
立川基地跡地昭島地区に関する
都市計画原案説明会

◎ 平成23年10月
：15日（土） 昭島市役所 市民ホール
：18日（火） 富士見会館 第一集会室
：19日（水） 市民交流センター 講習室
：20日（木） 緑会館 第一集会室

昭島市



1/40説明内容

１.地区の概要
２.都市計画原案作成までの経過
３.土地利用計画
4.都市計画原案の内容
5.今後のスケジュール



１.地区の概要



3/40１.地区の概要

昭島市域 立川基地跡地昭島地区

：行政界

東中神駅
この地図は、国土地理院発行の2万5千分の1地形図(拝島・立川)を使用したものである。



4/40１.地区の概要

凡例

都市計画決定対象
地区

行政界



２.都市計画原案作成までの経過



6/40２.都市計画原案作成までの経過

平成20年6月
立川基地跡地昭島地区の昭島市域土地
利用計画を策定し、財務省に提出（昭島市）

平成22年3月
立川基地跡地昭島地区の土地利用計画の
一部変更について関係者間で合意

平成22年6月

「立川基地跡地昭島地区における土地区画
整理事業の施行に関する基本協定」の締結
（東京都、昭島市、立川市、財務省、
法務省、独立行政法人都市再生機構）

平成23年6月 都市計画素案の説明会

平成23年10月

都市計画原案の説明会・縦覧

縦覧期間：10月17日（月）～31日（月）

意見書提出：10月17日（月）～11月7日（月）

本日



３. 土地利用計画



8/40３. 土地利用計画

立川基地跡地昭島地区
利用計画図



4.都市計画原案の内容
① 区域区分
② 用途地域等
③ 地区計画
④ 土地区画整理事業



10/40４.都市計画原案の内容 ①区域区分

図出典：みらいに向けたまちづくりのために （財）都市計画協会

市街化調整区域
（市街化を抑制）

区域区分の状況

○区域区分とは 市街化区域と市街化調整区域の区分

・市街化区域：既成市街地とこれから市街化していく区域
・市街化調整区域：市街化を抑制すべき区域

市街化区域
（優先的かつ計画的に市街化）



11/40①区域区分

の区域を市街化区域に編入します。
：行政界

市街化区域では用途地域を設定することとされています。

４.都市計画原案の内容



12/40②用途地域等

図出典：みらいに向けたまちづくりのために （財）都市計画協会

○用途地域とは 用途地域は12種類あり、地域内に建てられる
建築物等がそれぞれ異なります。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

商業地域

低層住宅のための地域です。小規模なお店
や事務所をかねた住宅や、小中学校が建て
られます。

主に低層住宅のための地域です。小中学校
などのほか、150㎡までの一定のお店などが
建てられます。

中高層住宅のための地域です。病院、大学、
500㎡までの一定のお店などが建てられます。

準工業地域

主に軽工業の工場やサービス施設等が立地
する地域です。危険性、環境悪化が大きい工
場のほかは、ほとんど建てられます。

銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集
まる地域です。住宅や小規模の工場も
建てられます。

４.都市計画原案の内容

工業専用地域

工場のための地域です。どんな工場でも建て
られますが、お店、学校、病院、ホテルなど
は建てられません。

工業専用地域工業地域

どんな工場でも建てられる地域です。住宅や
お店は建てられますが、学校、病院、ホテル
などは建てられません。

第二種中高層住居専用地域

主に中高層住宅のための地域です。病院、大
学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や
事務所など必要な利便施設が建てられます。

第一種住居地域 第二種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3,000㎡
までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられ
ます。

主に住居の環境を守るための地域です。店
舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは
建てられます。

準住居地域 近隣商業地域

道路の沿道において、自動車関連施設など
の立地と、これと調和した住居の環境を保護
するための地域です。

まわりの住民が日用品の買い物などをする
ための地域です。住宅や店舗のほかに小規
模の工場も建てられます。



13/40②用途地域等

○建ぺい率・容積率とは 建物の過密化を防ぎ、良好な環境を守
るため、一定の敷地に建てられる建物
の大きさを制限するものです。

４.都市計画原案の内容



14/40②用途地域等

○防火地域とは
（準防火地域）

市街地での火災の危険性を防ぐため、建物を
防火構造とするよう制限するものが防火地域・
準防火地域の指定です。
⇒耐火構造としなければならない建築物の規
模等を定めます。

○高度地区とは 日照や通風、採光などを確保し、住環境を保
護するため、建築物の高さを制限するものが
高度地区の指定です。
⇒建物の高さの限度・形状の規制を定めます。

○特別用途地区とは 用途地域内の一定の地区における当該地区
の特性にふさわしい土地利用の増進、環境
の保護等の特別の目的の実現を図るため
当該用途地域の指定を補完して定める地区
です。

４.都市計画原案の内容



15/40将来用途イメージ図４.都市計画原案の内容



16/40４.都市計画原案の内容 ②用途地域等



17/40③地区計画

• 生活上の身近な地区を単位として、住民の皆様が利用する
道路、広場などの「地区施設」や、建物の建て方などについ
て、地区の特性に応じて細かな計画とルールを定める、まち
づくりの計画です。

• 地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」で構成さ
れています。

地区整備計画

地区計画の方針

目標となる街並みを実現していくための

○地区計画とは

４.都市計画原案の内容

・道路、広場などの「地区施設」の規模と配置
・建築物等に関する具体的なルール

・地区の位置付け
・まちづくりの目標
・実現していくための方針

・道路、広場などの「地区施設」の規模と配置
・建築物等に関する具体的なルール

・地区の位置付け
・まちづくりの目標
・実現していくための方針



18/40③地区計画

地区整備計画にはこのようなことを決定します。

③地区計画

◇建築物の敷地面積の最低限度を定める◇
敷地の細分化を防止します。

◇壁面の位置を制限する◇
道路等に面した建築物の壁面の位置を整え、
統一感のある街並みとすることができます。

◇建築物の形態又は
色彩等を制限する◇

建物の屋根や外壁などの
形状、材料・色彩などを定め、
地区の特色を出すことができ
ます。
屋外広告物などの工作物の
規制ができます。

◇建物の用途を制限する◇
地区の目指すまちづくりのために、規制したい
用途を定めます。

◇建築物の緑化率の最低限度を定める◇
地区内の緑化を推進します。

◇建築物等の高さの
最高限度を定める◇

建築物等の高さを制限し、
周辺環境に配慮し、統一感のある
街並み形成を進めます。

４.都市計画原案の内容



19/40③地区計画

を地区計画区域、 を地区整備計画区域とします。

４.都市計画原案の内容



20/40③地区計画③地区計画

地区計画の方針について

４.都市計画原案の内容



21/40③地区計画４.都市計画原案の内容

昭島都市計画地区計画 立川基地跡地昭島地区地区計画原案



22/40③地区計画４.都市計画原案の内容



23/41③地区計画４.都市計画原案の内容

（４）複合利用Ｂ地区

業務・商業機能を主体としたに
ぎわいと活力を創出するととも
に、ゆとりある住環境を兼ね備
えた市街地の形成を図る。

（３）業務地区

地域にエネルギーを供給する施
設を含め、業務を主体として多様な
機能を誘導し、活力のある複合市
街地の形成を図る。

（１）複合利用Ａ地区

商業を主体としたにぎ
わいのある交流拠点の
形成を図る。

（２）環境保全地区

都市部の緑を確保するとともに、市
民や来街者が憩うことのできる地
区の形成を図る。

（５）公的利用地区

公共・公益施設を主体とする
周辺環境と調和した地区の形
成を図る。

（６）公園等利用地区

公園や病院等を主体と
する周辺環境と調和した
地区の形成を図る。

○土地利用の方針 本地区を６つの地区に区分し、それぞれの地区特性に
ふさわしい土地利用を誘導していきます。



24/40③地区計画４.都市計画原案の内容
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方針を実現するためのルールを設定します

４.都市計画原案の内容
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地区整備計画で定めるルールについて

③地区計画③地区計画４.都市計画原案の内容



将来用途イメージ図４.都市計画原案の内容



27/40③地区計画

○地区施設の配置

４.都市計画原案の内容



28/40③地区計画

○建築物等の用途の制限

４.都市計画原案の内容



29/40③地区計画４.都市計画原案の内容



30/40③地区計画４.都市計画原案の内容



31/40③地区計画

200㎡

90㎡

分割前 分割後

100㎡ 100㎡

90㎡

200㎡ 140㎡ 60㎡

90㎡ 70㎡ 20㎡

○建築物の敷地面積の最低限度が100㎡の場合

×は建築できません

４.都市計画原案の内容



32/40③地区計画

○壁面の位置の制限

※壁面後退部分には、門・へい・その他の工作物を設置できません。
ただし、電線地中化に伴う変圧器等公益上必要なものは除きます。

４.都市計画原案の内容

2号壁面線

1号壁面線

3
号
壁
面
線

2号壁面線



33/40③地区計画４.都市計画原案の内容



34/40③地区計画４.都市計画原案の内容



35/40③地区計画

＜マンセル表色系のしくみ＞ ＜色彩例＞

○建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限

４.都市計画原案の内容

緑のイチョウの葉 黄葉したイチョウの葉



36/40③地区計画

出典：東京都景観色彩ガイドライン 玉川上水景観基本軸

○建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限

４.都市計画原案の内容



37/40③地区計画４.都市計画原案の内容



38/40④土地区画整理事業４.都市計画原案の内容

：施行区域（昭島市域）

：施行区域（立川市域）

：行政界



５.今後のスケジュール



40/40５.今後のスケジュール

○都市計画決定の手続きについて

「都
市
計
画
素
案
」
の
説
明
会

「都
市
計
画
原
案
」
の
作
成

説
明
会
の
開
催
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覧

「都
市
計
画
案
」
の
作
成

縦
覧

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
決
定
・告
示

現時点

縦覧期間：10月17日（月）～31日（月）
（市役所都市計画課にて）

意見書提出：10月17日（月）～11月7日（月）


