
１　計画の概要

計画地

1

2

3

地区面積 構造

階数 高さ

２　都市計画の内容

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

放 射 第 ６号 線 ３０～３２ｍ 約３５０ｍ －

放射第２４号線 １６ｍ【３２ｍ】 約　２５ｍ －

新宿区道第１号線
６ｍ

【９～９．５ｍ】
約１４５ｍ －

新宿区道第２号線 ８ｍ 約３９５ｍ －

新宿区道第３号線 ８ｍ 約　４５ｍ －

新宿区道第４号線 ６ｍ 約１６０ｍ －

1 約４，６００㎡
約１２４，１００㎡

（約１０５，１００㎡）
約１８５ｍ
約７０ｍ

５ｍ

2 約４，０００㎡
約２４，１００㎡

（約１６，８００㎡） 約３０ｍ ２ｍ

3 約２，７００㎡
約９，３００㎡

（約８，６００㎡） 約２３ｍ ２ｍ

4 約１，２００㎡
約５，９００㎡

（約５，５００㎡） 約２０ｍ ２ｍ

計 約１２，５００㎡
約１６３，４００㎡

（約１３６，０００㎡） － －

敷地面積

1 約１４，４００㎡

2 約　６，３００㎡

3 約　４，９００㎡

4 約　２，３００㎡

計 約２７，９００㎡

－ 約５００㎡

業務・住宅・駐車場

別表 別紙

北新宿地区第二種市街地再開発事業 約４．７ｈａ

拡幅

新設・拡幅

備　　　　　考

道
路

新設

拡幅　【　】内は全幅員

計画の概要

　東京都の「副都心・整備指針」に基づき、業務・商業機能を核とし居住機能との共存に配慮した「複合都市
ゾーン」として、魅力ある複合都市空間の形成を目指す。

　放射６号線の未整備区間約１㎞を平成元年策定の整備方針に基づき、小滝橋通りから街路事業、組合
施行再開発事業、当地区を都施行による再開発事業の三手法で整備する。

　地区内に、区画街路(新宿区道１号～４号、幅員６～９．５ｍ）を新設・拡幅整備し、地区の北側に街区公
園（５００㎡）を新設する。

公共施設の
配置及び規模

公
園

新設

新宿区北新宿一・二丁目及び西新宿八丁目の各一部

約４．７ｈａ
鉄筋コンクリート造

鉄骨鉄筋コンクリート造

建築面積
延べ面積

（容積対象）
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

新設

新設

－

建築物の整備

街
区

業務・駐車場

主　要　用　途

住宅・商業・業務・駐車場

新宿区街区公園

建築敷地の
整備 約６００戸

約５７，０００㎡

都市計画決定

当初：平成　６年１０月２５日　東京都告示第１２１４号

変更：平成１９年　４月　６日　東京都告示第　５９４号

変更：平成１４年　６月２８日　東京都告示第　８５７号

住宅・業務

（きたしんじゅく）

１　１街区は道路境界線から５ｍ、２，３，４街区は
　道路境界線から２ｍの壁面後退を行う。
２　地区外周には壁面後退と区画街路による空間
　を確保し、隣接する住宅地の環境保全を図る。
３　約７００㎡の広場を設ける。さらに、公開できる
　空地を極力確保する。

整　　　　備　　　　計　　　　画 住宅建設の目標

ＮＯ．１００　北新宿地区（都施行）



３　高度利用地区

Ａゾーン ９００％ ５０％ ５００％ ２００㎡ ５ｍ
Ｂゾーン ７００％ ５０％ ５００％ ２００㎡ ５ｍ
Ｃゾーン ６００％ ８０％ ２００％ ２００㎡ ２ｍ
Ｄゾーン ４００％ ８０％ １５０％ ２００㎡ ２ｍ

都市計画決定

４　事業計画の概要

敷地面積

延べ面積

1 地下１/２０・地下２/３５

2 地下１/９・９階・５階

3 地上６・地下２/３

4 地下２/地上４・２階

総事業費

住宅戸数 約６６０戸

壁面の位置
の限度

面　　　積
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

建築面積の
最低限度

住宅・業務

容積率の
最低限度

業務・神社（神輿倉）・集会室

約２７，８４０㎡

約０．４ｈａ
約２．４ｈａ

約１６３，４２０㎡（容積対象：約１３６，３５０㎡）

１，３８１億円

用途

住宅・商業・業務・駐車場

住宅・商業・業務・駐車場

事業認可

平成１０年　５月　１日（当初）
平成１３年１２月２６日（変更）
平成１４年１２月　９日（変更）
平成１６年　９月　７日（変更）
平成１８年　１月２７日（変更）
平成１８年１２月１８日（変更）
平成２０年　１月２９日（変更）
平成２０年１０月３１日（変更）
平成２１年　１月　８日（変更）
平成２１年　９月３０日（変更）
平成２２年　６月２３日（変更）
平成２３年　４月２８日（変更）
平成２５年　８月３０日（変更）
平成２５年１２月　６日（変更）
平成２６年　３月３１日（変更）
平成２７年　２月　４日（変更）

平成１４年６月２８日　新宿区告示第１７３号

約０．６ｈａ
約１．５ｈａ

地　区　名



５　経緯

２－２Ａ棟施設建築物完了公告

第３工区の管理処分計画の決定

１－２棟建築工事着手

１－１棟建築工事着手

３－２棟建築工事着手

３－２棟施設建築物の完了公告
平成２４年　３月　９日 １－１棟施設建築物の完了公告
平成２４年　５月 ４－１棟建築工事着手
平成２５年　８月３０日

平成２５年１０月３１日 ４－１棟施設建築物の完了公告
平成２５年１２月　６日

平成２６年　２月 ２－２Ｂ棟、３－１棟建築工事着手
平成２６年　３月３１日 事業計画の変更【第１４回】（事業年度延伸）
平成２６年　４月１７日 公共施設の完了公告（街区公園）
平成２７年　２月　４日 事業計画の変更【第１５回】（２－２Ｂ棟、３－１棟建築諸元の変更、事業年度延伸）
平成２７年　３月３０日 ２－２Ｂ棟、３－１棟施設建築物の完了公告
平成２７年　３月３０日 公共施設の完了公告（放射第６号線、放射第２４号線、新宿区道２～４号）

事業計画の変更【第１１回】（３、４街区建築諸元の変更等）

１－２棟施設建築物の完了公告

事業計画の変更【第８回】（３、４街区の変更）

事業計画の変更【第６回】（１街区建築諸元の変更等）

事業計画の変更【第７回】（１－２棟諸元の変更）

事業計画の変更【第４回】（２－２A棟設計概要の変更等）

都市計画変更

放射第６号線（約１km）の整備方針決定及び再開発事業の説明会等開始

北新宿地区事務所開設

再開発調査に着手昭和６２年　１月

年　　月　　日

昭和６１年１１月

平成 元年１１月

北新宿地区を再開発促進地区に位置付け

放射第６号線を前期事業化路線に位置付け

内　　　　　　　　　　　　　　　容

放射第６号線の都市計画決定
昭和５６年　４月

昭和２１年　３月２６日

都市計画変更

事業計画の変更【第２回】（都市計画変更に伴う変更）

２－１棟建築工事着手

事業計画の変更【第３回】（街路事業との整合）

平成１２年１１～１２月

平成１０年　５月　１日

平成　６年１０月２５日

平成　５年　４月

事業計画の変更【第５回】（２－１棟の建築諸元の変更）

２－１棟施設建築物完了公告

事業計画の変更【第１０回】（３、４街区建築諸元の変更等）

事業計画の変更【第９回】（１街区建築諸元の変更）

第２工区の管理処分計画の決定

都市計画決定

２－２Ａ棟建築工事着手

事業計画決定

譲受け希望者の意向調査実施

事業計画の変更【第１回】（２－１棟建築諸元の変更、工区の変更）

第１工区の管理処分計画の決定

平成１３年１２月２６日

平成１８年　１月２７日

平成１７年　８月

平成１６年１１月３０日

平成１６年　９月　７日

平成１５年　２月２７日

平成１５年　１月

平成１４年１２月　９日

平成１４年　６月２８日

平成１４年　３月　５日

平成１８年　９月２９日

平成２1年　１月

平成２３年１２月１９日

平成２３年　８月３１日

平成２３年　４月２８日

平成２２年　６月

平成２２年　６月２３日

平成２２年　１月

平成２０年１０月３１日

平成２１年　９月３０日

平成２１年　１月　８日

平成１８年１２月１８日

平成２０年　１月２９日

平成１９年　７月１９日

平成１９年　４月　６日

事業計画の変更【第１２回】（４－１棟建築諸元の変更）

事業計画の変更【第１３回】（２－２Ｂ棟、３－１棟建築諸元の変更）



６　位置図

７　区域図



８　完成写真

（別表）

高さ
１－１ 約７０ｍ
１－２ 約１６５ｍ
２－１ 約３０ｍ

２－２Ａ 約３０ｍ
２－２Ｂ 約１５ｍ
３－１ 約２０ｍ
３－２ 約１５ｍ
４－１ 約１５ｍ
４－２ 約１０ｍ

4

1

2

3

階数街区

地上９階／地下１階
地上３５階／地下２階
地上２０階／地下１階

地上２階
地上４階／地下２階
地上３階／地下２階

地上６階
地上５階
地上９階


