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図27　防災街づくりの概念図 

2 災害に強い街づくり

(1) 「防火区画」の形成
震災時の市街地大火から区民の生命・財産を守り「逃げないですむ街づくり」を実現す

るために、火災の延焼を食い止める防火区画の形成を目指します。

一定の幅員（空間）を有する幹線道路（都市計画道路）の整備と沿道の不燃化促進や植

樹により、街の防火区画となる延焼遮断帯の形成を進めます。

延焼遮断帯に囲まれた地域内においても、主要な生活道路の整備、公園緑地などのオー

プンスペース確保、建築物の不燃化の誘導により、燃え広がらない市街地の形成（延焼の

恐れのある空間の低減）を進めます。

(2) 安全な避難場所・避難路の確保
災害から区民の生命を守るため、安全な避難場所の確保と、避難場所に至る避難路の安

全性の確保を図ります。

第一次避難場所と広域避難場所の防災機能の維持・向上、避難地周辺市街地の不燃化促

進や道路整備を進め、避難地の安全性の確保・向上を図ります。

避難地に至るルート確保のための生活道路網の整備、避難路沿道における不燃化、落下

物・ブロック塀・障害物やがけ・擁壁（＝がけ地や斜面を支える壁）対策を進め、安全な

避難路の確保を図ります。

万一の時にだれもが安全で円滑に避難することができるように支援体制を整えたり、避

難標識の整備や避難地・避難路の周知を進めます。



第
4
章

57

(3) 防災活動を担う生活道路・消防水利の整備
円滑な救援・消防活動や避難の安全性確保など都市の防災機能の強化に向けて、生活道

路網の計画的な整備を進めます。特に基盤が未整備で円滑な防災活動が困難な区域におい

て、主要生活道路や主要区画道路の重点的な整備を行っていきます。

消防ポンプ車などの緊急車両が通行困難な区域では、主要生活道路や主要区画道路に加

えて特に整備が必要と考えられる狭あい道路について、計画的な拡幅整備を行います。

関係機関と連携しながら、計画的な消防水利の整備を進めます。

(4) 建築物や都市施設の耐震性・耐火性の向上
区民の日常生活の中心となる建築物について、災害時における安全性を高めるため、耐

震性や耐火性の確保に努めます。公共建築物やライフラインなどの都市施設の耐震性・耐

火性を確保・強化するとともに、既存の民間建築物について耐震診断や耐震改修の啓発・

普及を図ります。

新たに建築される建築物は、不燃化の誘導や本区の地形・地盤・市街地密度に配慮した

設計が行われるように啓発・指導や支援を行います。敷地細分化や建築物の密集による市

街地の高密化防止、緑地・オープンスペース確保のために共同化や協調建替えの啓発・誘

導を進めます。

(5) がけなどの整備、ブロック塀の改善
がけ・擁壁の実態を把握したうえで、改修が必要なものについて啓発・指導を進めます。

震災時に倒壊の恐れの高いブロック塀や沿道に落下のおそれのある物は、避難路を中心

に実態を把握したうえで、改修の啓発・指導を進めます。改修にあたっては、緑化ブロッ

クの活用など、景観への配慮を誘導します。

(6) 都市型水害に強い街づくりの推進
短時間に大量の雨水が河川や下水に流入することによって起こる都市型水害に対応する

ために、地下調節池の整備推進や下水道施設の改善を東京都に要請するとともに、緑化の

推進、透水性・保水性舗装、雨水の貯留・浸透施設の整備を引き続き進め、民間開発に対

しても指導します。

(7) 地域防災力の向上、コミュニティ主体の防災街づくり
防災街づくりは急務となっていますが、道路整備や建築物の不燃化・建て詰まり解消の

整備には一定の時間を要します。災害に強い市街地が形成されても、地域社会全体として

の災害への備えが不可欠です。区民、事業者、行政が連携しながら、地域コミュニティに

根ざした地域防災力の向上を図っていきます。

区民一人ひとりが「災害に強い街をつくる」、「自分たちの街は自分たちで守る」といっ

た防災に対する意識を高め、地域コミュニティが一体となって防災活動に取り組み、地域

全体としての安全確保を図っていきます。
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3 地域特性に応じた取り組み

各種の指標から災害時の危険性が高いと想定される区域は、「防災都市づくり推進計画

（東京都）」における重点整備地域の指定などを考慮して「重点的に防災街づくりを推進

すべき区域」と位置づけ、積極的で重点的な防災街づくりの推進を図ります。

これらの区域では、防災街づくりの進捗状況を総合的に判断したうえで、防火区画の

形成、避難場所や避難路の確保、道路や公園の整備、建物の不燃化・耐震補強の取り組

みを進めていきます。
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図28 防災街づくりの方針図
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4-6. 防犯街づくりの方針

1 基本的な考え方

空き巣や子どもへの犯罪などの発生を未然に防ぎ、だれもが安全・安心に暮らせる

街を実現するために、防犯街づくりに取り組むことが必要です。

防犯街づくりに際しては、地域コミュニティの活性化により犯罪を防止する地域社

会づくり、周りの目がゆき届き犯罪の起きにくい都市施設の整備、破壊・侵入に強い

部材や設備の導入などによる建物整備、防犯に係わる意識啓発を総合的に進めます。

ＩＴ技術などを活用した最新の防犯設備・防犯設計の情報の普及、犯罪の動向に対

応した防犯対策の検討なども進めます。
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2 防犯街づくりの推進

(1) 犯罪を防ぐ地域社会づくり
日頃から地域コミュニティを活性化し、快適で活力のある街づくりを進めることが、犯

罪を防止することにつながります。

地域社会に地域住民の目がゆき届くように、日常的な地域住民同士の声かけやコミュニ

ティ活動の活性化を図ります。関係機関との連携による情報交換や防犯活動の推進、地域

団体による街のパトロールや安全点検などの地域主体による防犯活動の促進、街の美化な

どを進めます。

(2) 都市施設の整備
道路、公園、駐車場・駐輪場などの整備に際して、周りの目がゆき届くような視認性の

確保をはじめとする取り組みを行います。

道路は、歩車道の分離、見通しの確保、街路灯の整備、緊急通報装置や防犯ベルの設置

などを図ります。公園は、園路の視認性の確保、周囲の目が届く場所への遊具の配置、下

枝のせん定、夜間の照度の確保などを図ります。駐車場や駐輪場は、見通しの確保、見通

しの悪い場所へのミラーの設置、防犯設備の整備、照度の確保などを図ります。

周りの目がゆき届き、愛着をもって利用される空間は、犯罪を抑止する効果が期待でき

るので、都市施設の適切な維持管理を進めます。

(3) 建物の整備
個々の建物の建築にあたっては、視認性の確保など、配置や動線計画に配慮し、犯罪の

起きにくい構造とすることが大切です。

住宅は、犯罪の防止に配慮した構造及び設備などの整備や、居住者の安全を確保するた

めの管理対策などを誘導します。

戸建住宅では、住宅まわりの見通しの確保、玄関扉や窓などへの防犯措置を図るよう誘

導します。

共同住宅では、共用部分における見通しや照度の確保、防犯設備の設置、玄関扉や窓な

どへの防犯措置を図るとともに、管理組合などによる防犯体制の確立を誘導します。

公共施設では、施設特性に応じて、不審者の侵入を防止するための施設・設備の点検整

備、安全確保のための体制の整備などを図ります。

管理がゆき届いていない建物は犯罪を誘発する恐れがあるため、日頃からきめ細かな維

持・管理を進めることが必要です。

(4) 防犯意識の啓発
防犯街づくりに係わる意識の啓発を図るため、防犯に関する情報の提供、防犯に係わる

相談窓口の充実、防犯講習会の実施、防犯設備や防犯設計に関する技術的な情報の提供、

子どもへの防犯教育の充実、防犯グッズの紹介や配布などを進めます。
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4-7. 景観街づくりの方針

1 基本的な考え方

自然的・歴史的な要素の積み重ねによる景観資源を尊重した個性的な街並みの形成

や、生活者にとって快適な日常生活が営めるような場の創出を図り、区民が愛着や誇

りを持って住み続けたくなる魅力ある街を実現するため、総合的な景観形成に取り組

むことが必要です。

景観の形成にあたっては、自然的要素（地形、河川、みどり、緑道など）、歴史的

要素（寺社、鎮守の森、由緒ある坂道、遺跡など）、生活空間（土地利用・街区形

態・道路・施設などによる景観）という大きく３つの要素に着目します。周囲の街並

みに大きな影響を与える大規模開発も、景観形成の重要な要素と考えます。

住宅都市としての魅力を高める景観の形成や、多様な都市機能の集積とともに街の

魅力を高める景観の形成を図るために、現在まで継承されてきた優れた景観要素を活

かし、目黒区らしい個性ある街並みをつくりだすことが重要です。

個性ある景観の形成に際しては、公共空間の魅力ある景観の整備や、みどりの保

全・創出、自然資源や歴史・文化資源の周辺

における街並みの保全・形成を進めます。

生活拠点や、大規模な公共施設・文教施設

の周辺地域など、多くの人々が集まる場所に

おいては、街の顔にふさわしい街並みの形成

を目指します。

建築・開発行為に対しては、周辺環境や景

観形成への配慮を求め、美しい景観の形成を

区民や事業者と連携して進めます。
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2 景観の形成

(1) 段階的な景観形成
良好な景観の保全や形成に際しては、以下の段階に応じた取り組みを進めます。

・「とりのぞく・なおす」良好な景観形成の阻害要素となるマイナス要因の解消

・「つくる・うみだす」現在よりも景観を良いものとするための美観への配慮

・「はぐくむ・まもる」より良い景観を創出するための街並みの保全や活用

(2) 豊かな自然的環境や歴史とふれあえる街づくり
本区を特徴づけるまとまったみどりは、みどりの拠点として保全していきます。公園、

水辺、街路樹をネットワーク化しつつ、多様な生物の生息できる環境をひろげていきます。

目黒川、公園内の池、湧水などの水辺空間は、生態系が維持されている自然豊かな水辺

環境として保全・整備していきます。目黒川は、親水空間としての活用に向けて、清流の

確保や生物の生息環境の整備に向けて河床や護岸の工夫を検討します。緑道は、水を使っ

たデザインの導入など、より自然と親しめ、心地よく散策できる空間づくりを目指します。

都市の中に継承されてきた寺社、文化財、由緒ある坂道などの歴史的資源や古くからあ

るみどりを活かして、自然や歴史と触れ合える魅力的な環境形成を図ります。鎮守の森や

大木などの豊かなみどりを保全・活用して、歴史を感じる心地よい魅力的な環境の形成を

図ります。

起伏のある地形により眺望に恵まれた台地上、斜面地、坂道などは、眺めを楽しめる場

としての活用に向けて、立ち止まり休息できる空間の整備を図っていきます。斜面地のみ

どりの保全や建築物の屋上や壁面の緑化の誘導により、みどり豊かな街並み風景が楽しめ

る街づくりを進めます。

(3) 身近な生活空間の魅力の向上
駅前商業地や路線型商業地をはじめとする身近な生活の場は、地域の個性を活かしなが

ら、統一感のある美しい街並みを形成することにより、魅力ある景観をつくっていきます。

各店舗のデザインの向上、電線類の地中化、屋外広告物の規制などを検討するとともに、

放置自転車対策やゴミ問題への対応による総合的な街の美化を進めます。

地域コミュニティの核となる住区センター、小学校、文化・教育・福祉施設、公園緑地

などの公共・公益施設は、建物のデザイン向上、街並みに開かれた施設デザイン、地域の

個性を活かした演出、緑化の推進により、地域を特徴づける景観づくりを進めます。

都市施設などに子どもたちの作品を取り入れたり、子どもから高齢者まで親しめるデザ

インの導入やストリートファニチャーの設置などにより、愛着をもてる景観づくりを進め

ます。
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(4) 地域の特徴を活かした街並みづくり
戸建て住宅地に代表されるみどり豊かな景観を維持しながら、地域特性にあわせた街並

みづくりを進めます。みどりの保全や緑化の推進、街並み形成のルール化などの取り組み

を進め、良好な住宅地の景観を保全・形成していきます。

建築・開発行為は、それぞれの地域の土地利用、地形、市街地形成過程に配慮し、良好

な街並みの形成に資するものとなるように誘導していきます。自然環境と調和し、地形を

壊さない建物の配置や形態を考え、より良い景観の形成を目指します。

個々の土地・建物のアプローチ（＝道路から建物内部へ続く部分）や接道部のデザイン

の工夫を促して、良好な沿道の街並み形成や道路空間と一体感のある景観の形成を図りま

す。

(5) 楽しく歩ける道づくり
安全で快適な歩行空間を確保し、ゆったりと心地よく歩ける道づくりを進めます。沿道

の公共施設、みどり豊かな民間宅地、歴史資源、自然環境といった地域資源を取り込み、

活用することによって、自然や季節感を堪能でき、だれもが散策したくなるような道をつ

くっていきます。

日常的に利用される各種施設、地域の特徴的な歴史的資源などを連携するため、みどり

豊かな歩行空間によるネットワーク化を進めます。みどりの散歩道を基本に歩行者ネット

ワークを形成し、沿道緑化、サイン計画、周辺の景観資源を活かした変化のある歩行空間

の整備を進めます。

道路整備にあたっては、魅力的な街かどの演出にも努めます。住宅地内の路地空間の活

用、商店街や駅前における交流の場の確保により、都市空間における多様な出会いの場を

広げていきます。

(6) イメージしやすく、わかりやすい街づくり
駅周辺の商業地や大きな公園の周辺などにおいては、都市施設・建築物のデザインの配

慮や緑化の推進による総合的な景観形成を進め、区を象徴するようなシンボル性の高い景

観をつくります。閑静な住宅地としての魅力を高めるため、良好な景観を有する住宅地の

景観整備を進めます。

幹線道路は、緑化、電線類の地中化、広告物の規制、舗装や道路内施設のデザインの配

慮、沿道の建築物の形態や高さの誘導を進めることにより、沿道空間も含めた良好な道路

景観の形成を図ります。目黒通りや山手通りは、区のシンボル的な道路にふさわしい沿道

景観を形成する道路景観軸としての整備を進めます。印象的な街路樹のある道路、起伏に

富んで歴史的な雰囲気を感じる道路、快適で心地よい環境の道路などをネットワークして、

個性的な道路景観をつなぎ、広げていきます。

大規模な建築物・構造物の建設・改修や大規模土地利用転換に際しては、形態・色彩に

関して周辺地域の街並みとの調和を図るよう誘導していきます。

公共サインは、国際化や高齢化に対応して、だれもが分かりやすく、地域にふさわしい

デザインとなるように整備を進めます。建物、舗装、標識などの街並みの色彩計画を検討

し、分かりやすく統一感のある街づくりを進めます。
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図29 景観街づくりの方針図
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4-8. 福祉の街づくりの方針

1 基本的な考え方

子どもも高齢者も障害をもつ人も、すべての人が人間として平等であり尊厳が保た

れる社会の実現を目指す本区では、保健、福祉、医療、教育、住宅などの総合的な観

点から地域福祉を推進しています。

都市計画マスタープランでは、街づくりという物的な側面から、すべての人が住み

慣れた地域で安全・安心・便利に活動できる暮らしやすい街の実現を目指して、人に

やさしい福祉の街づくりの方針を示します。

起伏に富んだ地形による坂道の多さ、鉄道や幹線道路による地域分断などの地域特

性を考慮しながら、鉄道駅周辺をはじめとして、だれもが円滑に移動できる街を目指

します。

生活道路網の整備、歩行者ネットワークの形成、身近な商店街の整備などの生活利

便性向上を図ります。

バリアフリー化（＝もともとあった障壁を取りのぞくこと）やユニバーサルデザイン

（＝すべての人が利用しやすいものをつくるこ

と）の理念に基づく街の整備を推進します。

特定の施設だけのバリアフリー化にとどま

らず、区内をネットワークするバリアフリー

空間の形成や、一般の建築物における整備の

促進を図ります。

物的な対応だけでなく、街に暮らす人たちが

お互いに思いやりをもって助け合えるような

「心のバリアフリー化」も進めていきます。
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2 福祉の街づくりの推進

(1) 円滑な移動空間の整備
だれもが安全、安心、快適で、健康に暮らすことができるように、「人にやさしい街づ

くり」の実現に向けた、歩行空間の確保、生活道路網の整備、鉄道駅や公共施設などの周

辺経路をはじめとするバリアフリー空間のネットワーク化を進めます。

円滑な移動空間の形成のため、段差の解消、視覚障害者用誘導ブロックの整備、歩道の

整備、電線類の地中化などによる歩道幅員の拡充、坂道の手すりの設置、音声サインや無

線による誘導システムの設置、休憩空間の整備やベンチの設置を進めます。

(2) 利用しやすい公共交通機関の整備
区民の日常的な移動手段である公共交通機関の鉄道やバスは、だれもが利用しやすいも

のとなるように改善を図ります。

鉄道駅舎の改良、エレベーターやエスカレーターの設置の拡大、車両の改善、バス路線

の維持・拡充などを交通事業者に要請していきます。

駅周辺地区におけるバリアフリー化や放置自転車対策の推進を図るとともに、低床バス

の積極的な導入などを関係機関へ働きかけていきます。

(3) 安全・安心で使いやすい施設づくり
不特定多数の人々が利用する建築物はもとより、一般の建築物についても安全・安心で

使いやすい建物づくりの促進を図ります。

自立した生活が営めるよう、住宅の改善を促進したり、ユニバーサルデザインによる公

営住宅の整備を進めます。

小規模な物販店舗、飲食店などにおけるバリアフリー化の促進、エレベーターや「だれ

でもトイレ（＝車いす使用者、高齢者、妊婦、子ども連れなどだれもが利用しやすいトイ

レ）」の設置の拡大、ベビーチェア・ベビーベッド・授乳室などの子育て支援環境の整備

促進を図ります。

公園の出入り口、園路、トイレ、水飲み場やベンチなどの整備・改修に際しては、だれ

もが利用しやすいものとなるように配慮していきます。

施設面での対応だけでなく、人的サービスの拡充や補助犬（＝「身体障害者補助犬」盲

導犬、介助犬、聴導犬をいう。）の受け入れをはじめ、建物を利用する人たちがお互いに

助け合うような、心のバリアフリー化によるソフト面での対応も促進していきます。

(4) 健全な暮らしを育む都市環境・都市空間づくり
都市環境の形成や都市空間の整備に際しては、子どもの健全な成長や区民の健康な生活

に配慮し、区民が住み慣れた地域で健全な暮らしを営める街の実現を目指します。

水やみどりの自然環境の保全・育成、騒音や大気・水質・土壌汚染などの公害対策、暮

らしやすい良好な住環境の保全・形成、ゆとりある都市空間の形成、健康づくりや健全な

余暇活動のための空間整備、公園・緑地のネットワーク化、道路空間の緑化推進や歩行者

ネットワークの形成などを図っていきます。
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