
Ⅱ３(４）安全〔１６年度政策評価〕

政策名
（中項目）

政策分類
（略称）

所管部課
政策評価
担当部

政策目標

政策指標

指標１

指標２

指標３

政策指標の推移

年度実績 年度見込 年度見込 年度目標 年度目標

13 16 17 20 22

指標１ 56.3% 62.0% 64.0% 70.0%
（達成度） (80.4%) (88.6%) (91.4%) (100.0%)
指標２ 17.3% 15.0% 16.0% 20.0%
（達成度） (86.5%) (75.0%) (80.0%) (100.0%)
指標３ 4,163 4,100 4,000 3,377
（達成度） (81.1%) (82.4%) (84.4%) (100.0%)

【実績評価】（政策指標の推移から）

①政策評価

【総合評価】（今後の政策の方向性）

Ⅱ基本政策
　　３安全
　　（４）安全

総務部

4,155
(69.0%) (72.5%)

15

13.8% 14.5%

(81.3%)

年度実績

平成16年度文京区政策評価表

年度実績

14

58.9%

安全で災害に強いまちをつくる

総務課、防災課、区民課、男女平等青少年課、
生活衛生課、小石川サービスセンター、計画調
整課、指導課、地域整備課、建築課、管理課、
道路課、みどり公園課、施設管理課

生命・身体・財産を自然災害や事故・犯罪から守ることは、まちづくりにおける基本
的な課題である。これに対する取組を充実させるため、可能な限り防止策を進め、災
害などが起こった場合にも被害が最小限となるような安全で災害に強いまちをつくっ
ていく。

（各年度の交通事故死傷者数＋窃盗件数）の目標件数（交通事故死傷者数（900件）
＋平成12年度の窃盗件数（2,477件)）に対する割合

　事故・犯罪の抑制や災害時の被害を最小限に抑えるためには、自らの身の安全や財産を自らが
守る「自助」、初期消火、救援救護、防犯、水防活動、交通安全活動等地域で協力して行う「共
助」、併せて行政が役割を果たす「公助」が連携を図ることが重要である。
　今後、「自助」「共助」「公助」の連携がさらに効率よく実施できるように、平常時から、防
災態勢・資機材等の整備を図るとともに啓発、訓練等の活動にも重点を置く。
　防災・防犯活動において、地域の力は不可欠であり、支援体制のさらなる充実を図っていく。
また、災害に強いまちをつくるために、引き続き建築物の不燃化・耐震化を推進していく。
　 さらに、区、関係行政機関、区民、地域活動団体、事業者等の協働・協治の考え方のもと、
「安全・安心まちづくり条例」を策定し、今後、この条例による施策を展開していく。
 
　

(79.5%)

防災態勢・資器材整備、訓練・啓発活動及びまちづくりに関する助成制度などを実施することに
より、災害・事故・犯罪などの防止・軽減を図っている。

不忍通り沿道両側30ｍの地域内の不燃化率
対象地区面積　不忍通り地区18.1ｈａ　不忍通り第二地区20.6ha
国の基準である不燃化率７０％の達成を目指す。

総合防災訓練、避難所運営訓練、町会等防災訓練及び防災コンクールの参加者数の区
人口( 12年度国勢調査）に対する割合。

60.7%
(86.7%)

4,250

(84.1%)

政策評価シート１



Ⅱ３(４）安全〔１６年度政策評価〕

政策名； 安全で災害に強いまちをつくる

政策評価担当部の改革プラン （記入日 平成17 年 1 月 20 日）

（外部意見等）

学識経験者 財団法人市民防災研究所　特別研究員　岡島　醇

区民意見・要望等（聴取した媒体等）

③ 防災態勢・災害応急態勢を充実させる。
地域の防災力を向上させるためには、先ず被害の発生を防ぐことから始まる。前項のように地震・火災に強いまちづくりを推進するためには、建物の不燃
化を図り、防火・防災の意識を高揚することによって被害を抑止する力を向上させることが先決である。しかしながら、その抑止力を超える災害が発生し
た時は被害を出来る限り最小限に止め、復旧を早める被害軽減の力を向上させることも必要である。本項の施策の目的がそれに当たる。
災害発生時に文京区の司令塔となる防災センターの整備や、食糧、水、毛布等取敢えずの生活必需品の備蓄は当然必要なことであるが、被害軽減の
キーを握るのは区民の防災行動力である。
施策目標にあるように、各種の防災訓練を通し、地域の防災力を高め、自助・共助の大切さを啓発することが重要である。文京区においては総合防災訓
練、避難所運営訓練、防災コンクール、防災リーダーの育成等、内容や対象を変え、訓練や啓発を行い、実績もあげている。
しかしながら訓練参加者がすべてこれらの訓練の意義を理解しているかが問題である。前項の火事を出さないための訓練ならば、例えば消火器を使っ
て初期消火することが出来れば訓練の成果があがる。訓練の目的が明快なので参加者にその意義が理解できるのであるが、地震災害の対応訓練となる
と、そうはいかない。訓練を企画・実施する側と参加者の間に、また参加者同士にもその意義について共通の認識があるのだろうか、疑問が残る。例えば
避難所運営訓練では、避難はどのような時になったら行うのか、また指定された避難所には地域の住民だけが避難してくるのか、区民以外の帰宅困難
者が避難してきたら、どのように受け入れたらよいのか、といったことをお互いが理解していなければ意義のある、また効果が上がる訓練とはいえない。
災害の起き方は地域によっても違うし、時間によっても違う。従って様々な状況が発生することが予想される。訓練を始める前に、そこに住む人達が自ら
のまちの有様を知り、そこではどのような災害が発生し、なにから、どのようにすれば被害の軽減ができるのかをみんなで考え、そのために必要な訓練を
自ら企画すれば、みんなが訓練の意義を共有することになるのではないかと思う。訓練は画一的であっては効果は薄い。そのまち独特なものでなければ
ならない。区民がそれぞれのまちで、そのまちならではの独特な訓練を企画し実行できるよう、区及び防災関係機関の一層の支援を望む。

②改革プラン

①災害に強く、犯罪や事故の無いまちをつくる施策の推進について
　防災まちづくりの方針を踏まえ、建築物の不燃化や耐震化への取組、オープンスペースの確保などの施策を引き続き推進して、地域危険度ランクの改
善を図っていく。
　また、災害に備えるとともに、交通事故、犯罪などの抑制にも効果ある道路、公園等の改修、整備を区民や関係機関と連携をとり推進していく。防災態
勢や資機材の整備についても、災害時の備蓄資機材など既に配備を行っているが、さらに内容等を精査し充実を図るとともに、職員や区民の連携や習
熟度を高めることにも重点を置き、実効性を高める。
  さらに、災害・事故・犯罪等に関する情報収集・連絡・提供について、ＩＴ化の進展に即し、迅速性、双方向性、情報データの多様性に対応できるものを
構築していく。
②区民等との協働及び共助に対する支援について
　防災・防犯活動等の地域の活動に関しては、多くの方が参加し、区民の関心が高まってきた。今後、実践的な対応が取れるようにリーダーの育成など
を推進するとともに、避難所運営や防犯活動に関する協議会を設置することで、地域の意見を集約し、行動力が十分発揮できるよう支援していく。また、
地域のリーダーとして活躍している消防団についても、消火や救助における活動の重要性をより一層区民へ周知することで、消防団の士気を高めてい
く。
③自助に対する支援について
　不燃化・耐震化建築への助成などは、自らの身体や財産を守るということのみならず、地域の安全性を高めることにもつながるため、支援制度の活用を
図っていく。
　また、区報、ホームページなどやイベント開催などのあらゆる機会を活用して、防災、防犯、事故防止、食品の安全等に役立つ情報を提供していく。

① 地震・火災に強いまちづくりを推進する。
８１年前の関東大震災では１４万人ともいわれる犠牲者の殆どが、その時発生した火災によるものである。その苦い経験を持つ我が国では都市の不燃化
が都市防災にとって必須条件であり、文京区に於いても「安全で災害に強いまちをつくる」政策のトップに「地震・火災に強いまちづくり」を挙げ、大規模
地震に伴う市街地火災の延焼防止、避難者の安全確保を図るため、施策指標として、不忍通り沿道両側３０ｍの地域内の不燃化率を国の基準である不
燃化率７０%の達成を目指すことを施策指標としている。この施策指標は平成２０年度目標７０%に対し、平成１５年度の達成度実績が８６．７％、１６年度見
込み８８．６％、平成１７年度見込み９１．４％と着実に進捗していることを先ず評価したい。
不忍通りに限らず、文京区の建物不燃化は近年の都心回帰の趨勢もあり、また企業の移転跡地の再開発や住民による共同建替えもあって全体に進捗
していると見受けられる。ただし一方においては伝統のある文京区故に、木造住宅密集区域が依然として存在していることは否めない。建物所有者の高
齢化・資金捻出の困難さもあって建替えが進まないという理由も納得できる。そのような状況下で不燃化を推し進める担当者の苦労は察するに余りある。
しかし地域の防災力の向上は不燃化を進めるばかりではない。木造住宅密集地であっても、そこに住む人達が災害時の危険性を認識し、どうすればこ
の町を守ることができるか、真剣に防災に取り組み、日常の安全・安心のまちづくりの実効をあげている地区は少なくない。未曾有の被害をもたらした阪
神・淡路大震災において、それを立証した町がある。神戸市長田区の真野地区である。この町は木造住宅密集地でありながら、長年に亘ってそこに住む
人達が安心で安全に暮らせるために、お互いに助け合う心をもってまちづくりに励んでいたからこそ、あの激震を受けながら、被害を最小限に食い止める
ことが出来た町と賞賛されている。地域の人と人とのつながりが大災害にも強かったのである。
本施策は不燃化を推進する一方、防火協会、消防団などを支援し、防火訓練の実施によって地域の防災力を図っているが、これは必要なことである。
特に地域防災のリーダーである消防団の士気を高めてほしい。先述の真野地区でも住民の先頭に立って消火や救助活動を行ったのは地域の消防団
員であったと聞く。まさに地域防災の旗手である。そのことを区民によく理解させなければならない。
また、建物の不燃化が進んでも、火災は減少していない。我が国の火災件数の半分は建物火災である。安全で安心のまちづくりの第一歩は区民一人ひと
火の用心から始まり、自分の命は自分で守る｢自助｣の意識、さらには近隣の住民とお互い助け合う「共助」の意識を高めることにある。文京区内には多くの
勤労者や学生が居住している。また新たに移り住んできた人達もいる。そのなかには人と人とのつながりが希薄な人もかなりいるのではないだろうか。その
人達も参加できるような防火・防災訓練や啓発の企画・実施を防災関係機関に期待したい。

② 水害のないまちづくりを進める。
神田川の改修、下水道の整備等、水害防止対策は着実に進捗している。ここ１０年間、神田川の溢水が発生していないことがこれまでの成果として評価
できる。だが、今年７月に発生した新潟豪雨災害他、各地で起きた水害を他山の石として学んで欲しい。その多くは想定を超えた豪雨によって堤防が決
壊したり、河川が氾濫して甚大な被害が生じた。何時、想定を超える豪雨が発生するか判らない。これまで何も起きなかったから安全とはいえない。文京
区では平成１２年に発生した東海豪雨をモデルにした水害ハザードマップを作成し、公表した。水害ハザードマップの作成の必要性が問われていても未
だ作成に至っていない自治体も少なくない。いち早く作成・公表したことについて評価したい。更に、それを基にして区民が自らのまちのミクロな水害ハ
ザードマップを自らの手で作り上げ、水害についての認識を高めるような仕組を考えてもらいたい。また、突如発生する地震災害に比べれば水害は予測
の可能性はある。防災センターの機能を更に充実させ、迅速な情報収集と関係各機関の敏速な対応、区民へ伝達の徹底を図る等、被害軽減力の向上
を期待する。

政策評価シート２
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③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 20

指標 58.9% 60.7% 64.0% 70.0%

（達成度） (84.1%) (86.7%) (91.4%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

安全で災害に強いまちをつくる

①　地震・火災に強いまちづくりを推進する。

総務課、防災課、計画調整課、指導課、地域整備
課、建築課、管理課、施設管理課

　対象地域については、各種助成による不燃化建築物への建替え、企業等による高層化、
等価交換事業による住民の共同建替えも進んでおり、火災に強いまちづくりに向け進捗し
ている。 今後、木造住宅密集市街地整備促進事業、細街路拡幅整備事業の一層の推進を
図り、地震や火災に強いまちづくりを促進していくことが急務とされている。また、　防
災・防火への意識の高揚については、消防団、防火協会など関係団体への補助、町会等の
訓練への支援を通し推進している。

 大規模地震に伴う市街地火災の延焼防止、避難者の安全の確保などにより被災の軽減を
図る。

不忍通り沿道両側30ｍの地域内の不燃化率
対象地区面積　不忍通り地区18.1ｈａ　不忍通り第二地区20.6ha
国の基準である不燃化率７０％の達成を目指す。

都市防災不燃化促進事業、木造住宅密集市街地整備促進事業などの助成事業により、災害
に強いまちづくりを推進する。また、訓練の実施やマニュアルの作成により、火災の抑制
を図り、地震等による被災が最小限となる態勢を整える。

都市防災不燃化促進事業、木造住宅密集市街地整備促進事業などの助成事業によ不燃化を
推進している。また、防火協会、消防団など関係団体を支援するとともに、各種訓練の実
施により地域の防災力の向上、防火・防災についての啓発を図っている。

不忍通りなどの幹線沿道の不燃化は進捗している。しかし、木造住宅密集市街地における
建替え実績については、建物所有者の高齢化、建替え資金捻出等の困難さにより建替え件
数が減少してきている。細街路拡幅整備も含め災害時の危険性を周知していくことが必要
である。

平成16年度文京区施策評価表

総務部防災課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(80.4%)

62.0%

(88.6%)

56.3%

年度実績

13

施策評価シート①
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③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 0 0 0 0

（達成度）

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

00

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

土木部管理課

安全で災害に強いまちをつくる

②　水害のないまちづくりを進める。

総務課、防災課、管理課、道路課

神田川の護岸・橋梁の改修及び下水道の機能向上・更新は、東京都により着実に進められ
ている。区は、雨水流出抑制施設の設置及び既存施設の機能維持、また、水害が発生した
場合の迅速な情報提供や水防活動に努める必要がある。

被害発生件数を０にする。(50ｍｍ/h の降雨に対処）

浸水世帯数

可能な限り水害防止策を進め、水害が起こった場合にも被害が最小限となるような水害に
強いまちをつくっていく。

神田川の改修、下水道の整備、雨水流出抑制施設の設置等を着実に進めたことにより、平
成６年以降、神田川の溢水は発生していない。また、ハザードマップの作成や防災セン
ターの機能強化等、被害の最小限化への取組も着実に進んでいる。しかし、近年増加して
いる集中豪雨は、一時的に排水処理能力を超えるものがあり、局地的な水害を発生させて
いる。

局地的集中豪雨の原因として、ヒートアイランド現象との関連性が指摘されており、国や
都も対策に取り組んでいるが、対策の効果が現れるには長期間を要する。降雨量が処理能
力を超えた場合は、浸水を抑えることは困難であるが、少しでも軽減するため、引続き区
ができる対策を実施していく。

施策評価シート②



Ⅱ３(４）安全〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 13.8% 14.5% 16.0% 20.0%

（達成度） (69.0%) (72.5%) (80.0%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

安全で災害に強いまちをつくる

③　防災態勢・災害応急態勢を充実させる。

総務課、防災課、生活衛生課、小石川保健サービス
センター、計画調整課、管理課

 各種訓練に多くの区民や関係機関の参加があり、地域の防災力を高めてきた。今後、啓
発の要素も残しつつ、より実践的な企画を実施するとともに、防災リーダーの育成と活動
の場を設けることで、地域の防災行動力をたかめていくことが必要である。
　また、各種情報の提供や情報伝達などにおけるＩＴ化への対応を国・都の動向を注視し
つつ整備していくことが必要である。

 各種訓練を通し、地域の防災力を高め、災害時の防災態勢を整えるとともに、災害対策
における自助、共助の大切さを啓発する。そのために、多くの区民等が訓練に参加できる
機会を設けるとともに、内容の充実を図る。区としても公助としての機能を果たすために
防災態勢の整備を図っていく。

総合防災訓練、避難所運営訓練、町会等防災訓練及び防災コンクールの参加者数の区人口
( 12年度国勢調査）に対する割合。

 災害発生に対応するため、防災センター等設備の整備や備蓄を行う。また、実際の災害
時において区民、区民防災組織及び防災関係機関が協力し、災害対策活動が円滑に行える
よう総合防災訓練、避難所運営訓練を実施するとともに、町会等の訓練に対しては一部経
費の助成を行う。

 総合防災訓練や避難所運営訓練などに地域の区民防災組織や関係機関など多くの方が参
加している。また、区民防災組織主催の訓練についても、区、消防署による助成や協力を
行い実績をあげている。
　さらに、備蓄や防災センターの整備を図るとともに、通信訓練等の態勢の維持に努めて
いる。

　訓練にはほぼ一定して多くの方の参加があり、日ごろからの訓練が大切であることに理
解をいただいている。しかし、避難所運営訓練などにおいてより実践的なものが求められ
ている。
　災害に関する情報提供態勢、設備について、ＩＴ化の進展に十分対応していない。

平成16年度文京区施策評価表

総務部防災課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(86.5%)

15.0%

(75.0%)

17.3%

年度実績

13

施策評価シート③



Ⅱ３(４）安全〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 4,155 4,250 4,000 3,377

（達成度） (81.3%) (79.5%) (84.4%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

年度見込

16

(81.1%)

4,100

(82.4%)

4,163

年度実績

13

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

平成16年度文京区施策評価表

土木部道路課

安全で災害に強いまちをつくる

④事故や犯罪の発生しにくいまちづくりを進める。

男女平等青少年課
管理課、道路課、みどり公園課

　事故や犯罪の発生しにくいまちをつくるため、ロードサポート事業などの区民主体の活
動を広く定着させるとともに、サイクルステーション事業等を推進し、まちの美化促進に
努める。
　さらに、区、関係行政機関、区民、地域活動団体、事業者等の協働・協治の考え方のも
と、「安全・安心まちづくり条例」を策定し、今後、この条例による施策を展開してい
く。

安全で安心して暮らせるまちづくりを行う。

目標件数÷各年度件数
（交通事故死傷者数（900件）＋平成12年度の窃盗件数（2,477件））÷（交通事故死傷者数＋窃盗件数）

　快適な生活環境を確保するため、放置自転車の撤去や交通安全施設等の整備を行うとと
もに、まちの美化活動を促進し、事故や犯罪の発生しにくいまちづくりを進める。

　駅周辺の放置自転車撤去、タバコのポイ捨て防止等のキャンペーン実施や道路施設の修
景等により、まちの美化を推進しているが､交通事故や犯罪は増加している。

　区民との協働による地域環境の美化や犯罪防止活動を通じて、区民の活力やモラルの向
上を図る必要がある。

施策評価シート④



Ⅱ３(４）安全〔１６年度施策評価〕

③施策評価
政策名
(中項目)

施策名
(小項目)

施策
所管課

施策評価
担当課

施策の
概要

施策目標

施策指標

年度実績 年度実績 年度見込 年度目標 年度目標

14 15 17 22

指標 4,226 4,318 4,070 3,479

（達成度） (82.3%) (80.6%) (85.5%) (100.0%)

現状

課題

達成度： 方向性：

安全で災害に強いまちをつくる

⑤　地域の防犯活動・交通事故防止活動を支援する。

総務課、区民課、管理課

　安全・安心なまちづくりのためには、区・警察署・消防署だけでなく、区内の自主団体
（防犯協会・防火協会・交通安全協会）の活動が不可欠である。各団体の活動は長期にわ
たる実績を有し区民に定着している。
　今後は、社会状況の変化や区民のニーズに即応する新たな事業展開を支援するための検
討が必要となっている。

各団体（防犯協会・防火協会・交通安全協会）の自主的活動を支援し、協力して安全で安
心できるまちをつくる。

目標件数÷各年度件数
（交通事故死傷者数（900件）＋平成12年度の窃盗件数（2,477件）＋平成12年度の火災件数（102件））÷（交通事故死傷者数＋窃盗
件数＋火災件数）

区内の各地域で防犯・交通事故防止活動を行っている各種団体に対して、その活動を支援
するため財政的補助を行うとともに、区として各団体の活動に協力する。

火災件数は減少傾向にあるが、交通事故は減少せず、犯罪件数は増加傾向にある。結果と
しては目標数値に達していない。

区の補助を団体補助から事業補助に切り替え効率化を図っているが、今後は、資材等を充
実して活動を支援する必要がある。

平成16年度文京区施策評価表

土木部管理課

評価

今後、着実に成果の向上を図る達成しつつある

年度見込

16

(81.6%)

4,170

(83.4%)

4,261

年度実績

13

施策評価シート⑤


