
 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅲ 
 

安心・安全で快適な緑のまち 
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安心・安全で快適な緑のまち 

リアルタイム情報共有で災害に強い避難所へ 

 

 

事業概要    

 

 

 区全体で防災力の向上を図る 

 

 

    
事業の内容    

   避難所機能の向上で不安を軽減 

 

 

 

(1)電力の充実 

可搬型 LP ガス発電機と LP ガスボンベを配備し、30 時間以上

の電源を確保します。現行のガソリン式発電機と併用するこ

とで、燃料調達のリスク分散を図ります。 

また、スマートフォン等のポータブルバッテリーを配備し、停

電時でも避難者が情報収集・発信できる環境を整備します。 

(2)Wi-Fi 環境の整備  

地域 BWA 制度を活用し Wi-Fi を整備することで、リアルタ

イムな情報収集・発信を実現します。 

(4)防災センターと各避難所との情報共有の円滑化  

防災対策支援システムを改修し、避難所運営を行う職員用の

タブレット端末を全ての指定避難所（76 ヶ所）に配備します。

災害対策本部との情報共有、定期報告の多重化、安定化を実現

し、避難者へ情報提供することで、避難時対応の強化を図りま

す。 

(5)多様な情報収集手段の周知 

防災行政無線やホームページ、SNS などの様々な防災情報ツ

ールを周知するため「広報いたばし防災特集号」を作成し、台

風シーズンに向けて全戸配布します。また、電話応答サービス

を 16 回線から 32 回線に拡充します。情報収集手段の周知を

図ることにより、災害時の不安を軽減します。 

地域 BWA制度 

総務省が進める地域 BWA(広帯域 

移動無線アクセス：Broadbandｒ  

Wireless Access)制度は、1 区市町

村の範囲で専用周波数帯を使用する

事により通信障害が起こりにくいこ

とが特徴。災害時等における通信基盤

として活用が期待される。 

※22 区中 13 区が導入済 

可搬型 LP ガス発電機と LP ガスボンベ 

(3)区公式ホームページのリニューアル 

災害時・緊急時の情報を迅速かつ正確に発信するため、シンプ

ルで分かりやすい災害モードのトップページを構築します。

また、大容量のデジタルコンテンツをインターネット上で大

量配信できる「CDN」を導入し、アクセス集中時でもスムーズ

にホームページを利用できる環境を整備します。 

防災センターでの訓練の様子 

近年多発している自然災害に対応するため、支援拠点

となる避難所の果たすべき役割は大きくなっていま

す。そこで電力の充実や Wi-Fi を活用した通信環境の

整備により、災害時に避難所となる施設の質を高めて

いきます。 

また、区民一人ひとりの防災意識の向上をめざし、災

害時の情報収集方法について周知徹底を図っていき

ます。 
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   実施の背景・目的 

 「災害に強い板橋」の実現をめざして 

平成 30 年の西日本豪雨や北海道胆振東部地震、令和元

年の台風 15、19 号など前例のない大きな災害が発生し

ています。区では、これまで避難所となる学校の耐震化、

備蓄物資の最適化計画に基づく避難所物資の配備を行っ

てきました。しかし、近年多発している災害からの課題

を踏まえ、さらなる避難所環境の整備と充実を図ってい

くことが求められています。ライフラインの一つとなっ

たスマートフォンへの対応や、避難所と災害対策本部と

の連携強化を図るなど、「災害に強い板橋」の実現に向け

た取組を進めていきます。 

  

  

     

   

   

    
 

 予算  主管課・問い合わせ先 

 49,570 千円 

 

 危機管理室 防災危機管理課 

  課 長 関  俊介  ℡3579-2112 

   担当者 菅澤 佑太郎 ℡3579-2154 

令和 2 年 3 月 区公式ホームページリニューアル完了 

令和 2 年 4 月 避難所 Wi-Fi の整備 

令和 2 年 7 月 「広報いたばし防災特集号」全戸配布 

令和 2 年 7 月 LP ガス発電機、ポータブルバッテリー導入 

令和 3 年 3 月 システム改修完了 

令和 3 年 3 月 避難所と災害対策本部との情報共有 新体制開始 

リアルタイムな情報収集・発信 

電力 

確保 

避難所 

充電 

設備 

通信 

環境 

防災センター 

連携強化（タブレット・システム改修） 

台風 19 号直後の荒川増水の様子 

今後のスケジュール 

（内訳）電力環境の拡充・整備     30,990 千円 

    システム改修等         115,005 千円 

        情報収集手段の周知            13,575 千円 
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安心・安全で快適な緑のまち 

暮らしやすいが叶うまちへ！まちづくり計画が進行！！ 
 

 

事業概要     

     

     

板橋駅西口周辺地区のまちづくり    

     

 

(1)西口地区再開発事業 

(組合施行) 

商業・都市型住宅等の用

途からなる複合的再開発

ビルと広場・公園の整備

をします。 

・平成 31 年 2 月都市計画決定 

・令和 2 年度中に市街地再開発

組合設立をめざす 

(3)駅前広場の再整備(区施行) 

西口地区・板橋口地区の再開発に合わせ、板橋区

の玄関にふさわしい駅前広場整備をめざします。 

・令和 2 年度駅前広場整備計画策定 

(4)地区計画の検討 

これまでのまちづくり勉強会や社会実験の成果

を踏まえ、地区計画の導入に向け説明会を実施

し、都市計画決定をめざします。 

東京で一番住みたくなるまちへ 

区では市街地再開発事業をはじめ、まちのにぎわいや不燃化促進による災害に強いまちづくりを進めて

います。まちづくりの推進にあたっては、まちづくり協議会等を主体に区と協働して進めています。ま

た、区民・事業者・大学・国・東京都などとまちの将来像を共有し、実現に向け新たな公共空間を創出

するとともに、コミュニティの力を生かしたまちづくりにより、魅力を高めていきます。 

(2)板橋口地区再開発事業 

(個人施行) 

商業・都市型住宅のほか、 

公益エリアを設け、区の魅 

力創出・発信の拠点や多様 

な主体が交流できる場の整 

備を進めていきます。 

・令和元年 8 月施行認可 

・令和 6 年度の事業完了に向けて 

協議、調整 

 

西口地区 

再開発事業 

板橋口地区 

再開発事業 

駅前広場 

の再整備 
地区計画の 

検討 (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

【凡例】 

    都市計画道路 

    都市計画道路(事業中) 

    歴史的な街道 

    緑道 

    公園 

    地区計画の検討区域 
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  大山駅周辺地区のまちづくり 

  

 

  

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 予算   

 1,536,636 千円 

 

  

(3)クロスポイント地区 

再開発事業(組合施行) 

再開発ビルと補助第 26 号線との

一体的整備による延焼遮断帯の形

成と、商店街のにぎわいと活性化

を図ります。 

・令和元年６月市街地再開発組合設立認可 

・令和 2年度後半既存建築物の解体工事着

手 

(1)東武東上線連続立体交差事業 

  （都施行） 

約 1.6km の区間で鉄道を高架化

し、交通渋滞・踏切事故・市街地

分断を解消します。 

・令和元年 12 月都市計画決定 

・事業化に向け、関係機関と連携し調整 

(4)ピッコロスクエア地区 

再開発事業（組合施行） 

燃えにくい建物と広場空間

等を整備し、にぎわいやコ

ミュニティの核となる拠点

を整備します。 

・市街地再開発準備組合の活動 

支援 

・令和 2 年度中都市計画決定をめ

ざす。 

(2)駅前広場の整備(区施行) 

乗り換え利便性の向上やまちの顔と

なる公共空間の確保などに向け、整

備を行います。   

・令和元年 12 月都市計画決定 

・事業化に向け、関係機関と連携し調整 

(内訳)板橋駅西口周辺地区のまちづくり   １214,010 千円 

   大山駅周辺地区のまちづくり    1,133,349 千円 

   東武東上線連続立体化事業推進経費  107,016 千円 

上板橋駅南口駅前地区のまちづくり  71,231 千円 

高島平地域のまちづくり       11,030 千円 

踏切 

都市計画道路(事業中) 

商店街 

主要施設 

地下連絡通路 

【凡例】 

    大山まちづくり総合計画の対象区域 

    都市計画道路 
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主管課・問い合わせ先   

 

 

  

  

  

 上板橋南口駅前地区のまちづくり 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 高島平地域のまちづくり 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)再開発先行区域(東地区) 

平成 16 年に都市計画決定した区域のうち、東側を先

行して再開発組合設立に向けて準備を進めていきま

す。 

・生活再建サポートセンターの設置 

・駅前広場等デザイン方針の作成 

 

 
(2)検討継続区域(西地区) 

再開発準備組合設立に向け、協議会や意見交換を通じ

て、合意形成を図っていきます。 

   

都市整備部 拠点整備課           課長 義本 昌一  ℡3579-2569 

      地区整備事業担当課       課長 遠藤  宏  ℡3579-2069 

      鉄道立体化推進担当課      課長 千葉 宣雄  ℡3579-2575 

      高島平グランドデザイン担当課  課長 澤邉  涼  ℡3579-2122 

東地区 (1) 

西地区 (2) 

【高島平地域都市再生実施計画の体系図イメージ】 

＜関連する個別計画＞ 

板橋区産業振興構想 

板橋区地域防災計画 

板橋区いたばし健康プラン 

板橋区地域保健福祉計画 

板橋区ユニバーサル推進計画 

板橋区環境基本計画 

板橋区都市景観マスタープラン 

板橋区住まいの未来ビジョン 

板橋区みどりの基本計画 等 

板橋区基本構想 

板橋区基本計画 2025 

 

いたばし No1 

実現プラン 

板橋区都市 

づくりビジョン 

高島平地域グランドデザイン 

(中長期のまちづくりの指針) 

高島平プロムナード 

基本構想  

高島平地域都市再生実施計画 

1.土地利用計画など都市整備に関する計画 

2.将来ビジョンに関する時点修正、フォローアップ 

3.重点地区の都市再生を誘導できる方策の検討 

連
携
・
整
合 

整
合 

整
合 

(1)高島平地域グランドデザイン  

（平成 27 年 10 月） 

若者の移住や多様な世帯が徒

歩・自転車利用を中心とした生

活を楽しめる、中長期のまちづ

くりの指針を策定。 

(2)アーバンデザインセンタ

ー高島平(平成 28 年 10 月～) 

「民・学・公」で構成された組

織を設立し、公共空間の活用社

会実験を通して、様々な視点か

ら高島平の将来像を検討。 

(3)高島平地域都市再生実施

計画(令和 2 年度) 

これまでの取組の成果や関連

計画と整合性を図り、具体化に

向けた基本計画を策定予定。 

 

【凡例】 

東地区(先行区域) 

    西地区(検討継続区域） 

    商店街 
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 Memo 


