
地下道､ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの整備
歩行者動線のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
賑わいを演出する
　商業空間の整備

地下道､ｻﾝｸﾝｶﾞｰﾃﾞﾝの整備
歩行者動線のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
賑わいを演出する
　商業空間の整備

都心の親水空間、
憩いのオープン
スペースの整備

都心の親水空間、
憩いのオープン
スペースの整備

【九段周辺】
●容積配分等による街区ごとの適切な
　　　土地利用と緑化、親水空間の確保
●区役所を含むシビックコアの整備
●良好な環境の住宅整備
●歩行者中心のインフラの整備

【九段－富士見地区】
 ●中等教育学校の開
   設、小学校の更新、 
   子ども園の開設な
   ど教育施設の充実

【紀尾井町地区】
●ホテル・大学等の機能更新に
　よる国際的複合市街地の形成
●国有地の土地利用転換による
　文化・交流の拠点の形成
●地域のシンボルロードとして
　の紀尾井町通りの整備
●自然性の高いオープンスペース
　の開放・確保・連携

都市計画道路の整備
と一体となった

文化発信･交流の機能の導入

都市計画道路の整備
と一体となった

文化発信･交流の機能の導入

北の丸公園､靖国神社の緑と
飯田橋駅、外濠をつなぐ
うるおいと賑わいのある

空間の創出

北の丸公園､靖国神社の緑と
飯田橋駅、外濠をつなぐ
うるおいと賑わいのある

空間の創出

【富士見二丁目北部地区】
●居住継続と定住人口回復に資する世帯向け住宅
　を主体とした住宅供給
●狭小道路の拡幅・オープンスペースの整備等に
　よる防災性･安全性の向上
●商業地区の活性化に寄与する機能の導入

【飯田橋二・三丁目地区】
●公共ｻｰﾋﾞｽ施設と一体となり､居住･商業･業務･宿泊機能が
　融合した活力ある市街地の形成
●空地や日本橋川を活かした開放
　的でうるおいある空間の創出
●緑化･ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化・雨水浸透性の
　高い舗装等による緑豊かで人と
　環境にやさしいみちの整備

【有楽町駅周辺】
●駅前広場(地上･地下)の整備､歩道の拡幅に
　よる安全で利便性の高い歩行者空間の創出
●風格ある街並みと活気・賑わいを生み出す
　商業施設による交流･情報の拠点の形成
●情報化・国際化に対応し、新たな価値を創
　造・発信する業務機能の導入

【秋葉原地区】
●居住､IT関連､商業･業務､
　文化等の諸機能のバラン
　スよい配置と融合
●常磐新線と総武線の乗り
　換え利便性の向上に資す
　るＪＲ駅施設の改良

【霞ヶ関三丁目南地区】
●環境配慮型の中央官庁施設の整備
●業務施設・賑わい施設の整備
●中央広場等オープンスペースによ
　る賑わいとゆとりの空間の整備
●壁面後退による歩行空間、風格あ
　る都市景観の形成
●歴史的建築、遺構等の保存・活用

　

質の高い店舗の集積
　　　　　による賑わいの形成
歩きやすさの確保と
　うるおいある街路景観の創出
アメニティスペースの確保
オープンエア・ワゴンセール等
　　による店舗の通りへの参加

質の高い店舗の集積
　　　　　による賑わいの形成
歩きやすさの確保と
　うるおいある街路景観の創出
アメニティスペースの確保
オープンエア・ワゴンセール等
　　による店舗の通りへの参加

(仲通り)

【東京ゲートエリア】
●東京駅舎の保存復元
●うるおいと風格のある都市の空間としての
　丸の内駅前広場整備
●周辺開発にあわせた地下歩行者ネットワーク
　・交流の拠点整備
●行幸通りにおける皇居～駅舎を結ぶ「景観軸」
　の形成
●デッキ整備による賑わい空間の形成、植栽等
　八重洲の｢顔｣づくり

（行幸通り～東京駅） （丸の内駅前広場～皇居）

【大手町のまちづくり】
●東京都心の北の玄関口となる
                  交流型の拠点の形成
●合同庁舎跡地を活かした
    街区単位の魅力的な都市空間の形成
●新しい都市インフラの構築による
                    環境重視の再開発
●神田方面との相互利用ゾーンの形成

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰの
北のｹﾞｰﾄｿﾞｰﾝとな
る交流拠点の形成

国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰの
北のｹﾞｰﾄｿﾞｰﾝとな
る交流拠点の形成

日本橋川と
都市計画道路の一体的整備
による親水空間の形成

日本橋川と
都市計画道路の一体的整備
による親水空間の形成

大手町と神田が
交わるエリアとしての
次世代型都心居住の推進

大手町と神田が
交わるエリアとしての
次世代型都心居住の推進

大手町のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
を活かした業務
中枢機能の導入

大手町のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
を活かした業務
中枢機能の導入

未利用国有地の高度・有効活用
商業･業務･居住機能の確保
未利用国有地の高度・有効活用
商業･業務･居住機能の確保

大規模業務施設と居住機能の調和
居住機能の確保・回復

西北
街区

西南
街区

東北
街区

東南
街区

地域社会や企業社会との連携･交流
　　　　　 と国際交流拠点の形成
地域社会や企業社会との連携･交流
　　　　　 と国際交流拠点の形成

国際交流･交歓拠点の形成
歩行者ネットワークの形成
国際交流･交歓拠点の形成
歩行者ネットワークの形成

大規模業務施設と居住機能の調和
居住機能の確保・回復

国際的感覚あふれる
　質の高い街並みの形成
ゆとりある快適な
　　　歩行空間の確保

国際的感覚あふれる
　質の高い街並みの形成
ゆとりある快適な
　　　歩行空間の確保

老舗と新しい街並み
が融和したまちの魅力
と活力を醸し出す

国会議事堂周辺の
　景観を守りつつ、
緑豊かで風格ある
まちをつくる

緑や大学施設の集積を活かして
文化的な街並みをつくる

文化・情報・学びの拠点として
　　キャンパスの開放性を高める

路地的空間を活かした　
        居住機能を回復する 

下町の風情を楽しめる　
　　賑わいある拠点をつくる

老舗と新しい街並み
が融和したまちの魅力
と活力を醸し出す

学校･公園･病院が一体
となり安心して暮らせる
コミュニティの形成

学校･公園･病院が一体
となり安心して暮らせる
コミュニティの形成

複合施設を中心に地域コミュニティを育て、
　　　　　　　　　　福祉サービスを展開する
新しい産業とともに若者に開かれた創作活動
　　　　　の場をつくり、まちを活性化させる

複合施設を中心に地域コミュニティを育て、
　　　　　　　　　　福祉サービスを展開する
新しい産業とともに若者に開かれた創作活動
　　　　　の場をつくり、まちを活性化させる

路地的空間を活かした　
        居住機能を回復する 

下町の風情を楽しめる　
　　賑わいある拠点をつくる

産学連携で新しい産業を導入し、
　大手町･丸の内や秋葉原と連携
　した商業・業務機能を育成する
職住近接型の居住空間をつくる

産学連携で新しい産業を導入し、
　大手町･丸の内や秋葉原と連携
　した商業・業務機能を育成する
職住近接型の居住空間をつくる

緑や大学施設の集積を活かして
文化的な街並みをつくる

文化・情報・学びの拠点として
　　キャンパスの開放性を高める

空間的なゆとりやうるおいを備えた
　　質の高い住環境を保全・創出する
快適な業務空間を形成し、　　　　

　　　　　　　　居住機能との共存・調和を図る　　　　　　　

空間的なゆとりやうるおいを備えた
　　質の高い住環境を保全・創出する
快適な業務空間を形成し、　　　　

　　　　　　　　居住機能との共存・調和を図る　　　　　　　

国会議事堂周辺の
　景観を守りつつ、
緑豊かで風格ある
まちをつくる

複合施設
を核とした

コミュニティ
の形成

小学校跡地
を核とした

ｺﾐｭﾆﾃｨの形成

神田駅を核
とした地域活性化

のエリア

淡路公園・広場と
再開発を核とした

コミュニティの形成

神保町一丁目
南部地区

西神田三丁目北部
(東･西)地区

九段中等教育学校
を核とした

教育文化のエリア
小川広場

飯田橋駅と
飯田橋二･三丁目地区

をつなぐエリア

文化発信・交流
のエリア

東京警察
病院周辺

地域に密着した
利便施設の整備

秋葉原にコンテンツ
を供給する産業を育て、
ＩＴ機能に広がりを

もたせる

秋葉原にコンテンツ
を供給する産業を育て、
ＩＴ機能に広がりを

もたせる

凡　　　例
鉄道（ＪＲ）及び駅舎

おもな緑地

都市計画公園、広場

河川・濠・水面

教育施設（私立大学・短期大学）

教育施設（都立・私立高等学校）

教育施設（区立・私立小中学校）

区立幼稚園、こども園、保育園

既存の主な建物（ランドマーク等）

まちづくりの核として期待される敷地

周辺まちづくりの誘発に資するエリア・拠点・軸

　　　　　事業展開を推進するエリア･拠点

　　　　　事業検討中のエリア・拠点

　　　　　人の流れを誘導する緑・賑わいの軸

まちづくりを誘導するエリア・軸

　　　　　まちづくり誘導の方向性

　　　　　事業･土地利用転換等の波及効果を
　　　　　活かしたまちづくりを検討するエリア

　　　　　賑わい・交流・文化発信の軸

まちづくりの事業展開

　　　　　市街地再開発事業(完了･実施中)

　　　　　市街地再開発事業(検討中･検討予定)

　　　　　土地区画整理事業(完了･実施中)

　　　　　都市計画道路･区画道路等の整備

　　　　　駅舎等の改良

個別プロジェクト

　　　　　業務･商業機能主体の建物

　　　　　商業機能主体の建物

　　　　　居住機能主体の建物

　　　　　交流･文化発信･宿泊機能主体の建物

　　　　　行政･情報発信･ｺﾐｭﾆﾃｨ機能主体の建物

　　　　　公開性の高い空間

　　　　　歩行者主体の道路(貫通通路等)

 ①まちの機能と骨格のデザイン【展開マップ】
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