、温室効果ガスの削減目
標の達成に向けた新たな取組みを進めていく必要がある。目標達成に向け、省エネ・再エネ・蓄エネシ
ステムの効果的な支援方策を検討し、家庭や事務所等での普及を促進し、エネルギーに対する意識を
一過性で終わらせないよう、区民・事業者への情報発信を強化しながら、地球環境に配慮した行動の
意識啓発を進め、低炭素型のライフスタイル・ワークスタイルの普及・定着を図っていく。また、区民・事
業者・区が連携・協働して、エコ活動に取り組むための環境学習の場や機会の拡充及び次世代を担う
子どもたちへの環境教育の充実を図る。

　単位施策の検証

単位施策 ①再生可能エネルギー活用・省資源・省エネルギーへの取り組み

施策の方向
についての

妥当性

新エネルギー・省エネルギー機器等の導入助成制度の充実・利用促進を図るうえで、区民へのきっかけ
づくり、情報提供を適切に進めていく必要がある。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

再生可能エネルギー活用・省資源・省エネルギーへの取り組み
啓発活動・環境学習の充実

②重点事業及びその理由

新エネルギー・省エネルギー機器等導入助成事業・省エネ道場事業
区民・事業者への省エネ機器導入のさらなる充実と情報提供を図る必要があり、子どもの頃からの環境教育の
推進や、区民が省資源・省エネルギーに取り組むきっかけづくりを推進していく。

単位施策 ②啓発活動・環境学習の充実

施策の方向
についての

妥当性

みどりと環境の情報館（エコベルデ）や自然ふれあい情報館などの施設を活用して、体系的な環境学習シ
ステムの構築を図り、学校等と連携した「子どものころからの環境教育」を推進していく。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

ごみ減量目標の達成が難しい。理由としては、人口の増加による家庭ごみの増加や、経済の
緩やかな回復基調による事業系ごみの削減量が少ないことが挙げられる。また、単位施策のう
ち、集団回収は高齢化による担い手不足や、地域コミュニティの変化による参加者数の減少が
考えられ、回収量は減少傾向が続いている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

北区一般廃棄物処理基本計画2015の計画期間（平成27年度から平成30年度までの10年間）で目標とし
た指標１「ごみ排出量20％削減」については、年度ごとの途中経過ではあるが目標を達成できていない。
指標２「区民１人１あたりのごみ量」は途中経過であるが目標を達成してきている。これは人口増加や事
業系ごみの動向により区全体のごみ量は想定よりも削減できなかったが、人口増が影響しない１人あた
りのごみ量は目標値に達している。日本経済が緩やかな回復基調の中で、オリンピックなどによる突発的
な事業系ごみの増加も考えられることから、引き続き目標達成に向けて単位施策を展開しつつ、一般廃
棄物処理基本計画の改定時に設定した目標値の妥当性について検証していく。

基本施策を実現するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で義務付けられている「北区一般廃
棄物処理基本計画2015」に基づき事業展開を行っている。平成30年度は北区資源循環推進審議会に
「今後のリサイクル清掃事業のあり方について」を諮問しており、今後、答申を受けて平成31年に「一般
廃棄物処理基本計画2015」の改定が予定されており、長期的な視点で事業を推進していく予定である。

意図
循環型社会の構築（環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、それを
有効に使い、再資源化などにより廃棄されるものを 小限に抑える社会をつくる）

結果 将来世代に継承できる持続的発展が可能なまちをつくる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策 （２）資源循環型システムの構築

対象 すべての区民、事業者、ボランティア、市民活動団体、区

③事業系ごみの適正処理の推進

施策評価
担当部局

生活環境部 施策所管課 リサイクル清掃課・北区清掃事務所

政　　策 ７　持続的な発展が可能なまちづくり

基本施策 （２）資源循環型システムの構築 ０３０７０２

単位施策

①区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進

②更なるごみの減量化

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

戸別収集は地域ごとに意見が異なる結果であった。
小型家電、金属、廃プラスチックの資源回収要望が多
かった。

平成30年６月閣議決定された「第四次循環基本計画」では、
環境保全上の支障がないことを前提としつつ、「適正処理の
推進と環境再生」、「万全な災害廃棄物処理体制の構築」を
描き、国際的にも展開していく「適正な国際資源循環体制の
構築と循環産業の海外展開」、そしてこれらを支える情報、技
術、人材等の基盤の将来像として「循環分野における基盤整
備」を描いている。

区の不燃ごみの資源化事業の中で、水銀の適
正処理に対応していく。また、国や都の災害廃
棄物処理体制に注視しつつ、循環型社会を構
築するための計画策定や事業展開を図る。

平成29（2017）年８月16日に発効した「水銀に関する水俣条
約」で水銀含有廃棄物の厳格な取り扱いが求められている。

　区民ニーズ

24年度
北区のごみ減量・リサイクルに関する
アンケート調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

平成30年度は北区資源循環推進審議会に「今後のリサイク
ル清掃事業のあり方について」を諮問し、北区がどのような施
策を展開していくかを検討しており、答申を受けて平成31年
度に「北区一般廃棄物処理基本計画2015」を改定する予定で
ある。

平成30年度には北区資源循環推進審議会の
答申を受け、平成31年度に「北区一般廃棄物
処理基本計画2015」を改定する予定である。な
お、計画改定にあたっては、23区が中間処理
を共同で実施していること、また 終処分を東
京都に委託していることなどから、東京都の
「東京都資源循環・廃棄物処理計画」や23区が
設置した東京二十三区清掃一部事務組合の
「一般廃棄物処理基本計画」との整合性を図り
つつ、循環型社会の構築を目指すための事業
を実施していく。

2016年3月に、2030年に向けて東京の資源循環・廃棄物処理
が目指すべき姿として「東京都資源循環・廃棄物処理計画－
Sustainable Design TOKYO ―」を策定し、「1資源ロスの削
減」、「2 持続可能な調達の普及」、「3循環的利用の推進と
終処分量の削減」、「4適正かつ効率的な処理の推進」、「5災
害廃棄物の処理体制」の5つの計画目標を立て施策を展開し
ている。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進

単位施策
③事業系ごみの適正処理の推進（⇒事業系に限らずすべてのごみを対象にする単位施策とし
て再編することを検討）

施策の方向
についての

妥当性

事業系ごみの適正処理については法令で規定されており、廃棄物の減量施策も徹底されている場合が
増えてきている。単位施策の見直しが必要である。

②重点事業及びその理由

集団回収支援事業、集団回収事業者認定制度
区民が行っている資源回収を安定的に実施、支援するため、活動団体や資源回収業者に対して支援策を拡充
していく必要がある。

　中長期的方針

基本施策の「資源循環型システムの構築」を実現するため、「一般廃棄物処理基本計画」の中で個別
の事業について内容を精査する。なお、「一般廃棄物処理基本計画」改定にあたっては、北区資源循環
推進審議会の答申やパブリックコメントを実施し、区民意見を反映する。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②更なるごみの減量化

施策の方向
についての

妥当性

廃棄物はリサイクルだけでは、環境負荷の低減に寄与しない。発生抑制、再使用といわれる２Rの考え方
を基本に普及啓発を推進し、更なるごみの減量に取り組む必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①区民・事業者・区の協働による３Ｒの推進

施策の方向
についての

妥当性

廃棄物の減量は、行政の力だけでは実現しない。引き続き区民や事業者の協力を得て取り組む必要が
ある。家庭ごみの量は人口の増減の影響を受け、オリンピックによる突発的な事業系ごみの増加も考え
られるので、廃棄物の発生抑制の視点でもってごみの減量に取り組む必要がある。

妥当性の検証 C:妥当性は薄れている（方向性や再編等の見直しが必要）
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

微小粒子状物質（PM2.5)については、徐々に数値が改善し、平成29年度には環境基準を満足するに至っ
たが、光化学オキシダント濃度については気象条件による影響が大きく依然として環境基準を達成でき
ず、毎年注意報が発令される状況となっている。

大気汚染防止法及び環境確保条例において、解体工事及び改修工事におけるアスベスト対策に係る規
制がますます強化されており、事前調査結果の掲示等軽微な違反が増加している。

緑化推進モデル地区事業により、民地の緑化延長および面積は徐々にではあるが増加し、園芸用品支
給数も多く、接道部の緑化に貢献していることから、基本施策において十分な成果をあげたと言える。

微小粒子状物質（PM2.5)の更なる数値改善及び光化学オキシダントの環境基準達成に向け、調査の
継続と併せ、身近なところで取り組める揮発性有機化合物（VOC）対策の推進が重要である。
法条例に基づく事業者指導については、法条例の改正に機敏に対応し、庁内外への適切な情報提供
を通じて速やかに改正内容に適合できるよう促していく必要がある。
区民からの相談対応については、受付件数に大きな変化は認められない。引き続き、建設工事に伴う
騒音、振動苦情が大きな割合を占めているが、事業者、区民ともに多様化していることを踏まえ、他部
署との連携や当事者間で解決を図るための支援も考慮が必要。

結果 公害のないみどり豊かで、安心して暮らし、事業活動ができる生活環境となる。

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

工場や指定作業場などの必要な手続きについて、事前相談や他部署との連携により、機会を逃さずに指
導することができている。

特定粉じん排出等作業実施届出書は届出対象建材が増えたことに伴い、届出件数も増加傾向にある。

生垣助成については平成29年度実績が落ち込んだことを踏まえ、助成制度を分かりやすく説明したパン
フレットを作成する等し、現状では問い合わせ回数が増えているため、今後実績値の増加が予想される。

基本施策 （３）良好な生活環境の保全

対象 すべての区民・事業者

意図 公害防止や環境汚染問題への取組を行う。

施策評価
担当部局

生活環境部 施策所管課 環境課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①公害の防止・抑制

②環境汚染問題への対応

③緑化の推進

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ７　持続的な発展が可能なまちづくり

基本施策 （３）良好な生活環境の保全 ０３０７０３

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査 28年度 北区民意識・意向調査

生活環境評価では、「工場、自動車、鉄道の騒音・振動」「近
所のクーラーやピアノなどの生活騒音」「自動車の排気ガス
などによる空気の汚れ具合」の満足度が、平成25年度調査
時と比較して低下している地区がある。また、駅前の深夜の
騒音が大きいとの意見がある。

「花＊みどり」・やすらぎ戦略で今後取り組んでいきたい活動
緑のカーテンや遮熱性塗料を導入する（44.4 %）
10.北区の印象・将来像
現在の区のイメージ：緑豊かなまち（13.7 %）

平成29年度に微小粒子状物質（PM2.5)の環境基準を初めて
達成したが、光化学オキシダントについては、依然達成してい
ない。
平成29年度に石神井川に適用される環境基準が強化され、
新たに監視項目となった大腸菌群数について、基準達成が
課題となっている。

国土交通省が検討を進めている羽田空港の国際線増便に向
けた機能強化について、現時点の北区における航空機による
騒音影響を把握するため航空機騒音実態調査を実施する
（平成30年度）。
鉄道騒音に関しては、十条駅付近連続立体交差化を見据
え、平成27年度に埼京線の騒音測定を実施した。

微小粒子状物質（PM2.5)、光化学オキシダント
対策、河川水質改善、化学物質対策、アスベ
スト飛散防止対策、土壌汚染対策推進が更に
求められる。
土壌汚染対策における規定が大きく変更され
ることから、手続きや対策、調査方法について
の情報発信、相談、指導が増加する見通しで
ある。
今後も石綿含有建材の取扱いについて、届出
等に対する対象建材が拡大される見込みであ
る。

羽田空港の機能強化により、北区における航
空機による騒音影響について注視していく必
要がある。

2020東京大会に向け、美化ボランティアおよび
緑化推進モデル地区の活動を促進し、樹木や
生垣だけでなく、花壇の増設等の検討が必要
となる。

東京都環境基本計画2016において、「2030年度までにすべて
の測定局において光化学オキシダント濃度を0.07ppm以下と
する」「化学物質の環境への排出量を更に低減する」等として
いる。

土壌汚染対策法の改正に伴い、平成31年度に「都民の健康
と安全を確保する環境に関する条例」における土壌汚染対策
の規定が改訂される見込みである（平成31年度）。

2020東京大会に向けたおもてなし機運を高めるため、区市町
村と連携して花と緑で街を彩るプロジェクトが発足。

石綿含有仕上塗材について、吹付け工法により施工されたこ
とが明らかな場合には大気汚染防止法施行令第3条の3第1
号の「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱うこととなっ
た。（平成29年5月環境省通知第1705301号）。

H30年度の環境省重点施策として、アスベスト飛散防止総合
対策費、微小粒子状物質（PM2.5)等総合対策費があげられ
ている。
・羽田空港の国際線増便に向けた飛行経路見直し等による
機能強化が進められている。

大気、水質、騒音、振動の測定、調査を通じて
北区を取り巻く環境の状況を把握し、区民への
情報提供を継続する。
アスベスト飛散防止対策・土壌汚染対策に係
る適切な監視指導及び区民並びに業界への
迅速な情報提供を行う。
航空機騒音について国の動きや北区内の騒音環境
に注視していく。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

公害の防止・抑制

②重点事業及びその理由

アスベスト飛散防止対策や土壌汚染対策をはじめ、公害に対して漸次強化されつつある規制について、迅速に
対応すること、また、遅滞なく周知していくことが強く求められる。
また、住工混合や生活スタイルの多様化に伴い、公害苦情もより多様化していくと考えられる。

　中長期的方針

公害の発生源対策として、事業者に対しては引き続き法や条例に基づく公害指導を行うとともに、強化
されていく公害規制についての周知・指導をより徹底していく。
多種多様になっていく公害苦情に迅速かつ柔軟に対応していくため、他部署との連携強化を図る。

単位施策 ③緑化の推進

施策の方向
についての

妥当性

緑化の推進は自然環境の保全・創出の基本施策の中で行うので、ここの良好な生活環境の保全という基
本施策では取り扱わないという整理をする。

妥当性の検証 D:妥当性はない（廃止が妥当）

単位施策 ②環境汚染問題への対応

施策の方向
についての

妥当性

発生源対応、相談対応など身近な公害対策については単位施策①、区を取り巻く環境の把握並びに情
報提供、悪化防止のための普及啓発など広域的対応については単位施策②といった、施策の方向の再
編が望ましい。土壌汚染対策については施策①に含めることが妥当。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　単位施策の検証

単位施策 ①公害の防止・抑制

施策の方向
についての

妥当性

アスベスト、土壌汚染対策に関する区民等の関心は高く、また、多様化していく公害苦情や、住工混合に
よる騒音・振動・悪臭問題に対する相談については、各案件にそったきめ細やかな対応が求められてい
ることから、施策の方向性は妥当である。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）
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作成日

コード

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

指定基準に合った樹木等を保護対象として、管理等に関する経費の一部助成を行っており、例年一定の
助成申請数を維持している。
自然観察や体験学習講座は平成28年度まで東京家政大学とお茶の水女子大学の２者に協力を要請して
いたが、平成29年度に協力先を東京家政大学に絞ったため、講座回数が減少している。
また、河川生物生息調査報告書は環境に関するイベントを実施する際配布・閲覧、関連グッズの配布を
行い、周知活動を実施しており、環境保全調査であると同時に環境教育にも役立っている。
外来種に関する周知活動については、美化ボランティア参加者やみどりの協力員等、他事業で関わりの
ある区民を対象に行っている。

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

平成29年度の自然観察や体験学習の講座参加者については、協力先を一元化したことにより講座開催
回数が減少したため、人数も減少した結果となった。しかし、事業効果を高めることができると考える。

保護樹木等助成に関しては特に問題なく基本施策を進められているが、保護生垣の維持管理の助成
金に関しては、生垣の長さに関係なく一律2万円となっており、再検討の必要性があると思われる。区内
の緑化および防災の面からも生垣造成は勧められる事案であり、維持管理の負担を少しでも減らすた
めにも、制度の拡充を検討すべきである。
自然観察や体験学習講座については、前年度と比較し実績値は下がっているものの、リピーターが多く
評価も高いことから事業には妥当性があると思われる。しかし、講座の内容にマンネリ化がみられ、参
加者も固定化し、環境学習の広がりが不十分である。
学校での環境教育については、国・都で作成している環境教育推進教材を活用し、各校で行っている。
また、都市公園の住民一人当たりの敷地面積が約３㎡と目標の５㎡を下回っている。今後も、公園面積
の確保及び適正な維持管理に努めていく。

意図 区民とともに、多様な生物のすむ自然環境を保全、創出する

結果 自然と共生する、いのちあふれる快適環境の創造

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

基本施策

対象 すべての区民

施策評価
担当部局

生活環境部 施策所管課 環境課、道路公園課

政　　策 ８　自然との共生

基本施策 （１）自然環境の保全・創出 ０３０８０１

単位施策

①自然環境の保全・創出

②自然観察や体験学習の充実

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり
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区

都

国

その他

今後取り組んでいきたい活動：緑のカーテンや遮熱性
塗料を導入する（44.4 %）

現在の区のイメージ：緑豊かなまち（13.7 %）
地域の将来像：公園や緑などの多い自然と親しめるま
ち（53.9％）
快適な都市環境形成：公園や遊び場の増設（14.4％）

幼児から高校生までを対象とし環境活動を行う団体の登録制
度「こどもエコクラブ」を創設（現在は民間委託し環境省後援と
なっている）。活動内容を共有し、団体の横のつながりをつく
ることを目的の１つとしている。
水生生物を指標として河川の水質を総合的に評価し、環境問
題への関心を高めるため、一般市民参加型の「全国水生生
物調査」を実施。

保護樹木の助成制度について区民への情報提供を
強化する。
東京家政大学と環境学習施設委託業者、区の３者
の連携をより深めていき、講座の一貫性や多様化
等に取り組む。
大人向けの環境学習講座修了生の活躍の場とし
て、学校ビオトープの管理サポートや環境学習講座
の講師、その他にも環境課で実施している各種調
査の一部を区民（調査精度維持のため修了生を想
定）参加型にする等、やりがいを持たせられるよう検
討する。そのために、まずは講座の制度を確立させ
ることを目指す。
積極的に他部署や地域と連携・貢献することで環境
学習施設の周知を推進する。
引き続き「北区・子どもの水辺」の活動を支援してい
くとともに、荒川河川敷（豊島ブロック）の有効利用
を推進していく。

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

保護樹木等の助成制度については現状維持。
自然観察や体験学習講座については、提携先の大学を一元
化し、更に2つある環境学習施設を民間委託したことで、より
充実した環境学習を実施できる体制が整った。
河川生物生息調査は北区職員と魚類学の専門家が実施して
いる。
北区・子どもの水辺は、国・区・区民の協働による維持管理
で、開園１３周年を迎えている。
荒川河川敷（豊島ブロック）の利用について、国と調整を開始
した。

防災面からブロック塀の生垣化は注目を集めてお
り、問い合わせが増加する見込みである。
講座内容および環境イベントのブラッシュアップや
回数増加、大人向けの環境学習講座修了生の活躍
の場を増やす体制を確立する取り組みが必要とな
る。
他部署主催の説明会やイベント等にも係員または
環境学習施設の委託先職員が積極的に参加し、事
業および環境学習施設の周知を実施することが求
められる。
環境問題への関心を高める目的から、講座等の座
学以外に、自治体が実施する生物調査等を区民参
加型にすることが求められる。

東京都では温室効果ガス排出量削減を目標に掲げている
が、家庭部門の二酸化炭素排出量は増加傾向にあることか
ら、児童に対する環境学習事業を強化し、平成28年度に水素
情報館「東京スイソミル」を開設。

２　施策の見直し

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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①重点施策

自然観察や環境学習の充実

②重点事業及びその理由

環境学習施設および環境大学事業の運営体系に変化があったことから、効果的な講座や制度等の実施体制確
立と、講座・イベントの改善等に取り組む予定である。また、水施設のある公園及び近隣公園以上の公園で、指
定管理者制度の導入や、荒川河川敷の利用検討を予定している。

　中長期的方針

生物多様性の観点から自然環境保全を目指し、公園や河川等の自然を管理する。また、自然環境の
啓発事業である環境大学事業のブラッシュアップ等を実施し、子どもから大人まで区民１人１人の環境
保全に対する意識の向上とコミュニティ形成に取り組む。
公園については、引き続き公園面積の確保及び適正な維持管理に努めていく。また、自主事業による
提案により自然とふれあう環境学習等が期待できるため、指定管理者制度の導入を検討していく。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

単位施策 ②自然観察や体験学習の充実（⇒自然観察や環境学習の充実と単位施策名の変更を検討）

施策の方向
についての

妥当性

環境大学事業、河川生物生息調査の周知活動については現状における施策の方向を維持。
学校ビオトープについては、環境大学事業（環境リーダー講座修了生によるサポート等）と関連付けて、
維持管理や活用法について再考する必要がある。

　単位施策の検証

単位施策 ①自然環境の保全・創出

施策の方向
についての

妥当性

外来種に関する周知については、無作為に情報提供をしても区民の不安を煽る可能性があるので、他事
業と絡めるなど、実施に工夫が求められる。
保護樹木助成制度や周知活動は現状維持であるが、制度の適宜改正の検討など再編の余地がある。ま
た、当該項目は基本施策（２）環境緑化の推進／単位施策②地域緑化のしくみづくり（民間緑化の支援）
に組み込めると考えられるため、単位施策の移動が望ましい。
既存の公園や河川敷等の緑の保全及び生物多様性の回復を図れるように維持管理に努める。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業
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作成日

コード

基本施策の
成果指標

（アウトカム）

緑化推進モデル地区について、民地の緑化（生垣造成）にかかわる助成金を他地区より引き上げたり、接
道部の緑化に用いることを条件に春と秋の2回に渡り花苗や肥料等園芸用品の供給を行うことで、モデル
地区制度の充実に努めている。その結果、民地の緑化延長および面積は徐々にではあるが増加し、園
芸用品支給数も多く、接道部の緑化に貢献していることから、基本施策において十分な成果をあげたと言
える。

緑化推進モデル地区や花のあるまち推進事業に関しては充分な成果を出しているが、緑化計画書を提
出する規模（敷地面積300㎡以上または全ての公共施設における開発・建築確認を要する行為）の緑
化の推進に関して、改善する余地があると考える。区が主体的に取り組む公共施設の緑化は、道路、
公園、学校及び庁舎など緑化率を高めていくことが求められる。また、個人や事業者が取り組む民間施
設の緑化については、接道部緑化の緑地帯の幅に規定がないことから、可能な限り狭く作り、樹木の
生育に十分な緑地帯を設置しない事例があった。更に、仮設建築物に対して、期限後に半永久的な建
築物を建て、それについて緑化計画書を提出することを前提に緑化面積なしで認定しているが、当該
物件の推移を追うシステムがなく、緑化しないまま敷地を使用するケースが生じている。

結果 過密化した市街地でより多くのみどりが創出される

　実績の評価

計画事業の
進捗状況

緑化推進モデル地区事業では、地区内の緑被率が30 ％未満で、みどりを増やし育てることを主な目的と
する地区を緑化推進モデル地区とし、平成26年度に2地区を指定した。また、当該部署と地区の町会長等
で検討を重ね、更に平成28年度末に4地区に増やした。
花のあるまち推進事業では区内の花苗植栽や清掃に協力いただける美化ボランティアへの参加を各所
で発信し、緩やかではあるが作業箇所は増加傾向にある。

単位施策の
活動指標

（アウトプット）

公共施設の積極的な緑化指導及び民間施設の緑化基準を引き上げたことから、件数あたりの緑化率が
上昇傾向にあり、目標を達成していると考える。また、既存校舎の屋上及び壁面緑化工事も年1校ペース
で着実に成果を上げている。
生垣造成については平成29年度実績が落ち込んだことを踏まえ、助成制度を分かりやすく説明したパン
フレットを作成する等し、現状では問い合わせ回数が増えているため、今後実績値の増加が予想される。

基本施策 （２）環境緑化の推進

対象 公共施設、公共空間となる駅前広場及び民間施設

意図 区民とともに公共施設や公共的な空間の緑化、地域の緑化を積極的に進める

施策評価
担当部局

生活環境部 施策所管課 環境課、営繕課、学校改築課

１　施策の現状整理　

　基本施策の目的

単位施策

①公共空間の緑化

②地域緑化のしくみづくり

基本目標 ３　安全で快適なうるおいのあるまちづくり

政　　策 ８　自然との共生

基本施策 （２）環境緑化の推進 ０３０８０２

平成３０年度 北区施策評価シート 平成30年8月10日
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区

都

国

その他

　区民ニーズ

28年度 北区民意識・意向調査

快適な都市環境として「道路や公共施設などの緑化の
推進」16.8％

生垣造成及びブロック塀撤去の助成や、都市建築物緑化助
成（屋上緑化、ベランダ緑化、壁面緑化）を行い、民間施設の
緑化を推進している。
平成30年度は「緑の実態調査」を行い、これに基づいて、平
成31年度実施する「緑の基本計画」において、一部改正され
た都市公園法や都市緑地法等を踏まえた改定を行い、今後
の緑化施策を計画する。
既設の学校において、年間１校のペースで緑化を行ってい
る。

ブロック塀撤去及び生垣造成の問い合わせは
増加傾向に向かうことが予測できる。
2020東京大会に向け、美化ボランティアおよび
緑化推進モデル地区の活動を促進し、樹木や
生垣だけでなく、花壇の増設等の検討が必要
となる。
「緑の基本計画」では、都市緑地法以外にも都
市公園法等他法律の改正を踏まえた計画策
定をする必要があり、他部署と連携し取り組ん
でいくこととなる。

震災でのブロック塀倒壊を受け、森林保全の観点からもフェ
ンスとして国産木材の活用を促す施策を検討する方針を示し
ている。

2020東京大会に向けたおもてなし機運を高めるため、区市町
村と連携して花と緑で街を彩る、「花の都プロジェクト」を平成
29年度より発足。また、東京大会の時期に合わせて咲くよう、
夏花による緑化マニュアルを公開し、都市近郊の花農家と民
間団体に緑化協力を呼びかけている。

都市緑地法において、民間による市民緑地の整備を促す制
度の創設や、緑の担い手として民間主体を指定する制度の
拡充について記載。
屋上緑化等の普及を踏まえ建築物の緑化率の 低限度の
基準を見直す（緑化地域に限定）等の改正および壁面緑化に
関する緑化率の算定方法改正を実施した。

平成31年度には、森林吸収源にかかわる地方財源の確保を
目的とし、森林環境税（課税は平成36年度から）および森林
環境譲与税を創設予定である。

生垣造成助成のみならず、その後の維持管理助成
についても併せて周知する必要性があり、国及び都
の動向を逐次確認し、流動的な対応が求められる。
都市公園法の改正を受け、「緑の基本計画」におい
て、官民連携による公園の活性化、公園施設の適
切なメンテナンス、公園の再編や機能向上の方針
等を記載する必要があるため、関連部署と連携を取
り、都市公園の管理方針を取り決める必要性があ
る。
壁面緑化の算出法については、未だ東京都（自然
保護条例）において改正の動きはないが、動向を注
視し、状況に応じて北区でも改正を検討する必要が
ある。
森林環境譲与税については、現在使途未定である
が、民間建築物の木造化・木質化への補助、植林・
育林体験活動等の野外学習、また姉妹都市におけ
る森林整備等、都市部の自治体においても利用可
能となる方針が検討されていることから、森林環境
譲与税を利用した事業計画が求められる。

２　施策の見直し

　基本施策を巡る区・東京都・国・その他の動向（現在及び将来予測）

現在 将来予測

施策にどのような影響が予測されるか

予測される影響への対応
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単位施策 ②地域緑化のしくみづくり

施策の方向
についての

妥当性

現状でも事業に対する妥当性は概ね充足しているが、現在の協定団体やモデル地区において、継続的
および効果的に活動を実施していただけるよう、より良い仕組みづくりを検討する。
緑化学習の提供については、具体的には環境学習施設や環境大学事業に深く関連していくため、基本施
策（１）自然環境の保全・創出／単位施策②自然観察や環境学習の充実に組み込む形で再編する。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　単位施策の検証

単位施策 ①公共空間の緑化（⇒まちなかの緑化という単位施策名に変更を検討）

施策の方向
についての

妥当性

公共施設の緑化基準改訂については現状をふまえた修正についての検討が必要。公園や学校等といっ
た大規模敷地における画一的な引き上げは困難と考えられるので、適切な基準等を検討する必要があ
る。
公共施設だけでなく、民間施設の緑化計画についても取り扱う単位施策として再編する。

妥当性の検証 B:状況の変更により多少の変更は必要（方向性は維持。再編の余地あり）

　中長期的方針

区民のアンケートにおいて、地域の将来像として『公園や緑などの多い自然と親しめるまち』の実現を
望む声が半数を超えた。2020東京大会を契機として、緑化基準の改正の検討や都市公園、学校等を含
めた公共施設および民間施設の緑化等を推進する。
また、区民が利用できる生垣造成や保護樹木の助成金等を現状以上に周知、また区内の緑化に関す
るボランティアの担い手を育成し、みどり豊かな安らぎのあるまちづくりを区民ととに進めるため、引き
続き民間緑化を推進していく。

３　基本施策達成に向けた中長期的方針

　重点を置く単位施策・事業

①重点施策

まちなかの緑化

②重点事業及びその理由

接道部緑化の植栽幅や、公共施設の緑化に関してケースバイケースの適切な基準の検討等を行う必要性があ
る。
環境学習の場である学校や公園等の緑化を更に積極的に推進する。
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