
東京都市計画 防災街区整備方針の変更について 

〇 背景・目的 

都市計画法第７条の２により、防災上危険性の高い木造住宅密集地域において、

延焼防止機能及び避難機能が確保された街区の整備を促進するためのマスター

プランとして東京都が定めている「防災街区整備方針」について、「未来の東京」

戦略ビジョンで示す方向性や都市づくりのグランドデザイン、都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針を踏まえるとともに、社会経済情勢の変化や国の動きな

どを反映しつつ、この度、東京都が改定案を取りまとめた。

〇 改定概要 

別紙１および別紙２参照

〇 これまでの経緯と今後の予定 

 ・令和 ３年 ９月 １日～１５日 都市計画原案縦覧

 ・令和 ３年１０月１９日、２０日 公聴会(公述の申し出がなかったため中止) 
 ・令和 ４年 ３月２４日     品川区都市計画審議会

 ・令和 ４年 ５月１７日     東京都都市計画審議会

 ・令和 ４年 ６月        都市計画変更の告示予定

建 設 委 員 会 資 料
令和４年４月１８日
都市環境部都市計画課



【都市計画の種類】

□東京都市計画防災街区整備方針・・・変更＜東京都決定＞ 

【範囲】 
□東京都都市計画区域（品川区 荏原地区 約 810.2ha） 

【目的】 
□防災街区整備方針は、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画的な再開発又は開発整備により、延

焼防止機能および避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の整備を促進し、安全で

安心して住めるまちとして再生を図ることを目的に定める。 

【位置づけ】 
□密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条に基づく方針であり、これを都市計画法第 7 条

の２第１項の規定により都市計画に定めるものである。 

【構成と変更概要】

Ⅰ 本方針の目的・効果等 （P.1～P.2） 

 １ 策定の目的 

  → 防災都市づくりの推進に向けた、具体的な取り組み内容と解決すべき課題の記述を追加 

魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図ることの記述を追加 

２ 策定の効果 → 変更なし

３ 法的位置づけ → 変更なし

Ⅱ 本方針を定めるに当たっての考え方 （P.2～P.4） 

 １ 対象地域 → 変更なし

２ 防災再開発促進地区※及び防災公共施設※の指定 → 大きな変更なし 

※防災再開発促進地区 

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区として、防災都市づくり推進計画の

重点整備地域等を中心に、防災街区の整備に資する事業・制度等がすでに導入されている、または確実に導

入が見込まれる地区（品川区では、荏原地区 1地区を指定。） 

※防災公共施設 

防災再開発促進地区内又はその一帯に存在し、延焼防止機能および避難機能を確保するために整備すべき

道路、公園等の公共施設。 

 ３ 都市再開発促進地区と都市再開発の方針の２号地区との整合 → 変更なし

Ⅲ 本方針において定める内容 （P.5、別表１[P.34～P.35]、別表２[P.36～P.38]、附図[P.39～P.53]） 

 １ 防災再開発促進地区及び防災公共施設 

２ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要     → 裏面参照

 ３ 防災公共施設の整備等の概要 

【品川区内の主な変更点】

品．１．荏原地区 

→ 防災再開発促進地区の拡大・・・防災都市づくり推進計画の整備地域の範囲に合わせるため 

防災公共施設の整備スケジュール変更・・・各事業の進捗に合わせるため 

【都市計画手続きの経過と予定】 

令和 3年 令和 4年 
9 月 11 日～15 日  都市計画原案縦覧 2 月 17 日～3月 3日 都市計画案縦覧 

〃     公述の申し出(0 件) 3 月 24 日 品川区都市計画審議会 

※公聴会(未実施) 5 月中旬 東京都都市計画審議会 

 6 月中旬 都市計画変更の告示 

【改定の背景】

□都市計画マスタープランや都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針等、前回の変更(平成２６年１２月)

以後に策定や改定された関連計画との整合を図ることにより、市街地の計画的な再開発や住宅市街地の形成、木

密地域の整備促進などを進めていく。 

参考

※都市再開発の方針 

都市再開発法に基づく、市街地における再開発の各種施策を長期的かつ総合的に体系づけるマスタープラン。 

再開発の適正な誘導と計画的な推進を図る。 

※住宅市街地の開発整備の方針 

良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ総合的なマスタープラン。 

住宅市街地の開発整備に関する事業の効果的な実施、民間の建築活動等の適切な誘導を図る。 

品川区 

まちづくりマスタープラン 

（平成25年3月策定） 

東京都市計画防災街区整備方針の変更 

１

「未来の東京」戦略ビジョン（令和元年12月策定） 

推進 

都市計画区域の整備、 

開発及び保全の方針 

［都市計画区域マスタープラン］ 

（令和3年3月改定） 
住宅市街地の開発整備の方針※

（平成27年3月変更） 

都市計画法第６条の２ 都市計画法第７条の２ 

都市計画法第18条の2 

防災街区整備方針 

（平成26年12月変更） 

具体の都市計画 

（地域地区、防災街区整備事業、都市施設、市街地開発事業、地区計画など） 

都市再開発の方針※

（令和3年3月変更） 

都市づくりのグランドデザイン（平成29年 9月策定） 

別 紙 １



防災都市計画施設道路 

変更なし

第1号 都市計画道路 放射 1号線 
第 2号 都市計画道路 放射 2号線 
第 3号 都市計画道路 補助 26号線 
第 4号 都市計画道路 補助 29号線 
第 5号 都市計画道路 補助 30号線 
第 6号 都市計画道路 補助 46号線 
第 7号 都市計画道路 補助 152号線 
第 8号 都市計画道路 補助 205号線 
第 9号 都市計画道路 補助 28号線 

防災都市計画施設公園 
変更なし

第10号 都市計画公園 目黒公園 
第 11号 都市計画公園 戸越公園 

防災公共施設道路 

第 9号：新規追加

第1号 特定地区防災施設 地区防災道路1号 
第 2号 特定地区防災施設 荏原文化センター通り
第3号 特定地区防災施設 主要生活道路1号 
第 4号 特定地区防災施設 主要生活道路2号 
第 5号 特定地区防災施設 主要生活道路3号 
第 6号 特定地区防災施設 主要生活道路4号 
第 7号 特定地区防災施設 主要生活道路5号 
第 8号 特定地区防災施設 主要生活道路6号 
第 9号 特定地区防災施設 主要生活道路7号 
第 10号 特定地区防災施設 三間通り 
第 11号 特定地区防災施設 滝王子通り 

【別表１、別表２の概要】 【附図の概要】

□防災再開発促進地区に関する事項（別表１の一部抜粋） 変更箇所赤字 □防災再開発促進地区の範囲および防災公共施設の配置

□防災公共施設に関する事項（別表２の一部抜粋） 変更箇所赤字

番号 地区名 面積（ha） △品．１．荏原地区 約 810.2ha

地区の再開発、整備等の主た

る目標 

道路、公園等の公共施設の整備改善及び建築物の不燃化促進により、不燃領域率の向上を図り広域的な防災性の

向上に寄与するまちづくりを進める。 

防災街区の整備に関する基

本的方針その他の土地利用

計画の概要 

生活拠点である武蔵小山駅周辺については、品川区においても区西部の生活活動を支える広域性のある地区活性

化拠点として位置付けられており、生活機能を共有できる暮らしやすい拠点として土地の高度利用を促進し、商業

機能の活性化、都心居住の推進及び防災性の向上を図る。 

西品川地区においては、大規模低未利用地の土地利用転換に併せた街区の再編整備を促進する。 

品川区の地域生活拠点として位置付けられている旗の台駅、戸越公園駅、戸越銀座駅等の各駅周辺については、

にぎわいのある便利で快適に歩いて暮らせる市街地の形成を進め、生活中心地として育成を図る。 

住工が混在する市街地では、町工場の操業環境を維持しつつ、町工場の育成・保護と住環境の調和を図る。 

都市計画道路等の幹線道路沿道は、延焼遮断帯としての機能向上を図る。 

また、密集市街地においては、道路の整備や公園等のオープンスペースを確保するとともに、建築物の共同化や

不燃化を促進し、安全で快適な住環境の整備を図る。 

建築物の更新の方針 面的な基盤整備や各種事業の活用により、老朽建物の除却や個別建替え、共同化による不燃化を促進する。 

都市施設、地区防災施設及び

地区施設の整備の方針 

放射 2号線、補助 26 号線、補助 28 号線、補助 29 号線、補助 46 号線、補助 163 号線、補助 205 号線、滝王子通

り及び目黒公園、品川中央公園の整備並びに防災公共施設の整備を図る。 

防災公共施設の整備

の方針 

密集市街地における延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能の確保を図るため、防災都市計画施設道路第1号から第

9号まで並びに 防災都市計画施設公園第10号の整備を図る。 

また、密集市街地の防災性の確保のため、防災公共施設の整備促進を図る。 

当該防災公共施設の

整備スケジュール 
防災都市計画施設道路第1、5、7、8号：街路整備事業（未定） 

防災都市計画施設道路第2号：北側1,200mについては特定整備路線（令和7年度まで）、南側1,600mについては未定 

防災都市計画施設道路第 4、9 号：特定整備路線、大崎（令和 7 年度まで）、豊町（令和 7 年度まで）、戸越、戸越公園駅周

辺地区、西大井、西大井東馬込（令和７年度まで）

防災都市計画施設道路第3号：街路整備事業、豊町（令和5年度まで）、平塚橋（令和3年度まで）

防災都市計画施設道路第6号：街路整備事業（一部未定） 

防災都市計画施設公園第10号：公園事業（未定） 

防災都市計画施設公園第11号：完成 

防災公共施設道路第1号：防災街区整備地区計画（小山台一丁目地区）の地区防災道路に指定（平成18年度決定）。 

防災公共施設道路第2～6号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和7

年度まで）。 

防災公共施設道路第 7、8 号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による壁面線の指定を図

る（令和6年度まで）。 

防災公共施設道路第9号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和9年

度まで）。 

防災公共施設道路第10号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る。 

防災公共施設道路第11号：避難道路機能強化事業による整備を図る（令和5年度まで）。 

都市計画の概要 

２
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

別表２ 防災公共施設の整備等の概要 

附図  防災再開発促進地区 

新宿区 ・・・・・１１

文京区 ・・・・・１９

台東区 ・・・・・２３

墨田区 ・・・・・２６

江東区 ・・・・・３２

品川区 ・・・・・３４

目黒区 ・・・・・５４

大田区 ・・・・・６２

世田谷区 ・・・・・７８

渋谷区 ・・・・・１０８

中野区 ・・・・・１１２

杉並区 ・・・・・１２０

豊島区 ・・・・・１２４

北区 ・・・・・１４５

荒川区 ・・・・・１６６

板橋区 ・・・・・１８２

練馬区 ・・・・・２００

足立区 ・・・・・２１０

葛飾区 ・・・・・２４１

江戸川区 ・・・・・２５３
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

別表２ 防災公共施設の整備等の概要 

附図  防災再開発促進地区 

新宿区 ・・・・・２８２

文京区 ・・・・・２８８

台東区 ・・・・・２９０

墨田区 ・・・・・２９２

江東区 ・・・・・２９６

品川区 ・・・・・２９８

目黒区 ・・・・・３２４

大田区 ・・・・・３３０

世田谷区 ・・・・・３３８

渋谷区 ・・・・・３７２

中野区 ・・・・・３７６

杉並区 ・・・・・３８２

豊島区 ・・・・・３８４

北区 ・・・・・４０４

荒川区 ・・・・・４２４

板橋区 ・・・・・４３６

練馬区 ・・・・・４５０

足立区 ・・・・・４５４

葛飾区 ・・・・・４８２

江戸川区 ・・・・・４９４
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東京都市計画防災街区整備方針（案） 

Ⅰ 本方針の目的・効果等 

１ 策定の目的 

東京には、都心や副都心等の商業・業務地域を除けば、老朽木造建築物の密度が高く、道路・公園等の公共空間が乏し

い木造住宅密集地域が広範に存在している。 

このような木造住宅密集地域では、震災時の老朽建築物の倒壊や大規模な市街地火災等から、人々の生命と暮らしを守

るため、防災都市づくりの推進に努め、災害に強いまちづくりを行っていくことが重要である。 

具体的には、都は、市街地火災の延焼を阻止する機能を確保するための延焼遮断帯の形成や、建築物等の不燃化や共同

化の促進による安全で良質な市街地の形成、円滑な消火・救援や避難に必要な機能を確保するための道路・公園等の整備、

無電柱化による閉塞防止など、防災都市づくりの取組を進めていく必要がある。 

また、防災都市づくりの取組は、首都直下地震への備えに併せ、「未来の東京」戦略で示す方向性や、都市づくりのグラ

ンドデザインで示す 2040 年代の都市像や将来像の実現に向け、人口減少、超高齢化の進行に加え、新たな感染症の脅威な

ど、様々な課題を解決しながら展開する都市づくりに寄与していく必要がある。 

防災街区整備方針は、このような防災都市づくりの推進に向け、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画

的な再開発又は開発整備により、延焼防止機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の

整備を促進し、安全で安心して住め、かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図るために策定するものである。 
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２ 策定の効果

防災再開発促進地区及び防災公共施設を定めることにより、次のような効果をもたらし、防災街区の整備が促進される。 

（１）耐火建築物等への建替えの促進が図られる。 

（２）延焼防止上支障のある建築物への除却の勧告が可能になる。 

（３）地区の防災性の向上を目的とした防災街区整備地区計画等の活用が図られる。 

（４）地域住民による市街地整備の取組（防災街区計画整備組合の設立）や支援が可能になる。 

（５）地方公共団体の委託及び要請に基づき、都市再生機構の住宅・まちづくりのノウハウの活用が図られる。 

（６）防災公共施設である道路・公園等について基幹的な骨格軸（防災環境軸）として体系的･効果的な整備が図られる。 

３ 法的位置付け 

防災街区整備方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49 号）第３条に基づく

方針であり、これを都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条の２第１項の規定により都市計画に定めるものである。 

本方針は、木造住宅密集地域を対象とした都市計画のマスタープランとして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針に即し、都市再開発の方針等と整合を図り定めるものであり、防災街区整備事業や市街地再開発事業等の個別の都市計

画の上位に位置付けられている。 

Ⅱ 本方針を定めるに当たっての考え方 

１ 対象地域 

東京都震災対策条例（平成 12 年条例第 202 号）に基づく防災都市づくりに関する計画（以下「防災都市づくり推進計画」

という。）に定める整備地域等の木造住宅密集地域を中心とした地域 

２ 防災再開発促進地区及び防災公共施設の指定 

防災街区の整備に資する事業・制度等を重点的に展開することにより、建築物等の不燃化・共同化や公共施設の整備を

促進し、安全で良好な環境を備えたまちとして再生を図るため、防災街区整備方針に、防災再開発促進地区及び防災公共

施設を定める。 
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（１）防災再開発促進地区の指定の考え方 

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区で、次のいずれかに該当すること。 

① 防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されている地区 

② 防災街区の整備に資する事業・制度等が既に導入されている地区又は防災街区の整備に資する都市計画が既に決

定されている地区 

③ 事業・制度等の導入や都市計画の決定はなされていないが、防災街区の整備を進めることが方針として明らかな

地区（都又は区の長期計画、区の都市計画に関する基本的な方針等に位置付けられており、かつ、防災街区の整備

に資する事業・制度等の導入又は都市計画の決定が確実に見込まれること。） 

（２）防災公共施設の指定の考え方 

延焼防止機能及び避難機能を確保するために整備すべき道路・公園等の公共施設で、防災再開発促進地区内又はその

一帯に存在し、次のいずれかに該当すること。 

① 沿道及び沿道周辺の建築物等と一体となって延焼防止機能及び避難機能（閉塞防止を含む。）が確保される公共施 

 設 

② 沿道及び沿道周辺で防災街区整備事業又は都市防災不燃化促進事業が既に導入されている若しくは将来導入が見 

込まれる公共施設 

③ 防災街区整備地区計画で特定地区防災施設、地区防災施設又は地区施設に既に指定されている若しくは将来指定 

が見込まれる公共施設 

④ 特定防災街区整備地区が既に指定されている又は将来指定が見込まれる区域内で、防災都市計画施設に将来指定 

が見込まれる公共施設 
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（３）防災街区の整備に資する事業・制度等 

市街地開発事業 

 防災街区整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業等 

都市計画事業 

 街路整備事業、公園事業等 

修復型事業 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）、都市防災不燃化促進事業等 

規制・誘導策 

 防災街区整備地区計画、地区計画、特定防災街区整備地区、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等 

その他事業等 

 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）等 

３ 防災再開発促進地区と都市再開発の方針の２号地区との整合 

防災再開発促進地区は、防災性の向上を目的として市街地整備の計画が明らかな地区であることから、都市再開発法（昭

和 44 年法律第 38 号）に基づく２号地区と整合を図る。 
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Ⅲ 本方針において定める内容 

１ 防災再開発促進地区及び防災公共施設 

防災再開発促進地区及び防災公共施設の区域及び位置は、計画図のとおりである。 

２ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要は、次の事項を定める。各地区について、別表１及び附図に示す。 

① 地区の再開発、整備等の主たる目標 

② 防災街区の整備に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要 

③ 建築物の更新の方針 

④ 都市施設、地区防災施設及び地区施設の整備の方針 

⑤ 再開発推進のため必要に応じ定める事項 

３ 防災公共施設の整備等の概要 

防災公共施設の整備等の概要は、次の事項を定める。各施設について、別表２及び附図に示す。 

（１）防災公共施設の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設の整備の方針 

② 整備する防災公共施設の種類 

③ 当該防災公共施設の配置及び規模 

④ 当該防災公共施設の整備スケジュール 

（２）防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の方針 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の概要 

③ 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備のおおむねのスケジュール 
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
※・・・新規追加   △・・・区域変更 

番号 地区名 
面積（ha） 

（おおむねの位置） 

△品．１．荏原地区 
約 810.2ha 

（品川区西部） 

ａ 地区の再開発、整備等の主たる目標 道路、公園等の公共施設の整備改善及び建築物の不燃化促進により、不燃領域率の向上を図り広域的な防災性の向上に寄与するまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に関する基本的方針
その他の土地利用計画の概要 

生活拠点である武蔵小山駅周辺については、品川区においても区西部の生活活動を支える広域性のある地区活性化拠点として位置付けられており、生活機能を共有でき
る暮らしやすい拠点として土地の高度利用を促進し、商業機能の活性化、都心居住の推進及び防災性の向上を図る。 
西品川地区においては、大規模低未利用地の土地利用転換に併せた街区の再編整備を促進する。 

品川区の地域生活拠点として位置付けられている旗の台駅、戸越公園駅、戸越銀座駅等の各駅周辺については、にぎわいのある便利で快適に歩いて暮らせる市街地の形
成を進め、生活中心地として育成を図る。 
住工が混在する市街地では、町工場の操業環境を維持しつつ、町工場の育成・保護と住環境の調和を図る。 

都市計画道路等の幹線道路沿道は、延焼遮断帯としての機能向上を図る。 
また、密集市街地においては、道路の整備や公園等のオープンスペースを確保するとともに、建築物の共同化や不燃化を促進し、安全で快適な住環境の整備を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 面的な基盤整備や各種事業の活用により、老朽建物の除却や個別建替え、共同化による不燃化を促進する。 

ｄ 都市施設、地区防災施設及び地区施設
の整備の方針 

放射 2号線、補助 26 号線、補助 28 号線、補助 29 号線、補助 46 号線、補助 163 号線、補助 205 号線、滝王子通り及び目黒公園並びに品川中央公園の整備並びに防災公
共施設の整備を図る。 

e 
再

開
発
推

進
の
た

め
必
要

に
応
じ

定
め
る

事
項 

１ 公共及び民間の役割、条件整備
等の措置 

公共は、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、都市防災不燃化促進事業等様々なまちづくり事業により民間の不燃化建替えを支援、促進する。 
また、区民が主体となるまちづくりを支援するため、まちづくり組織への運営支援し、地域とともにまちづくりを促進していく。 

２ 実施予定の公共施設整備事業、
面的整備事業等 

都市防災不燃化促進事業 
・戸越公園一帯周辺地区（事業中）・補助 26号線その 2地区（事業中）・滝王子通り地区（事業中）・補助 28号線地区(事業中) ・補助 29号線地区(事業中) ・補助 29号線

その 2地区(事業中) ・補助 29号線その 3地区(事業中) ・補助 29号線その 4地区(事業中) 

避難道路機能強化事業 
・滝王子通り地区（事業中） 
住宅市街地総合整備事業(密集型)、木造住宅密集地域整備事業 

・旗の台・中延地区(事業中)・二葉 3・4・西大井 6丁目地区(事業中)・東中延 1・2丁目・中延 2・3丁目地区(事業中) ・豊町 4・5・6丁目地区(事業中)・西品川 2・3丁
目地区(事業中) 

防災生活圏促進事業 

・戸越・豊町地区(事業中) 
第一種市街地再開発事業 
・武蔵小山パルム駅前地区（事業中）・武蔵小山駅前通り地区（事業中）・西品川一丁目地区（事業中）・戸越五丁目 19番地区（事業中）、大井一丁目南第１地区(事業中) 

街路整備事業 
・補助 26号線（事業中）・補助 46号線(一部完了)・補助 163 号線(事業中)・補助 205号線(予定) 
・放射 2号線（事業中）【特定整備路線】、補助 28号線（事業中）【特定整備路線】、補助 29号線（事業中）【特定整備路線】、 

細街路拡幅事業（事業中） 
沿道整備事業 
・放射 2号線沿道（事業中）、補助 152号線(事業中) 

公園事業 
・目黒公園（一部完了）  

３ 決定又は変更予定の都市計画に
関する事項 

地区計画 「戸越一丁目地区」（決定済）、「滝王子通り地区」（決定済）、「西大井駅周辺地区」（決定済）、「戸越六丁目東地区」（決定済）、「豊町四・五・六、二葉三・四、
西大井六丁目地区」(決定済)、「戸越・豊町地区」(決定済)、「大井一丁目南地区」(決定済) 

再開発等促進区を定める地区計画 「武蔵小山駅東地区」（決定済）、「西品川一丁目地区」（決定済）、「大崎駅西口地区」(決定済) 

沿道地区計画 「品川区中原街道地区」（決定済） 
防災街区整備地区計画 「小山台一丁目地区」（決定済） 
特定防災街区整備地区 「荏原町駅前地区」（決定済）、「中延二丁目旧同潤会地区」(決定済) 

４ その他再開発の促進のために特
筆すべき事項 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
不燃化推進特定整備地区 
緊急木造住宅密集地域整備促進事業（完了） 
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都市防災不燃化促進事業 「補助 46号線品川地区」（完了）、「補助26号線地区」（完了） 

住宅市街地総合整備事業(密集型)「戸越 1.2 丁目地区」(完了)、「荏原北地区」(完了) 
防災生活圏促進事業 ・荏原北・西五反田地区(完了) 
防災街区整備事業 ・荏原町駅前地区（完了）、・中延二丁目旧同潤会地区(完了) 

街路整備事業 ・補助 320 号線(完了) 
都市高速鉄道東京急行電鉄目黒線連続立体交差事業（完了） 
公園事業 「戸越公園」（完了）・品川中央公園（完了） 
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別表２ 防災公共施設の整備等の概要

① 防災公共施設の整備に関する計画の概要

※・・・新規   △・・・区域変更 

番号 地区名

（おおむねの位置）
△品．１．荏原地区

（品川区西部）

a  防災公共施設の整備の方針

密集市街地における延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能の確保を図るため、防災都市計画施設道路第1号から第9号まで及び 防

災都市計画施設公園第 10号の整備を図る。 

また、密集市街地の防災性の確保のため、防災公共施設の整備促進を図る。 

b  整備する防災公共施設の種類

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園  

防災都市計画施設公園 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画公園 

都市計画公園 

放射 1号線 

放射 2号線 

補助 26号線 

補助 29号線 

補助 30号線 

補助 46号線 

補助 152 号線 

補助 205 号線 

補助 28号線 

目黒公園 

戸越公園 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号 

特定地区防災施設 地区防災道路 1号 

荏原文化センター通り 

主要生活道路１号 

主要生活道路２号 

主要生活道路３号 

主要生活道路４号 

主要生活道路５号 

主要生活道路６号 

主要生活道路７号 

三間通り 

滝王子通り 

c  当該防災公共施設の配置及び規模

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設公園

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

幅員 30～44ｍ 延長約 2,120ｍ    

幅員 25～33ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 18～28ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 20ｍ 延長約 3,330ｍ    

幅員 15ｍ 延長約 850ｍ    

幅員 20ｍ 延長 1,106ｍ    

幅員 25～44ｍ 延長 1,000ｍ    

幅員 15ｍ 延長 220ｍ  

幅員 20ｍ 延長 520ｍ    

供用開始部分の面積 6.38ha 
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防災都市計画施設公園 第 11号 面積 3.36ha

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号

幅員 6.5ｍ 延長約 450ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 735ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 320ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 535ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 130ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 210ｍ 

幅員 4.0～4.7ｍ 延長約 288ｍ 

幅員 4.3～4.4ｍ 延長約 102ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 566ｍ 

幅員 6.5ｍ 延長約 1,250ｍ 

幅員 10.0ｍ 延長約 870ｍ

d  当該防災公共施設の整備スケジュール

防災都市計画施設道路第 1、5、7、8号：街路整備事業（未定） 

防災都市計画施設道路第 2号：北側 1,200m については特定整備路線（令和 7年度まで）、南側 1,600m については未定 

防災都市計画施設道路第 4、9号：特定整備路線、大崎（令和 7年度まで）、豊町（令和 7年度まで）、戸越、戸越公園駅周辺地区、西大井、

西大井東馬込（令和７年度まで） 

防災都市計画施設道路第 3号：街路整備事業、豊町（令和 5年度まで）、平塚橋（令和 3年度まで） 

防災都市計画施設道路第 6号：街路整備事業（一部未定） 

防災都市計画施設公園第 10号：公園事業（未定） 

防災都市計画施設公園第 11号：完成 

防災公共施設道路第 1号：防災街区整備地区計画（小山台一丁目地区）の地区防災道路に指定（平成 18年度決定）。 

防災公共施設道路第 2～6号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和 7年度まで）。 

防災公共施設道路第 7、8号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による壁面線の指定を図る（令和 6年度

まで）。 

防災公共施設道路第 9号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和 9年度まで）。 

防災公共施設道路第 10号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る。 

防災公共施設道路第 11号：避難道路機能強化事業による整備を図る（令和 5年度まで）。 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」
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② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要

番号 地区名 品．１．荏原地区

a 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備の方針

防災都市計画施設道路第 2号から第 4号、第 6号、第 9号沿道においては延焼遮断帯の形成を図るため沿道の建築物の不燃化を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては後背地への騒音防止を図る。 

防災公共施設道路第 10号及び第 11号沿道においては避難路の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては避難場所の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。

b 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備の概要

防災都市計画施設道路第 1号から第 9号までの沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。 

また、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め、騒音防止及び延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 2号から第 6号及び第 9号沿道においては、低中層の準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災公共施設道路第 1号沿道においては、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 7号及び第 8号沿道においては道路や隣地からの壁面線の指定をすることにより、災害時の避難空間及び良好な景観の

確保を図る。 

防災公共施設道路第 10 号沿道の防災街区整備事業区域においては、特定防災街区整備地区を指定し、建築物の壁面線の指定、敷地面積の

最低限度及び高さの最低限度を定め、特定防災機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 11号沿道においては低中層主体の耐火建築物の整備を図る。 

また、建築物の壁面線の指定により避難路の形成を図る。 

防災都市計画施設公園第 10号周辺においては、地区防災防路を指定し避難経路の確保並びに準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては、準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。

c 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備のおおむねのスケジュー

ル

防災都市計画施設道路第 3号及び防災公共施設道路第 10号沿道においては、都市防災不燃化促進事業期間（令和 5年及び令和 7年度まで）

に沿道建築物の建替えを図る。 

防災都市計画施設道路第 6号沿道は、都市防災不燃化促進事業「補助 46号線品川地区」が完了している。 

防災公共施設道路第 1 号から第 6 号までの沿道においては住宅市街地総合整備事業（密集型）・木造住宅密集地域整備事業期間（令和 7 年

度まで）に沿道建築物の建替えを図る。 

防災公共施設道路第 9 号沿道においては住宅市街地総合整備事業（密集型）・木造住宅密集地域整備事業期間（令和 9 年度まで）に沿道建

築物の建替えを図る。 

防災公共施設道路第 10号沿道の防災街区整備事業「荏原町駅前地区」においては、令和 2年度防災施設建築物の整備が完了している。 

防災都市計画施設道路第 2号、第 4号及び第 9号沿道においては、令和 7年度までに沿道建築物の建替えを図る。 

道路事業に伴い、不燃化事業を予定している。 

防災都市計画施設公園第 11 号周辺（約 120ｍ）においては、都市防災不燃化促進事業期間（令和 7 年度まで）に周辺建築物の建替えを図

る。 

－17－



－18－



－19－



－20－



－21－



－22－



－23－



－24－



－25－



－26－



－27－



－28－



－29－



－30－



－31－



－32－



東京都市計画防災街区整備方針

新 旧 対 照 表
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

別表２ 防災公共施設の整備等の概要 

附図  防災再開発促進地区及び防災公共施設

新宿区 ・・・・・２８２

文京区 ・・・・・２８８

台東区 ・・・・・２９０

墨田区 ・・・・・２９２

江東区 ・・・・・２９６

品川区 ・・・・・２９８

目黒区 ・・・・・３２４

大田区 ・・・・・３３０

世田谷区 ・・・・・３３８

渋谷区 ・・・・・３７２

中野区 ・・・・・３７６

杉並区 ・・・・・３８２

豊島区 ・・・・・３８４

北区 ・・・・・４０４

荒川区 ・・・・・４２４

板橋区 ・・・・・４３６

練馬区 ・・・・・４５０

足立区 ・・・・・４５４

葛飾区 ・・・・・４８２

江戸川区 ・・・・・４９４

変 更 案
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

別表２ 防災公共施設の整備等の概要 

附図  防災再開発促進地区及び防災公共施設 

新宿区 ・・・・・２８３

文京区 ・・・・・２８９

台東区 ・・・・・２９１

墨田区 ・・・・・２９３

江東区 ・・・・・２９７

品川区 ・・・・・２９９

目黒区 ・・・・・３２５

大田区 ・・・・・３３１

世田谷区 ・・・・・３３９

渋谷区 ・・・・・３７３

中野区 ・・・・・３７７

杉並区 ・・・・・３８３

豊島区 ・・・・・３８５

北区 ・・・・・４０５

荒川区 ・・・・・４２５

板橋区 ・・・・・４３７

練馬区 ・・・・・４５１

足立区 ・・・・・４５５

葛飾区 ・・・・・４８３

江戸川区 ・・・・・４９５

既 決 定
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東京都市計画防災街区整備方針（案） 

Ⅰ 本方針の目的・効果等 

１ 策定の目的 

東京には、都心や副都心等の商業・業務地域を除けば、老朽木造建築物の密度が高く、道路・公園等の公共空間が乏し

い木造住宅密集地域が広範に存在している。 

このような木造住宅密集地域では、震災時の老朽建築物の倒壊や大規模な市街地火災等から、人々の生命と暮らしを守

るため、防災都市づくりの推進に努め、災害に強いまちづくりを行っていくことが重要である。 

具体的には、都は、市街地火災の延焼を阻止する機能を確保するための延焼遮断帯の形成や、建築物等の不燃化や共同

化の促進による安全で良質な市街地の形成、円滑な消火・救援や避難に必要な機能を確保するための道路・公園等の整備、

無電柱化による閉塞防止など、防災都市づくりの取組を進めていく必要がある。 

また、防災都市づくりの取組は、首都直下地震への備えに併せ、「未来の東京」戦略で示す方向性や、都市づくりのグラ

ンドデザインで示す 2040 年代の都市像や将来像の実現に向け、人口減少、超高齢化の進行に加え、新たな感染症の脅威な

ど、様々な課題を解決しながら展開する都市づくりに寄与していく必要がある。 

 防災街区整備方針は、このような防災都市づくりの推進に向け、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画

的な再開発又は開発整備により、延焼防止機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の 

整備を促進し、安全で安心して住め、かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図るために策定するものである。

変 更 案
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東京都市計画防災街区整備方針 

Ⅰ 本方針の目的・効果等 

１ 策定の目的 

東京には、都心や副都心等の商業・業務地域を除けば、老朽木造建築物の密度が高く、道路・公園等の公共空間が乏し

い木造住宅密集地域が広範に存在している。 

このような木造住宅密集地域では、震災時の老朽建築物の倒壊や大規模な市街地火災等から、人々の生命と暮らしを守

るため、防災都市づくりの推進に努め、災害に強いまちづくりを行っていくことが重要である。 

防災街区整備方針は、防災上危険性の高い木造住宅密集地域について、計画的な再開発又は開発整備により、延焼防止

機能及び避難機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用が図られる防災街区の整備を促進し、安全で安心して住めるまち

として再生を図るために策定するものである。 

既 決 定
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２ 策定の効果

防災再開発促進地区及び防災公共施設を定めることにより、次のような効果をもたらし、防災街区の整備が促進される。 

（１）耐火建築物等への建替えの促進が図られる。 

（２）延焼防止上支障のある建築物への除却の勧告が可能になる。 

（３）地区の防災性の向上を目的とした防災街区整備地区計画等の活用が図られる。 

（４）地域住民による市街地整備の取組（防災街区計画整備組合の設立）や支援が可能になる。 

（５）地方公共団体の委託及び要請に基づき、都市再生機構の住宅・まちづくりのノウハウの活用が図られる。 

（６）防災公共施設である道路・公園等について基幹的な骨格軸（防災環境軸）として体系的･効果的な整備が図られる。 

３ 法的位置付け 

防災街区整備方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49 号）第３条に基づく

方針であり、これを都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条の２第１項の規定により都市計画に定めるものである。 

本方針は、木造住宅密集地域を対象とした都市計画のマスタープランとして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針に即し、都市再開発の方針等と整合を図り定めるものであり、防災街区整備事業や市街地再開発事業等の個別の都市計

画の上位に位置付けられている。 

Ⅱ 本方針を定めるに当たっての考え方 

１ 対象地域 

東京都震災対策条例（平成 12 年条例第 202 号）に基づく防災都市づくりに関する計画（以下「防災都市づくり推進計画」

という。）に定める整備地域等の木造住宅密集地域を中心とした地域 

２ 防災再開発促進地区及び防災公共施設の指定 

防災街区の整備に資する事業・制度等を重点的に展開することにより、建築物等の不燃化・共同化や公共施設の整備を

促進し、安全で良好な環境を備えたまちとして再生を図るため、防災街区整備方針に、防災再開発促進地区及び防災公共

施設を定める。 

変 更 案
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２ 策定の効果 

防災再開発促進地区及び防災公共施設を定めることにより、次のような効果をもたらし、防災街区の整備が促進される。 

（１）耐火建築物等への建替えの促進が図られる。 

（２）延焼防止上支障のある建築物への除却の勧告が可能になる。 

（３）地区の防災性の向上を目的とした防災街区整備地区計画等の活用が図られる。 

（４）地域住民による市街地整備の取組（防災街区計画整備組合の設立）や支援が可能になる。 

（５）地方公共団体の委託及び要請に基づき、都市再生機構の住宅・まちづくりのノウハウの活用が図られる。 

（６）防災公共施設である道路・公園等について基幹的な骨格軸（防災環境軸）として体系的･効果的な整備が図られる。 

３ 法的位置付け 

防災街区整備方針は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第 49 号）第３条に基づく

方針であり、これを都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条の２第１項の規定により都市計画に定めるものである。 

本方針は、木造住宅密集地域を対象とした都市計画のマスタープランとして、都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針に即し、都市再開発の方針等と整合を図り定めるものであり、防災街区整備事業や市街地再開発事業等の個別の都市計

画の上位に位置付けられている。 

Ⅱ 本方針を定めるに当たっての考え方 

１ 対象地域 

東京都震災対策条例（平成 12 年条例第 202 号）に基づく防災都市づくりに関する計画（以下「防災都市づくり推進計画」

という。）に定める整備地域等の木造住宅密集地域を中心とした地域 

２ 防災再開発促進地区及び防災公共施設の指定 

防災街区の整備に資する事業・制度等を重点的に展開することにより、建築物等の不燃化・共同化や公共施設の整備を

促進し、安全で良好な環境を備えたまちとして再生を図るため、防災街区整備方針に、防災再開発促進地区及び防災公共

施設を定める。 

既 決 定
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（１）防災再開発促進地区の指定の考え方 

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区で、次のいずれかに該当すること。 

① 防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されている地区 

② 防災街区の整備に資する事業・制度等が既に導入されている地区又は防災街区の整備に資する都市計画が既に決

定されている地区 

③ 事業・制度等の導入や都市計画の決定はなされていないが、防災街区の整備を進めることが方針として明らかな

地区（都又は区の長期計画、区の都市計画に関する基本的な方針等に位置付けられており、かつ、防災街区の整備

に資する事業・制度等の導入又は都市計画の決定が確実に見込まれること。） 

（２）防災公共施設の指定の考え方 

延焼防止機能及び避難機能を確保するために整備すべき道路・公園等の公共施設で、防災再開発促進地区内又はその

一帯に存在し、次のいずれかに該当すること。 

① 沿道及び沿道周辺の建築物等と一体となって延焼防止機能及び避難機能（閉塞防止を含む。）が確保される公共施 

 設 

② 沿道及び沿道周辺で防災街区整備事業又は都市防災不燃化促進事業が既に導入されている若しくは将来導入が見 

込まれる公共施設 

③ 防災街区整備地区計画で特定地区防災施設、地区防災施設又は地区施設に既に指定されている若しくは将来指定 

が見込まれる公共施設 

④ 特定防災街区整備地区が既に指定されている又は将来指定が見込まれる区域内で、防災都市計画施設に将来指定 

が見込まれる公共施設 

変 更 案
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（１）防災再開発促進地区の指定の考え方 

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区で、次のいずれかに該当すること。 

① 防災都市づくり推進計画の整備地域に指定されている地区 

② 防災街区の整備に資する事業・制度等が既に導入されている地区又は防災街区の整備に資する都市計画が既に決

定されている地区 

③ 事業・制度等の導入や都市計画の決定はなされていないが、防災街区の整備を進めることが方針として明らかな

地区（都又は区の長期計画、区の都市計画に関する基本的な方針等に位置付けられており、かつ、防災街区の整備

に資する事業・制度等の導入又は都市計画の決定が確実に見込まれること。） 

（２）防災公共施設の指定の考え方 

延焼防止機能及び避難機能を確保するために整備すべき道路・公園等の公共施設で、防災再開発促進地区内又はその

一帯に存在し、次のいずれかに該当すること。 

① 沿道及び沿道周辺の建築物等と一体となって所要の機能が確保される公共施設 

② 沿道及び沿道周辺で防災街区整備事業又は都市防災不燃化促進事業が既に導入されている若しくは将来導入が見 

込まれる公共施設 

③ 防災街区整備地区計画で特定地区防災施設、地区防災施設又は地区施設に既に指定されている若しくは将来指定 

が見込まれる公共施設 

④ 特定防災街区整備地区が既に指定されている又は将来指定が見込まれる区域内で、防災都市計画施設に将来指定 

が見込まれる公共施設 

既 決 定
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（３）防災街区の整備に資する事業・制度等 

市街地開発事業 

 防災街区整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業等 

都市計画事業 

 街路整備事業、公園事業等 

修復型事業 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）、都市防災不燃化促進事業等 

規制・誘導策 

 防災街区整備地区計画、地区計画、特定防災街区整備地区、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等 

その他事業等 

 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）等 

３ 防災再開発促進地区と都市再開発の方針の２号地区との整合 

防災再開発促進地区は、防災性の向上を目的として市街地整備の計画が明らかな地区であることから、都市再開発法（昭

和 44 年法律第 38 号）に基づく２号地区と整合を図る。 

変 更 案
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（３）防災街区の整備に資する事業・制度等 

市街地開発事業 

 防災街区整備事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業等 

都市計画事業 

 街路整備事業、公園事業等 

修復型事業 

 木造住宅密集地域整備事業、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）、都市防災不燃化促進事業等 

規制・誘導策 

 防災街区整備地区計画、地区計画、特定防災街区整備地区、東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制等 

その他事業等 

 住宅市街地総合整備事業（拠点開発型）等 

３ 防災再開発促進地区と都市再開発の方針の２号地区との整合 

防災再開発促進地区は、防災性の向上を目的として市街地整備の計画が明らかな地区であることから、都市再開発法（昭

和 44 年法律第 38 号）に基づく２号地区と整合を図る。 

既 決 定
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Ⅲ 本方針において定める内容 

１ 防災再開発促進地区及び防災公共施設 

防災再開発促進地区及び防災公共施設の区域及び位置は、計画図のとおりである。 

２ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要は、次の事項を定める。各地区について、別表１及び附図に示す。 

① 地区の再開発、整備等の主たる目標 

② 防災街区の整備に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要 

③ 建築物の更新の方針 

④ 都市施設、地区防災施設及び地区施設の整備の方針 

⑤ 再開発推進のため必要に応じ定める事項 

３ 防災公共施設の整備等の概要 

防災公共施設の整備等の概要は、次の事項を定める。各施設について、別表２及び附図に示す。 

（１）防災公共施設の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設の整備の方針 

② 整備する防災公共施設の種類 

③ 当該防災公共施設の配置及び規模 

④ 当該防災公共施設の整備スケジュール 

（２）防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の方針 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の概要 

③ 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備のおおむねのスケジュール

変 更 案
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Ⅲ 本方針において定める内容 

１ 防災再開発促進地区及び防災公共施設 

防災再開発促進地区及び防災公共施設の区域及び位置は、計画図のとおりである。 

２ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 

防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要は、次の事項を定める。各地区について、別表１及び附図に示す。 

① 地区の再開発、整備等の主たる目標 

② 防災街区の整備に関する基本的方針その他の土地利用計画の概要 

③ 建築物の更新の方針 

④ 都市施設、地区防災施設及び地区施設の整備の方針 

⑤ 再開発推進のため必要に応じ定める事項 

３ 防災公共施設の整備等の概要 

防災公共施設の整備等の概要は、次の事項を定める。各施設について、別表２及び附図に示す。 

（１）防災公共施設の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設の整備の方針 

② 整備する防災公共施設の種類 

③ 当該防災公共施設の配置及び規模 

④ 当該防災公共施設の整備スケジュール 

（２）防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要 

① 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の方針 

② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備の概要 

③ 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備のおおむねのスケジュール 

既 決 定
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
○○○○・・・変更   

番号 地区名 
面積（ha） 

（おおむねの位置） 

品．１．荏原地区 
約 667.7ha 

（品川区西部） 

ａ 地区の再開発、整備等の主たる目標 道路、公園等の公共施設の整備改善及び建築物の不燃化促進により、不燃領域率の向上を図り広域的な防災性の向上に寄与するまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に関する基本的方針

その他の土地利用計画の概要 

生活拠点である武蔵小山駅周辺については、品川区においても区西部の生活活動を支える広域性のある地区活性化拠点として位置づけられており、生活機能を共有でき

る暮らしやすい拠点として土地の高度利用を促進し、商業機能の活性化、都心居住の推進及び防災性の向上を図る。 
西品川地区においては、大規模低未利用地の土地利用転換に併せた街区の再編整備を促進する。 
品川区の地域生活拠点として位置づけられており、旗の台駅、戸越公園駅、戸越銀座駅等の各駅周辺については、にぎわいのある便利で快適に歩いて暮らせる市街地の

形成を図る。 
住工が混在する市街地では、町工場の操業環境を維持しつつ、町工場の育成・保護と住環境の調和を図る。 
都市計画道路等の幹線道路沿道は、延焼遮断帯としての機能向上を図る。 

また、密集市街地においては、道路の整備や公園等のオープンスペースを確保するとともに、建築物の共同化や不燃化を促進し、安全で快適な住環境の整備を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 面的な基盤整備や各種事業の活用により、老朽建物の除却や個別建替え、共同化による不燃化を促進する。 

ｄ 都市施設、地区防災施設及び地区施設
の整備の方針 

放射 2号線、補助 26 号線、補助 28 号線、補助 29 号線、補助 46 号線、補助 163 号線、補助 205 号線、滝王子通り及び目黒公園、品川中央公園の整備並びに防災公共施
設の整備を図る。 

e 
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１ 公共及び民間の役割、条件整備

等の措置 

公共は、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、都市防災不燃化促進事業等様々なまちづくり事業により民間の不燃化建替えを支援、促進する。 

また、区民が主体となるまちづくりを支援するため、まちづくり組織への運営支援し、地域とともにまちづくりを促進していく。 

２ 実施予定の公共施設整備事業、

面的整備事業等 

都市防災不燃化促進事業 

・戸越公園一帯周辺地区・補助 26号線その 2地区・滝王子通り地区（事業中） 
避難道路機能強化事業 
・滝王子通り地区（事業中） 

住宅市街地総合整備事業(密集型)（事業中） 
木造住宅密集地域整備事業（事業中） 
防災街区整備事業 

・荏原町駅前地区（事業中） 
防災生活圏促進事業（事業中） 
第一種市街地再開発事業 

・武蔵小山パルム駅前地区・武蔵小山駅前通り地区・西品川一丁目地区（事業中） 
街路整備事業 
・補助 26号線（事業中） ・放射 2号線、補助 28号線、補助 29号線（予定） 

細街路拡幅事業（事業中） 
沿道整備事業（事業中） 
公園事業 

・目黒公園（事業中） ・品川中央公園（事業中） 

３ 決定又は変更予定の都市計画に
関する事項 

地区計画 「戸越一丁目地区」（決定済）、「滝王子通り地区」（決定済）、「西大井駅周辺地区」（決定済） 
再開発等促進区を定める地区計画 「武蔵小山駅東地区」（決定済）、「西品川一丁目地区」（決定済） 

沿道地区計画 「品川区中原街道地区」（決定済） 
防災街区整備地区計画 「小山台一丁目地区」（決定済） 
特定防災街区整備地区 「荏原町駅前地区」（決定済） 

４ その他再開発の促進のために特
筆すべき事項 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 
緊急木造住宅密集地域整備促進事業（完了） 

都市防災不燃化促進事業 「補助 46号線品川地区」（完了）、「補助26号線地区」（完了） 
街路整備事業 「補助 46号線」（一部完了） 
都市高速鉄道東京急行電鉄目黒線連続立体交差事業（完了） 

公園事業 「戸越公園」（完了） 
不燃化推進特定整備地区 

既 決 定 
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別表１ 防災再開発促進地区の整備又は開発の計画の概要 
○○○○・・・変更   ※・・・新規追加   △・・・区域変更   

番号 地区名 
面積（ha） 

（おおむねの位置） 

△品．１．荏原地区 
約 810.2ha 

（品川区西部） 

ａ 地区の再開発、整備等の主たる目標 道路、公園等の公共施設の整備改善及び建築物の不燃化促進により、不燃領域率の向上を図り広域的な防災性の向上に寄与するまちづくりを進める。 

ｂ 防災街区の整備に関する基本的方針

その他の土地利用計画の概要 

生活拠点である武蔵小山駅周辺については、品川区においても区西部の生活活動を支える広域性のある地区活性化拠点として位置付けられており、生活機能を共有でき

る暮らしやすい拠点として土地の高度利用を促進し、商業機能の活性化、都心居住の推進及び防災性の向上を図る。 
西品川地区においては、大規模低未利用地の土地利用転換に併せた街区の再編整備を促進する。 
品川区の地域生活拠点として位置付けられている旗の台駅、戸越公園駅、戸越銀座駅等の各駅周辺については、にぎわいのある便利で快適に歩いて暮らせる市街地の形

成を進め、生活中心地として育成を図る。 
住工が混在する市街地では、町工場の操業環境を維持しつつ、町工場の育成・保護と住環境の調和を図る。 
都市計画道路等の幹線道路沿道は、延焼遮断帯としての機能向上を図る。 

また、密集市街地においては、道路の整備や公園等のオープンスペースを確保するとともに、建築物の共同化や不燃化を促進し、安全で快適な住環境の整備を図る。 

ｃ 建築物の更新の方針 面的な基盤整備や各種事業の活用により、老朽建物の除却や個別建替え、共同化による不燃化を促進する。 

ｄ 都市施設、地区防災施設及び地区施設
の整備の方針 

放射 2号線、補助 26 号線、補助 28 号線、補助 29 号線、補助 46 号線、補助 163 号線、補助 205 号線、滝王子通り及び目黒公園並びに品川中央公園の整備並びに防災公
共施設の整備を図る。 

e 

再
開
発

推
進
の

た
め
必

要
に
応

じ
定
め

る
事
項 

１ 公共及び民間の役割、条件整備

等の措置 

公共は、道路や公園等の公共施設を整備するとともに、都市防災不燃化促進事業等様々なまちづくり事業により民間の不燃化建替えを支援、促進する。 

また、区民が主体となるまちづくりを支援するため、まちづくり組織への運営支援し、地域とともにまちづくりを促進していく。 

２ 実施予定の公共施設整備事業、

面的整備事業等 

都市防災不燃化促進事業 

・戸越公園一帯周辺地区（事業中）・補助 26号線その 2地区（事業中）・滝王子通り地区（事業中）・補助 28号線地区(事業中) ・補助 29号線地区(事業中) ・補助 29号線
その 2地区(事業中) ・補助 29号線その 3地区(事業中) ・補助 29号線その 4地区(事業中) 

避難道路機能強化事業 

・滝王子通り地区（事業中） 
住宅市街地総合整備事業(密集型)、木造住宅密集地域整備事業 
・旗の台・中延地区(事業中)・二葉 3・4・西大井 6丁目地区(事業中)・東中延 1・2丁目・中延 2・3丁目地区(事業中) ・豊町 4・5・6丁目地区(事業中)・西品川 2・3丁

目地区(事業中) 
防災生活圏促進事業 
・戸越・豊町地区(事業中) 

第一種市街地再開発事業 
・武蔵小山パルム駅前地区（事業中）・武蔵小山駅前通り地区（事業中）・西品川一丁目地区（事業中）・戸越五丁目 19番地区（事業中）、・大井一丁目南第１地区(事業中) 
街路整備事業 

・補助 26号線（事業中）・補助 46号線(一部完了)・補助 163 号線(事業中)・補助 205号線(予定) 
・放射 2号線（事業中）【特定整備路線】、補助 28号線（事業中）【特定整備路線】、補助 29号線（事業中）【特定整備路線】 
細街路拡幅事業（事業中） 

沿道整備事業 
・放射 2号線沿道（事業中）・補助 152号線(事業中) 
公園事業 

・目黒公園（一部完了）  

３ 決定又は変更予定の都市計画に
関する事項 

地区計画 「戸越一丁目地区」（決定済）、「滝王子通り地区」（決定済）、「西大井駅周辺地区」（決定済）、「戸越六丁目東地区」（決定済）、「豊町四・五・六、二葉三・四、
西大井六丁目地区」(決定済)、「戸越・豊町地区」(決定済)、「大井一丁目南地区」(決定済) 

再開発等促進区を定める地区計画 「武蔵小山駅東地区」（決定済）、「西品川一丁目地区」（決定済）、「大崎駅西口地区」(決定済) 
沿道地区計画 「品川区中原街道地区」（決定済） 
防災街区整備地区計画 「小山台一丁目地区」（決定済） 

特定防災街区整備地区 「荏原町駅前地区」（決定済）、「中延二丁目旧同潤会地区」(決定済) 

４ その他再開発の促進のために特

筆すべき事項 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制 

不燃化推進特定整備地区 
緊急木造住宅密集地域整備促進事業（完了） 

変 更 案 
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都市防災不燃化促進事業 「補助 46号線品川地区」（完了）、「補助26号線地区」（完了） 

住宅市街地総合整備事業(密集型)「戸越 1.2 丁目地区」(完了)、「荏原北地区」(完了) 
防災生活圏促進事業 ・荏原北・西五反田地区(完了) 
防災街区整備事業 ・荏原町駅前地区（完了）、・中延二丁目旧同潤会地区(完了) 

街路整備事業 ・補助 320 号線(完了) 
都市高速鉄道東京急行電鉄目黒線連続立体交差事業（完了） 
公園事業 「戸越公園」（完了）・品川中央公園（完了） 
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別表２ 防災公共施設の整備等の概要

① 防災公共施設の整備に関する計画の概要

○○○○・・・変更   ※・・・新規   △・・・区域変更 

番号 地区名

（おおむねの位置）
△品．１．荏原地区

（品川区西部）

a  防災公共施設の整備の方針

密集市街地における延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能の確保を図るため、防災都市計画施設道路第1号から第9号まで及び 防

災都市計画施設公園第 10号の整備を図る。 

また、密集市街地の防災性の確保のため、防災公共施設の整備促進を図る。 

b  整備する防災公共施設の種類

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園  

防災都市計画施設公園 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画公園 

都市計画公園 

放射 1号線 

放射 2号線 

補助 26号線 

補助 29号線 

補助 30号線 

補助 46号線 

補助 152 号線 

補助 205 号線 

補助 28号線 

目黒公園 

戸越公園 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号 

特定地区防災施設 地区防災道路 1号 

荏原文化センター通り 

主要生活道路１号 

主要生活道路２号 

主要生活道路３号 

主要生活道路４号 

主要生活道路５号 

主要生活道路６号 

主要生活道路７号 

三間通り 

滝王子通り 

c  当該防災公共施設の配置及び規模

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設公園

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

幅員 30～44ｍ 延長約 2,120ｍ    

幅員 25～33ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 18～28ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 20ｍ 延長約 3,330ｍ    

幅員 15ｍ 延長約 850ｍ    

幅員 20ｍ 延長 1,106ｍ    

幅員 25～44ｍ 延長 1,000ｍ    

幅員 15ｍ 延長 220ｍ  

幅員 20ｍ 延長 520ｍ    

供用開始部分の面積 6.38ha 

変 更 案
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別表２ 防災公共施設の整備等の概要

① 防災公共施設の整備に関する計画の概要  

○○○○・・・変更 

番号 地区名

（おおむねの位置）
品．１．荏原地区

（品川区西部）

a  防災公共施設の整備の方針

密集市街地における延焼遮断帯の形成や延焼防止機能・避難機能の確保を図るため、防災都市計画施設道路第 1号から第 9号まで並びに 

防災都市計画施設公園第 10号の整備を図る。 

また、密集市街地の防災性の確保のため、防災公共施設の整備促進を図る。 

b  整備する防災公共施設の種類

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路  

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設公園  

防災都市計画施設公園 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画道路 

都市計画公園 

都市計画公園 

放射 1号線 

放射 2号線 

補助 26号線 

補助 29号線 

補助 30号線 

補助 46号線 

補助 152 号線 

補助 205 号線 

補助 28号線 

目黒公園 

戸越公園 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

防災公共施設道路 

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

特定地区防災施設 地区防災道路 1号 

荏原文化センター通り 

主要生活道路１号 

主要生活道路２号 

主要生活道路３号 

主要生活道路４号 

主要生活道路５号 

主要生活道路６号 

三間通り 

滝王子通り 

c  当該防災公共施設の配置及び規模

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路 

防災都市計画施設道路

防災都市計画施設公園

防災都市計画施設公園

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号

幅員 30～44ｍ 延長約 2,120ｍ    

幅員 25～33ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 18～28ｍ 延長 2,800ｍ    

幅員 20ｍ 延長約 3,330ｍ    

幅員 15ｍ 延長約 850ｍ    

幅員 20ｍ 延長 1,106ｍ    

幅員 25～44ｍ 延長 1,000ｍ    

幅員 15ｍ 延長 220ｍ  

幅員 20ｍ 延長 520ｍ    

供用開始部分の面積 6.38ha 

面積 3.36ha

既 決 定
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防災都市計画施設公園 第 11号 面積 3.36ha

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号 

第 11 号

幅員 6.5ｍ 延長約 450ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 735ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 320ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 535ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 130ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 210ｍ 

幅員 4.0～4.7ｍ 延長約 288ｍ 

幅員 4.3～4.4ｍ 延長約 102ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 566ｍ 

幅員 6.5ｍ 延長約 1,250ｍ 

幅員 10.0ｍ 延長約 870ｍ

d  当該防災公共施設の整備スケジュール

防災都市計画施設道路第 1、5、7、8号：街路整備事業（未定） 

防災都市計画施設道路第 2号：北側 1,200m については特定整備路線（令和 7年度まで）、南側 1,600m については未定 

防災都市計画施設道路第 4、9号：特定整備路線、大崎（令和 7年度まで）、豊町（令和 7年度まで）、戸越、戸越公園駅周辺地区、西大井、

西大井東馬込（令和７年度まで） 

防災都市計画施設道路第 3号：街路整備事業、豊町（令和 5年度まで）、平塚橋（令和 3年度まで） 

防災都市計画施設道路第 6号：街路整備事業（一部未定） 

防災都市計画施設公園第 10号：公園事業（未定） 

防災都市計画施設公園第 11号：完成 

防災公共施設道路第 1号：防災街区整備地区計画（小山台一丁目地区）の地区防災道路に指定（平成 18年度決定）。 

防災公共施設道路第 2～6号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和 7年度まで）。 

防災公共施設道路第 7、8号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による壁面線の指定を図る（令和 6年度

まで）。 

防災公共施設道路第 9号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（令和 9年度まで）。 

防災公共施設道路第 10号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る。 

防災公共施設道路第 11号：避難道路機能強化事業による整備を図る（令和 5年度まで）。 

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」
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防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

防災公共施設道路

第１号 

第２号 

第３号 

第４号 

第５号 

第６号 

第７号 

第８号 

第９号 

第 10 号

幅員 6.5ｍ 延長約 450ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 735ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 320ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 535ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 130ｍ 

幅員 6.0ｍ 延長約 210ｍ 

幅員 4.0～4.7ｍ 延長約 288ｍ 

幅員 4.3～4.4ｍ 延長約 102ｍ 

幅員 6.5ｍ 延長約 1,250ｍ 

幅員 10.0ｍ 延長約 870ｍ

d  当該防災公共施設の整備スケジュール

防災都市計画施設道路第 1、5、7、8号：街路整備事業（未定） 

防災都市計画施設道路第 2号：北側 1,200m については特定整備路線（平成 32年度まで）、南側 1,600m については未定 

防災都市計画施設道路第 4、9号：特定整備路線（平成 32年度まで） 

防災都市計画施設道路第 3号：街路整備事業（平成 26年度まで） 

防災都市計画施設道路第 6号：街路整備事業（一部未定） 

防災都市計画施設公園第 10号：公園事業（未定） 

防災都市計画施設公園第 11号：完成 

防災公共施設道路第 1号：防災街区整備地区計画（小山台一丁目地区）の地区防災道路に指定（平成 18年決定）。 

防災公共施設道路第 2～6号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る（平成 28年度まで）。 

防災公共施設道路第 7、8号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による壁面線の指定を図る（平成 26年度

まで）。 

防災公共施設道路第 9号：住宅市街地総合整備事業（密集型）及び木造住宅密集地域整備事業による整備を図る。 

防災公共施設道路第 10号：避難道路機能強化事業による整備を図る（平成 30年度まで）。

「防災公共施設の配置は、附図に示すとおり」
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② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要

番号 地区名 品．１．荏原地区

a 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備の方針

防災都市計画施設道路第 2号から第 4号、第 6号、第 9号沿道においては延焼遮断帯の形成を図るため沿道の建築物の不燃化を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては後背地への騒音防止を図る。 

防災公共施設道路第 10号及び第 11号沿道においては避難路の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては避難場所の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。

b 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備の概要

防災都市計画施設道路第 1号から第 9号までの沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。 

また、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め、騒音防止及び延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 2号から第 6号及び第 9号沿道においては、低中層の準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災公共施設道路第 1号沿道においては、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 7号及び第 8号沿道においては道路や隣地からの壁面線の指定をすることにより、災害時の避難空間及び良好な景観の

確保を図る。 

防災公共施設道路第 10 号沿道の防災街区整備事業区域においては、特定防災街区整備地区を指定し、建築物の壁面線の指定、敷地面積の

最低限度及び高さの最低限度を定め、特定防災機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 11号沿道においては低中層主体の耐火建築物の整備を図る。 

また、建築物の壁面線の指定により避難路の形成を図る。 

防災都市計画施設公園第 10号周辺においては、地区防災防路を指定し避難経路の確保並びに準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては、準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。

c 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保

するための建築物等の整備のおおむねのスケジュー

ル

防災都市計画施設道路第 3号及び防災公共施設道路第 10号沿道においては、都市防災不燃化促進事業期間（令和 5年及び令和 7年度まで）

に沿道建築物の建替えを図る。 

防災都市計画施設道路第 6号沿道は、都市防災不燃化促進事業「補助 46号線品川地区」が完了している。 

防災公共施設道路第 1 号から第 6 号までの沿道においては住宅市街地総合整備事業（密集型）・木造住宅密集地域整備事業期間（令和 7 年

度まで）に沿道建築物の建替えを図る。 

防災公共施設道路第 9 号沿道においては住宅市街地総合整備事業（密集型）・木造住宅密集地域整備事業期間（令和 9 年度まで）に沿道建

築物の建替えを図る。 

防災公共施設道路第 10号沿道の防災街区整備事業「荏原町駅前地区」においては、令和 2年度防災施設建築物の整備が完了している。 

防災都市計画施設道路第 2号、第 4号及び第 9号沿道においては、令和 7年度までに沿道建築物の建替えを図る。 

道路事業に伴い、不燃化事業を予定している。 

防災都市計画施設公園第 11 号周辺（約 120ｍ）においては、都市防災不燃化促進事業期間（令和 7 年度まで）に周辺建築物の建替えを図

る。 
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② 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保するための建築物等の整備に関する計画の概要

番号 地区名 品．１．荏原地区

a 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保
するための建築物等の整備の方針

防災都市計画施設道路第 2号から第 4号、第 6、第 9号沿道においては延焼遮断帯の形成を図るため沿道の建築物の不燃化を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては後背地への騒音防止を図る。 

防災公共施設道路第 9号及び 10号沿道においては避難路の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては避難場所の安全性を確保するため、不燃化建築物への建替え誘導を図る。

b 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保
するための建築物等の整備の概要

防災都市計画施設道路第 1号から第 9号沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設道路第 2号沿道においては、中高層主体の耐火建築物の整備を図る。また、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め、

騒音防止及び延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 2号から第 6号沿道においては、低中層の準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災公共施設道路第 1号沿道においては、建築物の間口率及び高さの最低限度を定め延焼防止機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 7号及び第 8号沿道においては道路や隣地からの壁面線の指定をすることにより、災害時の避難空間及び良好な景観の

確保を図る。 

防災公共施設道路第 9号沿道の防災街区整備事業区域においては、特定防災街区整備地区を指定し、建築物の壁面線の指定、敷地面積の最

低限度及び高さの最低限度を定め、特定防災機能の確保を図る。 

防災公共施設道路第 10号沿道においては低中層主体の耐火建築物の整備を図る。また、建築物の壁面線の指定により避難路の形成を図る。 

防災都市計画施設公園第 10号周辺においては、地区防災防路を指定し避難経路の確保及び準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては、準耐火建築物及び耐火建築物の整備を図る。

c 防災公共施設と一体となって特定防災機能を確保
するための建築物等の整備のおおむねのスケジュー

ル

防災都市計画施設道路第 3 号及び防災公共施設道路第 10 号沿道においては、都市防災不燃化促進事業期間（平成 27 年度及び平成 30 年度

まで）に沿道建築物の建替えを図る。 

防災都市計画施設道路第 6号沿道は、都市防災不燃化促進事業「補助 46号線品川地区」が完了している。 

防災公共施設道路第 1号から第 6号沿道においては住宅市街地総合整備事業（密集型）・木造住宅密集地域整備事業期間（平成 28年度まで）

に沿道建築物の建替えを図る。 

防災公共施設道路第 9号沿道の防災街区整備事業「荏原町駅前地区」においては、平成 27年度までに防災施設建築物の整備を行う。 

防災都市計画施設道路第 2、4、9号沿道においては、木密地域不燃化 10年プロジェクト期間（平成 32年度まで）に沿道建築物の建替えを

図る。 

道路事業に伴い、不燃化事業を予定している。 

防災都市計画施設公園第 11号周辺（約 120ｍ）においては、都市防災不燃化促進事業期間（平成 27年度まで）に周辺建築物の建替えを図

る。
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