
【 提案書とりまとめから報告会への流れ 】

11 月 19 日（土）開催予定

「防災まちづくり提案書」報告会の開催

■ お問い合わせ先 （事務局）　

〒164-8501　東京都中野区中野４－８－１

中野区 まちづくり推進部 まちづくり事業課 新井薬師前駅周辺まちづくり係

　　　　　　（9 階 20 番窓口）　　　　　　　　TEL : 03-3228-５４87　担当 ： 松村、 福井、 松原

■ 案内図

　■ 新型コロナウイルス感染防止

　　　対策について

　　報告会にご参加の皆様におかれ

ましては、 マスクの着用や手指

消毒をお願いするとともに、 発

熱等の体調不安がみられる場合

には参加をお控えいただきます

ようお願い申し上げます。

　　また今後、 感染拡大の状況と

なった場合には、 報告会を中止

させていただくことがございます

ので、 ご承知おきください。

グループに分かれての意見交換も行いました

（第３２回防災まちづくりの会の様子） 

令和元年９月～令和 4 年 6 月

防災まちづくり提案書に関する
意見交換 ～ 提案書のとりまとめ

８月 30 日（火）実施

中野区長への提案書の提出

　前回の提案書の提出以来、 22 回におよぶ会

合により、 地区のまちづくりの課題やその解決

方法について議論を重ね、 令和４年６月２８日

に開催した第３４回において最終確認を行って

提案書を完成させました。

　上高田一 ・ 二丁目及び三丁目周辺地区防災

まちづくりの会では、 平成 31 年に当会で作成

した 「防災まちづくり提案書 （補助第 220 号

線沿道編）」 に続く 「防災まちづくり提案書 （地

区全域編）」 について意見交換を進めてきまし

た。

　また、 区長への提案書の提出を８月３０日に

行いました。 さらに、 地区の皆様にも提案書の

内容をご理解いただくための報告会を１１月 19

日 （土） に開催予定です。 この報告会につきま

しては本紙の最終面を、 区長への提出につきま

しては中面をご覧ください。

防災まちづくり提案書 （地区全域編） の表紙
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防災まちづくり提案書（地区全域編）を

　　　　　　　　　　　　　とりまとめました。
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令和４年１１月１９日（土）１４時００分～令和４年１１月１９日（土）１４時００分～令和４年１１月１９日（土）１４時００分～

会場 ： 上高田区民活動センター　２階　洋室１、 ２号室
　　　　　（上高田二丁目 11 番１号）

　　※　お車でのご来場はお控えください。

内容 ： 防災まちづくりの会の活動経緯の報告

　　　　 防災まちづくり提案書 （地区全域編） の説明 等

　　　　（会は１時間半程度を予定しております。）

皆さまのご参加を お待ちしております。皆さまのご参加を お待ちしております。皆さまのご参加を お待ちしております。



　令和元年より検討を進めてきた 「防災

まちづくり提案書 （地区全域編）」 が完

成したことから、 令和 4 年 8 月 30 日

（火） に、 提案書を酒井区長に提出いた

しました。

　提出にあたっては、 防災まちづくりの

会の赤木会長と、 上高田一丁目～三丁

目からそれぞれ１名ずつの会員が参加し

ました。

防災まちづくり提案書（地区全域編）の主なページ防災まちづくり提案書（地区全域編）の主なページ防災まちづくり提案書（地区全域編）の主なページ

「４． まちづくり提案」 のページでは、 防災

まちづくりの実現のため、 「私たちが大切に

思うこと」、 「具体的な取組」 という形で、

区に検討してほしいことを提案しています。

「５． 具体的な防災まちづくりのための地

区計画ルールの提案」 のページでは、 防災

まちづくりのルールについて具体的な項目

と方向性を提案しています。

　 「防災まちづくり提案書 （地区全域編）」 は、 副題として 『 「災害があっても安心して住み続けられる 

地域力溢れるまち」 へ 』 を掲げています。 地区での 「防災まちづくりの３つの目標」、 「具体的な防災

まちづくりルール等の作成方針」 など、 基本的な考え方を整理し、 さらには防災まちづくりの会会員

や町会等の意見をとりまとめ、 これらを踏まえて、 地区でのまちづくりルール （地区計画） の導入に

ついて提案を行っています。

　まちづくり提案書 
（補助第 220 号線

　　　　　　　　　沿道編）
▶

まちづくり提案書 

【 地区全域編 】
▶

 これまでの取り組み
新井薬師前駅周辺地区

のまちづくり【　　　　　  】 ▶

　「防災まちづくり提案書 （地区全域編）」 と、 これまでの取り組み、 さらに平成 31 年 4 月に

作成した 「防災まちづくり提案書 （補助第 220 号線沿道編）」 は、 下の QR コードからご覧に

なれます。

１． 防災まちづくりの会の位置づけと活動内容

２． 地区の状況

３． 私たちの目指す

　　　防災まちづくり

４． まちづくり提案

５． 具体的な防災まちづくりのための地区計画ルールの提案

参考． 防災まちづくりの会について

 地区での防災まちづくりの課題について、 建物や道路の状況等からの危険性を示すととも

に、 活用すべき資源や、 町会等の意見をとりまとめています。

防災まちづくりの３つの目

標や、 ルールづくりの基本

的な考え方について整理し

ています （右図）。

　 防災まちづくりのルールとして具体的な項目を提案しています （右面をご覧ください）。

　 ３． の防災まちづくりを実現するために、 「私たちが大切に思うこと」、 「具体的な取組」

という形で、 区に検討してほしいことを提案しています （右面をご覧ください）。
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