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震災時火災における避難場所等の指定（第９回見直し）について

東京都は、東京都震災対策条例（平成１２年東京都条例第２０２号）に基づき、震災時

火災における避難場所（以下、｢広域避難場所｣という。）等の指定について見直しを行い、

令和４年７月１５日に公表した。その概要について報告する。

なお、本見直し内容は、令和４年９月１日から施行される。

１ 第９回指定見直しのポイント（東京都全体）

⑴ 前回から引き続き、全ての広域避難場所で避難有効面積（１人当たり１㎡以上）を確

保した。

⑵ 広域避難場所を都内で新たに９か所指定し、２２か所を拡大した。また、１か所廃止

した。

⑶ ｢首都直下地震等による東京の被害想定（令和４年公表）｣において、津波浸水のおそ

れがある広域避難場所の区域などを除外した。

２ 第８回と第９回の比較

３ 中野区における見直し状況

木造住宅密集地域の整備事業や不燃化促進事業等により、建築物の不燃化が促進された

ことから、多くの広域避難場所の避難有効面積(※)は拡大したが、再開発等の工事や避難

有効面積の一部解除となった広域避難場所では、避難有効面積が縮小した。

(※)避難有効面積・・・市街地火災による輻射熱の影響を考慮し、避難場所内の避難

空間として利用可能な面積

その他は次のとおりである。

⑴ 避難有効面積確保のための対象区域の変更

中央２丁目、東中野２丁目地区を「中野区役所一帯」から「百人町三・四丁目地区」

へ、本町６丁目地区を「中野区役所一帯」から「本五ふれあい公園一帯」へ変更した。

⑵ 避難距離短縮のための対象区域の変更

鷺宮１～３丁目地区を「公社鷺宮西住宅一帯」から「白鷺一丁目地区」へ、上鷺宮１、

３丁目地区を「公社鷺宮西住宅一帯」から「都立武蔵丘高校一帯」へ変更した。

第８回(平成３０年)

都全体(中野区)

第９回(令和４年)

都全体(中野区)

広域避難場所

か所数 ２１３(１３) ２２１(１３)

避難有効面積合計(ha) 約３,２００(約８７) 約３,０００(約８６)

避難計画人口(万人) 約９７２(約５５) 約９８７(約６０)



⑶ 町丁目分断解消のための対象区域の変更

弥生町３丁目の一部を「新宿中央公園・高層ビル群一帯」から「東京大学附属中等教

育学校一帯」へ変更した。

⑷ 避難道路の指定解除

火災による延焼の危険性が改善されたことにより、新宿中央公園・高層ビル群一帯へ

避難するための避難道路の指定を解除した。

４ 今後の予定

区報、区ホームページ、中野の防災等で周知する。

５ 参考「広域避難場所一覧」

区 町丁 町丁数

新宿区    
西新宿三丁目の一部、西新宿四丁目、西新宿五
丁目及び西新宿八丁目

4

渋谷区    本町三丁目 1

中野区    
本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目及び弥生
町一丁目

4

新宿区    

北新宿一丁目、北新宿二丁目、北新宿三丁目、
北新宿四丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁
目、百人町一丁目の一部、百人町二丁目の一
部、百人町三丁目及び百人町四丁目

10

中野区    
中央一丁目、中央二丁目、東中野一丁目及び東

中野二丁目 
4

中野区    

江古田二丁目、江古田三丁目、江古田四丁目、

江原町一丁目、江原町二丁目、江原町三丁目、
沼袋一丁目、沼袋二丁目、沼袋四丁目、野方四
丁目、野方六丁目、丸山一丁目及び丸山二丁目

13

練馬区    

豊玉北五丁目、豊玉北六丁目、豊玉中一丁目、
豊玉中二丁目、豊玉中三丁目、豊玉中四丁目、
豊玉南一丁目、豊玉南二丁目及び豊玉南三丁目

9

新宿区    

上落合三丁目、中井一丁目、中井二丁目、中落

合三丁目、中落合四丁目、西落合一丁目、西落
合二丁目、西落合三丁目及び西落合四丁目

9

中野区    

新井五丁目、江古田一丁目、上高田一丁目、上
高田二丁目、上高田三丁目、上高田四丁目、上
高田五丁目、中野六丁目、東中野三丁目、松が
丘一丁目及び松が丘二丁目

11

豊島区    南長崎四丁目、南長崎五丁目及び南長崎六丁目 3

中野区    
南台三丁目、南台四丁目、南台五丁目及び弥生
町六丁目

4

杉並区    方南二丁目、和田一丁目及び和田二丁目 3

中野区    

新井一丁目、新井二丁目、中央三丁目、中央四
丁目、中央五丁目、中野一丁目、中野二丁目、
中野三丁目、中野四丁目、中野五丁目及び野方
一丁目

11

杉並区    高円寺北一丁目及び高円寺南五丁目 2

中野区    鷺宮四丁目、白鷺二丁目及び白鷺三丁目 3

杉並区    
下井草一丁目、下井草二丁目、本天沼一丁目及
び本天沼二丁目 

4

164 平和の森公園一帯                                  中野区新井 68,092 41,252 中野区    

新井三丁目、新井四丁目、沼袋三丁目、野方二
丁目、野方三丁目、野方五丁目、大和町一丁
目、大和町二丁目及び若宮一丁目

9 32,745 1.26 1.3 

165
東京大学附属中等教育学
校一帯                      

中野区南台 48,612 22,523 中野区    南台一丁目、南台二丁目及び弥生町三丁目 3 9,990 2.25 0.4 

175 都立武蔵丘高校一帯                                中野区上鷺宮 57,145 24,625 中野区    

上鷺宮一丁目、上鷺宮二丁目、上鷺宮三丁目、

上鷺宮四丁目、上鷺宮五丁目、鷺宮五丁目及び
鷺宮六丁目

7 20,636 1.19 0.7 

中野区    

鷺宮一丁目、鷺宮二丁目、鷺宮三丁目、白鷺一
丁目、大和町三丁目、大和町四丁目、若宮二丁

目及び若宮三丁目

8

杉並区    阿佐谷北六丁目 1

新宿区    上落合一丁目、上落合二丁目及び中落合一丁目 3

中野区    東中野四丁目及び東中野五丁目 2

213 本五ふれあい公園一帯                              
中野区本町、弥

生町
69,069 32,762 中野区    

本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、弥生町

二丁目、弥生町四丁目及び弥生町五丁目 
6 28,152 1.16 0.9 

地区割当
番号 避難場所名称 所在地

区域面積
(㎡)

避難有効面積      
(㎡)

避難計画
人口（人）

一人当た
り避難有
効面積(㎡

/人)

最遠距離
(km)

19
新宿中央公園・高層ビル
群一帯                      

新宿区西新宿 352,047 181,081 74,180 2.44 1.4 

20 百人町三・四丁目地区                              新宿区百人町 245,255 130,697 86,608 1.51 1.9 

67 江古田の森公園一帯                                中野区江古田 141,817 70,349 67,385 1.04 1.5 

68 哲学堂公園一帯                                    

新宿区中井、中
落合、西落合
中野区上高田、
松が丘

208,453 98,466 83,150 1.18 1.1 

69
コーシャハイム中野弥生
町・立正佼成会大聖堂一
帯    

中野区弥生町

杉並区和田
144,359 74,078 34,313 2.16 0.8 

70 中野区役所一帯                                    
中野区中野

杉並区高円寺北
214,735 91,638 87,174 1.05 1.3 

71 公社鷺宮西住宅一帯                                中野区白鷺 75,831 29,301 26,243 1.12 1.3 

176 白鷺一丁目地区                                    
中野区白鷺、若
宮

99,714 36,190 32,581 1.11 1.4 

212 落合中央公園一帯                                  新宿区上落合 28,182 26,908 23,445 1.15 1.0 


