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建 設 委 員 会 資 料

まちづくり推進部まちづくり事業課

弥生町二丁目１９番の一部における防災街区整備事業に関する都市計画の原案について

１ 主な経緯等

令和４年７月２７日に、弥生町二丁目１９番街区防災街区整備事業準備会から区に対し

て、共同化により居住環境を改善し、密集市街地における延焼防止上及び避難上確保される

べき機能（以下、「特定防災機能」という。）の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、

防災街区整備事業による「まちづくり提案書」の提出があった。

区では、この「まちづくり提案書」の内容を考慮し、区決定の「特定防災街区整備地区」及び「防

災街区整備事業」の都市計画の原案を作成した。

２ 都市計画の原案の概要（別紙１ 計画書、別紙２ 計画図を参照）

（１）特定防災街区整備地区（中野区決定）

密集市街地整備法第３１条に基づき、密集市街地における特定防災機能の効果的な確保に

貢献する防災街区として整備すべき区域として、別紙の土地の区域において、建築物の敷地

面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定める。

（２）防災街区整備事業（中野区決定）

上記の特定防災街区整備地区内において、密集市街地整備法第１２０条に基づき、適正な

配置及び規模の公共施設を備えることにより、特定防災機能が確保された良好な都市環境と

なるように「施行区域」を定め、施行区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能

の確保並びに施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図られるよう「防災施設建築

物の整備に関する計画」等を定める。

３ 今後のスケジュール

令和４年１０月 中野区都市計画審議会（都市計画の原案について）

１１月 地元説明会

原案の公告・縦覧等

令和５年 ２月 案の公告・縦覧等

４月 都市計画審議会に諮問、都市計画の決定告示

（参考）弥生町二丁目１９番街区防災街区整備事業準備会からの「まちづくり提案書」（抜粋）



■防災街区整備事業に関する都市計画の原案

１）東京都市計画特定防災街区整備地区（中野区決定）

２）東京都市計画防災街区整備事業（中野区決定）

公共施設の配置及び規模は計画図２に示すとおり

種類 位置 区域 面積 建築物の敷地面

積の最低限度

壁面の位置の制限 備考

密集市街地整備法によ

る特定防災街区整備地

区（弥生町二丁目１９番

地区）

弥 生 町 二

丁目 19 番

の一部

計画図１に

示すとおり 約 0.2 ㏊ 100 ㎡

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図２に示

す西側隣地境界から 3ｍ以上の距離を確保しなければな

らない。ただし、歩行者の安全を確保する為に必要なスロ

ープ、階段、手すり、上屋及び庇の部分並びに附属する

門や塀の建築物等はこの限りではない。

弥生町二丁目 19 番地区防

災街区整備事業施行区域

種類 密集市街地整備法による防災街区整備事業

名称 弥生町二丁目 19 番地区防災街区整備事業

施行区域 計画図１に示すとおり

施行区域の面積 約 0.2 ㏊

種別 名称 規模 備考

公共施設の配置 道路 補助第 63 号線 別に都市計画に定めるとおり 拡幅

及び規模 公園 弥生町二丁目公

園

約 390 ㎡ 既設

公園の北側擁壁部分を改修する。

防災施設建築物の

整備に関する計画

構造 高さ 配列 備考

鉄骨造、鉄筋コンクリー

ト造、鉄骨鉄筋コンクリ

ート造等による耐火建

築物とする。

７m以上

建築物の壁面又はこれに代わる柱の面は、計画図３に示すそれぞ

れの境界から計画図３に示すそれぞれの数値以上の距離を確保し

なければならない。ただし、次に該当する建築物等はこの限りでは

ない（西側隣地境界からの壁面の位置の制限は下記２を除く）。

１ 歩行者の安全を確保する為に必要なスロープ、階段、手すり、上

屋及び庇の部分並びに附属する門や塀

２ 駐車場の用に供する車路出入口、駐輪場、給排気施設の部分

西側隣地境界からの壁面の位置

の制限をうける敷地部分におい

て、補助第 63 号線から弥生町二

丁目公園に通り抜けできる避難

上有効となる歩行者動線を設け

る。

備考 特定防災街区整備地区の区域内

別紙１



■東京都市計画防災街区整備事業 弥生町二丁目 19番地区防災街区整備事業

■東京都市計画特定防災街区整備地区（弥生町二丁目 19番地区）

計画図 1 区域図 計画図 2 壁面の位置の制限

計画図 2 公共施設配置図 計画図 3 配列

この地図は、東京都縮尺2,500 分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）MMT利許第０４-１１４号、令和４年８月３日

この地図は、東京都縮尺2,500 分の１地形図（道路網図）を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）４都市基街都第１８２号、令和４年８月３０日

この地図は、東京都縮尺2,500 分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）MMT利許第０４-１１４号、令和４年８月３日

この地図は、東京都縮尺2,500 分の１地形図（道路網図）を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）４都市基街都第１８２号、令和４年８月３０日

この地図は、東京都縮尺 2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）MMT利許第０４-１１４号、令和４年８月３日

この地図は、東京都縮尺 2,500分の１地形図（道路網図）を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）４都市基街都第１８２号、令和４年８月３０日

この地図は、東京都縮尺 2,500分の１地形図を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）MMT利許第０４-１１４号、令和４年８月３日

この地図は、東京都縮尺 2,500分の１地形図（道路網図）を利用して作成したものである。無断複製を禁ず。

（承認番号）４都市基街都第１８２号、令和４年８月３０日

別紙２



弥生町二丁目19番街区の
防災街区整備事業による

「まちづくりの提案」

令和4年7月

弥生町二丁目19番街区防災街区整備事業準備会

1

02372371
テキストボックス
参考
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４-１．これまでの検討を踏まえた地元意向による防災施設建築物の整備方針

　周辺密集市街地における特定防災機能（延焼防止及び避難上の機能）の効果的な確保のため、

①「防災施設建築物の整備★」、②「空地の確保★」、③「貫通通路の整備★」を行います。

　これにより、防災性・居住性の向上を図り、延焼防止及び避難上の機能の確保に貢献します。

【②空地の確保★】
　日照・通風の改善
　延焼防止が期待できる

【①防災施設建築物の整備★】
一体の敷地とすることで土
地が有効利用できる
耐火建物への更新による不
燃化促進

防災施設
建築物

本郷通り

弥生町
二丁目
公園

藤神稲荷神社

【歩行空間の拡充】
歩行部分と壁面後退の
歩行空間利用

【擁壁の改修】
　老朽化している擁壁
　の安全性の向上
　※改修は擁壁所有者との協議

による

【③貫通通路の整備★】
　高低差を解消することで
　南北二方向への歩行者動線

が確保できる
　※公園管理者の同意が必要

※街区外の敷地の方が使用
する二項道路は、残す必要
あり

※本郷通りの拡幅部分

（★当地区のまちづくりによって貢献できる事項）



　　　４．まちづくり提案
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・建物の不燃化により、延焼防止に配慮。本郷通り沿道の延焼遮断帯の形成を実現します。
・貫通通路を設けることにより、隣接公園と接続可能にし、避難、消火、救援活動に貢献。
・壁面後退による隣地との離隔確保により、空地を大きくとることで延焼の拡大を防ぎます。

        ⇒上記の整備方針により、共同化による防災性・居住性の向上を図ります。

▽都市計画道路境界(現在調査中)

かまどベンチ
マンホールトイレ等

敷地境界線

壁面後退ライン（貫通通路部）

壁面後退ライン（隣地との離隔）

※２項道路、都市計画道路の幅員は調査中です。
※行政協議等により計画が変更になる可能性があります。

※建物計画については計画段階であり、  
決定したものではありません。

４-２．防災施設建築物の計画案

共用部
・災害時は一次避難施設として
  地域に開放可能に

・アフターコロナに対応し、ワーク
  スペースを計画

貫通通路

・本郷通りと弥生町二丁目公園を
  結ぶ貫通通路

配棟計画

・壁面後退による離隔を取り、
  ゆとりある配棟を計画。
・空地を大きくとることで、延焼の拡大を
  防ぎ、町全体の防災力向上に貢献

約１.３ｍ

約３ｍ

貫通
通路

広場状の空地
・かまどベンチやマンホールトイレを
  配置し、防災拠点として機能

本郷通り

2
項
道
路

約３ｍ

約１.３ｍ

約1.0ｍ

弥生町二丁目公園

広場状
の空地

エント
ランス

共用部

建物
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敷地面積※ 約1,400㎡（約423.5坪） 規模 地上10階

容積対象面積 約4,060㎡（約1,228.2坪） 構造 鉄筋コンクリート造

専有面積 約3,900㎡（約1,179.8坪） 建物高さ 約31ｍ

計画容積率 約290％ 住戸数 約70戸

主要用途 共同住宅 駐車・駐輪台数 駐車13台・駐輪128台

※ 2項道路、都市計画道路の幅員は調査中のため、敷地面積は変更の可能性があります。


