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土地利用 

  土地利用の状況 

対象事業地及びその周辺の土地利用面積の状況は表 6.1-7 に示すとおりです。 

宅地面積をみると、千代田区では 657.5ha と全体の約 58％、中央区では 459.4ha と全

体の約 44％を占めています。 

また、対象事業地及びその周辺の土地利用現況図は、図 6.1-4 に示すとおりです。 

対象事業地及びその周辺地域は、市街化された地域で、対象事業地内にはまとまった

緑地、湿地等は存在しません。 

 

表 6.1-7 土地利用面積の状況（平成28年度） 

項目 
千代田区 中央区 

面積(ha) 比率(％) 面積(ha) 比率(％) 

合計  1,136.2 100.0 1,045.3 100.0 

宅地  657.5 57.9 459.4 43.9 

その他 
 14.0 1.2 16.9 1.6 

(屋外未利用地) (13.9) (1.2) (16.9) (1.6) 

公園等  78.0 6.9 49.3 4.7 

未利用地等 13.6 1.2 37.7 3.6 

道路等 
 313.8 27.6 310.1 29.7 

(道路) (282.3) (24.8) (309.4) (29.6) 

農用地  0.0 0.0 0.0 0.0 

水面・河川・水路 59.4 5.2 172.0 16.5 

森林  0.0 0.0 0.0 0.0 

原野  0.0 0.0 0.0 0.0 

注１）端数処理の都合上、合計値とその内訳の合計は必ずしも一致しません。 

資料：「東京の土地利用(平成 28 年東京都区部)」(平成 30 年５月、東京都都市整備局) 
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資料：「東京の土地利用(平成28年東京都区部)」(平成30年５月、東京都都市整備局) 

図 6.1-4 土地利用現況図 
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  用途地域の状況 

対象事業地及びその周辺の都市計画法に基づく用途地域の指定状況は表 6.1-8及び図 

6.1-5 に示すとおりです。対象事業地及びその沿道は商業地域に指定されています。 

 

表 6.1-8 用途地域の指定面積 

（単位：ha）  

用途地域 千代田区 中央区 

第一種低層住居専用地域 - - 

第一種中高層住居専用地域 - - 

第二種中高層住居専用地域 - - 

第一種住居地域 367.3 60.1 

第二種住居地域 84.1 69.6 

近隣商業地域 - - 

商業地域 712.6 659.2 

準工業地域 - 62.7 

無指定 - - 

合計 1,164.0 851.6 

資料：「2018 千代田区の土地利用」(平成 30 年３月、千代田区ホームページ) 

   「主な都市計画の概要説明」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
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資料：「都市計画決定情報 GIS データ」(令和３年 10 月閲覧、東京都都市整備局ホームページ) 
   「千代田区都市計画情報（用途地域等）」(令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ) 
   「中央区都市計画図について」（令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
   「用途地域地区等図」（令和３年４月、港区ホームページ） 
 

図 6.1-5 用途地域図 
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  公共施設等の状況 

対象事業地周辺の公共施設等の状況は表 6.1-9 及び図 6.1-6 に示すとおりです。 

 

表 6.1-9(1) 公共施設等 

施設区分 区名 番号 施設名 所在地 

幼稚園 中央区 1 昭和幼稚園(休園中) 八重洲二丁目２番２号 

  2 泰明幼稚園 銀座五丁目１番 13 号 

  3 明石幼稚園 明石町１番 15 号 

  4 京橋朝海幼稚園 築地二丁目 13 番１号 

  5 阪本幼稚園(休園中) 日本橋兜町 15 番 18 号 

小学校 
中央区 6 

城東小学校(仮設校舎) 

※阪本小学校と共用 

日本橋兜町 15 番 18 号 

（坂本町公園内） 

  7 泰明小学校 銀座五丁目１番 13 号 

  8 明石小学校 明石町１番 15 号 

 
 9 阪本小学校  

日本橋兜町 15 番 18 号 

（坂本町公園内） 

  10 京橋築地小学校 築地二丁目 13 番１号 

中学校 中央区 11 銀座中学校 銀座八丁目 19 番 15 号 

保育園 千代田区 12 キッズスクウェア丸の内東京ビル 丸の内二丁目７番３号 

 中央区 13 八丁堀保育園 八丁堀四丁目５番 10 号 

  14 桜川保育園 入船一丁目１番 13 号 

 
 15 ブライト保育園東京入船 

入船三丁目５番 10 号 

藤和入船ビル２階 

  16 明石町保育園 明石町 12 番１号 

  17 築地保育園 築地四丁目 15 番１号 

  18 京橋こども園 京橋二丁目 17 番７号 

 

 19 ポピンズナーサリースクール京橋 

銀座一丁目 25 番３号 

京橋プラザ区民館等複合施

設１階 

高齢者施設 中央区 20 新とみ注 1 新富一丁目４番６号 

  21 リハポート明石 明石町１番６号 

 
 22 

わとなーる櫻川注 1 

※桜川保育園と同じ敷地 
入船一丁目１番 13 号 

 
 23 

グループホーム ロンジェ 

※桜川保育園と同じ敷地 
入船一丁目１番 13 号 

病院及び有床診療所 中央区 24 国立がん研究センター中央病院 築地５番１号 

  25 聖路加国際病院 明石町９番１号 

図書館 
中央区 26 京橋図書館 

築地一丁目１番１号役所内 

地下１・２階 

公園等 千代田区 27 皇居外苑 皇居外苑 

 中央区 28 浜離宮恩賜庭園 浜離宮恩賜庭園一丁目１番 

  29 楓川久安橋公園 京橋一丁目 19 番 13 号先 

  30 水谷橋公園 銀座一丁目 12 番６号 

  31 京橋公園 銀座一丁目 25 番２号 

注１）特別養護老人ホーム 
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表 6.1-9(2) 公共施設等 

施設区分 区名 番号 施設名 所在地 

公園等 中央区 32 数寄屋橋公園 
銀座四丁目１番２号、 
銀座五丁目１番１号 

  33 築地川釆女橋公園 銀座六丁目 18 番１号 

  34 楓川新富橋公園 新富二丁目１番 14 号先 

  35 桜川公園 入船一丁目１番１号 

  36 築地川亀井橋公園 築地一丁目 6 番１号先 

  37 築地川祝橋公園 築地一丁目 11 番 13 号先 

  38 築地川銀座公園 築地一丁目 13 番 20 号 

  39 築地川公園 明石町 10 番２号 

  40 市場橋公園 築地四丁目 15 番２号 

  41 築地川千代橋公園 築地五丁目１番１号先 

  42 はとば公園 築地六丁目 19 番 24 号 

  43 あかつき公園 築地七丁目 19 番１号 

  44 楓川宝橋公園 
八丁堀二丁目１番 12 号先、 
八丁堀三丁目 1 番 20 号先 

  45 楓川弾正橋公園 
八丁堀三丁目２番先、 
八丁堀四丁目 1 番 12 号先 

  46 坂本町公園 日本橋兜町 15 番３号 

  47 楓川新場橋公園 
日本橋兜町 11 番 15 号先、 
日本橋兜町 18 番 14 号先 

  48 紺屋橋児童遊園 八重洲二丁目 11 番９号 

  49 弾正橋北西児童遊園 京橋二丁目 18 番１号先 

  50 新金橋児童遊園 新富一丁目１番９号 

  51 桜橋南西児童遊園 新富一丁目２番９号 

  52 桜橋南東児童遊園 新富一丁目 13 番 27 号 

  53 西八丁堀児童遊園 八丁堀三丁目１番４号 

  54 弾正橋北東児童遊園 八丁堀三丁目２番４号 

  55 中ノ橋北東児童遊園 八丁堀四丁目 11 番 24 号 

  56 明石町緑道 明石町付近 

資料：「東京都公立学校一覧」(令和３年 10 月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 

   「社会福祉施設等一覧」(令和３年 10 月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ) 

   「東京都における医療機能ごとの病床の現状」(令和３年 10 月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ) 

   「施設案内一覧」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 

   「千代田区の施設案内」（令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ） 

   「公園・児童遊園・緑道」(令和３年 10 月閲覧、千代田区ホームページ) 

   「水とみどりのふれあいマップ」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 

   「公園・広場一覧」(令和３年 10 月閲覧、中央区ホームページ) 
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図 6.1-6 公共施設等 

資料：「東京都公立学校一覧」(令和３年10月閲覧、東京都教育委員会ホームページ) 
    「社会福祉施設等一覧」(令和３年10月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ) 
    「東京都における医療機能ごとの病床の現状」(令和３年10月閲覧、東京都福祉保健局ホームページ) 
    「施設案内一覧」(令和３年10月閲覧、中央区ホームページ) 

「公園・児童遊園・緑道」(令和３年10月閲覧、千代田区ホームページ) 
    「水とみどりのふれあいマップ」(令和３年10月閲覧、中央区ホームページ) 
    「公園・広場一覧」(令和３年10月閲覧、中央区ホームページ) 



30 

 

  その他 

対象事業地及びその周辺の地区計画等は、表 6.1-10 及び図 6.1-7 に示すとおりです。 

 

表 6.1-10 地区計画等 

地区計画等の名称 土地利用の主な方針 

・日本橋・東京駅前地区 地区計画 
・高度利用地区（日本橋・東京駅前地区） 

Ａ地区 
①機能更新型高度利用地区を活用した土地の高度利用を

推進し、商業、業務機能等の円滑な更新を誘導 
②商業施設等、良質な宿泊施設、公共的屋内・屋外空間

の整備を誘導  
③容積超過既存不適格事務所の更新を促進  
④建築物の所有者等の居住機能の確保 
 
Ｂ地区 
①生活利便施設、公益施設の整備を誘導  
②商業施設等、良質な宿泊施設、公共的屋内・屋外空間

の整備の誘導  
③容積超過既存不適格事務所の更新を促進 
④建築物の所有者等の居住機能の確保 

・日本橋・東京駅前地区 地区計画 

・第Ⅱゾーン注１ ①生活利便施設、公益施設、良質な宿泊施設、公共的屋
内・屋外空間の整備を誘導 

②建築物の所有者等の居住機能の確保 
③建築物の不燃化を促進 

・銀座地区 地区計画・高度利用地区（銀
座地区） 

・銀座地区 地区計画 

Ａ地区 
①機能更新型高度利用地区を活用した土地の高度利用を
推進し、商業機能等の円滑な更新を誘導  
②商業施設等、良質な宿泊施設、公共的屋内空間の整備
を誘導  
③容積超過既存不適格事務所の更新を促進  
④建築物の所有者等の居住機能の確保 
 
Ｂ地区 
①生活利便施設、公益施設、良質な宿泊施設、公共的屋
内・屋外空間の整備を誘導  
②容積超過既存不適格事務所の更新を促進  
③建築物の所有者等の居住機能の確保 

大手町・丸の内・有楽町地区 地区計画 ・21 世紀の都心にふさわしい中枢的な業務機能の構築に
向けた業務機能の更新による質的な高度化 

・文化・交流機能や商業機能、生活機能など多様な都市
機能の集積 

・防災機能等を高めながら安全・安心な災害に強いまち
づくりの推進 

注１）第Ⅱゾーンは、日本橋問屋街地区地区計画、人形町・浜町河岸地区地区計画、日本橋兜町・茅場町一丁目

地区地区計画、新川・茅場町地区地区計画、京橋地区地区計画、築地地区地区計画の総称となります。 

資料：「日本橋・東京駅前地区 地区計画・高度利用地区の手引き」(令和２年４月、中央区) 

「第Ⅱゾーン 地区計画の手引き」(令和２年４月、中央区) 

「銀座地区地区計画・高度利用地区の手引き」(令和２年４月、中央区) 

「大手町・丸の内・有楽町地区 地区計画」（平成 27 年１月、千代田区） 
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資料：「日本橋・東京駅前地区 地区計画・高度利用地区の手引き」(令和２年４月、中央区) 
「第Ⅱゾーン 地区計画の手引き」(令和２年４月、中央区) 
「銀座地区地区計画・高度利用地区の手引き」(令和２年４月、中央区) 
「大手町・丸の内・有楽町地区 地区計画」（平成 27 年１月） 図 6.1-7 地区計画図 


