مဋғ
ᚇή↭←↔ⅾ↹ዮӳʩᡫဦ⅙⅙⅙⅙
ޓޓ

Ⴘųഏ
ᚇήǇƪƮƘǓዮӳʩᡫဦሊܭƷಒᙲ
ǳȳǻȗȈƱݩஹ
ؕஜ૾ᤆƱᚇήׅᢂȢȇȫ
ዮӳʩᡫဦƷሊޒ
ʩᡫሊƷಒᙲᴈ
ʩᡫሊƷಒᙲᴈ
ʩᡫሊƷಒᙲᴈ
ʩᡫဦƷಒᙲᴈ
ʩᡫሊƷਖ਼ᡶႸǹǱǸȥȸȫ

࠰உ

01 観光まちづくり総合交通戦略策定の概要
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02 コンセプトと将来像
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区内外の回遊性の向上

安全で快適な移動環境の形成

都市活動における環境負荷の低減
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●人にやさしく便利で快適な交通

●多様な機会を創造する交通

●地球にやさしい交通
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松戸・野田へ

下町文化都市軸 ※

川

荒

⸘↹⊛ߦ⒖േ߇น⢻ߣߥࠆᐢၞ⊛ߥㅢࡀ࠶࠻ࡢࠢ

自動車交通

隅田川の両岸に広がる

成田空港へ

隅田川

˯πܹ˯༓
ᝲǁƷᆆᘍ

浅草・上野へ

上野

向島

墨田区

浅草

両国

錦糸町 亀戸

両国
深川

地球にやさしい交通手段へ

東京

羽田空港へ

МဇȞȊȸƷӼɥ
ᲢǨǳȉȩǤȖᲣ

ฑ๛ᚐෞ

すみだ
中央エリア

上野

秋葉原
神田

МဇƷјྙ҄

日本橋

徒歩
お台場へ

豊洲へ

葛西臨海公園へ

鉄道の延伸・バスの利便向上・舟運の活用

交通結節点と楽しい移動手段の充実

鉄道

バス

公共交通機関

自転車

※ 下町文化都市軸：隅田川を軸にその両岸に広がる地域が一体となったまちづくり軸（押上・業平橋地区まちづくりグランドデザインより）
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03 基本方針と観光回遊モデル
１．総合交通戦略の基本方針（施策パッケージ※1）

２．観光回遊モデルの設定
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【回遊イメージ】
 ᤧᢊǍȐǹƳƲƷΪܱƠƨπσʩᡫȍȃȈȯȸǯǛဇƠƨŴ࠼؏ႎƳᚇήעǊƙǓ
ƷɟƱƠƯŴمဋғǛᚧǕǔŵ
【想定される回遊地】
 ȷғϋᲴ
žɲſŴžነထſŴžɥȷಅſ
Ŵ
žӼſ
 ȷғٳᲴ下町文化都市軸上の観光地žᒬſ
žɥſ
žข߷ſ
žʒৎſ
žᅕဋſ
žଐஜſ
 
その他都内の観光地
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žૼܿſ
žƓӨئſ
žɶȷఌȷ
Ҙᬛஙſž௷Ӎſžᓹᙱᐮෙπטſ

周辺区
周辺区

観光拠点
ᓴⅣࡒ࠾ࡃࠬ

商店街

河川
公園

周辺区

ᓴⅣࡒ࠾ࡃࠬ

᭽щႎễʩᡫെửМဇẲẺ Ẑ˳᬴ᚇήẑ
Ẑ˳᬴ᚇήẑ
【回遊イメージ】
 ȇǶǤȳƕཎࣉႎƳࣅȟȋȐǹŴ൦ᡀƔǒƷƕૹૼƳᑉᢃŴǋƯƳƠƴႺᚑ
ǕǒǕǔʴщƳƲŴʈǔƜƱᐯ˳ƕ᭽щƱƳǔʩᡫെǛ˳᬴ƠƳƕǒŴғϋӏƼ
ԗᡀғƷᚇήעǛǊƙǔŵ
ᓴⅣࡒ࠾ࡃࠬ
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【想定される回遊地】
ųȷғϋᲴ
žɲſŴžነထſŴžɥȷಅſŴ
žӼſ
ųȷғٳᲴᨩғƷᚇήעžᒬſ
žɥſ
žข߷ſ
ųųųų
žʒৎſ
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ゞ

公園
観光拠点

商店街

ᐯЎỉἋἑỶἽỂỜẫỦ ẐᘑഩẨᚇήẑ
【回遊イメージ】
 ᤧᢊᬜǍᬟئƔǒࢻഩǍȬȳǿǵǤǯȫƴЏǓஆƑƨǓŴᚇήਗໜ᧓Ǜࢻഩưᆆѣ
ƠƨǓŴ࣬ƍ࣬ƍƷǹǿǤȫưԗᡀƷᚇήเǛಏƠǉŵ
【想定される回遊地】
ųȷғϋᲴ
žɲſŴžነထſŴ
žɥȷಅſŴ
žӼſŴ
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žɥſ
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フリンジ
パーキング
ン ※2

商店街
ᓤᱠ
ᓤᱠ

ࡦ࠲ࠨࠗࠢ࡞
ࠨࠗ

観光拠点
ࡦ࠲ࠨࠗࠢ࡞

公園

ᓤᱠ

※1 施策パッケージ：必要なハード・ソフトの施策・事業を効果的に組み合わせたもの

㋕

鉄道駅

※2 フリンジパーキング：自動車交通が集中する目的地や都心の外縁部に設ける駐車場のこと
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04

総合交通戦略の施策展開
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鉄道網の充実
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路線バスの充実
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４

公共交通の利用価値の
向上

自転車利用環境の充実

６

新たな交通機関の導入

ᔟㆡߥㅢ
ⅣႺߩᒻᚑ

 ࣅȟȋȐǹƷݰλ
 ඕ߷ǛဇƠƨૼƨƳʩᡫೞ᧙Ʒݰλ
 ᚇήܲƴƱƬƯ᭽щႎƳʩᡫೞ᧙Ʒݰλ
ᲢʴщŴșȭǿǯǷȸèŴǪȸȗȳȐǹŴ൦ᨕɲဇሁᲣ
 ǳȟȥȋȆǣᢊែᲢഩᘍᎍΟέᢊែᲣƷૢͳ
 ˞ଐƴƓƚǔഩᘍᎍݦဇᢊែ҄
 ഩᢊሁπσᆰ᧓ƴƓƚǔᘑഩƖؾƷӼɥ
ᲢƓ˞ǈșȳȁŴༀଢሁʴƴǍƞƠƍپᲣ
 ᘑഩƖǹȝȃȈƷૢͳᲢ˞কȷऴإ੩̓ᚨᲣ
 πσʩᡫ᧙ᡲᚨƴƓƚǔȐȪǢȕȪȸ҄Ʒ̟ᡶ

ోߢᔟㆡߥᱠⴕⅣႺߩᒻᚑ

ᣂߚߥㅢᯏ㑐ߩዉ

コミュニティ道路の整備

休日の歩行者専用道路化

お休みベンチ

街歩きスポットの整備
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安全で快適な歩行環境
の形成
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ᚻᲑߩឭଏ

⠀↰ⓨ߳᷼

⪾⥃ᶏࡋ

ᚭ
ᚭᄤ␠

７

案内・誘導手段の充実

 ᚇήܲƴǍƞƠƍዮӳႎƳᚇήऴإƷ੩̓
Ტ+% ᇢሁƷဇŴᘑഩƖǬǤȉƴǑǔᘑഩƖకϋᲣ
 ǘƔǓǍƢƍకϋǵǤȳƷᚨፗ
ᲢȔǯȈǰȩȠè ሁᲣ

１．街歩き観光を促進するＰＲ・イベントの実施
２．地域との協働による快適な歩行者空間の確保
３．社会実験の活用（観光施設との連携による特典付与等）
４．特区制度の活用（二人乗り自転車等の規制緩和）

※1 ユニバーサルデザイン：できるだけ多くの人が利用可能であるように製品、建物、空間をデザインすること
※2 ベロタクシー：VELO（ベロ）とはラテン語で自転車を意味し、ドイツで開発された自転車のタクシー
※3 ピクトグラム：絵文字、絵ことばの総称。道路交通標識、空港や駅の案内板、非常口の表示など誰が見てもすぐに意味がわかるデザインの視覚記号

ർᢪ㙚

᩺ౝ⺃ዉᚻᲑߩలታ
ピクトグラム例

㍪♻↸
ਔ࿖

┱Ꮉ

0



⪾⥃ᶏ
ࡋ

IC 端末等の活用

⼾ᵮ߳
⪾⥃ᶏࡋ

߅บ႐߳


ᄢᮮᎹ

ㅢᚢ⇛ߩലᨐ⊛
ߥታߦะߌߡ

ㅢᣉ╷

MO

街歩きガイドによる
街歩き案内
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交通施策の概要 -1
ᨤᦇᏞἿҧ

地下鉄 11 号線 ( 半蔵門線 ) の延伸

地下鉄８号線 ( 有楽町線 ) の延伸
עɦᤧ ȷ
ӭዴƷࡨ˦

概要・施策の方向性ޛਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ
ȷғ᧓Ჴᝅෂ᳸ிᨗထ᳸˰Ӵ᳸
ɥ᳸ׄȄங᳸ʒஊ᳸ဋࠊᲢᢃ
ሊݙᜭ˟ሉဎᇹ  ӭᲢ
  ࠰ உ   ଐᲣᲣ
ȷ᧙̞ᐯ˳ƴǑǓನƞǕǔ
ųžעɦᤧᲲȷ ӭዴ̟ᡶᡲዂң
è ƴƓƍƯŴʙಅ҄Ʒӧ
ᜭ˟ſ
ᏡࣱǛ౨᚛Ƣǔ
ȷᝅෂƔǒ˰ӴǇưƷࡨ˦ƸŴி
ʮฺᐮෙᢿƷႆޒཞඞǛ៊ǇƑŴ
̟ᡶᙲ׆ưƋǔிʮǪȪȳȔȃ
ǯƷᛔᐲǛڎೞƴŴ᩿࢘Ʒᛢ᫆
ƱƠƯ᧙̞ೞ᧙ƴƖƔƚǔ




ᬺᐔᯅ

עɦᤧ  ӭዴ
Ʒࡨ˦

概要・施策の方向性 ޛਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ

ʙಅምࣱŴʙಅɼ˳Ŵ২ᘐႆŴ
ᙀяСࡇƷਘΪ

ȷ࠼؏ႎƳᚇή߹עǓƴᣐॾƠ
ȷғ᧓Ჴɥ᳸ׄȄங᳸ৎᲢᢃ
ƨȐǹែዴዡƴƭƍƯȐǹʙ
ሊݙᜭ˟ሉဎᇹ  ӭᲢ 
ಅᎍƱᡲઃȷ౨ᚰƠŴ࣏ᙲƴ ǳȟȥȋȆǣȐǹ
࠰  உ  ଐᲣᲣ
ࣖơƯŴែዴƷૼᚨȷϐዻǛ
Ȑǹͣ
ȷ᧙̞ᐯ˳ƴǑǓನƞǕǔžע
Ʒૼᚨ
ʙಅᎍƴ̟Ƣ
ɦᤧᲲȷ ӭዴ̟ᡶᡲዂңᜭ˟ſ
ᚇή
ȷ˂Ʒʩᡫೞ᧙ƱƷʈǓ੭Ƒƴ
ਗໜ
ƴƓƍƯŴ ӭዴɥƔǒׄȄஙŴ
ᣐॾƠƨȐǹែዴƴƭƍƯȐ
ৎǁƷࡨ˦Ǜም᩿ሁƷᛢ᫆Ǎ
ǹʙಅᎍƱᡲઃȷ౨ᚰƠŴ࣏
ʩᡫኽራໜ
ƜǕǇưƷኺዾǛ៊ǇƑŴɶႎ
ᙲƴࣖơƯŴȐǹͣˮፗƷᙸ
Ƴᛢ᫆ƱƢǔ
ႺƠǛʙಅᎍƴ̟Ƣ
課題
ʙಅምࣱŴʙಅɼ˳Ŵ২ᘐႆŴ
課題
ᙀяСࡇƷਘΪ
ࣅȟȋȐǹሁƷ˂Ʒʩᡫೞ᧙ƱƷࢫлЎਃŴ
ᢊែሥྸᎍሁƱƷᛦૢ

バス停の機能強化
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ᚇή
ਗໜ
Ȑǹͣ
Ʒૼᚨ

自家用車の周辺駐車誘導

概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷʩᡫኽራໜᲴɲᬜŴነထᬜŴɥᬜȷ
ಅᬜŴᑉᬜ
ȷᤧᢊʙಅᎍƴݣƠƯʈǓ੭ƑǷǹȆȠƷΪ
ܱǛ̟ƠŴ˂Ʒʩᡫೞ᧙ƱƷǹȠȸǺƳʈ
Ǔ੭ƑǛӧᏡƴƢǔ
ȷᤧᢊʙಅᎍǍԗᡀᚨሥྸᎍƴݣƠƯȦȋ
ȐȸǵȫȇǶǤȳ҄Ǜ̟ƠŴٳʴǍ᭗ᱫ
ᎍƳƲƞǇƟǇƳМဇᎍƴࣖݣƢǔ
課題
ᙐૠƷʙಅɼ˳ƴ᧙ᡲƢǔئӳƷࢫлЎਃ
ᤧᢊ

ᐯ᠃

ʩᡫኽራໜ

ȷʩᡫኽራໜǍᚇήਗໜƴᡈƍȐǹͣ
ưƸŴᢃᘍऴإƷǈƳǒƣ؏עᚇή
ऴإǛ੩̓ƢǔƜƱưŴᘑഩƖᚇή
Ǜ̟ᡶƢǔ
ȷșȳȁƷਘΪሁƴǑǓŴȐǹƷࢳƪ
᧓ƴƓƚǔࣛᢘࣱƷӼɥǛǔ
課題
ऴإƷሥྸ૾ඥŴʙಅᎍƱƷᛦૢ
表

裏

i

i

バス運行情報
観光案内
ポスター

観光情報と一体と
なった路線情報
（プラズマディスプ
レイ）

観光案内
チラシストッカー

タッチパネル
（観光情報）
ＩＣタグリーダー※2

バス停イメージ

交通結節点機能の強化

Ȑǹ

ᢿᏱᾔώἿҧ

概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ

公共交通機関の更なる充実

課題

ʴщ

路線バスの新設・再編

既存の交通機関と連携した運賃制度の導入
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷʩᡫኽራໜƴƓƍƯ˂Ʒʩ
ᡫೞ᧙ƴʈǓ੭ƑǔᲢᤧᢊ
ăࣅȟȋȐǹŴȐǹăȬ
ȳǿǵǤǯȫŴᤧᢊăᑉƳ
ƲᲣئӳŴлࡽ૰Ǜᢘဇ
ưƖǔǑƏŴʩᡫʙಅᎍƴ
ƖƔƚǔ
ȷʈ੭ਃƷ᠉ถǛᆢಊႎƴ
ƢǔƜƱƴǑǓŴπσ
ʩᡫೞ᧙ưƷஹᚧǛ̟Ƣ
課題
ʩᡫʙಅᎍƱƷᛦૢ

Ȑǹ

ᤧᢊ

ʩᡫኽራໜưƷ
ʈǓ੭Ƒ

ᐯ᠃

ᑉ

Ƃʈ੭лࡽǷǹȆȠƃ

概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷᐯܼဇƷᨼɶƕʖेƞǕǔғ؏ƔǒᩉǕƨᬟئ
ǁƷᬟǛᛔݰƢǔᲢȕȪȳǸȑȸǭȳǰᲣ
ȷᢒᨠעƷᬟئМဇᎍƴݣƠƯ
ᤧᢊ
ᐯ᠃
ᬟ૰ƷлࡽǛᘍƏƳƲŴᬟ
ئМဇƴݣƠƯཎχǛ˄ɨƢ
ǔǑƏʙಅᎍƴƖƔƚǔ
ԗᡀᬟئƔǒƷʈ੭̟ᡶ
ȷᬟئƱɟ˳ƱƳƬƨȬȳǿǵ
ǤǯȫᚨƷૢͳǛ̟ᡶƢǔƜ
Ȑǹ
ƱƴǑǓŴᐯѣƔǒᐯ᠃ǁ
ࢻഩ
Ʒό๖ƳʈǓ੭ƑǛ̟Ƣ
課題
ųԗᡀᬟئǁƷᬟᛔݰƴ᧙ƢǔʙЭƷԗჷ૾ඥ
ųᬟئሥྸᎍƱᨼܲᚨʙಅᎍƱƷᛦૢ
ųȬȳǿǵǤǯȫᚨƷૢͳᝲဇ

観光施設との連携による
特典付与
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷπσʩᡫМဇᎍƷл
ࡽСࡇƴƭƍƯŴʩ
ᡫʙಅᎍƱᚇήᚨ
ᢃփᎍƴݣƠƯݰλ
Ǜ̟Ƣ
ȷлࡽСࡇƴƭƍƯ࠼
ƘԗჷƢǔƜƱƴǑ
ǓŴπσʩᡫೞ᧙ư
ƷஹᚧǛ̟Ƣ

ƂᚨМဇлࡽǷǹȆȠƃ
ᚇήਗໜ
Ȑǹ

Ȑǹ

ᤧᢊ
ᚇήᚨƱπσʩᡫƱƷ
ᡲઃƴǑǔлࡽ

課題
ʩᡫʙಅᎍƱᚇήᚨᢃփɼ˳ƱƷࢫлЎਃ

ҽӀΦᥨἿԙᄄГщἿ͢

ᑉ

※ 1 地下鉄 8・11 号線促進連絡協議会：地下鉄 8・11 号線の延伸に向けて、江東区、墨田区、葛飾区、松戸市、東京都、千葉県で構成される協議会
※ 2 ＩＣタグリーダー：IC タグと呼ばれる超小型の IC（集積回路）チップを組み込んだ小型装置に、無線通信装置を使って必要な観光情報等を書き込んだり、読み取るもの
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交通施策の概要 -2

ᔬᤀԙᄄჟܻἿҧ

サイクルステーションの整備
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷʩᡫኽራໜưƋǔɥᬜЭƴƓƍ
ƯƸŴӓܾᏡщƕ᭗ƘŴǷȳȜȫ
ႎƳᬟئǛૢͳƠŴᐯ᠃Мဇ
ƷɟޖƷ̟ᡶǛǔ
ȷᐯ᠃ƴǑǔžᘑഩƖᚇήſǛᎋ
ॾƠƯŴᢘЏƳᬟئˮፗȷᙹ
ǛᚨܭƠŴƦƷɟᢿƴƭƍƯƸൟ デザインがおしゃれな駐輪場
᧓ƴǑǔᬟئƷᚨፗǛ̟Ƣ
ȷૢͳƴƋƨƬƯƸŴМဇƠƨƘƳ
ǔ᭽щႎƳᬟئǛǊƟƠƯŴక
ϋᚨǍМ̝ᚨƷ́ᚨŴȇǶǤ
ȳƴƭƍƯǋᆢಊႎƴ౨᚛Ƣǔ

レンタサイクルシステムの導入
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷ࠼ԓјௐƷဇƳƲǛᛔݰƠŴൟ᧓
ʙಅᎍƷᆢಊႎƳӋဒǛ̟Ƣ
ȷᙐૠƷʙಅᎍƕңưƖǔ˳СǛૢ
ͳƠŴԗᡀғƱɟ˳ƱƳƬƨʈǓƢ
ƯǷǹȆȠǛನሰƢǔ
広告入りレンタサイクル
ȷƠЈƠᐯ᠃ƷɟᢿƱƠƯŴૹૼ
ƳȇǶǤȳǍȦȋȸǯƳೞᏡǛஊƢ
ǔ᭽щႎƳᐯ᠃ᲢȬȈȭᛦŴ
ٳŴ
ʚʴʈǓᐯ᠃ƳƲᲣǛ̅ဇƢǔ
ȷנႎƳМဇᎍƷྒࢽƴӼƚƯŴᬟ
ئǍܿජᚨሁƱƷᡲઃǛ̟Ƣ
課題
ʙಅምࣱŴʙಅɼ˳Ŵᢊែᆰ᧓
ƴƓƚǔឥᘍȫȸȫᲢഩᘍᎍƱƷ
ƢǈЎƚᲣ

デザイン自転車の導入イメージ

循環ミニバスの導入
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷૼǿȯȸǛɶ࣎ƴŴғϋࣅƱғٳǋݣ
ᝋƱƠƨਗໜᡲઃƷȫȸȈǛ౨᚛Ƣǔ
ȷȐǹМဇƴƓƚǔᚇήܲƱғൟƱƷƢǈЎ
ƚǛǔ
ȷଐࠝႎƴМဇƢǔғൟƴݣƢǔлࡽСࡇǛ
౨᚛Ƣǔ
ȷȐȪǢȕȪȸŴؾƴᣐॾƠƨɲǛ̅ဇ
Ƣǔ
課題
φ˳ႎƳȫȸȈᢠܭŴ˂Ʒʩᡫೞ᧙ƱƷࢫл
ЎਃŴʈǓ੭ƑСࡇŴʙಅɼ˳Ŵʙಅምࣱ

課題
ᬟٳˌئƷೞᏡƱƷᡲઃ

多様な交通手段の提供
河川を活用した新たな交通機関の導入
概要・施策の方向性

ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޛޜਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ

ȷૼǿȯȸಅƴƸŴᚾᘍႎƴჺƍғ᧓ưƷᢃᘍᲢૼ
ǿȯȸ᳸ነထȷʒৎᲣǛेܭƠŴʙಅᎍƷӋဒǛ
̟Ƣ
ȷ൶ிғƱƷᡲઃǛƢƢǊŴଏ܍ƷᑔბئǛဇƢǔ
ȷɶᧈႎƴƸŴᑔƷᡫᑋƷૅᨦƱƳǔଏᚨƷಿᧉè
Ǜ᧖ᧉè ƱƠƯϐૢͳƠŴᨘဋ߷Ʊ൶ிϋᢿඕ߷ƕ
ɟ˳ƱƳƬƨ࠼؏ႎƳ൦ɥȍȃȈȯȸǯǛನሰƢǔ
ȷᑔɥƔǒᙸƯ᭽щႎƳ൦ᡀؾǍᘑɳǈᚇǛૢƑ
ǔƱƱǋƴŴඕ߷ؾƷӼɥƴѐǊǔ
課題
ʙಅምࣱŴʙಅɼ˳Ŵ൦ឋƷોծ

周辺区との連携

循環ミニバスイメージ

カフェのある駐輪場

和船の導入

自転車通行環境の向上
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޛޜਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ
ȷɼᙲƳែዴưᩓዴעɶ҄Ǜᡶ
ǊƯᩓ௵ǛถǒƢƳƲŴᐯ᠃
ưࣛᢘƴᘑǛׅᢂưƖǔǑƏᐯ
᠃ឥᘍᆰ᧓Ǜᄩ̬Ƣǔ
ȷᘑഩƖǹȝȃȈǍᚇήਗໜưƷ
ᬟǹȚȸǹǛᄩ̬Ƣǔ
ȷஹᘑᎍưកǘƏπσᆰ᧓ƴƭƍ
ƯƸŴᐯ᠃ƱഩᘍᎍƱǛᆰ᧓
ႎƴЎᩉƢǔپǛᘍƏ
課題
᧙̞ೞ᧙ƱƷᛦૢŴഩᘍᎍƷܤ
μƷᄩ̬Ŵᐯ᠃ƷܤμМဇƷ
̟ᡶ

駐輪スペースの確保
（街歩きスポット等にて）

観光客にとって魅力的な交通機関の導入
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޛޜਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ
ȷғϋஇٻƷʩᡫኽራໜƱƳ
ǔɥᬜԗᡀƴƓƍƯᨼɶ
ႎƳݰλǛǓŴૼǿȯȸ
ஹᚧᎍƴݣƠƯ᭽щႎƳʩ
ᡫെǛ੩̓ƢǔƨǊŴʙ
ಅᎍƷӋဒǛ̟Ƣ
ȷेܭƞǕǔݰλʩᡫെᲴ᳆
人力車
èŴʴщŴșȭǿǯ
ǷȸŴǪȸȗȳȐǹŴ൦ᨕ
ɲဇ
課題
ʙಅምࣱŴʙಅɼ˳Ŵᢊ
ែሥྸᎍሁƱƷᛦૢŴ২ᘐ
ႆŴᙀяСࡇƷਘΪ

船着場イメージ

自転車走行空間の確保

ベロタクシー

௹ἰἻΦᥨෛἿҸ

※1 樋門：水位が異なる水域において、低水位の河川へ水を取り入れるとともに水位調整を行う施設
※2 閘門：水位が異なる水域において、２箇所の水門を活用することにより、船の行き来を可能とする施設
※3 ＬＲＴ：ライト・レール・トランジット（Light Rail Transit）の略で、低床車両、低騒音、高速化などを新技術の導入により実現し、利便性を高めた次世代型の路面電車システム
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交通施策の概要 -3
ࠡҹἸᦕἻฦᜊჟܻἿজષ

コミュニティ道路（歩行者優先道路）の整備
ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ

概要・施策の方向性 ޛਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ

ȷǿȯȸᚇǛಏƠǉǿȯȸȓȥȸᡫǓè
ǍŴғϋᚇήעǛǊƙǔɼᙲƳᢊែǛݣ
ᝋƱƢǔ
ȷഩᘍᎍƱɲƷσ܍ǛǊƟƠƯŴɲƷ
ᡮࡇ৮СǛ̟ƢˁੑƚǛᚨፗƠŴȇǶǤ
ȳƴᣐॾƠƨഩᢊȷᢊƷૢͳǛᘍƏ

コミュニティ道路の整備

休日における歩行者専用道路化
概要・施策の方向性ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޛޜਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ
ȷǿȯȸᚇǍඝᢊՠࡃᘑǛಏƠǉ
ƜƱƷưƖǔᢊែǛݣᝋƱƠƯŴ
םଐȷᅔଐƷഩᘍᎍݦဇᢊែ҄ƴ
ӼƚƯŴʩᡫሥྸᎍƳƲƷ᧙̞ೞ
᧙ƱңưܱྵǛǊƟƢ
ȷɶᧈႎƴƸŴǿȯȸƔǒɟܭƷ 歩行者専用道路化
ርϋƴƭƍƯŴםଐƷɲᡫᘍ
ǛᅠഥᲢ᧙̞ɲሁƸᡫᘍӧᲣƱ
ƢǔƜƱǋᙻƴλǕǔ
課題
ᡫᘍᅠഥғ؏ٳƴႆဃƢǔฑ๛Ŵ
ᒵƞƹƖɲሁ᧙̞ɲƷᡫᘍŴ
トランジットモール※2
᧙̞ೞ᧙ǍעΨ˰ൟƱƷᛦૢ

課題
ഩᘍᎍƷܤμࣱᄩ̬

街歩きスポットの整備
概要・施策の方向性ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷᘑഩƖᚇήƷ˞কᚨƱƠƯŴȈǤ
ȬŴᚇήऴإ੩̓ᚨŴᐯ᠃ፗƖ
ئƳƲǛͳƑƨᚨǛғϋӲƴᣐ
ፗƢǔ
ȷӧᏡƳᨂǓଏ܍ƷᚨǛဇƠŴೞ
ᏡǛΪܱƞƤǔƜƱƴǑƬƯŴᘑഩ
ƖǹȝȃȈƱƠƯᛐܭƢǔ
ȷૼƨƴᚨፗƢǔئӳƴƸŴൟ᧓ʙಅ
ᎍƱƷࢫлЎਃƷǋƱૢͳǛᘍƏ

観光案内のある街歩き
スポットイメージ

課題
ૢͳɼ˳Ŵሥྸ૾ඥ
賑わい施設のある街歩き
スポットイメージ

商店街とコミュニティ道路

わかりやすい案内サインの設置

歩道等公共空間における街歩き環境の向上
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޛޜਛ㐳ᦼᣉ╷ޜ

概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷૼǿȯȸƷಅƴǑǓفьƕʖेƞǕǔٳʴᚇή
ܲǛƸơǊŴƞǇƟǇƳஹᘑᎍƴࣖݣƢǔƨǊŴȔ
ǯȈǰȩȠሁǛဇƠƯŴᛡǋƕɟႸưЎƔǔకϋ
ǍᛔݰǛᘍƏǑƏᚨሥྸᎍሁǁ̟Ƣ
ȷǹȠȸǺƳᘑഩƖǛ̟ƢƨǊŴे
観光客にやさしい総合的な観光情報の提供
ܭƞǕǔɼᙲƳȫȸȈɥǍᚇή
概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ᚨƷЎƔǓǍƢƍئƴŴྵענ
ȷᚇήܲǛό๖ƴႸႎעǁݰƘƨ
ǍႸႎעƷ૾ӼƕЎƔǔకϋǍǵ
ǊŴɼƴᚇήਗໜǍʩᡫኽራໜ
ǤȳƷΪܱǛǔ
ƴƓƍƯŴمဋғƷ᭽щƱᆆѣ
課題
െǛዮӳႎƴకϋƢǔ
ࢫлЎਃŴȇǶǤȳƷወɟ
ȷకϋƴƋƨƬƯƸŴ
᳃Ჽᇢሁ
ピクトグラム例
ƴǑǔ̝МƳೞ֥ƷݰλƴьƑ
ƯŴᘑഩƖǬǤȉƴǑǔᘑഩƖ 街歩きガイドによる街歩き案内
కϋƕᘍƑǔǑƏŴᚇήң˟Ǎ
鉄道 / 鉄道駅
船舶 / フェリー / 港
バス / バスのりば
ȜȩȳȆǣǢ˳ׇሁƱƷᡲઃǛ
Bus / Bus stop
Railway /
Ship / Ferry / Port
Railway station
ǔ
ȷٳʴᚇήܲƕǹȠȸǺƴऴإ
ǛλưƖǔǑƏŴٳᛖưƷ
కϋƕӧᏡƳ˳СƷࢍ҄Ǜǔ

快適な交通環境の形成

・ᘑഩƖƷɼᙲƳȫȸȈƱƠƯेܭƞǕǔᢊែƴƭƍƯŴഩᢊƴ
ᚨፗƞǕƯƍǔᚨᲢ್ૺ᧸ഥ௸ŴౡఎŴǬȸȉȬȸȫŴᘑែ
໊ƳƲᲣƷϐૢͳǛᘍƍŴഩᘍᆰ᧓ǛਘΪƢǔ
ȷඝᢊƷೌעᎍƷңщǛࢽƯŴșȳ
公共交通関連施設におけるバリアフリー化の促進
ȁǛᚨፗƢǔƳƲŴᘑഩƖƷᡦɶ
ưܤμưࣛᢘƴǛƓǖƤǔǑƏ 概要・施策の方向性 ޛ⍴ᦼᣉ╷㧦㨪 *ޜ
ȷɼᙲƳπσʩᡫưƋǔᤧᢊ
ƳˁੑƚƮƘǓǛ౨᚛Ƣǔ
ƷᬜƴƓƍƯŴɥɦ᨞ǁƷ
課題
ᆆѣǛˤƏئӳŴǨȬșȸ
ஊјࠢՃƷᄩ̬Ŵሥྸ૾ඥ
ǿȸŴǨǹǫȬȸǿȸƷᚨ
ᢊែ᧙ᡲᚨƷϐૢͳƴ̞ǔᝲဇ
ፗሁǛᤧᢊʙಅᎍƴ̟ƠŴ
ғൟƷӳॖ࢟
᭗ᱫᎍǍౝ܇МဇᎍƳ
ƲŴƞǇƟǇƳஹᘑᎍƴ ݣエレベーター等の設置
ࣖƢǔ
ȷᙐૠƷʙಅᎍƕ᧙̞Ƣǔئ
ӳƸŴ᧙̞ᎍƕσᡫƷᛐᜤ
ƷǋƱȐȪǢȕȪȸȫȸȈ
ǛᚨܭƢǔئǛᚨƚŴјௐ
ᐯ᠃ᢊƷ
ᄩ̬
ႎƳᚨૢͳǛǊƟƢ
Ɠ˞ǈșȳȁ
円滑な乗り換えが可能な交通結

࠼ƍഩᢊ

Ơᐯ᠃ғ᧓Ʒᚨፗ

課題
節点
ʙಅɼ˳᧓ƷࢫлЎਃŴᤧᢊ
ᬜƴᨩƢǔᚨƱƷᡲઃ

自転車
Bicycle

課題
ዒዓႎƳకϋǷǹȆȠƷᢃփ

IC 端末を利用した街歩き情報等
の提供

公園
Park

博物館 / 美術館
Museum

ഒӈ ậ ៑ใἿҧ

※1 タワービュー通り：墨田区観光振興プラン（改訂版）において、シンボル事業として位置付けられているもの
※2 トランジットモール：一般車両を制限し、歩行者や自転車の快適な空間を提供しつつ、バスやＬＲＴ等の公共交通に道路を開放する形態
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交通施策の概要 -4
ᜎฦងҫὣМᥳἪửữậ ὨᾝᾷᾌἿ

各種イベントでのＰＲ

街歩きガイドによるＰＲ

۟܌ἹἿ֠ѾἼὙᦕἻฦᜊᒊክἿሦЩ

概要・施策の方向性

概要・施策の方向性

ȷǿȯȸಅƴӼƚƨܳˡȷǤșȳȈƴӳǘƤŴπ
σʩᡫưƷஹᚧƷʙЭԠƼƔƚǍŴғƷಏƠƍᘑ
ഩƖǛƢǔ
ȷᚇήऴإᛏሁǛဇƠƯŴૼǿȯȸԗᡀƷ᭽щႎ
ƳʩᡫെǍʩᡫМࣱ̝ŴᘑഩƖƷƨǊƷȫȸȈ
ǍᘑഩƖǹȝȃȈሁƴƭƍƯƢǔ
ȷᘑഩƖǬǤȉƴǑǓᘑഩƖƷ᭽щǛ 24 Ƣǔ
ȷٳʴᚇήܲǋݣᝋƱƠƨјௐႎƳ 24ȷǤșȳ
ȈƷૅੲǛᘍƏ

ȷࣛᢘƳഩᘍᎍᆰ᧓Ǜᄩ̬ƢǔƨǊŴ؏עưƷഩᢊᆰ᧓
ƷМဇȞȊȸƷӼɥǛǔ
ȷ؏עƱʙಅᎍƱƷңƴǑǓŴஹᘑᎍǛǋƯƳƢƨǊŴ
Ɠ˞ǈșȳȁŴᬟǹȚȸǹሁǛ੩̓Ƣǔ
ȷൢ᠉ƴᢊకϋƴࣖơǔƳƲŴ᭗ᱫᎍǍٳʴǛƸơǊ
ƱƢǔஹᘑᎍƕ࣎ܤƠƯࣛᢘƴᆆѣưƖǔǑƏŴᨥ
ᚇήᣃࠊƱƠƯƷᩎൢƮƘǓǛᡶǊǔ

課題
ǿȯȸʙಅᎍƱƷࢫлЎਃŴᚇήȗȭȢȸǷȧȳè
ƷΪܱ

課題
؏עǍʙಅᎍƱƷңƴӼƚƨᚘဒƮƘǓ
お休みベンチの提供

交通戦略の効果的な
実現に向けて

ベロタクシー ( 通称シクロ）

押し自転車区間の導入

国際観光都市の雰囲気づくり

利用マナーの向上

။ԞॄἿໄᄄ

ቅϜᰱἿໄᄄ
和船

概要・施策の方向性

水陸両用バス

ȷ
žᚇήᚨƱƷᡲઃƴǑǔཎχ˄ɨſǍžșȭǿ
ǯǷȸƷݰλſƳƲŴ᧓ǛᨂܭƠƯᚾ᬴ႎƴ
ሊޒƢǔƜƱᲢᅈ˟᬴ܱᲣưŴᅈ˟ႎᛐჷ
ࡇƷӼɥǛǓŴँʁႎƳܱǁƱޒƢǔ
ȷᅈ˟᬴ܱƷኽௐǛ៊ǇƑƯŴஜݰλ૾ሊǛ౨
᚛Ƣǔ
課題
ܱŴܱር

オープンバス

概要・施策の方向性
ȷʚʴʈǓᐯ᠃ǍȈȩȳǸȃȈȢȸȫ҄ƳƲŴᢊែ
ʩᡫඥƳƲƴǑǓСᨂƕƋǔሊƴƭƍƯƸŴཎғ
Сࡇè ǛဇƠƨᙹСዼԧƴƭƍƯǋ౨᚛Ƣǔ

二人乗り自転車

課題
ݰλƴӼƚƯƷ᧙̞ೞ᧙ƱƷңᜭŴעΨ˰ൟƱƷᛦ
ૢŴᡫᘍܤμƷᄩ̬ᲢᢊែʩᡫඥƷئӳᲣ
トランジットモール化イメージ

※1 観光プロモーション：墨田区観光振興プラン（改訂版）において、シンボル事業として位置付けられているもの（ツール例：プロモーションビデオ、各種観光マップ、すみだグッズ）
※2 特区制度：民間や行政等の発案により、規制の特例措置を導入する区域（特区）を設けて、地域の活性化等をめざすと同時に、全国的な規制改革へと波及させる制度
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交通施策の推進目標スケジュール
中期

長期

平成２４〜２８年度

平成２９年度〜

短期
基本方針

項目別方針

平成２０年度

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

【 新 タ ワ ー 開 業 】 【オリンピック：平成 28 年度】
鉄道網の充実

ㅢᯏ㑐ߩ
ᦝߥࠆలታ

žעɦᤧ ȷ ӭዴ̟ᡶᡲዂңᜭ˟ſƴƓƚǔ౨᚛
ӭዴ̟ᡶᡲዂңᜭ˟ſƴƓƚǔ౨᚛Ǎʙಅ҄ƴӼƚƨዓƖሁ
Ǎʙಅ҄ƴӼƚƨዓƖሁ

路線バスの充実

ȐǹែዴƷ౨ᚰŴȐǹͣƷೞᏡࢍ҄ƴӼƚƨ౨᚛

ȐǹែዴƷૼᚨȷϐዻŴȐǹͣƷೞᏡࢍ҄

公共交通の利用価値の向上

ʩᡫኽራໜೞᏡࢍ҄ƴӼƚƨ౨᚛

ʩᡫኽራໜೞᏡƷࢍ҄ᲢȐȪǢȕȪȸ҄ሁᲣ

ଏ܍Ʒʩᡫೞ᧙ƱᡲઃƠƨᢃСࡇƷݰλƴӼƚƨ౨᚛

ଏ܍Ʒʩᡫೞ᧙ƱᡲઃƠƨᢃǷǹȆȠƷನሰ

ᐯܼဇƷԗᡀᬟᛔݰƴӼƚƨ౨᚛

ԗᡀᬟᛔݰሊᲢ́ᚨᬟئŴлࡽСࡇᲣƷܱ

πσʩᡫМဇᎍƴݣƢǔᚨлࡽСࡇݰλƴӼƚƨ౨᚛

лࡽǷǹȆȠƷನሰŴᆢಊ
Ტᅈ˟᬴ܱƷဇ
Ტᅈ˟᬴ܱƷဇሁᲣ

ȬȳǿǵǤǯȫǷǹȆȠƷݰλƴӼƚƨ౨᚛

ȬȳǿǵǤǯȫǷǹȆȠƷನሰ

自転車利用環境の充実

᭽щႎƳǵǤǯȫǹȆȸǷȧȳ
᭽щႎƳ
ǵǤǯȫǹȆȸǷȧȳƷૢͳ
Ʒૢͳ
ᐯ᠃ᡫᘍؾƷӼɥᲢᐯ᠃ƱഩᘍᎍƷЎᩉሁᲣ

ᄙ᭽ߥㅢ
ᚻᲑߩឭଏ

新たな交通機関の導入

ࣅȟȋȐǹƷݰλ

ࣅȟȋȐǹƷݰλƴӼƚƨ౨᚛
ࣅȟȋȐǹƷ
ݰλƴӼƚƨ౨᚛
ᑉᢃƷݰλƴӼƚƨ౨᚛
ᑉᢃƷ
ݰλƴӼƚƨ౨᚛

ᑉᢃƷݰλ
ᑔბͳૢئ
൦ɥȍȃȈȯȸǯƷನሰ

᭽щႎƳʩᡫೞ᧙ƷݰλƴӼƚƨʙಅ
᭽щႎƳʩᡫೞ᧙Ʒݰλ
ӼƚƨʙಅᎍƷѪᨼሁ
ᎍƷѪᨼሁ

安全で快適な歩行環境の形成

ᔟㆡߥㅢ
ⅣႺߩᒻᚑ

ૼƨƳʩᡫೞ᧙Ʒݰλ

ǳȟȥȋȆǣᢊែૢͳƴӼƚƨ౨᚛
ǳȟȥȋȆǣ
ᢊែૢͳƴӼƚƨ౨᚛

ǳȟȥȋȆǣᢊែƱƠƯƷᑄᘺȷᡮࡇ৮СೞᏡ
ǳȟȥȋȆǣᢊែƱƠƯƷᑄᘺȷᡮࡇ৮С
ೞᏡƷૢͳ
Ʒૢͳ

˞ଐƷഩᘍᎍݦဇᢊែ҄ƴӼƚƨ౨᚛ȷ
˞ଐƷഩᘍᎍݦဇᢊែ҄ƴӼƚƨ
౨᚛ȷ᧙̞ೞ᧙ᛦૢ
᧙̞ೞ᧙ᛦૢ

ഩᘍᎍݦဇᢊែ҄Ტᅈ˟᬴ܱƷဇᲣ

ᘑഩƖ
ഩƖؾƷӼɥƴӼƚƨ౨᚛ȷᚨᚘ
ؾƷӼɥƴӼƚƨ౨᚛ȷᚨᚘ

Ɠ˞ǈșȳȁŴༀଢሁʴƴǍƞƠƍᚨƷૢͳ
ᘑഩƖǹȝȃȈ
ഩƖǹȝȃȈᛐܭȷૢͳ
ᛐܭȷૢͳ

案内・誘導手段の充実

ȐȪǢȕȪȸȫȸȈƷᚨܭƴ᧙Ƣǔ᧙̞ʙಅᎍᛦૢ

πσʩᡫ᧙ᡲᚨƴƓƚǔȐȪǢȕȪȸࣖݣᚨͳƷݰλ

ዮӳႎƳᚇήऴإƷ੩̓ƴӼƚƨ౨᚛ȷ᧙̞ᎍᛦૢ

+% ᇢǍ
ᇢǍᘑഩƖǬǤȉƴǑǔዮӳႎƳᚇήऴإƷ੩̓
ഩƖǬǤȉƴǑǔዮӳႎƳᚇήऴإƷ੩̓

కϋǍǵǤȳƴ᧙Ƣǔ౨᚛ȷ
కϋǍǵǤȳƴ᧙Ƣǔ
౨᚛ȷ᧙̞ʙಅᎍᛦૢ
᧙̞ʙಅᎍᛦૢ

ȔǯȈǰȩȠሁƷɟႸưǘƔǔకϋǵǤȳ
ȔǯȈǰȩȠሁƷɟႸưǘƔǔకϋ
ǵǤȳƷᚨፗ
ᚨፗ

٠ฦㅢᣉ╷ߪ߇ਥ⊛ߦขࠅ߹ߣߚ߽ߩߢߔ߇ޔ࿖ㇺ᳃㑆ᬺ⠪╬߇ਥ⊛ߦ⋧ߪࠆޔߩㅪ៤ߦࠃࠅផㅴߔࠆ߽ߩࠍࠎߢ߅ࠅޔᓟޔᄌᦝ߇↢ߓࠆ႐ว߇ࠅ߹ߔޕ
٠ა↰߇ਥ⊛ߦታᣉߔࠆᣉ╷ߦߟ߈߹ߒߡߪޔა↰ၮᧄ⸘↹ߦၮߠ߈ޔታߦะߌߡఝవ⊛ߦᬌ⸛ᢛࠍㅴߡ߹ࠅ߹ߔޕ
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