
令和元年７月

地区計画等の変更内容（概要）
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※本資料は、令和元年(2019年)７月１日に施行した地区計画等の変更内容の概要
をまとめた資料です。

※工事の着手が７月１日以降である場合は、変更後の地区計画等の内容が適用さ れます。
※本資料は変更内容の概要をまとめた参考資料です。変更後の詳細の内容は地区計画等

の手引き、都市計画図書及び運用基準をご参照ください。
（区のホームページからご覧いただけます。）
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１ 地区計画等の基本的な内容について
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地区計画とは

■地区計画とは
地区の特性にふさわしい良好な市街地環境を形成していくため、個別建物の建替えなど

の建築⾏為に対し、規制と緩和のルールを定める制度です。
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z

細分化防止

地区施設（道路）

地区施設（広場）

高さの制限

壁面の位置の制限

用途の制限

■区の策定経緯
平成 ５年 「⽤途別容積型地区計画」 を導⼊（第Ⅱゾーン）
平成 ９年 「街並み誘導型地区計画」 を導⼊（第Ⅱゾーン、⽉島地区）
平成１０年 「街並み誘導型地区計画」

「⽤途別容積型地区計画」
「機能更新型⾼度利⽤地区」を導⼊（銀座地区）

平成１２年 「街並み誘導型地区計画」
「機能更新型⾼度利⽤地区」を導⼊（⽇本橋・東京駅前地区）

平成１４年 「⽤途別容積型地区計画」 を導⼊（⽉島地区）



変更前の地区計画等の種類①

■街並み誘導型地区計画

【建築基準法による一般的な
建替えの場合（イメージ）】

・⾼さの最⾼限度
敷地が⾯する前⾯道路の幅員

に応じて、建築物の⾼さの最⾼
限度を定めます。
（斜線制限が緩和されます。）

建築物の⾼さや壁⾯の位置の制限などを定め、斜線制限などを緩和することで、歩⾏者空間の確保
による安全性と快適性の増進や統一的な街並みを形成します。

※その他、地域の特性に応じて「⽤途の制限」「容積率の最低限度」
「敷地⾯積の最低限度」などの建築物の形態制限を設けます。

12ｍ未満の道路による
容積率の制限により･･･

斜線制限により･･･

道路境界線等から建築物
までの壁⾯を後退する距離
を定めます。

・壁面の位置の制限
狭い道路により発⽣する

容積率の制限を緩和します。

・容積率の最⾼限度

指定容積率

基準容積率

【街並み誘導型地区計画による建替えの場合（イメージ）】

利⽤できない
容積率

道路

1.25または
1.5

1

広い道路 狭い道路

広い道路 狭い道路
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変更前の地区計画等の種類②

住宅を含む建築物に係る容積率を緩和することで、
住宅⽴地を誘導する制度です。

本区では、銀座Ｂ地区、第Ⅱゾーン及び⽉島地区
に⽤途別容積型地区計画を導⼊していました。

指定容積率

住宅⽤途による容積率の割増

⾮住宅 住 宅

■用途別容積型地区計画

⾼次の都市機能が集積し、公共交通の広域的なネット
ワークや歩道幅員が一定以上整備され歩⾏者空間が充実
した地域に限定して、特定の⽤途の建築物に係る容積率
を緩和することで、都市機能の更新を図る制度です。

本区では、⽇本橋・東京駅前地区及び銀座地区の一部
に機能更新型⾼度利⽤地区を指定していました。

■機能更新型⾼度利用地区

誘導
⽤途

誘導⽤途による容積率の割増

指定容積率

歩道等が整備された道路

その他の都市計画

都⼼地域の住宅機能確保の観点から、建築物の一定階以
上を住宅・共同住宅などの⽤途に限定する制度で、第一種
から第三種までの3種類があります。

本区では、⽉島地区の一部に第二種中⾼層階住居専⽤地
区及び第三種中⾼層階住居専⽤地区を指定していました。

■中⾼層階住居専用地区
住 宅
住 宅

住 宅
一定階以上を

住宅系⽤途に限定
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２ 地区計画等の変更の背景
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■主な変更内容
① 定住⼈⼝の回復に伴い、住宅の確保による容積率の緩和を原則廃⽌します。
② 飲⾷店、店舗などの⽣活利便施設や、地域に必要な保育所、診療所などの公益施設、広場などの

公共的空間を整備する場合、容積率を緩和します。
③ 一定規模以上の客室や、まちににぎわいをもたらす施設を設けた良質なホテル計画について

容積率を緩和します。

地区計画等の変更の背景

■地区計画等の変更について
昭和50年 ︓⼈⼝10 万⼈を割り込む
平成５年 ︓⽤途別容積型地区計画を導⼊
平成９年 ︓街並み誘導型地区計画を導⼊

平成10年 ︓45 年ぶりに⼈⼝増加
平成18年 ︓基本構想の⽬標であった定住⼈⼝10 万⼈を達成
平成30年 ︓定住⼈⼝が59年ぶりに16万⼈を突破

定住⼈⼝は回復し当初の⽬的を達成したことから、
中央区基本構想を踏まえつつ、今後のまちづくりを⾒据えた
各地域に相応しい⼟地利⽤を推進するため、地区計画を変更しました。

公共施設や公共交通機関が十分に整備されている地域
において、敷地内に歩道状空地などの一定の空間を確保
しつつ、特定の⽤途の建築物に係る容積率を緩和するこ
とで、都市機能の更新を図る制度です。

指定容積率

容積率の緩和道路からの
壁⾯の位置の制限

道路
市街地環境の向上を図る空地の確保

○⾼度利用型地区計画
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⽤途別容積型地区計画を廃⽌し、⾼度利⽤型地区計画を導⼊しました。



変更した地区計画等の区域図
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(※1)新たに区域編⼊した場所があります。スライド51にてご確認ください。
(※2)第二種中⾼層階住居専⽤地区は廃⽌し、その制限の規定を地区計画に位置づけています。

㋑高度利用地区
(銀座地区)

㋐高度利用地区
(日本橋・東京駅前地区)

日本橋・東京駅前地区

第Ⅱゾーン

月島地区

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪⑫
⑬

⑭⑮

⑯

銀座地区

②

地
区
計
画

①⽇本橋・東京駅前地区地区計画
②銀座地区地区計画
③⽇本橋問屋街地区地区計画

第
Ⅱ
ゾ
ー
ン

④⼈形町・浜町河岸地区地区計画
⑤⽇本橋兜町・茅場町一丁⽬地区地区計画
⑥新川・茅場町地区地区計画
⑦京橋地区地区計画
⑧築地地区地区計画
⑨佃二・三丁⽬地区地区計画

月

島

地

区

⑩⽉島一丁⽬地区地区計画
⑪⽉島二丁⽬地区地区計画
⑫⽉島三丁⽬地区地区計画(※1)

⑬⽉島四丁⽬地区地区計画
⑭勝どき一・二丁⽬地区地区計画
⑮勝どき三丁⽬地区地区計画
⑯勝どき四丁⽬地区地区計画

関
連
都
市
計
画

㋐⾼度利⽤地区（⽇本橋・東京駅前地区）
㋑⾼度利⽤地区（銀座地区）
㋒中⾼層階住居専⽤地区（廃⽌）

（第二種中⾼層階住居専⽤地区）(※2)
（第三種中⾼層階住居専⽤地区）

N

㋒中高層階住居専用
地区（廃止）

第二種中高層階
住居専用地区

第三種中高層階
住居専用地区



３ 地区計画等の変更概要
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３－１ 日本橋・東京駅前地区
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区域図
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都市計画の種類

日本橋・東京駅前地区

東京駅

Ａ地区

Ｂ地区

N

都市計画 変更前
変更後

（赤字は変更項目）

地区計画
街並み誘導型
地区計画

街並み誘導型地区計画

高度利用型地区計画

高度利用地区 機能更新型高度利用地区

Ａ地区

Ｂ地区

都市計画 変更前
変更後

（赤字は変更項目）

地区計画
街並み誘導型
地区計画

街並み誘導型地区計画

高度利用型地区計画

-区域及び都市計画の種類-
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日本橋・東京駅前地区 -地区計画の目標及び土地利用の方針-

【変更前】 【変更後】（赤字は変更項目）

地区計画の目標
①商業・業務機能と居住機能が適切に調

和した活⼒ある都⼼複合機能の更新
②⽇本橋川や歴史的建築物等を⽣かした

魅⼒ある都⼼景観・街並みの形成
③「東京駅前地域のまちづくりガイドラ

イン」「⽇本橋川沿いエリアのまちづ
くりビジョン」に示す将来像の実現

⼟地利用の⽅針
⾼度複合機能更新ゾーン
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・住宅⽤途の積極的な誘導
③公共的屋内・屋外空間の整備の推進
商業・住宅複合機能更新ゾーン
①商業⽤途や定住性の⾼い住宅の積極的

な誘導

地区計画の目標
①国際的かつ⾼次な都市機能の構築と、首

都東京を牽引する活⼒ある都⼼空間の創出
②⽇本橋川や歴史的建築物等を活かした魅

⼒ある都⼼景観、街並みの形成
③「東京駅前地域のまちづくりガイドライ

ン」「⽇本橋川沿いエリアのまちづくり
ビジョン」に示す将来像の実現

⼟地利用の⽅針
Ａ地区 ※名称変更

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・屋外空間の整備の誘導

③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 ※名称変更

①⽣活利便施設、公益施設の整備を誘導
②A地区の②〜④



-地区計画の変更概要-

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物等の用途の制限
以下に該当する建築物は建築できない

・1階部分が商業施設以外の建築物

・店舗型性風俗特殊営業の用途の建築物

・10戸以上の住戸数を有する共同住宅の場合、【①床面積

40㎡以上の住戸の床面積の合計が、住宅用途の床面積

の1/3未満、②住戸の床面積が25㎡未満】の建築物

内容の変更はありません。

２ 建築物の容積率の最⾼限度
Ａ地区：スライド１６に記載のとおり

Ｂ地区：スライド２１の記載のとおり

Ａ地区：スライド１６、１７に記載のとおり

Ｂ地区：スライド２１～２４に記載のとおり

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

３ 建築物の容積率の最低限度
Ａ地区：機能更新型高度利用地区と同内容を定めました。
Ｂ地区：以下の制限を定めました。
・指定容積率700%,800%,900%の区域：300%
・指定容積率600%の区域、4mの道路を前面道路と
する敷地：200%

・3項道路を前面道路とする敷地：150%

４ 建築物の敷地面積の最低限度
原則300㎡

ただし、300㎡未満の敷地においても、既存敷地のままで

建替える場合はその敷地面積を最低限度とする。

内容の変更はありません。
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日本橋・東京駅前地区 A地区、B地区共通



変更前 変更後（赤字は変更項目）

５ 壁面の位置の制限
原則道路境界線から0.5mの後退
幹線道路沿いは0.2mの後退
2項・3項道路は道路中心線から2.2mの後退

内容の変更はありません。
ただし、分かりやすく示すため、路線ごとに指定をし直しました。

６ 建築物等の⾼さの最⾼限度
前面道路幅員及び指定容積率に応じて14m
～60ｍの範囲で設定

内容の変更はありません。

７ 建築物等の形態又は色彩その他意匠の
制限

中央通り等の主要幹線道路に面する建築物は、「東京駅前地域
のまちづくりガイドライン」及び「日本橋川沿いエリアのまちづくり
ビジョン」に基づき、概ね31mの軒線・表情線、壁面位置の連続
性に配慮することについて、規定を追加しました。

８ 壁面の位置の制限として定められた限
度の線と敷地境界線との間の⼟地の区域に
おける工作物の設置の制限

植栽基盤の縁石の取扱いを追加しました。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、右記の

制限を新たに定めました。》

９ 建蔽率の最⾼限度
80%
ただし、耐火建築物を建てる場合や、角敷地の場合など、一定
の要件を満足する場合は10%または20%を加えることができます。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、右記の

制限を新たに定めました。》

１０ 建築面積の最低限度
敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2
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日本橋・東京駅前地区 A地区、B地区共通 -地区計画の変更概要-



日本橋・東京駅前地区 Ａ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

①「商業施設（物販店舗、飲食店、診療所等）等」の整備による緩和 《前面道路幅員が12m未満の場合に限る》 改正

変更前

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する
住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。

• ホテルについて、容積緩和の条件を定めました。（ホテルは「商業施設」から除きました。）

《ホテル計画を有する場合》

指定容積率

基準容積率

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

建物の1/2以上

ホテル整備

変更後

指定容積率

基準容積率

・商業施設
・住宅、共同住宅

（住戸数の合計が２戸以下
で１戸あたり40㎡～300㎡
のものに限る）

スライド２３の※７～※９と同様

※１：指定容積率が900%の区域で前面道路が10m以下の場合は、800%、
指定容積率が800%の区域で前面道路が8m以下の場合は、700%を限度とする。

※２：住宅、共同住宅による緩和の場合、建物全体の住戸数の合計が３戸以上の場合は緩和対象外。

・商業施設
・住宅等

指定容積率

基準容積率
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ホテル関連施設
容積率50%(敷地

面積の1/2)以上



※３：公共的屋外空間の面積に基準容積率を乗じた値を敷地面積で除した値
※４：屋外空間、屋内空間の合算が可能。
※５：①及び③と併用が可能。
※６：③と併用する場合、指定容積率＋200%を容積率の上限とする。

改正

③一定の築年数が経過した建築物（事務所）に対する緩和

• 既存不適格建築物の建替え促進のため、一定の築年数が経過した建築物（事務所）について緩和をします。

《緩和の考え方》
• 容積地区指定（昭和40年1月21日施行）より前に建築され、基準容積率を超過した建築物（事務所）を建替え
る場合、基準容積率を超える部分を商業施設とするものについて、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

商業施設

事務所

基準容積率
基準容積率

基準容積率×1.2（最大）
容積率超過

新規

②公共的屋内・屋外空間整備による緩和 《前面道路が建築基準法第42条第1項道路の場合に限る》

公共的
屋内空間

公共的
屋外空間

基準容積率

・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上設ける場合、
規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、100%の緩和

公共的屋外空間（ポケットパーク等）が50㎡以上、かつ、※３に示す値
が50%以上の場合、規模に応じて最大100%の緩和

日本橋・東京駅前地区 Ａ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

17



日本橋・東京駅前地区 Ａ地区 -高度利用地区の変更概要-

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物の容積率の最⾼限度

・誘導用途の割合による緩和
スライド１９に記載のとおり

・誘導用途の割合による緩和
スライド１９に記載のとおり
※スライド１７の②及び③との併用は不可

・ホテルの整備による緩和
スライド２０に記載のとおり
※スライド１７の②及び③との併用は不可

・公共的屋内・屋外空間の整備による緩和
整備した規模に応じて合計で50～200%緩和

高度利用型地区計画の導入に伴い、地区計画にお
いて、規定し直しました。

２ 建築物の容積率の最低限度
300％
ただし、幅員４m道路及び２項・３項道路にのみ面する敷地
の建築物にあっては、200％

・内容の変更はありません。

３ 建蔽率の最⾼限度
80%
ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれ
かに該当する建築物にあっては1/10を、同項第1号及び第2
号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする

耐火建築物を建てる場合は20%を加えることができ
ることを追加規定しました。

４ 建築面積の最低限度
100㎡

地区計画で新たに規定する内容と同様の規定に変更しまし
た。

・敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
・敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2

※容積率緩和の条件については100㎡から変更はありま
せん。 18



日本橋・東京駅前地区 Ａ地区 -高度利用地区（容積率の最高限度）-

歩道等の幅員

2m未満 2～4m未満 4～5.5m未満 5.5m以上

変更前 「誘導用途」1/2以上整備 緩和なし 100%緩和 200%緩和※１ 300%緩和※１

変更後
「誘導用途」1/3以上整備 緩和なし 100%緩和 200%緩和※１ 300%緩和※１

「誘導用途」1/4以上整備 緩和なし 50%緩和 100%緩和※２ 150%緩和※２

• 誘導用途の整備による容積緩和の更なる活用を図るため、緩和の条件である「誘導用途」の割合を引き下
げました。 （「誘導用途」にホテルは含みません。）（誘導用途の内容を一部変更しました。）

改正

誘導用途
1/2以上

指定容積率
＋100～300%

誘導用途
1/3以上

誘導用途
1/4以上

指定容積率
＋100～300% 指定容積率

＋50～150%

※１：敷地面積が300㎡未満の場合は、100%を限度とする。 ※２：敷地面積が300㎡未満の場合は、50%を限度とする。

①「誘導用途（物販店舗、飲食店、診療所等）」の割合による緩和

変更前 変更後

19



※３：①の誘導用途を1/3以上整備する場合の緩和の限度と同じ。
※４：ホテルが建物全体の1/2以上の場合に適用する。
※５：ホテル関連施設の割合は、容積率50%（敷地面積の1/2）以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※６：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、宴会場、会議室等
※７：（２）の「より公共性の高いホテル関連施設」は、日常一般に開放されるラウンジ、ホール、会議室等に限る。

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、一定規模以上の客室や、まちににぎわいをもたらす施設を設けた
ものは緩和します。

《緩和の考え方》
（１）一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設

を容積率50%（敷地面積の1/2）以上設ける場合
100%～300%の容積緩和（歩道等の幅員に応じて
緩和の限度を設定(※３)）

（２）ゆとりのある規模の客室を設け、かつ、より公
共性の高いホテル関連施設を容積率50%（敷地面
積の1/2）以上設ける場合、（１）に加えて100%の
容積緩和

指定容積率
＋100～300%

建物の1/2以上

ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

ホテル関連施設
容積率50% (敷地

面積の1/2)以上

指定容積率
+200%～400%

最大100%

客室面積規定
（１）の客室規模に加え、
30㎡以上の客室を全客
室面積の1/4以上整備

建物の1/2以上

ホテル整備

設けた施設規模に
応じてさらに
最大100%緩和

より公共性の高い
ホテル関連施設
容積率50%(敷地面
積の1/2)以上

改正②ホテルの整備による緩和

20

日本橋・東京駅前地区 Ａ地区 -高度利用地区（容積率の最高限度）-



日本橋・東京駅前地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

②前面道路が２項道路、３項道路の敷地における緩和

《緩和の考え方》

• 前面道路が２項道路、３項
道路の敷地に限り、住宅等
の整備により緩和

• 戸建て住宅等の建替えの観点から、幅員の狭い道路のみに面する敷地について、新たに規定を定めました。

※３：住宅等：住宅、共同住宅（定住型住宅
（住戸専用部分の床面積40㎡以上の住
宅）等）、寄宿舎

新規

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する

住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。
• ホテルは「商業施設」から除きました。

※１：指定容積率が800%の区域で前面道路が8m以下の場合は、700%を限度とする。
※２：住宅、共同住宅による緩和は、前面道路が建築基準法第４２条第１項道路の場合に限る。

また、建物全体の住戸数の合計が３戸以上の場合は緩和対象外。

変更前 変更後

指定容積率

基準容積率

・商業施設
・住宅、共同住宅

（住戸数の合計が２戸以下
で１戸あたり40㎡～300㎡
のものに限る）

・商業施設
・住宅等

指定容積率

基準容積率

①「商業施設（物販店舗、飲食店、診療所等）等」の整備による緩和 《前面道路幅員が12m未満の場合に限る》 改正

住宅等

280%

基準容積率

21



日本橋・東京駅前地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

《緩和の考え方》
（１）住宅に付随する生活利便施設について、基準

容積率の0.25倍を限度として緩和する。（ただし、
緩和部分の生活利便施設と同等以上の面積を住
宅又は共同住宅の用途とする）

• 生活関連施設(スーパーマーケットなどの生活利便施設や、地域に必要な子育て支援施設等の公益施設)
を誘導するため、新たに規定を定めました。

・子育て支援施設、
・高齢者福祉施設、
・その他公益施設

（例）保育所
通所介護施設
診療所等

基準容積率×1.25（最大）

基準容積率

（２）地域に必要な子育て支援施設、高齢者福祉施
設、その他公共公益に資する施設について、基準
容積率の0.25倍を限度として緩和する。

新規

基準容積率

基準容積率×1.25（最大）

住宅

生活利便施設
（物販・飲食店等）

③生活関連施設の整備による緩和

※４：(1)と(2)は併用可能。基準容積率の1.25倍を容積率の上限とする。

22



基準容積率

基準容積率×1.25（最大）

日本橋・東京駅前地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

《緩和の考え方》
• 一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設を容積率50% （敷地面積の1/2）以上整備、または基準容

積率を超える部分を生活関連施設として整備したホテルについて、道路幅員に応じて、指定容積率まで
または基準容積率の1.25倍まで緩和

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、新たに規定を定めました。

新規④ホテルの整備による緩和

生活関連施設

建物の1/2以上

ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率

ホテル関連施設
容積率50% (敷地

面積の1/2)以上

建物の1/2以上
ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率×1.25

※５：前面道路幅員が11m未満の場合は指定容積率を限度とする。
※６：指定容積率が800%の区域で前面道路が8m以下の場合は、700%を限度とする。
※７：ホテルが建物全体の1/2以上の場合に適用する。
※８：ホテル関連施設の割合は、容積率50% （敷地面積の1/2）以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※９：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、 宴会場、会議室等
※10：ホテル関連施設と生活関連施設の合算は不可。
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日本橋・東京駅前地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

24

※11：公共的屋外空間の面積に基準容積率を乗じた値を敷地面積で除した値
※12：屋外空間、屋内空間の合算が可能。
※13：①、③、④及び⑥と併用が可能。
※14：基準容積率の1.25倍を容積率の上限とする。

新規

⑥一定の築年数が経過した建築物（事務所）に対する緩和

• 既存不適格建築物の建替え促進のため、一定の築年数が経過した建築物（事務所）について緩和をします。

《緩和の考え方》
• 容積地区指定（昭和40年1月21日施行）より前に建築され、基準容積率を超過した建築物（事務所）を建替える
場合、基準容積率を超える部分を商業施設とするものについて、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

商業施設

事務所

基準容積率
基準容積率

基準容積率×1.2（最大）
容積率超過

新規

⑤公共的屋内・屋外空間整備による緩和 《前面道路が建築基準法第42条第1項道路の場合に限る》

公共的
屋内空間

公共的
屋外空間

基準容積率

・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上設ける場合、
規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、100%の緩和

公共的屋外空間（ポケットパーク等）が50㎡以上、かつ、※11に示す値
が50%以上の場合、規模に応じて最大100%の緩和

• 広場や地下鉄出入口等公共的な空間の整備促進のため、新たに規定を定めました。



３－２ 銀座地区
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銀座地区地区計画

区域図

26

N

Ａ地区

Ｂ地区

都市計画 変更前
変更後

（赤字は変更項目）

地区計画
街並み誘導型
地区計画

街並み誘導型
地区計画

高度利用型
地区計画

高度利用地区 機能更新型高度利用地区

都市計画の種類

Ａ地区

Ｂ地区

都市計画 変更前
変更後

（赤字は変更項目）

地区計画

街並み誘導型
地区計画

用途別容積型
地区計画

街並み誘導型
地区計画

高度利用型
地区計画

-区域及び都市計画の種類-



銀座地区 -地区計画の目標及び土地利用の方針-

【変更前】 【変更後】（赤字は変更項目）

27

⼟地利用の⽅針
Ａ地区 ※名称変更

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
内空間の整備の誘導

③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 ※名称変更

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

②A地区の③、④

地区計画の目標
①にぎわいのある都⼼商業空間の創出
②昭和通り以東の地区については、周辺

市街地との回遊性の強化と併せて、定
住性の⾼い住宅の⽴地を誘導し、都⼼
居住を確保

③魅⼒ある都市景観・街並みの形成

⼟地利用の⽅針
商業機能更新地区
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商業⽤途の積極的な誘導
③公共的屋内空間の整備の推進
商業・住居複合地区
①住宅の⽴地を誘導し、商業・業務機能

と居住機能のバランスのとれた⼟地利
⽤を促進

地区計画の目標
①国際的かつ⾼次な都市機能の構築と、多

様でにぎわいのある都⼼商業空間の創出

②魅⼒ある都市景観・街並みの形成



銀座地区地区計画 A地区、B地区共通 -地区計画の変更概要-

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物等の用途の制限
以下に該当する建築物は建築できない
・1階部分が商業施設以外の建築物（Ａ地区のみ）
・店舗型性風俗特殊営業の用途の建築物（Ｂ地区のみ）
・10戸以上の住戸数を有する共同住宅の場合、【①床面積40㎡以上の住戸の床面積

の合計が、住宅用途の床面積の1/3未満、②住戸の床面積が25㎡未満】の建築物
・納骨堂や人骨を保管する用途に供する建築物、動物の骨を保管する用途に供する建

築物、動物の死体の焼却設備を有する建築物
・宿泊の用に供する建築物について、客室の床面積が次に掲げる数値未満の建築物

①9㎡/定員1人 ②13㎡/定員2人
③X㎡/定員n人【X ＝5.5（n －１）＋９】

・宿泊の用に供する建築物について、フロントの前面に配置するロビー等が次のいず
れかに該当する建築物
①当該面積（㎡）が宿泊室の定員の合計に0.4を乗じた数値未満の建築物
②当該位置が１階以外又は道路に面しない建築物（原則）

店舗型性風俗特殊営
業の用途の建築物の
制限を新たにＡ地区に
導入しました。
その他内容の変更はあ
りません。

２ 建築物の容積率の最⾼限度
Ａ地区：スライド３０に記載のとおり
Ｂ地区：スライド３５に記載のとおり

Ａ地区：スライド３０、３２に記載のとおり
Ｂ地区：スライド３５～３８に記載のとおり

３ 建築物の容積率の最低限度
Ｂ地区で以下の内容を規定している。
指定容積率700%,800%の区域：300%
指定容積率600%の区域または4mの道路のみに面する敷地：200%
3項道路にのみ面する敷地：150%

高度利用型地区計画の導入に伴い、Ａ地
区に以下の制限を定めました。
300％
ただし、幅員４m以下の道路を前面道路と
する敷地の建築物にあっては、200％
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銀座地区地区計画 A地区、B地区共通 -地区計画の変更概要-

変更前 変更後（赤字は変更項目）

４ 建築物の敷地面積の最低限度
原則300㎡
ただし、300㎡未満の敷地においても、既存敷地のままで建
替える場合はその敷地面積を最低限度とする。

内容の変更はありません。

５ 壁面の位置の制限
原則道路境界線から0.5mの後退（Ａ・Ｂ地区）
幹線道路沿いは0.2mの後退（Ａ地区）
並木通りなどの通り沿いは0.3mの後退（Ａ地区）
2項・3項道路は道路中心線から2.2mの後退（Ａ・Ｂ地区）

内容の変更はありません。
ただし、分かりやすく示すため、路線ごとに指定を
し直しました。

６ 建築物等の⾼さの最⾼限度
前面道路幅員及び指定容積率に応じて13m～56ｍの範囲
で設定

内容の変更はありません。

７ 建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限 内容の変更はありません。

８ 壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地
境界線との間の⼟地の区域における工作物の設置の制限 植栽基盤の縁石の取扱いを追加しました。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

９ 建蔽率の最⾼限度
80%
ただし、耐火建築物を建てる場合や、角敷地の場
合など、一定の要件を満足する場合は10%または
20%を加えることができます。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

１０ 建築面積の最低限度
敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2 29



銀座地区 Ａ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

①「商業施設（物販店舗、飲食店、診療所等）等」の整備による緩和 《前面道路幅員が12m未満の場合に限る》 改正

変更前

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する
住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。

• ホテルについて、容積緩和の条件を定めました。（ホテルは「商業施設」から除きました。）

《ホテル計画を有する場合》

指定容積率

基準容積率

客室面積規定
・15㎡/定員1人
・22㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋15】

ホテル関連施設
容積率50%(敷地

面積の1/2)以上

建物の1/2以上

ホテル整備

変更後

指定容積率

基準容積率

・商業施設
・住宅、共同住宅

（住戸数の合計が２戸以下
で１戸あたり40㎡～300㎡
のものに限る）

スライド３７の※６～※８と同様

・商業施設
・住宅等

指定容積率

基準容積率

※１：指定容積率が800%の区域で前面道路が8m以下の場合は、700%を限度とする。
※２：住宅、共同住宅による緩和の場合、建物全体の住戸数の合計が３戸以上の場合は緩和対象外。
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銀座地区 Ａ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

※３：①及び③と併用が可能。
※４：③と併用する場合、指定容積率＋200%を容積率の上限とする。

改正

③一定の築年数が経過した建築物（事務所）に対する緩和

• 既存不適格建築物の建替え促進のため、一定の築年数が経過した建築物（事務所）について緩和をします。

《緩和の考え方》
• 容積地区指定（昭和40年1月21日施行）より前に建築され、基準容積率を超過した建築物（事務所）を建替える
場合、基準容積率を超える部分を商業施設とするものについて、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

商業施設

事務所

基準容積率
基準容積率

基準容積率×1.2（最大）
容積率超過

新規

②公共的屋内空間整備による緩和 《前面道路が建築基準法第42条第1項道路の場合に限る》

公共的
屋内空間

基準容積率

・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上設ける場合、
規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、100%の緩和
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銀座地区 Ａ地区 -高度利用地区の変更概要-

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物の容積率の最⾼限度

・誘導用途の割合による緩和
スライド３３に記載のとおり

・誘導用途の割合による緩和
内容の変更はありません。
※スライド３１の②及び③との併用は不可

・ホテルの整備による緩和
スライド３４に記載のとおり
※スライド３１の②及び③との併用は不可

・公共的屋内空間の整備による緩和
整備した規模に応じて合計で50～100%緩和

高度利用型地区計画の導入に伴い、地区計画にお
いて、規定し直しました。

２ 建築物の容積率の最低限度
300％
ただし、幅員４m道路及び２項・３項道路にのみ面する敷地
の建築物にあっては、200％

・内容の変更はありません。

３ 建蔽率の最⾼限度
80%
ただし、建築基準法第53条第3項第1号又は第2号のいずれ
かに該当する建築物にあっては1/10を、同項第1号及び第2
号に該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする

耐火建築物を建てる場合は20%を加えることができ
ることを追加規定しました。

４ 建築面積の最低限度
100㎡

地区計画で新たに規定する内容と同様の規定に変更しまし
た。

・敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
・敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2

※容積率緩和の条件については100㎡から変更ありませ
ん。
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銀座地区 Ａ地区 -高度利用地区（容積率の最高限度）-

継続

※１：敷地面積が300㎡未満の場合は、100%を限度とする。

①「誘導用途（物販店舗、飲食店、診療所等）」の割合による緩和
（「誘導用途」にホテルは含みません。）（誘導用途の内容を一部変更しました。）

歩道等の幅員

2m未満 2～4m未満 4～5.5m未満 5.5m以上

「誘導用途」1/2以上整備、
かつ、「事務所用途」1/3以下

緩和なし 100%緩和 200%緩和※１ 300%緩和※１

指定容積率＋100～300%

事務所
1/3以下

誘導用途
1/2以上
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銀座地区 Ａ地区 -高度利用地区（容積率の最高限度）-

34

※２：①の誘導用途を1/2以上整備する場合の緩和の限度と同じ。
※３：ホテルが建物全体の1/2以上かつ事務所が1/3以下の場合に適用する。
※４：ホテル関連施設の割合は、容積率50%以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※５：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、宴会場、会議室等
※６：（２）の「より公共性の高いホテル関連施設」は、日常一般に開放されるラウンジ、ホール、会議室等に限る。

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、一定規模以上の客室や、まちににぎわいをもたらす施設を設けた
ものは緩和します。

《緩和の考え方》
（１）一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設

を容積率50%（敷地面積の1/2）以上設ける場合
100%～300%の容積緩和（歩道等の幅員に応じて
緩和の限度を設定(※２)）

（２）ゆとりのある規模の客室を設け、かつ、より公
共性の高いホテル関連施設を容積率50%（敷地面
積の1/2）以上設ける場合、（１）に加えて100%の
容積緩和

指定容積率
＋100～300%

建物の1/2以上

ホテル整備

客室面積規定
・15㎡/定員1人
・22㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X＝5.5（n －１）＋15】

ホテル関連施設
容積率50% (敷地

面積の1/2)以上

指定容積率
+200%～400%

最大100%

客室面積規定
・全客室22㎡以上
・50㎡以上の客室を全

客室面積の1/10以
上整備

建物の1/2以上

ホテル整備

設けた施設規模に
応じてさらに
最大100%緩和

より公共性の高い
ホテル関連施設
容積率50%(敷地面
積の1/2)以上

改正②ホテルの整備による緩和



銀座地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 幅員の狭い道路のみに面する敷地について、引き続き緩和規定を設けています。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する

住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。

改正 新規①住宅等の整備による緩和

変
更
前

前面道路幅員 8m超 8m以下 ２項・３項道路

緩和条件 住宅等の用途を設ける
基準容積率を上回る部分を

住宅等の用途にする
基準容積率を上回る部分を

住宅等の用途にする

イメージ

住宅等
住宅等

住宅関連施設

基準容積率×1.25
設けた割合に応じて緩和

住宅関連施設

住宅等

指定容積率か700%（小さい方）

基準容積率
基準容積率

280%

住宅等

※１：住宅等：住宅、共同住宅（定住型住宅（住戸専用部分の床面積40㎡以上の住宅）等）、寄宿舎

変更後

原則廃止しますが、以下の緩和を新設しました。

同条件で容積緩和
基準容積率×1.25（最大）

基準容積率

住宅、共同住宅
（住戸数の合計が２戸以下で１戸
あたり40㎡～300㎡のものに限る）

新規 《緩和の考え方》 基準容積率を超える部分を住戸数が2戸以下の住宅、
共同住宅とした場合、基準容積率の0.25倍を限度として緩和する。

※２：前面道路が建築基準法第４２条第１
項道路の場合に限る。また、建物全
体の住戸数の合計が３戸以上の場
合は緩和対象外。
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銀座地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

《緩和の考え方》
（１）住宅に付随する生活利便施設について、基準

容積率の0.25倍を限度として緩和する。（ただし、
緩和部分の生活利便施設と同等以上の面積を住
宅又は共同住宅の用途とする）

• 生活関連施設(スーパーマーケットなどの生活利便施設や、地域に必要な子育て支援施設等の公益施設）
を誘導するため、新たに規定を定めました。

・子育て支援施設、
・高齢者福祉施設、
・その他公益施設

（例）保育所
通所介護施設
診療所等

基準容積率×1.25（最大）

基準容積率

（２）地域に必要な子育て支援施設、高齢者福祉施
設、その他公共公益に資する施設について、基準
容積率の0.25倍を限度として緩和する。

新規

基準容積率

基準容積率×1.25（最大）

住宅

生活利便施設
（物販・飲食店等）

②生活関連施設の整備による緩和

※３：(1)と(2)は併用可能。基準容積率の1.25倍を容積率の上限とする。
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基準容積率

基準容積率×1.25（最大）

銀座地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

37

《緩和の考え方》
• 一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設を容積率50% （敷地面積の1/2）以上整備、または基準容

積率を超える部分を生活関連施設として整備したホテルについて、道路幅員に応じて、指定容積率まで
または基準容積率の1.25倍まで緩和

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、新たに規定を定めました。

新規③ホテルの整備による緩和

生活関連施設

建物の1/2以上

ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率

ホテル関連施設
容積率50% (敷地

面積の1/2)以上

建物の1/2以上
ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率×1.25

※４：前面道路幅員が11m未満の場合は指定容積率を限度とする。
※５：指定容積率が800%の区域で前面道路が8m以下の場合は、700%を限度とする。
※６：ホテルが建物全体の1/2以上の場合に適用する。
※７：ホテル関連施設の割合は、容積率50% （敷地面積の1/2）以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※８：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、 宴会場、会議室等
※９：ホテル関連施設と生活関連施設の合算は不可。



銀座地区 Ｂ地区 -地区計画（容積率の最高限度）-

※10：公共的屋外空間の面積に基準容積率を乗じた値を敷地面積で除した値
※11：屋外空間、屋内空間の合算が可能。
※12：①（前面道路が法第42条第1項道路の場合）、②、③及び⑤と併用が可能。
※13：基準容積率の1.25倍を容積率の上限とする。

新規

⑤一定の築年数が経過した建築物（事務所）に対する緩和

• 既存不適格建築物の建替え促進のため、一定の築年数が経過した建築物（事務所）について緩和をします。

《緩和の考え方》
• 容積地区指定（昭和40年1月21日施行）より前に建築され、基準容積率を超過した建築物（事務所）を建替える
場合、基準容積率を超える部分を商業施設とするものについて、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

商業施設

事務所

基準容積率
基準容積率

基準容積率×1.2（最大）
容積率超過

新規

④公共的屋内・屋外空間整備による緩和 《前面道路が建築基準法第42条第1項道路の場合に限る》

公共的
屋内空間

公共的
屋外空間

基準容積率

・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上設ける場合、
規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、100%の緩和

公共的屋外空間（ポケットパーク等）が50㎡以上、かつ、※10に示す値
が50%以上の場合、規模に応じて最大100%の緩和

• 広場や地下鉄出入口等公共的な空間の整備促進のため、新たに規定を定めました。
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３－３ 第Ⅱゾーン

39

日本橋問屋街地区、人形町・浜町河岸地区

日本橋兜町・茅場町一丁目地区

新川・茅場町地区、京橋地区、築地地区



-区域及び都市計画の種類-第Ⅱゾーンの地区計画

区域図

変更前
変更後

（赤字は変更項目）

街並み誘導型地区計画
用途別容積型地区計画

街並み誘導型地区計画
高度利用型地区計画

※③日本橋兜町・茅場町一丁目地区：
（変更前）街並み誘導型地区計画及び高度利用型地区計画

①日本橋問屋街地区 ④新川・茅場町地区

②人形町・浜町河岸地区 ⑤京橋地区

③日本橋兜町・茅場町一丁目地区 ⑥築地地区

ア：繊維品等の問屋街 エ：新富商栄会

イ：人形町商店街 オ：築地場外市場商店街

ウ：八丁堀二八通商店会

：商店街に指定している路線

40

都市計画の種類

N

①

②
③

④

⑤

⑥

ア

イ

ウ

エ

オ



第Ⅱゾーンの地区計画 -地区計画の目標及び土地利用の方針-

【変更前】 【変更後】（赤字は変更項目）

41

地区計画の目標
①住宅・商業機能の調和のとれた、にぎ

わいと活気のある複合市街地の形成
②定住性の⾼い住宅の⽴地を誘導
③都⼼の複合市街地に相応しい街並みの

形成
④「⽇本橋七の部地域まちづくりビジョ

ンに示す将来像の実現
（⽇本橋兜町・茅場町一丁⽬地区）

⼟地利用の⽅針
①住宅の⽴地を誘導し、商業・業務機能

等と居住機能のバランスのとれた⼟地
利⽤を促進

②住環境整備を推進
③建築物の不燃化を促進

地区計画の目標
①にぎわいのあるまちと安全で快適な暮ら

しやすいまちが調和した都⼼複合市街地の
形成

②魅⼒ある都市景観・街並みの形成
③「⽇本橋七の部地域まちづくりビジョン

に示す将来像の実現
（⽇本橋兜町・茅場町一丁⽬地区）

⼟地利用の⽅針
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



-変更概要-第Ⅱゾーンの地区計画

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物等の用途の制限
以下に該当する建築物は建築できない
・商店街の区域において、1階部分が商業施設以外
の建築物

・店舗型性風俗特殊営業の用途の建築物
・10戸以上の住戸数を有する共同住宅の場合【①床
面積40㎡以上の住戸の床面積の合計が、住宅用途
の床面積の1/3未満、②住戸の床面積が25㎡未満】
の建築物

内容の変更はありません。

２ 建築物の容積率の最⾼限度
スライド４４に記載のとおり

スライド４４～４７に記載のとおり

３ 建築物の容積率の最低限度
〔商業地域〕
指定容積率が700%及び800%の区域：300%
指定容積率が500%及び600%の区域、4mの道路（2項
道路含む）にのみ面する敷地：200%
3項道路にのみ面する敷地：150%
〔第二種住居地域〕
200%（5m 以下の道路にのみ面する敷地：150%）

内容の変更はありません。

４ 建築物の敷地面積の最低限度
原則300㎡
ただし、300㎡未満の敷地においても、既存敷地のま
まで建替える場合はその敷地面積を最低限度とする。

内容の変更はありません。
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-変更概要-第Ⅱゾーンの地区計画

変更前 変更後（赤字は変更項目）

５ 壁面の位置の制限
8m 以上の道路：1.0m の後退
8m 未満の道路：0.5m の後退
2項・3項道路：道路中心線から2.2m の後退

日本橋問屋街地区で商店街に指定されている「繊維品等の
問屋街」の路線（江戸通り以外）に面する敷地について新た
な制限を追加しました。

・8m 以上の道路（敷地面積500㎡未満）
：建築物の高さ3.5m未満の部分を1.5m 以上の後退

・8m 以上の道路（敷地面積500㎡以上）
：建築物の高さ3.5m未満の部分を2.5m以上の後退

その他内容の変更はありません。

６ 建築物等の⾼さの最⾼限度
前面道路幅員及び指定容積率に応じて13m～50ｍの
範囲で設定

内容の変更はありません。

７ 建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限 内容の変更はありません。

８ 壁面の位置の制限として定められた限度
の線と敷地境界線との間の⼟地の区域におけ
る工作物の設置の制限

植栽基盤の縁石の取扱いを追加しました。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

９ 建蔽率の最⾼限度
80%または60%（用途地域で指定された建蔽率）
ただし、耐火建築物を建てる場合や、角敷地の場合など、一定
の要件を満足する場合は10%または20%を加えることができます。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

１０ 建築面積の最低限度
敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2
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-容積率の最高限度-第Ⅱゾーンの地区計画

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 幅員の狭い道路のみに面する敷地について、引き続き緩和規定を設けています。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する

住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。

改正 新規①住宅等の整備による緩和

変更後

原則廃止しますが、以下の緩和を新設しました。

同条件で容積緩和
基準容積率×1.2（最大）

基準容積率

住宅、共同住宅（住戸数の合計が２戸以下で
１戸あたり40㎡～300㎡のものに限る）

新規 《緩和の考え方》 基準容積率を超える部分を住戸数が2戸以下の住宅、
共同住宅とした場合、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

※２：前面道路幅員が商業地域で５m以上、住居地
域で６m以上の場合に限る。また、建物全体の
住戸数の合計が３戸以上の場合は緩和対象外。

※３：敷地面積が300㎡未満の場合、緩和容積率を
低減する（スライド45の※５と同様）。

変
更
前

前面道路幅員 商業地域：5m以上、住居地域：6m以上
商業地域：5m未満、
住居地域：6m未満

緩和条件
全て住宅等の用途にする
（100%までは住宅関連施設も可）

全て良質な住宅とし、住宅関連施設を
設ける

基準容積率を上回る部分
を住宅等の用途にする

イメージ
住宅等

住宅関連施設
100%

基準容積率×1.2 住宅関連施設

良質な住宅

基準容積率×1.4

基準
容積率

280%

住宅等

※１：住宅等：住宅、共同住宅（定住型住宅（住戸専用部分の床面積40㎡以上の住宅）等）、寄宿舎
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-容積率の最高限度-第Ⅱゾーンの地区計画

《緩和の考え方》
（１）住宅に付随する生活利便施設について、基準

容積率の0.2倍を限度として緩和する。（ただし、緩
和部分の生活利便施設と同等以上の面積を住宅
又は共同住宅の用途とする）

• 生活関連施設(スーパーマーケットなどの生活利便施設や、地域に必要な子育て支援施設等の公益施設）
を誘導するため、新たに規定を定めました。

・子育て支援施設、
・高齢者福祉施設、
・その他公益施設

（例）保育所
通所介護施設
診療所等

基準容積率×1.2（最大）

基準容積率

（２）地域に必要な子育て支援施設、高齢者福祉施
設、その他公共公益に資する施設について、基準
容積率の0.2倍を限度として緩和する。

新規

基準容積率

基準容積率×1.2（最大）

住宅

生活利便施設
（物販・飲食店等）

②生活関連施設の整備による緩和 《前面道路幅員が商業地域で5m以上、住居地域で6m以上の場合に限る》

※４：(1)と(2)は併用可能。基準容積率の1.2倍を容積率の上限とする。
※５：敷地面積が300㎡未満の場合、緩和容積率を低減する。

敷地面積が100㎡以上300㎡未満の場合、緩和容積率が2/3
敷地面積が100㎡未満の場合、緩和容積率が1/2
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基準容積率

基準容積率×1.2（最大）

-容積率の最高限度-第Ⅱゾーンの地区計画

《緩和の考え方》
（１）一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設

を容積率50% （敷地面積の1/2）以上整備、または
基準容積率を超える部分を生活関連施設として整
備したホテルについて、基準容積率の1.2倍まで緩和

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、新たに規定を定めました。

新規③ホテルの整備による緩和 《前面道路幅員が商業地域で5m以上、住居地域で6m以上の場合に限る》
（日本橋問屋街地区で繊維品等の問屋街の商店街（江戸通り以外）を前面道路とする敷地は除く）

※６：敷地面積が300㎡未満の場合、緩和容積率を低減する（スライド45の※５と同様）。
※７：ホテルが建物全体の1/2以上の場合に適用する。
※８：ホテル関連施設の割合は、容積率50%以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※９：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、宴会場、会議室等
※10：（１）において、ホテル関連施設と生活関連施設の合算は不可。
※11：（２）の「より公共性の高いホテル関連施設」は、日常一般に開放されるラウンジ、ホール、会議室等に限る。
※12：（２）は敷地面積が300㎡以上で、空地を20%以上確保した場合に限る。

生活関連施設基準容積率

ホテル関連施設
容積率50%(敷地
面積の1/2)以上

建物の1/2以上
ホテル整備

基準容積率×1.2

基準容積率×1.4（最大）
最大で基準容
積率の0.2倍

（１）の客室面積規定に加え
30㎡以上の客室を全客室面
積の1/4以上整備

建物の1/2以上

ホテル整備

設けた施設規模に応じ
てさらに最大で基準容
積率の0．2倍分緩和

より公共性の高いホ
テル関連施設 容積
率50% (敷地面積の
1/2)以上

（２）ゆとりのある規模の客室を設け、かつ、より公
共性の高いホテル関連施設を容積率50% （敷地
面積の1/2）以上設ける場合、最大で基準容積率
の1.4倍まで緩和
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客室面積規定
・9㎡/定員1人 ・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人 【X ＝5.5（n －１）＋９】



-容積率の最高限度-第Ⅱゾーンの地区計画

新規④公共的屋内・屋外空間整備による緩和 《前面道路が建築基準法第42条第1項道路の場合に限る》

※13：公共的屋外空間の面積に基準容積率を乗じた値を
敷地面積で除した値

※14：屋外空間、屋内空間の合算が可能。
※15：①（前面道路幅員が商業地域で5m以上、住居地域

で6m以上の場合）、②及び③と併用が可能。
※16：基準容積率の1.2倍を容積率の上限とする。

公共的
屋内空間

公共的
屋外空間

基準容積率

・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上
設ける場合、規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、
100%の緩和

公共的屋外空間（ポケットパーク等）が50㎡以上、かつ、※13
に示す値が50%以上の場合、規模に応じて最大100%の緩和

• 広場や地下鉄出入口等公共的な空間の整備促進のため、新たに規定を定めました。
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３－４ 月島地区
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佃二・三丁目地区、月島一丁目地区、月島二丁目地区、

月島三丁目地区、月島四丁目地区、勝どき一・二丁目地区、

勝どき三丁目地区、勝どき四丁目地区



-区域及び都市計画の種類-月島地区の地区計画

区域図

《変更後》

①②

③
④

⑤

⑥⑦

⑧

ア

イ

都市計画 変更前
変更後

（赤字は変更項目）

地区計画
街並み誘導型地区計画
用途別容積型地区計画

街並み誘導型地区計画
高度利用型地区計画

特別用途
地区

第二種中高層階
住居専用地区

廃止（ただし、同内容を
地区計画の建築物等の用
途の制限に位置づけてい
る）

第三種中高層階
住居専用地区

廃止

①佃二・三丁目地区 ④月島三丁目地区 ⑦勝どき三丁目地区

②月島一丁目地区 ⑤月島四丁目地区 ⑧勝どき四丁目地区

③月島二丁目地区 ⑥勝どき一・二丁目地区

：商店街に指定している
路線

ア：月島の西仲通りの一部
イ：晴海通りの一部、清澄通りの一部
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N

都市計画の種類

《変更前》

①②

③

⑤

⑥⑦

⑧ N

④

ア

イ



月島地区の地区計画 -地区計画の目標及び土地利用の方針-

【変更前】 【変更後】（赤字は変更項目）

50

地区計画の目標
①住、商、⼯が調和する魅⼒ある複合市

街地の形成
②定住性の⾼い住宅の⽴地を誘導
③安全で快適な地区施設の整備
④良好な街並みの形成
⑤「⽉島地区まちづくりガイドライン」

に示す将来像の実現

⼟地利用の⽅針
一般街区、路地街区共通
①中⾼層階住居専⽤地区を活⽤して⽴体

複合⽤途の⼟地利⽤を誘導
②商業地区では、商業機能や住宅を誘導
③住居地区では、住宅を中⼼とした⼟地

利⽤を誘導
路地街区
①耐火建築物への建替えを促進し、市街

地の防災性を向上

地区計画の目標
①良質な都⼼⽣活地としての複合市街地の

形成
②安全で快適な地区施設等の整備
③魅⼒ある都市景観・街並みの形成
④「⽉島地区まちづくりガイドライン」、

「勝どき・豊海地区まちづくりガイドライ
ン」に示す将来像の実現

⼟地利用の⽅針
一般街区、路地街区共通
①商業地区では、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住居地区では、居住機能を中⼼とした⼟
地利⽤を誘導するとともに、⽣活関連施
設や公共的屋内・屋外空間の整備を誘導

③建築物の不燃化を促進



月島三丁目地区の区域の変更について

【変更後】

追加した区域月島三丁目北地区地区計画の区域地区計画区域

追加

改正

• 月島三丁目地内で、現行の月島三丁目地区地区計画及び月島三丁目北地区地区計画のいずれの指定
のない区域について、月島三丁目地区地区計画の区域に追加しました。
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-変更概要-月島地区の地区計画

変更前 変更後（赤字は変更項目）

１ 建築物等の用途の制限
以下に該当する建築物は建築できない
・商店街の区域において、1階部分が商業施設以外の
建築物

・店舗型性風俗特殊営業の用途の建築物
・10戸以上の住戸数を有する共同住宅の場合、【①床
面積40㎡以上の住戸の床面積の合計が、住宅用途
の床面積の1/3未満、②住戸の床面積が25㎡未満】
の建築物

・中高層階住居専用地区の廃止に伴い、以下の制限
を新たに定めました。
「住居地域において、４階以上の部分を住宅・共同住
宅等（建築基準法別表第２(は)項に掲げる建築物）以
外の建築物や、建築基準法別表第２(り)項第２号及
び第３号に掲げるものは建築できない。ただし、高度
利用地区内の建築物等は除く。」

・その他内容の変更はありません。

２ 建築物の容積率の最⾼限度
スライド５５に記載のとおり スライド５５～５８に記載のとおり

３ 建築物の容積率の最低限度
指定容積率が500%及び600%の区域：200%
指定容積率が400%の区域及び4m以下の道路（2項・3
項道路含む）にのみ面する敷地：150%

4m以下の道路を前面道路とする敷地は、最低限度を
100%に変更しました。

４ 建築物の敷地面積の最低限度
原則300㎡
ただし、300㎡未満の敷地においても、既存敷地のまま
で建替える場合はその敷地面積を最低限度とする。

内容の変更はありません。
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-変更概要-月島地区の地区計画

変更前 変更後（赤字は変更項目）

５ 壁面の位置の制限
一定の高さまでは0.5mの後退、
一定の高さを超える部分は1.0m の後退
2項・3項道路：0.3m の後退
朝潮運河：2.0mの後退

６ 建築物等の⾼さの最⾼限度
前面道路幅員及び指定容積率に応じて
10m～37ｍの範囲で設定

・開発に伴い築造された道路等（道路A～道路Cを除く建築基準法第
42条第1項道路）について、10mとする規定を追加しました。

・その他内容の変更はありません。

７ 建築物等の形態又は色彩その他
意匠の制限 内容の変更はありません。

８ 壁面の位置の制限として定められ
た限度の線と敷地境界線との間の⼟地
の区域における工作物の設置の制限

植栽基盤の縁石の取扱いを追加しました。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

９ 建蔽率の最⾼限度
80%または60%（用途地域で指定された建蔽率）。
ただし、耐火建築物を建てる場合や、角敷地の場合など、一定の要
件を満足する場合は10%または20%を加えることができます。

（新規）
《高度利用型地区計画の導入に伴い、

右記の制限を新たに定めました。》

１０ 建築面積の最低限度
敷地面積が300㎡以上の場合は150㎡
敷地面積が300㎡未満の場合は敷地面積の1/2
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・「月島地区まちづくりガイドライン」及び「勝どき・豊海地区まちづくり
ガイドライン」に位置づけられた12mの道路空間を整備する路線に
面する部分は、一定の高さまでは0.55mの後退としました。

・朝潮運河からの壁面後退は廃止しました。
・開発に伴い築造された道路等（道路A～道路Cを除く建築基準法第
42条第1項道路）について、0.3mの後退とする規定を追加しました。

・その他内容の変更はありません。



-壁面の位置の制限-月島地区の地区計画

改正まちづくりガイドラインに位置づけている12mの道路空間を整備する路線について（壁面の位置の制限）

■道路指定図（道路Ｂ－１及び道路Ｂ－２）

道路Ｂ-１(12mの道路
空間を整備する路線)

地区計画区域

月島一丁目
地区

月島二丁目
地区

月島三丁目
地区

月島四丁目
地区

勝どき一・二丁目
地区

勝どき三丁目
地区

勝どき四丁目
地区

清澄通り清澄通り

晴
海

通
り

商業地域 住居地域 道路Ｂ-２
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変
更
前

前面道路幅員 通路以外の道路 通路（３項道路）

緩和条件
基準容積率を超える部分を住宅等
の用途にする

全て住宅等の用途にする（0.2倍ま
では住宅関連施設も可）

1/2以上を住宅等の用途に
する

イメージ

-容積率の最高限度-月島地区の地区計画

• 定住人口の回復に伴い、住宅の確保による容積緩和は廃止しました。
• 幅員の狭い道路のみに面する敷地について、引き続き緩和規定を設けています。
• 事務所や店舗との併用住宅について、建替え後も住み続けられるよう、事務所や店舗とあわせて計画する

住戸数が２戸以下の住宅及び共同住宅に対して容積率を緩和します。

改正 新規①住宅等の整備による緩和

変更後

原則廃止しますが、以下の緩和を新設しました。 前面道路が道路C：基準容
積率を超える部分を住宅等
の用途にした場合、指定容
積率まで緩和

前面道路が通路又は開発に
伴い築造された道路等（道
路A～道路Cを除く建築基準
法第42条第1項道路）：1/2以
上を住宅等の用途にした場
合、240%まで緩和

※３：道路Ａ～Ｃについてはス
ライド56の※５～７を参照

基準容積率×1.2（最大）

基準容積率
住宅、共同住宅
（住戸数の合計が２戸以下で１戸
あたり40㎡～300㎡のものに限る）

新規 《緩和の考え方》 基準容積率を超える部分を住戸数が2戸以下の住宅、
共同住宅とした場合、基準容積率の0.2倍を限度として緩和する。

※２ ：前面道路が道路A又は道路Ｂの場
合に限る。また、建物全体の住戸数の
合計が３戸以上の場合は緩和対象外。

住宅等

指定容積率

基準容積率
住宅等

指定容積率×1.2

住宅関連施設
0.2倍

住宅等
1/2以上

240%

※１：住宅等：住宅、共同住宅（定住型住宅（住戸専用部分の床面積40㎡以上の住宅）等）、寄宿舎
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-容積率の最高限度-月島地区の地区計画

《緩和の考え方》
（１）住宅に付随する生活利便施設について、基準

容積率の0.2倍を限度として緩和する。（ただし、緩
和部分の生活利便施設と同等以上の面積を住宅
又は共同住宅の用途とする）

• 生活関連施設(スーパーマーケットなどの生活利便施設や、地域に必要な子育て支援施設等の公益施設）
を誘導するため、新たに規定を定めました。

・子育て支援施設、
・高齢者福祉施設、
・その他公益施設

（例）保育所
通所介護施設
診療所等

基準容積率×1.2（最大）

基準容積率

（２）地域に必要な子育て支援施設、高齢者福祉施
設、その他公共公益に資する施設について、基準
容積率の0.2倍を限度として緩和する。

新規

基準容積率

基準容積率×1.2（最大）

住宅

生活利便施設
（物販・飲食店等）

②生活関連施設の整備による緩和 《前面道路が道路Ａ～道路Ｃの場合に限る》

※４：(1)と(2)は併用可能。基準容積率の1.2倍を容積率の上限とする。
※５：道路Ａ：計画図に示す主に幅員10.91mを超える道路
※６：道路Ｂ：計画図に示す主に幅員10.91mの道路（スライド54の道路Ｂ－１及び道路Ｂ－２）
※７：道路Ｃ：計画図に示す主に幅員5.45mの道路
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基準容積率

基準容積率×1.2（最大）

-容積率の最高限度-月島地区の地区計画

《緩和の考え方》
• 一定規模の客室を備え、かつ、ホテル関連施設を容積率50%以上整備、または基準容積率を超える部分を

生活関連施設として整備したホテルについて、基準容積率の1.2倍まで緩和

• 良質なホテル計画の誘導を図るため、新たに規定を定めました。

新規③ホテルの整備による緩和《商業地域で、前面道路が道路Ａ ～道路Ｃの場合に限る》

生活関連施設

建物の1/2以上

ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率

ホテル関連施設
容積率50%(敷地

面積の1/2)以上

建物の1/2以上
ホテル整備

客室面積規定
・9㎡/定員1人
・13㎡/定員2人
・X㎡/定員n人

【X ＝5.5（n －１）＋９】

基準容積率×1.2

※８：ホテルが建物全体の1/2以上の場合に適用する。
※９：ホテル関連施設の割合は、容積率50%以上、かつ、客室部分の割合を超えない範囲とする。
※10：ホテル関連施設：ホテルに付随して整備されるレストラン、フィットネスジム、ラウンジ、ロビー、ホール、 宴会場、会議室等
※11：ホテル関連施設と生活関連施設の合算は不可。
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-容積率の最高限度-月島地区の地区計画

新規④公共的屋内・屋外空間整備による緩和《前面道路が道路Ａ～道路Ｃの場合に限る》

※12：公共的屋外空間の面積に基準容積率を乗じた値を
敷地面積で除した値

※13：屋外空間、屋内空間の合算が可能。
※14：①（前面道路が道路Ａ又は道路Ｂの場合）、②及び③

と併用が可能。
※15：基準容積率の1.2倍を容積率の上限とする。

公共的
屋内空間

公共的
屋外空間

基準容積率

• 広場や地下鉄出入口等公共的な空間の整備促進のため、新たに規定を定めました。
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・公共的屋内空間（ホール、アトリウム等）を容積率50%以上
設ける場合、規模に応じて最大100%の緩和

・屋内貫通通路、地下鉄駅への連絡通路を設ける場合、
100%の緩和

公共的屋外空間（ポケットパーク等）が50㎡以上、かつ、※12
に示す値が50%以上の場合、規模に応じて最大100%の緩和



（参考）用語の解説

■容積率とは
建物の延べ⾯積の敷地⾯積に対する割合。

■指定容積率／基準容積率とは
○指定容積率

⽤途地域で指定された容積率。
○基準容積率
・前⾯道路幅員が12m以上の場合は、指定容積率。
・幅員12m未満の場合は、前⾯道路幅員に住居地域は0.4、商業地域は0.6の係数を乗じて算出した容積

率、または指定容積率のいずれか⼩さい⽅。

商業地域・指定容積率６００％、敷地⾯積１００㎡、前⾯道路幅員８ｍの場合
８ｍ × ０．６ × １００％ ＝ ４８０％ ＜ ６００％

この場合、基準容積率は４８０％となるので、 １００㎡×４８０％＝４８０㎡の延べ⾯積の建物
が建てられることとなる。

■建蔽率とは
建物の建築⾯積（建坪）の敷地⾯積に対する割合。
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