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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係

推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名

貫井・富⼠⾒台地区

桜台東部地区

田柄地区

富⼠⾒台駅南側地区

下石神井地区

特定緊急輸送道路沿道の耐震化

⼀般緊急輸送道路沿道、災害時医療機関等、その
他の耐震助成

住宅の耐震助成

関町北⼩学校⼯事

上石神井北⼩学校⼯事

旭丘⼩学校・旭丘中学校・児童館⼯事 ‣学校施設環境改善交付⾦
‣次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦

向山⼩学校実施設計

田柄中学校実施設計

練馬東⼩学校基本設計

豊溪⼩学校基本設計

石神井南中学校⻑寿命化改修設計

③ 区⽴施設の耐震化 区⽴施設の耐震化
‣学校施設環境改善交付⾦
‣次世代育成⽀援対策施設整備交付⾦
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）

④ 公共的施設等の耐震化 公共的施設等の耐震化 ‣保育所等整備交付⾦

⑤ 区営住宅の⻑寿命化の推進 区営住宅の⻑寿命化の推進 ‣防災・安全交付⾦（地域住宅計画に基づく事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（地域住宅計画に基づく事業）

⑥ 分譲マンションの適正な維持管理の促進 分譲マンションの適正な維持管理の促進 ‣社会資本整備総合交付⾦（地域住宅計画に基づく事業）

① 建築物の耐震化

‣住宅市街地総合整備促進事業費補助（地域防災拠点建築物
   整備緊急促進事業）
‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）

区が取り組む施策

推進⽬標１︓⼤規模⾃然災害が発⽣したときでも⼈命の保護が最⼤限図られる
1-1 建物等の大規模倒壊による死傷者の発生

1 地震に強いまちづくりの
推進

① ⽊造住宅密集地域における道路・公園の整備と
不燃化の推進 ‣防災・安全交付⾦（住宅市街地総合整備事業）

2 建物の耐震化等の促
進

② 防災まちづくり推進地区における改善事業

‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・狭あい
   道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・
   狭あい道路整備等促進事業）

② ⼩中学校の改築等の推進

‣学校施設環境改善交付⾦

‣学校施設環境改善交付⾦
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

⑦ 優良な住宅の供給等の促進 優良な住宅の供給等の促進 ‣社会資本整備総合交付⾦（優良建築物等整備事業、都⼼共同
   住宅供給事業）

危険なブロック塀等撤去周知・助成 ‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）

⼩中学校ブロック塀等の撤去・改修 ‣学校施設環境改善交付⾦

⑨ 空き家等の適正管理の促進 空き家等の適正管理の促進 ‣住宅市街地総合整備促進事業費補助（空き家対策総合⽀援事業)
‣社会資本整備総合交付⾦（空き家再⽣等推進事業）

補助132号線Ⅲ期

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線（新設道路）

区画街路１号線

外環の２（上石神井駅交通広場）

練馬主要区道２号線(貫井・富⼠⾒台地区A路線)

練馬主要区道３号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助235号線（既存道路）

補助237号線

補助301号線（主要区道17号線）

補助301号線（主要区道88号線）

区画街路１号線（⼀般区道12-423号線）

練馬主要区道６号線（Ⅰ期）

石神井公園駅南口商店街通りの整備

⑩ 無電柱化の推進 ‣無電柱化推進事業費補助

⑧ 危険なブロック塀等の撤去促進

建物の耐震化等の促
進2
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 地域別防災マップの作成・訓練の実施 地域別防災マップの作成・訓練の実施

避難⾏動要⽀援者名簿の更新

避難⾏動要⽀援者名簿を活⽤した訓練の実施

個別避難計画の作成

③ ねりま防災カレッジ事業の充実 ねりま防災カレッジ事業の充実

④ 区⺠防災組織等の取組⽀援 区⺠防災組織等の取組⽀援

家具類の転倒・落下・移動防⽌

防災⽤品のあっせん

⑥ 町会・自治会の加入促進 町会・自治会の加入促進

⑦ 消防団への⽀援 消防団への⽀援

貫井・富⼠⾒台地区

桜台東部地区

田柄地区

富⼠⾒台駅南側地区

下石神井地区

③ 狭あい道路の解消 狭あい道路の解消
‣防災・安全交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）

④ 防⽕地域・準防⽕地域の指定、まちの不燃化 防⽕地域・準防⽕地域の指定、まちの不燃化

② 防災まちづくり推進地区における改善事業 再掲

‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・狭あい
   道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・
   狭あい道路整備等促進事業）

1-2 住宅密集地域等における⽕災による死傷者の発生

1
⽊造住宅密集地域等
における大規模⽕災の
防⽌

① ⽊造住宅密集地域における道路・公園の整備と
不燃化の推進 再掲 ‣防災・安全交付⾦（住宅市街地総合整備事業）

3 地域防災⼒の向上

② 避難⾏動要⽀援者の安否確認体制の強化と個
別避難計画の作成

⑤ 家具類の転倒防⽌の周知、防災⽤品のあっせん
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

（仮称）石神井台六丁⽬緑地（新設）

（仮称）大泉学園町六丁⽬公園（新設）

（仮称）南高松の森緑地（新設）

（仮称）北町六丁⽬公園（新設）

（仮称）⻄本村の森緑地（新設）

（仮称）松山の森緑地（新設）

北原公園（拡張）

石神井松の風文化公園（拡張）

大泉町もみじやま公園（拡張）

どんぐり山の森緑地（拡張）

やくも公園（拡張）

中ノ宮⽵林公園（拡張）

和田堀緑道（改修）

② 練馬城址公園をにぎわいの拠点に 公園整備に向けた調整

稲荷山公園

大泉井頭公園

④ 都市インフラの整備におけるみどりの創出 都市インフラの整備におけるみどりの創出

緑化取組

サクラ並⽊の維持

⽣産緑地貸借制度を活⽤した農地保全

特定⽣産緑地の周知・指定

制度改正に向けた取組の推進

2 みどりを活⽤した⽕災の
拡大防⽌

① 特色ある公園等の整備
‣防災・安全交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）

⑤ みどりの美しい街並みづくり

⑥ 都市農地の保全に向けた取組の推進

③ みどりの拠点づくりを進める⻑期プロジェクト
‣防災・安全交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 都市計画道路事業にあわせた延焼遮断帯の形成 防⽕地域の指定

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

仮称環状８号線横断地下通路整備

平和台駅周辺交通施設整備

放射36号線沿道周辺地区のまちづくり

氷川台駅周辺交通施設整備

④ 補助156号線沿道等のまちづくり 補助156号線沿道周辺地区のまちづくり

駅前のまちづくり

外環の２沿道のまちづくり

交通広場

駅周辺のまちづくり

交通広場

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

⑦ 上井草駅周辺地区のまちづくり 下石神井四丁⽬地区のまちづくり

大泉町二丁⽬地区のまちづくり

補助233号線沿道地区のまちづくり

（仮称）大泉学園町駅予定地周辺のまちづくり

補助135号線

3
交通ネットワークの整備
にあわせた⽕災に強いま
ちづくり

⑧ 大江⼾線新駅予定地周辺のまちづくり

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

⑥ 武蔵関駅周辺地区のまちづくり

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

③
放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地
区のまちづくり

②
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等））

⑤ 上石神井駅周辺地区のまちづくり

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

南口⻄地区市街地再開発事業

商店街通りの整備

補助132号線Ⅲ期

補助232号線Ⅰ－２期

① 地域別防災マップの作成・訓練の実施 再掲 地域別防災マップの作成・訓練の実施

② ねりま防災カレッジ事業の充実 再掲 ねりま防災カレッジ事業の充実

③ 区⺠防災組織等の取組⽀援 再掲 区⺠防災組織等の取組⽀援

家具類の転倒・落下・移動防⽌

防災⽤品のあっせん

⑤ 町会・自治会の加入促進 再掲 町会・自治会の加入促進

⑥ 消防団への⽀援 再掲 消防団への⽀援

初期消⽕体制の確⽴

消防⽔利整備

雨⽔浸透施設の設置

河川改修の早期実施・下⽔道幹線施設整備等の東
京都への要請

② マンション、オフィスビル等の浸⽔対策 マンション、オフィスビル等の浸⽔対策

③
洪⽔浸⽔想定区域内にある要配慮者利⽤施設
の訓練⽀援 要配慮者利⽤施設の訓練⽀援

印刷物による普及広報

練馬区⽔害ハザードマップの作成

② 地域別防災マップの作成・訓練の実施 再掲 地域別防災マップの作成・訓練の実施

3 区の体制強化 ① 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施

‣防災・安全交付⾦（河川事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（河川事業）

3
交通ネットワークの整備
にあわせた⽕災に強いま
ちづくり

2 区⺠の防災意識向上
①

防災の手引およびハザードマップを活⽤した防災意
識の向上

‣防災・安全交付⾦（河川事業）

⑨ 石神井公園駅周辺地区のまちづくり

1-3 市街地の浸水・洪水による死傷者の発生

1 ⽔害対策の強化

① ⽔害への対策

4 地域防災⼒の向上
④ 家具類の転倒防⽌の周知、防災⽤品のあっせん 再掲

⑦ 消⽕資器材の配備、消防⽔利の整備

‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発
 事業等）、道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

印刷物による普及広報

練馬区土砂災害ハザードマップの作成

② 土砂災害に備えた訓練の実施 土砂災害警戒区域等における避難訓練の実施

③ 地域別防災マップの作成・訓練の実施 再掲 地域別防災マップの作成・訓練の実施

① 区内部の情報連絡体制の整備 通信・連絡体制の確⽴

② 災害情報システムの構築 災害情報システムの構築

③ 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施 再掲 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施

④ 区⺠への情報伝達手段の整備 区⺠への情報伝達手段の整備

印刷物による普及広報

練馬区⽔害ハザードマップの作成

② 地域別防災マップの作成・訓練の実施 再掲 地域別防災マップの作成・訓練の実施

避難⾏動要⽀援者名簿の更新

避難⾏動要⽀援者名簿を活⽤した訓練の実施

個別避難計画の作成

② 外国人⽀援の強化 外国人⽀援の強化

備蓄物資拡充（帰宅困難者⽤）

備蓄倉庫整備

② 家庭内備蓄の促進 家庭内備蓄の促進

2 協定による物資調達 ① 協定締結自治体等との連携強化 協定締結自治体等との連携強化

推進⽬標２︓⼤規模⾃然災害発⽣直後から救助・救急、医療活動等が迅速に⾏われる
2-1 被災地での⾷料・飲料水等、生命に関わる物資供給の⻑期停⽌

1 物資の備蓄
① 備蓄物資の充実および倉庫整備 ‣防災・安全交付⾦（都市防災総合推進事業）

3 配慮を要する人への対
応

①
避難⾏動要⽀援者の安否確認体制の強化と個
別避難計画の作成

再掲

1-5 情報伝達の不備による避難⾏動の遅れ等で多数の死傷者の発生

1 区の体制強化

2 区⺠の防災意識向上
①

防災の手引およびハザードマップを活⽤した防災意
識の向上

再掲 ‣防災・安全交付⾦（河川事業）

1-4 土砂災害による死傷者の発生

1 区⺠の防災意識向上

①
防災の手引およびハザードマップを活⽤した防災意
識の向上

再掲 ‣防災・安全交付⾦（河川事業）
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 物資輸送体制の整備 物資輸送体制の整備

補助132号線　Ⅲ期

補助135号線および補助232号線（大泉学園駅南
側地区）

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助135号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線

区画街路1号線

外環の2（上石神井駅交通広場）

区画街路8号線（武蔵関駅交通広場）

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

3 物資の輸送体制と交通
路等の整備・確保

③
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

再掲
‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等））

② 都市計画道路の整備（区施⾏）
‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

練馬主要区道３号線

練馬⼀般区道22-101号線３⼯区および練馬主
要区道39号線

練馬主要区道30号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助132号線Ⅲ期

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線（新設道路）

区画街路１号線

外環の２（上石神井駅交通広場）

練馬主要区道２号線(貫井・富⼠⾒台地区A路線)

練馬主要区道３号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助235号線（既存道路）

補助237号線

補助301号線（主要区道17号線）

補助301号線（主要区道88号線）

区画街路１号線（⼀般区道12-423号線）

練馬主要区道６号線（Ⅰ期）

‣無電柱化推進事業費補助

3 物資の輸送体制と交通
路の整備・確保

⑤ 無電柱化の推進 再掲

④ ⽣活幹線道路の整備
‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

⑤ 無電柱化の推進 再掲 石神井公園駅南口商店街通りの整備 ‣無電柱化推進事業費補助

橋梁の計画的更新

公園遊具の計画的更新

道路陥没対策

⑦ 道路啓開体制の確保 道路啓開のための協定事業者との連携

⑧ 狭あい道路の解消 再掲 狭あい道路の解消
‣防災・安全交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）

① 練馬光が丘病院の移転・改築 練馬光が丘病院の移転・改築

② 慈誠会・練馬高野台病院の整備 慈誠会・練馬高野台病院の整備

③ 練馬光が丘病院跡施設における複合施設の整備 練馬光が丘病院跡施設における複合施設の整備

④ 新たな病院整備の検討 新たな病院整備の検討

① 医療救護体制の強化 医療救護活動等の確保

② 医薬品・医療資器材の確保 医薬品・医療資器材の確保

③ 搬送体制の確保 搬送体制の確保

④ 医療救護所訓練の実施 医療救護所訓練の実施

① ねりま防災カレッジ事業の充実 再掲 ねりま防災カレッジ事業の充実

② 区⺠防災組織等の取組⽀援 再掲 区⺠防災組織等の取組⽀援

③ 消防団への⽀援 再掲 消防団への⽀援

① 事業所の帰宅困難者対策推進 事業所の帰宅困難者対策推進

② ⼀時滞在施設の拡充 ⼀時滞在施設の指定

備蓄物資拡充（帰宅困難者⽤）

備蓄倉庫整備

1 帰宅困難者の抑制

2 備蓄物資の充実 ① 備蓄物資の充実および倉庫整備 再掲 ‣防災・安全交付⾦（都市防災総合推進事業）

物資の輸送体制と交通
路の整備・確保3

1 病院の整備

2 医療救護体制の強化

3 区⺠防災組織等による
救助活動の実施

⑥ 都市インフラの計画的更新

2-2 警察・消防・医療機関の被災による救助・救急・医療活動等の絶対的不⾜

2-3 大量かつ⻑期の帰宅困難者の発生・混乱

‣防災・安全交付⾦（道路事業、都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣道路メンテナンス事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

光が丘駅（２ルート⽬のバリアフリー化）

⼩⽵向原駅（２ルート⽬のバリアフリー化）

ホームドア整備に向けた調整

① ⼩中学校体育館空調設備の整備 ⼩中学校体育館空調設備の整備 ‣学校施設環境改善交付⾦

② ⼩中学校トイレの改修 ⼩中学校トイレの改修 ‣学校施設環境改善交付⾦

③ 災害⽤トイレの整備 災害⽤トイレ対策

④ 男⼥共同参画の視点での避難所運営 男⼥共同参画の視点による区の災害対策

⑤ 特殊栄養食品の備蓄の充実 食料の確保

⑥ 各避難拠点への保健師等の巡回 各避難拠点への保健師等の巡回

⑦ 福祉避難所の対策強化 福祉避難所の対策強化

⑧ 住まい確保⽀援事業の充実 住まい確保⽀援事業伴走型⽀援の実施

⑨

地域介護・福祉空間整備等施設の整備(特別養
護⽼人ホーム、軽費⽼人ホーム、地域密着型施
設等）

地域介護・福祉空間整備等施設の整備(特別養護
⽼人ホーム、軽費⽼人ホーム、地域密着型施設等）

‣地域介護・福祉空間整備等施設整備交付⾦

①
感染症の拡大時や災害時に備えた医療体制の整
備 感染症の拡大時や災害時に備えた医療体制の整備

② 避難拠点運営マニュアル等の整備 避難拠点運営マニュアル等の整備

③ 避難拠点の備蓄物資の充実 避難拠点の備蓄物資の充実

④ 在宅避難等の周知 在宅避難等の周知

① ペット同⾏避難の周知 ペット同⾏避難の周知

② 避難所でのペット受け入れ体制の整備 ペット同⾏避難訓練の実施

③ 災害時ペット管理ボランティア登録制度の運⽤ 災害時ペット管理ボランティア登録制度の運⽤

2 避難所等におけるペット
対策

2-4 劣悪な避難生活環境、不⼗分な健康管理による被災者の健康状況の悪化

1 避難所等の⽣活環境
の整備

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生

1
新型コロナ感染症を踏
まえた感染症対策の強
化

3

駅周辺の安全な避難
路整備（鉄道駅や周
辺のバリアフリーの充
実）

① 鉄道駅および駅周辺のバリアフリー化
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 練馬区業務継続計画（ＢＣＰ）の運⽤ 練馬区業務継続計画（ＢＣＰ）の運⽤

② 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施 再掲 練馬区⾏政タイムラインの作成・訓練の実施

③ 災害情報システムの構築 再掲 災害情報システムの構築

④ 職員への防災教育・研修および訓練 職員への防災教育・研修および訓練

① 重要システムの対策強化 重要システムの対策強化

地域コジェネレーションの導入・運⽤

先進技術（超高効率燃料電池）の活⽤

公⽤⾞の電動化の拡大

区⽴施設へ太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入

③ 公共施設の計画的な改修・改築 公共施設の計画的な改修・改築 ・学校施設環境改善交付⾦

① 受援体制の強化 受援体制の強化

② 協定締結自治体等との連携強化 再掲 協定締結自治体等との連携強化

地域防犯防⽕連携組織の充実

防犯カメラ設置

② 町会・自治会の加入促進 再掲 町会・自治会の加入促進

① 事業者との相互協⼒ 施設の電⼒優先復旧

② 備蓄物資等による電源確保 避難拠点等の電源確保

推進⽬標４︓⼤規模⾃然災害発⽣直後から必要不可⽋な情報通信機能は確保する
4-1 電⼒供給停⽌等による情報通信の⿇痺・⻑期停⽌

1 電⼒供給停⽌時のエネ
ルギー確保

3 他自治体等との連携
（受援体制）

4 地域防犯⼒の向上
① 地域の安全対策の推進

2 ⾏政機能の維持に必
要な庁舎・設備の維持 ②

脱炭素社会の実現に向けた総合的な環境施策の
展開

‣学校施設環境改善交付⾦

推進⽬標３︓⼤規模⾃然災害発⽣直後から必要不可⽋な⾏政機能は確保する
3-1 ⾏政機関の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下

1 災害時の⾏政の事業
継続
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

地域コジェネレーションの導入・運⽤

先進技術（超高効率燃料電池）の活⽤

公⽤⾞の電動化の拡大

区⽴施設へ太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入

2
電⼒供給停⽌時にも
使⽤できる通信手段の
確保

① 区内部の情報連絡体制の整備 再掲 通信・連絡体制の確⽴

1 情報通信・広報体制の
確保 ① 広報体制の整備 広報体制の整備

1 事業所のリスク管理 ① 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定の促進 事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

① ライフライン施設等の体制整備 ライフライン施設等の体制整備

② ライフライン関係機関等との連携強化 ライフライン関係機関等との連携強化

③ 地籍調査の実施 地籍調査の実施 ‣地籍調査費負担⾦

地域コジェネレーションの導入・運⽤

先進技術（超高効率燃料電池）の活⽤

公⽤⾞の電動化の拡大

区⽴施設へ太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入

② 家庭内備蓄の促進 再掲 家庭内備蓄の促進

6-1 電気・ガス・水道等の供給・機能停⽌

1 ライフライン関係機関の
対応⼒向上

2 ライフライン停⽌時のエ
ネルギー確保

①
脱炭素社会の実現に向けた総合的な環境施策の
展開

再掲 ‣学校施設環境改善交付⾦

‣学校施設環境改善交付⾦

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態

推進⽬標５︓⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
5-1 経済活動への甚大な影響の発生・生産能⼒の低下

推進⽬標６︓⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、⽣活・経済活動に必要最低限の電気、ガス、上下⽔道、燃料、
      交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期復旧を図る

③
脱炭素社会の実現に向けた総合的な環境施策の
展開

再掲電⼒供給停⽌時のエネ
ルギー確保1
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

特定緊急輸送道路沿道の耐震化

⼀般緊急輸送道路沿道、災害時医療機関等、その
他の耐震助成

住宅の耐震助成

補助132号線　Ⅲ期

補助135号線および補助232号線（大泉学園駅南
側地区）

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助135号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線

区画街路1号線

外環の2（上石神井駅交通広場）

区画街路8号線（武蔵関駅交通広場）

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

交通路等の確保（都
市インフラの整備）1

‣住宅市街地総合整備促進事業費補助（地域防災拠点建築物
   整備緊急促進事業）
‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）

② 都市計画道路の整備（区施⾏） 再掲
‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

③
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

再掲
‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等））

6-2 地域交通ネットワークの機能停⽌

① 建築物の耐震化 再掲
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

練馬主要区道３号線

練馬⼀般区道22-101号線３⼯区および練馬主
要区道39号線

練馬主要区道30号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助132号線Ⅲ期

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線（新設道路）

区画街路１号線

外環の２（上石神井駅交通広場）

練馬主要区道２号線(貫井・富⼠⾒台地区A路線)

練馬主要区道３号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助235号線（既存道路）

補助237号線

補助301号線（主要区道17号線）

補助301号線（主要区道88号線）

区画街路１号線（⼀般区道12-423号線）

練馬主要区道６号線（Ⅰ期）

交通路等の確保（都
市インフラの整備）1

‣無電柱化推進事業費補助再掲無電柱化の推進⑤

④ ⽣活幹線道路の整備 再掲
‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

⑤ 無電柱化の推進 再掲 石神井公園駅南口商店街通りの整備 ‣無電柱化推進事業費補助

橋梁の計画的更新

公園遊具の計画的更新

道路陥没対策

⑦ 狭あい道路の解消 再掲 狭あい道路の解消
‣防災・安全交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）

⑧ 地籍調査の実施 再掲 地籍調査の実施 ‣地籍調査費負担⾦

2 輸送体制の確⽴ ① 道路啓開体制の確保 再掲 道路啓開のための協定事業者との連携

連続⽴体交差事業および側道整備事業（東京都施
⾏）

側道整備事業（練馬区施⾏）

沿線区市とまちづくりの取組等について連携・協議

② 大江⼾線の延伸 大江⼾線の延伸

みどりバスの再編

みどりバスの増便

みどりバス停留所の新設

既存路線バスの再編等に向けた検討

貫井・富⼠⾒台地区

桜台東部地区

田柄地区

富⼠⾒台駅南側地区

下石神井地区

③ 狭あい道路の解消 再掲 狭あい道路の解消
‣防災・安全交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（狭あい道路整備等促進事業）

④ 防⽕地域・準防⽕地域の指定、まちの不燃化 再掲 防⽕地域・準防⽕地域の指定、まちの不燃化

‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

交通路等の確保（都
市インフラの整備）1

推進⽬標７︓制御不能な⼆次災害を発⽣させない
7-1 市街地での大規模⽕災の発生

⑥ 都市インフラの計画的更新 再掲

1
⽊造住宅密集地域等
における大規模⽕災の
防⽌

①
⽊造住宅密集地域における道路・公園の整備と
不燃化の推進

再掲 ‣防災・安全交付⾦（住宅市街地総合整備事業）

② 防災まちづくり推進地区における改善事業 再掲

‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・狭あい
   道路整備等促進事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業・
   狭あい道路整備等促進事業）

3 公共交通インフラの整
備

①
⻄武新宿線（井荻駅〜⻄武柳沢駅間）連続
⽴体交差事業および側道整備事業

③
みどりバスの再編等による公共交通空白地域改善
の推進

‣防災・安全交付⾦（道路事業、都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣道路メンテナンス事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

（仮称）石神井台六丁⽬緑地（新設）

（仮称）大泉学園町六丁⽬公園（新設）

（仮称）南高松の森緑地（新設）

（仮称）北町六丁⽬公園（新設）

（仮称）⻄本村の森緑地（新設）

（仮称）松山の森緑地（新設）

北原公園（拡張）

石神井松の風文化公園（拡張）

大泉町もみじやま公園（拡張）

どんぐり山の森緑地（拡張）

やくも公園（拡張）

中ノ宮⽵林公園（拡張）

和田堀緑道（改修）

② 練馬城址公園をにぎわいの拠点に 再掲 公園整備に向けた調整

稲荷山公園

大泉井頭公園

④ 都市インフラの整備におけるみどりの創出 再掲 都市インフラの整備におけるみどりの創出

緑化取組

サクラ並⽊の維持

⽣産緑地貸借制度を活⽤した農地保全

特定⽣産緑地の周知・指定

制度改正に向けた取組の推進

2 みどりを活⽤した⽕災の
拡大防⽌

① 特色ある公園等の整備 再掲
‣防災・安全交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）

⑤ みどりの美しい街並みづくり 再掲

⑥ 都市農地の保全に向けた取組の推進 再掲

③ みどりの拠点づくりを進める⻑期プロジェクト 再掲
‣防災・安全交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 都市計画道路事業にあわせた延焼遮断帯の形成 再掲 防⽕地域の指定

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

仮称環状８号線横断地下通路整備

平和台駅周辺交通施設整備

放射36号線沿道周辺地区のまちづくり

氷川台駅周辺交通施設整備

④ 補助156号線沿道等のまちづくり 再掲 補助156号線沿道周辺地区のまちづくり

駅前のまちづくり

外環の２沿道のまちづくり

交通広場

駅周辺のまちづくり

交通広場

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

⑦ 上井草駅周辺地区のまちづくり 再掲 下石神井四丁⽬地区のまちづくり

大泉町二丁⽬地区のまちづくり

補助233号線沿道地区のまちづくり

（仮称）大泉学園町駅予定地周辺のまちづくり

補助135号線

交通ネットワークの整備
にあわせた⽕災に強いま
ちづくり

3

⑤ 上石神井駅周辺地区のまちづくり 再掲

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

再掲

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

③
放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地
区のまちづくり

再掲

②
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

再掲
‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等））

⑥ 武蔵関駅周辺地区のまちづくり 再掲

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

⑧ 大江⼾線新駅予定地周辺のまちづくり
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

南口⻄地区市街地再開発事業

商店街通りの整備

補助132号線Ⅲ期

補助232号線Ⅰ－２期

① 地域別防災マップの作成・訓練の実施 再掲 地域別防災マップの作成・訓練の実施

② ねりま防災カレッジ事業の充実 再掲 ねりま防災カレッジ事業の充実

③ 区⺠防災組織等の取組⽀援 再掲 区⺠防災組織等の取組⽀援

家具類の転倒・落下・移動防⽌

防災⽤品のあっせん

⑤ 町会・自治会の加入促進 再掲 町会・自治会の加入促進

⑥ 消防団への⽀援 再掲 消防団への⽀援

初期消⽕体制の確⽴

消防⽔利整備

特定緊急輸送道路沿道の耐震化

⼀般緊急輸送道路沿道、災害時医療機関等、その
他の耐震助成

住宅の耐震助成

補助132号線Ⅲ期

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線（新設道路）

‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発
 事業等）、道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

7-2 沿線・沿道の建物倒壊による直接的な被害および交通⿇痺

⑨

再掲
4 地域防災⼒の向上

④

再掲無電柱化の推進②

1

① 建築物の耐震化 再掲

‣住宅市街地総合整備促進事業費補助（地域防災拠点建築物
   整備緊急促進事業）
‣防災・安全交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事業）

3
交通ネットワークの整備
にあわせた⽕災に強いま
ちづくり

石神井公園駅周辺地区のまちづくり 再掲

⑦ 消⽕資器材の配備、消防⽔利の整備 再掲

家具類の転倒防⽌の周知、防災⽤品のあっせん

沿道構造物の対策強
化

‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

区画街路１号線

外環の２（上石神井駅交通広場）

練馬主要区道２号線(貫井・富⼠⾒台地区A路線)

練馬主要区道３号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助235号線（既存道路）

補助237号線

補助301号線（主要区道17号線）

補助301号線（主要区道88号線）

区画街路１号線（⼀般区道12-423号線）

練馬主要区道６号線（Ⅰ期）

石神井公園駅南口商店街通りの整備

① 都市計画道路事業にあわせた延焼遮断帯の形成 再掲 防⽕地域の指定

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

2
交通ネットワークの整備
にあわせた地震に強いま
ちづくり

1 沿道構造物の対策強
化

再掲② 無電柱化の推進

②
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

再掲
‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
   等））

‣無電柱化推進事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

仮称環状８号線横断地下通路整備

平和台駅周辺交通施設整備

放射36号線沿道周辺地区のまちづくり

氷川台駅周辺交通施設整備

④ 補助156号線沿道等のまちづくり 再掲 補助156号線沿道周辺地区のまちづくり

駅前のまちづくり

外環の２沿道のまちづくり

交通広場

駅周辺のまちづくり

交通広場

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

⑦ 上井草駅周辺地区のまちづくり 再掲 下石神井四丁⽬地区のまちづくり

大泉町二丁⽬地区のまちづくり

補助233号線沿道地区のまちづくり

（仮称）大泉学園町駅予定地周辺のまちづくり

補助135号線

南口⻄地区市街地再開発事業

商店街通りの整備

補助132号線Ⅲ期

補助232号線Ⅰ－２期

① 毒物・劇物取扱施設への安全対策等の徹底 毒物・劇物保安計画

② アスベスト飛散防⽌の推進 アスベスト飛散防⽌の推進
‣社会資本整備総合交付⾦（住宅・建築物安全ストック形成事
 業）

‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発
   事業等）、道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

2
交通ネットワークの整備
にあわせた地震に強いま
ちづくり

⑨ 石神井公園駅周辺地区のまちづくり 再掲

7-3 有害物質の大規模拡散・流出

1 危険物施設等への指
導の徹底

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

⑧ 大江⼾線新駅予定地周辺のまちづくり 再掲

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

⑤ 上石神井駅周辺地区のまちづくり 再掲

‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
 等）、道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

⑥ 武蔵関駅周辺地区のまちづくり 再掲

③
放射35号線沿道地区および放射36号線沿道地
区のまちづくり

再掲
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

① 災害廃棄物処理 災害廃棄物処理

② 避難拠点におけるし尿処理 避難拠点におけるし尿処理

③ がれき処理 がれき処理

地域防犯防⽕連携組織の充実

防犯カメラ設置

② 町会・自治会の加入促進 再掲 町会・自治会の加入促進

1 区⺠⽣活再建の⽀援 ① 区⺠⽣活の早期再建体制の強化 区⺠⽣活の早期再建体制の強化

区の災害ボランティア制度の運営

練馬区災害ボランティアセンターの設置および運営

② ねりま防災カレッジ事業の充実 再掲 ねりま防災カレッジ事業の充実

① 受援体制の強化 再掲 受援体制の強化

② 協定締結自治体等との連携強化 再掲 協定締結自治体等との連携強化

8-3 専⾨家・技術者、ボランティア等の⼈材不⾜により復旧・復興が大幅に遅れる事態

2
ボランティアなど、被災者
の⽀援や復旧・復興に
携わる人材の確保

① ボランティアの受け入れ体制の強化

1 地域防犯⼒の向上
① 地域の安全対策の推進 再掲

3 他自治体等との連携
（受援体制）

推進⽬標８︓⼤規模⾃然災害発⽣後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復できる条件を整備する
8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態

1 ごみ、し尿、がれきの処
理体制の強化

8-2 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事態
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

補助132号線　Ⅲ期

補助135号線および補助232号線（大泉学園駅南
側地区）

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助135号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線

区画街路1号線

外環の2（上石神井駅交通広場）

区画街路8号線（武蔵関駅交通広場）

外環道大泉JCT周辺地区（沿道のまちづくり）

外環の２沿道（新⻘梅街道〜前原交差点間）
（沿道のまちづくり）
外環の２沿道（上石神井駅周辺）（沿道のまちづく
り）

外環道⻘梅街道IC周辺地区（沿道のまちづくり）

千川通り〜新⻘梅街道間（外環の２整備促進）

その他の区間（外環の２整備促進）

練馬主要区道３号線

練馬⼀般区道22-101号線３⼯区および練馬主
要区道39号線

練馬主要区道30号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

8-4 インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態

再掲① 都市計画道路の整備（区施⾏）

⽣活幹線道路の整備 再掲
‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

②
外環道および外環の２沿道地区のまちづくりと外
環の２の整備促進

再掲
‣防災・安全交付⾦（市街地整備事業（市街地再開発事業
   等））

1 平時からの都市インフラ
の整備

‣防災・安全交付⾦（道路事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（道路事業）
‣無電柱化推進事業費補助

③
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

補助132号線Ⅲ期

補助135号線（補助156号線交差部）

補助135号線（補助230号線交差部）

補助230号線（⻘梅街道〜新⻘梅街道間）

補助232号線Ⅰ-２期

補助235号線（新設道路）

区画街路１号線

外環の２（上石神井駅交通広場）

練馬主要区道２号線(貫井・富⼠⾒台地区A路線)

練馬主要区道３号線

練馬主要区道32号線

練馬主要区道56号線

補助235号線（既存道路）

補助237号線

補助301号線（主要区道17号線）

補助301号線（主要区道88号線）

区画街路１号線（⼀般区道12-423号線）

練馬主要区道６号線（Ⅰ期）

石神井公園駅南口商店街通りの整備

橋梁の計画的更新

公園遊具の計画的更新

道路陥没対策

⑥ 地籍調査の実施 再掲 地籍調査の実施 ‣地籍調査費負担⾦

④ 無電柱化の推進 再掲 ‣無電柱化推進事業費補助

⑤ 都市インフラの計画的更新 再掲

1 平時からの都市インフラ
の整備

‣防災・安全交付⾦（道路事業、都市公園・緑地等事業）
‣社会資本整備総合交付⾦（都市公園・緑地等事業）
‣道路メンテナンス事業費補助
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【別表】強靭化に向けて区が取り組む施策と国庫補助事業等の関係
推進
目標

リスク
シナリオ 再掲 事業 国補助金名区が取り組む施策

1
地域コミュニティ活
動の活性化 ① 地域コミュニティ活動の活性化 地域コミュニティ活動の活性化

2 文化財保護の推進 ① 文化財保護の推進 文化財保護の推進
‣国宝重要⽂化財等保存・活⽤事業費補助⾦
‣国宝重要⽂化財等防災施設整備費補助⾦

8-5 地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の⽂化の衰退・損失
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