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１  業務核都市の名称及び範囲 
(1) 業務核都市の名称  八王子・立川・多摩業務核都市 

 
(2) 業務核都市の範囲 
① 範囲  八王子市、立川市及び多摩市の全域 
      総面積  ２３，１７７ha 
 
② 業務核都市及びその区域の設定理由        
 八王子、立川及び多摩の各市は東西に長い多摩地域の中央部に位置している。大正

６年に八王子市が、それに次いで昭和15年に立川市が市制を施行するなど、両市は古

くから多摩地域における産業・経済・行政の中心都市として各々の機能を踏まえ、互

いに協調的競争関係を保ちつつ、かつ補完し合いながら発展してきた。 
 また、多摩市は、昭和46年に市制を施行しているが、昭和40年に新住宅市街地開発

法に基づく多摩ニュータウンの建設計画が決定され、昭和46年より順次入居を開始し

て以降、人口が急増し、成長を遂げている。 
 八王子市は、古くは繊維産業から始まり、商業集積の増大とともに機械系産業が集

積してきた。また、主に区部から市の周辺部への大学、短期大学等の進出が相次ぎ、

現在21校約11万人の学生を擁する学園都市としての性格が強まっている。また、多摩

地域最大の都市として、業務・商業施設、研究施設等の立地も進んでおり、これらの

集積を生かして、諸機能の広域拠点として重要な役割を担うことが見込まれる。 
 立川市は、多摩地域における業務・商業の中核都市として発展してきている。また、

広大な立川基地跡地を活用した国営昭和記念公園、広域防災基地等の整備が進められ

ているほか、複数の市街地再開発事業や土地区画整理事業が施行され、業務・商業施

設の立地が大きく進みつつある。加えて、国の行政機関等の移転の閣議決定に基づき

区部から文部科学省４機関、総務省１機関の移転が予定されるなど、豊かな環境の中

で業務機能等の高い集積が見込まれる。 
 多摩市は、多摩センター地区を中心に、商業、文化やアミューズメント等の機能立

地に加えて業務機能の立地が進んできた。このほか、聖蹟桜ケ丘、永山地区等での機

能集積も進み、多摩地域有数の商業集積都市となっている。今後も、ニュータウンで

の人材や企業の集積を生かして、緑豊かな生活都市に融合した教育・文化・情報等の

機能の集積が見込まれる。 
 三市を連絡する交通条件としては、八王子立川市間はＪＲ中央線及び甲州街道（国

道20号）で結ばれている。立川市中心市街地多摩センター地区間は多摩都市モノレー

ル及び関連街路で結ばれ、八王子多摩市間は多摩ニュータウン内の道路が体系的に整

備され、八王子市中心市街地と多摩センター地区はＪＲ横浜線・京王相模原線で連絡

されている。 
 鉄軌道では、八王子市は、八王子駅において、ＪＲ中央・横浜・八高の各線が結節 
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し、京王・京王高尾の各線も市内に位置している。立川市は､立川駅においてＪＲ中

央・南武・青梅の各線及び多摩都市モノレールが結節し、市の北部では西武拝島線が

位置している。多摩市は、多摩センター駅において京王相模原、小田急多摩の各線及

び多摩都市モノレールが結節し、京王線も市内に位置している。 
 幹線道路では、八王子市に中央自動車道（以下「中央道」という。）、東京環状

線（国道16号）、甲州街道、立川市に甲州 、奥多摩街道等が位置し、両市は多摩地

域の交通の要衝となっている。多摩市・多摩ニュータウンでは、中央道に連絡する

稲城大橋や府中四谷橋等の多摩川中流部架橋が整備され、南多摩尾根幹線を始めと

する幹線道路の整備が進んでいる。 

 更に、八王子市には、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）と２

箇所のインターチェンジ及び多摩都市モノレールの構想路線（八王子ルート）が、

立川市には、ＪＲ中央線三鷹立川間連続立体交差及び複々線が、多摩市には、多摩

都市モノレールの構想路線（八王子、町田ルート）が将来的に整備されることによ

り、八王子・立川・多摩業務核都市と他の業務核都市等との一層の連携強化が見込

まれている。 
 従来から多摩地域は、八王子・立川業務核都市を中心として、様々な都市が産業

面や生活面などで機能を分担しながら地域を支えており、業務核都市育成の効果と

相まって、一定レベルの都市機能の集積水準を確保してきている。 
 更に、今回多摩市を加え三市を東京都市圏西部における要となる広域連携拠点と

して重点的に育成・整備を進める。これにより、多摩地域の自立に寄与する業務核

都市として、東京圏全体の発展に大きく寄与することができる。 
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２  業務核都市の整備の方針に関する事項 
  (1) 整備の基本的方向 

（将来像） 
 現在我が国は、戦後の高度成長を支えてきた社会・経済の仕組みが大きな転換期を迎え

ている。 
 すなわち、地方分権、市民参加、規制緩和及び情報通信技術（ＩＴ）革命等への潮流の

中で、これまでの中央指向、大企業中心型の社会・経済から、市民、企業、大学及び行政

等の多様な主体がフレキシブルに活動できるネットワーク型社会へと移行しつつある。 
 このような状況の中で、八王子・立川・多摩業務核都市は、以下に示すように、三市の

特色を生かした機能分担や連携等を推進することにより、ネットワーク型社会の形成を先

導し、東京都市圏西部における広域連携拠点として東京圏の発展に寄与していく。 
 八王子市では、大学と産業の集積を生かし、大学の調査・研究機能、企業の開発・生産

機能と行政のコーディネート機能等の連携の強化を図り、学生等の若者をひきつける文化 

・アミューズメント機能等を備えたまちづくりを行うとともに、優れた交通結節点機能を

生かした活気に満ちた産学公が織りなす交流のあるまちを目指す。 
 立川市では、立川基地跡地の整備による広域的機能や業務・商業機能の集積、多摩都市

モノレール等の整備による交通結節性の強化を生かして多様な機能がいきづく多摩の交流

拠点を目指す。 

 多摩市では、知的人材、企業、文化・アミューズメント機能、大学等の集積、ＳＯＨＯ

やＮＰＯの展開及び多摩都市モノレールの整備による南北アクセスの確保を生かして優

れた都市環境を生かし、人々が集う複合拠点を目指す。 

 このような機能分担を図るとともに、相互を結ぶ交通・情報通信基盤の整備を進め、ネ

ットワーク型社会の形成を目指す。 
 三市を中心に周辺都市と協力して多摩丘陵の緑地、多摩川、浅川等の保全・活用等に取

り組み、市民が身近に親しむことができる緑地・親水空間のネットワーク化、緑豊かな景

観形成を図る。 
 また、隣接する町田・相模原業務核都市や埼玉県南西部等、東京圏西部方面の主要地域

との交通・情報通信基盤による連携を進め、環状方向の広域連携の実現に資する。特に、

西部方面に展開する先端的産業、大学・企業の研究開発機能等を生かして、多摩地域を中

心とした広域的な新産業創造のゾーンの形成を目指す。 
 このような業務核都市の育成・整備を進めることにより、起業のための多様な機会や場

が用意されるとともに、市民相互の交流・連携等を通じて高齢者の自立と活躍、主婦の就

業、青少年・学生や子供たち等、多様な人々のコミュニティへの参加や自己実現が達成で

きる豊かな地域社会の創造を目指す。 
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 （計画フレーム）  
 2015年の人口は約86万人程度と見込む。 
  従業地就業者数については、業務核都市周辺における就従比の改善のため、約42万人

（就従比＝1.00）と見込む。 
 

  (2) 整備の方針 
① 広域的位置づけ 
 21世紀の国土のグランドデザイン（平成10年３月 国土庁）では「東京圏について、

区部への一極依存構造を是正し、ネットワーク型の地域構造への転換を進める観点から、

新たなニーズに対応しながら、業務機能を始めとする諸機能の集積の核として、業務核

都市等の総合的な育成、整備を推進する」とされている。 
 第５次首都圏基本計画(平成11年３月 国土庁)では「八王子・立川・多摩広域連携拠

点は、多摩地域の自立に寄与する業務核都市として、八王子中心市街地地区、たちかわ

新都心周辺地区、多摩ニュータウン多摩センター地区等、業務施設集積地区の整備を推

進する」また「交通の円滑化等に資するとともに、拠点間の連携を強化する交通体系と

して多摩都市モノレール、新滝山街道等の整備を推進する」とされている。 
 東京構想2000（平成12年12月）では「東京圏の骨格的な都市構造として、環状方向の

都市と都市との結びつきを重視して交通網の整備等を進め、東京圏の発展を図る「環状

メガロポリス構造」の実現を目指す」としている。 
 
② 現況と課題 
 (a)  人口、人口動態等 

 本業務核都市の人口は、845,317人（八王子市535,473人、立川市163,987人、多摩

市145,857人、平成12年国勢調査)である。人口増加率は、八王子、立川の両市は昭和

40年代をピークとして、鈍化に転じ漸増状態にあるが、多摩市はニュータウンでの人

口増により、昭和40年代後半から昭和60年代に急増し、平成になって増勢が弱まり、

平成５年から微減に移行している。年齢別構成は０～14歳人口が13.4％、15～64歳人

口が73.1％、65歳以上人口が13.5％で、生産年齢人口の割合の高い活力のある都市で

ある。 

 三市の平均昼夜間人口比は、1.00（八王子市1.00、立川市1.11、多摩市0.87）であ

り、就従比は0.91（八王子市0.86、立川市1.21、多摩市0.78)である。 
 八王子、立川の両市は市部の就従比(0.78)と比べて高い水準にある。 

 多摩地域の中核都市として、三市とも就従比の改善に資する就業の場を確保するこ

とが課題である。今後、少子・高齢化が急速に進むことを展望すれば、主婦、高齢者

等の就業を支援・促進する必要がある。 
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     (b)  産業構造 
 本業務核都市の製造品の出荷額等（平成12年工業統計調査報告：八王子市7,892億

円､立川市1,319億円、多摩市314億円)、卸売業の年間販売額（平成11年商業統計調査

報告：八王子市7,464億円、立川市8,507億円、多摩市896億円)、小売業の年間販売額

（平成11年商業統計調査報告：八王子市5,959億円、立川市2,722億円、多摩市1,688億

円）を、多摩地域での順位でみると、八王子市はそれぞれ４位、２位、１位、立川市

は製造業出荷額では15位にとどまるものの、卸売販売額及び小売販売額では、それぞ

れ１位、４位に位置し、多摩市は製造品出荷額では25位、卸売販売額では14位である

が、小売販売額では７位に位置する。また、多摩地域でのシェアは、三市合わせて、

製造品出荷額が11.7％、卸売販売額が37.8％、小売販売額が26.1％を占め、中核的な

役割を果している。 
 産業構造の特徴を分野別にみると、八王子市は、既存の中心市街地の商業集積とと

もに、電気機械器具製造業、精密機械器具製造業等の機械系産業の集積が形成されて

いる。立川市は、金融、保険、情報等を中心とした産業の集積が形成されている。多

摩市は、金融、保険、教育等を中心とした産業の集積が形成されている。 
 このため、本業務核都市の育成にあたっては、既存の産業集積とその特性を生かし

て、その高度化の促進と新たな集積を図るとともに、豊かな高等教育機関や高学歴の

知的人材の活用等による新たな産業の育成に努め、もって多摩地域の自立性を高める

ことが課題である。 
 

    (c)  機能集積 
  本業務核都市には、それぞれに多摩地域でも上位に位置する業務・商業及び工業等

の集積が形成されているが、更なる多摩地域の中核都市として育成・整備を進めてい

く。 
 八王子市は、学園都市としての特性を生かし、産学公交流を核とする研究開発機能

の強化及び中心市街地の活性化による活力あるまちづくりを進める。 
 立川市は、国の行政機関等の移転、市の行政機能や業務・商業機能の強化及び文化 

・情報・交流機能の導入を図る。 
 多摩市は、ニュータウンにおける大学、企業、人材の集積を視野に入れ、質の高い

都市基盤や受け皿を生かして教育・文化・情報等の機能の導入を図り、これら機能を

相互に補完し連携を図る必要がある。 
 

(d)  広域交通体系 
 八王子、立川の両市は、都心から伸びるＪＲ中央線及び甲州街道上に位置し、多摩

地域でも主要な交通の要衝となっている。また、多摩市は、新宿副都心から伸びる京

王相模原線、小田急多摩線上に位置するとともに、平成12年には多摩都市モノレール

の多摩センター上北台間が全線開業し、新しい交通結節拠点として位置づけられてい 
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る。今後も本業務核都市を多摩地域の中核として育成していくためには、広域幹線道

路の整備の促進及び主要幹線道路の早期整備とともに、ＪＲ中央線三鷹立川間連続立

体交差化及び複々線化、ＪＲ八高線の複線化の推進等により、区部との連絡性の強化

及び南北方向の交通利便性の改善を行い、他の業務核都市や多摩地域の各都市とを結

ぶ交通網の整備を図ることが課題である。 
 更に、将来的な土地利用の転換に伴い必要となる交通網について検討を進める。 
 

③ 機能の整備方針 
      （業務・産業系） 

  三市に立地する機能、集積する人材、機関、企業等を相互に活用するとともに、各

都市の特性を最大限に生かして、業務核都市の核となる業務・産業機能の育成を図る。 
 八王子市では、市民生活、産業集積に対する支援機能を中心とした業務・サービス

機能の集積を図る。また、東京都立大学や理工系・美術系大学などの集積を生かして、

産業技術交流、デザイン開発、コンテンツ開発等のための研究開発機能を育成する。 

 立川市では、優れた立地条件等を生かして、多摩地域の拠点となるような広域的な

業務機能の集積を図る。 
 多摩市では、既存の金融関連業務、教育産業等の集積に加えて、市民や大学の知的

活力を生かした新しい業務機能として情報関連産業の創造、育成に取り組む。また、

大学、人材等を生かして、研修機能などの育成を図る。 
 
 （交流系） 
  複数の個性的な交流拠点を展開し、全体として地域の魅力を高めていく。また、三

市で集客・交流機能を分担するとともに、共同イベントなどを展開し、広域的な集客

力や交流機会を連携して増大していく。 
 八王子市では、学園都市センターを始めとする大学・学生と市民との交流の場の整

備を生かし、街に若い活気がみなぎるようなまちづくりやイベントづくりを進める。

また、繊維産業等に因んだ産業文化などの新しい機能導入を検討する。 
 立川市では、国営昭和記念公園、ファーレ立川などの魅力的な施設やまちを生かし、

市民やオフィスワーカー等が交歓・交流し、にぎわいのある文化性の高い洗練された

まちづくりを進める。 
 多摩市では、多摩都市モノレールの開業を契機として、多摩センター地区の質の高

い空間や施設の機能、運営方法を見直し、従来の生活中心から交流やにぎわいのある

まちに転換していく。また、アミューズメント機能を生かして国際性豊かな集客拠点

としての楽しさを演出していく。 
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（商業・流通系） 
 交流機能と相乗的に魅力と個性のある商業地を形成し、地域及び広域の豊かな市民

生活を支えていく。また、広域交通体系の結節等を生かして、流通機能の育成を図る。 
 八王子市では、中心商店街への活性化、駅前再開発の推進、多摩ニュータウンの整

備事業等により、多摩地域最大の都市にふさわしい商業機能の高度化・広域拠点化を

図る。また、中央道と圏央道のインターチェンジ周辺の優れた交通機能を生かし、広

域的な流通機能等の導入を図る。 
 立川市では、鉄軌道による多方面からの集客力と再開発等による新たな商業集積に

より、多摩地域の広域商業中心としての機能を強化する。 
 多摩市では、多摩センター、聖蹟桜ケ丘を商業拠点の中心として、機能分担を図り

ながら、地域レベルでの商業集積地として高度化と魅力づけを図る。 
 
（緑地系） 
  多摩丘陵の緑地と多摩川水系の水辺を保全・活用し、広域的な緑と水のネットワー

クを形成する。また、大学等の施設内の緑地の市民への開放を目指す。これらは市街

地に近接する環境資源であり、市民の身近なアクセシビリティを確保するとともに、

市街地と調和した景観の保全・形成を進める。 
 更に、三市に存在する基幹的な公園・緑地等を生かし、都市間で協力し合う文化、

スポーツ等の共催イベントや祭り等によって市民間の交流や広域的な交流を図る。 
 

    （居住・コミュニティ系） 
  職と住のバランスのとれた質の高い都市の形成に向けて、良好な居住環境の整備、

住宅水準の向上等を総合的に進めていく。少子高齢化社会における地域コミュニティ

の維持、活性化に配慮するとともに、ＳＯＨＯの普及や情報通信手段の発達による居

住とビジネスの関係の変化などの動向を的確に捉え、コミュニティを支援するサービ

ス機能、コミュニティビジネス等の導入と育成を図る。 
 また、多摩ニュータウンや既成市街地での高齢化の進行に対応して、多様な世代の

居住を目指し、住宅や施設の改善及び更新を図る。 
 

    ④ 業務施設集積地区配置の方針 
     (a)  各業務施設集積地区の配置 

 三市を、業務核都市として育成・整備していくため、鉄軌道の結節点である八王子、

立川及び多摩センターの各駅の周辺にそれぞれ中心となる業務施設集積地区を配置す

る。また、この三地区を結び、更に、多摩ニュータウン方向につながるリング状の地

域に位置する八王子インターチェンジ、八王子ニュータウン及び南大沢駅の周辺に業

務施設集積地区を配置し、合わせて六地区とする。 
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     (b)  業務施設集積地区間の機能分担の方向 
       （八王子中心市街地地区） 

  東京圏の西の玄関口として、多摩地域の交通の要衝である立地条件を生かし、多摩

地域の自立性を高める業務核都市の中心地区にふさわしい高次の業務・商業・文化機

能等の集積を図るとともに、周辺の大学、企業及び地元自治体等との連携や交流の中

心となる機能の導入を図る。 
 

 （八王子インターチェンジ周辺地区） 
  中央道八王子インターチェンジに隣接し、大規模な低未利用の公有地を活用し、多

摩西部地域を対象とする流通業務機能及び車社会に対応した商業機能等の導入を図る。 
 

 （八王子ニュータウン地区） 
  職と住のバランスがとれ、豊かな自然環境と調和した新しいまちづくりを目指し、

市内のファッション産業集積と周辺に美術・デザイン系、理工系大学が立地している

ことを生かして、居住機能とともにデザインやコンテンツ開発を軸とした産学公交流

機能の導入を図る。 
 

（南大沢センター地区） 

 都立大学を始めとする周辺の大学立地に着目し、東京圏西部における新産業創造の

中核となるような学術研究機能、技術交流機能等の導入を図る。合わせて、商業機能

の導入も図りながら、広域的な集客力を持つまちづくりを進めていく。 
 
（たちかわ新都心及び周辺地区） 
  多摩地域の地理的中心に位置するとともに交通の要衝でもあり、多摩都市モノレー

ルの開業やＪＲ中央線の複々線化による交通利便性の向上及び立川基地跡地という広

大な土地資源や金融、保険、情報等のサービス産業の集積という立地条件を生かし、

国の行政機関等の移転、市の行政機能の移転を始めとする業務・商業機能の強化及び

文化・情報・交流機能の導入を図る。 
 
（多摩センター及び周辺地区） 
  多摩ニュータウンの中心であり、センター地区における商業・業務、文化・アミュ

ーズメント等の機能集積、高い質と環境を備えた都市空間を生かし、また、ニュータ

ウンにおける人材、大学等に着目して教育・文化・情報等の機能の導入と育成を図る。 
 加えて、多摩都市モノレールの開業によるたちかわ新都心及び周辺地区との直結性、

交通結節性を生かして、にぎわいや交流の拠点としての機能強化を図る。 
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    (c)  業務施設集積地区相互等を連絡する交通体系の概要 
 幹線道路は、八3･3･2(八王子南道路)、八3･3･10(国道16号)、多3･1･6(南多摩尾根

幹線)等を整備する。 
 鉄軌道では、多摩都市モノレールの多摩センター上北台間の全線開業に引き続き、

運輸政策審議会答申第18号で「今後、整備について検討すべき路線」として位置づけ

られている八王子、町田ルートについて、事業採算性をはじめ種々の課題を踏まえな

がら検討する。 
 

   ⑤ 広域交通体系整備の方針                            
（広域幹線道路等） 
 東京圏の業務核都市を始め、多摩地域の主要都市との連携の強化を図るとともに、

広域幹線道路と業務施設等集積地区との円滑なアクセスの確保のため、八王子市では、

八1･3･1（圏央道）の整備と併せて、それとを結ぶ道路となる八3･3･2（八王子南道

路）、八3･3･41（新滝山街道）のほか、八3･3･74（北西部幹線）等の整備を図る。 

 立川市では、立3･3･3（新五日市街道）、立3･3･30（立川東大和線）等の整備を推

進し、中央道及び圏央道との連絡強化を図る。 
 多摩市では､多摩ニュータウンの東西骨格形成と広域連携を確保する多3･1･6（南

多摩尾根幹線）の整備を図るほか、隣接する地域との連絡のため、町3･3･8（鎌倉街

街道）、多3･3･8（鎌倉街道）及び八3･3･30（松ヶ谷東中野線）等の整備を図る。 
 また、業務核都市間の広域的な連携を図るための核都市広域幹線道路や都心部との

連絡機能を高め、多摩地域の活性化に資する多摩新宿線（仮称）を検討する。 
 
   （鉄軌道）                            

 多摩地域の主要都市間の連携と利便性の向上を図り、また、区部との機能分担・連

携に向けた交通機能の強化と交通混雑の緩和及び南北方向の交通利便の改善のため、

ＪＲ中央線三鷹立川間連続立体交差化及び複々線化、ＪＲ八高線の複線化を図る。 
 更に、業務核都市相互の連携を強化するため、多摩都市モノレールの八王子、町田

ルートについて、事業採算性をはじめ種々の課題を踏まえながら検討する。 
 また、小田急多摩線唐木田駅からＪＲ横浜線・相模線方面への延伸についても検討

する。 
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３ 業務施設集積地区の区域及び整備の方針に関する事項 
（１） 業務施設集積地区の区域 
   ① 地区名  八王子中心市街地地区 
      位置   八王子市 旭町、東町、追分町、子安町一丁目、子安町四丁目、散田町三 

丁目、新町、千人町一丁目、千人町二丁目、千人町三丁目、台

町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南新町、南町、明神

町二丁目、明神町三丁目、明神町四丁目、八木町、八日町、横

山町、万町(別表１に掲げる区域) 
     面積    約１２３ha  
     区域設定の理由 

  東京圏の西の玄関口であり、ＪＲ中央・横浜・八高及び京王の各線の結節点として、

区部や多摩地域の主要な市町はもとより、埼玉県南西部、山梨県東部、神奈川県県央

及び横浜方面に対しても鉄道アクセスが既に整備されている。 
 加えて国道16号及び国道20号の結節点に位置するとともに、中央道八王子インター

チェンジにも近く、東西及び南北方向の交通アクセスにも優れ、従来から多摩地域の

主要な生活サービス及び業務サービスの中心として一定の役割を果してきた地区であ

り、モール化事業を行うなどの環境整備も実施している。 
 一方、八王子駅北口地区の整備に引き続き、八日町、八王子駅南口地区等で市街地

再開発事業を事業中又は計画中であり、西八王子駅前地区においても地域整備を検討

しているほか、低未利用の公有地が存在し、業務施設等の集積のための用地等が確保

できるうえ、周辺には、職住近接に資する住宅団地等も整備されている。 
 

    ②  地区名  八王子インターチェンジ周辺地区 
     位置   八王子市 梅坪町、左入町、滝山町一丁目 (別表２に掲げる区域) 
     面積   約６７ha 
     区域設定の理由 

 八王子中心市街地と比較的至近な距離にあり、中央道八王子インターチェンジの北

側に隣接し、中央道、国道16号、滝山街道 (国道411号)の結節点に位置し、東京圏で

も有数の自動車交通の要衝となっている。また、八3･3･41（新滝山街道）及び八3･ 

3･74（北西部幹線）等、圏央道とを結ぶ道路が計画されており、この整備により一段

と優れた交通条件が確保される。 
 周辺には大規模団地のほか、商業施設や大学等が立地しているとともに、隣接して

いる国道16号東側では土地区画整理事業が施行中で、都市基盤が整いつつある。 
 また、土地区画整理事業等による面整備が計画されており、都有地等の公有地が存

在することから、業務施設等の集積のための用地が充分に確保できる。 
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  ③  地区名  八王子ニュータウン地区 
     位置   八王子市 宇津貫町、大船町、片倉町、小比企町(別表３に掲げる区域) 

 面積   約９３ha （八王子ニュータウン 総面積  約390ha)  
 区域設定の理由 
 自然に恵まれた丘陵地で土地区画整理事業により、大規模な宅地開発を進めている

八王子ニュータウンにおいて、業務・商業施設等の集積のため確保された地区である。

既に､八王子みなみ野駅周辺では平成10年に第一期ビルが開設されたほか、西南部の

誘致施設用地の一部に企業進出がみられる。 
 また、八王子中心市街地地区にも比較的至近な距離にあり、交通条件も優れている。

鉄軌道は、平成９年にＪＲ横浜線八王子みなみ野駅が開設されているほか、多摩都市

モノレールの八王子ルートが構想路線として検討されている。また、道路は国道16号

が地区の東方を南北に通っているほか、圏央道にアクセスする八3･3･2（八王子南道

路）が計画され、広域的な交通条件の整備が予定されている。 
 なお、周辺には、デザイン系、理工系を中心とする数多くの大学が立地しているう

え、隣接して複数の面整備事業が施行中又は計画中であり、将来的に業務機能等を含

む諸機能の集積が見込まれる。 
 

  ④  地区名  南大沢センター地区 
       位置    八王子市 南大沢一丁目、南大沢二丁目、南大沢四丁目、南大沢五丁目 
                       (別表４に掲げる区域) 
        面積     約８２ha 
        区域設定の理由 

 都立大学を擁する学園街としての性格を持っている。更に、周辺には様々な学術・

研究領域を有する大学が立地しており、これら大学間の連携等を進めるうえでの拠点

性が高い。 
 加えて、多摩ニュータウン西部のセンター地区として、商業・サービス機能等の集

積が進み、平成12年に民間の大規模な集客型商業施設が整備され、広域的な集客拠点

として位置づけられている。 
 また、多摩センター及び周辺地区、八王子ニュータウン地区にも比較的至近な距離

にあり、多摩丘陵の拠点地区間の連携も進めやすい。鉄軌道では、京王相模原線がこ

れらの地区間を連絡するほか、多摩都市モノレールの八王子ルートが構想路線として

検討されている。道路は、ニュータウンの整備水準の高い道路網に支えられていると

ともに、国道16号へのアクセシビリティも高い。 
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  ⑤ 地区名   たちかわ新都心及び周辺地区 
      位置   立川市 曙町一丁目、曙町二丁目、曙町三丁目、泉町、柴崎町二丁目、柴 

崎町三丁目、高松町一丁目、高松町三丁目、錦町一丁目、錦町二

丁目、錦町三丁目、富士見町二丁目、緑町(別表５に掲げる区 

域) 
      面積    約２７２ha 
     区域設定の理由 

 立川市の既成中心市街地及びその北側の地域からなっており、立川基地跡地の国有

地とそれに隣接した大規模民有地が存在する。 
 既に立川駅周辺の既成市街地や基地跡地の一部において、土地区画整理事業や市街

地再開発事業が進められ、業務機能の受け皿として都市基盤が整備されつつある。加

えて、自治大学校が平成15年の春に開校する予定となっており、周辺及び地区内には、

職住近接に資する住宅団地等が整備されている。 
 また、交通条件としては、ＪＲ中央・青梅・南武の各線が立川駅で結節している。

更に、多摩都市モノレールは、多摩センター上北台間が平成12年に全線開業した。 
 このように、既存の集積を生かして市街地再開発事業等を実施しており、多摩自立

都市圏内でもまとまりのある貴重な空間資源を有し、多摩地域の主要な交通結節点と

しての条件を備えている。 
 

  ⑥ 地区名  多摩センター及び周辺地区 
      位置   多摩市 愛宕四丁目、落合一丁目、落合二丁目、山王下一丁目、山王下二 

丁目、鶴牧一丁目、鶴牧二丁目、鶴牧三丁目、唐木田一丁目、唐

木田二丁目、唐木田三丁目、南野三丁目(別表６に掲げる区域) 
        面積   約１６８ha 
       区域設定の理由 

 多摩ニュータウンの中心として、新住宅市街地開発事業等により計画的な都市基盤

整備、街区開発が進められ、今後も業務機能等の導入のための土地供給の余力が大き

い。当初は区部向けの通勤住宅地として住宅供給が進められたが、その結果、高学歴

を有する住民が定着し、各種のＮＰＯ活動、ＳＯＨＯ等、高い資質や能力をもった住

民が地域に根ざした活動や働き方を展開するようになっている。 
 既に、多摩地域の中でも有数の商業･サービス機能の集積を形成しており、また、

金融機関の事務処理センター、教育関連企業等の高層ビルが林立する業務機能の集積

地区となっている。加えて、文化・アミューズメント機能の立地により、全国、更に

近隣諸国からの集客力も高い。 
 交通条件としては、京王相模原、小田急多摩の各線に加え、平成12年には多摩都市

モノレールの多摩センター立川北間が開業した。また、道路も高い水準で整備が進ん

でおり、多摩地域、更には神奈川県県央方面にも及ぶ広域的な交通結節点としての機 
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能を高めている。 
 多摩センターの南西方面に位置する周辺地区は、多摩センターとの連絡性が高く、

南多摩尾根幹線、小田急多摩線による交通の利便性も高いことから、金融機関の情報

処理機能、メーカーのデザイン機能など、多摩センターに次ぐ業務集積を形成してい

る。今後も土地供給余力等を生かして、沿道立地型の業務機能等の集積が進む可能性

が高い。 
 このように、質の高い都市基盤、都市空間及び当地区ならではの教育・文化・情報

等の機能を生み出す条件を備えている。 
 

 （２） 業務施設集積地区の整備の方針 
 ① 八王子中心市街地地区 
 (a)  地区整備の目的 

 市の持つ豊かな緑、商業・業務機能の集積、伝統的な産業の集積及び学園都市とし

てのイメージを生かし、高次の業務・商業・文化機能等の集積を図る。併せて、大学

の研究活動と産業及び地元自治体等との連携を強化し、新たな交流を生み出す。これ

らの取り組みを通じて緑豊かな安らぎと活気のある創造のまちづくりを目指し、多摩

地域の自立性の強化に資する地区形成を図る。 
 

     (b)  導入・整備すべき機能 
 既存の業務・商業集積を基礎として、低未利用街区の再開発を実施し、多摩地域の

自立性を高めるビジネス拠点の形成を図るとともに、周辺に立地する産業、大学に対

するサービス機能を導入する。 
 また、宿場町として発展してきた伝統を生かしつつ、回遊性とにぎわいを創出し、

商業機能の活性化を図る。更に、研究交流機能の核となる学園都市センターの活用に

より、産学公交流の推進を図る。 
 

   (c)  機能の配置及び整備の方針 
 高次の業務・商業機能導入の受け皿として八王子スクエアビルが建設され、同ビル

内に学園都市づくりのシンボルとして学園都市センターが開設されており、産学公交

流の拠点施設としての役割も担っている。引き続き八王子駅と京王八王子駅を結ぶ歩

行者空間を整備するとともに、業務・商業、公共・公益機能等を整えた(仮称)旭町・

明神町業務商業ビルの整備について検討を進める。更に、創業・ベンチャー企業の育

成・支援施設の設置を図る。 
 また八王子駅南口再開発ビルを整備するとともに、八王子駅北口にある生涯学習セ

ンタービル内に男女平等施策を推進する拠点としての男女共同参画センターと消費生

活の向上を図るための消費者センターを設置する。 
 併せて、業務、交流機能等の集積に伴い予想される交通渋滞に対応して、八王子駅 
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北口では八王子駅北口地下駐車場が整備された。南口においても市街地再開発事業に

より、交通広場を拡張整備し、駅利用者の増大に対処するとともに、駅周辺の駐車場

需要をみながら八王子駅南口駐車場の整備について検討を進める。 
 

 (d)  公共施設等の整備方針 
 圏央道から当地区にアクセスする八3･3･2を始めとする幹線道路の整備を推進する。

また、中心市街地と中央道とのアクセスに資するとともに、八王子インターチェンジ

周辺地区等と連携を強化するため、八3･3･10等の幹線道路の整備を推進する。 
 鉄軌道は、ＪＲ八高線拝島箱根ヶ崎間の複線化を促進する。多摩都市モノレールの

八王子ルートについて、事業採算性をはじめ種々の課題を踏まえながら検討する。 

 また、ケーブルテレビの拡充を誘導し、情報機能の強化を図る。 
 更に、質の高い快適な都市空間の形成かつ防災性に優れたまちづくりを進めるため、

関係機関と調整しつつ電線類の地中化の推進を図り、地域冷暖房施設等の整備につい

ても検討する。併せて、快適な都市環境の形成のため、公園事業、道路事業及び市街

地開発事業等を活用し、市街地の中に緑の空間を確保する。 
 

 ② 八王子インターチェンジ周辺地区 
 (a)  地区整備の目的 

 中央道八王子インターチェンジや国道16号に隣接している優れた立地条件を生かし、

流通関連機能や消費生活機能の導入を図り、多摩西部地域を対象とする広域的な流通

業務拠点の形成を目指す。  
 

 (b)  導入・整備すべき機能 
 広域自動車交通の結節点という恵まれた条件を活用して、物流等に係わる機能を導

入するとともに、車社会に対応した新しいライフスタイルの実現を支援する消費生活

機能等の集積を図る。 
 

 (c)  機能の配置及び整備の方針 
 大規模な低未利用の公有地の活用について検討を進めるとともに、複合型流通業務

市街地の機能の導入のため、物流施設の集約化、共同利用型物流施設、共同配送計画

策定機能等を有する(仮称)流通業務センターの設置を図る。 
 

 (d)  公共施設等の整備方針 
 圏央道とを結ぶ八3･3･41（新滝山街道）や八3･3･74（北西部幹線）を整備する。ま

た、八3･3･10（国道16号）の整備を推進し、八王子中心市街地地区との連絡を強化す

る。 
 更に、道路等の基盤整備とともに、高度情報通信基盤の整備を推進する。 
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 なお、流通業務機能の集積に併せて、地区内及び周辺において職と住のバラン

スのとれた複合的な市街地の形成を図る。 
 

③ 八王子ニュータウン地区 
 (a)  地区整備の目的 
 周辺の大学の立地及び豊かな自然環境等を生かし、業務・研究開発・交流機能等の

立地・誘導を促進し、住宅供給と併せて職住の近接した良好な就業環境を備えた拠点

の形成を目指す。 
 

     (b)  導入・整備すべき機能 
 新しい生活スタイルのニーズに対応した生活・文化関連の研究開発を中心とする業

務機能及びその支援機能の集積を進める。特に、市内のファッション産業や周辺に立

地する美術・デザイン系、理工系大学による産学公連携を促進するための機能の導入

を図る。 
 

     (c)  機能の配置及び整備の方針 
 八王子みなみ野駅周辺に新たなビジネス形成の拠点として、デザイン・研究開発機

能、業務サービス機能、研修等の支援サービス機能などが複合した(仮称)生活・デザ

イン研究センターを整備する。 
  

     (d)  公共施設等の整備方針 
 圏央道にアクセスする八3･3･2(八王子南道路）の整備を推進する。 
 鉄軌道では、多摩都市モノレールの八王子ルートについて、事業採算性をはじめ種 

々の課題を踏まえながら検討する。 
 また、土地区画整理事業により街路、公園、河川、情報通信基盤等の整備を推進す

るとともに、緑地の保全に配慮し、良好な都市環境の形成を図る。     
 

④ 南大沢センター地区 
  (a)  地区整備の目的 

 都立大学や多摩地域に立地する大学等との連携も視野に入れ、世界レベルの学術研

究、技術交流拠点となることを目指す。併せて、商業機能の導入も図りながら、広域

的な集客力を持つまちづくりを進めていく。これに並行して産学公連携、大学間連携

に向けた着実な取り組みを行う。 
 また、東京圏西部において新しい産業技術を創造する機能の集積を図るため、八王

子ニュータウン地区、町田・相模原業務核都市等の周辺地域との連携を進める。 

 
   (b)  導入・整備すべき機能 
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 東京圏西部の新産業ゾーンの創造、展開を誘導するため、新しい産業活動を的確に

支援する機能を導入する。特に、大学と民間企業及び多摩地域に立地する大学相互が

それぞれの情報や技術を共有し、共同して研究活動、産業創造等に取り組む開かれた

関係を結ぶための連携・交流機能の導入を図る。 
 また、多摩ニュータウン西部地域を対象とした商業、サービス機能等の導入を図る。 
 

 (c)  機能の配置及び整備の方針 
 業務施設、商業施設や駐車場のあるパオレやホール・図書館・市民センター等を設

けたフレスコ南大沢及び南大沢駅周辺の大型商業施設などの既存の業務・商業施設に

より、まちの活性化を図る。 
 多摩地域の大学と民間企業、大学相互の連携・交流の拠点の形成を図るとともに、

ニュータウン西部地域においてベンチャー企業を含む研究開発型企業の集積促進を図

っていく。 
 

 (d)  公共施設等の整備方針 
 ニュータウン内外の連絡の主軸として多3･1･6(南多摩尾根幹線)を整備し、神奈川

県への延伸も検討する。 
 鉄軌道では、多摩都市モノレールの八王子ルートについて、事業採算性をはじめ種

々の課題を踏まえながら検討する。 
 また、大学と民間企業、大学間相互の連携による高度な諸活動を支えるため、高速

通信回線の整備を図る。 
 

⑤ たちかわ新都心及び周辺地区 
 (a)  地区整備の目的 

 多摩都市モノレール等の開業による交通利便性の飛躍的な向上、既存の金融・保険

・情報等のサービス産業の集積及び立川基地跡地等の土地資源を活用し、業務・商業

機能の強化及び文化・情報・交流機能の導入を図る。 
 更に、職住が近接し、良好な景観形成に配慮した、緑豊かな多様な機能がいきづく

多摩の交流拠点の形成を目指す。 
 

     (b) 導入・育成すべき機能 
 既存の業務・商業地において市街地開発事業等を進めるほか、立川基地跡地等の土

地資源を生かし、多摩地域の自立性を高めるビジネス拠点の形成を図るとともに、国

の行政機関等の移転を始めとする業務・商業機能の強化及び文化・情報・交流機能の

導入を図り、魅力ある都市づくりを進める。 
  

 (c)  機能の配置及び整備の方針 
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 たちかわ新都心及び周辺地区の市街地形成を誘導するため、多摩センター上北台間

が開業した多摩都市モノレールの整備効果を生かすとともに、文化的な回遊性を持た

せたファーレ立川地区の整備に引き続き、市街地開発事業等を進め、業務・商業機能

の集積を促進する。 
 また、ファーレ立川センタースクエア内に女性総合センター、立川市中央図書館及

び公共駐車場が開設されたが、更に、人々の交流と諸活動の情報発信等の場として、

国の行政機関等の移転とも連携して文化・交流・情報センターの整備を進める。 
 

   (d)  公共施設等の整備方針 
 構想されている核都市広域幹線道路の検討を進めるとともに、都市の骨格となる道

路網の早期整備を図る。なお、区部との連絡強化及び南北方向の交通利便性改善のた

め､ＪＲ中央線三鷹立川間の連続立体交差化や複々線化を推進する。加えてＪＲ青梅

線の立体交差化や広域幹線道路として構想されている多摩新宿線（仮称）について検

討する。 
 更に、業務及び文化機能向上のため、ケーブルテレビのサービスエリアを立川基地

跡地内にも拡充し、光ファイバーの敷設等により情報通信基盤の強化を図る。 
 加えて、環境に配慮し質の高い都市空間を形成し、共同溝、地域冷暖房システム、

下水道等の整備を図り、防災性に優れたまちづくりを進める。 
 また、快適な都市環境の形成のため、国営昭和記念公園の大規模な緑地空間との隣

接を生かし、水と緑のネットワークを形成するよう歩行者空間の整備を進め、快適な

沿道空間を形成するよう建物等の建設を誘導していく。 
 

⑥ 多摩センター及び周辺地区 
     (a) 地区整備の目的 

 既存の業務・商業集積地やＳＯＨＯ、ＮＰＯ等の新しい動向を生かし、市民、大学

関係者、企業等の広域的な交流による優れた都市環境を生かし、人々が集う複合拠点

として、知的、創造的な業務機能や文化機能及びコミュニティに係わる機能を育成す

る地区形成を目指す。 
 

     (b) 導入・整備すべき機能 
 情報関連産業の誘致・創造、育成を推進するとともに、地域情報化、市民生活高度

化に資するための機能を導入する。その一環として、立地企業の優遇策を構築しつつ、

ＳＯＨＯ・テレワーク、コミュニティビジネス等を普及・促進する機能及び大学や民

間の人材、既存立地企業を活用した研修機能を導入する。 
 また、多摩都市モノレール開業を契機として広域集客・交流を促進するにぎわいの

機能、ニュータウン内の幹線道路体系とその周辺の受け皿を生かした沿道立地型の機

能の導入により都市機能の多様化を図る。 
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     (c) 機能の配置及び整備の方針 
 多摩センター地区の街区利用の可能性や効果を踏まえて(仮称)多摩情報ビジネスフ

ォーラムの形成を図る。このフォーラムは、地区内各街区の立地環境や街区整備の段

階に合わせ諸機能を配置することを視野に入れながら(仮称)ネットワークセンター及

び(仮称)高度情報幹線中継施設の整備を積極的に進めていく。 
 また、多摩都市モノレールの開業による交通利便性の向上を生かしパルテノン多摩､

サンピア多摩などの既存の教養文化施設の活用と(仮称)中央図書館等機能施設の整備

を図る。 
 併せて、未利用街区の有効活用により集客施設の立地を促進するとともに共同利用

駐車場を整備し、地区の交通利便性を高めつつ、メインペデストリアンデッキのバザ

ール空間化により、にぎわいのあるまちづくりを目指す。 
 

     (d)  公共施設等の整備方針 
 ニュータウン内外の連絡の主軸として多3･1･6（南多摩尾根幹線）を整備し、神奈

川県への延伸も検討する。更に、他の業務施設集積地区や周辺都市との連絡性を高め

るために、鎌倉街道、松ヶ谷東中野線等を整備する。 
 鉄軌道では、多摩都市モノレールの八王子、町田ルートについて、事業採算性をは

じめ種々の課題を踏まえながら検討する。加えて、小田急多摩線唐木田駅からＪＲ横

浜線・相模線方面への延伸についても検討する。 
 多摩都市モノレールの交通結節機能を効果的に発揮するため、多摩センター駅南側

と北側地区を直結する歩行者デッキの整備、各施設のユニバーサルデザイン化を図る

とともに、交通機能の強化に向けて、駐車場の一元的管理システムの導入について検

討する。 
 また、各ＣＡＴＶの活用等による高速通信回線の整備により、情報通信基盤・機能

の強化を図る。 
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４ 中核的施設の整備に関する基本的な事項 
(1) 中核的施設の整備に関する基本的な事項 

 
① 八王子中心市街地地区 
 
（中核的民間施設）  

種     類  
 施   設   名 

分  類 施設の区分 

 
位  置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備  考

 八王子スクエ 
 アビル 

政－８ インテリジェ
ントビル 

八王子市 
旭町 

敷地面積 
約 4,300㎡
延床面積 
約42,000㎡

商業施設、業務 
施設（事務所） 
駐車場 175台 

 

 八王子駅南口 
 再開発ビル 

政－８ インテリジェ
ントビル 

八王子市 
子安町一丁
目、子安町
四丁目、 
旭町 

施行面積 
約 2.0ha 
延床面積 
約84,000㎡

商業施設、業務 
施設（事務所） 
駐車場 約500台 

 

 

 
 

（中核的民間施設以外の施設）  
種      類  

 施   設   名 
分  類 施設の区分 

 
位  置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備  考

 八王子スクエ 
 アビル内 
 ｢学園都市セン 
 ター｣ 

政－11 教養文化施設 八王子市 
旭町 

専用面積 
約 3,173㎡

 学園都市セン 
 ター 
   情報ｾﾝﾀｰ 
   ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 

 

 八王子駅北口 
 地下駐車場 

政－７ 交通施設 八王子市 
横山町、東
町、旭町 

延床面積 
約25,000㎡
  約 430台
地下２層 

公共駐車場  

「男女共同参画 
 センター」 
 ｢消費者センタ 
 ー｣ 

政－11 教養文化施設 八王子市 
東町 

専用面積 
約 4,000㎡

 男女共同参画 
 センター 
   情報ｾﾝﾀｰ 
   相談室 
消費者センター 

 

 (仮称)旭町・ 
 明神町業務商 
 業ビル 

政－８ インテリジェ
ントビル 

八王子市 
旭町、明神
町三丁目 

敷地面積 
約21,000㎡

商業施設、業務 
施設（事務所） 
駐車場 

 

 八王子駅南口 
 駐車場 

政－７ 交通施設 八王子 
子安町一丁
目、子安町
四丁目 

延面積 
約20,000㎡
約400台 
地下３層 

公共駐車場  
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② 八王子インターチェンジ周辺地区 
 
（中核的民間施設）  

種    類  
施 設 名 

分 類 施設の区分 

 
位 置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備 考

(仮称)流通業務 
センター 

政－９ 流通業務施設 八王子市 
左入町、滝
山町一丁目

未定 流通業務  

 

 
 
③ 八王子ニュータウン地区 
 
（中核的民間施設）  

  種    類  
施 設 名 

分 類 施設の区分 

 
位 置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備 考

(仮称)生活・デ 
ザイン研究セン 
ター 

民－１ 研究開発・支 
援施設 

八王子市 
片倉町、宇
津貫町 

未定 開放型試験研究 
施設、 
人材育成施設、 
インキュベータ 

 

 

 
 
④ 南大沢センター地区 
 
（中核的民間施設）  

  種    類  
施 設 名 

分 類 施設の区分

 
位 置 

 
規  模

 
機   能 

 
備 考

パオレ 政－８ インテリジェ
ントビル 

八王子市 
南大沢二丁
目 

敷地面積 
  4,850㎡ 
延床面積 
 24,234㎡ 

商業施設、 
業務施設（事務 
所）、 
駐車場276台 

 

 

 
 
（中核的民間施設以外の施設）  

  種    類  
施 設 名 

分 類 施設の区分

 
位  置 

 
規  模 

 
機    能 

 
備  考

フレスコ南大沢 政－11 教養文化施設 八王子市 
南大沢二丁
目 

敷地面積 
  12,186㎡
延床面積 
  42,572㎡

文化会館、図書 
館、福祉センタ 
ー、公民館・事 
務所、市民セン 
ター、業務施設 
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⑤ たちかわ新都心及び周辺地区 
 
（中核的民間施設）  

     種      類  
 施   設   名 

分  類 施設の区分 

 
位  置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備  考

 多摩都市モノ 
 レール 

政－７ 交通施設 上北台～ 
立川～高幡
不動～多摩
センター 

全長16km 
 
(業務施設 
集積地区内
約 3.2km) 

多摩地域の南北 
方向の利便性向 
上を図るための 
モノレール及び 
運営基地 

 

 文化・交流・ 
 情報センター 

政－３ 
政－６ 

情報処理施設
研修・会議場
施設 

立川市 
緑町 

未定 人々の交流と諸 
活動の情報発信 
及び当地域に移 
転する国の行政 
機関等との情報 
の交流 

 

 

 
 

（中核的民間施設以外の施設）  
     種      類  

 施   設   名 
分  類 施設の区分 

 
位  置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備  考

 ファーレ立川 
 センタースク 
 エア 

政－８ インテリジェ
ントビル 

立川市 
曙町二丁目

敷地面積 
約 4,454㎡
延床面積 
約34,045㎡

業務施設 
（事務所） 

 

 ファーレ立川 
 センタースク 
 エア内 
 ｢女性総合セ 
 ンター」 
 ｢立川市中央 
 図書館｣ 

政－11 教養文化施設 立川市 
曙町二丁目

約 8,030㎡
女性総合セ
ンター 
 (3,080㎡)
中央図書館
 (4,950㎡)

 女性総合セン 
 ター 
  ﾎｰﾙ､ｷﾞｬﾗﾘｰ､ 
  情報ｺｰﾅｰ等 
 立川市中央図 
 書館 

 

 ファーレ立川 
 センタースク 
 エア内 
 ｢公共駐車場｣ 

政－７ 交通施設 立川市 
曙町二丁目

約 8,520㎡
駐車 220台

公共駐車場  
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⑥ 多摩センター及び周辺地区 
 
（中核的民間施設）  

     種     類  
 施   設   名 

分  類 施設の区分 

 
位  置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備  考

 (仮称)ネット 
 ワークセンタ 
 ー 

政－４ 電気通信及び
放送施設 

多摩市 
落合 

情報関連オ
フィス 

情報ビジネス開 
発、情報通信関 
連オフィス集積 
等を図るための 
機能 

 

 (仮称)高度情 
 報幹線中継施 
 設 

政－３ 情報処理施設 多摩市 
落合 

高速回線施
設 

情報幹線の整備 
による、種々情 
報化事業の推進 
基盤 

 

 多摩都市モノ 
 レール 

政－７ 交通施設 上北台～ 
立川～高幡
不動～多摩
センター 

全長16km 
 
(業務施設 
集積地区内
約 0.8km) 

多摩地域の南北 
方向の利便性向 
上を図るための 
モノレール及び 
運営基地 

 

 共同利用駐車 
 場 
 

政－７ 交通施設 多摩市 
唐木田 

交通利便性
を高め集客
需要に応え
る施設 

公共駐車場  

 

 
 
  （中核的民間施設以外の施設）  

     種    類  
 施  設  名 

分  類 施設の区分 

 
位 置 

 
規 模 

 
機   能 

 
備 考

 パルテノン多 
 摩 
 

政－11 教養文化施設 多摩市 
落合二丁目

延床面積 
約15,283㎡

大・小ホール、 
リハーサル・練 
習施設、会議施 
設、博物施設そ 
の他機能 

 

 東京厚生年金 
 健康づくりセ 
 ンター 
 (サンピア多 
 摩) 

政－11 教養文化施設 多摩市 
落合二丁目

延床面積 
約23,000㎡

ホール、会議施 
設、プール、そ 
の他機能 

 

 (仮称)中央図 
 書館等機能施 
 設 

政－11 教養文化施設 多摩市 
落合 

電子媒体を
活用した書
架、閲覧施
設等 

電子図書館とし 
てネットワーク 
活用の拠点機能 
等 
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 （２） 中核的民間施設の運営に関する基本的な事項 
 八王子中心市街地地区の八王子スクエアビル及び八王子駅南口再開発ビルについて

は、市の中心的施設として、業務・商業、サービス等の集積を促進するとともに、利

用者の確保及び増大に努める。 
 八王子インターチェンジ周辺地区の(仮称)流通業務センターは、地区の基盤となる

施設であり、その適切な運営により、流通関連機能及び消費生活機能の導入を促進し、

地域産業等の振興に寄与する。 
 八王子ニュータウン地区の(仮称)生活・デザイン研究センターは、地区の先導的な

核となる施設であり、産学公連携による適切な運営を図り、地域産業等の振興に寄与

するよう利用者の確保及び増大に努める。 
 たちかわ新都心及び周辺地区の文化・交流・情報センターは、八王子の学園都市セ

ンターや多摩の(仮称)ネットワークセンター等とともに、本業務核都市における中心

的かつ先導的な施設であり、その適切な運営により、業務・商業機能の誘致及び交流

機能導入を促進するとともに、地域産業、文化等の振興に寄与し、利用者の確保及び

増大に努める。 
  多摩センター及び周辺地区の(仮称)ネットワークセンターは、情報通信に係わる技

術や関連産業の急速な成長を視野に入れ、住民、企業等の連携によって運営していく

ことが基本であり、これらが主体となるよう誘導し、参画を図るための体制づくりに

努める。 
 多摩都市モノレールは、本業務核都市における連携・交流の中心的役割を果たし、

業務機能の誘致を促進する施設であることから、その適切な運営により、利用者の確

保及び増大に努める。 
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５ 公共施設等の整備の方針に関する事項 
 業務核都市育成上重要な公共施設の整備については、三市連携を推進するうえで要となる

道路、情報通信施設等の都市基盤の整備促進を図るとともに、鉄軌道、公園、緑地、下水道、

河川等の都市基盤の整備を進めることとする。 
 その基本方針は以下のとおりである。 
 なお、急速な少子・高齢化の進行に併せて、医療・福祉施設の整備を促進するとともに、年

齢構成の変化を見据えたユニバーサルデザインの観点から、公共施設や公共的施設等の整備

・運営を行い、安全で快適な生活環境を達成する。 
 また、良好な都市景観形成の促進を図るため、空間利用の適正な規制誘導や自然環境の保

全等を行う。更に、節水型都市の形成を目指して水の有効利用を推進する。 
 
(1) 道路 
 東京圏の業務核都市との連携を強固なものとするため、圏央道の整備を促進するととも

に、核都市広域幹線道路や都心部との連絡機能を高め多摩地域の活性化に資する多摩新宿

線（仮称）について検討する。また、核都市など多摩地域における主要な地域との連携を

図るため、東京八王子線、国道16号や速達性の向上を確保する都市計画道路等の整備を推

進する。 
 更に、業務施設集積地区相互の結びつきを強固にし、本業務核都市の一体性の確保を図

る道路及び業務施設集積地区と広域幹線道路との円滑なアクセスを図る道路として、八王

子市では、八3･3･2（八王子南道路）や八3･3･41（新滝山街道）等の整備を推進する。 
 立川市では、立3･3･3（新五日市街道）、立3･3･30（立川東大和線）、立3･3･27（南口

大通り線）及び立3･1･34（中央南北線）等の整備を推進する。 
 多摩市では、多3･1･6（南多摩尾根幹線）のほか、市内外にわたり鎌倉街道、松ヶ谷東

中野線等の整備を推進する。 
 また、踏切解消による交通混雑の緩和や地域分断の解消のため、ＪＲ中央線三鷹立川間

連続立体交差化を推進するとともに、ＪＲ青梅線立川西立川間立体交差化の検討を進める。

併せて、交差点すいすいプラン100(平成６年５月)等により、渋滞が著しい交差点の改良を

体系的に進める。 
 

 (2) 鉄軌道 
  広域交通機能の強化のため、ＪＲ中央線三鷹立川間複々線化の推進を図るとともに、Ｊ

Ｒ八高線の複線化を促進する。 
 更に、多摩都市モノレールの八王子、町田ルートについて、事業採算性をはじめ種々の

課題を踏まえながら検討する。また、小田急多摩線唐木田駅からＪＲ横浜線・相模線方面

への延伸についても検討する。 
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(3) 公園・緑地 
 快適な都市環境の形成と防災機能の強化のため、国営昭和記念公園を核とした公園・緑

地の整備と多摩川、浅川等の河川の活用により、生態系を含めた水と緑のネットワークの

形成を図る。 
 更に、レクリエーション機能の充実と自然環境の保全のため、丘陵部等において自然を

活用したレクリエーション拠点の整備を図る。 
 

(4) 下水道 
 多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画と各市の公共下水道計画に基づき、未普及地

域の早期解消による快適な居住環境の形成や多摩地域の河川の水質保全を図るための高度

処理を推進する。また、渇水時における処理水の有効利用、浸水被害解消のための雨水整

備を引き続き進める。 
 

(5) 河川 
 環境の保全・活用へ向けての取り組みや防災機能の強化、更に、レクリエーション機能

の充実のため、河川改修を引き続き推進するとともに、潤いのある水辺空間の整備を図る。 
 

(6) 情報通信 
 高速通信回線の整備は、業務機能の集積や地域情報化に向けて戦略的に取り組む必要が

あり、地域内のＣＡＴＶ会社の連携、下水道管きょ等を活用した光ファイバー網の整備な

ど、複数の可能性を検討しつつ、整備の促進を図る。 
 

(7) その他の都市施設 
 環境の保全、エネルギーの有効活用、防災機能の強化等のため、中心市街地における市

街地開発事業等に併せて、共同溝等の施設の整備を検討する。 
 また、中心市街地においては、業務機能等集積の増大に伴う自動車交通需要の増加に対

応し、駐車場の整備を図る。 
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６ 環境の保全、地価の安定その他整備に際し配慮すべき事項 
(1) 地域の振興又は整備に関する計画等との調和  
 21世紀の国土のグランドデザイン、第５次首都圏基本計画、東京構想2000、東京の新し

い都市づくりビジョン(平成13年10月)、多摩の将来像2001(平成13年８月)及び多摩の 

「心」育成・整備計画(平成10年４月)等による地域整備の基本的な方向に従い、業務機能、

研究開発等に関連する機能、高次な商業・サービス機能、文化・交流機能の立地の促進に

努めるとともに、他の業務核都市との連携を深め、多摩地域の自立や振興のために先導的

かつ中核的役割を担う。 
 

(2) 環境の保全 
 良好な環境の形成と防災機能の強化のため、国営昭和記念公園を核として、主要公園 

・緑地の整備の推進を図るとともに、河川等を活用した生態系を含めた水と緑のネットワ

ークの形成を進め、ゆとりと潤いのある都市空間を創出していく。また、自然公園の適正

な保護と利用を図るとともに、山林や丘陵部においては、無秩序な開発の抑制と良好な自

然環境の保全に努める。 
 更に、業務機能、産業機能等の集積の増大に伴う自動車交通量の増加による大気汚染等

の公害対策についても、道路体系の整備による交通流の円滑化対策を進めるほか、交通渋

滞が著しい中心市街地への交通流入のコントロールに向けた交通需要マネジメント（ＴＤ

Ｍ）について検討する。加えて、低公害車の導入など、公害防止計画等を踏まえて防止、

抑制に努めるほか、廃棄物の減量化やリサイクル化等の適切な措置を講ずることにより、

環境保全に十分に配慮する。 
 

(3) 地価の安定 
 バブル崩壊とともに急激に下落した地価は、全体的には下落幅は縮小しているものの、

今日なお下げ止まってはおらず、引き続き調整局面にあると考えられる。 
 このような状況の中で、業務核都市の育成･整備を推進していくため、今後とも国や関

係自治体と連携し、地価の動向及び取引状況に留意しつつ適正な土地利用の推進を図って

いく。 
 

(4) 適正かつ合理的な土地利用 
  良好な都市景観及び環境の形成に配慮しつつ、東京圏の業務核都市にふさわしい都市空

間の形成を図るとともに､乱開発の防止のため､土地利用関係法令の適切な運用を行う。 
 また、業務施設集積地区については、秩序ある整備のため、計画的かつ総合的に市街地

開発事業の実施を図るほか、都市計画手法の適切な運用により、適正かつ合理的な土地利

用に誘導する。 
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(5) 災害の防止等 
 災害からの安全の確保及び被害軽減、防止のため、河川、道路、公園、消防防災施設等

の整備を図るほか、市街地開発事業の活用による防災対策の実施や共同溝等の整備を図る

ことにより、ライフラインの強化に努めるとともに、立川基地跡地における防災活動の拠

点となる広域防災基地の機能強化を図る。 
 また、開発にあたっては、雨水流出、土砂流出、浸水被害、建築物の不燃化、交通安全、

防犯等の対策に必要な諸施設の整備により、安全で快適な都市空間の形成を図る。 

 更に、水源確保のため、利根川及び荒川水系の水資源施設の開発を促進する。 
 

(6) 業務機能と居住機能の調和 
 業務機能と居住機能の調和を図るため、多摩ニュータウン及び八王子ニュータウンにつ

いては、職と住のバランスのとれたまちづくりを進める。 
 既成市街地については、市街地再開発事業等により、都市基盤施設と併せて都市型住宅

の整備などを行う。 
 
(7) 広域的な交通・通信体系についての配慮事項 
  東京圏の業務核都市と多摩地域の主要都市との連携、役割分担及び都心部との機能分担

を円滑に進めるため、広域的な交通体系の整備を図る。 
 また、情報通信網については、高次な業務機能、産業機能等の立地の促進のため、高度

な情報通信基盤の整備の促進を図る。 
 

(8) 事業の円滑な実施のための推進連絡体制の確立 
  業務核都市の計画及び整備に関係する総合調整、企業誘致等に必要な情報の収集、広報、

誘致活動の展開等を行うことを目的として、東京都、関係市等からなる業務核都市整備推

進体制の整備に努める。 
 

(9) 都市間連携の推進 
 八王子、立川及び多摩の三市は、業務核都市という位置づけに基づいて、広域的な役割 

・機能を発揮するため都市間連携を図る。このため、三市において実施する各種事業につ

いては、極力都市間の連携や分担によることとし、そのための体制づくりを行う。 
 更に、隣接する町田・相模原業務核都市や埼玉県南西部、神奈川県県央等、東京圏西部

方面の主要地域との連携を進め、環状方向の広域連携の実現に資する。 
 

(10) 市民、大学、企業関係者等の参画 
 今後の業務核都市の育成・整備にあたっては、市民生活と調和を図りつつ、市民参加、

地域に立地する大学や企業の参加が不可欠である。このため、様々な取り組みを市民、大

学、企業等に開かれたものとするとともに、広く意見を採り入れるよう努める。 
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(11)業務機能の集積のための措置の実施 
 民間事業者に対して啓発・ＰＲ活動を行うとともに、多摩地域の特性を生かした業務施

設の誘導に努める。 
 また、地域で新たに育ちつつあるベンチャー企業やＳＯＨＯ事業者等に対する適切な支

援を行い､内発的、創造的な業務機能の集積促進を図るとともに、市民やＮＰＯによるコ

ミュニティビジネスに対しても適切な支援措置を今後検討していく。 
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別表１ 

業務施設集積地区名 

市 名 

八 王 子 市 

八王子中心市街地地区 

区          域 

旭町 

東町 

追分町 

１番から２番まで、４番から９番まで、１１番から１２番まで、１３番２から 

３まで、１４番５、２８番から３４番まで、３６番から４５番まで 

子安町―丁目 

１１９番２、同番４、同番８、１２０番から１２１番まで、１２７番３から５ 

まで、同番１３、同番１５、同番１７、１４１番、１４６番から１５１番ま 

で、１５４番から１６１番まで、１６４番から１６６番まで、１６９番から１ 

７２番まで、１９０番、１９８番、２０１番から２０３番まで、２０６番１か 

ら４まで、同番９から１６まで、同番２０から２３まで、同番３１、同番３ 

３、同番３５から３８まで、同番４２から４７まで、同番４９ 

子安町四丁目 

１番から６番まで、８番から１０番まで、２５番から２９番まで、３１番から 

４０番まで、７４番から７９番まで、８１番から８３番まで、８５番から９４ 

番まで 

散田町三丁目 

６８８番から７１０番まで 

新町 

千人町一丁目 

１番１から２まで、同番４から６まで、同番８から９まで、同番１１、同番１ 

３から１４まで、同番２０から２２まで、同番２４、同番２９、同番３６から 

３９まで、同番４１、同番４３から４４まで、２番、５番、６番１、同番３か 

ら９まで、同番１１から１２まで、１０番１、同番４、同番７から８まで、同 

番１１から１４まで、同番１６、１１番 

千人町二丁目 

１３番から１４番まで、１５番１、同番４から５まで、同番７から８まで、同 

番１１、同番１３から１６まで、同番１９、同番２１から２３まで、同番２５ 

から２６まで、同番２８、２９番２、同番４から５まで、同番７、同番１０、 

同番１２、同番１４、同番１７、３０番から３３番まで、３４番１から２ま 

で、同番４、同番８、同番１０から１１まで、同番１３ 

千人町三丁目 

３２番から３３番まで、３４番１から２まで、同番４、同番８、同番１０から 

１１まで、同番 13 
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台町四丁目 

８８番４、８９番２から３まで、１４０番から１４４番まで、１４９番から１ 

５３番まで 

寺町 

中町 

１番から３番まで、５番から１０番まで 

八幡町 

三崎町 

南新町 

１番から３番まで、２４番から２５番まで 

南町 

１番１から６まで、同番３６、２番から４番まで、６番、７番１、８番１から 

３まで、同番６、３０番から４０番まで、４３番から６０番まで、６ ２番から 

７４番まで、７５番１ 

明神町二丁目 

４９０番から５３０番まで、５３３番から５３４番まで 

明神町三丁目 

５３１番、５３５番から５５４番まで、５５９番から５６０番まで、５６２番 

から６０６番まで、６０９番から６３３番まで 

明神町四丁目 

１番から４番まで、４０１番から４２１番まで、４２３番から４２９番まで、 

４３１番、４３５番から４４１番まで、４４５番から４６５番まで、４６９番 

から４７６番まで、４７８番、４８０番から４８８番まで、４８９番１ 

八木町 

１番から９番まで 

八日町 

横山町 

万町 

１番から１２番まで 
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別表２ 

業務施設集積地区名 

市 名 

八 王 子 市 

八王子インターチェンジ周辺地区 

区          域 

梅坪町 

５１番、５７番から７３番まで、８５番から９４番まで、１１０番から１２１ 

番まで、１２３番から１２８番まで、１３０番から１４８番まで、１５１番か 

ら１８９番まで、１９１番から１９２番まで、１９４番から２１３番まで、２ 

３８番から２３９番まで、２４０番１、２４２番、４０２番、４２２番から４ 

２３番まで、４２８番から４２９番まで、４３３番から４７０番まで 

左入町 

１番から２番まで、３番１、４番１、５番１、９番１、１０番から１２番ま 

で、１６番２、３０番２、３１番、３６番から３８番まで、３９番１、４０番 

１、４１番から４３番まで、４４番１、４５番１、同番３、４６番１、１０３ 

番４、１０４番から１０５番まで、１０６番１、１０９番１、１１０番から１ 

１８番まで、１１９番１、同番６、１２０番、１２１番１、同番５から６ま 

で、１２２番１、１２３番１、同番３、１２４番１から２まで、１２５番、１ 

２６番３、同番８、１５１番１、同番４、１５２番から１５７番まで、１６０ 

番から１６４番まで、１６５番３、１６６番から１６８番まで、２２７番、２ 

３５番から２４１番まで、２４４番から２５５番まで、２５６番３、同番６か 

ら７まで、２５７番から２５８番まで、２５９番３、２６０番１、同番３、２ 

６１番３、同番９、２６３番２、同番４から５まで、同番７から８まで、同番 

１０、２６４番から２６７番まで、２７１番、２７４番、２７９番から２８８ 

番まで、２９６番から３００番まで、３０６番から３０７番まで、３１３番か 

ら３１４番まで、３１６番から３２０番まで、３２４番、３２７番から３２８ 

番まで、３３５番１、３３６番、３３７番３から７まで、３４３番２から３ま 

で、同番５から６まで、３４４番１、同番３から４まで、３４５番、３５１番 

１、同番３、３５２番１から２まで、３５３番から３５４番まで、３５６番２ 

から３まで、３５７番１から２まで、３５８番２、同番４から５まで、同番 

７、３６０番から３６２番まで、３６４番から３６６番まで、６９２番、６９ 

３番４、６９４番、７４９番から７５０番まで、７５２番、７７６番７から９ 

まで、７８０番、７８４番から７８５番まで、７８７番から７９１番まで、７ 

９８番から８００番まで、８０４番から８２４番まで、８２６番２、８２７番 

から８２８番まで、８３０番１、８３１番１、８３５番から８４０番まで、８ 

４１番１から３まで、同番７から８まで、８４２番２、８４３番から８４５番 

まで、８５１番から８５３番まで、８５７番、８６１番から８６４番まで、８ 

７１番から８７３番まで、８７５番から８８２番まで、８８４番から８９１番 

まで、８９３番、８９５番から８９７番まで、９２０番から９２１番まで、９ 
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３８番１、９３９番１、９４０番１、９４１番１ 

滝山町一丁目 

３５３番から３７１番まで、３７６番２、３７７番２、３８５番から３９５番 

まで、４０３番、４０８番、４１１番、４３０番２、４６９番、４７９番、４ 

８１番、４８３番、４８６番から４８９番まで、４９４番、４９９番、５０１ 

番、５０７番から５２０番まで、５２４番２、５３３番、５３６番、５４１ 

番、５４３番から５４８番まで、５４９番２、同番４、５６４番１、５６５番 

から５７９番まで、５９２番２、５９８番から５９９番まで、６０９番から６ 

１０番まで、６１３番、６１４番２、６１５番２、６１６番、６２１番から６ 

２４番まで、６２６番、６３０番から６６２番まで、６６６番から６７７番ま 

で、６７９番から６９６番まで、６９８番から７０５番まで、７１０番から７ 

１４番まで、７１６番、７１９番、７２７番から７３０番、７４１番、７４３ 

番から７４４番まで、７４９番から７５１番まで、７５３番から７６１番ま 

で、７６３番、７６５番から７８３番まで、７８５番、７８８番から７８９番 

まで、７９５番から７９８番まで、９２０番から９２５番まで、９３８番から 

９４１番まで 
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別表３ 

業務施設集積地区名 

市 名 

八 王 子 市 

八王子ニュータウン地区 

区          域 

宇津貫町 

７番から１６番まで、１７番１、同番３から５まで、２９番から３４番まで、 

４９番から８２番まで、８８番２、１０２７番から１０５５番まで、１０６４ 

番、１０６５番２から６まで、１０６６番、１０６７番から１０７２番まで、 

１０７８番から１０８３番まで、１０９５番から１１２７番まで、１１３１番 

から１１３２番まで、１１３４番、１１４５番から１２２７番まで、１２２９ 

番から１２４０番まで、１２４２番から１２８７番まで、１２８８番１、同番 

３から７まで、同番９から１２まで、１２８９番から１２９１番まで、１２９ 

２番１、同番３から９まで、１３５８番２、１３５９番から１３７８番まで、 

１３８０番から１３８４番まで、１３８５番１、１３８６番１、１３８７番１ 

から４まで、１３８８番から１４０５番まで、１４０６番２、同番５、同番８ 

から１０まで、１４０７番、１４１８番から１４２０番まで、１４２６番、１ 

４３９番８から９まで、１４４０番、１５９５番１、同番５から６まで、１５ 

９６番１、同番３から７まで、同番９、１６０３番１、同番３、同番５、同番 

８から９まで、１６０８番、１６１２番、１６１７番から１６４１番まで、１ 

６６６番から１６７３番まで、１７２３番から１７２８番まで、１７３３番、 

１７３５番、１７３７番４、１７７８番から１８０４番まで、１８１３番２、 

１８１４番から１８２３番まで、１８２５番から１８２９番まで 

大船町 

９番１、１０番から１２番まで、３９番１、４０番から４６番まで、、４７番 

１から４まで、同番７、同番１０、同番１２、同番１５、４８番、５０番、５ 

５番から５６番まで、５８番から６４番まで、１８６番、１９７番２、１９４ 

番から１９５番まで、１９８番から２０２番まで、２０３番１から３まで、２ 

０４番から２０９番まで、２４３番、２４４番１から５まで、２４５番から２ 

４７番まで、２４８番１、２４９番から２５０番まで、２５３番から２５５番 

まで、２５６番１、２６８番から２６９番まで、２７３番、２７４番２、同番 

１２、同番１６から１８まで、３００番から３１８番まで、７６８番３から４ 

まで、７７０番１から３まで、９３６番から９３７番まで、９４３番から９４ 

６番まで、９４８番から９５１番まで 

片倉町 

３１３７番から３１５６番まで、３１５９番１、３１６０番１、同香８、３１ 

６１番から３１７７番まで、３１８１番から３１８５番まで、３１８８番から 

３２０４番まで、３２０７番から３２１０番まで、３２１４番から３２２４番 

まで、３２２５番イ、３２２６番から３２４２番まで、３２４４番、３２４５ 
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番イ、同番ロ、同番３から４まで、同番ヌ、３３０３番、３３０５番から３３ 

０９番まで 

小比企町 

３０３７番から３０４９番まで、３０５５番から３０５６番まで、３０５９番 

から３０６３番まで、３０６６番から３０７０番まで、３０７５番から３０７ 

９番まで、３１１６番から３１１９番まで、３１３４番から３１３６番まで、 

３１４５番１、３１４６番から３１６８番まで、３１７８番から３１７９番ま 

で、３１８３番から３２０４番まで、３２１１番１から３まで、同番６、３２ 

１２番から３２２８番まで、３２２９番２から３まで、同番６、３２３０番 
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別表４ 

業務施設集積地区名 

市 名 

 
八 王 子 市 

 

南大沢センター地区 

区          域 

南大沢一丁目 

１番から５番まで、１００番、１１４番、１４９番１、１５０番、１５５番 

４、２６２番、２６４番から２６７番まで、２６９番から２８１番まで、２８ 

４番から２８８番まで、２９４番から２９９番まで、３０１番から３２８番ま 

で、３３０番から３８０番まで、３８２番から３８４番まで、３８５番５、同 

番７、３８７番から４００番まで、４０２番、４０４番から４０８番まで、４ 

２４番、４２５番１、４２６番３から４まで、４３０番４から５まで、４３３ 

番３、４４１番から４５１番まで、４５４番から４６１番まで、４６５番から 

４８１番まで、４８２番１から２まで、同番４から５まで、４８３番１、４８ 

４番から４８９番まで、５０３番から５１１番まで、５２８番から５３０番ま 

で、５３３番から５３７番まで、５４６番から５４７番まで、５５１番から５ 

５６番まで、５６０番から５７３番まで、５７５番から５７８番まで、５８１ 

番１、５８３番１、５８４番１、５８８番１、５８９番１、５９０番１、５９ 

１番１、５９５番、５９６番１、５９９番から６１０番まで、６１１番１、同 

番４から５まで、６１３番から６３２番まで、６３３番１、同番５、６３５番 

１から７まで、６３６番から６４８番まで、６４９番１から２まで、６５０番 

１、６５１番２、６５２番２、６５３番２、６５４番２、６５５番３、６５８ 

番２ 

南大沢二丁目 

１番４から６まで、２番から５番まで、２３番、２６番から２９番まで、１１ 

５番１から２まで、１１６番、１１７番１、１１８番から１２０番まで、１２ 

２番から１２４番まで、１６０９番１、１６１３番１、１６１４番、１６１５ 

番２から３まで、同番５、同番７から８まで、１６１７番３、１６１９番１、 

１６２０番４、１６３４番１、１６３８番１、１６４６番１、１６４７番２、 

１６４８番１から２まで、１６４９番から１６５３番まで、１６５４番１、１ 

６５７番２、１６５８番１５から１６まで 

南大沢四丁目 

１番、２番２から３まで、５番から６番まで、５５番から５７番まで、６６ 

番、７１５番１、７１６番１、７１７番から７１８番まで、７１９番１、７３ 

０番１、７３１番１、７３２番１、７３３番、１１１５番から１１１７番ま 

で、１１２０番２、１１２１番２、１１２２番１から２まで、１１２３番、１ 

１３１番、１１３４番から１１３９番まで、１１４０番１、１１４１番１、１ 

１４２番２、１１６４番２、１１６５番１、１１６６番から１１６９番まで、 

１１７０番、１１７１番１、１１７２番から１１７５番まで、１１７６番１、 
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１１７７番１、同番７から８まで、１１７８番１ 

南大沢五丁目 

６１番２、１１１番、５６５番２、５７５番１、５８６番１、５９２番２から 

３まで、６６２番２、同番１０、同番１５、６６３番１から２まで、６６４番 

から６６５番まで、６６６番イ、６６７番イ、６６８番１、６７３番１、 

６７４番１ 
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別表５ 

業務施設集積地区名 たちかわ新都心及び周辺地区 

市 名 

立 川 市 

区          域 

曙町一丁目 

１番１から２まで、２番、３番１から３まで、４番から８番まで、９番１から 

７まで、同番９から１１まで、１０番１から５まで、１１番１から５まで、１ 

２番１から１１まで、１３番１から６まで、１４番３から１６まで、１５番１ 

から２まで、１６番１から２まで、同番４から２３まで、同番２５から２７ま 

で、１８番１、同番３、１９番から２０番まで、２１番１から６まで、２２番 

１から２まで、２３番１から３まで、２４番、２５番１から４まで、２６番１ 

から５まで、２７番１から５まで、同番７から１４まで、２８番１から３ま 

で、同番５から７まで、同番９から１８まで、同番２０から２４まで、３０番 

１から７まで、３３番２から５まで、３４番１から１５まで、３５番１から７ 

まで、３７番１から４まで、３８番２から８まで、３９番１から３まで、４０ 

番、同番３、４１番１から２まで、同番１２、４３番１から４まで、同香１ 

２、４４番１から２まで、４５番１から３まで、４６番１から９まで、４７番 

１から３まで、同番６から１２まで、１３９番１から９まで、１４０番、１４ 

１番１から２まで、１４２番から１４４番まで、１４５番１から２まで、１４ 

６番、１４８番、１４９番１、１５０番１から２まで、１５２番１、同番３、 

同香５から１４まで、同番１６から２０まで、同番２２から２６まで、１５３ 

番１から３まで、１５８番１から７まで、１５９番１、同番３、１６０番から 

１６１番まで、１６２番１から９まで、１６３番１から３０まで、１６４番か 

ら１６７番まで、１６８番１から２まで、１６９番、１７０番１から４まで、 

１７１番から１７３番まで、１７４番１、１７５番１、１７６番１から５ま 

で、同番８から１４まで、同番１８から２４まで、同番３０、１７７番から１ 

８２番まで、１８３番１から３９まで、同番４１から５５まで、１８４番１か 

ら４７まで、１８５番１から２まで、１８６番、１８７番１から２まで、１８ 

８番、１８９番１から２まで、１９０番１から１８まで、１９１番１から４ま 

で、同番６から９まで、１９２番１から４まで、１９４番１から３まで、１９ 

５番１から５まで、同番７、１９７番１、同番４、１９８番から１９９番ま 

で、２００番１、同番４から５まで、２０１番５、２０２番１から３まで、同 

番５から８まで、２０３番１から９まで、２０４番１から５まで、２０５番１ 

から５まで、２０７番１、同番５から１０まで、同番１２から４９まで、同番 

５１から９２まで、２０８番１から８まで、２０９番１から４まで、２１０番 

１、同番３から８まで、同番１４から２３まで、２１１番１、同番４から８ま 

で、２１２番７、２１３番２から１１まで、２１８番１から８まで、３３２３ 

番イの２からイの４まで、同番７、同番９、同番１１、同番１４ 
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１番１から３３２３番１４までに国有地の道路・水路がある。ＪＲ東日本用地 

は除外する。 

曙町二丁目 

１番１から２まで、２番、３番１から４まで、８番１、同番４、９番、１０番 

２、１２番１から２まで、１３番１から２まで、１４番、１５番１から２ま 

で、１６番１から２まで、１７番１から２まで、１８番１から３まで、２０ 

番、２２番から３１番まで、３２番１、４０番、４４番から４５番まで、４６ 

番１から２まで、４７番２から６まで、４９番１から７まで、５０番２、５１ 

番２から３まで、５２番、５３番２、５４番から５８番まで、５９番１から２ 

まで、６０番、６１番１から２まで、６２番１から２まで、６３番１から６ま 

で、同番１１から１６まで、６７番から６８番まで、６９番１から４まで、７ 

０番１から２まで、７１番から７３番まで、７５番１から２まで、同番４から 

８まで、７６番２、同番３から５まで、７７番１から４まで、７８番１から７ 

まで、７９番２から４まで、８０番１から４まで、８１番２から３まで、８２ 

番２から５まで、８３番３から２６まで、８４番２から１７まで、８５番１、 

同番３から８まで、８６番２から５まで、８８番１から７まで、８９番から９ 

０番まで、９１番１から７まで、９２番１、同番３から６まで、同番９から１ 

４まで、同番１７から３３まで、同番３８から４６まで、９４番２から５ま 

で、同番８から２７まで、同番２９、同香３１から３２まで、９５番３から５ 

まで、同番１７、９６番１から１３まで、同番１５、９７番１から３まで、９ 

８番１から３まで。９９番から１０１番まで、１０２番１から２まで、１０３ 

番１から４まで、同番８から１０まで、１０４番、１０５番１から３まで、１ 

０６番１から２まで、１０７番２から３まで、１０８番１から２まで、１０９ 

番、１１０番１から４まで、１１１番から１１３番まで、１１４番１から２ま 

で、１１５番、１１６番１から２まで、１１７番１から２まで、１２１番１か 

ら２まで、１２２番１から３まで、１２３番から１２５番まで、１２６番１か 

ら２まで、１２７番、１２８番１から４まで、１２９番１から２まで、１３０ 

番から１３１番まで、１３２番１から２まで、１３３番から１３４番まで、１ 

３５番２から８まで、１３６番、１３７番１から２まで、１３８番１から２ま 

で、１３９番１から３まで、１４０番から１４３番まで、１４４番１から２ま 

で、１４５番１から２まで、１４６番から１４９番まで、１５０番１から６ま 

で、１５１番から１５２番まで、１５３番２から３まで、１５４番２、１５５ 

番４、１５６番１から３まで、同番５から９まで、同番１５から１８まで、同 

番２２から２６まで、同番２９から４１まで、１５７番２、１５８番２、１６ 

０番４から５まで、同番１１、同番１５、１６１番２から３まで、１６２番 

２、１６３番２から３まで、１６４番２、１６５番２、１６６番２、１６７番 

２、１６８番２、１６９番２から３まで、１７０番１から５まで、１７１番か 

ら１７２番まで、１７３番１から２まで、１７４番１から３まで、１７５番１ 

から２まで、１７６番、１７７番１から３まで、１７９番１から２まで、１８ 

０番、１８１番１から３まで、１８２番、１８３番１から２まで、１８４番、 
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１８５番１から２まで、１８６番から１８８番まで、１８８番２、１８９番１ 

から３まで、１９０番１から５まで、１９１番１から２まで、同番６、１９２ 

番１から２まで、１９３番２から７まで、同番１０から１２まで、１９４番１ 

から５まで、１９５番１から４まで、同番６から８まで、同番１０、同番１ 

２、同番１５、同番１８、１９６番１から３まで、１９７番から１９９番ま 

で、２００番１から２まで、同番６から７まで、同番９から１２まで、同番１ 

６、２０１番１から２まで、２０２番１から２まで、２０３番１から２まで、 

２０４番、２０５番１から４まで、２０６番から２０７番まで、２０８番１か 

ら２まで、２０９番１から２まで、２１０番から２２０番まで、２２１番１か 

ら１４まで、２２２番、２２３番１から３まで、同番５から８まで、同番１ 

０、２２４番、２２５番１から８まで、同番１０から２７まで、２２６番から 

２２７番まで、２２８番１から２まで、２２９番１から５まで、２３０番１か 

ら９まで、２３１番１から２まで、同番４から９まで、同番１１から１２ま 

で、同番１４から２２まで、同番２４から３４まで、同番３６から３７まで、 

２３２番１、同番５、２３３番、２３４番１から６まで、２３５番１から１５ 

まで、同番１７、２３６番２から４まで、２３７番１、同番３から６まで、２ 

３８番２から７まで、同番９から１０まで、２４０番２から４まで、２４１番 

１から１４まで、２４２番から２４３番まで、２４４番１から２まで、同番 

４、同番６から３０まで、番３３から３６まで、同番３８から４７まで、同番 

５０、同番５２から５９まで、同番６１から６４まで、同番６７から６８ま 

で、同番７１から８０まで、２４５番１から２まで、同番４から１１まで、２ 

４７番１、同番３、２４８番１から３まで、２５１番２、同番４から５まで、 

２５３番１、同番６から９まで、２５４番２、同番９から１５まで、同番１６ 

から２２まで、２５５番１から８まで、同番１０から１７まで、２５６番、同 

番３、２５７番、２５８番１、２６０番５、同番７から９まで、２６１番１、 

同番３から４まで、同番６、２６２番３、２６３番から２６４番まで、２６５ 

番１から６まで、同番７から９まで、２６６番１から２まで、２６７番１から 

６まで、２６８番１から５まで、２７０番１から９まで、２７２番２、２７４ 

番１から５まで、２７５番２から１１まで、２７７番２から３まで、２７８番 

１、同番３から５まで、２７９番１から４まで、２８０番、２８１番１から３ 

まで、２８２番１から２まで、２８３番から２８４番まで、２８５番１から６ 

まで、２８７番１から２まで、２８７番４から５まで、２８８番２、２８９番 

１から９まで、２９０番から２９１番まで、２９２番１から２まで、２９３番 

１から２まで、２９４番１、同番３から２４まで、同番２７から２９まで、同 

番３９から４１まで、同番４３から５１まで、３０９９番３、３１１０番２、 

同番５番、同番７番、３１２２番５３、同番５５から５８まで、同番６２、４ 

６５９番１から２まで 

１番１から４６５９番２までに国有地の道路・水路がある。ＪＲ東日本用地は 

除外する。 
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曙町三丁目 

１番１から２まで、３０７４番ハ、同番２２から２３まで、３０７５番３、同 

番８から１０まで、同番１８から１９まで 

１番１から３０７５番１９までに国有地の道路・水路がある。ＪＲ東日本用地 

は除外する。 

泉 町 

７８６番７、同番９、同番１５から１６まで、同番１９から２０まで、８３０ 

番１５、８４１番１、同番７から１１まで、８４２番１から４まで、同番６か 

ら８まで、同番１６から１７まで、同番１９から３４まで、同番３６から３７ 

まで、８４４番７、８９３番１２、９０７番４、同番６、９３５番１、同番 

４、９３９番２、１０６８番２、同番２７から２８まで、１０７２番３、１０ 

７７番２、同番１９番、１０７８番２、同番２３、同番２６、同番６９から７ 

４まで、同番８２、同番８４、同番９２、１０８２番２、同番４から５まで、 

同番８、１０８３番、１０８４番１から１４まで、１０８７番１から２まで、 

１０８８番１、同番３から４まで、１０８９番１から２まで、１０９０番、１ 

１５６番１から２まで、同番４から５まで、１１５７番１、１１５９番１、１ 

１６０番、１１６１番１から２まで、１１６２番１４から１５まで、同番２３ 

から２５まで、１１７６番２から３まで、１１７８番１から２まで、３７６８ 

番１から２まで 

７８６番７から３７６８番２までに国有地の道路・水路がある。 

柴崎町二丁目                         

８０番、８１番１から３まで、８２番１から５まで、８３番１から４まで、８ 

４番１から４まで、８５番、８６番、８７番１から９まで、８８番１から２ま 

で、８９番、９０番１から９まで、９１番１から９まで、９２番１から１１ま 

で、９３番１から５まで、９４番、９６番１から２まで、９７番１から５ま 

で、９８番１から７まで、９９番から１０３番、１０４番１から８まで、１０ 

５番１から４まで、１０６番、１７９番１から３まで、１８０番１から１４ま 

で、１８１番１から５まで、１８２番、１８３番１から３まで、１８４番１、 

１８５番１から１１まで、１８６番１から５まで、１８７番１から４まで、１ 

８８番１から５まで、１８９番から１９０番まで、１９１番１から１５まで、 

１９２番１から３まで、１９３番１から２まで、１９４番１から２まで、１９ 

５番１から２まで、１９６番１から５まで、１９７番１から３まで、１９８番 

１から３まで、１９９番から２００番まで、２０１番１から１４まで、２０２ 

番１から５まで、２０３番１から５まで、２０４番、２０５番１から５まで、 

２０６番１から７まで、２０７番１から５まで、２０８番１から８まで、２０ 

９番１から３まで、２１０番１から９まで、２１１番１から１０まで、２１２ 

番１から７まで、２１３番、２１４番１から２まで、２１５番１から４まで、 

２１６番１から２まで、２１７番、２５０５番２の一部、２５９０番２の一 

部、２５９１番２、２５９２番２、２５９３番２、２５９４番３、２５９５番 

２、２６１６番２、２６１７番２、２６２３番３から４まで、２６２５番２、 
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同番９から１４まで、同番１９から２１まで、同番２３から２７まで、２６２ 

６番４から５まで、同番ロ、２６２７番 ロ、２６２８番１、同番３、２６３ 

６番ロ 

８０番から３６３６番ロまでに国有地の道路・水路がある。 

柴崎町三丁目 

１番１から３まで、２番１から３まで、３番１から５まで、４番１から５ま 

で、５番１から６まで、６番１から５まで、７番１から２まで、８番１から５ 

まで、９番、１０番１から２まで、１１番２、１２番１から２まで、１３番１ 

から６まで、１４番１から２まで、１５番１から４まで、同番６から８まで、 

同番１０から１２まで、同番１４から１５まで、同番１９から２１まで、同番 

２３から２９まで、１６番１から２まで、同番４から８まで、同番１１から１ 

２まで、同番１４から１５まで、同番１８から２２まで、１７番１から４ま 

で、１８番１から３まで、１９番１から４まで、２０番１から５まで、２１ 

番、２２番１から２まで、２３番１から３まで、２４番１から１０まで、２５ 

番１から３まで、２６番１から２まで、同番４から９まで、同番１３から１９ 

まで、２８番１から２まで、２９番、３０番１から３まで、３１番１から４ま 

で、３２番、３３番１から５まで、３４番１から４まで、３５番から３６番ま 

で、３７番１から５まで、３８番、３９番１から６まで、４０番１から３ま 

で、４２番１から９まで、４３番１から１８まで、４４番、４５番、４６番１ 

から２まで、４７番１から４まで、４８番１から８まで、５０番１から６ま 

で、５１番１から３まで、５２番、５３番１から２まで、５４番１から８ま 

で、同番１０から１２まで、同番１４から１６まで、５５番１から６まで、５ 

６番１から２まで、５７番１から７まで、５８番１から８まで、５９番から６ 

０番まで、６１番１、６２番１から３まで、６３番、６４番１から２まで、６ 

５番、６６番１から６まで、６７番１から３まで、６８番１から２まで、６９ 

番１から５まで、７０番１から２まで、７１番１から５まで、７２番から７４ 

番まで、７５番１から１２まで、同番１４から１５まで、７６番１から２６ま 

で、７７番１から２まで、７８番１から２まで、７９番１から７まで、８０番 

１から３まで、８１番１から１６まで、同番１８から２０まで、同番２２、８ 

２番、８３番１から２まで、８４番１から２まで、８５番１から５まで、８６ 

番１から３まで、１０３番２、同番４の一部、同番５の一部、同番６の一部、 

同番７から８まで、同番９の一部、同番１０から１１まで、１０５番１の一 

部、１０６番１から３まで、１０８番２から４まで、１１１番３、１１２番 

２、同番４、同番７、１１４番の一部、１２９番４、同番６、１３７番３から 

４まで、１３９番１の一部、同番２の一部、同番３の一部、１４０番４から６ 

まで、１４３番４から６まで、１４４番２、１４５番３、１５５番１の一部、 

同番２の一部、１５６番１の一部、同番２の一部、１５７番２、１５８番２、 

１５９番２、１６８番３、１６９番２の一部、同番４から５まで、１７０番１ 

３の一部、同番１４、１８０番２から４まで、１８１番の一部、１８２番３か 

ら４まで、１８３番２、１８４番２から３まで、１８５番２ 
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１番１から１８５番２までに国有地の道路・水路がある。 

高松町一丁目 

１番１から３まで、５番１から３まで、１１番、２５番、３０番、９５番１、 

１００番１、同番１２、同番１５から１７まで、同番２１から２２まで、１０ 

８番、１６０番、２７３番１から３１まで、２８１番１から２まで、２８２ 

番、２８３番１、同番３から５まで、同番７から８まで、２８４番２、２９２ 

番１から６まで、同番９、２９３番１から１４まで、３００番１から１５ま 

で、３０６番１から１８まで、３０７番２、３０８番１から３まで、同番９か 

ら２０まで、３０９番１から２まで、同番５から６まで、３１９番から３２０ 

番まで、３２２番、３２９番から３３４番まで、３５１番、３５２番１から６ 

まで、３６４番、３６５番１から６まで、３６７番１から１４まで、３６８番 

１から６まで、３６９番から３７３番まで、３７４番１から７まで、３７５番 

１から４まで、３７８番１から４まで、３８０番１から６まで、３８２番１か 

ら３まで、同番５番から１７まで、３８４番１から３６まで、同番３８から６ 

１まで、同番６３から１０４まで、同番１０６から１０７まで、同番１０９、 

同番１１１から１１４まで、同番１１６から１２１まで、同番１３１から１４ 

６まで、３８５番、３８６番１から９まで、３８８番１から３まで、３６６１ 

番イの３、同番ロの３、３６６４番、３６６５番、同番２ 

１番１から３６６５番２までに国有地の道路・水路がある。 

高松三丁目 

１３番３から６まで、同番８から９まで、同番１１から１２まで、同番１６、 

１４番２、１５番１から７まで、同番９から１１まで、１６番、１７番１から 

２まで、１８番１、同番３から９まで、同番１１から１２まで、同番１６、３ 

３番５から８まで、３７番１、同番３から５まで、３８番から４２番まで、４ 

３番１から１３まで、４５番１、同番４、同番６から７まで、６６番３から５ 

まで、６７番２から３まで、６８番１から５まで、６９番１から７まで、７０ 

番１から３まで、同番５から７まで、７１番１から２まで、７２番１から２ま 

で、７３番から７６番まで、７７番１から３まで、７８番１から２まで、同番 

５、７９番１から２まで、８０番から８１番まで、８２番１から２まで、８３ 

番から８４番まで、８５番１から２まで、８６番１から２まで、８７番から９ 

０番まで、９１番１から３まで、９２番１から２まで、９３番１から７まで、 

９５番、９６番１から２まで、同番４から１０まで、同番２５から３２まで、 

同番４７、同番５２、同番５６から５９まで、同番６８から７４まで、同番７ 

６、１０２番１から５まで、同番７から８まで、同番５０から５２まで、１０ 

３番から１０４番まで、１０５番１から１０まで、１０６番１から２まで、１ 

０７番、１３５番１、同番３、同番５から１０まで、同番１８から２７まで、 

同番７０から７１まで、１３９番１、同番３、同番９から１１まで、１４０ 

番、１５４番１から２まで、１５５番から１５６番まで、１５７番１から２ま 

で、１６０番、３８３０番１１から１３まで 

１３番３から３８３０番１３までに国有地の道路・水路がある。 
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錦町一丁目 

１番１から７まで、同番９から２６まで、３番１から２まで、４番１から２１ 

まで、５番１から２まで、６番、７番１から７まで、８番１から９まで、９番 

１から８まで、１０番１から８まで、１１番１から１２まで、１２番１、同番 

３から１８まで、同番２１から２８まで、同番３０、同番３３から３５まで、 

同番３７から３９まで、同番４２から５１まで、１３番、１４番１から１０ま 

で、１５番１から１０まで、１６番１から２９まで、同番３１、１７番１から 

２、１８番１から１１まで、１９番１から９まで、２０番１から１８まで、２ 

１番１から２３まで、２２番１から５９まで、同番６１から８４まで、２４番 

１から２０まで、同番３３から５８まで、３８番１から５まで、同番７から１ 

５まで、３９番、４０番１から１１まで、４１番から４３番まで、４４番１か 

ら３まで、４ ５番１から２まで、４６番１から４まで、４７番１から６まで、 

４８番から４９番まで、５０番１から３まで、５１番から５２番まで、５３番 

１から１０まで、５４番１から１９まで、５６番１から２まで、５７番１から 

２まで、５８番１から３まで、５９番１、同番３から４まで、６０番３、６１ 

番３、６２番２から４まで、６４番２から５まで、６５番２、６６番１から２ 

９まで、６７番、６８番１から４まで、６９番６から７まで、同番１１、同番 

１６から３０まで、７０番１から５まで、同番７、同番１０から２４まで、同 

番２９から３８まで、同番４４から６１まで、７１番１から６まで、同番１１ 

から１５まで、７２番２、同番４から１３まで、同番１８から１９まで、７３ 

番１、同番４から５まで、７４番、７５番１から１５まで、同番１７から２４ 

まで、７６番、７７番１から２まで、７８番１から４まで、７９番１から２ま 

で、８０番から８２番まで、８３番２、８４番１から２まで、８５番１から２ 

まで、８６番１から２まで、８７番１から２まで、８８番１から２まで、同番 

７から１２まで、９９番１から４４まで、同番４６から５３まで、１００番１ 

から１９まで、１０１番、１０２番１から１０まで、１０３番２から４まで、 

１０４番２、１０６番、１０７番 1から１１まで、同番２１、１０８番１から 

７０まで、同番７３、同番７７から７８まで、１０９番１から１４まで、同番 

１６、同番１８、同番２０から２３まで、同番２５から２９まで、同番３１か 

ら３３まで、１１８番１、同番７から３１まで、同番３３番から３７まで、同 

番４０から４１まで、同番４４から４８まで、１２０番１から８まで、１２１ 

番１から２８まで、同番３２、同番３６から４３まで、同番４６から５７ま 

で、同番５９から６２まで、同番６４から６５まで、同番６８から同番７２ま 

で、１２７番１から３まで、１２９番２、３０２６番２５から２６まで、３０ 

２８番２、同番１８から２０まで、３０６３番２から４まで、同番７、３０６ 

８番ロ、同番７、同番１０、同番１５、同番２３から２６まで、３０７４番 

７、同番９から１１まで、同番１７から２１まで、同番２６、同番２８、同番 

３３、同番４３から４４まで、３０７５番２から３まで、同番５、同番９、同 

番１５から１６まで、３０９９番２、同番８ 

１番１から３０９９番８までに国有地の道路・水路がある。 
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錦町二丁目 

４８番１から７まで、４９番１から３まで、５０番１から２まで、５１番１か 

ら１０まで、５２番１から３まで、５３番１から５まで、同番８から９まで、 

５４番１から１２まで、５５番から５７番まで、５８番１から１３まで、６１ 

番１から４まで、同番７から１１まで、６３番１から１１まで、同番１８、同 

番２６から７４まで、６４番、６５番１から１１まで、６６番１から２まで、 

６７番１から２まで、６８番１から９まで、６９番１、同番３から４まで、７ 

０番１から２５まで、７１番１から１３まで、７２番１から２まで、７３番か 

ら７４番まで、７５番１から２０まで、同番２４から２９まで、７６番、７７ 

番１から４１まで、同番４４から６６まで、７８番１から１０５まで、７９番 

１から１７まで、８０番２から６まで、８１番１から３４まで、８２番１から 

８まで、８３番１から９まで、８４番１から４まで、同番１０から１９まで、 

８５番１から２８まで、８６番１から１９まで、８７番１から２まで 

４８番１から８７番２までに国有地の道路・水路がある。 

錦町三丁目 

１番１から４１まで、同番４３から４４まで、同番４６から５０まで、同番５ 

１から８８まで、２番１から４まで、３番１から２まで、４番１から２まで、 

５番から８番まで、９番１から２まで、１０番１から５まで、２１番１から６ 

まで、２２番１から２９まで、２３番１から２まで、２４番１から６まで、２ 

５番１から２まで、２６番、２７番１から２まで、２８番１から１０まで、２ 

９番１から２１まで、３０番１から２１まで、３１番２、３４番 

１番１から３４番までに国有地の道路・水路がある。 

富士見町二丁目 

１０４番１から２まで、同番５、２９６番２から４まで、２９７番、２９８番 

３から５まで、２９９番３から６まで、３００番３、３０３番１、３０９番 

３、３３１８番イの３、同番５、同番７、同番１１番、３３１９番イの２、同 

番８から９まで、３３３０番イの３、同番５、同番７から８、同番１０ 

１０４番１から３３３０番１０までに国有地の道路・水路がある。 

緑 町 

３１４５番ロ、３１４８番３から４まで、３１４９番２、３１５０番３から４ 

まで、３１５１番イの３からイの４まで、同番ロ、３１５２番３から４まで、 

３１５３番３から４まで、３１５４番イの３からイの４まで、同番ロ、３１５ 

５番ロ、３１５６番イの３からイの４まで、３１５６番ロ、３１７３番１から 

２まで、同番６、同番８から９まで、同番１１から１２まで、３１８０番２、 

３１８１番２、３１８７番２から５まで、３１８８番２から３まで、３２３３ 

番２、３２５６番、３２８０番、３２８２番２、３３０２番、３５６７番、３ 

５９１番、３６２５番１、３６２７番ロ、３６２８番ハ、３６２９番ハ、３６ 

３０番ハ、３６３１番ハ 

３１４５番ロから３６３１番ハまでに国有地の道路・水路がある。 
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別表６ 

業務施設集積地区名 

市 名 

多 摩 市 

 

多摩センター及び周辺地区 

 

区          域 

愛宕四丁目 

１２番１から３まで、１６番１から２まで、１７番１から１４まで、１８番１ 

から４７まで、２２番１から１６まで、同番１８から２６まで、２３番１から 

１１まで、４４番１、同番３から８まで、５４番１、同番３から４まで、５５ 

番１から４まで、５６番１から６まで、６４番６、４１４番１から２まで、４ 

１５番、４１６番２から３まで、４４０番、４４２番から４４３番まで、４４ 

４番１から３まで、４５９番１から２まで、４６０番、４６１番１、４６２ 

番、４６５番１から４まで、４６６番から４６７番まで、４７１番から４７３ 

番まで、４７５番から４７７番まで、５７８番１、１２１７番２、１２１８番 

２、１２１９番１、１２２０番４ 

落合一丁目 

１番１から３０まで、２番１から４５まで、３番１から４まで、同番６から１ 

１まで、同番１３から１９まで、４番１から２４まで、５番１から５まで、同 

番７から１２まで、６番１から５まで、同番７から１０まで、７番１から１２ 

まで、８番１から６まで、９番１から１０まで、１０番１から３まで、１１番 

１から６まで、１２番１から１５まで、１３番１から９まで、１４番１から２ 

まで、同番４から８まで、１５番１から３まで、１６番１から１９まで、１７ 

番２から８まで、１８番１から８まで、１９番１から１７まで、２０番１から 

１４まで、２１番１から９まで、２２番１から７まで、２３番、２４番１から 

１８まで、２５番１から７まで、２６番１から１２まで、２７番１、同番３か 

ら５まで、２８番１から３まで、２９番１から４まで、３０番２、３１番、３ 

２番１から２まで、３３番１から２まで、３４番、３９番１から９まで、４０ 

番１から３まで、４１番２、４３番から４４番まで、４６番１から２まで、４ 

７番、４８番１から２まで、同番４から８まで、４９番１から１３まで、５０ 

番、５１番１から２まで、５２番、５３番１から２まで、５４番、５５番１か 

ら６まで、５６番１から７まで、５７番、５８番１から２まで、５９番１から 

２まで、６０番２から３まで、６１番１から１２まで、６２番１から２まで、 

６３番１か４まで、６４番１から２まで、６６番１から２まで、６７番、６８ 

番１から５まで、６９番１から４まで、７０番から７１番まで、７２番１から 

２まで、７３番１から３まで、同番５、７４番、７５番１から２まで、７６番 

から８０番まで、２２８番３、２２９番、２３０番２、２４５番、２５９番 

１、２６０番、２６２番２、２６３番、２６４番２、２６５番１、２６６番１ 

から２まで、２６８番１から３まで、２７０番から２７１番まで、２７２番１ 

から２まで、２７３番から２７６番まで、２８１番から２８８番まで、２９６ 
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番１から２まで、２９８番、２９９番１から２まで、３００番１から２まで、 

３０３番、９３３番、９３６番から９５５番まで、９５７番から９５８番ま 

で、１００１番から１００３番まで、１００４番イ、１００６番から１０１４ 

番まで、１０３９番１から２まで、１０４０番１から２まで、１０４４番、１ 

０５３番１から２まで、１０７６番から１０７８番まで、１０７９番１から２ 

まで、１０８０番１から２まで、１０８１番１から２まで、１１２５番から１ 

１２６番まで、１１２８番から１１３２番まで、１２１６番、１２１７番１か 

ら２まで、１２１９番イ、同番ロ、１２２０番から１２２１番まで、１２２３ 

番から１２２６番まで、１２２７番１から２まで、１２２９番１から２まで、 

１２３０番３、１２３６番１、１２３７番、１２３９番から１２４２番まで、 

１３２０番１から２まで、１３２７番１から２まで、１３２８番、１４１０番 

１、１４１１番、１４６７番３から４まで、１４７１番から１４７２番まで、 

１４７３番２、１４７５番１、１５００番から１５０１番まで、１５０４番、 

１５０８番１、１５０９番１から２まで、１５１０番１から２まで、１５１１ 

番、１５８２番、１５８５番、１５８６番イ、同番ロ、１５８７番イ、同番 

ロ、１５９０番から１５９１番、１５９３番、１５９５番 

落合二丁目 

２９番１から３まで、３１番１から２まで、３２番、３５番、３６番１から２ 

まで、同番４から６まで、３７番１から２まで、３９番１から２まで、同番 

４、４０番１、４５番２、４７番、４９番１、５１番２から３まで、５２番 

２、１７６５番から１７６６番まで、１７８１番、１７８３番、１７９４番か 

ら１８１６番まで、１８１８番から１８１９番まで、１８２１番、１８２２番 

イ、同番ロ、１８２３番から１８２４番まで、１８２５番イ、同番ロ、１８２ 

６番から１８３４番まで、１８３７番、１８４９番から１８５０番まで、１８ 

５１番イから同番ハまで、１８５２番から１８５３番まで、１８５５番１から 

２まで、１８５６番から１８５９番まで、１８６０番イ、同番ロ 

山王下一丁目 

４番１から１１まで、５番１から１３まで、６番、７番１から７まで、８番１ 

から４まで、９番、１０番１から６まで、１１番１から５まで、１２番１から 

２０まで、１３番１から２１まで、１４番１から１７まで、１５番２、１６ 

番１から１８まで、１８番１から２まで、２０番１、２１番１、同番３から 

４まで、２２番から２６番まで、２７番１、４４１番１、同番９、４４５番か 

ら４４６番まで、４４７番１から４まで、４４８番１から３まで、４４９番１ 

から２まで、４５０番１、同番３、４５１番から４５４番まで、４５８番、４ 

６８番、同番３、４６９番１、５１８番、５７８番１、同番４、同番１１、５ 

７９番、５８０番１、５８１番１、５８２番１、５８４番１から２まで、同番 

イの６、同番ロの１、同番ロの３、５８５番、５８６番２、５８７番３、５８ 

８番、５９５番、５９６番１から７まで、５９７番、５９９番、６００番 

１、６０６番、６０９番から６１４番まで、６２０番から６２１番まで、６２ 

２番１、同番３、６２３番、６２４番２、６２６番、６９１番から６９４番ま 
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で、７０１番から７０２番まで、７０３番２、７０６番、７０７番１、同番 

３、７０８番、７１０番イ、同番ロ、７１２番から７１３番まで、７１４番 

イ、同番ロ、７１５番イ、同番ロ、７１６番から７１７番まで、７１９番、７ 

２９番から７３３番まで、７３７番２、７３８番１から２まで、７３９番、７ 

４１番１、同番４から７まで、１２２８番２、１２３３番１、１２３４番１か 

ら２まで、１２３５番１から２まで、１２３６番１、同番４、１２３７番１、 

１２３９番１から２まで、１２４１番８、１２４２番４、１２４３番３、１２ 

４４番４ 

山王下二丁目 

４４４番１、同番４から９まで、４４７番１から４まで、４４８番１から３ま 

で、５８６番２、５８７番１から３まで、同番７、５８８番から５９０番ま 

で、５９１番６、５９２番１から３まで、５９３番１から２まで、５９５番、 

５９６番１から３まで、同番６から７まで、６１４番から６１６番まで、６１ 

７番１から２５まで、同番２８から２９まで、６１８番１から４まで、同番 

６、６１９番から６２１番まで、６２２番１、同番５、６２６番、６９１番か 

ら６９４番まで、７０１番から７０２番まで、７０３番１から２まで、７１６ 

番から７１９番まで、７２３番から７３２番まで、７３９番、７４０番１、１ 

２３９番５、同番１２、２６１３番４ 

鶴牧―丁目 

１番１から３２まで、２番１から７まで、３番１から１１まで、４番１から１ 

１まで、同番１３から１４まで、同番１６から１８まで、５番１から８まで、 

６番１から１６まで、７番、８番１から１３まで、同番１５、９番５から１５ 

まで、１０番１から３まで、同番７から１０まで、１１番１から１１まで、１ 

２番１から８まで、同番１０から１６まで、１３番１から２まで、１６番１か 

ら２まで、１７番、１８番１から３まで、１９番１から２まで、２０番１から 

２まで、２１番１から３まで、２２番１、２３番、２４番１から２まで、２５ 

番１から２まで、２６番１から３まで、２７番１から２まで、２８番、３０番 

１から２まで、３１番１から３まで、３２番から３５番まで、３６番１から２ 

まで、３７番１から２まで、３８番１から２まで、３９番１から３まで、４０ 

番、４１番１から２まで、４２番１から２まで、４３番１から３まで、４４番 

１から３まで、４５番１から３まで、７９２番、７９４番１から２まで、７９ 

５番から７９６番まで、７９８番１、８４１番３から４まで、８５４番、８５ 

５番１から２まで、８５６番１から２まで、８５７番、８６９番、２０４４番 

から２０４６番、２０４７番１から２まで 

鶴牧二丁目 

１番１から２まで、２番１から１０まで、３番１から５まで、４番１から３ま 

で、５番１から３まで、６番１から６まで、７番、８番１から２まで、９番１ 

から１６まで、１０番１から２７まで、１１番２、１２番１から５まで、１３ 

番１から１０まで、１４番１、１９４８番１から５まで、１９４９番から１９ 

５３番まで、１９５４番イ、同番ロ、１９５５番イ、同番ロ、１９５６番１か 
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ら２まで、２０８７番２、同番１０、２５６２番１から３まで、２５６３番、 

２５６７番、２５６９番から２５７０番まで、２５９３番 

鶴牧三丁目 

１８番１から２まで、１９番、１８０３番、１８９２番から１９０６番まで、 

１９１０番から１９１２番まで、１９１５番、１９１７番から１９１８番ま 

で、１９２０番から１９２４番まで、１９２５番２、１９２６番から１９２７ 

番まで、１９２９番から１９３０番まで、１９３２番、１９３３番１、同番３ 

から４まで、１９３４番から１９３６番まで、１９３７番１から３まで、１９ 

３８番から１９４６番まで、１９５６番、１９６２番、１９６３番１、１９６ 

４番から１９６５番まで、１９６７番から１９６８番まで、２１４６番１から 

６まで 

唐木田一丁目 

１番１から９まで、同番１１から２１まで、２番１から２まで、３番、５番１ 

から３まで、１３番１から６まで、１４番１から２まで、同番４から１１ま 

で、１６番１から２まで、２２番、５２番１から１７まで、５３番１から２０ 

まで、５６番２、５８番１、６１番１から４まで、６５番１から３まで、同番 

５、６６番、７３番１から１０まで、７４番、７５番２、９０番２、９１番 

２、９２番１、９６番２、１２２３番から１２２８番まで、１２２９番１から 

２まで、１２３０番１から２まで、１２３１番１から３まで、１２３２番、１ 

２３４番から１２３７番まで、１２３８番１から２まで、１２３９番から１２ 

４２番まで、１２４３番１から２まで、１２４４番１から９まで、２８３４ 

番、２８３６番から２８４３番まで、２８７８番、２８７９番１から２まで、 

２８８０番１から２まで、２８８１番から２８８２番まで、２８８７番から２ 

８９１番まで、２８９３番１から２まで、２８９４番１から８まで、同番１ 

０、同番１２から１３まで、２８９６番、２８９９番６、２９０３番イ、同番 

ロ、２９０４番、３１５１番１から３まで、３１５２番、３１５８番１、同番 

３、３１７０番１、３１７１番から３１７３番まで、３１７４番５から６ま 

で、３１７５番１、３１９２番１から２まで、３１９３番から３１９４番ま 

で、３１９５番１から６まで、３１９６番１から７まで、３１９７番１から３ 

まで、３１９８番１から２まで、３１９９番、３２００番１から２まで、３２ 

０１番１から３まで、３２０２番１から５まで、３２０３番１から６まで、３ 

２０４番１から３まで、３２０５番１から７まで、３２０６番１から８まで、 

３２０７番１、３２０８番１、同番４、３２３０番 

唐木田二丁目 

７番１から４まで、８番１から２４まで、１０３３番、１０３５番、１０４０ 

番、１０４１番イ、１０４４番から１０４７番、１０４８番１から５まで、１ 

０４９番１から５まで、１０５０番 1から２まで、１０５１番１から３まで、 

１１４４番イ、同番２、同番４、１１４５番から１１４６番まで、１１４８ 

番、１１４９番１から２まで、１１５０番から１１５７番まで、１１５８番３ 

から４まで、１１６９番イ、１１７１番、１１７３番１、１１８５番から１１ 
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８６番まで、１１８８番、１１９２番から１１９６番まで、１２２２番、２８ 

０３番１、同番４、２８０８番、２８０９番３、２８１０番イ、２８１１番か 

ら２８１２番まで、２８２４番から２８２５番まで、２８６３番から２８６４ 

番まで、２８６６番１から５まで、２８６７番１から７まで、２８６８番１、 

２８７５番、３１５６番１、３１５７番１、同番４から５まで、３２２６番 

ロ、３２２７番 

唐木田三丁目 

１番１から３まで 

南野三丁目 

１５番１から４まで、１６番１から３まで、１７番７、同番９から１０まで、 

同番１４から１６まで、同番２１、２８番、２６８４番２、同番５から６まで 


