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1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名 称：昭島特定目的会社※1 

代表者：取締役 名古路 秀和 

所在地：東京都港区東新橋一丁目 5番 2号 汐留シティセンター 

 

 

2 対象事業の名称及び種類 

名 称：GLP昭島プロジェクト 

種 類：建築物の建築の用に供する目的で行う土地の造成、自動車駐車場の設置、工場の設置※2 

 

 

3 対象事業の内容の概略 

本事業は、昭島市の JR青梅線昭島駅の北側、西武鉄道拝島線西武立川駅の南側に位置する既存

のゴルフ場、ゴルフ練習場及び宿泊施設等の跡地において、駐車場の設置を含んだ物流施設（一

部に工場※2 を含む）及びデータセンターを主要用途とする建築物を建設するための土地の造成を

行うものである。 

対象事業の内容の概略は、表 3-1に示すとおりである。 

 

表 3-1 対象事業の内容の概略 

項 目 内 容 

所在地 東京都昭島市つつじが丘一丁目 1番 7号 他 

計画敷地面積 約 58.8ha 

用途地域 準工業地域 

計画建築物の概要注 1 地上 3～7階、最高高さ G.L.+約 55ｍ注 2 

計画建築物の構造注 1 S造、RC造 

主要用途 物流施設（一部に工場※2を含む）、データセンター 

駐車台数 約 3,850～4,600台 

工事予定期間 令和 6年度～令和 10年度 

供用予定時期 令和 10年度 

注 1）計画建築物については調査計画書作成時点での想定であり、今後の事業計画の進捗により変更する可能性が

ある。 

注 2）建築基準法に基づく建ぺい率、容積率、斜線制限、日影規制、東京都景観計画に基づく「玉川上水景観基本

軸」の景観形成基準及び「横田飛行場周辺の建物等の高さの制限」などの関係法令等を遵守し、それぞれの

計画建築物の高さを決定していく。 

 

※1 「昭島特定目的会社」は、資産の流動化に関する法律（平成 10 年 6 月 15 日法律第 105 号）に基づき、日本

GLP株式会社が設立した法人である。 

※2 「材料の加工・部品の組み立て作業及び再梱包作業」は、最終の製品に至るまでの生産工程の一環であり、物

流施設内に生産工程等を形成する機械又は装置が設置される場合、「工場立地法」における生産施設（工場施

設）や、騒音規制法における特定施設に該当する可能性がある。本事業では、この施設を伴う倉庫利用を希望

する企業が入居する可能性があることから、対象事業の種類に「工場の設置」を加え、施設の主要用途に「工

場」と記載している。 
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4 対象事業の目的及び内容 

4.1 事業の目的 

対象事業実施区域（以下「計画地」という。）は、東京都昭島市の北部に位置しており、図

4.1-1 に示すとおり、この地域の主要な幹線道路である国道 16 号、五日市街道、新青梅街道

等とも近い立地環境となっている。計画地は、これらの幹線道路を経ることで国道 468 号首

都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）「日の出 IC」及び中央自動車道「八王子 IC」

にアクセス可能である。計画地に物流拠点を整備することにより、首都圏と中部圏及び関西

圏との結節点となる上、首都圏広域もカバーすることができると考えられる。 

一方、計画地の現況は、区域の大部分がゴルフ場、一部がゴルフ練習場、宿泊施設等の敷

地として、人工的に植樹・管理されている。 

また、計画地の北側は玉川上水沿いの緑地に、西側敷地は代官山緑地に隣接している。 

このような立地特性と、東京都並びに昭島市の上位計画で示される課題等を踏まえ、本事

業では、基盤整備と土地利用の転換を図ることでその課題解決の一助を担うとともに、以下

に示す 5つの目的の実現を目指すものである。 

 

１．開かれた水と緑の環境創出 

・周辺住民、昭島市への来訪者等、多様な人々が享受できる地域に開かれた緑の空間の保

全整備 

・代官山緑地の保全と一連の開発が共生する緑化計画の策定 

 

２．ウォーカブルな空間づくり 

・計画地周辺における既存の散策路等との連携を考慮した歩行者空間のネットワーク強化 

・新設道路の整備による既存道路ネットワークのアクセス性の向上 

・歩道状空地を設置して歩行者空間の形成を図ることによる安全な歩行環境の整備 

 

３．地域コミュニティの活性化 

・計画地の南北の広域的なエリア連携による交流の活発化 

・地域に開放されたコミュニティ共創拠点の創出 

 

４．安心・安全な地域づくり 

・消防水利の確保 

・防災備蓄倉庫の整備や一時滞在施設として開放するなどの災害対応力強化 

・再生可能エネルギーの活用、温室効果ガスの削減等による地球環境保全に対する貢献や

持続可能な開発に向けた取り組み 

 

５．産業拠点機能の導入・強化 

・次世代の流通ネットワークを支える高度な物流施設の整備 

・デジタルトランスフォーメーション等の社会全体の技術革新を支える基盤インフラとな

るデータセンターの導入 

・計画地周辺の既存施設と連携した高度な産業集積による昭島市の産業基盤の拡充 

・新たな雇用機会の創出、就労人口増加による地域経済の活性化  
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図 4.1-1 計画地周辺の主要な道路交通網 
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4.2 事業の内容 

4.2.1 位置及び概況 

計画地の位置は図 4.2-1に、計画地及びその周辺の空中写真は写真 4.2-1に、計画地の現

況図は図 4.2-2に示すとおりである。 

計画地は、東京都昭島市つつじが丘一丁目 1 番 7 号他に位置しており、計画地の中心部

から JR青梅線昭島駅まで約 1.0km、西武鉄道拝島線西武立川駅まで約 0.6kmの立地となっ

ており、市道昭島 37号（はなみずき通り）を挟んで東側と西側に分かれた敷地形状となっ

ている。 

計画地内の現況の土地利用はゴルフ場、ゴルフ練習場及び宿泊施設等であり、既存建築

物として 2階建てのクラブハウス、10階建ての宿泊施設のほか、倉庫、立体駐車場等が存

在している。 

計画地の周辺は、南側には昭島駅前の商業施設、つつじが丘の住宅団地、教育施設、物

流施設、工場等、西側には工場、教育施設等、東側には商業施設、事業所、物流施設等が立

地している。計画地北側は玉川上水に面しており、さらにその北側は住宅地となっている。 

また、計画地の西側敷地は代官山緑地の三方を取り囲む形となっており、代官山緑地の

東側には、福祉施設が隣接している。 

計画地周辺の主な道路は、計画地の中央に市道 37 号（はなみずき通り）、東側に市道昭

島 15 号・都道 162 号三ツ木八王子線（諏訪松中通り）、西側に都道 220 号昭島停車場熊川

線（美堀通り）が南北方向に通っているほか、南側には東西方向に市道昭島 48号、市道昭

島 40号及び市道北 146号が通っている。 

また、計画地北側の西武拝島線以北に主要地方道都道 7号杉並あきる野線（五日市街道）、

計画地南側の JR 青梅線及び JR 八高線以南に主要地方道都道 29 号立川青梅線（奥多摩街

道、新奥多摩街道）が東西方向に通っているほか、計画地西側を国道 16号が南北方向に通

っている。 
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図 4.2-1 対象事業地位置図 
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写真 4.2-1 航空写真 
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図 4.2-2 現況図 
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4.2.2 事業計画の内容 

（1）土地利用計画 

土地利用計画の概要は、表 4.2-1に示すとおりである。 

本事業では、宅地として物流施設（一部に工場を含む）及びデータセンターの建築に必

要な基盤を整備する計画である。また、公共用地として、計画地内を東西方向に通る新設

道路（標準幅員 16.5m）及び公園を整備する計画である。 

計画地東側敷地の南側に位置する市道北 146号沿いにおいて、歩道が片側（南側）にし

かない現状を踏まえ、物流施設用地の一部を歩道状空地として整備する計画である。 

敷地内緑地のうち、玉川上水沿いや東側敷地の西端部などについては、計画地周辺の既

存散策路等と連携する、地域に開かれた民間管理の散策路を整備する計画である。 

 

表 4.2-1 土地利用計画の概要 

土地利用の区分 面積 比率 備考 

宅地 
物流施設 建築用地 約 36.8ha 62.6％ 

通路、駐車場、敷地内緑地、歩道状空

地を含む 

データセンター 建築用地 約 17.7ha 30.1％ 通路、駐車場、敷地内緑地を含む 

小 計 約 54.5ha 92.7％  

公共 

用地 

新設道路 約 2.5ha 4.2％  

公 園 約 1.8ha 3.1％  

小 計 約 4.3ha 7.3％  

合 計 約 58.8ha 100.0％  

 

 

（2）施設配置計画 

施設配置計画は、図 4.2-3に示すとおりである。 

計画地は、市道昭島 37 号（はなみずき通り）を挟んで東西に分かれた敷地形状となっ

ている。 

西側敷地の西側から南側、東側敷地の南側については物流施設用地、西側敷地の北東側

及び東側敷地の北側についてはデータセンター用地としての整備を計画している。 

また、これらの施設へ自動車によるアクセスを確保する必要が生じるため、本事業にお

いて計画地内を通る新設道路を整備する。 

新設道路は、計画地東側の市道昭島 15号（諏訪松中通り）と市道昭島 11号（武蔵野通

り）が交差するつつじが丘一丁目交差点から、計画地東側敷地を東西方向に横断し、市道

昭島 37 号（はなみずき通り）との平面交差を経て西側敷地の中で南向きに曲がり、市道

昭島 48 号に接続する計画としている。このような道路配置により、現況では南北方向に

比べて不足している東西方向の道路網を補い、計画地周辺の道路網や昭島駅前の道路混雑

の緩和に貢献できるものと考える。 

また、西側敷地の北東部、東側敷地の東部（新設道路沿道）等に公園を配置するほか、

北側の玉川上水に面する範囲をはじめとする計画地全体において積極的な緑化を図り、計

画地及びその周辺における緑のネットワークの形成に努める計画とする。  
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図 4.2-3 施設配置計画図 
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（3）建築計画 

本事業の実施による基盤整備後に建設を計画している建築物（以下「計画建築物」とい

う。）の概要は、表 4.2-2に示すとおりである。 

本事業では、物流施設として 4～7 階建ての 6 棟、データセンターとして 5 階建ての 9

棟の建築物の建設を計画している。このうち、物流施設については、一部を工場（主に材

料の加工・組み立て作業及び再梱包作業）として利用することを想定している。 

また、物流施設用地において、3階建ての複合用途施設 1棟の建設を計画している。 

なお、計画建築物の用途については、調査計画書作成時点において想定しているもので

あり、今後の事業計画の進捗に伴い変更となる可能性がある。 

 

（4）駐車場計画 

駐車場は、計画建築物の各棟に設置することとし、駐車場台数は物流施設用地に約 3,500

～4,000台、データセンター用地に約 300～500台、複合用途施設に約 50～100台とする計

画である。 

 

表 4.2-2 建築計画の概要注１ 

項 目 
計画建築物の主要用途 

物流施設（6棟） データセンター（9棟） 複合用途施設（1棟） 

敷地面積 約 400,000㎡ 約 180,000㎡ 約 10,000㎡ 

建ぺい率注 2 約 60％ 約 60％ 約 60％ 

容積率注 2 約 200％ 約 200％ 約 200％ 

建物階数 4～7階 5階 3階 

建物最高高さ注 2 約 55ｍ 約 40ｍ 約 20ｍ 

建物構造 S造、RC造 

駐車場台数 約 3,500～4,000台 約 300～500台 約 50～100台 

注 1）建築計画の概要は、調査計画書作成時点での想定であり、今後の事業計画の進捗により変更する可能性があ

る。 

注 2）建築基準法に基づく建ぺい率、容積率、斜線制限、日影規制、東京都景観計画に基づく「玉川上水景観基本

軸」の景観形成基準及び「横田飛行場周辺の建物等の高さの制限」などの関係法令等を遵守し、それぞれの

計画建築物の高さを決定していく。なお、建物最高高さは、塔屋等の部分を含む建築基準法上の最高高さで

ある。 
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（5）緑化計画 

本事業の緑化にあたっては、「東京における自然の保護と回復に関する条例」（以下「自

然保護条例」という。）に基づく緑化基準及び緑地面積基準を確保する計画とする。 

また、現況において計画地内に生育している植栽樹木については、生育状況が良好な個

体を把握しつつ、樹種の特性、シンボル性等を考慮した上で、移植等による保全を検討し、

既存の緑の保全・再形成を図る計画である。また、計画検討の際には、ゴルフ場管理者か

らゴルフ場における樹木の維持管理に関する情報の提供を受ける予定である。 

新植する樹木については、地域性を考慮しつつ、生物多様性の観点から、単一種や同一

規格による樹種選定とならないよう配慮していく。 

なお、「昭島市宅地開発等指導要綱」において、事業区域面積が 1,000㎡以上、かつ、自

然保護条例の適用事業にあっては、同条例に定めた緑化基準を適用すると規定されており、

本事業はこの規定に該当する。 

 

（6）公園・緑地計画 

「昭島市宅地開発等指導要綱」では、事業区域面積が 3,000㎡以上の事業において、都

市計画法第 29 条に基づく開発行為の場合又は集合住宅を建設する場合は、事業区域面積

の 6％以上の公園、緑地及び広場等（以下「公園等」という。）を確保し、別に定める基準

により整備しなければならないとされている。 

本事業は、事業区域（計画地）面積が約 58.8haであり、「都市計画法」第 29条に基づく

開発行為に該当するため、公園等の合計面積として計画地面積の 6％（約 4.3ha）を確保す

る計画とする。また、本事業は 20ha以上の開発行為に該当するため、1,000㎡以上の公園

等を 2箇所以上設置する計画とする。 

公園等の詳細計画については、各種法令に従って計画し、今後、関係機関と協議のうえ、

策定する。 

また、計画地内に整備する敷地内緑地のうち、計画地内北側の玉川上水沿いや東側敷地

の西端部などの敷地内緑地には、計画地周辺の既存散策路等と連携する地域に開かれた民

間管理の散策路を整備する計画である。この散策路は、計画地北西部にある上水公園や北

東部にある玉川上水緑道公園と連続した空間としていく計画である。 
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4.2.3 施工計画 

（1）工事工程 

工事工程は、表 4.2-3に示すとおり、約 5年間の工期を予定している。 

なお、計画地内に現存する既存建築物は、造成工事前に順次解体・撤去する予定である。 

 

表 4.2-3 工事工程表 

工事開始後 

 

主な工事内容 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 

①準備工事 
                                        

                                        

                                        

②解体工事 
                                        
                                        
                                        

③造成工事 
                                        

                                        

                                        

④道路工事 
                                        

                                        

                                        

⑤躯体工事 
                                        

                                        

                                        

 

（2）施工方法 

①準備工事 

仮囲いや現場事務所の設営等を行う。 

 

②解体工事 

ゴルフ場のクラブハウス、宿泊施設等の既存建築物（図 4.2-2（p.7）参照）を解体す

る。解体工事の際には、既存建築物等の周囲を防音パネル等で囲み、防塵対策として解

体中の建築物へ適宜散水を行う。 

ただし、ゴルフ練習場東側の既存建築物については、本事業の計画地に隣接する他事

業の実施に伴い、本事業の実施に先立って解体される。 

また、現況において計画地内に生育している植栽樹木については、伐採樹木量の低減

による廃棄物発生量の削減に努める。 

 

③造成工事 

計画建築物を建設するための基盤形成や、周辺の道路との高低差の解消などの造成工

事を行う。また、適宜散水を行い、粉じんの発生抑制に努める。 

 

④道路工事 

バックホウ、アスファルトフィニッシャー等の建設機械を用い、掘削工事、舗装工事

等を行う。 
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⑤躯体工事 

掘削完了後、基礎及び地下部分の鉄筋工事、生コン車によるコンクリートの搬入とコ

ンクリートポンプ車等によるコンクリート打設等を行う。 

地上躯体については、トラックで建築資材を搬入し、クレーンで鉄骨等の建て方及び

資材の荷揚げを行う。生コン車によるコンクリートの搬入とコンクリートポンプ車等に

よるコンクリート打設等を行う。 

躯体完成後に、クレーン等を用い資材の搬入を行い、電気設備、給排水設備、建具等

の取り付けを行う。 

 

（3）工事用車両・建設機械 

工事用車両の走行ルートは、図 4.2-4(1)～(2)に示すルートを予定している。 

着工から道路工事までの期間については、図 4.2-4(1)に示すとおり、工事用車両が中央

自動車道、圏央道、国道 16 号、五日市街道等の主要な道路から計画地周辺の都道 220 号

昭島停車場熊川線（美堀通り）、市道昭島 17号（江戸街道）、市道昭島 11号（武蔵野通り）

等を経て、計画地に至るルートを走行する計画としている。 

道路工事完了後から竣工までの期間については、図 4.2-4(2)に示すとおり、工事用車両

が本事業で整備する新設道路も利用して、各計画建築物の施工区域にアクセスする。 

工事用車両及び建設機械については、今後具体的な施工計画を検討の上、極力台数を抑

え、安全に配慮した計画とする。 

また、可能な限り最新の排ガス規制適合車、排出ガス対策型建設機械、低騒音型の建設

機械及び低振動工法等を採用する方針である。 

 

（4）廃棄物処理 

工事の施行中に発生する廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

（建設リサイクル法）等に基づき分別を徹底することとし、種類に応じて排出、再利用促

進及び不要材の減量化による建設副産物の発生抑制を図ることとする。 

また、再利用できないものは専門業者に委託し適切に処理する。 

建設発生土についても、場内及び場外での再利用の検討を含めて適切に処理する。 
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図 4.2-4(1) 工事用車両走行ルート図（着工～道路工事） 
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図 4.2-4(2) 工事用車両走行ルート図（道路工事完了後～竣工） 
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（5）工事中の環境配慮事項等 

①交通対策 

工事の施行中の交通対策として、次の事項を実施する計画である。 

・車両出入口及び必要に応じて工事用車両ルートに誘導員を配置し、歩行者の安全確

保と交通渋滞等の発生防止に努める。 

・計画地周辺の小中学校等の登下校時間帯を考慮し、工事用車両の出入りの調整に努

める。 

・車両の運転者には随時安全教育を実施し、交通法規の遵守及び安全運転を徹底させ

る。 

 

②粉じん・濁水等の対策 

工事の施行中の粉じん・濁水等の対策として、次の事項を実施する計画である。 

・解体及び造成工事中には、適宜散水を行い、粉じんの発生抑制に努める。 

・ダンプトラックのタイヤ等に付着した泥土等が場外道路に飛散しないように、出入

口において高圧洗浄等による洗車を行う。 

・制限速度の遵守、荷台からの土砂の落下防止及び粉じんの飛散防止に努める。 

・土工事における濁水は、沈殿槽などの処理施設で下水排除基準に適合するよう処理

した後、公共下水道へ放流する。 

 

③騒音・振動等の対策 

工事の施行中の騒音・振動等の対策として、次の事項を実施する計画である。 

・一時期に車両の運行が集中しないよう工程の平準化に努めるとともに、資材運搬業

者等に対して車両の待機中におけるアイドリングストップ等のエコドライブの実

施を指導することで、騒音・振動の発生低減に努める。 

・可能な限り低騒音型建設機械及び低振動工法等を採用する。 
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4.2.4 供用の計画 

（1）供用開始予定 

本事業では、既存建築物を除却後、建築物用地の基盤整備を行う。その後、計画建築物

を建設し、令和 10年度から供用を開始する予定である。 

 

（2）交通計画 

主要な関連車両の走行ルートは、図 4.2-5(1)～(2)に示すとおりである。 

計画地内の各施設への自動車出入口の位置は、図 4.2-3に示したとおりであり、本事業

で整備する新設道路に面して配置する計画である。なお、新設道路を整備することで、現

況の昭島駅北側において南北方向に比べて不足している東西方向の道路網を補い、計画地

周辺の南北軸や昭島駅前の道路混雑の緩和に貢献していく考えである。 

主要な関連車両の走行ルートとして、計画地の北側からは圏央道の日の出 IC、新青梅街

道、五日市街道から計画地に至るルート、計画地の南側からは中央自動車道の八王子 IC

及び新奥多摩街道から計画地に至るルートを想定している。 

計画地周辺における関連車両の入庫ルートは、計画地の北側及び西側から、五日市街道

及び新青梅街道より都道 220号（美堀通り）、市道昭島 37号（はなみずき通り）及び市道

昭島 15 号（訪松中通り）を経て計画地に至るルート、南側から、諏訪松中通り及び江戸

街道、美堀通を経て市道昭島 48号より計画地に至るルート、東側から、都道 59号（東文

化通り）、市道昭島 11号（武蔵野通り）より計画地に至るルートを想定している。 

また、出庫ルートは、入庫ルートに加えて、国道 16 号を南側へ向かうルート、はなみ

ずき通り、市道昭島 16 号（つつじが丘通り）を経て諏訪松中通りを南下するルートを想

定している。 

物流施設等は 24 時間稼働として計画しており、自動車の発生交通量は、既存の類似事

例の実績に基づいて算定している。物流施設等が全て完成した時点において、発生交通量

は約 5,800台／日（大型車約 1,100台／日、小型車約 4,700台／日）、発生集中交通量は約

11,600台／日（大型車約 2,200台／日、小型車約 9,400台／日）と計画している。 

入庫及び出庫ルートは、幹線道路の走行、各方面への最短距離等及び交通規制の状況を

考慮して設定している。なお、計画地周辺の小中学校の登校時間帯及び夜間・早朝の時間

帯等を考慮し、安全対策の実施に努めていく計画である。 
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図 4.2-5(1) 関連車両走行ルート（広域） 

  



 19 

図 4.2-5(2) 関連車両走行ルート（計画地周辺） 
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（3）歩行者動線計画 

主要な歩行者動線は、図 4.2-6に示すとおりである。 

本事業では、多様な人々が享受できる地域に開かれた緑の空間の保全整備を行うととも

に、計画地周辺における既存の散策路等との連携を考慮した歩行者空間のネットワークを

強化する計画である。 

そのため、本事業では、計画地東側敷地の南側に位置する市道北 146 号沿いにおいて、

物流施設用地の一部を歩道状空地として整備する計画である。また、計画地内に整備する

敷地内緑地のうち、計画地内北側の玉川上水沿いに散策路を整備するほか、新設道路に歩

道を整備することより、東西方向の歩行者動線の確保と強化を図る計画である。 

さらに、計画地内の敷地内緑地には、市道北 148号や市道昭島 37号（はなみずき通り）

などから玉川上水まで至る散策路を整備する計画である。 

 

（4）温室効果ガス削減及び熱源施設計画 

計画建築物の熱源は、一部都市ガスを利用するが、常用熱源としては電力とする計画で

ある。 

なお、「建築物環境計画書制度」に基づき、建築物の熱負荷の低減、再生可能エネルギ

ー利用、省エネルギーシステム、高効率機器の導入、効率的な運用手法等、エネルギー使

用の合理化について検討する。 

また、「地域におけるエネルギーの有効利用に関する制度」に基づき、太陽光パネルを

設置するなどの再生可能エネルギー導入に関する検討を行う。 

さらに、計画地内の緑化に努めることで地表面被覆の人工化を抑制し、それらの維持管

理のために計画的な散水を行うことで、地域のヒートアイランド現象の軽減にも寄与して

いく。 

 

（5）給排水計画 

上水は、昭島市水道部の上水道より供給を受ける計画である。 

本事業では、データセンターの空調設備の冷却用として、計画地内の既設井戸（深井戸）

からの地下水の利用を想定している。 

また、計画地から発生する生活排水及び汚水排水は、公共下水道に排水する。 

なお、「昭島市都市計画マスタープラン」において、水資源の保全や大雨時の雨水滞留

の緩和のために雨水貯留施設や雨水浸透施設の整備が推進されていることを踏まえ、本事

業では、建築敷地等の地下に貯留機能を有する雨水浸透施設を整備することにより、現況

と同等の地下浸透能力の確保に努める計画である。 

 

（6）廃棄物処理計画 

施設の供用後については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「東京都廃棄物条例」、

「昭島市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」等に基づき、分別、減量及び資源

物の再利用に十分対応できる廃棄物及び資源物の保管場所を設ける計画である。  
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図 4.2-6 歩行者動線計画図 
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5 事業計画の策定に至った経過 

計画地は、昭和飛行機工業株式会社が昭和 12年頃に所得した後、主に飛行場として利用されて

いたが、第二次世界大戦を経て昭和 44年に米軍接収施設の全面返還と合わせてパブリックゴルフ

場が開設され、平成 10年には宿泊施設が開業した土地である。 

本事業は、計画地の立地を鑑み、また、計画地全域が準工業地域に指定されていること、過去

の土地利用経緯から計画地内が人工平坦地であることを踏まえ、昭和飛行機工業株式会社より令

和 3 年に土地を取得し、駐車場の設置を含んだ物流施設及びデータセンターを整備することとし

た。 

本事業の事業スキームは、図 4.2-7に示すとおりである。本事業は昭島特定目的会社（日本 GLP

株式会社が設立した法人）が事業推進し、工事の完了後における施設の管理・運営は日本 GLP株

式会社が行っていく。 

 

  

図 4.2-7 事業スキーム 

 

 

なお、昭島市では、「昭島市都市計画マスタープラン」（令和 3 年 3 月、昭島市）において、計

画地及び周辺地域については、地域の生活環境、自然環境、防災・減災等に係る課題が示されて

おり、これらの課題を踏まえて、地域のまちづくりの方針が示されている。 

この地域の課題及びまちづくりの方針とそれに対応する事業計画の内容は、表 5-1 に示すとお

りである。 

本事業では、上位計画である「昭島市都市計画マスタープラン」に示されている地域の課題、

それを解決すべく検討されたまちづくりの方針を踏まえ、それに対応できるよう事業計画を推進

していく。 

 

 

〈信託受益権〉

昭島特定目的会社

日本GLP株式会社

（アセット・マネージャー）

管理運営

出資 融資

GLPグループ

〈信託受託者〉

信託銀行信託契約
＆

マスターリース契約

大手金融機関

各種申請



 

 

23
 

表 5-1 昭島市の課題及びまちづくりの方針に対応する事業計画の内容 

「昭島市都市計画マスタープラン」（令和 3年 3月、昭島市） 
対応する事業計画の内容 

地域の課題 まちづくりの方針 

ゴルフ場や緑地の存在により地域全体の緑の割合

が高くなっていることから、公的な空間だけでな

く、企業との協力のもと、自然環境の保全や市民

に開かれた緑の空間として活用を促進していく方

策が求められる。 

玉川上水の周辺については、市民が水辺に親しむ

空間として、環境保全を促進する。 

・計画地内北側の玉川上水沿いに歩行空間を整備

し、計画地周辺の既存散策路等と連携する地域

に開かれた散策路の整備を図る。 

昭島駅北口周辺からいちょう並木、代官山緑地に

至る緑豊かな街並みや、玉川上水周辺における水

と緑の空間などの自然・文化資源については、周

辺環境の保全とそれぞれの資源をつなぐネットワ

ーク化を図り、歩いて楽しめるまちづくりに努め

る。 

・昭島駅北口から代官山緑地、玉川上水沿いへと

つながる緑のネットワークの形成に資する緑化

計画を策定する。 

・周辺市街地との連携に配慮し、昭島駅北口から

代官山緑地、玉川上水沿いへとつながる歩行者

空間のネットワークを強化する。 

・計画地内に、多様な人々が享受できる地域に開

かれた公園や広場等を配置することにより、緑

の空間の保全・創出・活用を図る。 

玉川上水の周辺から代官山緑地にかけては、環境

を保全するとともに、市民の散策の場としての活

用を促進する。 

昭島駅北側では、週末に道路渋滞が発生すること

が多く、その対策が求められる。 

昭島駅周辺の交通渋滞の緩和方策を検討し、都市

軸としての機能強化を図る。 

・新設道路を整備することにより、昭島駅北側の

東西方向の道路網を拡充し、周辺道路における

交通渋滞の緩和を図る。 

美堀町 1～3 丁目の一部が内水氾濫による浸水予

想区域に指定されており、災害時の避難・救援の

ため、避難所や備蓄倉庫等の機能を充実させる必

要がある。 

避難所や備蓄倉庫の機能の充実を図るとともに、

安全な避難経路の確保に努める。 

・防災備蓄倉庫の整備のほか、物流倉庫や複合用

途施設を一時滞在施設として開放する等、災害

対応力の強化を図る。 

・地元との防災協定の締結を検討する。 

 


	fire_shtml0: 
	ff_shtml0: ただいま、ページを読み込み中です。5秒以上、このメッセージが表示されている場合、Adobe Reader（もしくはAcrobat）のAcrobat JavaScriptを有効にしてください。Adobe Readerのメニュー：「編集」→「環境設定」→「JavaScript」で設定できます。「Acrobat JavaScriptを使用」にチェックを入れてください。なお、Adobe Reader以外でのPDFビューアで閲覧されている場合もこのメッセージが表示されます。Adobe Readerで閲覧するようにしてください。Firefox（Windows・Mac）/ Mac Safariをご利用の場合、他のブラウザ（Microsoft Edge/ Google Chrome/ IE）でアクセスしなおしてください。また、モバイルブラウザでは閲覧できませんので、お手数ですが、Windows端末もしくはMac端末でアクセスするようにしてください。







































































�䭥䭁彁硱啕煟數╴〲硅䥉煟汸䭯䭁彁硱䭥䭁彁硱䔥┳ㄸ䄥┷㍅㠥┲㉁䔥┳㈸䄥╆㍅㠥┲䉂䔥┳㈸䈥┹㍅㠥┱㜹䔥┳ㄸ䄥┶㍅㠥┱䘸䔥┳ㄸ䄥┰㍅㠥┱㔹䔥┳ㄸ㠥┴㍅㠥┰㈸㔥啃录硱㈥⤲┻䐷䕅煟卸卅彅硱啕煟卸协彏硱楴啯录硱㈥䤰彉硱体体煟彸䅁煟佸彏硱⤨㜥卂十彁硱啋啋煟䭸䭁彁硱㈥䤰彉硱啓啓煟瑸住煟楸䅁煟卸卉彉硱䥉煟䭸䭕录硱佴彏硱匬协彏硱䬬䭁彁硱䄬彁硱焬椻䕅煟⡸䤨彉硱䥓䥓煟楸啕煟摸硥䕏彅硱✨住煟瑸䥴彉硱⤧啓啓煟卸单录硱┰䌷㜥䥃彉硱䥓䥓煟楸啕煟摸硥䕏彅硱✨住煟瑸䥴彉硱⤧啓啓煟卸单录硱⤱☦祴䥉煟數䕯彅硱琨住煟楸䅁煟卸
	fire_shtml1: 
	ff_shtml1: 
	fire_shtml2: 
	ff_shtml2: 
	fire_shtml3: 
	ff_shtml3: 
	fire_shtml4: 
	ff_shtml4: 
	fire_shtml5: 
	ff_shtml5: 
	fire_shtml6: 
	ff_shtml6: 
	fire_shtml7: 
	ff_shtml7: 
	fire_shtml8: 
	ff_shtml8: 
	fire_shtml9: 
	ff_shtml9: 
	fire_shtml10: 
	ff_shtml10: 
	fire_shtml11: 
	ff_shtml11: 
	fire_shtml12: 
	ff_shtml12: 
	fire_shtml13: 
	ff_shtml13: 
	fire_shtml14: 
	ff_shtml14: 
	fire_shtml15: 
	ff_shtml15: 
	fire_shtml16: 
	ff_shtml16: 
	fire_shtml17: 
	ff_shtml17: 
	fire_shtml18: 
	ff_shtml18: 
	fire_shtml19: 
	ff_shtml19: 
	fire_shtml20: 
	ff_shtml20: 
	fire_shtml21: 
	ff_shtml21: 
	fire_shtml22: 
	ff_shtml22: 


