
 

 

３．事例カルテ（詳細版） 

・次ページ以降に、各事例のカルテ（詳細版）を掲載する。 

・事例は、「密集市街地の改善手法」の項目順に掲載している。 
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事例名 
老朽木造建築物の個別更新に対する支援 

（東京都中野区不燃化特区） 

 

001 

取組主体 中野区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・個人、法人を対象に、老朽木造建築物の不燃化建築物への建替えを支援。 

【概要】 

■目的 

・「燃えない・燃え広がらない」まちの形成を目指し、不燃化特区、都市防災不燃化促進事業を対象に、老

朽建築物の建替えや除却に要する経費の一部を補助している。 

 

■不燃化特区 

【補助対象】 

・次の条件を満たす住宅を対象に補助を行う。 

－耐用年数の 2/3 を超過している建築物 

【補助内容】 

①老朽建築物の建替え 

・老朽建建築物の建替えを行う個人、法人（条件あり）を対象に、以下の建築物に建て替えることを要件

に補助。 

－宅地建物取引業法第 2 条第３号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物で

ないこと 

－耐火建築物または準耐火建築物 

－壁、これに代わる柱から隣地境界線までの距離が 50 ㎝以上 

－道路に面する側の垣や柵は、生垣またはネットフェンス等 

・補助金額は次の合計額 

－解体除却・整地費 

  限度額と解体除却費の実費のどちらか低い方の額 

－仮住居費 

  限度額と家賃及び引っ越し代の実費のどちらか低い方の額 

－建築設計・工事管理費 

  戸建住宅の場合は１階から３階の延床面積に応じた額（定額） 

  ただし、共同住宅または、長屋等の場合限度額と実費のどちらか低い方の金額 

②老朽建築物の除却費用 

・老朽建築物の解体除却を行う者を対象に、以下の費用を補助。 

－解体除却・整地費 

  限度額と解体除却費の実費のどちらか低い方の額 

③老朽建築物除却後の土地管理の補助 

・老朽建築物の解体除却費の補助を受け、除却後の土地を所有する個人に対し、以下の要件で補助を実施。 

－有料駐車場など土地が収益事業に使用されていないこと 

－ごみの不法投棄や雑草の繁茂などがなく、適正に管理されていること 

－自動車、自動二輪車や可燃延焼のおそれのあるものが保管されていないこと 
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■都市防災不燃化促進事業 

【補助内容】 

①耐火建築物の建築 

・耐火建築物を建築する方を対象に、以下の建築物を建てることを要件に補助。 

－地階を除く階数が 2 以上で、高さが 7m 以上の耐火建築物 

－敷地面積が 40 ㎡以上。ただし、新たに分割する場合は 60 ㎡以上 

－延べ床面積は、自己が居住する場合 60 ㎡、それ以外の場合は 100 ㎡以上 

－道路に面する外壁の開口部は、網入りガラス又はバルコニー等を設けるなど落下防止措置をとられて

いること 

－火を使用する部屋、階段室及び廊下等避難上重要な壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃

材料又は準不燃材料 

－敷地面積区分に応じた緑化基準を満たすこと 

－ガス設備には、ガス漏れ防止対策を講じていること 

－大規模な地震等に伴い発生する火災による延焼及び輻射熱を有効に遮蔽する形態であること 

・補助金額は次の金額 

－１階から３階の助成対象面積に応じた額 

－その他（二世帯住宅型建築物、住宅供給型建築物、共同建築物、協調建築物）を建築する場合は加算

補助あり 

②老朽建築物の除却 

・老朽建築物の解体除却を行う所有者を対象に、以下のいずれかの要件を満たす建築物に補助。 

－耐火建築物及び準耐火建築物以外であること 

－昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築に着工したものであること（旧耐震の建築物） 

・補助金額は次の金額 

－老朽建築物の除却に要する費用 

－限度額と解体除却費の実費のどちらか低い方の額 

③その他補助（仮住居費、動産移転費、移転雑費） 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

【不燃化特区】 

・不燃領域率の向上 

・面的な建物更新による広域避難場所への避難時間確保 

※接道不良敷地においては建替え更新をすることができないため、別途検討が必要 

【都市防災不燃化促進事業】 

・不燃領域率の向上 

・延焼遮断や避難経路と広域避難場所の安全性の確保 

対象地区と地区の概要 

地区名 弥生町三丁目周辺地区 

大和町地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 【弥生町三丁目周辺地区】 

面積：21.3ha 

【大和町地区】 

面積：67.5ha 

 

 

 

 

 
（出典）中野区提供資料

大和町地区 

弥生町三丁目地区 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 25 年度～令和３年度 根拠法 

適用事業・制度 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・東京都防災密集地域総合整備事業、同制

度要綱 

・中野区建築物不燃化促進助成条例 

事業費 約 535 百万円 

（平成 26 年度～平成 31 年

度の２地区合計） 

実績 （決算額ベース（建替え促進のみ）） 

 弥生町三丁目周辺地区 大和町地区 

平成 26 年度 ７百万円 ３百万円 

平成 27 年度 １９百万円 ７百万円 

平成 28 年度 ２２百万円 ５５百万円 

平成 29 年度 ５２百万円 ６９百万円 

平成 30 年度 ２６百万円 １００百万円 

平成 31 年度 ３７百万円 １３８百万円 
 

取組の背景・経緯 

・地震発生時において大規模な市街地火災や都市機能の低下を防ぐため、木造住宅密集地域のうち、特に

重点的・集中的に改善を図る地区を指定し、都と区が連携して不燃化を強力に推進して「燃え広がらな

い・燃えない」まちづくりを進める。 

 

工夫点・成功要因 

・個々の木造建築物の更新に伴う権利者の負担が軽減されることにより、建築物更新が誘導され、建

物倒壊や火災延焼などの災害発生時の被害拡大を抑制することが可能となる。 

※新たな防火規制など、建築物の不燃化規制強化とのセットでの導入により、効果的な推進が期待さ

れる。 

・まちづくりニュースなどを通して、住民へ制度の周知活動をした。 

・都市防災不燃化促進事業においては避難道路沿道の用地買収とセットで行うことで、生活再建費用を一

部当該事業により補填されることから、用地買収が推進することに期待される。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・戸建住宅の個別更新の費用負担を軽減し、更新の誘導促進を図るため、以下の費用に対して補助を行う

ことが考えられる。 

①老朽木造建築物除却に係る費用への補助 

－例えば、耐用年数を超過した、一定規模の木造建築物を対象に、除却費用の一部を補助。 

②老朽木造建築物除却後の固定資産税・都市計画税の減免 

－除却後、一定期間の固定資産税・都市計画税を減免（除却後、空地のままでも減免）。 

③新築工事に係る費用への補助等 

－一定条件下での建替えに対する費用の一部補助 

－一定条件下での建替えに対して、一定期間の土地、建物に対する固定資産税及び都市計画税の減免 
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事例名 
避難路・避難場所周辺における不燃化建替えに対す
る支援   （東京都杉並区杉並第六小学校周辺地区） 

 

002 

取組主体 杉並区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・震災救援所や不燃化特区等において、耐火性能の高い建築物へ建て替える際に助成を実施。 

【概要】 

■交付対象範囲 

・震災救援所の敷地境界線から 10 メートル以内にかかる敷地（震災救援所の敷地が道路に接する箇所は、

前面道路の反対側の道路境界線から 10 メートル以内にかかる敷地） 

・区が指定する緊急道路障害物除去路線の道路境界線から 10 メートル以内にかかる敷地 

・阿佐谷南・高円寺南地区 

・不燃化特区（杉並第六小学校周辺地区、方南一丁目地区） 

・拡大対象地域（堀ノ内二丁目・三丁目、松ノ木一丁目・二丁目・三丁目、梅里一丁目、成田東一丁目・

二丁目） 

 

 

■交付建築物 

・耐火建築物等及び準耐火建築物等を建築（増

築、改築、移転含む）すること。 

－ 法令等により耐火建築物等および準耐火

建築物等としなければならない場合は対象

外。 

－ 阿佐谷南・高円寺南地区および不燃化特

区内で準耐火建築物等を建築する場合は対

象となる。 

－ 対象床面積が 25 ㎡以上であり、当該建

築工事費が 500 万円以上であること（た

だし、不燃化特区の支援制度「建替え促進

助成」もあわせて受ける場合は、新築建築

物の設計費および工事監理費の助成金額を

差し引いた後の建築工事費が 500 万円以

上であること）。 

－ 阿佐谷南・高円寺南地区内で、優先整備

路線に接する敷地の場合は、道路拡幅に寄

与すること。 

－ 助成金を受けるにあたり、狭あい道路の

拡幅整備に伴う電柱移設への協力を依頼。 

 

■助成金額の基準 

①耐火建築物等 

対 象：全ての対象区域 

助成額：定額 250 万円 

その他：法令等により耐火建築物等としなければならない場合は助成対象外 

助成事業の案内 
（出典）杉並区提供資料 
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②準耐火建築物等

対象１：震災救援所周辺区域、緊急道路障害物除去路線周辺区域、拡大対象地域

助成額：定額 100 万円 

その他：法令等により準耐火建築物等としなければならない場合は助成対象外 

対象２：阿佐谷南・高円寺南地区、不燃化特区 

助成額： 大 100 万円 

その他：新築建築物の延床面積 1 平方メートルあたりの単価（15,000 円）による 

対象地区と地区の概要 

地区名 杉並第六小学校周辺地区全域 方南一丁目地区全域 

地区の概要 ・面積：約 46.7ha

・地区の大半は低層の住宅を中心とした住宅

地であり、木造建築物が密集し、狭い道路が

多く、住民一人当たりの公園面積が少ない

など、防災面や居住環境面で問題を抱えて

いる地域である。

・平成 26 年度より、東京都の不燃化推進特

定整備事業を導入し整備を進めている。ま

た平成 16 年より、東京都建築安全条例に

よる新たな防火規制区域に指定され、不燃

化の促進が図られている地域である。

・面積：約 33.6ha

・地区の内部においては、そのほとんどが

住宅を占めており、災害時に支障となる

行き止まり箇所や、緊急車両等の通行に

支障となる幅員 4m 未満の狭あい道路

が多くある。 

・平成 27 年度より、東京都の不燃化推進

特定整備事業を導入し整備を進めてい

る。また平成 16 年より、東京都建築安

全条例による新たな防火規制区域に指

定され、不燃化の促進が図られている地

域である。 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 24 年度～令和３年度 

（予定） 

根拠法 

適用事業・制度 

・建築物不燃化助成要綱

事業費 約 9,873 千円 

（これまでの累計） 

実績 令和元年度末時点：95 件（うち特区内での実績：38 件） 

（出典） 
杉並区不燃化特区に関する
支援制度パンフレット 
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西武新宿線 

杉並第六小学校周辺地区 

中央線 

京王線 

方南一丁目地区 

不燃化特区指定地区  
（不燃化推進特定整備地区） 

H26.4.1 指定 

H27.4.1 指定 

明大前駅 桜上水駅 

永福町駅 

方南町駅 

新高円寺駅 

高円寺駅 阿佐ヶ谷駅 

南阿佐ヶ谷駅 

荻窪駅 
西荻窪駅 

久我山駅

井荻駅 
上井草駅 

下井草駅 



 

 

取組の背景・経緯 

・東日本大震災を教訓に、建築物の不燃性の向上と災害に強いまちづくりが早急に求められていた。 

・それらの要求に対しては、災害時の避難路の確保や迅速な消火・救援・救助活動のために、都が管理す

る緊急輸送道路への対応に合わせて、区の指定する緊急障害物除去路線（啓開道路）と震災救援所周辺

の耐震化・不燃化が極めて重要となるとの考え方に基づき、不燃化された建築物への建替えを促進する

ために、期間を区切って区単独の不燃化の助成制度を創設、運用を行うこととした。 

 

工夫点・成功要因 

・平成 28 年度からは特区制度との併用を可能にし、更なる不燃化の促進を図っている。また、区に提出

された建築計画概要書をチェックし、助成対象の可能性がある計画には、電話による制度周知を図って

いる。 

・助成対象エリアへの周知チラシやまちづくりニュースの配布によって、助成制度の周知を図ってきたこ

とで、利用実績は年々増加している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・建築基準法の改正に伴う、防火・準防火地域における延焼防止性能の高い建築物の建蔽率の緩和を考慮

した、助成要件の再検討が課題といえる。 
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事例名 

安全に買い物できる商店街形成に向け不燃化建替え
に対する店舗等への上乗せ支援 

（東京都北区十条銀座商店街通りなど） 

 

003 

取組主体 北区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・不燃化建替えに対する支援のうち、店舗等の建替えを対象に加算助成を実施。不燃化を目指すとともに、

商店街の店舗の継続を推進 

【概要】 

・店舗等の建替えをする場合に「不燃化建替え助成」に加算する。 

 

■交付対象範囲 

・十条銀座商店街通り、十条富士見銀座商店街通り、十条銀座西通り、十条仲通り、十条銀座東通り、演

芸場通りなどの沿道 20ｍの区域 

※都市計画道路補助 83 号線及び補助 73 号線の計画線からおおむね 30ｍ以内の区域は除く。 

 

■交付対象者 

・以下の全ての要件を満たす者（一部抜粋） 

①新築する建築物の建築主であること。 

②新築する建築物の所有者になるものであること。 

③個人又は中小企業者等であること。 

④５年以内に不燃化特区事業に基づき除却の助成を受けた者（申請中の者を含む。）であること。 

⑤住民税（中小企業者等である場合は、法人住民税）を滞納していないこと。 

 

■加算助成対象の建築物 

・以下に掲げる要件をすべて満たす建築物（一部抜粋） 

①従後の建築物が耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。 

②建築物の形状、外壁等の色彩は、周辺の環境に配慮したものであること。 

③敷地が６５㎡以上であること。（※緩和要件がある） 

④仮設建築物でないもの。 

⑤当該地に定められている地区計画に適合する建築物であること。 

⑥従前の建築物が店舗であり、防災上、火災の可能性が高い（火気を使用している）建築物であること。 

⑦従後の建築物に店舗等を含む建築物であること。 

 

■助成金額 

・通常の助成金額の他、以下の額

が加算される。 

○従後の(新築する)建築物の建

築工事に係る費用に、店舗等

部分に係る床面積を従後の

建築物の延べ面積で除した

数値を乗じた額。 

○100 万円を上限とする。 

 

（出典）北区ＨＰ
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・十条地区のうち、上十条 3 丁目及び 4 丁目において密集事業は終了しているものの、その他の事業区

域では密集が解消していない中で、不燃化建築物への建替えによる耐火率等への寄与と商店街の維持に

貢献している。 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 十条銀座商店街通り、十条富士見銀座商店街

通り、十条銀座西通り、十条仲通り、十条銀

座東通り、演芸場通りなどの沿道 20ｍの区

域 

 

地区の概要 ・十条駅周辺地区は、北区の中央西部、ＪＲ

埼京線十条駅を中心として、北側は環状七

号線、西側は住宅市街地総合整備事業の実

施済み地区（上十条三・四丁目地区）、南

側は板橋区、東側は JR 京浜東北線に囲

まれた地区で、地区の北東には東十条駅も

隣接している。 

・本地区は、昭和初期に東京郊外で屈指の商

店街となる一方、周辺では無秩序に木造住

宅が建ち並び、戦災焼失を逃れて市街地整

備が進まないまま現在に至っているため、

屈曲した狭あい道路を抱えた木造住宅密

集地域となっている。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 27 年度～令和７年度 根拠法 

適用事業・制度 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助金

交付要綱 事業費 約 2 百万円（年間予算） 

実績 ・２件 

 

取組の背景・経緯 

・不燃化推進特定整備地区整備プログラムに基づき、にぎわいの拠点に相応しい十条駅周辺の整備を行う

とともに、地区全体（特に商店街沿道）における不燃化促進、建替えを促進するため、店舗等への上乗

せ加算を開始した。 

 

 

工夫点・成功要因 

・助成申請件数増加を目的として、制度周知方法を再検討するべく、助成制度利用者にアンケート調査を

実施している。 

・年１回まちづくりニュースを発行し、その中で助成事業についても周知を行っている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・実態として、店舗だけでなく区域全体での建替えが進んでいないため申請件数が少ないが、助成金申請

件数の増加に向けた取組が必要となっている。 

・店舗の建替えの場合は、営業を一時やめなければならないため、住宅より建替えは難しいと想定される。 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事例名 
延焼遮断帯形成に資する不燃化建替えの促進 

（東京都品川区戸越公園一帯周辺地区など） 

 

004 

取組主体 品川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・広域避難場所、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化を促進することにより大規模な延

焼の遮断・遅延を図るもので、個人だけでなく法人も支援の対象としている。 

【概要】 

■事業の概要 

・不燃化促進区域内で準耐火・耐火建築物以外の木造建築物を除却する建物所有者に除却費の一部を、不

燃化促進区域内で耐火建築物を建てる者、不燃化促進重点区域内で準耐火建築物を建てる者に建築費の

一部を助成する。 

・助成を受けられるのは次の者。 

－個人 

－中小企業者 

－公益法人 

－その他区長が特に必要と認める者 

■対象地域 

－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 

－補助 29 号線地区 

－補助 29 号線その 2 地区 

－補助 28 号線地区 

■主な支援内容 

①除却助成 

・1,300 万円を限度額として、次に掲げる額のうちいずれか低い額を助成。 

 ア.現在の建物の床面積 1 ㎡につき 26,000 円を乗じて得た額 

 イ.実際にかかった除却費 

②建築助成 

・耐火建築物、準耐火建築物を整備する際に、建物構造及び床面積に応じた額を助成。 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・除却、建築に対する助成の実施により、一定高さ（７ｍ）以上の耐火建築物への建替えが促進され、避

難路としての安全性の確保と早期の延焼遮断帯の形成が可能となり、あわせて、沿道における良好な街

並み形成への寄与も期待される。 

・個人に限らず、法人も支援対象となるため、幹線道路沿道など住宅以外の土地利用がなされている地区

の不燃化にもつながっている。 

 

 

 

対象地区の例（戸越公園一帯周辺地区） 
（出典）品川区ＨＰ

40 国総研資料 第1167号, 令和３年８月, 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部



 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）東京都ＨＰ 

対象地区と地区の概要 

地区名、概要 ①戸越公園一帯周辺地区 

②補助 26 号線その 2 地区 

③滝王子通り地区 

④補助 29 号線地区 

⑤補助 29 号線その 2 地区 

⑥補助 28 号線地区 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 昭和６２年～ 根拠法 

適用事業・制度 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・品川区建築物不燃化促進助成条例 

事業費 － 

実績 33 件（平成 28 年度以降の実績） 

取組の背景・経緯 

・広域避難場所、避難路、延焼遮断帯等の周辺において建築物の不燃化を促進することにより、大規模な

地震等に伴い発生する火災に対して、住民の避難の安全性の確保と市街地における大規模な延焼の遮

断・遅延を図ることを目的として導入。 

 

工夫点・成功要因 

・建替えを計画する場合には、「どのくらいの規模の建築物が建てられるのか」「工事費はどのくらいかか

るか」など、権利者の問題に答えるよう、建替え相談や建築アドバイスを実施している。 

・ヒアリングと現地調査において相談者と品川区と一級建築士の３者で敷地の形状や希望を確認し、希望

や建築条件に基づく図面、資金計画等を作成、資金計画等もアドバイスしている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・延焼遮断帯を形成すべき道路の沿道などにおいて展開が考えられる。 

 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院） 

⼾越公園⼀帯 
周辺地区 

補助 26 号線
その 2 地区 

滝王⼦通り地区 

補助 29 号線地区 

補助 29 号線
その 2 地区 

補助 28 号線
地区 
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事例名 

地域のニーズ等に応じた総合的な不燃化支援 
～身近なまちの防災施設整備事業～ 

（横浜市重点対策地域・対策地域） 

 

005 

取組主体 横浜市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

A-1-2 防耐火改修への支援 

B-2 細街路の整備 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の向上 

○地域防災力の向上 

E-3 住民等の意識醸成 

特徴と概要 

【特徴】 

・「いえ・みち・まち改善事業」として実施していた防災まちづくり施策を拡充し、建物の不燃化の促進や

身近なまちの防災施設整備の促進を対象地域の優先順位に応じて推進。 

【概要】 

・延焼の危険性が高い地域において、建物の不燃化などにより「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」

の実現を図るため、平成 24 年に公表した横浜市地震被害想定（被害想定）をもとに、焼失火災危険度

の高い「重点対策地域（不燃化推進地域）」、「対策地域」及びそれ以外の地域に加えて、防災まちづくり

計画策定地区等を対象とし、優先順位を付けた上で総合的な不燃化支援を実施している。 

 

■支援事業の概要 

【建築物不燃化推進事業補助】 

・条例による防火規制の導入にあわせて、古い建築物の除却や建築物の新築（耐火性能強化）に対する補

助事業を行っている。 

・補助対象判定フロー等を作成し、補助申請の可否を分かりやすく示している。 

・専門家の無料派遣制度（木造建築物安全相談事業）とともに継続的に広報を行うほか、特に建替えが進

んでいない地域においては空き家を中心に所有者にダイレクトメールを送付し補助制度の活用を促し

ている。 

・建替えや改修の際の概算費用、補助制度の活用可否などを所有者に説明することで、補助制度の活用、

建替えにつながっている。 

 

【木造建築物安全相談事業】 

・建築士を無料派遣し、建物の耐震性・耐火性や敷地の安全性の調査のほか、建替えや改修の際の概算費

用、補助制度の活用可否などを所有者に説明し、所有者の建物の不燃化に向けた取組を促す。 

 

【木造建築物不燃化・耐震改修事業】 

・旧耐震の木造建築物について、不燃化改修工事及び耐震改修を同時に実施する工事に対して工事費の一

部を補助し、火災被害や建物倒壊による被害の防止を促進している。また、耐震性のある老朽建築物に

ついては、不燃化耐震改修を実施する工事に対し工事費の一部を補助する。 

・建替えでなく耐震改修を選択した物件についても防火改修を同時に行うことで耐火性の高い建築物とす

ることができる。 
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【身近なまちの防災施設整備事業補助】 

・自治会町会等が行う防災施設（避難経路、防災広場、防災設備）の整備等に対する補助事業を行ってい

る。それぞれ一定期間の維持管理等を条件としている。 

地域が主体となって防災上必要な整備をすることで、防災意識の向上・醸成に資する。 

○避難経路：行き止まり改善（扉、階段の設置等）、安全対策（避難経路の舗装の改善、傾斜路等の段差

の解消、手摺の設置等） 

○防災広場：40 ㎡以上かつ 10 年以上市に土地を無償提供可能などの条件を満たす敷地での防災広場

整備（固定資産税の免除） 

○防災設備：防災倉庫、雨水タンク、避難誘導サイン等の設置 

－ 自治会・町内会に継続的に広報を行うとともに事例集を配布し制度の活用を促している。 

 

【狭あい道路拡幅整備等】 

・地域住民によるまちづくり協議会が策定した防災まちづくりプランに基づき、地域と行政の役割分担の

下、地域の活動支援を行うとともに、狭あい道路の拡幅整備、防災広場・公園整備等を行う。 

・地域住民によるまちづくり協議会の活動により、狭あい道路の拡幅整備等における地権者交渉などがス

ムーズに行われる。 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・事業中であり、明確な改善内容などは今後の進展による。 

 

地区の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典）いえ・まち・みち改善事業リーフレット 
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対象地区と地区の概要 

地区名 重点対策地域・対策地域  

 地区の概要 ・被害想定をもとに、50ｍ四方あたりの焼失

棟数が 5 棟以上のメッシュが含まれる町丁

目を対象地域とし、その中で特に被害が大

きいと想定される地域を「重点対策地域」と

した。また、対象地域のうち、重点対策地域

を除く地域を「対策地域」とした。 

市全域：約 43,500ha 

対策地域：約 5,100ha 

重点対策地域：約 1,140ha 

 

 

 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～令和 4 年度 根拠法 

適用事業・制度 

・横浜市建築物不燃化推進事業、同補助金

交付要綱 

・横浜市木造建築物安全相談事業、同実施

要項 

・横浜市木造建築物不燃化・耐震改修事業、

同補助金交付要綱 

・横浜市身近なまちの防災施設整備事業、

同補助金交付要綱 

事業費 約 800 百万円 

（令和 2 年度予算） 

実績 ・地震火災による延焼被害が特に大きいと想定される重点対策地域において、防火規制と

補助制度により耐火性の高い建築物の建築件数が想定通りのペースで進捗している（令

和 4 年度までに 5,700 件目標）。 

【建築物不燃化推進事業補助】 

・老朽建築物の除却と耐火性の高い建物の新築に対する補助制度。件数は年間 300 件程

度。 

【身近なまちの防災施設整備事業補助】 

・令和元年度までの実績は、行き止まり改善７件、中心杭等設置は実績なし、安全対策は

２件、まちの防災広場は１件（令和 2 年度に 2 件目予定）、まちの防災設備は４0 件。 

 

 

取組の背景・経緯 

・平成 26 年 3 月に策定した「地震防災戦略における地震火災対策方針」を受け、建物の不燃化などによ

り延焼の危険性が高い地域における「燃えにくいまち・燃え広がらないまち」の実現を図ることを目的

として、従来の「いえ・みち・まち改善事業（旧事業）」を拡充することとした。 

 

工夫点・成功要因 

・横浜市の重点対策地域は高低差が大きい場所が多く、面的な整備や道路拡幅による延焼遮断帯の形成が

難しい。このため、新たな防火規制と建替え促進のための不燃化補助を中心にまちの不燃化が進められ

ている。 

 

（出典）横浜市提供資料 
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取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

【建築物不燃化推進事業補助】 

取組継続の課題・条件 

・接道等により建替えが困難な地域など、不燃化の進捗に差がみられる。 

・ダイレクトメール等による広報を行う際に空き家は所有者の特定が困難であるが、庁内の空家対策部署

との連携を推進することにより円滑な実施が可能となる。 

 

【狭あい道路拡幅整備】 

取組継続の課題・条件 

・住民との協働による修復型まちづくりとして実施されており、地元協議等に相当の時間が必要となる。 

・使用承諾により狭あい道路拡幅整備が行われているため、交差点間すべてを拡幅することは難しい。 

 

【身近なまちの防災施設整備事業補助】 

取組継続の課題・条件 

・まちの防災広場は土地の貸借契約の期間などの要件が厳しいこともあり、実績が少ない。 

他地区への援用可能性 

・これら個々の施策は他都市等でも実施されているものが多いが、対象地域の優先順位を定めた上で取組

を展開していくと効果が高いと考えられる。 
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事例名 

不燃化建替え時の既存建物除却支援 
～密集市街地建物除却事業～ 

（兵庫県神戸市灘北西部地区など） 

 

006 

取組主体 神戸市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

○安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・老朽建築物の除却に係る費用に対する補助制度で、除却後の敷地に建築する場合には準耐火建築物以上

とすることを要件とすることで、建築物の不燃化を促進している。 

【概要】 

・老朽建築物（昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造建築物）を除却する場合に費用の一部を補助

する。 

・除却後に建築する場合には、準耐火建築物以上の耐火性能を持つ建築物とする（所有者全員から 10 年

間の誓約を得る）ことが要件となる。 

・除却後の住宅の建築にあたっては、準防火地域内における耐火建築物又は準耐火建築物の建築に対す

る補助制度である不燃化促進事業（上限 100 万円）と組み合わせることができ、所有者の費用負担は

小さくなる。 

 

■対象者 

・老朽建築物の所有者 

 

■主な要件 

・除却建築物は、昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造建築物であること。 

・除却後に建築する場合は、準耐火建築物以上の耐火性能をもつ建築物とすること。 

・土地所有者全員から誓約が得られていること。 

・建物所有者全員から同意が得られていること。 

 

■補助の内容及び補助金額 

・老朽建築物の除却に係る費用 2/3 

（上限 戸建て：128 万円、集合住宅：256 万円） 

 

 

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・被災時に延焼・倒壊の危険性のある老朽木造建築物を除却し、その跡地に準耐火以上の建築物が建つこ

とで、まちの防災性の向上を図っている。除却後、建築を行わない場合においても、延焼や倒壊による

道路閉塞の原因となる老朽木造住宅が滅失することにより、まちの防災性の向上につながる。 
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従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 灘北西部地区、兵庫北部地区、長田南部地区、東垂水地区（いずれも危険密集市街地とその周辺） 

地区の概要 【灘北西部】 

・４地区の中では比較的建替えニーズは高いが、局所的に狭小な未接道敷地が集積してい

るほか、空き店舗の多い小売市場が存在する。 

【兵庫北部】 

・急速なスプロール化により都市基盤施設が未整備で狭小宅地や長屋が多い。山麓部など

高低差の大きい地形では接道条件が悪く隣地統合も困難で空家が増えている。 

【長田南部】 

・地区の南では未接道敷地が集積しており、東には空き店舗の多い小売市場が存在する。

全体的に高齢者の単身世帯が多く建替え意欲が低い。 

【東垂水】 

・斜面地に無秩序に市街化が進んだため、狭小宅地が集積し、袋路や階段状の道路、建築

基準法上の道路でない通路が多く、建替えが困難な場所が多い。 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

灘北西部地区            兵庫北部地区 

 
 
 
 
 

（出典）神戸市提供資料 
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長田南部地区                東垂水地区 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 28 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・神戸市密集市街地建物除却事業、同補助

金交付要綱 

 

事業費 約 35 百万円／年 

実績 ・年間 30 件程度の除却実績がある。件数の内訳は、集合住宅は 5～6 件で、戸建住宅が

ほとんどを占めている。 

・除却後は、同じ年度内に不燃化促進事業の申請が出されることもあるが、申請が次年度

になるケースもある。 

・兵庫北部地区では、地域密着型の不動産会社が自主的に事業の利用を啓発しているなど

の地域特性があり、実績件数が多くなっている。 

 

密集市街地建物除却事業実績推移 

 令和元年度 令和２年度 

灘北西部 15 9 

兵庫北部 26 3 

長田南部 3 6 

東垂水 9 5 

合計 53 23 

 

 

取組の背景・経緯 

・「密集市街地再生方針（平成 23 年３月策定）」に基づき、広範囲に燃え広がる恐れのある「密集市街地

再生優先地区」において、「燃え広がりにくいまちづくり」を推進している。その取組の一つとして、地

震時などの火災が広範囲に燃え広がる危険性を解消するため、老朽建築物の解体に対する補助を行って

いる。 

・平成 27 年度までは、密集市街地の整備のための制度ではなく、耐震化を促すための制度と位置付けて

おり、耐震施策の担当部局が対象地域を広く設定し、昭和 56 年以前の建物の除却費用の 1/4 を補助

していたが、十分な実績に繋がっていなかった。 

・平成 28 年度より、豊中市・横浜市等を参考に、対象地域を密集市街地に限定して補助率を 2/3 に上げ

る現行制度へと変更した。 

 

 

※令和２年度はコロナ禍の影響によ

る予算上の都合で、年度途中に受

付を締め切った 

（出典）神戸市提供資料 

（出典）神戸市 HP
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工夫点・成功要因 

・当事業は、神戸市の外郭団体で住まいの総合窓口を担っている「すまいるネット」が一括して窓口とな

っている。 

・すまいるネットでは、事業の利用促進のため、施工業者等と市民の双方に情報を届ける仕組みを作って

いる。すまいるネットに登録している施工業者等に対して、説明会等で事業内容を説明することで、施

工業者を通じて市民へも情報が届くことになる。また、宅建業者と共に開催している空家活用の相談窓

口においても、当事業を紹介している。 

・令和元年度から、住宅に加えて、昭和 56 年以前に着工された木造建築物全てを補助対象にするよ

うに見直し。 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・土地・建物の登記名義人の同意が必要であるが、死亡している等、相続関係を整理しなければならない

ケースがある。今後、相続関係を追えない程に物件が古くなっていくことが懸念される。 
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事例名 
民間事業者による面的整備事業の中での個別建替え支

援～防災街区整備事業～       （東京都品川区） 

 

007 

取組主体 旭化成ホームズ株式会社 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・面的な整備事業（防災街区整備事業）地区の中での無接道敷地など条件不利敷地の改善により個別建替

えの支援を行っている。 

 

【概要】 

■建替えによる防災性能の向上（建て替え相談会） 

・地区内で建て替え相談会を実施することで、不燃化特区制度

を周知するとともに、気軽に建替えの相談ができる機会を

提供している。 

 

■道路条件等の建替え困難要因への対応 

・道路条件等による建替え困難地の相談に対しては、隣接住民

との交渉等、課題解決の為の行動を積極的に行っている。 

 

■単独での実施とあわせた共同化に向けた支援 

・共同化を行う系列会社とも連携して、単独での建替えと合わ

せて共同化についての支援も行っている。 

 

■モデルハウスとしての街かどヘーベルハウスの実施 

・相談、受注の数を増やすため、事業展開の初期段階では土地

を仕入れ、住宅を建設してモデルハウスとして公開し、その

後モデルハウスを販売するという事業を実施していた。 

・現在では一定数の受注があるため、受注した竣工前物件を公

開する「街かどヘーベルハウス」の取組を展開することでモ

デルハウスとしての機能を果たしている。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・面的整備事業の地区内での条件不利敷地に対応することで建替えが促進された。 

 

従前 従後 

 

 
 

 

 
（出典）旭化成ホームズ株式会社提供資料 

（出典）旭化成ホームズ株式会社提供資料 
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事業等の概要・実績 

事業期間 － 根拠法 

適用事業・制度 

・防災街区整備事業、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 

・品川区防災街区整備事業補助金交付要

綱 

事業費 － 

実績 ・品川区の不燃化特区内におけるヘーベルハウスの受注数は次の通りであり、徐々に増え

てきている。 

－ 平成 29 年：19 件 

－ 平成 30 年：29 件 

－ 令和元年 ：44 件 

・受注物件中には道路条件の整理や隣接地の購入の調整等を実施したものもある。 

取組の背景・経緯 

・不燃化特区内は所有者の防災性への認識が高く、耐震性・耐火性や細街路、狭小地での施工能力の高さ

といった事業者の商品特性が所有者のニーズとマッチしやすいと考え、不燃化特区内の防災性能を上げ

ることを目標とし、地域に出張し営業活動を実施することとなった。 

・相談会の実施やモデルハウスの建築を通じて、不燃化特区内の所有者と直接面談する機会を増やし、不

燃化特区支援制度の説明を行い、実際に支援制度の手続きのサポートを行う等の活動へと展開。 

 

工夫点・成功要因 

・所有者の防災性への意識が高く、事業者が提供する住宅商品の防災性能が高いという認知が広がってい

ることが事業の拡大につながっている。 

・建替え困難地を購入して保有するという事業モデルではなく、建替え時の課題解決に向けた調整を行う

ものであるため相談会の実施が重要である。 

・国土強靭化貢献団体認証は信頼感を得るために重要であり、複数の事業者が集まって相談会を実施する

ことで行政からの認証を受けるケースもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・不燃化特区内など住民の防災意識が高い密集市街地などにおいては、同様の展開の可能性も考えられる。 

 

  

（出典）旭化成ホームズ株式会社 HP 
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事例名 
民間事業者による等価交換方式の共同建替え 

（東京都目黒区） 

 

008 

取組主体 旭化成ホームズ株式会社 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・アンコだけでは条件が不利な土地をガワと一体化することにより容積など土地の条件を向上させた上

で、等価交換により自己資金なしに共同建替えを行っている。 

【概要】 

■ガワとアンコの等価交換による共同化 

・隣接する複数の宅地を共同化し、マンションを建設。権利者が土地を提供し事業主体が建物資金を出資

し、権利者は出資比率によりマンションの床を取得、事業主体は取得した床を分譲することで事業費を

回収する仕組み。 

・マンションを建設し、事業費を回収するためには道路に面し、容積率の高いガワの宅地を取り込むこと

が必要となるが、ガワとアンコの敷地を共同化することにより、ガワが厚くなり密集市街地の再生にも

寄与している。 

 

■取組事例 

・地権者１名、借地権者８名の土地で、無接道敷地が含まれていた。 

・地権者は権利関係の整序を考えており、借地権者は個別建替えが難しい中で、説明会や個別説明などを

繰り返し、各権利者の合意の上で、土地を共同化し、マンションを建設。 

・各権利者は自ら資金を用意することなく、区分所有により床を取得できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業概要】 

●敷地面積：1074 ㎡    ●建築面積： 629 ㎡    ●容積対象面積：2964 ㎡ 

●建蔽率：約 58%/80%    ●容積率：約 275%/300% 

●構造：鉄筋コンクリート造    ●階数：地上 10 階    ●用途：共同住宅 

  ●住宅戸数：46 戸 

【事業経過】 

  ・地権者との基本計画協議      平成 16 年 12 月 

・権利者との基本合意締結      平成 17 年 8 月 

・等価交換契約                平成 18 年 5 月 

・着工                        平成 18 年 6 月 

  ・竣工                        平成 19 年 8 月 

事業の仕組みのイメージ 

（出典）旭化成ホームズ株式会社提供資料 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・木造旧耐震建物の共同化により狭小敷地、未接道敷地、底地・借地の複雑な権利関係の解消につながっ

た。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 目黒区目黒本町三丁目  

 地区の概要 補助 46 号線の整備に伴い、市街地の更新・

不燃化が進んでいる地区 

 

※補助 26 号線を挟んで西側の目黒本町及び

原町・洗足地区は令和 4 年度の開通を目指

して整備中 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 16 年～平成 19 年 根拠法 

適用事業・制度 
－ 

事業費 － 

実績 ・これまでに 130 件を超える等価交換によるマンション建設を実施している。 

 

取組の背景・経緯 

・借地権の更新時期が迫る中、権利関係を整理したい地権者から金融機関へ相談があった。 

・金融機関から、等価交換に実績を有する事業主体に相談があり、等価交換による共同化で事業化を行う

こととなった。 

 

工夫点・成功要因 

・ガワとアンコ部分の更新を一体的に行うことで事業性を確保しつつ、密集市街地など地区の抱える課題

を解決している。 

・無接道敷地や、前面道路幅員制限により低容積となっているアンコ部分の宅地を幹線道路などに面する

隣接宅地と土地を共同化し、旭化成が建物資金を出資、建設することにより、権利者は資金を用意する

ことなく、従前の所有地、借地の面積に応じてマンションの床を取得することができた。 

・借地権者の生活再建を目標に、特に狭小地・未接道地に十分な評価を提示することで、共同化への同意

を取り付けた。 

・仮住まい先として当社が物件を用意し、借地権者に転貸することで、スムーズに着工できるようにした。 

（出典）旭化成ホームズ株式会社提供資料 

（出典）旭化成ホームズ株式会社提供資料 
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・借地権更新前に権利関係を整理したい強い思いから、地権者が主体的に事業に取り組んだ。また、密集

市街地を解消したい目黒区から積極的なサポートを受けたことも成功要因である。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・一定の容積率を確保するためには、ガワを取り込むことが必要となり、アンコの宅地だけで同様の共同

化を行うことは事業採算性の面から難しい面がある。 

・権利関係が複雑な場合や戸建住宅への意向が強い人がいる場合など、合意形成が難航することがあるが、

共同化には強制力がないため、合意に時間を要する、あるいは反対者を除いた不整形な敷地での事業化

になるといった課題がある。 

・土地評価の方法で公平性と狭小地・未接道地への手厚い評価を両立することは困難であり、全員同意が

図れない場合がある。 

 

他地区への援用可能性 

・他地区などにおける援用可能性としては、一定期間内にある程度の利益確保が見込まれることが条件と

なることから、次のような条件がある地区では可能性がある。 

○一定のマンション需要があり、共同化により全体での容積アップ等が見込まれる地区 

○借地などがまとまっている地区 

○借地権が同時期にかつ直近に更新を迎える地区 

○権利者をまとめるリーダー的な人がいる地区 

○個別建替えが困難な地区（共同化に賛成しやすい） 
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事例名 
民間事業者による防災街区整備事業を活用した共同

建替え    （東京都品川区中延二丁目旧同潤会地区） 
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取組主体 旭化成不動産レジデンス株式会社 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅲ 権利関係が複雑 

◎Ⅳ 個別建替え困難な人が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・無接道による単独建替え困難地を含め、面的な整備事業（防災街区整備事業）により条件不利敷地の改

善を実施している。 

 

【概要】 

■防災街区整備事業 

・地区面積：約 0.7ha 

  所在地：東京都品川区中延二丁目 3 番 4 号 

  交通：東急池上線「荏原中延」駅徒歩 4 分 

 

 

 

【事業概要】 

●敷地面積：約 5,700 ㎡     ●建築面積：約 2,770 ㎡     ●容積対象面積：約 13,660 ㎡ 

●建蔽率：約 48％/70％     ●容積率：約 239.8％/240％  

●構造：鉄筋コンクリート造   ●階数：地下 1 階 地上 13 階 ●用途：共同住宅 

●住宅戸数：195 戸 

 

【従前・従後の権利者数】 

・土地所有者       従前 108 人  （従後 71 人） 

・借地権者        従前    人  （従後  -  人） 

・使用貸借の建物所有者等 従前   7 人  （従後  4 人） 

・借家権者        従前   25 人  （従後  1 人） 

合 計         従前 140 人  （従後 76 人） 

 

【事業経過】 

・準備組合等設立 平成 26 年 3 月 

・都市計画決定  平成 27 年 4 月 

・事業組合設立認可 平成 28 年 5 月 

・権利変換計画認可 平成 28 年 12 月 

・施設建築物着工 平成 29 年 6 月 

・施設建築物竣工 平成 31 年 3 月 

 

（出典）旭化成不動産レジデンス株式会社提供資料 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・木造旧耐震建物の密集、土地の細分化、狭隘道路の存在、それに伴う未接道敷地の存在 

⇒単独での建替えが困難であり、市街地の更新が進まなかったが、共同化により建替えに成功 

・公園の整備により防災性の向上と緑化率の確保に成功 

・品川区と「災害時における帰宅困難者の受け入れ等に関する協定」を締結 

⇒区の防災備蓄倉庫、かまどベンチなどの防災対策設備を設置 

⇒地域防災拠点として重要な役割を担う 

 

従前 従後 

  

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 中延二丁目旧同潤会地区  

 地区の概要 旧同潤会により関東大震災の復興住宅

として整備された長屋を含む木造住宅

が密集するエリア 

・「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」

の不燃化特区先行実施地区である「東中

延一・二丁目、中延二・三丁目地区」の

コア事業に位置付け 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年～平成 31 年 根拠法 

適用事業・制

度 

・防災街区整備事業、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 

・品川区防災街区整備事業補助金交付要綱 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助金

交付要綱 

事業費 

－ 

実績 ・防災街区整備事業としての実績は 1 件。 

 

取組の背景・経緯 

・品川区の不燃化特区制度先行実施地区の東中延１，２丁目、中延 2，3 丁目に位置する密集市街地であ

り、地区内は、ほとんどが２ｍに満たない道となっており、道路条件等も厳しく単独での建替えでは、

生活の再建が困難な土地が集積していた。 

 

・140 名に及ぶ権利者の合意形成が事業進捗の弊害となっていたため、前例のない合意形成支援業務に

特化した提案型コンペを区が実施。通常、コンサルタントが行う合意形成をデベロッパーの旭化成不動

産レジデンス㈱が初動期から一貫した窓口で区と協働し行うことで権利者と深い信頼関係が構築され、

短期間の事業実現に繋がった。 

出典：旭化成不動産レジデンス株式会社提供資料 

（出典） 

旭化成不動産レジデン

ス株式会社提供資料 
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工夫点・成功要因 

・地域住民の皆様の防災意識の高さや品川区による防災街区整備事業に対する積極的な取組、旭化成不動

産レジデンス㈱の組合への人的・資金的（立替金）サポートにより総合力を持って事業進捗に取り組ん

だ。 

⇒当社参画前はほぼ進展が見られなかったところでの準備組合設立により、当事者がみな事業の実現性

を確信することができ、 終的に約 5 年半という短期間での事業完遂をすることができた。 

・地区内に事務局を設け、権利者がいつでも相談できる体制を整え権利者へ寄り添う姿勢で接することに

心がけた。 

 

【計画上の工夫点】 

・周辺住民が利用可能な防災通路等の公開空地の整備。隣接する小学校への避難者も利用可能な防災施設

（かまどベンチ、防災井戸、簡易トイレ）の整備。帰宅困難者を受け入れる集会室、防災備蓄倉庫を整

備し管理組合との協定により将来の運営主体も確保。地区内に街頭消火器を 5 か所設置し、地域の防災

性向上にも貢献した。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・都内に 53 地区存在する不燃化特区の中でも『コア事業』として注目度が高く、近隣地区への好影響が

期待される。竣工時見学会に 78 名の行政関係者が参加する等、他行政区の関心も高く、社会的意義の

ある街づくりとしてＴＶ・新聞等多数のメディアに取り上げられた。 

・平成 19 年より密集住宅地の整備に取り組んでおり、平成 25 年からは本地区を含む区内の木造密集地

域を不燃化特区として指定し、地域の防災性や住環境を向上させる支援制度を実施。継続した取組の中

で、当地区は防災街区整備事業の手法を利用した代表的な例となり、今後当手法を他地区へ継続展開す

る事が期待される。 

・ハード面では、耐火構造のマンションの建設、公園の新設および道路の整備により、木密地域に数十年

先まで不燃化空間を確保することとなり、当街区を含む地区の安全性の向上が持続的に担保された。ソ

フト面では、周辺地域における建替えや共同化に対する機運醸成に加え、防災セミナーなどを継続的に

開催することで、住民の防災意識の啓発・向上に資する取組を持続する。また、新たなコミュニティ形

成にも寄与している。 

 

他地区への援用可能性 

・余剰容積率が見込めないエリアかつ敷地面積が小さい場合では、十分な保留床を生み出すことができず、

また販売価格が比較的高くない場合では、十分な保留床価格を設定することができず、デベロッパーが

参画できる事業性を確保できないため、行政によるスムーズな事業推進へのサポートがあれば、実現可

能性が高まる。 
・とくに住居系用途地域のエリアにおいては、日影規制等による規制に配慮する必要がある。 
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事例名 

防火改修と耐震性能向上をセットで行う改修
への支援 
～防火・耐震化改修促進助成事業～ 

（ 東 京 都 墨 田 区 墨 田 地 区 な ど ） 

 

010 

取組主体 墨田区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・防火性能強化を中心とする建物改修に対する支援制度であるが、耐震改修を行う場合などに加算措置を

行っている（耐震性能向上に対する要件は定められていない）。 

【概要】 

・老朽木造建築物の防火性能と耐震性能を同時に向上させることを目的に、防火・耐震化改修に助成を行

っている。 

・延焼防止を基本的な考え方としており、補助対象は主として外壁などの防火性能向上としているが、耐

震性能向上に対する要件は定められていない（防火改修時に現在より少しでも耐震性能が向上していれ

ば良い）。 

・本事業とは別に「木造住宅耐震改修助成事業」があり、本事業についての相談時などに紹介することで

大半の利用者が耐震改修助成も併用している。 

 

■助成対象区域 

・墨田、八広、京島、文花、押上、向島 等 

 

■助成対象者 

（1）個人 

（2）中小企業者（中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する企業者） 

（3）公益社団法人及び財団法人等 

 

■助成対象建築物 

・防火・耐震性能を向上させる改修工事を行う昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された老朽木造建築物。 

 

■助成対象工事 

  

 （出典）墨田区 HP 
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■基本助成額 

・100 万円（※限度額を 100 万円とし、かつ工事費内） 

 

■加算助成 ( 大 200 万円の助成が可能) 

加算概要 内 容 加算額  

特定区域加算 特定区域内(※)で防火・耐震化改修された方に加算。 30 万円 

耐震改修加算 
住宅以外の耐震改修を行う場合に加算。 

（住宅の場合は既存の耐震改修助成を活用可能。） 
40 万円 

協調加算 
特定区域内で隣り合う建物が同時期に協調して防災上の配慮がされた改

修を行う場合に加算。 
30 万円 

※耐震改修加算：「木造住宅耐震改修助成事業」が住宅のみを対象とするため、店舗など住宅以外

の建物の耐震改修に対する助成として加算項目に追加 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・建物の改修にあたって防火性能の向上と合わせて耐震性も向上させることで、安全な建物への更新へと

つながっている。 

防火・耐震化改修の様子 

 （出典）墨田区 HP    

対象地区と地区の概要 

地区名 避難地、避難路、防災活動拠点 

墨田一丁目～五丁目、八広一丁目～六

丁目、京島一丁目～三丁目、文花三丁

目、押上二・三丁目、向島四・五丁目、

東向島一丁目～六丁目 

 

 

 

地区の概要 ●用途地域 

商業地域、近隣商業地域、準工業地域 

●高度地区等 

35ｍ、28ｍ、17ｍ、17ｍ第 3 種高

度地区 

日影規制（5-3 時間、測定面 4m） 

●防火規制 

防火地域、準防火地域（新たな防火規

制） 

・老朽木造住宅地域であるが、特にアン

コ部分で密集しており、市街地の改

善に取り組む必要がある。 
（出典）墨田区 HP 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 24 年 12 月～ 根拠法 

適用事業・制度 
・墨田区木造建築物防火・耐震化改修促進

助成事業、同条例 
事業費 6 百万円 

（令和 2 年度予算） 

実績 【平成 24 年の制度化以降】 

○平成 24～26 年度：０件 

○平成 27 年度   ：１件 

○平成 28 年度   ：２件 

○平成 29 年度   ：４件 

○平成 30 年度   ：５件（申請件数） 

・少しずつ、区民に事業が浸透してきている。 

 

取組の背景・経緯 

・墨田区では「逃げないですむ燃えないまちづくり」として昭和 54 年から不燃化促進事業を実施してお

り、事業を開始して 30 年以上が経過している。 

・区全体としては建物の不燃化が進んでいるが、区の北部においては、未だ老朽木造建築物が建ち並ぶ木

造密集地域が形成されている。 

・平成 27 年 1 月より、街区のアンコ部分の防災性能向上推進を図り、事業を一層促進させるために防

火・耐震化改修促進助成事業の対象区域と事業の拡充を行った。 

 

工夫点・成功要因 

・防火改修と耐震改修の工事は同時に実施することが合理的であり、助成対象をセットにしたことで防火

性と耐震性の両方を同時に向上させることにつながっている。 

・対象区域の拡大により、申請件数が増えつつある。 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・危険性に対する認識が低い住民や対応は子世代に任せるという意向を持っている高齢の住民が多く、事

業に対して消極的な姿勢であるため、改修の必要性について、継続的に意識啓発を行っていくことが必

要である。 
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事例名 

建替えによらない耐震改修とセットで行う防
火改修への上乗せ支援 
～木造建物耐震化推進事業～ 

（ 東 京 都 荒 川 区 荒 川 ・ 南 千 住 地 区 な ど ） 

 

011 

取組主体 荒川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・耐震改修にあわせて防火補強を行う場合に、補助を上乗せすることで耐震と不燃化の促進を図る支援制

度。 

【概要】 

・不燃化特区内で更なる不燃化・耐震化を進めるために、木造建物の防火及び耐震性能を向上させる防火

耐震補強工事に対し、工事費用の一部について補助を行う事業であり、平成 27 年度より実施。 

・事業の対象地区は不燃化特区であるが、耐震補強のみを対象とする支援措置である「木造建物耐震化推

進事業」については区内全域を対象としている。 

 

【補助対象者】 

・建物所有者（個人、中小企業者、公益法人） 

【補助対象建物】 

・昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された木造戸建住宅（貸家を含む）､町会事務所､診療所､賃貸アパ

ートで､耐震診断の結果､耐震性がないと判定された建物 

 

・補助の要件となる、防火及び耐震性向上させる防火耐震補強工事の内容は次の通りである。 

－構造評点 1.0 以上 

－開口部のうち延焼のおそれのある部分を防火設備とする 

－外壁及び軒裏を準耐火構造とする 

・補助率は、9/10（補助限度額 500 万円）としている。木造建物耐震化推進事業は 2/3（補助限度額

100 万円）であるが、不燃化改修は費用がかかるため補助率も上げている。 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・密集市街地内の木造戸建住宅など、建替えによる防災性能向上が望ましいが、住民負担を軽減しつつ、

一定の安全性向上を図る点から、不燃化改修促進を進めている。 

対象地区と地区の概要 

地区名 荒川・南千住地区 

町屋・尾久地区 

 

地区の概要 ・６ｍ未満の主要生活道路箇所が残り、公園等

のオープンスペースの配置に偏りがあるな

ど防災上の問題を抱える。 

（出典）荒川区提供資料 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 27 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・社会資本整備総合交付金制度 

・荒川区木造建物耐震化推進事業、同制度

要綱 

事業費 ・事業単体での予算などはな

く、その他の木造建物の対

策費の中から拠出。 

・9/10 の補助率の内訳は、

国（社会資本総合交付金）

11.5％、都（整備地域内耐

震化促進事業）7.7/40、残

りが区費となっている。 

実績 令和２年度 １件 

取組の背景・経緯 

・地域の不燃化、耐震性能向上のためには、本来的には建替えが望ましいが、経済的理由などにより建替

えができない住民もいることから、改修により一定の不燃化、耐震化を促進していくために、事業制度

を立ち上げた。 

 

工夫点・成功要因 

・建替えによらずに一定の耐震、不燃化が図られるため、権利者にとっては建替えより負担は軽減され、

地域にとっても安全性が確保された建物が増えることとなる。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・不燃化に対する補助の要件が外壁などを準耐火構造にすることを求めており、工事費も大きくなるため、

補助率を上げても住民負担は増えてしまう構造となり、建物所有者の心理として耐震補強工事だけでも

行って地震に対する安全性を確保したいという結論に至るものと考えられる。 

・木造住宅密集地においては、外壁の隣家との空きがほとんどないため、物理的に外壁の改修工事が困難

であることも、事業推進上の課題となっている。 

・耐震化推進事業を実施している中で補助金申請者の傾向として、資金が少ない中、耐震補強工事にプラ

スして費用をかけるものとしては、水回りのリフォーム等を選択する方が多く、なかなか外壁・屋根を

不燃化させる改修に対して費用をかけるという考えには至らないようである。これはどの自治体でも同

じ傾向にあると思われるので、災害時の危険性や防火改修による効果の周知など事業推進に向けた取組

を行っていくことが必要となる。 
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事例名 

避難路確保や喉元建物の耐震改修への支援 
～細街路対策事業～ 

（ 京 都 府 京 都 市 全 域 ） 

 

012 

取組主体 京都市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修への支援 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・袋路等（※）における避難安全性の向上を目的として、緊急避難経路の確保や袋路始端部における建築

物の耐震性・防火性の改善を図る。 

（※）細街路（幅員４ｍ未満の道）のうち、以下のいずれかに該当する道 
・行き止まりの道        ・幅員１．５ｍ未満の道 

    ・道の延長が７０ｍを超えるもの ・道の片端又は両端が建物でトンネル状に覆われているもの 

【概要】 

・袋路等において、「二方向避難が可能となるよう避難経路の確保」や、「袋路等始端部における耐震・防

火改修」、「袋路始端部における障害物等の除去や通路整備等」に対し、補助を行う。 

 

 

■制度内容 

１．緊急避難経路整備事業 

【内 容】 袋路等の奥から道路や広い空地などに抜ける、安全な避難経路を確保する工事（避難扉

の設置など）に要する費用を補助する。 

【補助額】 上限 30 万円（全額補助） 

【要 件】 以下のいずれにも該当すること 

・避難上支障がない幅員であること 

       ・避難上支障のある障害物がないこと 

・出入口の構造が、緊急時に容易に避難できる構造である 

こと 

  【その他】 避難経路となる土地所有者と袋路等にのみ接する敷地の住民 

で以下の事項を定めた協定を締結するよう努めること 

         ・事業の目的 

         ・避難経路となる土地等の位置及び区域 

         ・避難経路の維持管理に関する事項 

 

                        

２．袋路等始端部における耐震・防火改修事業 

【内 容】 袋路等の入口部の建築物における耐震・防火改修工事又は除却工事にかかる費用を補助

する。 

【補助額】 建築物の耐震・防火改修工事       ⇒ 上限 250 万円（全額補助） 

トンネル部分の耐震・防火改修工事 ⇒ 上限 150 万円（全額補助） 

トンネル部分の除却工事      ⇒ 上限  80 万円（全額補助） 

【対  象】 建物が複数経っている袋路等の入口部分の敷地に建つ建築物 

昭和 56 年５月 31 日以前に着工された木造建築物 

【要 件】 

（建築物）上部構造評価点が 1.0 以上となること 

通路に面する 1 階部分の外壁及び軒裏を防火構造とし、開口部に防火設備を設けること 

（出典）京都市提供資料 
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（トンネル）構造部材の補強その他のトンネル部分の耐震性を高める工事を行うこと 

通路に面する外壁を防火構造とし、天井を準防火性能に準ずる構造とすること 

除却する場合は、通路に面する外壁を防火構造とすること 

 

 

３．袋路始端部整備事業 

【内 容】 袋路等の避難安全性の向上を目的として、後退用地の舗装や通路内の工作物等の撤去等

を行う場合に要する費用を補助する。 

【補助額】 上限 50 万円（全額補助） 

【対 象】 建築物の除却、改修又は移設 

      工作物の除却、改修又は移設 

      後退用地又は後退用地周辺の袋路等の整地、舗装その他土地の整備又は植栽の撤去 

      後退用地を整備することに伴う塀又は擁壁の築造 

【要 件】 補助対象土地等は、整備後、適切に維持管理すること 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・２方向への避難経路の確保をはじめ、入口部分の建物の強化（耐震・防火改修の実施）や避難上支障と

なる工作物の撤去など、袋路等の避難困難性の改善につながった。 

従前 従後 

１．緊急避難路整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．袋路等始端部における耐震・防火改修事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．袋路始端部整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）京都市提供資料 
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対象地区と地区の概要 

地区名 全市 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成２４年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・京都市細街路対策事業、同補助金交付要

綱 事業費 ４１０万円（令和３年度） 

実績 ○施行後、令和３年３月末時点の実績 

・緊急避難路整備事業：2９件 

・袋路等始端部における耐震・防火改修事業：１４件 

・袋路始端部整備事業：８件 

取組の背景・経緯 

・京都市には、幅員４m 未満の狭い道（細街路）が多く存在している。中でも、袋路等は、地震等の災害

時に建物の倒壊等により、安全な避難や迅速な救助等を行うことが困難であり、大きな被害を受ける恐

れがある。 

・さらに、京都市にはトンネル路地も多く存在しており、地震等の災害時には建物の倒壊等により、安全

な避難や迅速な救助等を行うことが困難になるなど、特に危険性が高い。 

 

工夫点・成功要因 

・本事業により、袋路始端部の耐震・防火改修や袋路の二方向避難が可能になるなど避難安全性の向上に

寄与するほか、具体的な改善がされたことで周辺住民への防災意識の普及啓発になり波及的な効果があ

った。 

・緊急避難経路整備事業による袋路の解消が定量指標等の改善に結びつき、小さくとも事業成果を生むこ

とで、地域のモチベーションが向上し、路地の使い方等の管理の向上や、他施策の事業周知など波及的

な効果が見られる。 

・緊急避難扉の設置については、土地所有者と路地沿道の住民間で維持管理等に関する協定を締結するよ

う努めることで適切な管理、運用を図っている。 

・袋路等の路地に接する箇所で新たにマンションやホテル等が建設される場合、袋路等から道路や空地等

に安全に避難するための扉を設置するよう、地域と一緒に事業者に働きかけを行っている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・対象となる土地等の所有者が不明で事業が実施できない場合がある。 

・緊急避難扉の設置については防犯面や管理上の問題から設置を断られるなど、合意形成が難しい場合も

ある。 

 

他地区への援用可能性 

・袋路等が多い密集市街地において有用な取組であり、地域による防災まちづくり計画等を策定している

地区においては、事業対象箇所の把握や、地域との連携による調整が容易となるものと考えられる。 

 

 

 
 

  

65TECHNICAL NOTE of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.1167, August 2021,　MLIT



 

 

事例名 
不動産事業者と工務店の連携による再建築不可物件

の改修及び流通促進 

 

013 

取組主体 株式会社 Plum Village 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅶ 市場性が低い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅴ 空き家が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修への支援 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・無接道敷地の住宅を安価に買取り、リフォームと販売を行う工務店等に空き家付きの土地として販

売を行っている。 

 

【概要】 

■再建築不可物件の買取りとリフォーム 

・接道要件を満たさないため再建築ができない物件を所有者からの問い合わせに基づいて、不動産の状況

の確認を行い、安価に買取り、建築確認が不要な範囲内（建築基準法第 6 条第 1 項）で新築に近い耐震

性、防火性のある建物にリフォーム（大規模の修繕・模様替え）を行う地域の工務店等に空き家付きの

土地として販売を行っている。 

・その後の改修等については、それぞれの工務店等が行っているが、建築基準法上できる範囲内で大きく

リニューアルされているケースが多い。 

 

■取組のスキーム 

・基本的には不動産の仲介として実施しており、その中で再建築不可物件の買取再販を行っている。 

・事業主体自ら建築基準法第４３条ただし書の準用による建替えについても一定の調整を行うこともあ

る。 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・接道条件が悪いことから更新されずに老朽化が進んでいたり、空き家として放置されたりしている建物

の改修により防災性の向上が図られる。 

・更新後の建物を売却することにより地域への居住者の流入が促進され、地域ポテンシャルの向上にもつ

ながる。 

事例写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）株式会社 Plum Village HP 

買取対象物件の例（長屋住宅） 買取対象物件の例（連棟住宅） 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 29 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

－ 

事業費 － 

実績 ・買取などに関して、月に２，３件の問い合わせがある。 

・当初は関西圏を対象として開始したが、ＨＰ等を見て、全国から問い合わせを受けてい

る。 

 

取組の背景・経緯 

・事業主体の経営者が、不動産事業を別会社として経営している中で、再建築不可物件等を売りたいが買

い手のつかない物件の相談を受けることがあり、当初は、建築基準法第４３条ただし書の準用等による

建替え可能性があることやリフォームして販売を行う工務店等があることから、再建築不可物件の買取

がビジネスとして成立すると判断し、会社を設立し事業を開始した。 

 

工夫点・成功要因 

・再建築不可等の物件は、全国の様々なところにあり、所有者は当初購入した際には、再建築不可で

あることなどを理解していないことが多い。 

・その後売却などを検討した際に、一般の不動産事業者に相談したところ扱ってくれないことなどが

あり、厳しい認識を持った上で、相談等があることが多いため、安価での買取が可能となっている。 

・転売する際にも、高価に販売することはできないため、収益性の出る範囲での安価の買取ができれ

ば事業として成立する。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・道路の運用の基準があり、事業者側で判断ができると流通が広がる可能性がある。 

・再建築不可物件の買取りは安価であるものの、銀行の融資がつかないため、自己資金での資金調達が必

要となることから多くの物件を一度に扱うことは難しい。 

 

他地区への援用可能性 

・他地区においても一定のニーズは想定されるところであり、出口として、空き家付きの土地を購入し、

販売を行う工務店等があれば実施可能性はある。 
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事例名 
再建築不可物件の賃貸収益物件化による改修及び流
通促進 

 

014 

取組主体 株式会社インクコーポレーション 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅶ 市場性が低い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅴ 空き家が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修への支援 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・無接道のため再建築不可の住宅を土地とともに安価に買取り、建築確認が不要な範囲内で新築に近

い耐震性、防火性のある建物にリフォームし、賃貸住宅として供給している。 

【概要】 

■再建築不可物件の買取とリフォーム後の賃貸 

・接道要件を満たさないため再建築ができない建物を所有者からの申し出に基づいて土地とともに安価に

買取り、建築確認が不要な範囲内（2 階以下 200 ㎡未満の建物の大規模の修繕・模様替え）で新築に

近い耐震性、防火性のある建物にリフォームし、不動産は所有したままで賃貸住宅として供給する。 

・道路は広がらないが、建物の安全性は高まり、また玄関周りの外部に水栓をつけることなどにより火災

時に消火のために活用できるように工夫している。 

 

■葛飾区における事例 

   

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・接道条件が悪いことから更新されずに老朽化が進んでいたり、空き家として放置されている建物の改修

による防災性の向上。 

・改修後の建物を賃貸化することにより地域への居住者の流入が促進され、ポテンシャルが向上。 

従前の建物       （出典）インクコーポレーション提供資料

再建築不可物件のリニューアル 玄関先に水栓を整備 

地域地区：第 1種住居地域（200％/60％）、準防火地域 

リニューアルにおける仕様（防火構造並み、耐震補強） 

屋根：カラーベスト 

壁：（屋外）防火サイディング 

（屋内）石膏ボード 12.5mm 

窓：防火認定ペアガラス、耐震補強：布基礎、筋交い 等 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 16 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

－ 

事業費 － 

実績 ・平成 16 年から令和元年：都区部を中心に約 80 棟の実績（近年は４件／年程度）。 

・今後は 100 棟をめどに事業を継続する予定。 

 

取組の背景・経緯 

・ニッチな分野で競合が少ないこと、事業部門の採算を確保できるまでは輸入建材販売等の他部門の事業

により支えることができたこと。 

 

工夫点・成功要因 

・事業者側からオーナーに買取を持ちかけるのではなく、地域の人からの要請や、オーナー自身が通常の

不動産事業者では買い取ってもらえないことを認識した後にオーナーからの申し出により買い取るこ

とで買取価格を安価に抑えることができる。 

・再建築不可物件の場合は担保がつかないので現金で買い取る必要があるが、他の事業部門があったこと

から事業の立ち上げができた。 

・買取価格が安価であり、また自社物件としてリフォーム工事を行うことで費用を原価に抑えることがで

きるため、家賃は周辺相場の 2 割ぐらい安く設定できる。 

・リフォーム費用の償却期間を 15 年として、買取費用を含めた利回りが 7～8％/年程度となるように家

賃を設定している。 

・東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業の選定事業者に応募して、空き家の解消と合わせた事業展開

を考えている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・不動産を保有し続ける必要があるため、入居者の管理等の負担がある。 

・リフォームのコストが高く住宅ローンが使えないなど、再販を行う場合はリスクが大きくなる。 

・店舗などの事業用物件へのリノベーションにより売却価格を高く設定できる場合には、所有し続けずに

売却するビジネスモデルの可能性も考えられる。 

・民間企業としては、この事業による採算性が確保できるまで他部門の事業で支えられることなどが事業

実施の条件となる。 
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事例名 

地区計画による防災性能向上と街並み保存 
～街並み誘導型地区計画～ 

（東京都品川区戸越一丁目地区） 

 

015 

取組主体 品川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による建

替え促進 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・密集市街地の建替えや道路拡幅を促進するため、街並み誘導型地区計画を策定、建替えの支障となる規

制を緩和し市街地更新を進めている。 

【概要】 

・建替えおよび細街路拡幅整備にとって大きな支障とな

っている「現行の建築規制をどうにかできないか。」と

の問題提起がまちづくり懇談会で出された。 

・まちづくり懇談会で道路斜線制限、高度地区の北側斜線

制限、前面道路拡幅容積率制限の撤廃、緩和が大きな課

題となった。これに対して、街並み誘導型地区計画で道

路斜線制限と前面道路幅員容積制限を適用除外したほ

か、高度地区の北側斜線制限を外して絶対高さ制限の

みの高度地区に変更するとともに、北側の敷地に配慮

して、地区整備計画に真北の隣地境界線から 0.5ｍ以上

の壁面後退距離を定めた。 

 

■地区整備計画の内容 

①壁面後退：建築基準法で定められている道路の境界

から 50cm 建物を後退し、工作物の制限をかけ、道

路状空間を確保 

② 低限敷地面積：敷地の細分化を 

防ぐために 60 ㎡以下にすること

を禁止 

③街並み保存：中低層の街並みを形成

するため、近隣商業地域は 12m、

住居地域は 10m に高度地区を指

定 

 

■合意形成の手順 

①まちづくり懇談会で地区計画素案

を作成 

②地区全域を対象に地区計画ニュー

スを配布 

③地区全域を対象に意見交換会を実

施 

④地区計画の法的手続きに基づく説明会を実施 （出典）品川区ＨＰ 

（出典）品川区ＨＰ

街並み誘導型地区計画における建替えイメージ 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・地区計画において壁面後退、敷地面積の 低限度を指定しており、道路空間の確保や敷地の細分化抑制

に効果を発揮している。あわせて高度地区指定により、地域の住環境整備にも寄与している。 

街並み誘導型地区計画の認定を受けて建て替わった建物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名、 

地区の概要 

品川区戸越一丁目地区 

・地区面積：約 23.0ha 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 14 年度 

（計画策定時期） 

根拠法 

適用事業・制度 

・街並み誘導型地区計画 

事業費 － 

実績 ・地区計画指定後が年間建替え率が増加 

－ 地区整備計画の当初決定地区で 4 年以上建替え数が０ 

⇒ 平成 30 年度までに 85 件の建替え 

取組の背景・経緯 

・平成 5 年度から住宅市街地総合整備事業を開始。以来、都市再生住宅、公園、広場、道路拡幅整備など

を進めてきた。 

・地区は 4ｍ未満の細街路と狭小敷地が数多く存在し、4ｍ未満の細街路に面する狭小敷地では、二項道

路拡幅、道路斜線制限、前面道路幅員に基づく容積率制限等により従前床面積の確保が難しいことから

建替えが停滞していた。 

・当初のまちづくり懇談会が、平成 10 年度のメンバー交代、都市再生機構との事業協力の開始に伴い、

まちづくりへの関心、参加が活発化してきたなかで、建替え促進策が検討された。 

・防災街区整備事業地区計画との比較検討を経て、街並み誘導型地区計画が提案された。 

工夫点・成功要因 

・地元との意見交換会を区およびまちづくり懇談会の共催とすると共に、交換会では懇談会委員会が積極

的に発言、対応にあたった。 

・地元権利者の意向のもと順次、地区計画区域および整備計画区域の拡大が図られた。（平成 15 年 9 月

/平成 17 年 10 月） 

 

（出典）地理院地図（国土地理院）

（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 
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取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・地区計画の届出審査、建築制限条例、認定基準の審査にあたっては、各担当部署との審査上の統一、調

整に多くの労力と時間を要した。 
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事例名 

防災拠点形成に向けた地区計画による周辺での建物
の規制・誘導 ～防災街区整備地区計画～ 

（東京都中野区南台一・二丁目地区） 

 

016 

取組主体 中野区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・新たな防火規制を導入し、広域避難場所に指定された防災拠点を中心とした道路整備や関係する老朽

木造住宅の建替え更新について支援を実施。 

【概要】 

・地区計画により位置づけられた、広域避難場所へ向かう地区施設道路の拡幅整備を目途への避難経路の

確保を目的に防災まちづくりを進めている。 

■地区整備の目標 

・東京都の広域避難場所に指定された東京大学教育学部附属中・高等学校等を中心とした防災拠点の形成

を目指し、道路や公園等の公共施設の整備と地区特性に応じた建築物等の制限により、防災機能の確保

と土地の合理的かつ健全な利用を図り、「安心して住み続けられるまち」の形成と維持増進を図ることを

目標とする（地区計画変更後の目標）。 

■特定建築物地区整備計画の内容 

○建築物の構造：耐火建築物又は準耐火建築物 

高さ５ｍ未満の範囲が空隙のない壁を設ける等防火上有効な構造であること 

○間口率の 低限度：７／１０ 

○高さの 低限度：５ｍ 

○用途制限：風俗店などの禁止 

○壁面の位置の制限：地区集散道路及び区画街路の中心線までの距離は次に従う。 

          ・地区集散道路第２号は６ｍ以上 

          ・区画道路第６、７、８、10、11 号は３ｍ以上 

○垣又はさくの構造：透視可能なネットフェンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）中野区ＨＰ 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・事業中であるため、避難経路となる地区施設道路の整備は進んでいないが、老朽木造住宅の建替え更新

が進み、不燃領域率が 70％を越えるなど、燃え広がらないまちが形成されてきている。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 中野区南台一・二丁目地区  

 地区の概要 面積：約 25.8ha 

地区施設道路：１３路線 

・広域避難場所への避難道路整備が 大の課

題となっており、地区計画により位置づけ

られた地区施設道路について、建築制限に

より敷地後退部の買取申出により道路整備

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 計画決定：平成 11 年度 

計画変更：平成 28 年度 

根拠法 

適用事業・制度 

・防災街区整備地区計画 

・住宅市街地総合整備事業（密集市街地整

備型） 

・東京都建築安全条例 

事業費 3,053 百万円 

（令和７年度まで） 

実績 ・道路整備は、平成 10～34 年度の事業計画における用地取得計画面積 5,560 ㎡の約６

５％が取得済み（令和３年 3 月現在）で、大半の整備は完了もしくは整備中。 

・避難経路のうち、新設道路部分については重点整備区間と位置づけ、補償交渉により用

地買収を進め、令和２年度末に区画道路第４号が完成した。令和４年度には区画道路第

２号の整備完了が予定されている。 

・区画道路の整備とあわせて、都市防災不燃化促進事業の導入により建替え更新が進み、

不燃領域率は、平成 11 年 3 月の段階で 45.67％だったものが、約７０％に改善。 

・新たな防火規制を平成 15 年に導入。 

（出典）中野区提供資料

（出典）中野区ＨＰ

南台一・二丁目地区 
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⇒地区の不燃化は加速している。 

 

取組の背景・経緯 

・戦後急速に市街化が進んだ地域であることから、老朽木造住宅が密集し、幅員 4ｍ未満の狭隘な道路が

多く、オープンスペースが不足している等、防災面などで多くの課題を抱えており、特に整備の必要性

が高い地域となっている。 

・昭和 50 年代には、遠距離避難問題もあり、総合危険度が 23 区でも も高い地区となっていた。この

ため、当初のまちづくりの課題は、「東京大学教育学部付属中等教育学校周辺」を広域避難場所とするこ

とと、周辺の不燃化を進めること（都市防災不燃化促進事業・防災生活圏促進事業による不燃化促進）

であり、併せて避難路整備と地区全体の不燃化等による住環境の改善も課題となっていた。 

・平成 10 年に東京大学教育学部付属中等教育学校周辺が広域避難場所に指定された以降は、後段の広域

避難場所への避難路整備が 大の課題となっており、地区面積に対し、区画道路が 13 路線（一部も含

め新設 3 路線）・地区集散道路 2 路線と道路整備の比重の高い地区となっている。 

 

工夫点・成功要因 

・中野区の面整備事業では、すべて事業開始と併せて地区計画を導入している。近隣の南台 4 丁目地区に

おいても、平成 4 年に地区計画を導入しており、区職員のノウハウ蓄積と地域住民の一定の理解が既に

あった。 

・昭和 59 年の「南部地域防災まちづくり構想」の策定以降、地域に防災意識が高まっていた。 

・合意形成に十分に時間をかけたことにより、地域での認知度は高い。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・今後は、残る重点整備区間の用地折衝を進め、早期の東西避難経路ネットワークの形成を進めていく予

定。 
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事例名 

住民発意のまちづくり計画に基づく建替え支
援 〜荒川区近隣まちづくり推進制度〜 	

（ 東 京 都 荒 川 区 ） 

 

017 

取組主体 荒川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・不接道敷地を含む隣接した住民が共同で「近隣まちづくり計画」を作成することにより、建築基準法第

86 条の連担建築物設計制度を活用した建替え更新を促進するための区独自の制度。 

【概要】 

・一敷地単位での建替え困難な不接道敷地を含む隣接する２～６軒程度の住民が、建替え時のルールなど

を定めた「近隣まちづくり計画案」を作成し、計画案を周辺住民に説明・調整した後、計画対象住民が

協定を締結することにより、法 86 条認定を受けた建替えなどを可能とする制度である。 

 

■制度の利用条件 

・区内全域が対象。 

・計画区域は、不接道敷地を含む区域面積が 500 ㎡未満の区

域。 

・計画区域は、建築基準法上の道路に原則 4ｍ以上接していな

ければならない。 

・既存の通路は、原則として 2ｍ以上の幅員が必要。 

・計画区域内に既存建物があることが前提。 

 

■区の支援 

・近隣まちづくり計画を作成する際に、コンサルタント（登録

された建築士）を派遣する。 

－ 区がコンサルタント派遣費用（相談料 2.6 万円／回（２

時間））を負担 

－ コンサルタントの役割は、近隣住民間の合意形成を促進

すること。 

・接道敷地での建替えが必要な場合、助成措置を講じる。（助成

期間の限定あり） 

 

■建替え計画 

・建替え後の建物構造は、準耐火構造または耐火構造とする。 

・通路にのみに接する建物は、地上 3 階以下、高さ 9.9ｍ以下

とする。ただし、高さ、階数等は通路の幅員により異なる。 

－ 通路幅員は 4.0ｍ以上、2.7ｍ以上の場合がある 

・通路にのみに接する建物は、原則として戸建住宅または長屋とする。 

・通路は防災上有効な通路として、また、介護サービス等の活動スペースとして機能するよう管理する。

敷地の細分化は原則としてできない。 

 

■協定の締結、計画の承認 

・作成した計画に基づき､住みやすい環境が実現できるように協定を締結する｡協定の効力は権利者が変わ

（出典）荒川区ＨＰ 
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った場合においても継承される。 

・区は、計画を承認するとともに、この計画を公告・縦覧する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建替え 

・建築基準法第 86 条第 2 項による計画認定を受け、建築確認の申請をする。 

・個々の敷地で、順次建替えを行っていく。 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・区や区民、事業者による未接道敷地の老朽木造建物の協調・協働建替えの促進による災害に強い市街地

の再構築が期待される。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 14 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・連担建築物設計制度 

・荒川区近隣まちづくり推進制度、同要綱 事業費 － 

実績 ・事業開始後、具体の建替えが実施された例はなかったが、平成 30 年度に１件の計画素

案の策定、承認及び計画の公告・縦覧を経て、建替えが実施された。 

 

取組の背景・経緯 

・荒川区では、明治以降、大規模工場の開設により、その関連産業として多くの工場が移転や新たに操業

を開始し、それに合わせて身近な商店などが多数建てられました。工場の増加とともに、関東大震災以

降は移住者も増加し、急速な市街化により、区の約 6 割の地域が老朽化した木造家屋が立ち並ぶ、いわ

ゆる木造住宅密集市街地となっている。 

・区内の建築物は約 42,000 棟のうち、不接道敷地に建つ建物が約 2,300 棟あり、全体の約 5％程度を

占めている。この不接道敷地では建築基準法上、建替えができないため老朽化が進み、居住環境だけで

なく防災面においても大きな問題となっている。 

・木造密集地域の防災性の向上を図るため、区では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・防災生活圏促進事業・細街路拡幅整備事業などを導入しているが、行政だけの

取組には限界があり、特に不接道敷地における建築物の建替えは建築基準法上不可能なため、築 30 年

以上の老朽木造家屋がそのまま放置されている状態にある。そのため、区民及び事業者協調・協働の不

接道敷地を解消する新たな制度作りが強く求められ、連担建築物設計制度の活用を検討することとなっ

（出典）近隣まちづくり推進制度の手引き（荒川区） 
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た。 

・これらを解消するため、建築基準法第 86 条による連担建築物設計制度を活用した建物更新を促進し、

安心して住み続けられるまちを実現するために制度を整備した。 

 

工夫点・成功要因 

・「向こう三軒両隣」程度の単位で、住民が主体的に計画づくりを行い、区がそれらに対して支援を行う、

住民発意型の事業である。住民による主体的な計画作成やその実現に向けて、区はコンサルタント派遣

などの支援を行っている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・荒川区には約 2,300 棟の不接道敷地に建つ建物があるが、事業の活用実績は少ない。その理由として、

近隣の権利者で建替えに対する同意が必要であること、計画作成に対する負担が大きいことなどが挙げ

られる。 

 

他地区への援用可能性 

・既存の不接道建物を建て替えることによる不燃化対策としては一定の効果があるため、他地区で援用し

ていく場合も、制度のＰＲや近隣権利者の理解を深めていくための工夫を行っていくことにより取組が

促進されると考えられる。 
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事例名 
新防火規制と形態規制緩和のセットによる建替え支
援        （東京都足立区中南部一帯地区） 

 

018 

取組主体 足立区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・新防火規制と形態規制の緩和をセットにした新たな建替えルールにより、老朽建築物等の除却、建替え

を促進している。 

【概要】 

・新防火規制を指定した地域など建替えによる防災機能の強化が図られる区域を指定した上で、これら区

域における建替えを促進するため、建蔽率、前面道路幅員による容積率制限、道路斜線制限の緩和を行

っている。 

■形態規制（緩和内容） 

建蔽率   ：60% ⇒ 80% 

容積率係数 ：0.4 ⇒ 0.6 

道路斜線勾配：1.25 ⇒ 1.5 

・それぞれの対象区域は下図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■建蔽率の変更区域 ■容積率の低減係数の変更区域 

（出典）足立区提供資料 

■道路斜線制限の勾配の変更区域 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造建物の解体・建替えが促進され、建物の不燃化が進むことで、

市街地の燃え広がりやすさを示す「不燃領域率」の向上に寄与している。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名、概要 足立区中南部一帯地区（西新井駅西口周辺地区含む） 

・足立区中南部に形成された基盤未整備の木

造住宅が密集する市街地であり、荒川以北

の地域と荒川以南の地域に大別される。 

・足立区中南部一帯地区（西新井駅西口周辺

地区含む）は面積 700.24ha、人口は

170,126 人、世帯数は 89,490 世帯（令

和 2 年 4 月現在）、全建物棟数は 41,863

棟 で 内 防 火 木 造 ・ 木 造 建 築 物 棟 数 は

26,945 棟（平成 28 年度推計値）となっ

ている。 

・東武スカイツリーラインの北千住駅、牛田

駅、五反野駅、梅島駅、西新井駅が 寄り駅となるとともに、地区西側は日暮里・舎人

ライナーの利用圏となり、都心への交通利便性の良い立地である。 

・荒川以北の地域内に位置する西新井駅西口周辺地区では、地区の北側には、大規模工場

跡地の土地利用転換により、新しい道路・公園等と住宅・商業・公益等施設が整備され

た拠点開発地区に面しており、同街区一帯は広域避難場所に指定されている。 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～令和 7 年度 根拠法 

適用事業・制度 

・都市計画法第８条第３項 

・建築基準法第 52 条第２項第三号、別表

３備考三号 

・東京都建築安全条例 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・足立区不燃化特区内における特別な支

援実施要綱 

・足立区不燃化特区内における特別な支

援の実施に係る事務取扱要領 

事業費 約 5,900 百万円（予定） 

（事業期間の総事業費） 

（出典）足立区提供資料

対象地域 

足立区中南部一帯地区 

新井駅西口周辺地区 

（出典）足立区提供資料
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実績       

 老朽建築物除却費 

支援件数 

戸建建替えの設計費・ 

除却費支援件数 

平成 26 年度 1 件 1 件 

平成 27 年度 4 件 7 件 

平成 28 年度 7 件 9 件 

平成 29 年度 55 件 13 件 

平成 30 年度 171 件 22 件 

令和元年度 298 件 33 件 

令和 2 年度 298 件 60 件 

      

取組の背景・経緯 

・東京都にて平成 23 年度に木密地域不燃化 10 年プロジェクトが策定され、東京都防災都市づくり推進

計画における整備地域の中で特に重点的・集中的に改善を図る地区を「不燃化特区」として指定し、東

京都と区が連携して不燃化を強力に推進するこことなった。これを受けて足立区では、西新井駅西口周

辺地区を平成 26 年に、足立区中南部一帯地区を 27 年に指定し、東京都の補助金を受けて、不燃化建

替え工事や老朽建築物除却工事に対し、助成金を交付する助成制度を行っている。 

 

工夫点・成功要因 

・地区内約 40,000 戸へチラシの配布、解体業者等の関係事業者へチラシ送付や 8 会場で各 2 回の解体・

建替え相談会を実施するともに、様々な媒体を活用して、事業や相談会の案内など広く事業の周知活動

を行っている。 

－ 町会・自治会の回覧板、掲示板 

－ 地区内の区民事務所、住区センター、地域学習センターでの案内掲示 

－ 区広報、区ホームページ 

・平成 29 年度から 3 か年かけて地区内の老朽建築物約 5300 件に対し、訪問調査を行っている。 

・住宅展示場にて事業説明とチラシの配布を実施し、事業 PR を図っている。 

・解体後の更地に係る固定資産税等の減免により、税金に対する不安を払拭している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・平成 30 年 8 月の老朽建築物の助成対象拡充後、申請件数が大幅に伸びて令和元年度及び令和 2 年度

と約 300 件近い実績となっている。しかし、地区の不燃領域率は令和 2 年度末時点で約 62％と目標

の 70％には到達していない。 

・区では令和 2 年度に不燃化特区指定の再申請を行うとともに区要綱の改正を行い、令和 7 年度まで助

成期間を延伸している。不燃化特区全体で助成対象になる老朽建築物は約 13,000 棟以上あると見込

んでおり、令和 3 年度は、事業延伸を広く周知するとともに事業 PR を積極的に行い、より一層申請件

数を伸ばし、防災まちづくりを推進していく予定となっている。 
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事例名 
特定建築物地区整備計画の区域内での用途別容積型
の容積率緩和       （足立区関原一丁目地区） 

 

019 

取組主体 足立区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・防災生活道路沿道の一定幅の敷地に対して特定建築物地区整備計画区域を指定し、間口率等の規制を行

いつつ、用途別容積型の容積率の緩和を行っている。 

【概要】 

・防災街区整備地区計画を指定した区域において、防災上有効な空間形成を図るため、防災生活道路沿い

に特定建築物地区整備計画の区域を指定し、間口率等を設定している。また、防災生活道路の拡幅整備

により建替えが困難とならないよう、用途別容積型の容積率の緩和措置を講じている。 

 

 

■特定建築物地区整備計画の概要 

・特定建築物地区整備計画は、面的な効果を期待するため防災生活道路から 20ｍ幅で設定している。 

－ 地域の骨格となる都市計画道路沿道に設定する延焼遮断帯が 30ｍで指定されており、その区域内

であることから、指定幅は 20ｍに設定された。 

 
地区 規制 規制内容 規制根拠 地区 規制 規制内容 規制根拠 

防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
及
び 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
共
通
の
規
制 

建築物の

構造 

延べ面積５００㎡超

は耐火、５００㎡以下

は耐火又は準耐火建

築物等 

都の新たな防火規制に

合わせた 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
の
区
域
内
に
加
わ
る
規
制 

壁面の位

置の制限 

幅員５.５ｍと５ｍの

特定地区防災施設の

道路中心線から３ｍ 

壁面間距離６ｍを確保 

敷地面積

の 低限

度 

６６㎡ 区内の他の地区計画で

はすべて８３㎡に定め

ているが、本地区は地主

が借地人に土地を払い

下げるのに一般に２０

坪（６６㎡）とする慣習

があるため実態に合わ

せた。 

高さの

低限度 

５ｍ 地域の骨格となる都市

計画道路沿道を 低限

高度地区７ｍとしてお

り、この地域内の防火帯

であるためランクを下

げて５ｍとした 

壁面の位

置の制限 

幅員５.５ｍと５ｍの

特定地区防災施設の

道路中心線から３ｍ 

壁面間距離６ｍを確保

工作物の設置の制限 

間口率の

制限 

７／１０ 都市計画運用指針の基

準に合わせた 

南北方向の道路に面す

る大規模敷地等は間口

率を確保しにくいため、

ただし書きで例外規定

を設けた 

工作物の

設置の制

限 

塀、柵、広告物、看板

等の設置の禁止 

道路予定区域部分の規

制形態、意匠 

容積率の

高限度

（緩和） 

指 定 容 積 率 が ２ ０

０％の場所では、指定

容積率の１/２以上を

住宅とした場合に２

４０％。ただし２０

０％を超える部分は

住宅とすること 

狭小敷地に対する配慮・

当初、指定容積率を３０

０％に変えたかったが

認められず、用途別容積

型を用いた。大規模建物

を建てるわけではない

ので、単純な算定式とし

た。 

形態、意

匠 

屋根、外壁等は落ち着

いた色合い 

屋外広告物等は景観を

損なわない。屋外広告物

等は、腐食や破損しにく

い材料とするとし、大規

模地震時の落下対策を

義務付けた。 

容積率の

低限度 

８０％ 建蔽率８０％の２階建

てを想定し、その１／２

の８０％を妥当とした。 

垣、柵 生け垣または透視可

能なフェンス 

緑の少ない密集市街地

での緑化を推進 

 生け垣または透視可

能なフェンス 

緑の少ない密集市街地

での緑化を推進 

関原一丁目地区 防災街区整備地区計画及び特定建築物地区整備計画の概要 

 
（出典）足立区提供資料 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・敷地の細分化を防ぎ、避難経路の空間確保や延焼遮断帯の形成を目的として特定建築物地区整備計画区

域を含む防災街区整備地区計画の策定のほか、防災生活道路の拡幅や公園整備を行う密集事業、防災街

区整備事業、細街路整備事業、都市計画道事業など様々な事業を重層的に導入し、不燃領域率の上昇に

つなげた。 

従前 従後 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 足立区関原一丁目地区  

 地区の概要 地区面積：約 13.6ha 

特定建築物地区整備計画区域：約 6.5ha 

防災街区整備地区整備計画区域：約 12.6ha 

地区防災施設の区域：約 1.0ha 

特定地区防災施設等特定地区防災施設： 

１２路線、幅員５～６ｍ 

地区防災施設：１２路線、幅員５～６ｍ 

 

 

 

 

（出典）足立区提供資料

特定建築物地区整備計画区域における制限内容

（出典）足立区提供資料

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成１７年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・防災街区整備地区計画 
・足立区に係る防災街区整備地区計画の

区域内における建築物の制限に関する
条例 

事業費 － 

実績 平成 17 年 6 月に告示されてから、地区計画が遵守され準耐火建築物以上の建物となる等

防災街区の形成が進んだ。 

 

取組の背景・経緯 

・昭和 62 年から住環境整備モデル事業（現・住宅市街地総合整備事業）を開始。以来、コミュニティ住

宅、公園、広場、まちづくり拠点の整備などを進めてきた。 

・平成 13 年度までコミュニティ住宅建設を主体に事業を進めてきたが一段落したことから、平成 14 年

から道路・公園等の公共施設整備に取組をシフトして、重点整備路線を定めて積極的に道路拡幅に取り

組んできた。 

・任意事業の密集事業だけでは限界があることや、事業終了後の継続性などを考慮して、地区計画の策定

を意識するようになった。平成 14～15 年に地元まちづくり協議会で、地区計画の勉強や協議を行い、

平成 16 年 3 月に協議会から防災街区整備地区計画を前提とした防災まちづくりルールが区長に提案

された。 

工夫点・成功要因 

・地区において長い間防災まちづくりを進めてきたことや、地区内で火事が多かったことなどから、地元

住民に災害の危険性が高い地区であるという意識が浸透していたことが地区計画への賛成を得られた

大きな要因となっている。 

・特定地区防災施設の指定に対して、生活再建ができるように建蔽率の緩和※（60→80％）用途別容積型

地区計画制度による容積率緩和（200％→240％）を行いインセンティブとしたが、防災性の向上が目

的であることが理解され、緩和内容は住民に受け入れられた。 

※東京都建築安全条例第７条の３による新防火区域の導入にともない、平成 27 年 10 月より地区内全域が建蔽率 80％になって

いる。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・地区の特性や課題を地区計画や規制の根拠への理解を得られるよう、啓発や説明を継続的に行っていく

必要がある。 
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事例名 
街区単位での「街区プラン」作成による無接道建物建
替え推進         （東京都足立区特定地域） 

 

020 

取組主体 足立区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

○安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・1.2ｍ～1.8ｍの幅員の通路にのみ接する家屋の更新に対して、周辺を含む範囲でまちづくりの方向性を

定めた「街区プラン」を作成することで建替えを可能とする足立区独自の制度。 

【概要】 

・街区プランは、幅員1.2ｍ以上1.8ｍ未満の通路にのみ接している家屋を建て替える際に、周辺の道路な

どに囲まれた街区を単位として、街区のまちづくりの方向性を定めた「街区プラン」を作成し、建築審

査会の同意が得られた場合に、同プランに基づく建替えを可能とする制度であり、足立区独自の制度と

して運用されている。 

・街区プランは、建替えを計画する建物所有者等からの申請を受けて区が作成する。 

 

 

■対象地域 

○特定地域：足立区における密集市街地を中心とした周辺地域を含む地域（66町丁目） 

 

■街区プランに定める事項 

○道路及び各敷地に有効に接続する幅員2.7ｍ以上の通路網 

○その他、安全で快適な住環境等の保全及び向上を図るために必要な事項 

 

■建替えの許可基準 

【街区プラン作成が必要となるもの】 

○幅員1.2ｍ～1.8ｍ未満の通路等に接する家屋 

ア 通路拡幅幅員２．７ｍ以上の通路協定締結 

イ ２階建て以下の専用住宅に限る 

ウ １時間準耐火建築物または耐火建築物以上とする 

エ 壁・天井等は不燃材料で仕上げる 

オ 行き止まり通路の奥敷地は、通路に接続する空地（幅員2.7ｍ以上）を確保する 

カ 隣接家屋と開口部を対面させない 

キ 隣接地等の権利者から通行承諾を得ることで、２方向避難路を確保する 

ク 隣地境界線からの外壁後退有効寸法は60㎝以上 

【街区プラン作成を必要としないもの】 

○幅員1.8ｍ～2.7ｍ未満の通路等に接する家屋 

ア 通路拡幅幅員４ｍ以上の通路協定締結 

イ ２階建て以下の専用住宅に限る 

ウ 45分準耐火建築物等または耐火建築物以上とする 

エ 壁・天井等は不燃材料で仕上げる 

オ 行き止まり通路の奥敷地は、通路に接続する空地（幅員４ｍ以上）を確保する 
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■区による支援内容 

・現況通路測量調査費用（平成26年７月から） 

助成額：現況通路測量調査費用の２分の１（15万円を上限） 

助成実施期間：2014年4月～2023年3月 

・緊急避難路整備費用（平成27年11月から） 

助成額：緊急避難路整備費（30万円を上限） 

助成実施期間：定めなし 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・木造住宅密集地域ではそもそも建築敷地が狭小であり、かつ狭小幅員の通路のみに接した建物が建築さ

れていることが多い傾向にある。従来相談にも乗れず、建替えを諦めていた案件に対しても許可基準を

緩和したことで、建替えの可能性が出てきたことにより、無接道家屋の建替え相談が増加している。 

・この新基準により、従来基準では建替えが行えなかった無接道家屋約 6,000 棟のうち 5,000 棟近くが

建替え可能となり、区内の無接道家屋の約 80％が建替え可能となった。 

－ 新基準により建替え可能となる約 5,000 棟のうち、街区プラン作成が必要な家屋は約 1,600 棟 

対象地区と地区の概要 

地区名 特定地域  

 地区の概要 ・地震発生時に建物が倒壊す

る危険性の高い「建物倒壊

危険度ランク」４以上の地

区、また当該地区の隣接地

域で火炎延焼阻止に有効

な道路・公園等が存在する

地区を「特定地域」として

いる。 

・現況通路幅員１．８ｍ以上

についての許可基準は足

立区全域が適用対象。 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成２６年度～令和５年度 根拠法 

適用事業・制度 

・街区プラン 

・足立区木造住宅密集市街地等におけ

る無接道家屋建替え推進要綱 

事業費 約３７０万円／年 

実績 新基準に該当する建替え実績：５件（平成29年度末実績） 

実績の内街区プラン適用：１件 

現況通路測量調査費用助成：なし（事業者の都合で契約上測量費のみに分けることが困難

であったため） 

緊急避難路整備費助成：１件 

・西新井本町1丁目周辺の街区で地権者から建替え相談があり、街区プランに基づきただ

街区プランの概要          （出典）足立区ＨＰ 

（出典）足立区ＨＰ
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し書が適用され、審査会の同意のもと区が許可を行った。 

・建替え前の建物は木造2階建てアパートであり、建て主が建替えを締め、近傍に移住を

考えていたが、現地で自家用住宅の建設が可能となったことから自宅建設を行うことに

なった。 

取組の背景・経緯 

・足立区地域防災計画（平成29年）の首都直下地震における被害想定は、建物被害、全壊10,000棟・半

壊30,000棟、負傷者約12,000人・死者約700人と予想され、特に被害を拡大させる要因として、木

造住宅密集地域の存在があげられる。 

・地域危険度の高い地域には、木造住宅密集に加えて無接道敷地が集積していることがあげられ、自力で

の建替え困難敷地が、市街地の防災性能を低下させている。 

・区内には無接道家屋が約8,000棟あり、うち従来の基準である現況通路幅員2.7ｍ以上を満たす家屋は

全体の２割に止まっていた。そのため、木造家屋が密集する危険な地域ほど無接道家屋の建替えが進ま

ない状況となっていた。 

・無接道家屋の建替え相談は、約200件/年程度あるが、従来の建築基準法第43条第１項ただし書許可件

数は、平成26年実績で13件しかなく相談件数の1割に満たない状況であった。 

・これらを解消し、無接道家屋の建替えを推進するために対象となる道路幅員を緩和することとした（43

条許可規定の緩和）。 

 

工夫点・成功要因 

・区全域で無接道家屋の建替え対象を現況幅員1.8ｍ以上の通路に面することに緩和するだけでなく、建

物倒壊危険度が高い危険な地域（特定地域）の建替えを促進するため、現況幅員1.2ｍ以上の通路まで

緩和したことが大きなポイントである。 

・あわせて、現況通路測量調査費用や緊急避難路整備の一部助成を導入することにより、特定地域におけ

る建替えを促進している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・通路拡幅により敷地面積が確保できなくなる場合があり、近隣の敷地も合わせ一体的に進めていくこと

も必要となるが、隣家との話し合いや通路拡幅に向けた合意形成がうまくいかず断念してしまうケース

もある。また、借地の場合は借地人の意志だけでは進めることができないなど、建替えの実現には多く

の時間と労力が必要となっている。 

・建替えを進めるためには、課題解決に向けて近隣に対する調整を実施する、信頼できるコーディネータ

ー役が必須となる。 

・無接道家屋に対する取組は、地権者、事業者、行政が一体となって取り組まなければ解決することが難

しいため、基準を作成するだけではなく、双方向で情報交換ができるようなプラットフォームをつくり、

公民連携を図りながら進めていくことが理想である。 

 

 

 
  

87TECHNICAL NOTE of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.1167, August 2021,　MLIT



 

 

事例名 

認定手続きによる容積率・道路斜線制限の緩和 
～街並み誘導型地区計画～ 

（神奈川県横浜市鶴見潮田・本町通地区） 

 

021 

取組主体 横浜市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・認定手続きにより前面道路の幅員から制限されている容積率及び道路斜線について、地区整備計画で定

めた範囲内で制限を緩和。 

【概要】 

・防災性及び住環境の向上を図るため、街並み誘導型地区

計画を策定し、不燃化の図られた住宅等への建替えの促

進及び狭あい道路の拡幅等を行うことにより、ゆとりあ

る道路空間の形成を図る。特に地区の骨格を成す道路の

沿道は、ゆとりある空間とともに災害時における延焼を

抑制する効果を持つ空間としての整備を促進するため

の規制・誘導を行っている。 

 

■街並み誘導型地区計画による認定に基づく規制・誘導 

・建て込んだ環境の適正化を図る道路からの壁面後退

に加えて、隣地境界からの壁面後退を位置付けてい

る。 

・北側斜線を立ち上がり 7.5ｍで 0.6 勾配の地区計画の中で計画し、これまでの住環境が悪化しないよう

な配慮を行っている。 

 

○容積率・建物高さの緩和に係る認定基準 
 

鶴見潮田・本町通地区 認定基準 

面積 ＡＢＣ地区（約 3.7ha） 

緩和規定 

○前面道路幅員による容積率制限の緩和 

・Ａ地区：200％（但し壁面後退無しは 180％） 

・Ｂ地区：300％（但し壁面後退無しは 270％） 

・Ｃ地区： 大 400％（但し壁面後退無しは 270％） 

○建物高さ（道路斜線制限）の緩和 

・高さ 10ｍ以下の建築物については、道路斜線制限を適用しない。 

基準 

①敷地の概ねの半径 140ｍ以内に防火水槽、消火栓等の消防水利が設置されてい

ること。 

②準耐火建築物とすること。 

③建築物の高さは、10ｍ以下とすること。（道路斜線制限を受ける場合のみ適用

する。） 

④壁面後退区域（道路境界から後退した部分）は、積極的な緑化に努めること。 

⑤地区計画の内容に適合していること。 

⑥交通上、安全上、防火上及び衛生上支障ないこと。 

地区計画の区域（鶴見潮田・本町通地区） 
（出典）横浜市ＨＰ
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・壁面後退や 低限敷地面積の制限により、居住環境が担保され、防災性が向上している。 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 鶴見潮田・本町通地区 

 

 

地区の概要 地区面積：約 3.7ha 

・鶴見駅から南に約 0.7ｋｍ、鶴見川の

南東に位置し、京浜工業地域に近接す

る戦前からの住宅地。 

・戦災を免れ、戦後の急速な市街化によ

り、当地区は木造住宅が密集した市街

地が形成され、建築物の老朽化ととも

に狭あい道路の未整備など防災性の

問題や通風、日照などの住環境の問題

を抱えている。 

・また、狭小な敷地が多く建替えが進ま

ない状況。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 16 年度～ 根拠法 

適用事業・ 

制度 

・街並み誘導型地区計画 

・建築基準法第 68 条の 5 の 5（容積率緩和） 事業費 － 

実績 平成 23 年：道路斜線制限緩和を目的とした認定建替え 1 件 

令和 3 年：道路斜線制限と容積率緩和を目的とした認定 1 件 

 

取組の背景・経緯 

・鶴見潮田・本町通地区は戦災を免れた地区で、戦後急速に市街化したことにより木造住宅が密集した市

街地が形成され、現在、建築物の老朽化とともに狭あい道路の未整備など防災性の課題や通風、日照な

どの住環境の問題を抱えている。 

・横浜市では、平成 5 年から当地区を含む約 101.2ha の住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備

型）を導入し、密集住宅市街地の改善に取り組んでいる。 

・平成 9 年 6 月に地域の町会・自治会・商店会の代表などから構成する「潮田・本町通まちづくり協議

会」を組織し、「まちづくり構想」で重点的な防災まちづくりを推進すべき区域に位置づけ、平成 11 年

11 月に市長に提案した。 

・市では、同地区での建築更新を誘導するため、平成 13 年度に「まちなみルール検討部会」を設置し、

平成 16 年 8 月「街並み誘導地区計画」を策定した。 

 

工夫点・成功要因 

・北側斜線を立ち上がり 7.5ｍで 0.6 勾配の地区計画の中で計画し、これまでの住環境が悪化しないよう

な配慮がなされている。 

・建て込んだ環境の適正化を図るため、認定基準として、道路からの壁面後退に加えて、隣地境界か

らの壁面後退が位置付けられている。あわせて防災まちづくりの観点から、認定基準に防火水槽又

は消火栓の規定が盛り込まれている。 

・建築物の高さは、環境へ配慮しつつ 3 階建てが可能な 10ｍとすることで建替えの誘導が行われて

いる。 

・建築物の規制にかかる制限内容については、全敷地の状況を把握し、過度な制限とならないよう確

認しながら数値が決定されている。 

 

地区計画区域 （出典）横浜市提供資料
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取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・規制の緩和を受けるためには認定が必要となるが、策定から時間が経過しており、市民の中に緩和の規

定があることが浸透していない。制度の継続的な周知や建替えにあたっての補助制度などを併用し、建

替えを進めていくことが考えられる。 

・通常の建替えでは道路部分を後退しても複断面のまま残っているケースが多くみられることから、地区

計画に併せて道路状（単断面）に整備を行い、複断面を解消すること等が考えられる。 
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事例名 
街並みの保全に向けた三項道路指定と街並み誘導型
地区計画の併用  （京都府京都市祇園町南側地区） 

 

022 

取組主体 京都市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

○安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・町家を保全するため、地域の防災活動などを鑑み三項道路を指定。あわせて市条例の制定、街並み誘導

型地区計画を指定することにより沿道建物に関する規制緩和などを実施。 

【概要】 

■三項道路指定の考え方 

・当該地区については、二項道路に沿って伝統的な建築

物が立ち並び、その景観を保全するための施策が講じ

られていること（景観保全）、地区住民によりまちづく

り協議会等の地元組織があり、指定についての要望や

合意があること(地元合意)、消防に関する基盤が整っ

ており地域防災活動が行われていること（防災面）な

ど、総合的観点から三項道路指定を行っている。 

・路線については、景観の保全・継承が必要なものであ

ることに加え、住民の合意形成状況や、構造・規模・

用途・建替え状況など沿道建築物の実態を踏まえ、指

定を行っている。 

 

 

 

三項道路指定位置 （出典）京都市提供資料 

■京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限に関する条例 

・安全上、防火上の観点から.、建築基準法第 43 条の 2 に基づき、建物の防火基準の付加や階数の

制限を行う「京都市歴史的細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例」を制定した。 

・本地区は、すでに「京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例」の「伝統的景観保全

地区」に指定され、独自の防火基準の適用と併せて準防火地域等が解除されており、「京都市歴史

的細街路にのみ接する建築物の制限等に関する条例」による防火上の制限は、この伝統的景観保全

地区の規制内容と整合したものとなっている。 

（敷地が歴史的細街路にのみ２ｍ以上接する建築物の構造の制限） 

(1)地上階数３以下 

(2)居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料とすること 

(3)３階の居室から屋内の出口に通じる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕

上げは、準不燃材料とすること 

 

■街並み誘導型地区計画の指定 

・三項道路を指定すると道路斜線制限の不適合が生じる建物が多いため、街並み誘導型地区計画を併

用した。 
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（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 

 
（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・細い路地に伝統的建築物が軒を連ねる町並み景観は，二項道路の敷地後退により，その連続性が失わ

れることが課題となっていたが，三項道路指定の活用により，そういった京都独特の路地風情の保全

継承が可能となった。 

対象地区と地区の概要 

地区名 東山区祇園町南側地区 

地区の概要 地区計画区域：約 6.1ha 

・当地区は，鴨東の山紫水明の

地にあり，伝統的な木造建

築物の宝庫として繊細で雅

やかなまちなみ景観を形成

し，歴史的景観保全修景地

区の指定により，良好なま

ちなみ景観の形成及び保全

を図っている。 

・また，地区内にはお茶屋とそ

の関連業種が数多く存在

し，伝統的なまちなみ景観

とあいまって，「祇園の風

情・情緒」を醸し出し，職・住・文・遊が共存している。 

（出典）京都市提供資料 

祇園町南側地区 
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・このような地区において，地区計画を定めることにより，すぐれたまちなみ景観や伝統あ

る「いとなみ」「くらし」など，建物の内外から醸し出される「祇園の風情・情緒」を大

切にした良質な商業・サービスの誘導を図るとともに，各世代が定住できる良好な居住環

境の形成を目指し，祇園らしい魅力的で個性豊かな市街地環境の維持・充実を図る。 

 

事業等の概要・実績 

事業時期 平成 18 年３月 

（三項道路指定、地区計画

変更等） 

根拠法 

適用事業・制度 

・建築基準法第 42 条第３項（三項道路） 

・街並み誘導型地区計画 

・京都市細街路にのみ接する建築物の制限

等に関する条例 

・京都市伝統的景観保全に係る防火上の措

置に係る条例 

事業費 － 

実績 ・建替え実績：５件（令和２年度まで） 

 

取組の背景・経緯 

・京都市内の伝統的建築物が立ち並ぶ細街路では、二項道路を拡幅すると、風情のある街並みが壊されて

しまうことが問題となっていた。 

・平成 15 年の建築基準法改正で法 43 条の 2 条例が追加されたことや、平成 16 年の国土交通省の技術

的助言で三項道路の歴史的市街地への活用が示されたことを受けて、京都市は平成 16 年から三項道路

指定に関わる調査を開始した。 

・調査はまず、京都市市街地景観整備条例で指定された地区など、三項道路活用の可能性がある 17 地区

を対象に、ハード面、ソフト面の複数条件について概略調査を行い、すべてをクリアする地区として祇

園町南側地区を抽出した。 

・次に、祇園町南側地区を対象に詳細調査を行い、建築制限について具体的に検討するとともに、指定に

あたっての課題を整理した。 

・その度、地元説明会やパブリックコメント等を経て、平成 18 年 3 月に関連条例の制定や改正、9 路線

の三項道路の指定、地区計画の変更に至った。 

 

工夫点・成功要因 

・制限を付加する三項道路は、条例に基づく「歴史的細街路」に指定する。防火上の制限は、居室の壁や

天井の内装の仕上げを難燃材料とすることなど建物内部の制限としており、歴史的な街並み景観に配慮

している。 

・三項道路に指定したことで、道路斜線制限の不適合が生じる建物が多いため、街並み誘導型地区計画を

併用し，建築基準法６８条の５の５の認定を受けることにより道路斜線制限の適用除外を可能とした。 

・京都市では、建築基準条例により角敷地に対して角切り部分の建築制限を行っているが、当該制限が街

並み景観を壊す恐れがあることから、建築基準条例を改正し、歴史的細街路に接する建築物の敷地で、

伝統的な建築様式であると市長が認めたものについては、制限を緩和することとした。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・当地区は，地区計画の策定等に必要となる関係権利者の合意形成について，対象となる権利者の数が少

なかったことに加え，既に地元のまちづくり組織が存在していたことから，三項道路の指定及び地区計

画の策定に至るまで，比較的スムーズに行えたが，関係権利者の多い地区などでは合意形成に時間を要

することが予想される。 
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事例名 
民間事業者を中心に進められた連担建築物設計制度
活用           （京都市岡崎天王町） 

 

023 

取組主体 京都市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・幅員２.４ｍの行き止まり通路に面する敷地に対して、段階的な４ｍまでの拡幅、２方向避難確保の要件

に３階建てを認定し、建替えを促進。 

【概要】 

・京都市では、市内に多く残る袋路内の協調建替えを実現することにより、居住環境の改善や都心居住の

促進、住民主体のまちづくりの促進など、幅広い視点でのまちづくりに貢献することを目的に袋路再生

を行っている。 

 

■袋路再生の要件 

【区 域】現に存する通路を含み、それに面する連続した一団の土地 

【敷 地】通路に２ｍ以上接すること 

【通 路】幅員は、全長にわたり２ｍ以上。延長は 50ｍ以下（通り抜けが確保できる場合は除く） 

【建築物】原則、専用住宅。階数は３階以下。出入口を通路に面して設置 

     構造は、耐火建築物または準耐火建築物（２階以下の場合は外壁が防火構造であれば可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通路形態のイメージ      （出典）京都市提供資料 

 

 

■事例地区における取組の概要 

1)従前 

・奥の長屋を地元の民間事業者が権利者から取得。 

・連担建築物設計制度の適用検討開始。 

・奥の長屋５軒のうち２軒は空き家、３軒は居住借家。 
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2)当初段階の認定（平成 19 年３月） 

・基準法道路への接道長は現況の 2.4ｍを確保。 

・奥の敷地では通路幅員を４ｍ計画し、終端部から有効

90 ㎝の避難経路を表通りまで確保。 

・避難経路については、喉元敷地の権利者の協力を得られ

ていた。 

 

 

 

3) 終的な認定（平成 21 年 12 月） 

・連担建築物設計の一団の敷地は喉元敷地も含め計画。 

・喉元敷地の権利者が地元の民間事業者に売却。 

・基準法道路から幅員４ｍで終端部まで通路を整備する計

画に変更。 

・避難経路の計画は維持。 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・路地奥で再建築が可能となったことにより、防災上の安全性の向上につながるとともに、２方向の経路

が確保されることで避難面からの安全性も高まっている。 

・整備後の建築物は、３階建ては準耐火構造、２階建ては外壁を防火構造となるため、防火性能が確保さ

れる。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     通路入口付近       通路終端部（左方向に避難経路） 

対象地区と地区の概要 

地区名 左京区岡崎天王寺町  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 区域面積：約 880 ㎡ 

・用途地域は第一種中高層住居専用地域 

・防火地域・準防火地域外の市街地で火災の危

険を防除するため、特定の行政庁により定

められた「建築基準法 22 条区域」に指定

されている。 

（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 

（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成１１年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・連担建築物設計制度 

・京都市連担建築物設計制度〈袋路再生〉

取扱要領 

事業費 － 

実績  

 

 

 

 

 

 

取組の背景・経緯 

・建築基準法上の道路に幅員約 2.4ｍの通路（行き止まり路地）で繋がった奥の長屋敷地を、地元の民間

事業者が取得したことが、取組のきっかけとなった。その時点では奥に 5 軒長屋が存在し、その５軒の

うち 2 軒は空き家、3 軒は居住借家の状況であった。 

・民間事業者は、3 階建ての建売住宅を供給する計画であったが、京都市の建築基準法第 43 条ただし書

き許可（当初）の規定では、2 階建てまでしか建てられず、3 階建て建売住宅を計画するには支障があ

った。 

・京都市では、袋路に接する建物の建替えにより、防災まちづくりを促進するため、平成 11 年から連担

建築物設計制度の運用を開始しており、この運用基準では 3 階建ての建築が可能となっていた。 

・このため、連担建築物設計制度の活用検討が始められ、民間事業者が中心となって計画検討が進められ

ることとなった。 

 

工夫点・成功要因 

・連担建築物設計制度に関しては、将来の改築・増築・建替え時点での、関係権利者の合意形成が重要で

あるが、当地区においては、①幅員 4ｍの通路を共有とすることにより、②住居者の管理規約を作成し、

③住宅購入にあたって「連担建築物設計制度であり、権利者相互が協力すること」という共通認識が得

られている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・路地の再生を推進するためには，本件のような連担建築物設計制度の活用が有効な手段の一つであるた

め，広く京都市の密集市街地に援用し，改善を図ることが可能である。 

・一方で，路地の多くは，歴史都市京都の資産である京町家や歴史的町並みを有するものであり，その特

性を継承しながら，路地再生を進めていくことが求められる。 

・今後はさらに，必ずしも路地の拡幅を前提としないなど，各路地の特性に応じたきめ細やかで柔軟な対

応が可能な制度運用や，普及啓発・働きかけが必要となっていく。 

・また，路地の再生には，上記法的課題だけでなく，事業規模が小さいが法的手続きが複雑で合意形成リ

スクがあるなど，事業性が乏しいといった課題があるため，所有者だけでなく，行政，設計，不動産，

金融等の関連主体が適切な役割を担う事業モデルを構築することにより円滑に進められる可能性が高

まる。 

 

 

  

袋路再生の認定件数 

平成１１年 ４件 

平成１２年 １件 

平成１３年 １件 

平成１４年 １件 

平成１８年 １件 

平成１９年 １件 

平成２１年 ２件 

平成２６年 １件 

平成２７年 １件 

平成２９年 １件 

令和 元年 １件 

 

 

 

合計１５件 
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事例名 

防災まちづくりに対する取組へのパッケージ支援 
～密集市街地・細街路における防災まちづくり推進

制度～          （京都市密集市街地） 

 

024 

取組主体 京都市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による建替

え促進 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の向

上 

○安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修促進 

B-1 老朽建物の除却支援 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・防災まちづくり活動団体の認定、コミュニティ単位（※）の防災まちづくり計画の認定、路地・町単位

における整備計画の認定と建築基準法等の柔軟運用をパッケージ化した制度。 

・地域による防災まちづくりの初動支援とハード整備における技術的支援を図る。 

 

【概要】 

「防災まちづくり活動団体」、「路地・まち防災まちづくり計画」、「路地・まち防災まちづくり整備計画」

を認定するとともに、その位置付けの下、防災まちづくりを推進する地域に対して各種支援策を講じる。 

 

 

■制度内容 

１．防災まちづくり活動団体の認定 

・密集市街地を含む一定のまとまりのある区域（概       

ね元学区（※）の範囲）内で防災まちづくり活動    

を行う地域組織を「防災まちづくり活動団体」と 

して市長が認定。 

 

（※）京都市域では、「元学区（もとがっく）」と 

呼ばれる自治単位が、社会福祉を始めとする 

地域行政の核となり、京都独自の地域住民の 

自治単位として機能している。小学校の通学 

区とは完全に重ならない。 

 

 

２．路地・まち防災まちづくり計画の認定 

・密集市街地の改善を目指して、防災まちづくり活動団体が防災まちづくりの目標・方針に関するこ

となどを定めた計画を、「路地・まち防災まちづくり計画」として市長が認定。 

・「路地・まち防災まちづくり計画」を策定することで、優先地区を含む地域では、老朽木造建築物除

却事業・危険ブロック塀等改善事業の対象要件が拡大になるなど、他施策と連携し、整備促進を図

っている。 

 

 

仁和学区防災まちづくり計画   （出典）京都市 HP 
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３．路地・まち防災まちづくり整備計画の認定 

・土地の所有者等が、密集市街地内にある細街路を

含む一定の区域等で防災性及び住環境の向上を主

たる目的に細街路や建築物に関する具体的な整備

計画を定めた場合に、「路地・まち防災まちづくり

整備計画」として市長が認定。 

・整備計画が認定されると、安全性を総合的に判断す

ることにより建築基準法等の規制・誘導策の適用を

柔軟化することが可能となる。 

⇒ 道路指定制度や建築基準法第 43 条第 2 項 

 第 2 号の許可を想定。 

 

■取組の単位 

・「路地・まち防災まちづくり計画」は原則コミュニティ（元学区）単位としている。 

・「路地・まち防災まちづくり整備計画」は、より小さい単位を想定しており、路地・町単位を基本とす

る。 

 

■計画策定の支援 

・「路地・まち防災まちづくり計画」「路地・まち防災まちづくり整備計画」それぞれの策定にあたって

は、専門家派遣を行っている。 

・専門家派遣は、「路地・まち防災まちづくり計画」では３年、「路地・まち防災まちづくり整備計画」

では１年を基本とする。（優先地区においては、「路地・まち防災まちづくり計画」を策定後、さらに

１回／年の専門家派遣を実施。） 

 

■「路地・まち防災まちづくり整備計画」の進め方等 

・「路地・まち防災まちづくり整備計画」策定の発意は、ケースバイケースであり、地元発意により、す

でに進めていた防災まちづくりの発展として取り組む場合もある。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・防災上重要な避難経路の位置づけや、防災性の改善に必要な対策をまとめた地域独自の防災まちづくり

計画の策定が進んだことで、防災意識の醸成や改善の機運が高まった。 

・防災まちづくりの取組を通じ、袋路における２方向への避難経路の確保をはじめ、老朽木造建築物の除

却やその跡地を活用した防災ひろばの整備など、まちの防災性向上に寄与する身近なハード改善が進ん

だ。 

・「路地・まち防災まちづくり整備計画」の策定により、防災みちづくり事業を活用した 2 項道路の部分

的な拡幅整備による交通ボトルネックの解消が進んだ。 

取組の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）京都市提供資料 
防災まちあるき 対策を話し合うワークショップ 

北区紫野西土居町のみちづくり整備計画 
（出典）京都市提供資料
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対象地区と地区の概要 

地区名 密集市街地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）京都市提供資料 

地区の概要 密集市街地面積：約７３０ha 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 27 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・京都市密集市街地・細街路における防災

まちづくり推進制度、同実施要綱 事業費 約 20 百万円（令和３年度） 

実績 ○防災まちづくり活動団体、路地・まち防災まちづくり計画の認定 

・令和３年３月末時点で１４地区を認定（六原、仁和、翔鸞、朱二、朱一、紫野、成逸、 

柏野、正親、聚楽、出水、有隣、御室、菊浜） 

○路地・まち防災まちづくり整備計画の認定 

・2 地区（紫野西土居町、梅林町） 

取組の背景・経緯 

・密集市街地の改善に取り組む地域組織やその組織が定めた方針・計画を公的に位置付けることで、地域・

事業者・行政が方向性を共有しながら、持続的に路地やまちの安全向上を図ることを目的として制度を

創設した。 

・また、密集市街地の改善に向けた短期的に対応可能な取組として、具体的な改善を進めるための支援制

度や、元学区や路地・町単位での取組を支援する専門家の派遣を行う制度を整備した。 

工夫点・成功要因 

・優先地区においては、「路地・まち防災プロジェクト事業」により、各団体１回まで地域自ら企画した公

共的なまちづくりプロジェクトを実施するための費用を補助することにより、防災まちづくり計画の実

現を支援した。 

・防災まちづくり活動団体、路地・まち防災まちづくり計画の認定により、地区が継続して防災まちづく

りに取り組んでいくための方針が示され、また、計画策定までの取組の中で普及啓発による住民の防災

意識の向上や、老朽化した木造建築物や危険なブロック塀の除去等のハード改善が実施されるなど、地

域の防災性の向上に効果があった。 

・路地・まち防災まちづくり整備計画の認定により、区域内の防災上重要な道路を拡幅整備することがで

きた。これにより災害時の避難経路や生活道路空間が確保され、地域の防災性や住環境の向上に寄与す

るほか、具体的な改善がされたことで周辺住民への防災意識の普及啓発になり波及的な効果があった。 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・防災まちづくり計画の策定までの 3 年間は、地域、行政、専門家が協働し取組を進めているが、計画認

定後は、地域で自立的に取組を行うことになるため、計画の実現に向けて継続的な取組推進が課題とな

る。 

・接道条件から建替えが困難なエリアで建替えを促進する有効な対応策であるとともに、地域への啓発効

果も期待できることから、多くの密集市街地において有用であると考えられる。また、まちづくり支援

制度がある場合には、その推進を図ることができると考えられる。 

・密集市街地には高齢化が顕著な地域もあり、防災まちづくり活動の担い手が減少あるいは当初より少な

い場合、取組の継続が困難となることから、後継者の育成や人材確保の必要がある。 

京都市の密集市街地 

優先的に防災まちづくり
を進める地区 
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事例名 不燃化建替えに対する建蔽率の緩和  
025 

取組主体 大阪市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・狭小な敷地の老朽住宅が集積している既成市街地において、通風・採光など一定の環境を確保するとと

もに、より高い耐火性能を有する住宅への建替えを促進するために一定要件に基づき建蔽率を緩和。 

【概要】 

・隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合に、一定の基準を満たす建築物で市長が安全上、防火

上および衛生上支障がないと認めて許可した場合に、法定の建蔽率を緩和し、建替えの促進を図ってい

る。 

 

■適用対象地域 

・都市計画で建蔽率が 6/10 に指定された地域。

（第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及

び臨港地区、風致地区は除く） 

 

■適用要件と緩和の内容 

・壁面線の指定、及び建築物について、下図の要件

を定めており、これらを満たすことで、法定建蔽

率を、1/10 緩和する。 

・防災性向上重点地区内においては、既存建築物の

建替え等で、次の①～④のいずれかに適合するも

のは、法定建蔽率を、2/10 緩和する。 

①構造を耐火建築物とした場合 

②階数を２以下（地階を除く）とした場合 

③２階以上の壁面線に面する外壁を隣地境界線

から 1.5ｍ以上後退した場合、 

④建築物の開口部を、隣地境界線（壁面線に面す

る部分を除く）に面して設けない場合（ただし、

換気口又は便所・洗面所等の換気用の窓は可） 

 

 

 

■防災性の担保 

・密集市街地における老朽木造住宅等の建替えを促進し災害に強い安全で安心なまちづくりを進めること

を目的とした基準としている。 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・密集市街地における老朽木造住宅等の建替えの不燃化を促進させることにより、災害に強い安全で安心

なまちづくりの推進に寄与している。 

 

 

新たな壁面線指定の要件 （出典）大阪市 HP 

建築物の要件 （出典）大阪市 HP 
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対象地区と地区の概要 

地区名 法定建蔽率が 6/10 に指定された地域 

※第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び臨港地区、風致地区を除く。 

地区の概要 地区面積：約 3.354ha 

（内訳） 

 第二種中高層住宅専用地域 1,863ha 

 準工業地域の一部       587ha 

 工業地域                    904ha 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 1４年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・建築基準法第 53 条第４項（建蔽率特例

許可） 

・大阪市建ぺい率に関する許可取扱要綱 

事業費 － 

実績 ・許可実績 12 件 

取組の背景・経緯 

・大阪市には、JR 大阪環状線の外周部を中心に、建物の老朽化や建て詰まりに加えて、狭あいな道路が

多く、狭小な敷地内に老朽化した木造住宅等が多く立地し、公園・オープンスペースが不足するなど、

防災面や住環境面でさまざまな課題を抱えた密集住宅市街地が広く分布している。そのため、災害時に

おける建築物の安全性確保と住環境の整備改善を図るための新たな制度を導入する必要があった。 

・しかし、これらの地域内では、道路幅員が狭いことや敷地が狭小である為、現行の建蔽率などの規制で

は、現状の規模はもとより、住居環境の面からも十分な床面積が確保できないため、建替えが進まない

状況にあった。 

・それを受け国交省に対し、建蔽率の緩和などに関する建築基準法の改正を要望し、平成 12 年の建築基

準法改正により、建蔽率の緩和に関する許可制度が創設されたことを受け、平成 14 年に大阪市建蔽率

許可制度を創設し、運用を開始した。 

 

工夫点・成功要因 

・当該施策のほか、狭あい道路拡幅促進整備事業や狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度などの様々な補

助事業等を組み合わせることにより、整備を進め、都市の防災性の向上と住環境の改善を図っている。 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・狭小な敷地が多く建替えニーズが低い密集市街地等においては、有用と考えられる。 
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事例名 

横丁の復興・再生と防災性向上に向けた取組 
～連担建築物設計制度～ 

（大阪府大阪市法善寺横丁地区） 
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取組主体 大阪市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

○安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・火災により焼失したまちなみを、連担建築物設計制度により区域内の敷地・建築物を同一敷地とみなし、

道路斜線制限等の形態規則といった規制を一体的に適用することで、まちなみの再現とまちの安全性及

び防災性の向上を実現。 

【概要】 

・飲食店が建ち並ぶ法善寺横丁において、平成 14 年に発生した火災による被害からのまちなみ再現を目

指し、連担建築物設計制度の適用に併せて建築協定を締結することで、安全性を確保しつつ法善寺横丁

らしい風情あるまちなみの再生を行った。 

■連担建築物設計制度の導入 

・まちの安全性や防災性に配慮しつつ、現状の道路幅員に近い形でまちなみを再建するため、それまでか

かっていた 2 項道路を廃止し、連担建築物設計制度を適用した。 

■連担建築物設計制度の概要 

・対象：法善寺横丁（1.89ｈａ） 

・認定基準： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制内容 規制値の根拠など 

○通路幅は 2.7ｍを確保 ・現状に近い幅員 

・安全性・防災性を確保 

・従前の建物や通路を踏まえた安全性確保 
○敷地毎の容積率は 240％以内 

○建物高さは 10ｍ以内 

○３階部分は、通路に面して避難のための

バルコニー及び避難器具を設置 

・避難路の確保 

○隣地境界線に面する開口部の制限 ・安全性・防火性の確保 

○建築協定の締結 ・まちなみの維持保全 

連担建築物設計制度の適用区域 認定基準の内容 

（出典）国土交通省住宅局 HP （出典）大阪市提供資料 
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・連担建築物設計制度の導入に際して、再建後のまちなみの維持・保全を担保するため、制度の認定要件

に建築協定の締結を盛り込むこととした。協定には、建築物等に対する用途、意匠等に関する基準の他、

防災訓練の実施など区域内の安全性、防火性を確保するための維持管理に関する規定が位置付けられて

いる。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・狭小な敷地が多く基盤が十分に整っていない市街地を対象に、一定の区域内において複数の敷地・建築

物を同一敷地とみなし、道路斜線制限等の形態規則といった規制を一体的に適用することで、まちの安

全性及び防災性向上を図ることができた。 

現在の地区の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象地区と地区の概要 

地区名 大阪市法善寺横丁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・大阪市中央区道頓堀 1 丁目 

・面積：約 1.89ha 

・商業地域 

・防火地域 

・容積率：500％ 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 14 年度～平成 16 年度 根拠法 

適用事業・制度 

・連担建築物設計制度 

事業費 — 

実績 ・現在、すべての店舗で営業が再開されており、従前の横丁の街並みに戻っている。 

 

取組の背景・経緯 

・平成 14 年 9 月に起きた「旧中座」の火災により、隣接した「法善寺横丁」北側部分の一部の飲食店街

が類焼した。 

・「法善寺横丁」はなにわ情緒が色濃く残るまちなみであったことから、地元をはじめ多くの市民から横丁

の復興を求める声が寄せられた。 

・復興にあたっては、横丁の東西に抜ける幅員約 2.6ｍの道路（建築基準法第 42 条第＊2 項の道路）を

確保することを含めたまちなみの再現が前提であった。 

・このため、建築基準法に基づく道路を廃道にするとともに、この通路に面する敷地全てを一つの敷地と

（出典）密集市街地整備のための集団規定の運用ガイドブック 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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する「連担建築物設計制度」を適用することにより、街並みの再現とまちの安全性及び防災性の向上を

図ることとした。 

・なお、北側店舗の工事中の平成 15 年 4 月に、南側店舗より火災が発生し、これに隣接した店舗が類焼

したため、連担建築物設計制度の適用区域の一部変更を行った。 

工夫点・成功要因 

・「法善寺横丁」の復興に向け、地権者を含めた地元全員の総意による取組が必要であるとの認識から、復

興委員会が設置された。 

・地元説明会を実施し、制度適用に際してすべての地権者同意が必要であることの説明を行い、その結果、

制度適用に関する理解が得られた。 

・「法善寺横丁まちづくり憲章」を設定し、関係地権者との調整・合意形成を図った。 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・建築協定やまちづくり憲章を踏まえ、長期的に店舗の移り変わりや空き店舗の発生などが想定される中

で、持続的に情緒あふれる法善寺横丁のまちなみを維持し、守り続けていくための取組を続けていくこ

とが課題である。 
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事例名 

住民発意のまちづくりルールによる建替え基準等の
緩和 ～近隣住環境計画～ 

（兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目南部地区など） 
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取組主体 神戸市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による建

替え促進 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の向

上 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・一定の区域において、土地の所有者等が主体となって、まちづくりのルールを定めることで、規制と緩

和を組み合わせた建築基準法の柔軟な運用により、地域の特性に応じた市街地環境整備を図る制度であ

る。 

【概要】 

・向こう三軒両隣りや路線単位（路地等に面する敷地）など、小規模なものから街区単位などの大規模な

ものまで、地域の実情に応じて、住民発意でルールづくりを行うまちづくりの手法。 

・計画を実現するため、建築基準法に規定する緩和（許可・認定等）や規制を適用している。 

・地域の特性を踏まえた健全で快適な住環境等の保全及び育成を図ることを目的とするもので、密集市街

地のみを対象とする制度ではないが、計画に基づき建築基準法の緩和手法を活用することで、規制手法

だけでは解決出来ない住環境上の課題や地域特性に柔軟に対応することが可能である。（例：道路幅員、

接道要件、建蔽率、容積率等） 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・古くからの細街路が多く、市街地整備が進んでいなかった。当計画の策定により、法令等による規制や

緩和を地域特性に応じて弾力的に運用することが可能となった。 

・策定地区では、細街路整備事業により２項道路の道路中心線を確定し、道路整備（必要に応じて下水道

やガスなどの改善を行う）の総合的改善を行い、将来の幅員 4m の道路空間の確保と健全な沿道建物の

更新を誘導している。今後建築物の更新が進み、防災性能の向上が図られることが期待される。 

 

細街路整備（従前） 細街路整備（従後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路地 A（３項道路、水平距離指定） 路地 A（３項道路、水平距離指定）

（出典）神戸市提資料 
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対象地区と地区の概要 

地区名 策定後、運用している対象地域 

・泉通６丁目地区、須磨北町３丁目西地区、新

開地・聚楽横丁地区、駒ヶ林町 1 丁目南部

地区、駒ヶ林町 6 丁目 10～12 番地区の５

地区。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）地理院地図（国土地理院） 

地区の概要 現在、近隣住環境計画が作成されている地区

については、接道規定を柔軟運用するものが

ほとんどであり、魅力的な路地や狭隘な通路

が残される地区であることが多い。 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 11 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・神戸市近隣住環境計画制度 

・神戸市民の住環境等をまもりそだてる条

例 

事業費 ― 

実績 ■駒ヶ林町１丁目南部地区近隣住環境計画（路地を活かしたまちづくりタイプ） 

路地の佇まいの保全と老朽

化した建築物の建替え促進

により地域の防災性能向上

を図るため、建築基準法の緩

和と規制を組み合わせた道

路及び建築物等の整備計画

を策定（平成25年6月3日告

示）。 

（内容） 
3項道路指定（中心線から1.35m

の水平距離指定）、壁面線指定と

建蔽率緩和、建築物の防災性能に

関する制限など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■駒ヶ林町６丁目 10～12 番地区近隣住環境計画（路地を活かしたまちづくりタイプ） 

駒ヶ林町１丁目南部地区同様に、伝統的漁村集落の空間構成を残すため、３項道路指定

（中心線から1.35mの水平距離指定）、建築物の防災性能に関する制限を定めた整備計

画を策定（平成29年12月26日告示）。 

■計画策定後の建替えは、年間 1 件程度となっている。 

 

 

主要道路（２項道路） 路地 C（現状幅員維持） 路地 A（３項道路、水
平距離指定） 

整備計画図 

（出典）神戸市提供資料 

泉通 6 

須磨北町 3 ⻄ 

新開地・聚楽横丁 

駒ヶ林町 1 ⻄ 

駒ヶ林町 6 
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取組の背景・経緯 

■近 隣 住 環 境 計 画 制 度 の 背 景  

・神戸市では、平成 5 年からインナーシティにおける長屋等の老朽住宅の更新を促進することを目的と

して、一定条件を満たす地区において建築基準法の集団規定を地域特性に応じて合理的に運用する「イ

ンナーシティ長屋街区改善誘導制度（インナー長屋制度）」があったが、制度適用条件のうち「地区計画

又は建築協定」の区域要件が厳しく、平成 7 年の阪神・淡路大震災以前は適用がなかった。 

・そこで、平成 11 年に出された神戸市住環境審議会答申「地域特性を踏まえたすまい・まちづくりのあ

り方とその施策展開について」を受け、インナー長屋制度を向こう３軒両隣など市民にとってより身近

な範囲から実施できるよう拡充し、平成 11 年に「近隣住環境計画制度」として策定した。 

 

■駒ヶ林町１丁目南部地区 

・平成 3 年に駒ヶ林町 1～6 丁目で「駒ヶ林まちづくり協議会」が設立されており、阪神・淡路大震災を

経て、神戸市独自の「まちづくりスポット創生事業」（現・まちなか防災空地事業）により平成 11 年に

東町やすらぎ広場を整備し、併せて細街路整備事業を行っていた。 

・路地を生かしたまちづくりの方向性を担保するための全体計画として、平成 17 年度に「駒ヶ林町 1 丁

目まちづくり構想」を策定し、平成 23 年に「近隣住環境計画」の申請が行われた。その際に、地域の

防災上の機能を担保しつつ路地を活かした駒ヶ林らしいまちなみを保全するため、３項道路（水平距離）

指定や壁面線指定による建蔽率緩和など規制・緩和の運用について官民一体で検討を行った。 

 

■駒ヶ林町６丁目 10～12 番地区 

・駒ヶ林らしい路地の雰囲気を残しながら地域の防災性を向上させていくため、平成 27 年より細街路整

備の検討にあわせて住民による道幅や建築物の耐火性能などのルールづくりの検討が始まった。 

・駒ヶ林町 1 丁目南部地区の事例を参考に、地区の状況、計画による影響等について具体的な検証のもと

合意形成を図り、平成 29 年に「近隣住環境計画」の申請が行われた。 

 

工夫点・成功要因 

・路地空間を核とした密接なコミュニティが形成されており、既に細街路整備やまちづくり構想策定など、

まちづくり活動が活発な地域であったこと。 

・まちづくり部局、建築行政部局、コンサルタントが連携し、地元への情報提供、調整を行ったこと。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・計画策定には土地建物所有者の合意が必要なため、区域の面積が大きくなると合意形成に時間を要して

しまう。 

・計画の策定により、再建築ができなかった敷地においても建替えが可能になったり、建替えにおける条

件が緩和されることになるものの、すぐに建物の更新が進むものではなく、市街地の防災指標の向上に

おいて即効性があるわけではない。 

・防災性能の妥当性についての判断が難しく、地区毎の具体的な検証が必要である。 

 

他地区への援用可能性 

・規制・緩和の総合的な運用により、地区全体の防災性能をトータルで考えることができる。規制や緩和

を地区毎の状況に応じ柔軟に考えることが可能であり、他地区への適用も可能。 
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事例名 
連担建築物設計制度を活用した路地の再生 

（京都府京都市若松町） 

 

028 

取組主体 株式会社八清 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

○安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・無接道敷地の物件を買取り、始端部の敷地も含めて連担建築物設計制度を活用することで建替えを行い、

分譲住宅（京つむ木）として販売。 

【概要】 

■連担建築物設計制度を用いた避難路の確保 

・当該地区は、行き止まり路地にあるため、接道要件を満たさず、再建築ができない路地奥の空き家を所

有者からの相談をきっかけに買取り、連担建築物設計制度を用い建替えし、分譲住宅として販売してい

る。 

・また連担建築物設計制度の要件を満たすため、裏側の路地との間に避難路を確保することで、２方向避

難を確保している。 

 

■事例地区における取組概要 

・購入した敷地については、４区画に分割し、戸建住宅として分譲している。 

・当初は５区画に分割し、１区画の販売額を抑えることも想定したが、市内の都心部近郊におけるゆとり

のある住宅のニーズを鑑み、またファミリー層の入居も想定し、１区画敷地面積：97〜98 ㎡、床面積：

101 ㎡としている。（分譲価格：5,380 万円） 

・路地奥という敷地条件であるため、自家用車の侵入ができない、一般的には不動産としての条件の悪い

敷地であるが、建替え後の建築物は、伝統構法を用いたものとすることで、京都市では一部の層に、高

いニーズを見込むことができる新築の京町家として販売した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・接道不良敷地における建替えおよび避難路の確保という面では、非常に有効な手法であり、効果が高い。 

・伝統工法を用いた建物に建て替えることで、注目やニーズを得られたことも密集市街地改善に寄与する

ことにつながっている。 

 

 

敷地の状況 
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（出典）株式会社八清提供資料 

対象地区と地区の概要 

地区名 京都市上京区若松町  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・用途地域は準工業地域 

 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 29 年 12 月～ 

令和２年 3 月 

根拠法 

適用事業・制度 

・連担建築物設計制度 

・京都市連担建築物設計制度〈袋路再生〉

取扱要領 事業費 約 1９0 百万円 

：仕入れ土地（解体含む）約

８0 百万円 

建築費約 110 百万 

実績 ・事業主体による連担建築物設計制度の活用事例は本件 1 件。 

（現在、他地区で同様の取組を行っている） 

 

取組の背景・経緯 

・京都市においては、京町家の価格評価が非常に高く、建替え・改修を問わず、再建築不可物件であろう

と、売却が可能である。特に再建築不可物件については、土地取得費が抑えられるため事業性が高いこ

とが路地奥の物件を多数扱う動機となっている。 

・また、路地や京町家といった京都独自の住宅ストックを活用、創出していくことが、まちづくり及び、

不動産事業の両面から持続的なあり方であるという考え方に基づき、事業を手掛けている。 

 

■事例地区における取組背景・経緯 

・当初は、建築基準法第４３条ただし書を適用し建替えを行う予定であったが、行き止まり路地の延長が

長すぎることから、自治体（京都市）における４３条ただし書の要件に当てはまらず、連担建築物設計

制度による建替えを行うことに至った。 

※京都市では、幅員 1.5～2ｍ未満の「専用の通路」に敷地が接する場合は、「専用の通路」の延長は、20

ｍ以下でなければ建築基準法第 43 条ただし書は適用されない。 

一方で、連担建築設計制度では、延長 50ｍ以下の袋地であれば適用が可能となっている。 

 

工夫点・成功要因 

・連担建築物設計制度の活用にあたっては、多くの場合、始端部の敷地との合意形成が必要となるが、当

該事例については、始端部の敷地も同一の所有者であったため、事業を円滑に進められた。 

・また、避難路の確保にあたっては、裏側の路地の所有者に相談したところ、相互に避難路が活用できる

メリットを共有できたことで、合意形成が円滑に進んだ。 

・その他、住宅の建替えに際して住宅ローンが適用できることも事業推進上のメリットとなる。 

・当事業者は、それまでに京町家の活用や路地の再生に関する活動に積極的に取り組んできた経験から、

路地奥や京町家といった物件に対する市場価値の判断を行うことができたことも事業実施の要因の一

つとなっている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・当該事例のように伝統工法を用いた場合、付加価値を付けることが可能になる一方、建築費が高くなり

採算上は厳しくなる場合がある。 

・他地区で同様の取組を行う場合、路地敷地に対して 4ｍ幅員への拡幅が難しい地区もある。また、地権

者数が多くなると協定に労力が必要となる。 

 

他地区への援用可能性 

・一般的に展開する場合は、合意形成や、通路の幅員確保、避難路確保といった、一定の条件を満たす必

要があるが、路地奥の物件に対し、付加価値の創出や購入者層の想定ができれば、他地区での展開の可

能性も考えられる。 
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事例名 
老朽建築物除却の負担軽減に向けた支援 

（東京都不燃化推進特定整備地区） 

 

029 

取組主体 世田谷区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・不燃化推進特定整備地区（不燃化特区）にある老朽建築物の除却に対して、実工事費または床面積当た

りの単価基準（1 ㎡あたり 27,000 円）のいずれか少ない方の額を助成し、助成金交付限度額（例：上

限１００万円など）を設定せず、助成金申請者の費用負担を軽減することにより、制度利用の促進を図

っている。 

【概要】 

・耐用年数の３分の２を経過した木造または軽量鉄骨造を対象に、老朽建築物の除却を行うものに対し、

除却する老朽建築物の延べ床面積 1 ㎡当たり 27,000 円または実工事費のいずれか少ない方の額を助

成する。 

 

■助成の対象となる建物の要件 

・不燃化特区にある建築物のうち、以下のいずれかの要件を満たしている建物 

－ 耐用年数の３分の２を経過した木造または軽量鉄骨造 

  ※令和２年度までは昭和 56 年以前に建築された木造または軽量鉄骨造 

－ 適正な管理がなされていない建築物 

－ 延焼防止上危険である建築物（国の基準に該当するもの） 

－ 区長が除却が必要と特に認めた建物 

 

■交付対象者 

・老朽建築物の除却を行う者 

 （本助成に類する補助金等の交付を受けた、又は受ける予定の人は対象外） 

 

■助成金額の基準 

・老朽建築物およびそれに附属する工作物の除却工事費及び除却後の整地費につき 

  実工事費あるいは 27,000 円／㎡ 

 のうち、額の少ない方を助成する。 

 

 

 

 

（出典）世田谷区 HP

111TECHNICAL NOTE of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.1167, August 2021,　MLIT



 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・老朽建築物の更新（建替え）が進まないことが密集市街地の改善に向けた課題となっている。 

・建替えの進まない要因の一つである資金面について、助成制度により支援することにより、老朽建築物

の建替えを促進し、建物の不燃化を加速させることで、密集市街地の改善が図られている。 

・不燃化特区については、東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づく「新たな防火規制」の指定がさ

れており、区域内において建築物の建築、増改築等を行う場合は、原則として、すべて準耐火建築物以

上の性能が必要となる。そのため、不燃化特区制度終了後も、老朽建築物の不燃化は進んでいく。 

対象地区と地区の概要 

地区名 不燃化特区全域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ①太子堂・三宿地区：約 80.7ha 

②太子堂・若林地区：約 64.5ha 

③区役所周辺地区：約 145ha 

④北沢三・四丁目地区：約 33.6ha 

⑤北沢五丁目・大原一丁目地区：約 44.2ha 

 

○数字は右図と対応  

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～ 

※終了年度は地区により異なる 

※太子堂・若林地区及び北沢五丁目・

大原一丁目地区は、平成 27 年度よ

り事業開始 

根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・世田谷区不燃化推進特定整備事業、同助

成金交付要綱 

事業費 約 1,340 百万円 

（平成 26 年度～令和元年度

の累計） 

 

実績  

 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 合計 

太子堂・三宿 

地区 
8 件 26 件 23 件 28 件 11 件 17 件 113 件 

区役所周辺 

地区 
19 件 32 件 55 件 44 件 27 件 38 件 215 件 

北沢三・四丁目 

地区 
7 件 17 件 13 件 13 件 9 件 7 件 66 件 

太子堂・若林 

地区 
－ 12 件 27 件 24 件 20 件 28 件 111 件 

北沢五丁目・大

原一丁目地区 
— 7 件 13 件 9 件 8 件 16 件 53 件 

       

 

 

 

（出典）世田谷区不燃化特区パンフレット
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取組の背景・経緯 

・東京都は、木造住宅密集地域（木密地域）の改善を一段と加速させるため、「木密地域不燃化 10 年プロ

ジェクト」に基づく不燃化推進特定整備地区制度（不燃化特区制度）を平成 23 年度より始めた。これ

により特に甚大な被害が想定される整備地域を対象に集中的・重点的取組を実施し、木密地域の整備・

改善を加速させ、延焼による焼失がゼロとなる不燃領域率 70％を目指している。 

・世田谷区では、木密地域の改善を一段と加速するため、従来の密集事業による取組に加えて、平成 26

年度より不燃化特区制度を導入し、区民の行う不燃化建替えの負担軽減のほか、建築士等の無料相談な

ど密集事業による支援を更に充実させた。 

 

工夫点・成功要因 

・助成額単価は、東京都交付要綱を基にしているが、実工事費または床面積当たりの単価基準（1 ㎡あた

り 27,000 円）のいずれか少ない方の額を助成し、助成金交付限度額（例：上限１００万円など）を設

定せず、助成金申請者の費用負担を軽減できるよう制度設計をすることにより、制度利用の促進を図っ

ている。 

・空き家所有者への不燃化特区制度の案内や、老朽建築物を対象に実施した個別訪問の際に、空き家の権

利者へのアンケートを実施するなど、空き家対策を推進している部署と連携し、不燃化特区制度の活用

による空き家の撤去促進を図っている。 

（太子堂・三宿地区） 

・本助成制度により老朽建築物の除却が促進され、不燃領域率の向上につながり、不燃化特区の目標であ

る不燃領域率７０％を達成したため、令和２年度で、老朽建築物の除却等助成金の支援は終了している。 

（区役所周辺地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区） 

・本助成制度により、老朽建築物の除却が促進され、不燃領域率の向上につながり、延焼が抑制される水

準である不燃領域率６０％を超えるまで改善された。 

（北沢三・四丁目地区） 

・本助成制度により、老朽建築物の除却が促進され、不燃領域率の向上につながり、制度導入時と比べ不

燃領域率は大きく改善された。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

（太子堂・三宿地区） 

・不燃領域率は改善されたが、地区内には無接道敷地など、物理的な要因により建替えに至らない老朽建

築物が点在しており、そのような建築物の除却や建替えが課題となっている。 

（区役所周辺地区、北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区） 

・不燃領域率は、制度導入時から改善されてきているが、不燃化特区制度の目標である不燃領域率７０％

の達成に向け、更なる不燃化の促進が求められる。また、地区内には無接道敷地など、物理的な要因に

より建替えに至らない老朽建築物が点在しており、そのような建築物の除却や建替えが課題となってい

る。 

 

他地区への援用可能性 

・不燃化特区制度を実施するには、要件が定められており、その一つとして、東京都防災都市づくり推進

計画において整備地域に指定されている必要がある。 

・不燃化特区制度は、東京都の制度であり、区はその制度の範囲内で制度設計をしていることから、各区

の実施内容に差異がある。 
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事例名 

行政への老朽建物の寄付による権利者負担な
しの建物解体除却 
～不燃化特区危険老朽木造住宅除却事業～ 

（ 東 京 都 荒 川 区 荒 川 ・ 南 千 住 地 区 な ど ） 

 

030 

取組主体 荒川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅴ 空き家が多い 

◎Ⅶ 市場性が低い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・老朽化した木造住宅を権利者から区が寄付を受け、区が除却を行うことにより、元々の権利者負担なく

老朽建物の解体を実施する取組。 

【概要】 

・区の「不燃化特区危険老朽木造住宅除却事業実施要綱」に基づき、危険と判定された老朽木造住宅を対

象として、権利者から区が建物の寄付を受け、建物の権利者となった区負担により除却工事を行ってい

る。 

 

■寄付を受け付ける対象者 

・寄付を受ける対象者は次の全ての要件を満たす者となっている。 

○危険老朽建築物の所有者であること。 

○中小企業基本法第 2 条第 1 項各号に規定する中小企業者以外の企業者でないこと。 

○住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。 

○不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者ではないこと。 

■寄付の要件 

・寄付を受ける住宅の要件は次の全てを満たす必要がある。 

○昭和 56 年 5 月 31 日以前の建物。 

○国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。 

○荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会で危険であると判定された住宅。 

－ 委員会による危険判定は、外観上の判断で行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）荒川区 HP  

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・空き家など老朽木造住宅の除却が困難なものについて、区が所有者となることで確実に除却することが

可能となる。 

・除却への問い合わせや申込みに際して、除却費助成など関連支援策の紹介などを行うことで、本事業以

外の制度を活用した除却なども期待され、除却に関する支援制度などの周知にも役立っている。 
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（出典）荒川区 HP 

対象地区と地区の概要 

地区名 荒川・南千住地区 

町屋・尾久地区 

 

 

地区の概要 ・平成２５・２６年度に不燃化特区整備地区の

指定を受け、地区内部に残存する老朽木造

建築物の更新や主要生活道路の整備を推進

するため建替えや除却に対する支援等制度

を活用することで重点的かつ集中的に取り

組んできた地区である。今後も同様の制度

を活用し、また、エリアを拡大し老朽木造建

築物の更新といった様々な課題を解決すべ

き地区である。 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・荒川区不燃化特区危険老朽木造住宅除

却事業、同実施要綱 事業費 除却費用：２.５百万円/件 

(令和３年度は３件の除却を見込み、

予算を 2.５百万円/件確保してい

る。) 

実績 ・取組を開始した平成 26 年度から令和３年３月までの間に住民からの申し込み件数は６

３１件、これらのうち５２棟について寄付を受け区が除却を実施（他の住宅については

住民による自費除却等）。 

取組の背景・経緯 

・荒川区の不燃化特区内には、400 棟を超える空き家があり（平成 27 年度時点）、市街地の安全性確保

の上で大きな課題となっていた。また、居住している住宅についても経済的な負担や工事業者への手続

きなど建物所有者の煩わしさなどから建替えが進まない状況があったことから、これらの住宅につい

て、区が寄付を受け除却工事を行うことで建物所有者の負担軽減を目的として開始された。 

工夫点・成功要因 

・老朽木造住宅について区が寄付を受け権利者となることから、所有者の負担なしに除却することができ、

市街地の安全性向上に大きく寄与している。 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・事業対象は住宅本体のみであることから、それ以外の構造の部分や住宅内の動産物の処分、庭などの樹

木の伐採はできないことや埋設物や地中障害があった場合の対応ができないため、これらは事前もしく

は事後に住民などに撤去してもらう必要がある。 

・長屋の場合、一世帯のみを除却すると外壁補修や補強工事も必要になるため、事業の対象としていない。 

（出典）荒川区提供資料 
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・危険な老朽木造住宅の所有者から寄付の申出を受けてから、除却工事が完了するまでの手続きに約半年

を要するため、需要に対して除却が追い付かない面がある。 

・これらの課題も踏まえ、現在、荒川区では、本取組の制度は残しつつ、より手続きなどが容易な交付要

綱（荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱）の改正により建築物の除却を進め、区内の密集市

街地の早急改善に取り組んでいる。 

 

他地区への援用可能性 

・不接道敷地や搬出路が狭い土地等は除却費用が嵩むため、寄付除却は、他地区、他都市においても事業

推進の有効な方法と言える。 
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事例名 

空地や避難路確保を目的とする建物除却支援 
～防災まちづくり推進事業～ 

（密集市街地を含む旧市街地の範囲） 

 

031 

取組主体 京都市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅴ 空き家が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却支援 

特徴と概要 

【特徴】 

・密集市街地及び細街路の防災性の向上を目的として、老朽木造建築物の除却による避難安全性、延焼防

止性その他周辺の防災性の向上を図る。 

【概要】 

・密集市街地及び細街路において、「老朽木造建築物の除却」に対し、補助を行う。 

 なお、老朽木造建築物の滅失と空地の確保を目的とする事業であるため、跡地についても空地として活

用することを前提としている。 

 

 

■制度内容 

 【内 容】 密集市街地及び細街路において、周辺の防災性の向上を目的として、老朽化した木造建築

物を除却する場合に、その費用を補助する。 

 【補助額】 上限 60 万円（補助率 2/3） 

 【対 象】 以下のいずれにも該当するもの 

・ 昭和 56 年５月３１日以前に建築された建築物であること 

・ 京町家（著しい管理不全状態の特定空き家等を除く）でないこと 

・ 以下の（1）～（４）のいずれかに該当するもの 

（1）優先地区又は優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内の細街

路(幅員 4m 未満の道)に接していること 

（2）袋路（幅員 4m 未満の行き止まりの道）に接していること 

（3）幅員 1.8m 未満の道にのみ接していること 

 （4）建築基準法上の道路に接する部分が２ｍ未満であること 

【要 件】除却後の跡地が、以下のいずれかに該当するもの 

    ・災害時において、周辺住民が避難するための経路としてその一部の利用を可能とするなど、 

周辺の避難安全性の向上に資するものであること 

・駐輪場、菜園など適正に管理された空地として利用するものであること など 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・旧耐震基準の木造建築物の除却の促進により、避難困難性や延焼危険性が改善し、周辺の防災性が向上

している。 

・災害時には、周辺住民が避難するための経路としてその一部を利用することで、周辺の避難安全性が向

上している。 

・管理不全空き家の解消により通風、採光、衛生など住環境の改善にもつながっている。 
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従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 密集市街地を含む旧市街地の範囲 

（住宅市街地総合整備事業の範囲） 

 

 

地区の概要 面積：約 4,389ha 

・京町家が多く残る地域であり、京都らしい特

徴、魅力を備える一方で、細街路や老朽建築

物など、防災上の課題を抱えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成２６年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・京都市防災まちづくり推進事業、同補助

金交付要綱 事業費 ３００万円（令和３年度） 

実績 ・施行後、令和３年３月末時点の実績は４４件となっている。 

 

取組の背景・経緯 

・京都市には、袋路等の細街路や戦前に建てられた木造住宅が数多く分布しており、地震時の避難や救助

に支障をきたすとともに、火災時には延焼拡大のおそれがあるなど防災上の危険がある。 

・京都市では「歴史都市京都における密集市街地対策等の取組方針（令和３年改定）」を策定し、歴史性を

大切にしつつ、地域の防災性を高めるため、地域と連携のもと「防災まちづくり」に取り組むとともに、

具体的な改善を進めるための様々な支援制度を創設した。 

・当該事業はその一つであり、密集市街地及び細街路における避難安全性、延焼防止性その他周辺の防災

性の向上を目的としている。 

 

補助対象区域 

（出典）京都市提供資料 

（出典）京都市提供資料 
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工夫点・成功要因 

庁内の連携 

・管理不全空き家の指導に合わせ、事業を紹介するなど周知においての連携を図っている。 

・要件として、優先地区を含む「路地・まち防災まちづくり計画」の区域内に存する４ｍ未満道路も対象

としており、他施策との連携を図っている。 

 

優先地区の指定による活用促進 

・優先地区においては、要件の緩和により、更なる事業活用の促進を図っている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・対象要件や路地要件を細かく設定しているため、対象となる建物が少ない。 

・管理不全の老朽木造住宅の除却を目的とする一方、政策的に京町家の保全を図っているため、所有者に

除却意向があっても、事業を実施できないケースもある。 

 

他地区への援用可能性 

・非法定道路などが多く、建替えが困難な箇所の多い密集市街地においては、当事業の考え方が参考とな

る。 
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事例名 
優先道路に定めた道路沿道の老朽建築物の 

除却支援   (大 阪 府 寝 屋 川 市 萱 島 東 地 区 な ど ） 

 

032 

取組主体 寝屋川市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良敷地が多い 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

B-2 細街路の整備 

○安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・任意事業への協力を促すための、建物更新の際のインセンティブとなる除却費の補助制度 

【概要】 

・住宅市街地総合整備事業等の制度に基づく整備計画を策定している 3 地区において主要生活道路に指定

された道路のうち、優先整備道路沿道の拡幅部分にある老朽木造建築物を対象に除却費を補助。 

・道路の義務後退を超える部分については、市で買収。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■補助額 

・床面積に１㎡あたりの算定基準額を乗じる方式で算出 

（上限：戸建住宅 100 万円、共同住宅 250 万円） 

■除却工事費の算定方法 

・「除却に要する費用」と「算定基準により算出した金額」とのいずれか低い金額 

・算定基準：建物の床面積１㎡当たり 8,000 円（木造部分に限る） 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・市内密集市街地内の大部分において、高齢者率が市内平均よりも高く、建替えに関する意欲の低下が考

主要生活道路整備事例 
（出典）寝屋川市ＨＰ
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えられ、また、建築物に相続が発生し建物所有者の複雑化などによる事業スピードの低下が阻害要因と

なっているなかで、防災街区整備地区計画による耐火建築物または準耐火建築物の構造制限（平成 28

年 10 月１日より）と合わせ、インセンティブとして補助制度を設けることにより、建替え意欲の向上

を図っている。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 萱島東地区（48.7ha） 

池田・大利地区（66.0ha） 

香里地区（133.0ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・香里地区の一部を除き、危険密集市街地に該

当 

・住宅市街地総合整備事業等の制度に基づく

整備計画を策定している 3 地区において主

要生活道路に指定された道路のうち、優先

整備道路の沿道 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 22 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・寝屋川市密集住宅地区整備要綱 事業費 約 100 万円／年 

実績 【Ｈ23～R2 までの実績】 

・優先主要生活道路沿道：除却９棟 16 戸(平成 22 年度１棟１戸） 

 

取組の背景・経緯 

・防災性の向上を図りつつ良好な市街地の形成を促進することを目的とし、優先整備道路の整備において

土地所有者等が行う除却工事に係る費用に対して交付している。 

・消防車などの緊急車両の進入や地区内の通行を円滑にするための主要な道路を主要生活道路として指定

し、幅員 6.7ｍを標準として、沿道の建物が建て替えられる際に、後退して建物を建てて頂くよう土地

所有者の方の協力を得ながら、主要生活道路の整備を進めている。 

（出典）寝屋川市提供資料

（出展） 
寝屋川市密集市街地
総合防災計画 
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工夫点・成功要因 

・令和２年 10 月１日より防災街区整備地区計画による壁面の位置の制限を主要生活道路及び主要生活道

路優先整備道路に行うことにより、補助制度を使用せず除却を行い、建替えを行った際でも幅員を確保

できるようにしている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・道路の拡幅整備（整備計画）自体が任意事業であるため、強制力がないことが課題である。 

・除却補助申請について、主要生活道路に接する場合は、当該敷地の土地所有者が主要生活道路の整備に

協力することを明確にした要綱に改正するなどし、任意事業の中でも、協力を得ることができるように

している。（寝屋川市密集住宅地区老朽木造集合住宅除却費等補助金交付要綱改正：平成 30 年 12 月

３日） 

 

他地区への援用可能性 

・財源確保が可能であり、主要生活道路等の優先順位が明確に関連計画等に示されている場合で、建替え

や除却を検討している所有者がいる地区では展開が可能。 
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事例名 
建替えの有無に関わらない木造集合住宅の除却支援 

(大阪府寝屋川市萱島東地区など） 

 

033 

取組主体 寝屋川市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅲ 権利関係が複雑 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

○安全な市街地空間形成 

A-2-1 規制誘導手法の活用による

建替え促進 

特徴と概要 

【特徴】 

・令和２年度内の目標達成に向けた除却工事費の全額補助を実施することで、市街地更新の加速化を図っ

ている。 

【概要】 

・密集住宅地区内の老朽化した木造集合住宅等の除却に係る費用について、建物所有者等に対して交付す

る。 

・補助額は、上限 250 万円で 100％補助。（令和２年度末までの期間限定） 

・入居者移転費用についても住居面積に応じて一定の額（上限１棟あたり 180 万円）を補助。 

・除却跡地に建物を建設しない場合も活用可能。（除却のみ） 

 

■補助対象建物、補助対象者 

・補助対象建物：木造で老朽化した文化住宅、アパー

ト、及び長屋住宅 

・補助対象者 ：上記建物の所有者（個人、事業者） 

 

■除却工事費の算定方法 

・「除却に要する費用」と「算定基準により算出した金

額」とのいずれか低い金額 

・算定基準：建物の床面積１㎡当たり 8,000 円（木

造部分に限る） 

・限度額：１棟当たり 250 万円 

 

■入居者移転費の算定方法 

・「入居者移転に要する費用」と「算定基準により算出

した金額」とのいずれか低い金額 

・算定基準 

住居面積 15 ㎡未満の住居 1 戸あたり 6 万円 

住居面積 15 ㎡以上 30 ㎡未満の住居 1 戸あたり

12 万円 

住居面積 30 ㎡以上の住居 1 戸あたり 18 万円の合

計 

・限度額：１棟当たり 180 万円 

 

■補助に関する注意事項 

○市の予算の範囲内で交付（予算額を超える場合、交付申請は受け付けない） 

○交付申請から建物除却完了までを同一年度内に完了すること 

○主要生活道路沿道の敷地で補助を受ける場合は、主要生活道路の後退（用地買収等）への協力 等 

補助事業の案内 
（出典）寝屋川市提供資料
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・市内密集市街地内の大部分において、高齢者率が市内平均よりも高く、建替えに関する意欲の低下が考

えられ、また、建築物に相続が発生し建物所有者の複雑化などによる事業スピードの低下が阻害要因と

なっているなかで、防災街区整備地区計画による耐火建築物または準耐火建築物の構造制限（平成 28

年 10 月１日より）と合わせ、インセンティブとして補助制度を設けることにより、建替え意欲の向上

を図っている。 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 萱島東地区（48.7ha） 

池田・大利地区（66.0ha） 

香里地区（133.0ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・香里地区の一部を除き、危険密集市街地に該

当している。 

・昭和 30 年代以降の高度経済成長期に、道

路･公園等の都市基盤施設が未整備なまま

駅周辺を核に、多くの文化住宅・木造アパー

ト等が建設された。 

※萱島東地区は平成 31 年４月に危険密集市

街地ではなくなったため、原則他の２地区

が優先される。 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 23 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・密集住宅地区老朽建築物等除却補助金

交付要綱 

事業費 約 200 万円×45 件 

（年間 45 件を想定した予

算） 

実績 ・平成 23 から令和２までの実績として、文化住宅等 227 棟（内、長屋 51 棟）の補助

を実施している。 

・平成 29 年度は 30 件の実績がある。平成 30 年度は、地震等の被害により、除却が増

加し、47 件となった。 

・入居者移転費用については、２～３割利用されている。 

・補助のＤＭや個別訪問、業界団体（宅建業者）への周知を行っている。 

（出典）寝屋川市提供資料

（出展） 
寝屋川市密集市街地
総合防災計画 
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取組の背景・経緯 

・「災害に強いまちづくり」として、防災街区整備地区計画の決定を行ったが、建替えの発生頻度が低いた

め、不燃領域率等の改善につながらない状況であった。 

・100％補助として、制度を設立することで、建替えや除却を検討している所有者の事業実施への後押し

を行う目的で設けた。 

 

工夫点・成功要因 

・期間を明確に区切った上で、所有者の自己負担なしで除却をすることができる点を PR することが、制

度活用と市街地更新の促進につながっているものと考える。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・老朽木造集合住宅（文化・アパート等）の建物所有者の多くが高齢となっており、建替えが困難である。 

・駅前の地区（池田・大利地区）では入居者が多いこともあって、進捗は芳しくない。 

・入居者がいることが除却できない理由となっていることが多いため、入居者移転費用を補助しているが、

一人でも入居者がいれば、家賃収入があることで、固定資産税を支払うことが可能となり、「建て替える

よりも得」と考える所有者がいる。 

 

他地区への援用可能性 

・当該事業は、対象建築物が木造集合住宅等に限定されるため、戸建住宅や木造以外の建築物は対象外と

なってしまうが、長屋建て住宅や木造賃貸住宅などの割合が高い密集市街地では有効であると考えられ

る。 

 

 

  

125TECHNICAL NOTE of National Institute for Land and Infrastructure Management, No.1167, August 2021,　MLIT



 

 

事例名 

敷地の寄付に対する既存建物の除却支援 
～密集市街地防災まちづくり寄付受け事業～ 

（兵庫県神戸市灘北西部地区など） 

 

034 

取組主体 神戸市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅴ	空き家が多い 

◎Ⅶ	市場性が低い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・市が土地所有者から土地の寄付を受け管理する仕組みで、老朽建築物の除却補助及びまちづくり協議会

等が維持管理する場合の空地整備費補助をセットにしている。 

【概要】 

・密集市街地において土地の寄付受けを公募し、採択された場合は、必要に応じて土地の境界確定等に係

る費用と、老朽建築物の除却費用に対して補助金を交付する。 

・関係部局の長で構成する審議会において、防災まちづくり等に寄与すると認められた場合に採択する。 

・寄付するためには、土地・建物の所有権を有する者全員の同意が得られていること、建築物等が存在し

ないことなどの要件を満たすことが必要である。 

・延焼危険性の低減及び将来の事業用地の確保を目的としている。 

 

■寄付の要件 

・灘北西部、兵庫北部、長田南部、東垂水（対象区域図参照）に土地が存すること。 

・防災まちづくりに寄与すると認められること。 

・原則として土地・建物の所有権を有する者全員の同意が得られていること。 

・土地に賃借権等が設定されていないこと。 

・土地が人の往来のある道でないこと。 

■補助の内容及び補助金額 

・土地の境界確定等に係る費用（限度額の範囲内で全額） 

・老朽建築物（昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された主要構造部が木造の建築物）の解体に係る費用

（限度額の範囲内で全額） 

・まちづくり協議会等との維持管理協定を結んだ土地の空地整備に係る費用（整備する空地面積×9 千円

/㎡＋30 万円又は 150 万円を上限として全額）、及び空地修繕に係る費用（10 万円を上限として全

額） 

■寄付受けまでの流れ 
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（出典）神戸市提供資料 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・老朽木造建築物の除却を伴う場合は、防災性向上に寄与する。 

・寄付受け後の土地は、地域コミュニティの形成の場や災害時の防災空間として整備されており、地域防

災力の向上に寄与する。 

・老朽空家や管理されていない空地による周辺への悪影響が解消されることにより、住環境の改善に寄与

する。 

・将来的に事業用の種地として活用することにより、建替え促進を図り、防災性向上に寄与する。 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 灘北西部地区、兵庫北部地区、長田南部地区、東垂水地区（いずれも危険密集市街地とその周辺） 

地区の概要 【灘北西部】 

・４地区の中では比較的建替えニーズは高いが、局所的に狭小な未接道敷地が集積してい

るほか、空き店舗の多い小売市場が存在する。 

【兵庫北部】 

・急速なスプロール化により都市基盤施設が未整備で狭小宅地や長屋が多い。山麓部など

高低差の大きい地形では接道条件が悪く隣地統合も困難で空家が増えている。 

【長田南部】 

・地区の南では未接道敷地が集積しており、東には空き店舗の多い小売市場が存在する。

全体的に高齢者の単身世帯が多く建替え意欲が低い。 

【東垂水】 

・斜面地に無秩序に市街化が進んだため、狭小宅地が集積し、袋路や階段状の道路、建築

基準法上の道路でない通路が多く、建替えが困難な場所が多い。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

灘北西部地区            兵庫北部地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長田南部地区                東垂水地区 

 （出典）神戸市 HP
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成２８年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・神戸市密集市街地防災まちづくり寄付

受け事業、同補助金等交付要綱 

事業費 約１0 百万円（平成 28 年度

から令和２年度の累計） 

実績 令和元年度に２件、令和２年度に１件、寄付受けしている。 

 

取組の背景・経緯 

・未接道敷地が多い地区においては、個人向けの支援制度だけでは建物更新が進まない。道路や面的整備

などの事業を実施するにあたっては事業用地の確保が必要となるため、戦略的に土地を寄付受けする制

度を立ち上げた。 

 

工夫点・成功要因 

・まちなか防災空地の要綱改正に合わせて、整備に要する費用への補助の上限額については令和元年度に

見直し、修繕に要する経費（整備後に生じた課題を解決するためのもの）については令和２年度より補

助を開始した。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・寄付受けの土地は通常、事業種地として活用できるかが不透明であり、将来にわたり維持管理責任を負

うなどのリスクを伴うため、寄付受け後の展開についていくつかの道筋を考えておくことが必要であ

る。 

・現在、密集市街地における土地所有者の多くは第１世代であるため、今後、相続が発生する段階で、土

地の流通が困難であるとの判断のもとで寄付の申し出が増加することも想定され、予算措置等の対応が

必要になる可能性がある。 
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事例名 

空き地の借受けによる「まちなか防災空地」
の整備 ～まちなか防災空地整備事業～ 

（ 兵 庫 県 神 戸 市 灘 北 西 部 地 区 な ど ） 

 

035 

取組主体 神戸市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

特徴と概要 

・市が土地所有者から空き地を無償で借り受け、市の補助金を受けてまちづくり協議会等の地域団体

が防災空地として整備し、維持管理する仕組み。 

 

【概要】 

・密集市街地において、火災などの延焼を防止するスペースを確保することを目的に「まちなか防災空地」

の整備を進める。まちなか防災空地は、災害時は一時避難場所や消防活動用地、緊急車両の回転地など

の防災活動の場として、平常時は、広場・ポケットパーク等のコミュニティの場として利用する。 

・土地所有者、まちづくり協議会や自治会等の一団の区域内の住民等で組織する団体、神戸市の三者で協

定を締結し、市が土地を無償で借り受け（固定資産税等は非課税となる）、まちづくり協議会等が整備及

び維持管理を行う。 

・当事業には老朽建築物除却費補助をパッケージ化し

ており、実績の約半数で除却まで実施している（残

りの約半数は、空地を整備）。 

・土地所有者には、「固定資産税の非課税」「管理を地

元に任せられる」がメリットとなること、また事業

期間を３～５年（以降は自動更新）と短期に設定し

たことで、用途を決めていない所有者にとって利用

しやすい事業となっている。 

 

 

■補助の内容及び補助金額 

・老朽建築物除却に係る費用（予算の範囲内で全額） 

・まちなか防災空地整備に係る費用（整備する空地面積×9 千円/㎡＋30 万円 又は 150 万円を上限

として全額） 

・まちなか防災空地修繕に係る費用（10 万円を上限として全額） 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・老朽木造建築物の除却を伴う場合は、防災性向上に寄与する。 

・地域コミュニティが形成され災害時には防災空間として機能するように整備されることにより、地域防

災力の向上に寄与する。 

・老朽空家や管理されていない空地による周辺への悪影響が解消されることにより、住環境の改善に寄与

する。 

・将来的に寄付受け等により事業用の種地として利用できる可能性を含んでいる。 

 

図・写真 

（出典）神戸市ＨＰ 
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従前・従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 灘北西部地区、兵庫北部地区、長田南部地区、東垂水地区（いずれも危険密集市街地とその周辺） 

地区の概要 【灘北西部】 

・４地区の中では比較的建替えニーズは高いが、局所的に狭小な未接道敷地が集積してい

るほか、空き店舗の多い小売市場が存在する。 

【兵庫北部】 

・急速なスプロール化により都市基盤施設が未整備で狭小宅地や長屋が多い。山麓部など

高低差の大きい地形では接道条件が悪く隣地統合も困難で空家が増えている。 

【長田南部】 

・地区の南では未接道敷地が集積しており、東には空き店舗の多い小売市場が存在する。

全体的に高齢者の単身世帯が多く建替え意欲が低い。 

【東垂水】 

・斜面地に無秩序に市街化が進んだため、狭小宅地が集積し、袋路や階段状の道路、建築

基準法上の道路でない通路が多く、建替えが困難な場所が多い。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灘北西部地区 

長田南部地区

兵庫北部地区 

東垂水地区 

まちなか防災空地の例（灘西北部地区） まちなか防災空地の例（兵庫北部地区） 

（出典）神戸市提供資料
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灘北西部地区            兵庫北部地区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長田南部地区                東垂水地区 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 24 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・住宅市街地総合整備事業、同制度要綱 

・神戸市密集市街地まちなか防災空地事

業、同補助金交付等要綱 

事業費 約 7 百万円／年 

実績 ■年度別実績 

平成 24 年度：２件 

平成 25 年度：４件 

平成 26 年度：15 件 

平成 27 年度：20 年 

平成 28 年度：16 件 

平成 29 年度：８件 

平成３０年度：６件 

令和元年度 ：５件 

・令和元年度までの８年で７６ヶ所

の整備を行った。うち 1 ヶ所は、

平成２９年に終了して売却された

が、その後は不燃性の高い建物と

なっている。 

・木造住宅の戸数減少により指標の

改善につながる。ただし、空地に

関しては国の基準が大きく、当事

業で整備する防災空地の規模で

は、不燃領域率の改善には影響し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）神戸市提供 

 

まちなか防災空地整備事業 

まちなか防災空地整備事業 老朽建築物除却 

（出典）神戸市 HP
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取組の背景・経緯 

・阪神大震災では、多数の家屋が倒壊して避難度が低下した他、木造住宅が多い地域において大火災が発

生した。その経験より、密集市街地を解消していくことが大きなテーマとなっている。 

・再建築が困難な狭小地や未接道の空家・空地、用途が決まっていない空地では、十分に管理されていな

いところが多く見受けられる。そのような土地であっても、まちなか防災空地に整備して地域のコミュ

ニティの場として活用することで、地域の課題を魅力資源へと変えることができる。 

 

工夫点・成功要因 

・整備に要する費用への補助の上限額について、過去の事例を踏まえて令和元年度に見直し 

・修繕に要する経費（整備後に生じた課題を解決するためのもの）については、令和２年度より補助を開

始 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・管理団体の高齢化が進み、次の担い手を確保する必要が生じてきている。 

・事業協力に前向きな管理団体の地域に集中しがちであり、維持管理が可能な個所数にも限界があるため

整備実績は減少傾向にある。 

・空き家や空き地など防災上課題を抱える土地、建物に対して、適正管理が実施されることにより、地域

の防災性能が向上するとともに、地域の防災活動の拠点、コミュニティの場形成にもつながる。 

 

他地区への援用可能性 

・他地区での援用について、防災まちづくりの取組として、まち歩きによる地域内の点検などを実施して

いる場合には効果的な導入が可能と考えられる。 

 

 

 
 

 

  

132 国総研資料 第1167号, 令和３年８月, 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部



 

 

事例名 

老朽建物の寄付除却と跡地の自治会等による
管理 ～老朽危険空き家対策事業～ 

 （長 崎 県 長 崎 市 全 域 ） 

 

036 

取組主体 長崎市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-1 老朽建物の除却促進 

◎地域防災力の向上 

Ｅ-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・老朽危険空き家の解体を行い、跡地を市で寄附受けし、公共空間として活用することで、地域の防災・

防犯や生活上の課題解決につなげている。 

【概要】 

・老朽化した危険空き家を解体するとともに、解体後、公共性のある空地として整備を行う。 

・他都市において、導入されている民間の土地を市が無償貸借し、空地を整備する事業とは異なり、寄附

受けすることにより市の一般財産として位置づけられる空地として整備を行う。 

■事業要件 

・下記の条件にすべて当てはまるものを対象としている。 

1.長崎市内にある老朽危険空き家であること 

2.所有者が土地と建物を長崎市へ寄附されていること 

3.解体後の土地の日常の維持管理を、地元の人たちで行うこと 

・空き家の解体、維持管理については、第一義的には所有者が行うべきであり、個人の財産である家屋を

公費で解体するため、事業対象とする建物及び土地に次のような条件を設けている。 

○建物 

①木造又は軽量鉄骨造建築物であること。 

②長崎市に寄附等ができること。借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸し

ている土地を長崎市へ寄付等をすることができること。 

③建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 

④建物の所有者が市税を完納していること。 

○土地 

①長崎市に寄附等ができること。 

②土地に物件又は賃借権が設定されていないこと。 

③建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項に規定する災害危険区域、地すべり等防止

法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定する地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等にお

ける土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂

災害特別警戒区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第

３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域で維持管理に支障をきたすおそれがないこと。 

④寄付等後に災害防止のための擁壁工事等の措置が必要でないこと。 

⑤維持管理に係る地元自治会の同意が得られるもの。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、

この限りではない。 

⑥土地の所有者が市税を完納していること。 

⑦建築基準法第４２条に規定する道路に接していること。 

○建物・土地共通 

・長崎市内に存すること。 

・土地の面積や形状等に関する要件は設けていないものの、上記に加え、公共性に資することが要件と

なっており、周囲が私道にのみ囲まれているようなところでは、パブリックアクセスが確保されず、

公共性を担保できないため事業対象としていない。 
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■整備後の管理 

・跡地については、地元自治会と協議のうえ、広場や休憩所、ゴミ集積所などとして整備し、自治会に管

理を依頼している。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・適正に管理されていない老朽危険空き家による家屋の倒壊・建材の飛散・害虫害獣・悪臭等の様々な問

題と、防災広場の不足等の地域の課題に対して、老朽危険空き家を除却し、跡地を公共空間として整備

することで、住環境の改善と防火性の向上を同時に図ることができた。 

 

従前 従後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 長崎市全域  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・事業施行時の対象区域である「特に整備が必

要な既成市街地」は、消防活動の困難性等を

踏まえ、独自の基準により選定されている。 

・ニーズが高い事業であるとともに、当初指定

した既成市街地以外でも事業の必要性が見

られるエリアがあったため平成 24 年度、

対象区域を拡大した。 

・全市的に特定空家等及び老朽危険空き家が

増加している状況を踏まえ、長崎市空家等

対策計画の目標である「特定空家等をなく

す」をより推進するために、令和２年度に対

象区域を全市域に拡大した。 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 18 年度～令和元年度 根拠法 

適用事業・制度 

・空家等対策の推進に関する特別措置法

（空き家対策総合支援事業） 

・長崎市老朽危険空き家対策事業、同実施

要綱 

事業費 事業費の半分は国費 

（出典）長崎市提供資料

R2 年度 全市域へ拡⼤ 

（出典）長崎市提供資料

134 国総研資料 第1167号, 令和３年８月, 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部



 

 

実績 ・当初、平成 18～22 年度の５年間の事業として、特に整備が必要な既成市街地（105

町丁目、1,070ha）を対象にスタートしたが、事業に対する評価が高いこともあり、対

象区域を平成 24 年度に既成市街地（330 町丁目、3,900ha）に拡大し、全市的な空

き家問題の増加を受け令和２年度に全市域に拡大、現在も継続して実施している。 

・なお、平成 18 年度～令和元年度までの実績として、５１件の解体及び跡地整備を行っ

ている。 

・事業対象となる土地については、建築基準法上、建替えはできるものの、活用が困難で

ニーズの低い土地が事業対象となる傾向にある。 

取組の背景・経緯 

・平地が少ないため、古くより斜面地に密集した木造住宅地が形成されているが、長年にわたって使用さ

れず、適正に管理されていない老朽化した空き家が増加し、周囲への危険性も増している。 

・このような老朽化した危険な空き家について、所有者へ空家特措法等による指導等を行っているが、所

有者による対応が進まない状況を踏まえ、既成市街地に存する老朽危険空き家に限り、土地の寄付等を

条件に行政負担で建物を解体し、公共空間として整備する「老朽危険空き家対策事業」を開始した。 

・H24 年度と R2 年度にそれぞれ区域を拡大し、現在は、全市域の老朽危険空き家を対象に事業を実施

し、老朽危険空き家の除却及び市民の安全安心な住環境整備を推進している。 

 

工夫点・成功要因 

・老朽危険空き家の除却とともに、公園が少ないなどの地域のまちづくりの課題も解決することができた。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・複数の跡地管理をしている自治会もあり、自治会の負担感が増している状況もある。実際に、地域の合

意が得られず、事業着手に至らないケースもある。 

・寄附された土地の法面が、寄附後数年のうちに崩れる事例も発生しているため、土地の調査をどうする

かも課題となっている。 

 

他地区への援用可能性 

・長崎市と同様に、斜面地等の地域特性から、活用が困難でニーズの低い土地が多いことが課題となって

いる密集市街地では、有効であると考えられる。 
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事例名 
地区計画による壁面後退への後退面積に応じた支援 

（目黒区原町一丁目・洗足一丁目地区） 

 

037 

取組主体 目黒区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・壁面後退に対する要件として、後退距離ではなく後退面積に応じた基準を設定し、壁面後退奨励金の交付

額を決定している。 

【概要】 

・地区計画で定める壁面後退をともなう敷地で、壁面後退していない既存の建築物の除却を行う場合に、道

路境界線から壁面後退線までの面積に応じて奨励金を交付する。 

 

■交付対象範囲 

・東西連絡路・にこま通り・駅前通り東 

 （右図参照） 

 

■交付対象者 

・個人 

・中小企業法に規定する中小企業者 

 

■助成金額の基準 

・道路境界線から壁面後退線までの面積に応じて、 

 次に掲げる額を交付 

   ４㎡未満    ：40 万円 

   ４㎡以上６㎡未満：60 万円 

   ６㎡以上８㎡未満：80 万円 

   ８㎡以上    ：100 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・壁面後退を促進することにより、道路状空間の確保を図り、災害時の安全性やゆとりある歩行空間の確保

につなげている。 

 

（出典）目黒区提供資料

136 国総研資料 第1167号, 令和３年８月, 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部



 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 原町一丁目・洗足一丁目地区  

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・面積：約 18.6ha 

・目黒区の東南部、品川区と接する位置にあ

る。東急目黒線西小山駅があり、大正 12 年

の東急目蒲線開通に伴い、西小山駅を中心

に市街化が進んできた地区で、多くの老朽

化した木造建築物が密集している。 

・地区内の私道は 4ｍ未満の細街路として多

く残っており、公園の整備も遅れているこ

とから、未だ防災上及び住環境上の問題を

抱えている。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 27 年１月～ 根拠法 

適用事業・制度 

・地区計画 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・目黒区不燃化推進特定整備事業、同助成

金交付要綱 

事業費 － 

 

実績 令和２年３月時点 ：１件 

 

取組の背景・経緯 

・当該地区では、平成 26 年度から東京都不燃化推進特定整備事業（不燃化特区）を活用して、支援事業を

実施していた。平成 27 年１月「西小山駅前地区地区計画」、平成２７年１２月「原町一丁目・洗足一丁

目地区地区計画」が制定され、防災性の向上、安全な歩行環境の確保、土地の有効活用等に対応するた

め、壁面の位置の制限が規定されたことから、これに合わせて、壁面後退奨励金を導入した。 

 

 

工夫点・成功要因 

・地区計画において定められた壁面の位置の制限について、早期実現を図るため、壁面後退を行った建築主

に対して奨励金制度により助成を行った。 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・壁面後退の要件としては老朽建築物の除却を要件としているが、除却時点では壁面後退の担保が取れな

いため、現在は建替え完了時に確認した上で支払いを行う運用により対応を行っている。 

 

 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事例名 

地区計画による壁面後退への接道長に応じた支援 
～防災街区整備地区計画～ 

（東京都大田区大森中地区） 

 

038 

取組主体 大田区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・壁面後退に対して、敷地の接道長に応じた基準を設定し、壁面後退奨励金の交付額を決定している。 

【概要】 

・大森中地区（西糀谷・東蒲田・大森中）内の幅員 6m 未満の地区防災道路の沿道において、防災街区整

備地区計画に基づき建築物の壁面後退を行う場合に、奨励金を交付する。 

・交付額は、建築する建物の敷地が幅員 6m 未満の地区防災道路に接する長さに応じて 30 万円、40 万

円、50 万円のいずれかを交付する。 

 

 

■交付対象範囲 

・敷地が、幅員６ｍ未満の地区防災道路に

接する土地 

（右図の・・・・・で示した道路沿道） 

 

■交付対象者 

・次の要件を全て満たす人 

ア 都市防災不燃化促進助成金（不燃

化助成）を受けて建築工事を行うこ

と 

イ 不燃化特区の区域内であること 

ウ 壁面後退が必要な部分（幅員６ｍ

未満の地区防災道路に接する敷地）

の長さが４ｍ以上あること 

エ 防災街区整備地区計画に適合して

いること 

※ 壁面後退部分に既存の工作物

（塀等）がある場合、撤去する必要がある 

 

■交付額の基準 

・地区防災道路に接する長さが４ｍ以上、６ｍ未満 ：30 万円 

              ６ｍ以上、12ｍ未満：40 万円 

              12ｍ以上     ：50 万円 

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・防災街区整備地区計画において壁面後退区域を定め、都市防災不燃化促進事業の不燃化助成との併用に

より、東京都の不燃化特区制度を活用した「壁面後退奨励金支援」により密集市街地の改善に取組んで

きた。 

（出典）大田区ＨＰ 
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対象地区と地区の概要 

地区名 大森中地区（西糀谷・東蒲田・大森中）  

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・面積：約 6.3ha 

・当地区の幹線道路沿いは商業、業務施設及び

中高層の集合住宅施設が複合立地し、鉄道

各駅からの通り沿い等は一部商店街となっ

ている。内部はほぼ戸建住宅を中心とした

住宅地であるが、一定程度の幅員を有する

道路沿いは近年中層集合住宅の立地が目立

っている。 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 25 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・防災街区整備地区計画 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 

・大田区壁面後退奨励金交付要綱 

 

事業費 1,900 千円 

（令和 2 年度予算） 

実績 平成 25 年度：1 件  400 千円    平成 29 年度：3 件 1,300 千円 

平成 26 年度：3 件 1,100 千円    平成 30 年度：1 件  400 千円 

平成 27 年度：5 件 2,100 千円    令和元年度 ：2 件  800 千円 

平成 28 年度：3 件 1,200 千円    令和２年度 ：0 件（R３年３月末現在） 

計 18 件 7,300 千円 

 

取組の背景・経緯 

・当地区を含む重点整備地域を囲う延焼遮断帯（第一京浜、環状八号線、産業道路）はおおむね形成され

たが、地区内における避難確保や延焼防止機能を確保できる道路等の基盤整備が必要な状況にあった。 

・また、不燃領域率は向上しているものの、地区内では老朽木造建築物等が密集している地域があり、震

災時の大きな被害が想定されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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工夫点・成功要因 

・令和 2 年 10 月に地区内を対象にパンフレットを全戸配布した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・壁面後退奨励金は、不燃化特区の建替え助成金との併用ができないため、都市防災不燃化促進事業の不

燃化助成と合わせて助成をしている。 

・令和３年度で都市防災不燃化促進事業が終了する予定のため、令和４年度以降の利用促進策が課題とな

っている。 

  

（出典）大田区ＨＰ 
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事例名 

用地の寄付を基本とする地域の実状に応じた
通路整備 ～車みち整備事業～ 

（ 長 崎 県 長 崎 市 斜 面 地 市 街 地 ）  

 

039 

取組主体 長崎市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・建物が密集している斜面住宅地において、現在の道路を活かしながら、多少狭くても自動車が通れるよ

う、階段をスロープ化したり、道幅を少し広げたりと、地域の実情に応じた様々な工夫をしながら、車

が通る道路の早期整備を推進。 

【概要】 

■基本方針 

・密集市街地などの既成斜面市街地において、住民の居住環境の改善と防災性の向上を図る。 

・既存の市道を活かし、幅員４ｍにこだわらず、地域の実情に応じた整備を行う。 

・長崎市と地域が一体となって迅速な整備を行う（事業への地元協力）。 

・事業に必要な用地は寄附を基本とする。 

 

■整備の条件 

・既成市街地内の斜面地にある市道（里道で道路幅員 2.5ｍ以上、（一部 2.0ｍまで）確保され市道として

認定することができるものを含む）であること。 

・整備後の道路を利用する家屋（生活実態のある家屋）が５戸以上あること。 

・整備後の縦断勾配が 25％以下であること。ただし、平均縦断勾配は 20％以下であることが望ましい。 

・用地提供等を含めた事業協力について、地元自治会や地権者の同意が得られること。 

 

■整備の手順及び優先度等 

○「事業が実施出来そうな場所を検討し、市から、自治会等に持ちかける」、「市民からの要望を受けて、

市で実現の可能性を検討する」といった２つのルートから、検討･調整等がスタートする。 

○災害危険性が高いこと、自動車が通れる道路が少ない等の条件より、整備地区の優先度は次の順とする。 

①地震時に著しく危険な密集市街地 

②住宅市街地総合整備事業区域（8 地区） 

③その他の斜面市街地 

○整備後の道路を利用する家屋が多い道路を優先整備する。 

○地域や地権者の協力が得られ、早期整備が可能な道路を優先整備する。 

※地域での合意形成は原則、地元に委ねられている 

 

■整備用地 

・整備用地については、基本的に用地買収は行わず、階段道のスロープ化や水路の暗渠化、また、地権者

からの寄附により確保している。 

 

■整備後の管理 

・整備後は、原則、市道となることから、管理は市で行っている。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・道路整備された箇所においては、車が進入できなかったことによる日常生活（買い物、通院、介護など）

での不便さが改善されるとともに防災性の向上が図られた。 

・自動車が進入できないため、高齢化や空き家増加が課題となっていたことが事業の背景にあるが、整備
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した地域では、事業実施道路の沿道において、活用されていなかった空き地が駐車場になるなど、土地

の有効活用に対する効果も見られた。 

・介護事業者の軽自動車が進入できるようになったため、高齢者福祉に貢献しているものと考えられる。 

従前 従後 

《整備事例》 

【階段道のスロープ化】 

 

 

 

 

 

 

 

【擁壁施工による拡幅】 

 

 

 

 

 

 

 

【水路への張り出し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

白鳥町油木町１号線 

 

 

 

 

 

 

 

上小島２７号線 

 

 

 

 

 

 

 

出雲６号線 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 密集市街地などの斜面地市街地  

 地区の概要 斜面市街地では、車が通行できない道路が

多く存在し、地域住民は買い物、通院、介護な

どの日常生活に不便をきたしているほか、救

急搬送や消防活動に支障をきたしている。ま

た、住宅の建築費が高いこと等により、住宅の

更新が進まず、老朽化家屋や空き家が多く残

り、火災の危険に対して脆弱となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）長崎市提供資料

地震時等に著しく危険な密集市街地 
斜面市街地 
住宅市街地総合整備事業区域（整備区域） 
平坦地、郊外部団地 

既成市街地（着色箇所）のうち、

「地震時等に著しく危険な密

集市街地」と「斜面市街地」を

整備対象地区としている。 

（出典） 

長崎市提供資料 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成 25 年度～令和 5 年度 根拠法 

適用事業・制度 

・車みち整備事業 

事業費 約 1,380 百万円 

（平成 25 年度からの累計） 

実績 平成 2５年度～30 年度までに、延べ 25 路線、約 3.2km の整備を実施 

 

 

取組の背景・経緯 

・市内には、階段や狭くて車が入らない斜面住宅地が多く、地域住民には日常生活の不便さや、救急車や

消防車が入らないことへの不安を感じている人も多い。 

・また、若者離れや空き家の増加にもつながっており、地域住民の高齢化が進む中で、居住環境改善のた

めの生活道路を早く整備することが求められていることから、今ある道路を活かしながら自動車が通れ

る道路整備を行う当事業を推進している。 

 

工夫点・成功要因 

・車両が進入できないため、建替えが困難であった住宅等についても、前面まで車両が進入できるように

なったことから、工費が抑えられ、解体・建替えが容易になったと考えられる。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・事業実施にあたっては、地権者からの土地の寄付が必要となるが、相続等により権利者が多数いる土地

では承諾を得るために時間などを要する。 

 

他地区への援用可能性 

・本事業は道路基盤の弱い斜面地住宅の対策を背景とする事業であるため、他都市においても、斜面地等

の同様の課題を抱える密集市街地では有効と考えられる。 
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事例名 底地の買取による権利調整と接道条件の改善  
040 

取組主体 株式会社サンセイランディック 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅲ 権利関係が複雑 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

C-1 接道条件の改善 

D-1 借地借家の権利関係の解消 

○安全な市街地空間形成 

C-2 街区敷地再編 

特徴と概要 

【特徴】 

・民間事業者が主体となった権利関係の整序と区画の再編による接道条件の改善により建替えを促進する

事業。 

【概要】 

・無接道であったり借地権が設定されていることなどから自由な活用が制限され、資産価値が低くなっ

ている不動産の底地や借地権を買い受け、権利関係の整序と区画の再編を行うことにより活用の自由

度と不動産価値を高めた上で売却する事業を行っている。 

・底地、借地権に関する事業として東京、神奈川、大阪を中心に全国で展開している。 

 

■実績例（神奈川県川崎市の例、地積 300 坪、借地権者数 12 名） 

・借地権が設定された 12 区画のうち 6 区画は無接道で、再建築ができないことから建物の老朽化が進

み、また売却も困難な状況であった。接道しており再建築可能な区画についても借地権が設定されてい

ることや、無接道の区画に老朽化した建物があることで資産価値が下がっていた。 

・事業者が無接道の 2 区画の底地を購入し、敷地内の道路を延長することでこれらの区画の接道を確保し

た。更に全区画が接道するよう分筆して区画を再編し、再建築可能な状態にした。 

・その上で借地権者の意向に合わせて借地権の買取や底地の売却を行った（本事例では２件の借地権を買

取、１０件の底地を借地権者に売却）。 

・従前の土地所有者は、借地権者の数が多いことから調整困難な底地を売却することができ、借地権者は

再建築可能な土地の所有権を獲得することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・密集市街地整備の阻害要因である借地権が設定された底地の権利関係が整序されるとともに、接道不

良が解消されることで建替えが促進された。 

 

借地権が設定された 12 件の区
画のうち、６件が無接道敷地 
➡物件価値が低く売却も困難 

測量を行い、行政と協議し、
敷地内の道路を延長 
➡２件が再建築可能となる 

分筆により全ての区画の接道
を確保し、再建築可能となる 
➡物件価値が上がり売却可能に 

底地の買取による権利調整と接道条件の改善 

株式会社サンセイランディック提供資料をもとに作成 
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事業等の概要・実績 

事業期間 平成３年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

－ 

事業費 － 

実績 ・東京都内においては、東京都が「不燃化特区 10 年プロジェクト」を実施している 18 区

のうち、17 区で取組実績を有している（平成２８年度調査時点）。 

 

取組の背景・経緯 

・人間関係や不動産に関わる権利関係が複雑に絡み合って更新が困難な土地については、仲介事業が中心

の一般的な不動産事業者が介入する機会も少ないことから、底地を買取るための資金力のある民間事業

者にとってビジネスチャンスとなっている。 

 

工夫点・成功要因 

・事業者が実績例のように底地を買取った上で借地権者への売却又は借地権の買取を行う他、借地権付建

物を買取って土地所有者へ売却するなど、多様な方法により権利調整を行うことにより底地を解消して

いる。 

・また、事業者が土地所有者となった段階で敷地の再編を行うことで接道条件や敷地の形状を改善し、利

用の自由度を高めている。 

・これにより不動産の資産価値と担保評価が向上し、リフォーム費用の借入や第三者への売却による建替

えなどが可能となり、密集市街地の改善につながっている。 

・権利調整の際には、事業者が土地や建物の権利者に対して不動産譲渡や相続に伴う税金等についても

詳しく説明したり、建替えに必要な資金など様々な相談にも対応するなど、権利者の行動を促すよう

工夫している。 

・併せて、事業者は権利関係の輻輳する底地を仕入れた上で、権利調整とともに企画販売や不動産の管

理を行うことで建替え等の市街地の更新を誘発している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・密集市街地の改善に関わる補助金や税制優遇の制度の活用の前提となる土地や建物に関わる権利関係の

整序を行うため、権利者の実情やニーズに合わせた情報提供や提案ができる人材が必要である。 

・事業者による取組の促進のためには、権利調整における土地の譲渡にかかる税金の負担軽減や所有者不

明物件への対応が課題となっている。 

 

他地区への援用可能性 

・ABB、ABC 型の権利関係（いわゆる底地）や無接道敷地が多い市街地において、対応可能な事業者の

参入があれば援用が可能である。 
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事例名 

等価交換等による住まいの共同化と空地の確保への
支援 ～住まいの共同化と安心建替え支援制度～ 

（東京都台東区全域） 

 

041 

取組主体 台東区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

C-2 街区敷地再編 

○安全な市街地空間形成 

A-1-1 不燃化建替え促進 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・敷地を共同化して等価交換等により建築する共同住宅に対する助成制度。 

 

【概要】 

・隣同士などで敷地を一体的に利用して建築することで密集市街地の改善に対する貢献度の高い建築物に

対して助成を行っている。 

・共同化にあたって空地の確保が要件となっている。 

 

■助成対象区域 

・区内全域 

 

■助成要件（共同化） 

・下記の要件等を満たすこと。 

①敷地面積 100 ㎡以上 1,000 ㎡未満 

②2 以上の敷地の上に 2 以上の地権者が等価交換等により 1 棟の共同住宅を建築し、建物を区分所有

する 

③地上３階建て以上 

④１棟あたり 50 ㎡以上の住戸の合計面積が延べ面積の 1/2 以上 

⑤一部屋の面積が 7 ㎡以上 

⑥空地を整備 

⑦総合設計制度、高度利用地区、特定街区等による容積率の割増しを受けていない 

⑧市街地再開発事業、優良建築物整備事業等の補助金の交付を受けていない 

⑨住民税等の滞納がない 

 

■助成金額 

・助成金額＝延べ面積（㎡）×基準工事単価×基本設計料率/100×0.8 

基準工事単価：121,000 円/㎡（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

基本設計料率：延べ面積に応じて設定 

・地権者人数による加算助成金（200 万円～3,000 万円）の交付あり。 

・従前居住者が引き続き建替え後の建築物に居住する場合の仮住居費助成（40 万円／世帯）あり。 

 

■空地要件 

・環境空地（歩道状空地、貫通通路、ポケットパーク）又は計画空地（地区計画等で定める歩道状空地で

環境空地と同等以上の幅員、面積を確保）のいずれかを整備する。 
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（間口≧奥行き） 

環境空地 

（出典）台東区 HP 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・個別での建替えが困難な住宅について、共同化に対する支援を行うことにより建替えを促進し、狭小敷

地の解消と空地の確保により防災性能向上を図っている。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・台東区住まいの共同化と安心建替え支援

制度、同要綱 事業費 － 

取組の背景・経緯 

・区内では小規模な敷地での建替えが多く、土地の有効な活用がされておらず、また、木造住宅の密集し

た地域を中心に、消防活動がより円滑になるよう防災性を高めることも、街づくりの課題となっていた。 

・そこで、土地、建物の共同化や、木造老朽建物の建替え促進のため、要件に見合った住宅の建替えに対

して、共同化助成を行うこととなった。 

 

工夫点・成功要因 

・建物の延べ面積に応じた助成金と合わせて地権者の人数に応じた助成金及び仮住居費の助成金を加算す

ることで手厚い支援を行っている。 

・空地の確保を要件とすることにより市街地の安全性の向上を図るとともに、住戸面積や一部屋の面積の

下限を定めることで良質な住宅ストックの形成へとつなげることで新たな居住者の流入を促している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・良好な住環境の整備を目指し、安全なまちづくりに貢献する建替えを進めるための助成制度であり、密

集市街地に限らず、個別建替えが困難な権利者が多い地区などにおいて効果が期待される。 
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事例名 

狭小宅地改善及び同居等を推進する隣地等の取得に
対する支援 

（ 三 重 県 密 集 市 街 地 整 備 基 本 方 針 に よ る 区 域 ） 

 

042 

取組主体 四日市市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

C-2 街区敷地再編 

特徴と概要 

【特徴】 

・宅地の敷地増しを行う際に登記費用等の手続き費用の一部を助成することにより、密集市街地における

安全安心な住環境の形成や同居等による子育て・介護環境の充実、定住促進を図る事業。 

【概要】 

■目的 

・密集市街地においては、宅地が狭小のため建物の更新が進まず、世帯分離や高齢化に伴い、老朽危険家

屋や空き地の増加が懸念される。 

・狭小宅地の敷地増しを行い定住する者に対し、登記等の手続き費用の一部を助成し、安全安心な住環境

形成、定住促進を図る事業。 

 

■補助対象者 

・敷地増しを行う土地に居住する土地所有者、またはその世帯員として定住する人。 

 

■補助対象となる土地 

・取得する土地が補助対象者の世帯構成員の２親等内の親族が所有していないものであること。 

・次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

①補助対象者が居住する土地に隣接する土地を取得し敷地増しを行い、１６５㎡以上の敷地面積とする

ものであること。 

②補助対象者が補助対象者の２親等内の世帯と居住するために敷地増しを行い、１６５㎡以上の敷地面

積とするものであること。 

③補助対象者が居住する未接道の土地に隣接する土地を取得し敷地増しを行うことでその解消が図ら

れ、１６５㎡以上の敷地面積とするものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

■補助金額 

・補助対象経費の１／２（上限３０万円） 

 

■補助対象経費 

・補助対象者が行う敷地増しに係る次に掲げる費用 

①測量費用 

②登記費用 

③不動産取得にかかる仲介手数料 

 

（出典）四日市市 HP
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・空き家の解消による防災性能の向上、空き地解消による市街地環境の改善が図られるとともに、居住者

の住環境の向上にもつながる。 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 三重県密集市街地整備基本方針で抽出された区域 

地区の概要 ①地区面積：0.5ha 以上 

②建物密集度：30 棟/ha 以上 

③不燃領域率：60％未満 

④老朽木造建築物(S56 年以前)割合：50％以上 

⑤避難道路整備率(6ｍ道路の密度)：100ｍ未満（①に該当する区域において、②～⑤の状

況を考慮し抽出） 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 28 年度～令和４年度 根拠法 

適用事業・制度 

・狭小宅地改善及び同居等支援制度 

・狭小宅地改善及び同居等支援補助金交付

要綱 

事業費 900 千円／年 

実績 平成２８年度 １件 

平成２９年度 １件 

令和２年度  １件 

 

取組の背景・経緯 

・密集市街地においては、宅地が狭小であることから建物の更新が進まずに、世帯分離や高齢化の進展に

伴い、老朽危険家屋や空き家の増加が懸念されていることから、狭小宅地の敷地増しを行い定住する者

に対して、登記費用等の手続き費用を助成することにより、安心安全な住環境の形成を図り、本市への

定住を図ることを目的に定めた制度。 

 

工夫点・成功要因 

・平成 31 年度までは補助対象者が補助対象者の２親等以内の世帯と居住するための敷地増しを補助対象

としてきたが、更なる定住促進や子育て・介護環境の充実を図るため、親子世帯による同居等を目的と

した敷地増しに限り、補助対象区域を市内全域に拡充するように制度内容を変更。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・制度拡充を行った後も申請件数が少なく、今後の活用状況を見ながら制度の評価を実施する予定。 

・隣地取得による空き地、空き家の解消を推進するために、補助内容を拡充することが考えられる。 

例えば、 

－補助対象経費の拡充（不動産取得費用への補助 等） 

－限度額の拡充 等 
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事例名 
自己所有地における街区再編と老朽建物の建替え 

（大阪府豊中市豊南町地区） 

 

043 

取組主体 淀川住宅株式会社 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅲ 権利関係が複雑 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

C-2 街区敷地再編 

D-1 借地借家の権利関係の解消 

特徴と概要 

【特徴】 

・大地主として、主要生活道路拡幅事業と合わせた街区再編を行いながら、持続可能なまちづくりの観点

から老朽化した自己所有の長屋や文化住宅の建替えを進めている。 

【概要】 

■転居先の紹介による居住者の集約・老朽住宅の建替え 

・複数の老朽化が進む長屋や文化住宅を所有しており、空室率が高い物件が多いエリアから順次、土地を

集約・更地化し、建替えを進めている。 

・建替え後の建物は、持続可能なまちづくりの観点から商業テナントビルやファミリー層向けの戸建住宅

（賃貸）・共同住宅（賃貸）、高齢者福祉施設などの用途を設定している。 

・建替えにあたっては、豊中市の除却補助等を活用している。 

 

■建替えに合わせた主要生活道路の拡幅協力と開発道路の付け替え 

・大規模敷地内を通る生活道路が、豊中市が定めるアクションプログラムの主要生活道（整備予定）に該

当することから、沿道の建物の建替えにあたり、道路の配置を再編している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者福祉施設等として開発
を行うエリア（左上） 

開発道路の廃道（右上） 

新規の開発道路（左下） 

建替え後の住宅（賃貸）（右下）
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・現在、大規模な敷地（エリア）単位での再編を行っているのは、当エリアのみである。 

・事業主体が所有する老朽化した物件については、50 年経過したものは建て替えるという方針を定め、

街区特性（敷地規模や立地）に応じて、建替え後の用途を検討している。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・主要生活道路でありながら課目は「水路」であり、建設計画に障害となっていたが、土地を豊中市へ売

却拡幅により「道路」へと変更され計画を進めることができた。 

・老朽化した長屋、文化住宅の除却と新たな住宅などの立地による住環境の整序および福祉機能などを導

入することができた。 

 

従前 従後 

 
・新・豊南町地区整備計画､防災街区整備地区計画の区域

内である。 
・位置指定道路で道路幅の狭い場所がある。 
・建物の老朽化が進んでいる。 

 

 

 

・生活主要道路 幅員 6.7ｍへの拡幅を行う。 
・位置指定道路を整備し、4.0ｍ以上の幅員を確保す

る。 
・建物を順次建て替え、住みやすい街づくりを行う。 

 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 豊中市豊南町  

 地区の概要 ・昭和 30 年代に道路などの都市施設が未整

備のまま急速に市街化が進んだ地域。 

・そのため、道路・公園等が不足している他、

住宅と工場等の混在、建築後の年数を経過

した長屋住宅や文化住宅が多いことなど、

住環境や防災上の課題を抱えている。 

 

 

 

 

 

 

（出典）淀川住宅株式会社提供資料

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事業等の概要・実績 

事業期間 ― 根拠法 

適用事業・制度 

・豊中市木造住宅等除却費補助金交付要

綱 事業費 ― 

実績 ※令和２年３月時点で、上図「従後」の整備内容までは目処がついている。 

取組の背景・経緯 

・長屋や文化住宅の老朽化に伴う賃貸収入の減少や人口減少・高齢化が進む地域の現状を踏まえ、所有敷

地内における建物の更新と利便増進を図る取組を進めてきた。 

・高齢者施設建設のための敷地集約は大阪府からの事業協力依頼が、開発道路の付け替えは豊中市からの

主要生活道路の拡幅への協力依頼があったことがきっかけとなり、本事業を実施した。 

 

工夫点・成功要因 

敷地集約による大規模敷地の開発 

・老朽化した長屋が多くあったエリアを更地化し、高齢者福祉施設を主とした複合施設としての開発を進

めている。 

・開発にあたっては、従前居住者に対し、同時期に建てられた近隣の文化住宅を紹介することで、家賃負

担の増加などをなくし、円滑な集約を行っている。 

・従前建物の除却は、「豊中市木造住宅等除却費補助金」を活用し、解体費の 5/6 程度（合計約 1500 万

円）を補助金で賄っている。 

・主要生活道路の拡幅により接道要件を満たすことが可能となった。 

 

文化住宅の戸建住宅（賃貸）への建替え 

・大規模な敷地集約が困難な場所では、文化住宅を戸建住宅（賃貸）へと建替えを行っている。 

・建替え後の戸建住宅は、比較的ゆとりのあるもの（敷地面積：100 ㎡程度、床面積：100 ㎡、駐車場

あり）とし、ファミリー層が入居できる仕様としている。（家賃：15 万円程度/月） 

・建設費は 1,600 万円〜1,700 万円となるが、土地取得費が不要であるため、概ね 10 年程度で利益が

生じるよう設定した。 

 

開発道路の付け替えによる街区の再編 

・南北に縦貫する主要生活道路の拡幅及び沿道建物の建替えに合わせ、道路用地となった分の敷地面積を

裏側の開発道路を廃道とし、宅地を補填することで街区形状を整序するとともに、利便性を高めるため

に東西方向に新たな開発道路を設けた。 

 

成功要因 

・１オーナーの土地であるため、権利者の合意形成が事業進捗の阻害要因とならない。 

・開業以降、事業資金の蓄えもあったため、現在、各プロジェクトを進めることができている。 

・高齢化が顕著なエリアであったが、ファミリー向けの戸建賃貸住宅を建てたことで、子どもが地域に定

着し、エリアのイメージ改善につながっている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

市街地における用途混在に向けたテナントリーシング 

・賃貸住宅の経営を主に事業を展開してきたこと、世代交代に伴い地域の不動産仲介事業者との関係が希

薄となっていることなどから、商業ビルや高齢者福祉施設のテナントリーシングに苦慮している。（設計

を委託している事務所を通じてテナントを探している。） 

 

密集市街地の再生産 

・大地主の土地売却や相続等においては、土地・市街地の細分化が生じ、密集市街地の再生産につながる
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ことが懸念されるところであり、民間事業者の計画的な

市街地整備を誘導することが有効な対応策になると考

えられる。 

・他地区での援用について、大地主の所有地において賃貸

住宅が多い地区では同様の展開が可能と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

周辺で増加する高密度の分譲住宅 
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事例名 
敷地の集約を促す隣接地取得に対する支援 

(大阪府大東市全域） 

 

044 

取組主体 大東市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎安全な市街地空間形成 

C-2 街区敷地再編 

特徴と概要 

【特徴】 

・個人だけでなく宅建事業者も隣接地（民有地）取得補助の対象とすることで、敷地の統合を促進し、狭

小な住宅地の解消、及び良質な住空間の創出を図っている。 

【概要】 

・戸建住宅または長屋建住宅の敷地の所有者による、隣接する狭小敷地の購入を市の補助金により支

援することで、敷地の集約を促進し、ゆとりある住宅市街地の形成と権利輻輳の解消を図る。 

・戸建住宅または長屋建住宅に居住者による隣地の買取は、個人の経済状況や狭小敷地の分布状況な

どの偶発的な条件に依存し、事業対象候補が限定されることから、経済力がありかつ、事業として

積極的に制度を活用することが考えられる宅建事業者も補助対象とすることで、事業促進を図って

いる。 

・活用が困難な宅地の集約を目的としていることから、面積要件についても一般的に流通が困難であ

ると考えられる 大面積の 50 ㎡としている。 

 

 

■補助対象者 

〇大東市に住宅用に供する土地を所有する個人 

（１）次に掲げるいずれかが該当する者 

・大東市内に所在し、居住の用に供する一戸建

て住宅または長屋住宅が立地する土地の所

有者で、1 年以上居住している者 

・現住宅地の所有者の 2 親等以内の直系親族

で、現住宅地の所有者と現住宅地に 1 年以上

居住している者 

・現住宅地の所有者の配偶者の２親等以内の直

系親族で、現住宅地の所有者と現住宅地に 1

年以上居住している者 

（２）申込み時において、隣接地を有償取得し、

所有権移転登記を完了していること。 

（３）本市の税等の滞納がないこと 

 

〇宅建業法の免許を受けて宅建業を営む者 

（１）申込み時において、隣接地を有償取得し、

所有権移転登記を完了していること。 

（２）本市の税等の滞納がないこと 

 

■補助の対象となる土地 

・現住宅地と 2ｍ以上接している土地で、50 ㎡以下であること。 

・隣接地（建物がある場合は建物も含む。）について、補助対象者、補助対象者の配偶者の 2 親等以

内の直系親族、現住宅地の所有者の 2 親等以内の直系親族が所有していたものでないこと。 等 

補助事業の案内チラシ 
（出典）大東市提供資料
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■補助対象費用および補助額 

補助対象費用：測量費用および明示費用の 2 分の 1 

       登記費用の 2 分の 1 

       不動産仲介手数料の 2 分の 1 

       不動産取得費用の 10 分の 1（※隣接地上の建物取得にかかる費用も含む。） 

補助額   ：上記の合計額で 大 50 万円 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・敷地面積が狭小であるため、個別更新が困難な敷地などにおいて、隣接地を取得することにより建

替えを促進することが可能となっている。 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 29 年 9 月～ 

（個人向け事業開始） 

根拠法 

適用事業・制度 

・大東市隣接地等取得費補助金交付要綱 

事業費 650 万円（令和 2 年度） 

実績 ・平成 29 年度：６件 

・平成 30 年度：5 件（個人 2 件、法人 3 件） 

・平成 31 年度：2 件（個人） 

・令和 2 年度：2 件(個人) 

 

 

 

取組の背景・経緯 

・市域東側の急峻な地形においてスプロールが進行することで、特に狭小な住宅敷地が多く形成され

た。近年、人口減少により、市域東側から利便性の高い市域西側へ人口が移動し、特に市域東側に

おいて、多数の空き家が発生した。 

・大東市の住宅（空き家）の特性として、狭小な住宅が多いことが挙げられる（１棟 40 ㎡程度のも

のが多く、耐震補強も困難である。）。 

・さらに、長屋の分筆により所有権が細分化されたことで活用が困難な空き家が多量にあり、放置す

ると細分化が進むため、早期に対応しなければならないという危機感があった。 

・上記の課題を踏まえ、一つの敷地を広くすることで、土地利用が有効になるという仮説のもと検討

を始め、住宅マスタープラン策定時に、初めて当事業に関する言及がなされた。 

・民間不動産業者との住宅政策に関する研究会（民間住宅流通促進研究会）を定期的に開催しており、

そこで評価の高かった当該施策を進めることとなった。 

・当初は、個人資産援助になるおそれなど、事業の公共性についても議論になったが、上記の課題解

決が喫緊であることなどから事業制定に至った。 

・定量的に費用対効果を算出することは困難であるが、将来、市街地整備にあたり、多額のコストが

かかる恐れのある所有権調整のリスクを低減できるという観点からも、有効かつ公共性の高い事業

であるという判断に至った。 

 

■沿革 

・平成 29 年 9 月 制度を創設 

 個人向けの補助を開始（定住を促進するため補助金は３ヶ年分割交付） 

・平成 30 年 10 月 制度充実 

 補助金の交付を単年度一括交付に変更、法人向けの補助の開始 
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工夫点・成功要因 

・「大東市三世代家族推進事業（同居・近居への補助）」、「木造住宅耐震改修補助事業」との併用が可

能である。 

⇒住宅政策として総合的に PR や、事業促進を行っている。 

・補助対象を個人だけでなく宅建事業者などにも拡大することで潜在的な需要の掘り起こしなどに

もつながっている。具体的には、宅建事業者を対象に含めたことで、補助金を活用して狭小長屋を

取得し、隣地と併合し新たな宅地として売り出されるなど、効果的な事例も生まれた。 

・市と包括連携協定を結んでいる枚方信用金庫と連携し、当事業を活用したものに対する住宅ローン

の金利優遇（0.1％減）を行っている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・利用者への周知が課題となっている。（申請については、隣接地等の所有権取得後、３ヶ月の期限

を設けているが、期限後に当事業を知る者もいる。） 

・今後は、集約後の土地利用など、都市計画等と連携し、市街地像を見据えた検討も必要となる。 

・空家となった隣地の所有者に定住意向がある場合、隣地所有者の経済状況が大きく影響する。 

 

他地区への援用可能性 

・住宅流通が活発なエリアは狭小敷地の解消が進む一方、住宅流通が活発でないエリアでは事業実績

が伸び悩むことが想定される。 

 

 

 
  

156 国総研資料 第1167号, 令和３年８月, 国土交通省 国土技術政策総合研究所 都市研究部



 

 

事例名 

安全な避難のための防災ベンチ等の設置や防災訓練 

（アクアサポート） 

（東京都墨田区京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺地区） 

 

045 

取組主体 墨田区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改

善の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅵ 居住者等の危機意識が低い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の

向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・消防水利の確保や避難の仕組みづくりなどの地域防災活動の支援を地元住民と協議しながら進めてい

る。 

【概要】 

・避難時の安全性の確保や狭あい道路の防災

機能の向上のために、初期消火に寄与する消

防水利の確保や避難時の輻射熱対策を地元

の方々と協議を行いながら実施している。 

・地区内の緑地、公園、児童遊園等に地元町会

や地域住民等の防災活動を支援する防災ベ

ンチや災害用トイレ、ソーラー照明等を設置

している。 

 

 

■施設整備箇所 

京島周辺地区 

・京島１丁目：2 箇所   ・京島２・３丁目：13 箇所 

 

 

 
（出典）墨田区提供資料
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鐘ヶ淵周辺地区 

・墨田二丁目：2 箇所   ・墨田三丁目：2 箇所   ・墨田四丁目：2 箇所 

・墨田五丁目：1 箇所   ・東向島六丁目：1 箇所 

 
 

■施設整備に関する要件等 

・地元協議会や町会等との意見交換により整備内容を調整。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・災害時に住民などの生活を守り、防災活動をサポートする各種施設の整備が進められ、防災機能が向上

するとともに、これらを活用した防災訓練などの実施により、住民の災害に対する意識の醸成につなが

っている。 

取組の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典） 

墨田区提供資料 

（出典）墨田区提供資料
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対象地区と地区の概要 

地区名、 

地区の概要 

京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺地区 

・京島周辺地区：約 40.0ha 

・鐘ヶ淵周辺地区：約 80.6ha 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 25 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助金交

付要綱 事業費 約 3 百万円／年 

実績  

 

 

 

 

 

※整備は H25～29  

 

取組の背景・経緯 

・当初、京島周辺地区において地元協議会と意見交換や街歩きを行い、密集市街地における建物倒壊の危

険からまずは救出工具を広場等に整備するべきとのことで、防災ベンチを地区内の広場等に設置した。

この地域は地区内に雨水タンクや消火器が多数存しているが、さらに発災時の初期消火のため背負える

簡易消火装置を町会毎に増設し、住宅の蛇口を給水箇所として提供してもらうなど、防災意識の高い地

域となっている。 

・この考えを鐘ヶ淵周辺地区にも導入し町会毎に活用できる防災ベンチ等を配置し、訓練等で活用し意識

高揚を図っている。 

工夫点・成功要因 

・地元町会等の意見を 大限に取り入れ、活用までを見据えた防災ベンチ等を設置している。 

・防災ベンチ等を町会等の防災訓練で活用することにより、住民の防災意識の高揚につながっている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・施設の改修や維持管理に係る経費負担のための財源確保が課題となっている。 

 

 

  

鐘ヶ淵周辺地区 

・墨田二丁目 ：2 箇所 

・墨田三丁目 ：2 箇所 

・墨田四丁目 ：2 箇所 

・墨田五丁目 ：1 箇所 

・東向島六丁目：1 箇所 

京島周辺地区 

・京島１丁目   ：2 箇所 

・京島２・３丁目 ：13 箇所 

 

（出典）墨田区 HP
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事例名 
地域防災力向上に向けた河川や地下水を利用する永
久水利施設の整備   （東京都荒川区密集市街地等） 

 

046 

取組主体 荒川区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善の阻

害要因 
◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の

向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・地震等に伴う火災への対応を図るため、上下水道の断水などによる消火用水が不足した場合でも枯渇し

ない隅田川の河川水等を活用できる永久水利施設を整備する事業。 

【概要】 

・荒川区の約６割が木造住宅密集地域であり、首都直下地震での巨大地震発生が予想される中、区が提唱

する「災害でひとりの犠牲者も出さない安全安心の街づくり」を実現するため、地震等による火災発生

時に隅田川の河川水や地下水など枯渇しない水源を活用した消火施設を整備している。 

・これら施設と、消防団や地域住民が中心となって消火・送水を行う活動を行う仕組みとを合わせて「永

久水利」と呼び、地震等に伴う火災の発生に迅速に対応した初期消火及び継続した延焼防止活動を行っ

ている。 

・永久水利施設の整備は「荒川区における永久水利施設の整備・活用に関する基本計画」に基づき運用し

ている。 

■基本計画の概要 

（１）策定の目的 

・永久水利施設の整備・活用に関する全体方針をとりまとめ、

永久水利施設を適切に整備するとともに、防災区民組織等に

よる永久水利施設を有効に活用した消火活動体制を確立す

る。 

（２）整備・活用方針 

① 活用する水源 

・隅田川の河川水、深井戸からの地下水、水再生センターの処

理水 

② 施設整備場所の考え方 

・危険度、活用水源・取水方法、既存施設活用、施設整備等と

の連携、幹線道路等からのアクセス、防災区民組織等の運用

体制等を考慮。 

（３）施設活用の基本的な考え方 

・防災区民組織の基本的な活動フローを構築し、区民防災組織の相互の協力により、永久水利施設か

ら取得した水を、枯渇する恐れのある防火水槽などの充水に使用する。 

・永久水利施設が整備された地域において、防災区民組織や消防団等と連携した消防訓練を実施し、

消火、送水ネットワークの体制の強化を図っている 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・従来、細街路で構成された市街地には消防車が入れない問題があったが、永久水利施設を整備し送水を

確保することで、延焼防止に資すると期待されている。また、上下水道の断水等が発生した場合に消防

用水が不足するという問題があったが、断水時でも枯渇しない水資源である隅田川の河川水や深井戸か

らの地下水等を活用することで、その問題の改善を進めた。 

 

取水栓・制御盤 

（出典）荒川区提供資料 
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施設の様子 

 

対象地区と地区の概要 

地区名 密集市街地など火災危険度の高

いエリア 

 

 

地区の概要 ・施設を設置しているのは、「災

害活動困難度を考慮した火災

危険度」のランク４、５が広が

るエリアとなっている。 

・現在の施設で概ね送水の体制

は整っているが、ランク５のエ

リアについて、新規施設整備の

検討を行っている。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 26 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・荒川区における永久水利施設の整備・

活用に関する基本計画 事業費 － 

実績 ・河川水利用 ４カ所（常設ポンプ１カ所・可搬ポンプ３カ所）  

 地下水利用深井戸式 ３カ所 

取組の背景・経緯 

・区内には、都が定める「火災危険度」のうち も危険度の高いランク４、５の地域が広がり、災害発生

時に、消防機関による対応の限界、消防用水枯渇のリスクを抱えていることから、枯渇しない水源とし

て河川、深井戸に着目し、これら水源を活用した消火・送水体制構築を目的とした施設整備に取り組む

こととなった。 

工夫点・成功要因 

・永久水利施設を活用する防災訓練の実施により、地元住民の防災意識の向上に寄与している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・施設の設置場所は公園などが基本となっているが、送水の観点からの適地選定を考える必要がある。 

・施設整備だけでなく地域の人たちが災害時に問題なく施設を使えることが重要であり、区では自治会の

防災訓練などで施設利用を行っているが、このような多くの人に使い方などを知ってもらう機会を継続

的に設けていくことが大切である。 

・施設整備当初は、全国の地方公共団体から視察などが多くあり、全国的に関心が高い取組と考えられる。 

  

（出典）荒川区提供資料 隅田川からの吸水施設 
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事例名 
自治会管理の初期消火器具設置に対する支援 

（ 神 奈 川 県 横 浜 市 ） 

 

047 

取組主体 横浜市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

E-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・消火栓にホースを接続し、初期消火を行うための器具（スタンドパイプ式初期消火器具等）を自治会町

内会が購入する際に費用の一部を市が補助。 

【概要】 

・消火栓を使用した初期消火器具を自治会町会が購入する際、申請がなされた場合にその費用の一部に

ついて市が補助を行っている。 

・対象となる初期消火器具は、大規模地震時に地域で発生した火災の拡大を防ぐために、地域住民の協

力により初期消火活動を行うための器具であり、次の２種類がある。 

－ 初期消火箱 

－ スタンドパイプ式初期消火器具 

・どちらも消火栓にホースを接続し放水するタイプのもので、スタンドパイプ式初期消火器具は、移動

が可能であり、広範囲の活動が期待される。 

・自治会町会が初期消火器具等を取り扱う訓練を行う際は、消防署に連絡するとともに、消防職員又は

消防団員の立会いのもと行うこととしている。 

■補助要件など 

・下記３つに当てはまる単一の自治会町会が対象となる。 

○地域に消火栓がある。 

○家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

○定期的に訓練を実施できる。 

・申請時期は４月１日～９月 30 日（令和３年度）。 

・大地震発生時に火災被害が集中すると想定されている地域（横浜市地震防災戦略における地震火災対

策方針で示される「対象地域」）においては、特に初期消火力の強化につながる取組を推進する必要が

あるため、該当する地域の自治会町内会には、市から積極的に初期消火器具等の設置や更新を働きか

けている。 

■補助の対象 

・初期消火器具等の整備に要する経費（税込金額）のうち次の低い方の額を補助している。 

－ 費用の２/３に相当する額 

－ 20 万円 

※スタンドパイプ購入費用はおおむね 20～30 万円程度 

■設置協力店舗への初期消火器具の設置 

・自治会町内会が所有するスタンドパイプ式初期消火器具を設置協力店舗に設置することができる。設

置する初期消火器具については、新規購入・既存移設のいずれも可能で、新規購入の場合は、補助申

請と同時に行うことができる。 

・依頼方法は自治会町内会から依頼書に必要事項を記入の上、提出してもらう。その後、消防局が一括

して店舗本社に依頼書を提出し、設置が可能な場合は、店舗に設置することができる。 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・「対象地域」を中心に初期消火器具等を整備することにより、大きな火災被害が想定される地域での初期

消火力が向上している。 

・対象地域を管轄する消防署により、初期消火器具等の設置普及や防災訓練指導など、地域防災力のより

一層の向上を図っている。 

 

初期消火施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
スタンドパイプ（消火箱）設置の例（集会所） 消火栓があることが条件のひとつ 

初期消火箱（上）とスタンドパイプ
式初期消火器具（下） 

（出典）横浜市 HP 

消火栓の配置図（東寺尾町会の例） 
（出典）横浜市提供資料 
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対象地区と地区の概要 

対象地区、概

要 

市内で次の条件を満たす町会 

○地域に消火栓がある。 

○家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。 

○定期的に訓練を実施できる。 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 23 年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・初期消火器具等整備費補助金交付要綱 

事業費 約 17 百万円（令和２年度） 

実績 ・補助事業は平成 23 年度から開始しているが、平成 25 年度以降は横浜市地震防災戦略

に基づく設置目標のため取組を推進している。令和２年度までに横浜市地震防災戦略に

おける設置目標 700 基に対し、693 基※の補助を実施 

 ※横浜市地震防災戦略に基づく補助を開始した平成 25 年度からの累計値 

 

取組の背景・経緯 

・元々、市内の財団法人防火防災協会が主体となり、自治会での初期消火器具設置（スタンドパイプ）に

対する支援を実施していた。 

－協会が事前にスタンドパイプを購入、設置要望のあった自治会に譲渡。市は協会のスタンドパイプ購

入に対して補助 

・平成 23 年に協会が解散することとなり、市では取組継続が必要と判断し、市事業として引き継いだ。

さらに、平成 25 年度からは操作が容易なスタンドパイプ式初期消火器具も補助メニューに加えている。 

・当初の市購入・譲渡の形式では設置後の管理等が充分に行われないケースがあったことから、自治会

に一定の費用負担してもらい継続的な管理等を行ってもらうため、購入費補助の形式へと変更してい

る。 

 

工夫点・成功要因 

・初期消火器具等設置啓発チラシ等を活用し、自治会町内会の定例会や防災指導などあらゆる機会を捉え

設置に向けた働きかけを積極的に実施している。 

・自治会内に初期消火器具等を設置する場所がない場合などに対応するため、設置協力店舗を定め、協力

店舗前に設備を設置してもらっている。令和 2 年度時点で、コンビニエンスストアや外食チェーン店な

ど 24 店舗に初期消火器具等が設置されている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・自治会によりスタンドパイプ設置への認識に濃淡があり、積極的なところは複数箇所設置しているが、

一部設置箇所のない自治会も見られる。 

・対象地域の要件は設けられていないが市内一様への設置が理想である。しかし、初期消火器具設置に対

して補助を行う制度であり、市から設置の働きかけを行った場合も、 終的には自治会の判断に一任さ

れている。 

・初期消火器具等を設置補助した地域において、定期的に取扱訓練を実施することでより効果が高まるも

のと考えられる。 
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事例名 
地域主体による空地の活用とネットワーク化 

（ 東 京 都 墨 田 区 一 寺 言 問 地 区 ） 

 

048 

取組主体 一寺言問を防災のまちにする会 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-1 防火消防設備の整備 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の

向上 

E-3 住民等の意識醸成 

◎地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

○安全な市街地空間形成 

B-2 細街路の整備 

特徴と概要 

【特徴】 

・「災害が起きても逃げ出さなくてよいまち」「百年後に残せるまち」を目標に、地域主導で様々な防災ま

ちづくり活動を行っている。 

【概要】 

・防災をキーワードに地域住民主導のまちづくりを推進する団体である一寺言問を防災のまちにする会

が、一寺言問地区を災害に強く、うるおいのあるまちにすることを目的に、地域住民の協議による小規

模空地の自主的環境改善を行っている。 

・雨水を利用した地域内消火設備や防災小緑地の整備、既存路地の通り抜け化によるネットワーク化など

を行っている。 

■主な取組 

◇まちづくり談義 

・地図や模型を用いてまちの歴史や変化、これからにつ

いて話しあう会合。（月一度開催） 

◇防災小緑地の管理 

・有季園（防災小緑地）での植木の剪定と花や野菜など

の収穫祭。 

◇防災学習 

・2009 年から実施されている小学生とその保護者を対

象とする防災ワークショップ。 

・地域の防災訓練プログラムとおもちゃ交換会「かえっ

こバザール」を組み合わせた防災イベントである「カ

エルキャラバン」を開催。 

◇防災チャレンジプラン 

・2007 年から実施されている中学生の防災訓練への参

加呼掛けと意識調査の取組。 

・地域の防災訓練を地域と連携した教育活動の一環と位

置づけ、参加した生徒には地域防災訓練参加証明書が

配られる。 

◇路地普請（ろじぶしん） 

・行き止まり道路の通り抜け化や維持管理の取組。 

・「災害時には避難路になり、普段は地域に愛される路地

を大切にし、自分たちでつくっていこう」という考え

のもと、「ご近所付合いの大切さ、向こう三軒両隣の精

神」をもとに命名された。 

地域で管理を行っている路地尊 
（雨水利用の消火設備） 

防災イベント「カエルキャラバン」 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・路地尊やカエルキャラバンなどにより、地域の人たちに防災に関する意識が根付いた。 

・コミュニティの活性化、地域外からの関心を集め、防災にとどまらず地域づくりに展開し、また若い世

代の居住なども増えている。 

 

対象地区と地区の概要 

地区名、 

地区の概要 

一寺言問地区 

・区域内の二つの小学校が災害時の防災活

動拠点となっていることから、第一寺島

小の「一寺」と言問小の「言問」を合わせ、

「一寺言問地区」が誕生した。 

・墨田区向島五丁目、東向島一、三丁目、堤

通一丁目の「墨田川」「桜橋通り」「水戸街

道」「明治通り」に囲まれた区域である。 

・活動区面積：77.2ha 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 昭和 60 年～ 根拠法 

適用事業・制度 
－ 

事業費 － 

実績 ■地域内消火設備「路地尊」の設置（昭和 62 年～） 

・設置は墨田区。 

■一寺言問集会所の整備 

・マンション建設を目的に購入された製薬会社跡地を区が買い上げ、集会所を建設した。

雨水を利用した路地尊とトイレ、防災備蓄倉庫など有事の際に活用できる施設となって

いる。 

取組の背景・経緯 

・「一寺言問地区」は、江戸時代よりも古くから村として存在してきたが、近年の僅かな間に色々な変化が

地区内で起こってきた中で、昭和 60 年に東京都の「防災生活圏」に指定されたことを受けて、地域住

民の有志の会「わいわい会」として発足し、課題や夢を語っていたが、より地域コミュニティーとの連

携が必要とされ、地域内の６町会とわいわい会で構成する「一寺言問を防災のまちにする会（一言会）」

へと発展した。 

・「防災まちづくり」においては、被災時には近隣の助け合いも大切という考えから、まちの歴史の中で培

われてきた人付合いや、豊かに生きていくための防災知識を含めた生活文化を世紀を越えて継いでいく

ことこそ重要と考え、活動を展開している。 

 

工夫点・成功要因 

・密集住宅市街地の整備に限らず、地域づくりに関する多様なテーマについて地域住民と内外の専門家、

行政などが立場を越えて共に取り組む活動により、裾野の広いネットワークが形成されつつある。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・行政による活動支援などをきっかけとしながら、地域住民を主体とした活動組織の取組を促進すること

により同様の展開の可能性が考えられる。 

 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事例名 
地区防災計画の作成をきっかけとした地域防災力向
上の取組      （東京都国分寺市高木地区） 

 

049 

取組主体 東京都国分寺市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅵ 居住者の危機意識が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の向上 

E-3 住民等の意識醸成 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・1980 年代から地域独自の防災活動を継続的に展開しており、安全まちづくりを推進。1981 年に全国

初の「地区防災計画」を指定。2017 年に計画を見直し地域防災計画に位置付け。 

【概要】 

■地区防災計画策定に向けた取組 

・1978 年の宮城県沖地震の被災地でブロック塀で多くの人が犠牲となったことを契機に、高木町自治会

は安全で緑豊かな町並みを作り出す生け垣を普及させる活動を開始し、1981 年には国分寺市と防災ま

ちづくり推進地区協定を結び、行政や専門家の支援を受けながら活動を広げ、1984 年に全国初と言わ

れる「地区防災計画」を作成した。 

・以降、継続的に行ってきた防災活動を次の３点から見直し、新たに地区防災計画を策定した。 

(１)多くの人に関心を持ってもらうきっかけとし、住民全員の防災意識向上に役立てる。 

(２)地域の協力で生き残れる災害に強いまちづくりをする。 

(３)訓練を重ね、実際に即した具体的な取組を推進する。 

・策定に向けては、検討会を合計 14 回実施し、議論をつめ、内容の充実を行っている。 

■地区防災計画の内容 

（１）平常時の活動 

１．町内点検 

・街頭消火器・道路標識・路面表示・危険箇

所・重量塀の様子・植木の路上へのはみ出

し等の点検 

２．防災まちづくり通信の発行と住民への

普及啓発活動 

・年４回の通信を発行し各戸配布、イベント

等でのＰＲなど 

３．防災訓練の実施 

・市の防災訓練日に合わせて、地区防災セン

ターと連携し防災訓練を実施。 

４．防災ファミリーひろば 

・毎年行う防災訓練で、地区の住民 250～

300 人が参加。 

・主に初期消火・煙体験・応急救護・通報訓

練・炊き出し訓練等を地域交流も含め実

施。 

５．応急救護訓練 

・自治会の班長と役員の技能習得を目指し

て毎年実施 （出典）国分寺市 HP 
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６．学童の登下校の見守りと夜回り活動 

・登下校時に見守り、12 月～２月末までは夜回り活動を実施。毎年回覧で協力者を募集。 

７．家庭用消火器の購入補助 

・消火器の購入費用の一部を自治会で補助。防災基金（資源物回収より積み立て）から支出。 

８．公園の水質管理と手入れ 

・毎月第二火曜日に自治会で管理している公園の整備を実施。 

９．防災視察研修 

・防災部員を対象に、都内・近県の防災施設の見学、研修を実施（年１回）。 

１０．防災知恵袋を使った班会 

１１．安全カードの配布 

・災害時に各世帯の安否を確認するためのツールとして「安全カード」は配布。各世帯で自宅内の安全

を確認後、玄関などにカードを掲示。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・地域の自発的な防災まちづくり活動であり、長年にわたって継続してきたことにより、住民の中に防災

意識が根付いている。 

地区防災計画に基づく防災活動の写真など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災ファミリーひろば               安全カード 

出典：内閣府 HP 

対象地区と地区の概要 

地区名 高木地区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・人口約 3,000 名の閑静な住宅街。地区は平

坦であり、土砂災害などの危険性は低いも

のの、緊急車両が入れない狭い道路が多く、

沿道には木造住宅が建ち並んでいるため、

地震などによる倒壊や火災による被害拡大

の危険性がある。 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 29 年度作成 根拠法 

適用事業・制度 

・災害対策基本法第 42 条第３項（地区防

災計画） 事業費 － 

取組の背景・経緯 

・高木町自治会は 1982 年に防災部を設置し、1984 年にはおそらく全国で初となる独自の「地区防災

計画」を作成、1986 年には「へいづくり憲章」を、さらに 1995 年には住民の合意による「まちづ

くり宣言」を制定し、安全まちづくりを推進してきた。 

・2015 年度に内閣府地区防災計画モデル地区に選定され、2016 年 1 月に地区防災計画の見直しを行

い、2017 年に見直しを行った同計画を市防災会議に諮り、地域防災計画に位置付けられた。 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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工夫点・成功要因 

・自治会独自にブロック塀の実態調査や改善に関するアンケート調査を実施し、所有者に塀が安全かどう

か考えてもらうきっかけ作りを行った。これにより，住民等一人一人の防災意識が向上し、自助・共助

の考えに根ざした地域づくりが促進されている。 

・地区防災計画策定により、自助・共助の役割を明確にし、地区の防災に関する共通認識が図られ、持続

的な防災まちづくりの推進が期待される。 

・平常時、災害時だけにとどまらず復興期における地区本部活動を地区防災計画に定めている。 

・地区防災計画を策定して終わりではなく、災害時の地域の防災拠点として重要な役割となる地区本部の

ため、実際の運営方法、役割分担等についてまとめた地区本部運営マニュアルを 2015 年 3 月に発行

した。 

・地区防災計画の啓蒙、実践に向けた勉強会の他、防災ファミリーひろば・盆踊りを通して若い世代や異

世代との交流を目的としたイベントを継続的に実施している。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・地区本部運営マニュアルについては、市と高木町自治会で、平成 30 年 3 月に地区本部運営マニュアル

(標準版)を作成。他地区において活用されている。 

・防災会の活動を継続するため後継者など人材確保が必要であり、高木町自治会においても継続的に取り

組んでいる。 
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事例名 

市民のアイデアコンテストによる地域課題改善の推
進 ～ヨコハマ市民まち普請事業～ 

（横浜市西戸部地区等） 

 

050 

取組主体 横浜市 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

◎Ⅵ 居住者等の危機意識が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

E-3 住民等の意識醸成 

◎地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

該当する「まちづくりの目標」と「阻害要因」 

【特徴】 

・市民のアイデアコンテストにより地域の課題を解決する施設整備等を募集し、選考された提案に対して

助成を行う市独自の事業。 

【概要】 

・市民の発意とアイデアによるハード（施設）整備の提案を応募し、2 回にわたる公開コンテストにより

選考された提案に対して、 高 500 万円の整備助成金を交付する制度。 

・コンテストでは、学識経験者・まちづくり実践者・公募市民からなる「ヨコハマ市民まち普請事業部会」

によって審査され、1 次コンテストを通過したグループには、２次コンテストに向けた活動資金として、

大 30 万円が交付される。その資金を活用して、まちづくりコーディネーターの支援を受けて提案内

容の精度向上を図ることもできる。 

・従来の補助や助成制度の対象とならないようなアイデア溢れる自由な発案なども、コンテストを通過す

れば助成金で整備できるため、自由度の高いハード整備が可能となる。 

・提案内容は、福祉系、緑・水系、防災無線の整備等、地元の方々がそれぞれ抱えている地域の課題を解

決するときに、利用可能な制度となっている。 

■提案者の要件 

・次のいずれかに該当する市内の住民等を３名以上含んでいること 

－ 整備場所またはその近くに住んでいる 

－ 整備場所またはその近くで事業を営んでいる 

－ 整備場所またはその近くに土地や建物を所有している 

・自らが主体となって整備を行う意欲があること 

・事前に地権者等に整備提案の内容及び本事業に応募することを説明していること 

■対象となる整備提案 

・住民等が主体となって実施できる範囲であること 

・公共性があること 

・住民等が持つ新しい発想、手法、地域の資源などを生かした取組で、その成果が地域まちづくりに寄与

すること考えられること 

■募集の流れ（令和３年度） 

・募集期間：４月１日～６月２日 

・１次コンテスト：７月 10 日 

・２次コンテスト：１月下旬～２月上旬予定 

 

 

 

 

 

 

事業の流れイメージ 
 

 

（出典）横浜市ＨＰ
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■コンテストで選考された取組事例（西戸部地区の例） 

【わくわく広場の整備】 

・わくわく広場はもともと地域の消防団の倉庫があり、長年使われずに老朽化が進んでいたが、提案者で

ある「わくわく倶楽部」のメンバーが土地所有者と交渉し、地域の防災施設用地として活用することが

認められた。 

・土地は、地域防災に役立てばという土地所有者の善意により、無償で提供されている。 

・広場の「わくわくハウス（防災倉庫）」には、地下水や雨水をためる貯水槽（容量：３ｔ）が地下にあり、

そこから手押しポンプ等で災害時には生活用水等に活用できるようになっている。 

・倉庫は、内装の一部を除き躯体も含めてほとんどが「わくわく俱楽部」のメンバーにより整備された。 

 

【西二公園におけるせせらぎ等の整備】 

・西二公園には、3.5ｔの地下貯水槽が整備され、雨水が貯められており、この水は手押しポンプでいつ

でもくみ上げることができる。 

・せせらぎ表面の装飾部分については、「わくわく俱楽部」メンバーや多くの子供たちを含む地域住民主体

で整備されている。 

・葉山の海岸で装飾用の貝殻を拾ったり、学校に呼び掛けて子供たちにタイルを製作して流れにはめ込ん

だり、手作り感あふれる仕上がりとなっており、地域への愛着を醸成する機会にもなっている。 

・年２回実施される自治会の防災訓練でも、地下貯水槽及び手押しポンプを活用している。 

・その他、西二公園の清掃日が月１回（第４日曜日）設定されており、子供を始め、保護者の参加もあり、

その際に「わくわく広場」やせせらぎ等の点検・清掃も行っている。 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

道路が狭く、坂道の多い住宅密集地であり、地域の高齢化率も高いことから、発災時に、特に高齢者に

とっては、丘の上にある防災拠点まで向かうことが容易ではないなど、防災面で課題を抱えていた。ヨ

コハマ市民まち普請事業を活用し、斜面地である地形を生かして、雨水や湧水を貯める貯水槽や簡易井

戸のほか、街角に雨水を貯めるタンクや防災倉庫を設けるなど、災害時に誰でも使えるような施設を整

備したことで、防災機能の向上が図られたほか、住民が主体となって取り組んだことにより、地域の防

災意識の向上にもつながった。 

 

 

コンテストで選ばれ実現した施設 

       わくわくハウス（防災倉庫）               せせらぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）横浜市提供資料、密集市街地におけるエリアマネジメント手法に関する調査
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対象地区と地区の概要 

地区名 横浜市西区西戸部地区  

 地区の概要 人口：約 3,300 人（平成 17 年国勢調査） 

立地：丘陵地にあって高低差があり、道路幅の 

狭い細街路や階段が多い地域で、災害時

の避難ルートの確保が困難な地域 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 18 年度～平成 20 年度 根拠法 

適用事業・制度 

・横浜市地域まちづくり推進条例 

・ヨコハマ市民まち普請事業、同制度要綱 事業費 525 万円 

（うち助成金 500 万円） 

※西戸部地区の例の実績 

実績 H18. 4 ヨコハマ市民まち普請事業へ応募 

H18. 5  １次コンテスト（通過） 

H18.12 2 次コンテスト（通過） 

H19.7～H20.3  整備工事 

 

取組の背景・経緯 

・平成 16 年からこの地域を対象に始めた「いえ・みち まち改善事業勉強会」を通して、地域住民

が、自分たちの住む町が、防災面で様々な課題を抱えていることを知る機会となった。 

・このことから、住民自らが、防災に強いまちづくりを目指して、出来ることから始めていこう、とい

う機運が生まれ、ヨコハマ市民まち普請事業への応募に至った。 

 

工夫点・成功要因 

・メンバーが、整備を進めてゆく段階で、地域の人達から、ねぎらいの言葉をかけられたり、一部住民が

整備工事に参加することで、交流の輪が広がった。 

・事業の目標達成に向かって、多数の人が協力しあい、助け合うことを通して、通常の自治会活動では得

られない、人と人のつながりが強くなり、その後の住民主体のまちづくり活動への足掛かりとなった。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

他地区への援用可能性 

・ヨコハマ市民まち普請事業は横浜市独自の事業であるが、市民主体のまちづくりを体現する仕組みとし

て、住民発意型の取組として他都市での活用も十分に可能と考えられる。 

 

 

 
 

  

地図 
西戸部地区 

（出典）横浜市提供資料
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事例名 
空き家のコミュニティカフェ改修による地域
交流拠点形成     （ 兵 庫 県 神 戸 市 駒 ヶ 林 ） 

 

051 

取組主体 スタヂオ・カタリスト 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅴ 空き家が多い 

○Ⅶ 市場性が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の向上 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・民間のまちづくりコンサルタントが、実費で古民家を回収し、地域住民（自治会長夫人）とコミュニテ

ィカフェ初駒を運営。自治会長夫人のネットワークから住民交流の拠点となりつつある。 

【概要】 

・築 130 年以上の歴史を持つ古民家を、地元の建築事務所が地域の人が気軽に集える喫茶として、オフ

ィスに併設して改装。オープンから３年間は自治会会長の夫人が店長として喫茶店を営んでいたが、現

在は日替わりで様々な人がオーナーとして運営している。 

・利用者の 7 割が店長の知り合い、2 割が近隣の方、1 割が新聞やネットを見た方となっている。その

他、市役所職員なども利用している。店長の人づてで常連になるお客さんが大多数である。 

・来店者はその時間帯と人が決まっている。 

－ 8～15 人/日の来客数。1 日に 2 回来る人もいる。 

・地域の人々の語らいの場となっており、地区外の知人等も寄り集まって様々な情報が行き交うようにな

った。また、視察や行政との打ち合わせにも利用できるとともに、職員と利用客との交流の場ともなっ

ており、地域におけるまちづくりの一助にもなっている。 

 

カフェなどの様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      コミュニティカフェ「初駒」            周辺地域におけるアートプロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典）スタヂオ・カタリスト Facebook
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対象地区と地区の概要 

地区名 神戸市長田区駒ヶ林一丁目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 人口：約 580 人（平成 25 年 1 月時点） 

高齢化率：37.1％（平成 25 年 1 月時点） 

 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 23 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

— 

事業費 ・民間コンサルタントが自

費で改修・運営（補助金は

なし） 

・営業収支は月数万円程度

の黒字 

実績 ・１日の来客数８～15 名程度 

取組の背景・経緯 

・駒ヶ林町一丁目で密集市街地のまちづくりに関わっていた民間コンサルタントが、地元に根ざしたまち

づくりを目指すため、明治初期の建築と伝わる古民家を購入、改修して事務所として活用するとともに、

自治会長らと相談して、地域界隈の人々が気軽に集まれる場所をつくろうと土間を改修。平成 23 年 2

月 8 日にコミュニティカフェ「初駒」をオープン。 

 

工夫点・成功要因 

・人との繋がりから、農作物の不定期販売なども実施しはじめており、住民交流拠点として発展しつつあ

る。 

・また、料理学校の生徒に協力をしてもらいながら、食事の提供など新たな展開が検討されている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・カフェの運営により、近隣から騒がしいとの苦情が出ることもあったが、利用者の多くが近隣住民とい

うこともあり、周辺に配慮した利用になっていき、それらが訪れやすい環境にもつながり、新たな交流、

コミュニケーションが生まれてきている。 

 

 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院）
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事例名 
まちづくり協議会による燃えない壊れないまちづくり 

（東京都墨田区） 

 

052 

取組主体 NPO 法人燃えない壊れないまち・すみだ支援隊 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 
◎Ⅵ 居住者等の危機意識が低い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の

向上 

○安全な市街地空間形成 

A-1-2 防耐火改修への支援 

特徴と概要 

【特徴】 

・地域の多様な関係者が専門家や企業と協力して取り組む防災活動で、老朽空き家を改修した「ふじのき

さん家」を活動拠点として運営している。 

【概要】 

・墨田区内の燃えない壊れないまちづくりに関心と参加の意思を有する区民、企業、ＮＰＯ、大学等の研

究機関、専門家などが協力して、首都直下地震等の巨大災害の減災対策を進め、もって公益の増進に寄

与することを目的とした団体である。 

・広汎かつ多角的な視点にたって、墨田区における燃えない壊れないまちづくりに関する調査・研究を実

施するとともに、各方面に対する啓発・提言・支援、多様な人材育成、区内まちづくり組織との連携・

交流、地域の防災対応力を高める拠点づくり支援などの事業を行っている。 

・「東京都新しい公共の場づくり支援モデル事業」を活用し、モデル的に空き家の防火・耐震改修を実施

し、寄り合い処「ふじのきさん家」を整備した。 

■ふじのきさん家における防火・耐震化改修 

・墨田区耐震補強推進協議会の全面的な協力支援のもと、意匠・耐震・防耐火・施工に関する各々の調整

を緊密に図ることができ様々な創意工夫のもと、工期の短縮化や実質的な建物の価値と性能を高めた費

用対効果の高い改修計画を実現した。 

・地域の新しい防火・耐震化改修モデルの実現という趣旨に多くの企業・メーカーにご賛同を頂き、部材

提供や技術的な知見などのご協力を得た改修事業となった。 

・また、ふじのきさん家改修については、早稲田大学長谷見研究室と東京大学生産技術研究所加藤孝明研

究室が協力し、技術面のアドバイスを受けている。 

■建築無料相談会、啓発活動等 

・防火・耐震化改修モデルの「ふじのきさん家」では、専門家による建築無料相談会や、ふじのきさん家

の実際の＂改修＂について知ることができる施設見学会を実施。 

・また、地域コミュニティ活動を支える寄合い処として、まち歩き企画や茶話会なども開催。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・専門家や企業との協働による多様な取組により、防火・耐震化改修についての意識向上が図られてきて

いる。 

取組の写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ふじのきさん家            ふじのきさん定食（食事サービスと居場所づくり） 
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対象地区と地区の概要 

地区名 墨田区東向島  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の概要 ・狭い路地に古い木造住宅が密集しており、

住民の高齢化なども進行している 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成２５年～ 根拠法 

適用事業・制度 
・東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱 

事業費 － 

実績 ・ふじのきさん家にて、毎月、建築無料相談会などを行っている。 

 

取組の背景・経緯 

・墨田区は木造密集街地が拡がっており、昭和 54 年から 30 年余りに渡って不燃化促進事業などの木造

密集市街地の改善・整備への取組を進めてきたが、依然として危険な木造密集街地が残っている。 

・これまで、地縁組織が中心となり高い防災意識を持って、安全で活力のあるまちを維持してきたが、町

内会等担い手の高齢化が進み、安心・安全を支える地域のつながりは弱くなりつつあり、また、老朽化

した木造住宅の改修、建替えは進まず、市街地の安全性について確保されておらず、迫りつつある首都

直下地震で危機的な状況になる恐れがある。 

・このような中、「ふじのきさん家」が、このまちで安全、安心に住み続けていくための拠点として平成 25

年 3 月末にオープンした。 

・NPO 法人燃えない壊れないまち・すみだ支援隊は、すみだ燃えない壊れないまちづくり会議の活動を

継承・発展し、耐震改修、建替え、防火・耐震化改修などの減災まちづくりを推進するために平成 25

年 4 月に法人格を取得した。 

工夫点・成功要因 

・一般的にコミュニティスペース整備などは民間主導によるものが多い中、ふじのきさん家は行政主導で

始まった点が異なる。区が中心となって立ち上げた「すみだ燃えない・壊れないまちづくり会議(現在の

支援隊)」が、スペースを作り、そこでの活動を促していくというかたちで、「ふじのきさん家」が生ま

れたことが大きな特徴である。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・ふじのきさん家の運営は、支援隊や地元の町内会が中心に行っているが、広くまちづくりを持続的に展

開してくためには、町内会と関わりの薄い住民などの取り込みが課題である。 

・区では、ふじのきさん家をモデルとして、同様の取組を区全域へ広めていくことも検討されている。 

 

 

  

（出典）地理院地図（国土地理院） 
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事例名 
地域で行う継続的・自律的な防災まちづくりの取組 
（京都府京都市六原地区） 

 

053 

取組主体 六原自治連合会 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

○Ⅴ 空き家が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力の

向上 

E-3 住民等の意識醸成 

○地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・空き家の対策や防災に関する普及啓発、防災訓練の企画など総合的な防災活動に地域主体で 10 年以上

にわたって取り組んでいる。 

【概要】 

・六原自治連合会は、地域のまちづくりに取り組む中で発生する問題、特に地域全体で解決する必要のあ

る問題を解決していくため、次の活動を継続的に行っている。 

 

■「みんなでつけようろじのあいしょう」プロジェクト 

・名前がない約 90 の路地等に愛称を付け、約 100 の銘板を設置し

た。路地等の名前の周知を図り、緊急時の通報や災害対応時におけ

る場所や避難路の認識性向上に取り組んでいる。 

・避難時のルート選定が容易になるよう、「袋路＝路地」「二方向避難

可＝小路」として名称を統一し、ルール化している。 

・各路地名は、消防システムとも連携しており、路地名を伝えること

で、緊急車両を呼ぶことができるようになっている。 

・路地の愛称は、銘板に記載し各路地の入口に設置している。 

・住民に浸透するよう、町内会が中心となり、住民説明・合意、 

愛称の募集、民家の塀への銘板設置許可等を行った。 

・また、防災双六を制作・配布することで、路地名等のさらなる普及に 

努めている。 

 

■防災まちづくりマップの作成 

・学区内のブロックごとに、防災まちづくりマップを作

成することで、避難先や危険箇所の共有を図ってい

る。 

・作成にあたっては、自治会ごとに情報を集約・提供を

してもらうことで、情報の精度を上げるともに、空き

家等については、常に情報共有ができるようにしてお

り、定期的に更新を図っている。 

 

■総合防災訓練の企画立案 

・東山消防署と協力して総合防災訓練の企画立案を行

い、参加者 262 名の六原学区総合防災訓練を実施し

た。訓練では災害時の行動体験等を行い、防災意識の向上を図っている。 

 

■町部長会議の定期開催 

通、小路、路地の銘板 

防災双六 

防災まちづくりマップ 

（出典）六原自治連合会ＨＰ 
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・学区内の各町内の防災部長が定期的に会議を行い、地域の防災の課題を学区全体で共有し、課題解決へ

の知恵を持ち寄っている。この会議をきっかけに路地の避難路確保や危険建物の修繕等、多くの防災課

題が解決されている。 

 

■耐震ローラー（まちあるき）、耐震改修等の普及啓発 

・災害時に倒壊等の危険が予測される建物や避難の想定について、学区内を皆で歩きながら 実際に近所

の状況を見ることで、防災や耐震について考える機会の提供に取り組んでいる。 

・専門家と連携し依頼があった家屋に訪問し、耐震性のチェック及び、助成制度の案内等を行っている。 

 

■高齢者への非常用袋配布 

・一次避難所等で生活に使える避難時に持ち出すための備品セットを安価（1,000 円）で配布している。 

 

■主な空き家対策の取組 

・平成 17 年度から空家対策を開始し、平成 22 年より行政との連携事業により本格的な空き家対策に取

り組んでいる。空き家の調査、セミナー開催、片付け支援（流通・活用を促す）、活用・流通提案を行っ

ている。 

・六原まちづくり委員会の空家対策は、出版本「空き家の手帖」としてまとめられている。 

・平成 27 年には「六原学区防災まちづくり計画」を策定し、京都市の認定防災まちづくり活動団体第

1 号となった。 

・これらの活動が評価され、平成 29 年度には、第 22 回防災まちづくり大賞「日本 防火・防災協会長

賞」を受賞している。 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・狭小な路地が多いこと、災害時に危険な建物が多いこと、空き家が多いことなど、地域の環境に住民が

目を向ける取組により防災意識が向上している。 

・住民が主体となった多様な取組により地域のコミュニティ力や防災力の向上、また情報発信等によりポ

テンシャルも向上している。 

対象地区と地区の概要 

地区名 六原地区  

地区の概要 ・人口：3,319 人（Ｈ27.7 住民基本台帳） 

・世帯数：1,913 世帯（Ｈ27.7 住民基本台 

帳） ※独居世帯が全世帯の 5 割強 

・高齢化率：32.4％（Ｈ27.7 住民基本台帳） 

・自治会加入率は約８割 

（出典）六原自治連合会 HP 

 

 

 

           

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 22 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

・京都市密集市街地・細街路における防

災まちづくり推進制度実施要綱 

（同要綱に定める「防災まちづくり

計画」に認定） 

事業費 ・六原自治連合会の資金をもと

に、公的な助成制度を利用して

活動資金を捻出。また、「空き家

の手帖」の販売と講演謝礼の一

部を自主財源に充てている。 

実績 ・地区内の空き家対策について、多い年には年間 10 件程度の流通を実現。現在も年間数

件の相談を受けている。 

（出典）地理院地図（国土地理院）
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取組の背景・経緯 

自治連合会の発足 

・平成 12 年、それまで地域のつながりなどは、社会福祉協議会等が担っていたが、オウム事件や阪神淡

路大震災等の発生をきっかけに、未曾有の危機が生じた際、地域でできることを考える中で、町内会を

基礎とした組織の必要性が唱えられ自治連合会が発足した。 

空き家対策の取組とまちづくり委員会の発足 

・六原学区は寺社仏閣が数多く風情ある京都らしい町並みであるが、密集市街地であるため住戸が狭小で、

多世代の同居が困難など居住環境の問題もあり、子育て世代が徐々に流出していた。平成 17 年頃から

は学区内の空き家の存在や危険家屋化した家屋の放置問題が顕在化し、空き家率が 30%を超える町内

も出るなど、空き家問題の深刻化が懸念されていた。また、古い建物や狭隘な路地が多く残っているた

め防災上の課題も抱えていた。 

・平成 17 年度より大学や行政外郭団体の空き家実態調査に協力した結果、学区内に空き家が多数存在す

ることを住民が認識した。 

・平成 22 年には住民と行政が連携して空き家の流通促進を手がける事業のモデル地区に選定され、具体

的な空き家対策を開始した。行政事業終了後は、空き家問題を継続して取り組むべき地域課題と捉え、

六原自治連合会の傘下に六原まちづくり委員会を発足した。 

防災まちづくりの取組 

・平成 24 年より行政とともに防災まちづくりにも取り組むようになり、有事の避難経路確保や老朽化建

物の除却・健全化、防災訓練の企画・運営といったまち全体の安心・安全性を対象とした取組も進めて

いる。さらに、専門家の派遣による個別事業の調査・コーディネートや計画づくりを行い、以降、ソフ

ト事業を中心とした地域による自立的な取組を進めている。また、路地や京町家の街並みを保全するな

どの、まちの魅力を増す取組にも視野を広げている。 

 

 

工夫点・成功要因 

・六原まちづくり委員会は課題に応じて人選された地域住民と、不動産、建築、相続、まちづくり、行政、

芸術家支援団体、大学等の外部専門家でメンバーを構成している。まちづくり委員会の防災まちづくり

部会は、専門家が約半数、地域の住民が約半数という構成である。 

・体制は、出来るだけ若い人材に活躍の機会を与えるようにするとともに、多数の主体の参加を心がける

ことで、意思決定の硬直化を避けている。 

・PTA の OB で、地域の祭り等を企画する六原倶楽部を組織することで、余裕人材の確保を図っている。

（ここで活動意向の高い者に声をかけるなどすることで、まちづくりのメンバー等の更新も図ってい

る。） 

・六原自治連合会の資金をもとに、公的な助成制度を利用して活動資金を捻出している。また、取組成果

である「空き家の手帖」の販売と講演謝礼の一部を自主財源に充てている。 

 

 

（出典）六原自治連合会ＨＰ 
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取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・同様の取組は、各地で見られるが、できるところから取り組み、まずは１つ取組実績をつくることで、

共感する人が現れ、興味を持つ者が増えるようにすることで、持続的な取組に拡大させることができる。 

・学生や専門家など、外部の人材との連携が重要である。 

・行政による支援としては、事業単位の助成も有用であるが、取組の持続性・地域による自走という観点

からは、一緒に考えていける専門家の派遣が重要である。 
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事例名 
まちづくりコンシェルジュによるすまいなんでも相談 

（東京都墨田区京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺地区） 

 

054 

取組主体 墨田区 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅳ 個別更新困難な人が多い 

◎Ⅵ 居住者の危機意識が低い 

○Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域防災力の向上 

E-3 住民等の意識醸成 

○地域防災力の向上 

E-2 コミュニティ力・地域防災力

の向上 

特徴と概要 

【特徴】 

・まちづくり相談処「まちづくりの駅」を現地に設置し、建替えの御用聞きである「まちづくりコンシェ

ルジュ」が住民に寄り添った相談業務を行っている。 

【概要】 

・まちづくりコンシェルジュが建替えにかかる住民のあらゆる相談に応じ、意識の高揚に努めている。 

・区の「アクアサポート事業」により整備した施設や設備も活用した、地域が行う防災訓練に参加するな

ど地域との連携を図っている。 

■取組の状況（防災訓練） 

・各町会・自治会による防災訓練等に参加している。 

・地域の防災マップを作製している。 

■まちづくりの駅における相談（京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺地区） 

・まちづくりコンシェルジュが常駐する「まちづくりの駅」を設置し、地域の防災意識の向上に向けて、

日常的に次のような取組を行っている。 

○建替え等相談対応 

－ 建替えなどに際しての助成制度、接道条件、建築制限など建替えに関する様々な質問に答え、意

識醸成を図っている。 

○間取図作成 

－ 建替えを計画する人に対して、希望に応じた参考間取図を作成している。 

○安全・安心マップ作成 

－ 町会と連携して、消火器などの位置をプロットした防災マップ作成を支援している。 

○地域イベントへの参加等 

－ 防災訓練の他、地域で開催されるイベント等に参加し、ＰＲチラシなどを配布している。 等 

■まちづくりコンシェルジュたよりやニュースの発行 

・地域の人たちに防災まちづくりに関する取組や支援制度などの情報提供を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典） 

墨田区ＨＰ 
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【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・町会・自治会における防災訓練を通じ、区の「アクアサポート事業」（消防水利の確保や輻射熱対策の整

備などを地元自治会と協議しながら進める事業。事例 No.045 参照）で整備した施設を使用すること

で、防災意識の向上が図られている。 

まちづくりの駅における活動の様子 

 
（出典）一般財団法人 墨田まちづくり公社ＨＰ 

対象地区と地区の概要 

地区名、 

地区の概要 

京島周辺地区、鐘ヶ淵周辺地区 

・京島周辺地区：約 40.0ha 

・鐘ヶ淵周辺地区：約 80.6ha 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成２５年度～ 根拠法 

適用事業・制度 

・東京都不燃化推進特定整備事業、同補助

金交付要綱 事業費 約 169 百万円 

（平成 25 年度からの累計） 

実績 相談件数 

すまいなんでも相談（区内全域 H25～）2426 件 

空き家相談（R2～） 34 件 

京島まちづくりの駅（H25～） 286 件 

鐘ヶ淵まちづくりの駅（H26～） 708 件 

取組の背景・経緯 

・平成 25 年度から都不燃化特区制度の導入により取組が開始され、同年に「京島まちづくりの駅」が、

平成 26 年に「鐘ヶ淵まちづくりの駅」が設置され「まちづくりコンシェルジュ」が常駐することとな

った。 

工夫点・成功要因 

・身近な相談相手となる「まちづくりコンシェルジュ」が常駐し、建物の不燃化相談のほかに、発災時に

おいて家庭での上水道を活用した消火活動も可能な簡易消火施設の使用方法も教えている。 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・専門家による気軽な相談体制を構築することにより、身近な安全安心などの関心が高まっていくことが

期待される。 

・イベント等の参加者が固定化しないよう、継続的な PR などが必要である。 

（出典）地理院地図（国土地理院）

鐘ヶ淵周辺地区 

京島周辺地区 
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事例名 再建築不可物件の買取再販による不動産流通  
055 

取組主体 株式会社リライト 
 

該当する「密集市街地改善の阻害要因」と「密集市街地の改善手法」 

密集市街地改善

の阻害要因 

◎Ⅰ 接道不良の敷地が多い 

○Ⅱ 狭小敷地が多い 

密集市街地の

改善手法 

◎地域ポテンシャルの向上 

F-1 地域の魅力、イメージの向上 

○安全な市街地空間形成 

C-1 接道条件の改善 

C-2 街区敷地再編 

特徴と概要 

【特徴】 

・無接道敷地の住宅の仲介・斡旋、取得を行い、隣地権利者など第三者に販売を行っているほか、リ

フォームした上で賃貸事業も行っている。 

【概要】 

■再建築不可物件の買取 

・接道要件を満たさないため建築、再建築ができない物件の売買に関する斡旋や自社で買い取り、第三者

への販売と行っている。 

・再建築不可物件については事業主体のＨＰなどで受け付けており、密集市街地に限らず全国で事業を実

施している。 

・対象物件周辺の権利者に購入などに関する要望を聞いて回り、条件が合えば近接権利者に販売したり、

土地所有者に交渉し接道条件をクリアした上で販売を行ったりもしている。 

 

■事業スキーム 

・再建築不可物件については、基本、金融機関からの融資が受けられないため、現金で購入している。 

・基本的に、大掛かりなリフォームは行わずに販売している。耐震・防火性能強化を含むリフォームは費

用が 1,000 万円を超え、販売額が新設戸建住宅とあまり変わらなくなる。 

・家屋などのリフォームは物件購入者が行う場合が多く、事業者としては販売時に建物診断を行い、購入

者が希望するリフォームの見積を作成するなど、購入しやすい環境づくりのサポートを行っている。 

・購入した物件を事業者で賃貸する場合もあり、現在５～６件の建物を所有、賃貸している。賃貸にする

場合の条件としては、15～20％の利回りが期待される物件となる。 

 

【再建不可物件の減少に寄与する取組例】 

・問い合わせを基に取り扱う物件を決めており、取り扱う物件は全て現地調査や役所との調整などを行う。

その際に、隣接する接道家屋などの権利者に声をかけ、対象物件の購入（敷地拡大）についての話も行

い、条件が折り合えば隣接権利者への売却も行う。 

・未接道の借地権付きの住宅の購入、販売の際に、土地所有者と交渉し、接道部分まで借地を拡大し、接

道条件を満たした物件として販売を行った例もある。 

⇒これら取組により未接道宅地など再建築不可物件の減少にも繋がることになる。 

 

 

【解決した密集市街地整備の阻害要因と改善内容】 

・再建築不可物件であっても一定のニーズがあるため、それら物件の流通を促進することで、購入者によ

るリフォームなどによる耐震、防火性能向上も期待される。 

・対象物件周辺の住民などへの聞き取りも行うことで、隣地取得などにつながるなど、接道条件などが改

善する場合もある。 
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事例写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業等の概要・実績 

事業期間 平成 25 年～ 根拠法 

適用事業・制度 

－ 

事業費 － 

実績 ・事業主体のＨＰへの問い合わせは月 40 件程度。そのうち、再建築不可物件に関する問

い合わせは５～10 件程度。 

・再建築不可物件に限らず仲介・斡旋や買取は、年間 70 件程度行っている。 

 

取組の背景・経緯 

・事業主体の創設者が不動産会社などに勤めているときに、再建築不可物件を扱いニーズがあることは認

識していたが、大手の会社では十分に対応しきれない中で、独立した際に再建築不可物件も取り扱うよ

うになった。 

・取り扱った事業の概要をＨＰで紹介したことにより、問い合わせが増加した。 

 

工夫点・成功要因 

・問い合わせがあった場合、まずは地元不動産事業者に相談するよう勧め、その上で地元不動産事業者の

対応が得られなかった物件を対象としている。この手順を踏むことで、物件の安価での取得にもつなが

っている。 

・年間に取り扱える件数が限られるため、物件所有者の人柄なども重視して扱う物件を決めている。 

 

取組の継続や他地区への援用可能性・課題・条件 

取組継続の課題・条件 

・物件取得後、リフォームした上で販売できれば収益性も上がるが、購入者の選択肢を狭めることがない

よう、市場・建物状況をみてリフォーム内容などを検討していることが多い。 

・再建築不可物件の売却に対する需要は全国的に高いが、特に漁村は都市部に比べて購入者を見つけるこ

とが困難なことが多い。事業者が購入希望者等とのネットワークを構築している場合は、漁村などを事

業の対象とすることも可能である。 

 

 

 
 

（出典）株式会社リライト HP 
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