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　平成３０年１０月２３日に開催した第８回防災まちづくりの会では、補助第２２０号線沿道の延
焼遮断帯の早期形成が必要であることを確認したうえで、「用途地域」について、同じく延焼遮断帯
の形成に取り組んでいる大和町中央通り（補助第２２７号線）と比較しました。大和町中央通りの沿
道が、商店が建ち並ぶ商業系の地域であるのに対して、補助第２２０号線の沿道は、低層や中高層の
住宅が建ち並ぶ住宅系の地域であることを確認しました。   
　平成３０年１１月２７日に開催した第９回防災まちづくりの会では、住民と区が連携しながらま
ちづくりを進めていく手法のひとつである「地区計画」がどういうものであるかを確認するととも
に、他地区の地区計画を参考に意見交換を行い、理解を深めました。

　今後は、これまでの分析結果や確認・理解事項を踏まえ、区に対する「防災まちづくり
提案書」を作成していきます ! ！

「用途地域」ってなに
「用途地域」は、大きく分けて、住居、商業、工業という土地利用を定めているものです。

第８回防災まちづくりの会の様子第８回防災まちづくりの会の様子

用途地域について（確認・理解事項①）用途地域について（確認・理解事項①）

意見交換における質問（確認・理解事項④）意見交換における質問（確認・理解事項④）

■事務局　〒164-8501　東京都中野区中野４－８－１
　　　　　中野区 地域まちづくり推進部 北東部まちづくり分野（9階 18 番窓口）
　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL : 03-3228-8827　担当：長坂、田中

補助第２２０号線の沿道には４つの用途地域があります。

低層住宅のための地域です。小規模なお店
や事務所をかねた住宅や、小中学校などが
建てられます。

住居の環境をまもるための地域です。
3,000 ㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは
建てられます。

中高層住宅のための地域です。病院、大学、
500 ㎡までの一定のお店などが建てられ
ます。

まわりの住民が日用品の買物などをする
ための地域です。住宅や店舗のほかに小規
模の工場も建てられます。

第一種低層住居専用地域第一種低層住居専用地域 第一種住居地域第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域第一種中高層住居専用地域 近隣商業地域近隣商業地域

■延焼遮断帯について

■補助第 220 号線について

延焼遮断帯となる場所は、  高い建物が建てら
れなくなるの？
高い建物が建てられなくなるわけではありま
せんが、  用途地域等による制限はあります。
延焼遮断帯の形成にはむしろ、  一定程度の高
さのある建物を建てる必要があります。

220 号線ができたらバス通りになるの？

新たなバス路線としての運行や、  バス
停の位置などについてバス事業者と協
議しているところです。

延焼遮断帯として有効な幅は、  どうやって決
めるの？
阪神・淡路大震災のデータをもとに、 延焼遮
断帯を形成するためには、沿道 30mの建物を
燃えにくい構造にする必要があるといわれて
います。

220 号線の歩道部分は、バリアフリー化する
べきだと思う。
防災、 避難の面から有効であることから、 バ
リアフリー化はもちろんのこと、ユニバーサ
ルデザインの実現を図っていきます。
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■地区計画について

■その他ご意見について

会員のつぶやき■建替えしやすい仕組みについて

地区計画の拘束力はあるの？

○ 220 号線が整備されることによる風の
　 影響についても考えておく必要があるね。
○ 建替えを促進させるためには、220 号線沿
     道で建替える経済合理性が重要じゃない
　 かな。

地区計画は、  建築基準法に基づき、 区の条
例を定めてルールを適用するので、 拘束力
があります。
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屋上の広告板をつけてはいけないという
例があるが、壁面の看板は認められるの？

ルールの決め方によって規制することも
できます。
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建替えの際、助成金がでるなど、建替えやすい
仕組みがあるといいね。

地震災害に強いまちづくりを進めるためにも、
燃えにくい建物に建替えるための助成金は必
要と考えています。

Q．

A. 

Q:会員からの質問 A:事務局による回答 

地区内はブロック塀がまだ多い。 地区計画
で制限を定めるべきだと思う。

地区計画で一定の制限を定めることで、 危
険なブロック塀を設置できなくすること
ができます。

Q．

A. 

※中面④垣又はさくの構造の制限参照
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①　建物用途の制限

②　敷地面積の最低限度

③　建築物の最低高さの制限と構造の制限

④　垣又はさくの構造の制限

⑤　形態 /意匠 / 色彩の制限

　地区計画とは、地区の現況と課題を踏まえ、住民と区が連携しながら、地区の目指すべき将来像
を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です。
　地区計画では「①地区計画の目標」「②地区計画の方針」を定め、「③地区整備計画」において、建築
物の建替えルールなどを定めます。

　　延焼遮断帯の形成及び安全な避難路の形成のためには、概ね幅 30mの範囲で最低高さ 7m
　以上の燃えにくい建物を立地させる必要があります。

　　震災時の倒壊を防ぐため、また、景観性向上や視覚的な緑の確保を図るため、道路に面する垣
　又はさくの構造は、原則として、ブロック塀を禁止し、生け垣や格子状・ネット状のフェンスと
　するものです。

　　地域の景観を損なうような、刺激
　的な色彩の建物や看板を防ぎます。
　　建築物等の形態・意匠について、
　以下の事項を定めます。

　①建築物の外壁及び屋根の色彩は、
　周辺環境と調和した色調とする。
　②建築設備類は、景観に配慮し、位置
　や目隠し等の工夫をする。
　③建築物屋上への広告塔・広告板の
　設置を禁止する。

基礎部分は、敷地地盤面から
60cm以下を原則とします。

※垣やさくを設けなければいけないということ
ではありません。

　健全な地域環境と秩序ある街並み形成を図るため、地区に
相応しくない建物用途を規制するものです。

　補助第 220 号線沿道
30m には以下の４種の
用途地域が設定されて
います。（表面参照）

　建て詰まり等による市街地環境の悪化を防ぐため、新たな敷地の細分化を抑制するものです。

　地区計画決定時点で 60 ㎡
に満たない敷地や都市計画道
路等の事業で 60 ㎡未満とな
る敷地については、それ以上
分割しない限りそのままの面
積で建替えが可能とします。

地
区
計
画

①地区計画の目標

②地区計画の方針

③地区整備計画
（建替えのルール）

地区の将来像を踏まえて、地区計画の目標を定める。

地区全体の土地利用の方針や地区別の土地利用の方針を定める。

地区計画の区域内の全部または一部について、方針に沿った
建替えのルールを定める。

用途地域別の建築制限概要表

ゲームセンター、
カラオケボックス
パチンコ店、マージャ
ン屋、射的場等
場外馬券・車券等
売り場等
風俗営業
（キャバレー等）

①住居
　系地域

②近隣商
　業地域

建築物の敷地の最低限度
⇒  60 ㎡

敷地を分割する場合 敷地を分割しない場合

110 ㎡ 50 ㎡

50 ㎡60 ㎡ 50 ㎡

屋上の広告物の
設置の禁止

建築物の付属物
の制限

建築物の色や
形の制限

道路 道路 道路

ブロック塀 フェンス 生垣

第１種低層住居専用地域
第１種中高層住居専用地域
第１種住居地域

①

②

補助第 220 号線
沿道 30m

近隣商業地域

例えば…

出典：中野区用途地域図（平成 30 年 3月）

補助第 220 号線沿道の用途地域

市街地火災
火災高さ 15m
走炎距離 20m

隙間からの輻射熱

（補 220 号線の道路端から）幅 30m 補 220 号線
幅員 11m

熱気流による温度上昇

見える炎からの
　　輻射熱

最低高さ 7m
不燃化された建物

地区計画について（確認・理解事項②）地区計画について（確認・理解事項②）

地区整備計画（建替えのルール）について（確認・理解事項③）地区整備計画（建替えのルール）について（確認・理解事項③）
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　最低高さ：延焼遮断帯の形成に必要な建物高さを確保するものです。
　構造制限：都市の防火を図るため、建築物の階数・規模により構造の制限をしています。
　　　　　　延焼遮断帯の形成には、建築物を燃えにくい構造とするよう規制する必要があります。


