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発行

十条まちづくり全体協議会・駅西ブロック部会では、住まいとまちの

防災対策について学習しています。

今年度の駅西ブロック部会では、8月24日

に第13回ブロック部会、３月２日に第1４回

ブロック部会を開催して、住まいとまちの防

災対策について学習しています。また、まち

の問題点の整理と解消方法についての学習を

行い、今後も駅西ブロック部会で学習を継続

していくことにしています。

駅西ブ ク部会では 町会など地元 行事や会議に伺 て

駅西ブロック部会の様子
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十条地区まちづくり全体協議会は、地元町会・自治会、商店街、PTA等を中心にま

ちづくりの方向性を協議することにより、相互に理解を深め、まちづくりの円滑な推

進に資することを目的に平成17年8月29日に設立、設置されたました。

十条地区まちづくり全体協議会では、４つのブロック部会を設置し、町会や商店街

の役員の方々等が中心となって部会を運営しています。

駅西ブロック部会は、上十条二丁目と十条仲原一丁目にお住まい方が会員で、ブ

十条まちづくり全体協議会・駅西ブロック部会では、住まいとまちの

防災対策について学習しています。

今年度の駅西ブロック部会では、8月24日

に第13回ブロック部会、３月２日に第1４回

ブロック部会を開催して、住まいとまちの防

災対策について学習しています。また、まち

の問題点の整理と解消方法についての学習を

行い、今後も駅西ブロック部会で学習を継続

していくことにしています。

駅西ブロック部会では、町会など地元の行事や会議に伺って

「防災ミニ学習会」を行っています。

ミニ防災学習会の様子

また、より多くの住民の皆さんに防災に関する知識

を普及していくために、ブロック部会の場とは別に、

町会等地元の行事や会議の場に出張したミニ学習会を

行っています。

今年度は9月12日と３月１５日に、十条仲原一丁目

町会の行事の場でお時間をいただき、家庭での防災の

備えについて「防災ミニ学習会」を行いました。

今後も地元の行事に伺う「防災ミニ学習会」を行う

ことにしていますので、ご協力の程よろしくお願いし

ます。

駅西ブロック部会の様子
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地区区分

中十条一丁目（5・6、10～29番）及び中十条二丁目

（1～19番）において、地区の特性に応じた防災性と居

住環境の向上を目指して、建築物等の用途や敷地面積な

どを規制する「補助８３号線周辺南地区地区計画」の都

市計画が決定がされました。今後、地区計画の区域内で

建築行為や土地の区画形質の変更などを行う場合は、届

出が必要です。
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■地区計画の届出について
地区整備計画の区域内では、建築行為や土地の区画形

質の変更などが、地区計画の内容に沿って行われるよう

に規制・誘導していくために届出・勧告制度があります。

地区計画（補助８３号線周辺南地区）が都市計画決定されました。

十条地区全体のまちづくり

地 区 区 分

ホームページ http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/inform/515/051576.htm

地区計画の区域内において、建築物の建築などを行おうとする場合は、工事着手の ３０日前まで

に（建築確認申請に先立って）届出をしていただくことになっています。

区では届出があった場合、地区計画に適合するかどうか審査し、地区計画に適合し ないと認めら

れるときは、区長が適合するよう勧告します。

荒川小学校演芸場通り

本町通り 十条台小学校

東十条駅（南口）
十条駅
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■地区計画の届出について
地区整備計画の区域内では、建築行為や土地の区画形

質の変更などが、地区計画の内容に沿って行われるよう

に規制・誘導していくために届出・勧告制度があります。

平成２０年度から地元の皆さんと公園ワークショップで意見交換を行いながら計画内容を検討

してきました。公園名は「上四みんなの広場」に決まりました。

日常は皆さんの憩いの場となるように芝生が植えられ、震災時は消防活動のための防火水槽や

非常用として使用するマンホールトイレを設置できる設備が設けられています。工事は平成２２

年３月末に完了する予定です。開園は平成２２年７月の予定です。全面に貼った芝生が十分に根

をはやすまでお持ちください。所在地は、上十条４丁目１４番１３号です。

地区計画（補助８３号線周辺南地区）が都市計画決定されました。

十条地区全体のまちづくり

上十条四丁目で新たな広場「上四みんなの広場」が完成します。
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