
１　計画の概要
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２　都市計画の内容

施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

環状第２号線 ４０ｍ 約１，３５０ｍ

放射第１９号線 １２ｍ【３６ｍ】 約６５ｍ

放射第２１号線 １５ｍ【３０ｍ】 約１４０ｍ

補助線街路第２号線 ３０ｍ 約７５ｍ

駅街路第２号線 １４．５ｍ【２０ｍ】 約１５ｍ

区画道路１号線 １８ｍ【１８ｍ】 約１６０ｍ

区画道路２号線 １５ｍ【１５ｍ】 約１７０ｍ

区画道路３号線 ８ｍ【８ｍ】 約６０ｍ

区画道路４号線 ３ｍ【６ｍ】 約２５ｍ

区画道路５号線 ６ｍ【６ｍ】 約１１０ｍ

区画道路６号線
５．５ｍ
【１１ｍ】

約４０ｍ

Ⅰ 約１，２００㎡
約１３，９００㎡

（約１０，７００㎡）
７０ｍ －

Ⅱ 約１，０００㎡
約１５，９００㎡

（約１０，８００㎡）
８０ｍ －

Ⅲ 約８，８００㎡
約２４９，０００㎡

（約１９６，３００㎡）
高層部:２５０m
低層部:　３５m

－

建築敷地面積

Ⅰ 約２，２００㎡

Ⅱ 約２，０００㎡

Ⅲ 約１７，１００㎡

備　　　　　考

拡幅整備（約７ｍ拡幅）
特別区道第1013号線

整備済み
特別区道第1008号線

店舗、住宅、事務所、駐車
場

住宅、公益施設、駐車場

整備済み
特別区道第30号線

地区面積 約８．０ｈａ
鉄骨造、鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

階数
Ⅰ街区 地上１６階／地下２階
Ⅱ街区 地上２１階／地下１階
Ⅲ街区 地上５２階／地下５階

Ⅰ街区　 ６４ｍ
Ⅱ街区　 ８０ｍ
Ⅲ街区 ２４７ｍ

ＮＯ．１１５　環状第二号線新橋・虎ノ門地区（都施行）

計画地 港区新橋四丁目、西新橋二丁目、虎ノ門一・二・三丁目及び愛宕一丁目の各地内

計画の概要

　立体道路制度を活用して環状第２号線を整備し、また、街区内のアクセス機能を持つ環状第２号線の副道
及び地区幹線道路を整備する。あわせて、周辺地区の歩行者動線が円滑に機能するよう既存道路の拡幅
を行う。

　新橋駅に近いⅠ街区は、駅周辺部にふさわしい商業機能を中心に整備し、業務、居住機能も配置する。

　虎ノ門にあるⅡ街区には、居住、福祉機能を配置し、Ⅲ街区では大街区周辺の都市基盤の整備を図ると
ともに、業務機能と併せて居住、商業機能等を配置する。

街
区

建築面積
建築物の

高さの限度
主　要　用　途

延べ面積
（容積対象）

壁面の位置
の限度

（かんじょうだいにごうせんしんばし・とらのもん）

道
路

公共施設の
配置及び規模

【】内は全幅員を示す（以下
同じ。）

整備済み
特別区道第1014号線

拡幅整備（約２ｍ拡幅）
特別区道第101号線

拡幅整備（約３ｍ拡幅）
特別区道第39号線

事務所、住宅、店舗、駐車
場、文化・交流施設

建築敷地の
整備

都市計画決定

建築物の整備

整　　　　備　　　　計　　　　画

　良好な歩行者空間及び広場を整備す
る。

住宅建設の目標

　歩行者のための良好な空間を確保す
る。

　約４００戸　約４６，８００㎡

平成１０年１２月２４日　東京都告示第１２５４号（当初）
平成１２年  ６月２６日　東京都告示第　８３５号（変更）
平成１８年  １月２３日　東京都告示第　　５０号（変更）
平成２０年　６月２０日　東京都告示第　８９８号（変更）

約８．０ha
東京都市計画事業環状第二号線新橋・虎ノ門地区
第二種市街地再開発事業

名　　　　称



３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

促進区の面積

５００％ ８０％ ７０％ 促進区内

５３０％ ６０％ ７０％ 促進区内

１１５０％ ６０％ ７００％ 促進区内

※環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業区域のみ

４　事業計画の概要

敷地面積 用途 建ぺい率 容積率 住宅戸数 駐車場

総事業費事業認可

平成１４年１０月　７日東京都告示第１１７６号（当初）
平成１６年　１月１３日 東京都告示第　　１５号（変更）
平成１８年　２月２０日 東京都告示第　１６６号（変更）
平成２０年１２月１６日 東京都告示第１５３０号（変更）
平成２２年１２月１６日 東京都告示第１５５４号（変更）
平成２４年　５月２１日 東京都告示第　９２７号（変更）
平成２７年　１月３０日 東京都告示第　１０８号（変更）

約２，５５０億円

５５％ １，１５０％ １７２戸 ５４４台

５３台

Ⅲ １７，０６９㎡ ２４４，３６０㎡
住宅　事務所
店舗　駐車場

文化・交流施設

５３％１４，４０６㎡
住宅　公益施設

駐車場
５２７％Ⅱ

建築面積の
最低限度

２，０２９㎡ １２２戸

Ⅲ街区 約５．７ｈａ

４９８％ ８７戸

延べ面積

住宅　店舗
事務所　駐車場

２００㎡

５０台１４，２３８㎡

Ⅰ街区 約２．０ｈａ

５６％

Ⅱ街区 約０．３ｈａ

Ⅰ ２，１４７㎡

都市計画決定

平成１０年１２月２４日　東京都告示第１２５６号（当初）
平成１２年  ６月２６日　東京都告示第　８３９号（変更）
平成１８年  １月２３日　東京都告示第　　５１号（変更）
平成２０年　６月２０日　東京都告示第　８９９号（変更）

環状第二号線新橋・虎ノ門地区地区計画

港区新橋三・四丁目、西新橋二丁目、虎ノ門一・二・三丁目及び愛宕一丁目の各地内位　　　　置

面　　　　積

名　　　　称

地区の区分 面　　　積
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

備考

約８．８ha約８．８ha

地区整備計画

面　　　　積 約８．０ha



平成２９年３月３１日 公共施設の完了公告（環状第２号線、補助線街路第２号、放射１９・２１号、駅街路２号、港区道４号）

平成２４年５月２１日 事業計画変更（Ⅲ街区）

平成２６年３月２９日 環状第２号線（新橋～虎ノ門間）開通

平成２７年１月３０日 事業計画変更

平成２７年３月３０日 公共施設の完了公告（港区道５・６号）

事業計画変更（Ⅱ街区）

Ⅲ街区施設建築物工事完了公告

都市計画変更

事業計画変更

Ⅰ街区施設建築物工事完了公告

第二工区管理処分計画決定

第三工区管理処分計画決定

都市計画変更（約８．０ｈａに区域拡大）

事業計画決定

平成１８年２月２０日

平成１８年１月２３日

平成１６年４月１６日

平成１６年１月１３日

第一工区管理処分計画決定

平成１４年１０月７日

平成１２年６月２６日

事業計画変更（Ⅰ街区）

立体道路制度の創設

都市計画決定（約７．５ｈａ）

内　　　　　　　　　　　　　　　容

５　経緯

環状第２号線の都市計画決定

年　　月　　日

平成元年６月

昭和２１年３月２６日

平成１０年１２月２４日

平成２６年５月２９日

平成２３年４月２５日

平成２２年１２月１６日

平成２１年３月１８日

平成２０年１２月１６日

平成２０年６月２０日

平成１８年８月１１日

事業計画変更（Ⅲ街区）

都市計画変更

Ⅱ街区施設建築物工事完了公告平成１９年４月２０日

平成２８年６月１０日 公共施設の完了公告（港区道１～３号）



６　位置図

７　区域図



９　完成写真

８　配置図


