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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  青梅業務核都市 

 
(2) 業務核都市の範囲 
ア 範囲     青梅市の全域 

総面積 １０，３２６ｈａ 
 
イ 業務核都市及びその区域の設定理由 

青梅市は、東京都の西北部に位置し、都心から 40～60km 圏にある。関東
山地が平野部と接し、東側に向けて扇状の武蔵野台地が形成され、その扇
の要に位置している。秩父多摩甲斐国立公園の玄関口として、豊かな自然
環境に恵まれた都市である。青梅市を東西に貫く多摩川は、市民に憩いと
潤いを与えるとともに、首都圏における観光・レクリエーションの場とし
てにぎわっている。 
市を東西に貫く青梅街道は、御岳参りや甲州間道として多くの人々に利
用され、宿場町として栄えた歴史を有しており、今なお、伝統文化が色濃
く残っている。また、多くの文人墨客が居を構えたことから、今もゆかり
の文化施設が多くあり、観光地としても著名である。 
産業の歴史をみると、江戸城の築造にも使われた石灰や木材の産地であ
った。また、「青梅縞」を始め古くから織物産業も盛んであった。戦後は、
「青梅夜具地」が一世を風靡し、西多摩地域の拠点としての地位を築いた。
昭和 26 年に、３町村の合併により市制に移行し、昭和 30 年には、４か村
を加えて現在の青梅市が形成された。 
市域をみると、東部地域は、ほぼ平坦な地形となっており、宅地や畑な
どに利用されてきた。また、昭和 20 年代後半に始まる土地区画整理事業等
により、計画的な基盤整備が行われ、都市的な土地利用が展開されている。
西部地域は、標高 400～1,000ｍ程度の山間地域となっており、秩父多摩甲
斐国立公園地域に指定されている。名水 100 選の御岳渓流を有する多摩川
の渓谷や、古くから山岳信仰の山として栄えた御岳山、関東有数の梅の里
である梅郷地区など、観光資源に恵まれている。 
こうした歴史的・地形的背景を基に、現在では、電気機械器具などの大
手企業が立地するなど、多摩地域におけるハイテク産業の一翼を担い、首
都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）と中央自動車道（以下
「中央道」という。）の接続により、更なる産業機能の集積や、物流機能の
集積が期待されている。また、近年、ＪＲ青梅駅周辺では、古い街並みや
往年の映画看板を活用した昭和レトロのまちづくりへの取組も行われてお
り、全国的に知名度が高まり来訪者が増えている。 
一方、農林業も主要な産業であり、近年の自然志向・健康志向のライフ
スタイルへの関心の高まりから、都市近郊の利便性を生かした観光農業、
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地産地消の取組など、新たな発展が期待されている。 
市民生活においては、計画的に整備された質の高い居住環境があり、医
療・福祉の面でも高いサービスが提供され、郊外型のライフスタイルの形
成も進んでいる。また、西多摩地域で唯一の大学が立地しており、文化・
芸術面を通じた産・学・公の連携も盛んである。 
交通条件としては、鉄軌道では、ＪＲ青梅線が市の中心部を東西に貫き、
河辺駅、東青梅駅、青梅駅など、市内に 10 の駅がある。近年は、東京、青
梅駅間の直通列車の運行本数が増加し、利便性が向上している。 
幹線道路では、圏央道が、平成８年に青梅インターチェンジ、鶴ヶ島ジ
ャンクション間が開通して関越自動車道（以下「関越道」という。）と接続
し、平成 19 年には中央道とも接続した。また、多摩地域の主要な東西方向
の幹線道路の一つである新青梅街道や、山梨県方面に続く青梅街道などが
走っており、交通の要衝となっている。 
さらに、青梅市に近接する横田基地の軍民共用化に伴うアクセス強化や、
構想路線である多摩新宿線の将来的な整備が期待されるなど、他の業務核
都市や都心部との連携はもとより、首都圏以外の地域との連携の強化が期
待されている。 
業務核都市「青梅」については、首都圏における広域連携拠点として、
中核的施設の整備や活用を積極的に進めるとともに、豊かな自然環境を背
景とした観光産業や農林業の育成を図るなど、青梅らしさを十分に生かし
ながら、業務核都市として重点的に育成・整備を進める。これにより、多
摩地域の自立性を高め、東京圏全体の発展に寄与する。 
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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） 
我が国が人口減少社会に入り都市構造・産業構造が転換する中、今後は「東

京都心部の業務機能分散の受け皿」のみを目的とした業務核都市では不十分で
ある。そのため、業務核都市「青梅」については、自然環境や伝統文化と調和
した持続可能な開発（サステイナブル・デベロップメント）により、付加価値
の高い地域独自の産業づくり・就業の場づくりを進めるとともに、水と緑の豊
かな自然や、歴史的な観光資源を生かして、文化、観光、福祉・健康等の機能
の拡充を図り、業務核都市としての中核性・自立性を高めることを目指す。 
本業務核都市としての将来像は、「豊かな自然の中で、だれもがおもてなしの

心地よさを感じて、住みたくなる都市」とする。この実現に向けて、大きく二
方面から取り組む。 
一つは、多様多彩な人材・人物を吸引する魅力（＝Hi-touch）をつくること
である。そのためには、地域の特産物・特産品をより付加価値の高いものとし
て外部に発信するとともに、観光資源を上手に見せ、つなぐためのまちづくり
を進める。また、芸術・文化に携わる人を重視し支援することにより、地域産
業に新しいデザインを吹き込むなど、様々な方策を進める。 
もう一つは、圏央道の交通利便性を生かした物流機能や産業の集積を図ると

ともに、技術の芽、地域の特性を生かした高度な産業（＝Hi-tech）をつくるこ
とである。特に、「環境」をテーマとする先端技術を生かした産業の支援や、地
盤が堅固で地震に強い土地柄を生かした新しい事業の展開を図る。 
 
（計画フレーム） 
2015 年の人口は、約 14 万９千人を見込む。 
従業地就業者数は、約６万９千人を目指す。また、交流人口の増加に向けた

取組や街の魅力の向上などにより、人口の増加・安定化を図ることにより、昼
夜間人口比の向上を図る。 

 
(2) 整備の方針 
ア 広域的位置付け 
(ｱ) 首都圏整備計画等による位置付け 

首都圏整備計画（平成 18 年９月 国土交通省）では、青梅広域連携拠
点について、「医療機能に加え、生活、文化機能などの拠点として整備を
推進するため、東青梅駅周辺地区において、官庁施設や民間施設などを含
めたシビックコアの形成に向けた調査を行う。」とされている。 
 

(ｲ) その他の上位計画、関連計画による位置付け 
東京の新しい都市づくりビジョン（平成 13 年 10 月）では、「東京圏全
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体を視野に入れた集積のメリットを生かす多機能集約型の新たな都市構造
である『環状メガロポリス構造』の構築を目指す。」とし、「核都市相互の
交流と連携が活発に行われ、核都市連携都市軸が形成される。」としてい
る。また、青梅の将来像については「都県境を越えた環状方向の連携強化
により、自然、歴史、文化と産業集積を活用した、職住近接を実現」、「生
活、文化、医療に関する機能の充実により、豊かな自然環境を生かしたサ
ービス拠点を形成」としている。また、青梅インター等の圏央道のインタ
ーチェンジ周辺の将来像については、「優れた交通結節機能を生かした物
流拠点の立地や、既存の先端技術産業、工業団地を生かした工業、研究機
能の集積地域を形成」としている。多摩川渓流域の将来像については、
「多摩川の渓谷の自然と調和した観光レクリエーションエリアを形成」、
「御岳渓谷の自然、吉野梅郷の風情ある景観、特色ある食文化による観光
的魅力を発揮」としている。 

 
イ 現況と課題 
(ｱ) 人口、人口動態等 

人口は、142,354 人（平成 17 年国勢調査）である。昭和 40 年代から順
調に増加してきたが、平成７～12（1995～2000）年以降、伸びが鈍化し始
めている。東京都の人口に占める青梅市の人口割合は増加傾向にあったが、
平成７（1995）年以降は約 1.17％で推移している。 
青梅市の平成 17（2005）年における年齢別人口構成比は、年少人口
（０～14 歳）13.9％、生産年齢人口（15～64 歳）67.2％、老年人口（65
歳以上）18.9％である。また、今後の年齢別人口構成比は、平成 27
（2015）年に、年少人口 11.2％、生産年齢人口 59.7％、老年人口 29.1％
となっている。今後は、急速に少子高齢化が進むと予測される。 
平成 17 年の昼夜間人口比は 0.90、就従比は 0.85 となっている。 
今後、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。ま

た、少子高齢化が急速に進むことを展望すると、主婦や高齢者などの就業
を支援・促進する必要がある。 
 

(ｲ) 産業構造 
製造品の出荷額等は、昭和 58（1983）年の 2,649 億円から、平成 12

（2000）年には 8,681 億円まで増加した。しかし、平成 13 年以降、大規
模事業所の再編等により大幅に減少し、平成 19（2007）年には 3,701 億
円となっている（各年、工業統計調査報告）。多摩地域の市町村別の順位
では７位となっている。 
卸売業及び小売業の年間販売額（平成 19 年商業統計調査報告）は、そ

れぞれ 661 億円、1,131 億円となっている。多摩地域の市町村別の順位で
は、それぞれ 14 位、12 位となっている。 
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産業構造の特徴としては、製造業の電気機械器具系産業の集積が進んで
いる。 
本業務核都市の育成に当たっては、既存の産業集積及びその特性を生か

して、高度化の促進と新たな集積を図るとともに、観光資源の活用などに
よる新たな産業育成に努め、多摩地域の自立性の向上に寄与することが課
題である。 
 

(ｳ) 機能集積 
本業務核都市には、多摩地域でも上位に位置する工業などの集積が進ん

でおり、先端技術産業や研究機能が集積している。今後は、圏央道の交通
利便性や、優れた交通結節機能を生かし、多摩シリコンバレーの形成に向
け、青梅インターチェンジ周辺地域において、既存工業団地内の物流施設
の再編なども視野に入れた新たな物流機能の立地誘導や、更なる産業集積
を図り、アジアを代表する産業拠点の一つに育成していく。 
業務機能については、中心市街地の駅周辺における業務集積を図る。商

業機能については、近接する郊外都市に大型商業施設の立地が増加するな
どにより、販売額が減少傾向にある。観光商業の取組を始め、地域の特性
を生かした魅力ある商店街づくりを通して、中心市街地の活性化など、活
力あるまちづくりを進めていく。 
文化、観光機能については、市内に芸術や文化の人材が豊富におり、明

星大学や美術館・ギャラリー・アトリエなど、教育・芸術関連施設の集積
もあることから、それらを生かした文化・芸術活動の充実や交流を進めて
いく。また、多摩川や御岳山など、水と緑の豊かな自然や、歴史的な観光
資源を生かして、観光地としての魅力の向上を図っていく。 
福祉・健康機能については、青梅市立総合病院や特別養護老人ホームを

始め多くの福祉施設が立地している。今後は、豊かな自然を生かしたアウ
トドアスポーツとしてウォーキング等の有酸素運動の促進などにより、憩
いと潤いのある健康まちづくりを推進していく。 
 

(ｴ) 広域交通体系 
本業務核都市には、東西方向の交通体系として、都心から伸びるＪＲ中

央線から分岐するＪＲ青梅線及び青梅街道などが走っている。また、環状
方向では、圏央道や多摩南部をつなぐ国道 411 号が走り、多摩地域におい
て主要な交通の要衝となっている。 
鉄道網としては、都心から伸びるＪＲ中央線から分岐し、市を東西方向

に走るＪＲ青梅線のみであるが、ＪＲ八高線が市の東部地域に近接し、南
北方向に走っている。また、路線バスが、域内連携を補完している。しか
し、地域によっては利用者の減による既存路線の維持が課題となっている。 
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本業務核都市には、青梅街道及び新青梅街道が走っているが、今後も、
本業務核都市を多摩地域の拠点として育成していくためには、広域幹線道
路の整備の促進や、主要幹線道路の早期整備とともに、ＪＲ中央線連続立
体交差化、複々線化の促進などにより、区部との連絡性の強化を進め、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。また、横田基地の軍民共用化に伴うアクセス強化も必要である。 
 

ウ 機能の整備方針 
（業務系） 
「企業の中枢管理機能」の集積は乏しく、今後も多くは期待できないが、
多摩地域の拠点として、既存産業の高度化や新製品開発、新たな事業展開
など、地域企業の付加価値を向上させるために必要な業務機能の集積を図
る。 
また、強固な地盤を有する土地柄を生かし、メインシステム（主に東京
都心部及び臨海部での立地を想定）との連携として、首都の中枢機能のバ
ックアップ機能や保管拠点の形成を図る。 
 

（産業系） 
製造業については、高度技術生産機能として、大手メーカーのハイテク
製品製造拠点があり、圏央道の青梅インターチェンジ周辺に近接した市内
２ヶ所の工業団地に集中立地している。 
これらの高度技術生産機能を育成し、高度な産業（＝Hi-tech）の集積を
図る。特に、既存の先端技術産業、工業団地における工業、研究機能の集
積により、新たな企業・工場の進出が誘発される可能性が高いため、圏央
道の青梅インターチェンジ周辺にその受け皿を用意するなど、政策誘導に
より、産業クラスター（産業集積）の形成に向けて産業機能の拡充を図る。
これにより、多摩シリコンバレーの拠点の一つとしての育成を図る。 
また、製造業では、国道 16 号を中心としたハイテクゾーンが形成されて
おり、圏央道により、その連携を強化する。今後は、つくば市、成田市と
の連携、中央道・東名高速道路・関越道などにより、全国各地との連携も
進める。 
農林業については、就業者の減少・高齢化、農産物価格の低迷など多く
の課題を抱え、耕作放棄地や、放置林の拡大が危惧されている。こうした
中、農業については、近年、「地産地消に資する農業」や「自然環境として
の農地」など、食の安全・安心や、多面的な機能を有する農地への関心が
高まってきている。このため、魅力的な都市近郊農業の振興施策を推進す
るとともに、自然環境や生活環境にも配慮し、居住地としての青梅の魅力
の向上に寄与する農地の保全に取り組んでいく。また、西多摩地域等にお
ける農産物の集積拠点として、青梅インターチェンジ周辺の機能強化を図
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る。 
林業は、青梅の豊かな自然を守り育てる産業であることから、後継者の
育成だけでなく、新たな担い手としての「森林ボランティア」を育て定着
させることや、西多摩地域の市町村との連携、さらに山梨、秩父方面との
連携を図り、担い手の育成や都市との交流事業を進める。また、企業にお
ける社会貢献の一つである「企業の森」の誘致など、新たな管理システム
の構築を図る。 
さらに、「環境」をキーワードとして、付加価値の高い農林業、バイオマ
ス・エネルギーの供給源としての農林業、「地産地消」「都市と農村の交
流」を進める拠点としての農林業の実現に向け、積極的に対応する。 
 
（交流系） 
青梅市は、御岳の豊かな歴史・自然や多摩川沿いの渓谷などのほか、吉
野梅郷の梅、塩船観音寺のつつじ、吹上しょうぶ公園の花しょうぶなど、
季節を彩る花の名所や、数多くの美術館、昭和レトロの街並み、歴史ある
祭事やイベントなど、観光資源に恵まれている。 
また、市民マラソンの先駆けである「青梅マラソン」は、全国的にも有
名であり、市民はもとより全国から参加者が集い、青梅を代表する年中行
事の一つとなっている。 
こうした豊富な観光資源とともに、江戸時代の青梅宿のあり方から「お
もてなし」の心を学び、訪問客を温かく迎えるホスピタリティや、自然豊
かな青梅らしさを生かし、地域の魅力を高め、交流を促進して、広域的な
集客力の強化を図る。 
一方、青梅市では、昔から文人墨客が居住していた歴史がある。現在も、
陶芸、絵画、版画、音楽など、様々な分野のアーティストが住み、創作活
動を行っている。また、造形芸術学部を有する明星大学が立地し、アート
活動を始めとした各種の地域連携も盛んである。 
青梅駅周辺の商店街は、古い街並みを生かし、往年の映画看板の設置な
どにより、昭和をイメージしたまちづくりを進めている。また、アート関
連のイベントなど、芸術面の活動も盛んな地域である。こうしたことから、
「アート」を、市の重要な地域特性ととらえ、個々の創作活動だけでなく、
産業や観光、居住にも波及効果が及ぶような活用を図る。それにより、青
梅を頻繁に訪れる人（リピーター）、ファンになってくれる人の増加を図る。 
また、都心部住民の手軽な観光、レクリエーションの場として、青梅市
と都心部との更なる連携強化を図る。さらに、圏央道を活用した広域連携
として、埼玉・神奈川方面及び奥多摩方面などへの観光回遊ルートの開拓
による連携も図っていく。各地域で魅力的な資源をうまくつなぐことによ
り、健康志向・自然志向の余暇需要を喚起し、交流人口の増大、ひいては、



 

 8

定住人口の増大を図っていく。 
少子高齢化が進行する今日、長寿社会における「健康」は、大変重要な
テーマである。市内には、既に、高度な医療を提供する市立総合病院があ
り、特別養護老人ホームも多く立地するなど、治療・介護の面においては
機能の集積が進んでいる。また、豊かな自然を生かしたハイキングコース
にも恵まれている。こうした地域特性を生かすとともに、今後は、様々な
既存施設を活用し、「予防」「運動」に力点を置いて｢健康をつくり・維持す
る」ための都市機能の導入を図り、居住環境としての魅力の向上に努める。 
このほか、西多摩地域の特性を生かし、映画の撮影支援（フィルムコミ
ッション）など文化面の取組を進めるとともに、多摩川流域の市と環境学
習の提供を共同して行うなど、教育面での施策の連携を図る。 
 

（商業系） 
交流機能とも連携させながら、魅力と個性のある商業地を形成し、地域
の豊かな市民生活を支えていく。 
河辺駅周辺の商業集積を図るとともに、観光による来訪の機会に、青梅
駅周辺の商店街に集客できるよう、ロードサイド型の大型商業店舗との差
別化を図りながら、駅前整備、中心商店街の活性化などを進めることによ
り、多摩地域の拠点にふさわしい商業集積地としての高度化、魅力の向上
を図る。 
 

（流通系） 
圏央道や中央道などの広域幹線道路ネットワークの形成を契機に、都県
境を越えた人、モノの交流が活発になってきたほか、横田基地の軍民共用
化が検討され、将来の物流需要の増加も見込まれる。 
このため、圏央道の青梅インターチェンジ周辺地域では、優れた交通結
節機能を生かして、既存工業団地内の物流施設の再編なども視野に入れた
新たな物流機能の導入を検討する。また、青梅市の農林業、製造業等の産
品を、都心や多摩地域のほか、広く首都圏全体に届けるための物流拠点の
整備に向けて、市内の産業と連携した物流機能の導入を図る。 
 

（憩い・緑地系） 
市の土地利用の約 63％が森林である。市内の西部は、標高 900～1,000ｍ
程度の高地であり、ここから東に向けて高度を下げ、標高 300ｍ付近で丘
陵地となっている。西部は、御岳山などの著名な観光拠点があるとともに、
多摩川水系、荒川水系の水源や支流が存在するなど、東京の水と緑の骨格
となる地勢をなしている。中部には、丘陵地や多摩川の河岸段丘に残る崖
線樹林、また、東部の武蔵野台地には、農地や屋敷林が存在するなど、市
内には様々な自然がある。この山岳地から丘陵地、台地にわたって存在す
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る「青梅の緑」は、地勢の変化に伴って多様な姿を有しており、西多摩地
域の緑を象徴する存在である。 
これらの多様な緑は、独立して存在しているのではなく、それぞれが地
勢的、歴史的、経済的なつながりを持って存在している。この点を踏まえ、
総合的な観点から、将来にわたって確保すべき緑の像を明らかにし、「青梅
市緑の基本計画」等と連携して、緑を確保するための計画的な事業の推進
を図る。また、丘陵地の公園やハイキングコースなど「自然」を生かした
「健康」や「憩い」の機能の確保・強化を図るとともに、日常生活に身近
な緑の充実に取り組むなど、緑豊かなまちづくりを進めていく。 
大規模な住宅開発が計画されていた永山北部丘陵については、「青梅の
森」と位置付け、隣接する永山公園の緑と連携して西多摩地域の緑の拠点
として、保全し活用を図っていく。 
一定規模以上の開発や土地区画整理事業など、まちづくり事業の実施に
際しては、青梅全体の緑地の配置を考慮し、一定の緑の量を確保するとと
もに、緑のネットワークの充実に寄与できるよう、緑に関する規制・誘導
を行っていく。 
 

（住宅系） 
近接する八王子・立川・多摩業務核都市等との役割分担を踏まえ、豊か
な自然環境を生かした職住近接の都市の形成を進める。また、市内には、
西多摩保健医療圏の中核病院でもある、救命救急センターを併設する市立
総合病院を始め、15 の病院、94 の一般診療所が立地していることから、医
療体制の更なる充実と連携強化により、安心・安全なまちとしての魅力を
高め、良好な居住環境の整備を進めていく。 
一方、市街地縁辺部や山間部では、水と緑に囲まれた豊かな居住環境の
確保を図っていく。 

 
エ 業務施設集積地区配置の方針 
(ｱ) 各業務施設集積地区の配置 

青梅市を業務核都市として育成・整備していくため、市の中心市街地で
ある青梅、東青梅及び河辺駅の周辺に、業務施設集積地区を配置する。ま
た、この地区を取り囲んで、市の東部では青梅インターチェンジ周辺に、
西部では梅郷・沢井周辺に、南部では青梅・長淵・河辺周辺に、それぞれ
業務施設集積地区を配置し、あわせて４地区の配置とする。 
 

(ｲ) 業務施設集積地区間の機能分担の方向  
（青梅中心市街地地区） 
市の中心市街地である、ＪＲ青梅線の青梅、東青梅、河辺駅を中心とし

た地区については、公共交通機関の利便性や既存の商業・官庁機能の集積、
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区画整理等により整備された都市基盤など、それぞれの駅周辺で特色ある
まちづくりが進められ、良好な居住環境が形成されている。こうした地区
の特色を生かし、また、近接する豊かな自然環境を生かした活力あるまち
づくりを進めていく。 
青梅駅周辺では、旧青梅宿の歴史的景観などを保全しつつ、観光資源を

生かしたまちづくりを行い、まち全体を博物館とする新しい概念（フィー
ルドミュージアム）の導入や、青梅宿アートフェスティバルなどのイベン
トの取組を通し、観光産業や商業の活性化を図り、にぎわいのある中心市
街地の形成を図る。 
東青梅駅周辺では、再開発事業により商業施設等の導入が図られた駅南

口に続き、駅北口において、ユニバーサルデザインに配慮した広場の整備
を進め、利便性の向上を図る。また、シビックコア地区整備計画を定め、
駅周辺に点在している官公庁施設や教育・文化などの機能について、駅近
傍の公共用地に集約化するための検討を進める。あわせて、民間活力の導
入などによる商業系サービスの導入も検討する。 
河辺駅周辺では、民間活力の導入を図りながら、にぎわいと交流のある

中心市街地のまちづくりを行ってきたが、引き続き、文化・業務・商業・
情報・医療など、都市機能の集積を図る。また、様々な年代の市民が、ス
ポーツ・レクリエーションに親しみ、充実した時間を過ごしながら、健康
を維持・増進できるよう、市立総合体育館において、健康に関する情報発
信力の強化を行う。また、近接する市立総合病院とも連携し、健康の維
持・増進機能の充実を図る。 
 

（青梅インターチェンジ周辺地区） 
圏央道の利便性を生かし、既存工業団地の更なる産業集積を図り、先端

技術を核とした研究開発や製造部門の立地促進にあわせて、環境・医療系
などの産業クラスターの形成を図る。 
また、既存工業団地における機能の再編も視野に入れながら、圏央道イ

ンターチェンジに近接した地域特性を生かすため、本地区の周辺地域にお
いて、新たな産業集積用地の確保や、既存工業団地内の物流施設の再編を
図るなど、新たな物流機能の導入を検討する。 
 
（梅郷・沢井地区） 
秩父多摩甲斐国立公園の玄関口に位置し、多摩川の渓流など、水と緑の

豊かな自然の中に、数々の美術館や博物館などがある。これらの観光資源
相互の回遊性を高めることにより、青梅の魅力を高め、リピーターを増や
していく。 
また、近接する御岳山などの登山やハイキング、多摩川の渓流を生かし
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たカヌーや、遊歩道のウォーキングなど、アウトドアスポーツの普及を図
り、青梅ならではの体験型観光拠点としての育成を図る。 
 
（青梅・長淵・河辺地区） 
市内にある造形芸術学部を有する大学を文化・芸術活動促進拠点として

位置付け、「アート」によるまちづくりを促進し、地域の付加価値を高め
ることにより、地域の活性化を図るとともに、「青梅」のファンをつくっ
ていく。 
また、多摩川河川敷には、市民や子供たちの自然体験学習の場を整備し、

河川の親水機能の向上を図るとともに、近接する市民総合運動場とも連携
したレクリエーション機能の導入を図る。 
 

(ｳ) 業務施設集積地区相互等を連絡する交通体系の概要 
幹線道路では、青梅３･４･４（新青梅街道線）、青梅３･５･５（新奥多
摩街道線）、青梅３･４･25（調布橋線）などの整備を進める。また、国道
411 号（吉野街道・青梅街道）の整備を促進し、業務施設集積地区相互の
連携強化を図る。 
鉄軌道では、需要動向等を踏まえながら、ＪＲ青梅線の輸送力の増強な

どを検討する。 
 

オ 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強化を図ると
ともに、業務施設集積地区と圏央道との円滑なアクセスを確保するため、
国道 411 号（吉野街道・青梅街道）の整備を促進する。また、ＪＲ中央線
三鷹・立川間の連続立体交差化を推進し、交差する幹線道路の交通円滑化
を図る。 
業務核都市間の広域的な連携を図るため核都市広域幹線道路、都心部と
の連絡機能を高め多摩地域の活性化を図るため多摩新宿線について検討す
る。 
 

（鉄軌道） 
多摩地域の主要都市間の連携、交通利便性の向上、拠点性の強化、区部
との機能分担・連携のための広域交通機能の強化を図るため、ＪＲ中央線
三鷹・立川間の複々線化について検討する。 
また、だれもが安全かつ快適に利用できる交流・集客拠点として、駅施
設の改善を図るとともに、青梅、東京駅間の直通電車の増発など輸送力の
強化や、観光客のニーズに配慮した展望列車等の導入を検討する。 
さらに、多摩都市モノレール次期整備路線（上北台、箱根ヶ崎間）の整



 

 12

備や構想路線について、周辺開発の動向等も勘案しながら、輸送需要や事
業採算性等も含め、様々な角度から検討する必要がある。 
 

（その他） 
バス路線については、地元自治体と民間事業者等との役割分担の下、住
民の生活、特に交通弱者を支える路線について、ダイヤ・路線の弾力的な
見直しによる効果的な運行などに努め、利便性を向上させ、都民の足とし
てのバスの復権を図る。 
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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ア 地区名 青梅中心市街地地区 

位 置 勝沼、勝沼一～三丁目、西分、西分町一～三丁目、住江町、本
町、仲町、上町、森下町、天ヶ瀬町、滝ノ上町、千ヶ瀬町一・
二・四・五丁目、野上町四丁目、東青梅一～五丁目、師岡、師
岡町四丁目、河辺町四・五・九・十丁目、（別表１に掲げる区
域） 

面 積 約１９７ha 
イ 区域設定の理由 
青梅市の中心市街地として、地域の資源を生かしたまちづくりが進めら
れている。 
青梅駅は、古くから西多摩地域の拠点であり、駅周辺には、歴史ある街
並み、寺社・旧家・旧跡など、歴史的建造物や文化財が多く残されている。
また、公共公益施設や、自然を活用したレクリエーション施設が集積して
いる。 
青梅宿の街並みを今に伝える青梅街道沿いを中心とした区域は、市の条
例に基づく青梅駅周辺景観形成地区に指定されている。また、空き店舗対
策や観光商業などの取組により、交流人口の増加が図られている。 
東青梅駅周辺には、国の機関、市役所、教育センターなど、官庁施設が
立地している。また、大規模公有地が存在することから、これらの官庁機
能の集約や業務施設等の集積のための用地の確保が可能である。さらに、
商業サービス系施設などの導入も含めた駅前づくりの取組が進められてい
る。 
河辺駅周辺は、都市的な基盤整備が完了し、民間の大規模商業施設が相
次いで整備されたのに続き、公共施設も整備され、集客力が高まっている。
また、行政や民間による文化、業務、商業、情報、医療等の都市機能を拡
充する取組が進められている。 
 

②ア 地区名 青梅インターチェンジ周辺地区 
位 置 三ツ原工業団地周辺 

今寺四・五丁目、新町二・五・六丁目、藤橋三丁目、今井三・
五丁目（別表２に掲げる区域） 

    西東京工業団地周辺 
新町八・九丁目、末広町一・二丁目（別表２に掲げる区域） 

面 積 約２２６ha 
イ 区域設定の理由 
青梅インターチェンジの周辺地区であり、優れた交通結節機能を有した
地区である。多摩地域におけるハイテク産業の一翼を担う、二つの工業団
地があり、先端技術を核とした研究開発と製造部門が一体となった企業の
立地が進んでいる。また、本地区の周辺地域においては、既存工業団地内
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の物流機能の再編なども視野に入れた、新たな物流施設の立地の検討がな
されているほか、インターチェンジ周辺の地域特性を生かした新たな産業
の集積が期待されている。 

 
③ア 地区名 梅郷・沢井地区 

位 置 梅郷二～六丁目、柚木町一～三丁目、沢井一～三丁目、御岳本
町、御岳一丁目（別表３に掲げる区域） 

面 積 約１３４ha 
イ 区域設定の理由 
本地区は、日向和田駅から御嶽駅に至る多摩川河岸段丘を中心とした地
区であり、多摩川の渓流など水と緑の豊かな自然に恵まれており、秩父多
摩甲斐国立公園に含まれている。地区内には、民間の美術館や博物館、ギ
ャラリー・アトリエがあり、地区周辺を含めて由緒ある神社仏閣や伝統行
事が残っている。また、梅の公園などでは、季節感に富んだ事業が展開さ
れ、都内はもとより、他県からの集客も多い。一方、多摩川の渓流を利用
したカヌーや御岳山、高水山のハイキングなど、アウトドアスポーツも活
発に行われている。これらの観光資源を効果的に連携させることにより、
交流人口の増加が見込まれる。 

 
④ア 地区名 青梅・長淵・河辺地区 

位 置 滝ノ上町、大柳町、駒木町一・三丁目、長淵一～九丁目、友田
三～五丁目、千ヶ瀬町一～三・五・六丁目、河辺町一～三丁目、
畑中一丁目（別表４に掲げる区域） 

面 積 約２０６ha 
イ 区域設定の理由 
西多摩地域に唯一立地する大学があり、産・学・公が連携し、「アート」
を軸とした、まちづくりが進められている。 
多摩川沿いには、自然に囲まれた公園や、市立の美術館、博物館など文
化施設も立地しており、観光資源が多数存在している。それらの活用、効
果的な連携により、交流人口の増加が見込まれる。また、子供たちの自然
体験学習の場として活用できる多摩川の河川敷がある。 
 

(2) 業務施設集積地区の整備の方針 
① 青梅中心市街地地区 
ア 整備の目的 
青梅駅周辺は、市の景観形成地区に指定されている。建築物のデザイン
誘導、歴史的建築物の保全、歴史と自然に配慮した公共施設の整備等を通
して、青梅らしい景観を守り育て、旧青梅宿を中心に、歴史と文化を生か
した街並みを観光できる、魅力あるまちの形成を目指す。 
東青梅駅周辺は、地区内の大規模公有地を活用し、散在する官公庁施設
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の集約によるシビックコア地区の形成を目指す。 
河辺駅周辺は、文化、業務・商業、情報、医療等の都市機能が集積した、
活力ある中心市街地の形成を目指す。 
 

イ 導入すべき機能及びその配置方針 
青梅駅周辺では、歴史ある街並み、歴史的建造物や文化財などを有効活
用するとともに、歴史的建造物や昭和レトロの街並みを観光資源として生
かすまちづくりを引き続き行っていく。 
また、「アート」を軸とした、まちづくりの活動の場として、既存施設を
活用した芸術活動ゾーンの形成、第一次産品のデザイン拠点の形成などを
図る。 
東青梅駅周辺では、駅に近接して大規模公有地があり、（仮称）市民ホー
ルの建設、シビックコアの形成など、文化、交流、業務機能の集積を図っ
ていく。 
河辺駅周辺では、駅北口に建設された河辺タウンビル内の温浴施設や、
中央図書館の活用を通し、交流人口を増やしていく。また、市立総合体育
館、市立総合病院と連携し、健康の維持･増進機能の充実を図っていく。 
 

ウ 中核的施設の整備の方針 
青梅駅周辺では、現在ある市民会館を、まちのにぎわいの創出など多目
的な活動に利用できる、ホールや学習施設として再整備する。また、既存
の民間施設を再整備し、芸術交流拠点として活用していく。 
東青梅駅周辺では、文化、交流拠点として、コンサートホール、劇場機
能を持った（仮称）市民ホールの整備を進める。 
河辺駅周辺では、既存の市立総合体育館を活用し、スポーツ機能に加え
てレクリエーションの要素を有する健康の維持・増進機能を導入する。 
 

エ 公共施設等の整備の方針 
市域を東西に連絡する青梅街道のバイパスである青梅３･４･４（新青梅
街道線）については、引き続き整備を進める。また、青梅３･５･12（青梅
中央道線）及び青梅３･５･５（新奥多摩街道線）は、電線類の地中化や、
周辺の景観まちづくりと連動した整備を進める。また、南北方向を連絡す
る青梅３･５･24（根ヶ布長淵線）、青梅３･５･26（永山グランド線）は、景
観などに配慮しつつ重点的に整備を進める。 
 

② 青梅インターチェンジ周辺地区 
ア 整備の目的 
先端技術を核とした研究開発機能や電気機械器具産業、輸送機械産業な
どの更なる集積を図るとともに、周辺の自然環境との調和に配慮しながら、
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環境、医療等の機能を導入し、産業クラスターの形成を目指す。 
 

イ 導入すべき機能及びその配置方針 
既存工業団地周辺においては、先端技術を核とした研究開発や製造部門
の立地を誘導するとともに、環境、医療等の産業集積を目指す。 
青梅インターチェンジの優れた交通結節機能を生かし、既存花卉等卸売
市場の更なる活用を図るとともに、既存の物流施設の再編も視野に入れて、
土地利用の検討を進める。 
また、本地区周辺の市街化調整区域においても、農業振興との調整を図
りながら、物流機能などの導入を含め、健全で秩序ある土地利用について
検討する。 
 

ウ 中核的施設の整備の方針 
先端産業の研究開発拠点である民間研究開発機関の充実を図る。また、
農林業の活性化に向けて、既存の花き等の卸売市場の活用や、花粉対策事
業のために整備された貯木場の副次的効果として、林業の活性化を図る。 
 

エ 公共施設等の整備の方針 
本地区では、区画整理等による面的な基盤整備が完了しており、新たな
公共施設の整備は予定されていないが、工業団地を東西に横断する青梅３･
４･６（東京街道線）について、歩道整備等の道路改良を行っていく。 
また、本地区周辺の市街化調整区域においても、ハイテク産業、流通機
能等の導入を視野に入れて、農地利用との十分な調整を図りながら土地利
用計画を策定し、道路など基盤整備について検討する。 
 

③ 梅郷・沢井地区 
ア 整備の目的 
日向和田駅を基点として多摩川沿いに西に延びる地区であり、秩父多摩
甲斐国立公園に含まれている。本地区では、豊かな自然環境の保全を図り
ながら、観光の魅力を高め、訪問者（ビジター）を増やしていく。また、
カヌーなど、多摩川の渓流を活用したアウトドアスポーツの普及に努め、
青梅ならではの魅力の向上を図る。 
 

イ 導入すべき機能及びその配置方針 
観光の魅力を高め、青梅市への訪問者（ビジター）を増やすため、既存
美術館や博物館、公園等の十分な連携を図るとともに、観光情報発信拠点
の形成、地域連携による観光回遊プログラムの形成、歩いて巡る周遊型観
光の振興を図る。 
吉野街道沿いには、交通交流拠点の形成を図り、観光バスなどによる来
訪者の休憩場所を整備し、利便性を向上させる。また、多摩川では、良好
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な自然環境の保全を図りながら、カヌー拠点を整備するとともに、既存施
設である多摩川遊歩道（吉野氷川線）の積極的な活用を図り、青梅ならで
はのアウトドアスポーツなどによる交流人口の増加を目指す。 
 

ウ 中核的施設の整備の方針 
既存の美術館や博物館、梅の公園などの連携を強化し、訪問者の回遊性
の向上を図る。 
吉野街道沿いには、交通交流拠点の形成を図り、観光客の利便性を向上
させる。吉野梅郷においては、梅の里まちづくりと連携しながら市を代表
するレクリエーションの拠点として、梅の公園の拡張等を進めていく。ま
た、御岳渓谷の近隣に、カヌー拠点の施設を整備する。 
 

エ 公共施設等の整備の方針 
青梅３･４･４（新青梅街道線）など幹線道路網の整備を推進し、隣接す
る都市との結びつきを強化する。 
 

④ 青梅・長淵・河辺地区 
ア 整備の目的 
青梅のファンを増やすため、「アート」により地域の付加価値を高めるこ
とを目指す。 
多摩川左岸部の連続性ある河岸段丘の崖線樹林の保全を図るとともに、
多摩川沿いにある美術館等の観光資源としての更なる活用や、多摩川を活
用した自然体験学習の場やレクリエーション機能の充実を図る。 

 
イ 導入すべき機能及びその配置方針 
造形芸術学部を有する既存の大学を、芸術活動の担い手の育成や市民の
文化・芸術活動を促進するための施設として活用するため、文化・芸術活
動促進拠点に位置付け、大学との連携を強化する。 
多摩川沿いにある既存の美術館や博物館について、観光資源としての魅
力の強化を図る。また、多摩川の河川敷に、子供を中心とした市民の自然
体験学習の場やレクリエーション機能の導入を図る。 
 

ウ 中核的施設の整備の方針 
既存大学施設を、文化･芸術活動促進のための拠点として位置付け、市民
と大学との連携強化を進める。 
既存の美術館や博物館について、周辺の自然豊かな公園との連携や展示
物などにより、観光資源としての魅力の強化を図る。 
また、多摩川の河川敷に、水と親しむ空間として、自然環境を生かした
親水空間の形成、駐車場など必要な施設の整備を進める。 
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エ 公共施設等の整備の方針 
業務施設集積地区と圏央道との円滑なアクセスの確保のため、国道 411
号（吉野街道・青梅街道）の整備の促進を図る。 
景観、親水性、生態系の保全・再生など環境面に配慮し、自然環境を生
かした多摩川の活用を図る。 
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４ 中核的施設の整備等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 青梅中心市街地地区 

【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 

（仮称）芸
術交流拠点 

政－11 教養文化施設 西分町三
丁目 

敷地面積 
約 10,000 ㎡ 
延床面積 
約 1,500 ㎡ 

歴史・伝統文化
を生かした織物
体験や芸術文化
作品の展示場、
小ホールなど 

 

河 辺 温 泉
「梅の湯」 

政－12 スポーツ又は
レクリエーシ
ョン施設 

河辺町十
丁目 

延床面積 
2,345 ㎡ 

温泉施設、リラ
クゼーション施
設など 

 

 
【中核的民間施設以外の中核的施設】 

種 類 
施設名 

分 類 施設の区分 
位 置 規 模 機 能 備 考 

（仮称）多
目的施設 

政－15 多様な機能を
有する施設 

上町 敷地面積 
1,653 ㎡ 
延床面積 
3,307 ㎡ 

学習、ホール、
展示などの多目
的な用に供する
施設 

 

（仮称）市
民ホール 

政－11 教養文化施設 東青梅一
丁目 

未定 音楽及び演劇な
どの用に供する
ための多様な機
能を有する施設 

 

中央図書館 政－11 教養文化施設 河辺町十
丁目 

延床面積 
3,440 ㎡ 

図書館  

総合体育館 政－12 スポーツ又は
レクリエーシ
ョン施設 

河辺町四
丁目 

敷地面積 
12,405 ㎡ 
延床面積 
6,842 ㎡ 

体育館  
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② 青梅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 

㈱青梅イン
ターフロー
ラ 

政－９ 流通業務施設 今井五丁
目 

敷地面積 
約 9,520 ㎡ 
延床面積 
約 4,480 ㎡ 

総合園芸地方卸
売市場（荷受荷
捌所、オークシ
ョンルームな
ど） 

 

カシオマイ
クロニクス
㈱ 

政－１ 研究施設 今井三丁
目 

敷地面積 
約 24,400 ㎡ 
延床面積 
約 19,190 ㎡ 

電子部品の研究
開発、製造など 

 

アロカ㈱東
京事業所 

政－１ 研究施設 今井三丁
目 

敷地面積 
約 14,710 ㎡ 
延床面積 
約 2,947 ㎡ 

最先端医療機器
の研究開発など 

 

㈱日立製作
所マイクロ
デバイス事
業部 

政－１ 研究施設 新町六丁
目 

敷地面積 
約 67,200 ㎡ 
延床面積 
約 53,400 ㎡ 

LSI の開発・製
造、半導体関連
先端技術の研
究・開発など 

 

住友金属鉱
山㈱機能性
材料事業部
青梅事業所 

政－１ 研究施設 末広町一
丁目 

敷地面積 
約 67,900 ㎡ 
延床面積 
約 42,000 ㎡ 

ペースト、結晶
材料やメッキを
中心とする表面
処理技術の開発
など 

 

㈱タチエス
技術センタ
ー 

政－１ 研究施設 末広町一
丁目 

敷地面積 
約 8,230 ㎡ 
延床面積 
約 7,990 ㎡ 

自動車座席（シ
ート）の研究開
発 

 

㈱東芝青梅
事業所 

政－１ 研究施設 末広町二
丁目 

敷地面積 
約 120,000 ㎡ 
延床面積 
約 110,000 ㎡ 

PC、電子デバイ
ス、映像機器等
の研究開発、製
造など 

 

 
【中核的民間施設以外の中核的施設】 

種 類 
施設名 

分 類 施設の区分 
位 置 規 模 機 能 備 考 

貯木場 政－９ 木材貯留施設 新町六丁
目 

敷地面積 
約 13,500 ㎡ 
貯木面積 
約 11,000 ㎡ 

スギ花粉発生源
対策事業により
搬出される丸太
の選別、一時保
管施設 
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③ 梅郷・沢井地区 
【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 

吉川英治記
念館 

政－11 教養文化施設 柚木町一
丁目 

敷地面積 
約 6,000 ㎡ 
延床面積 
約 655 ㎡ 

吉川英治作品、
自筆書画及び吉
川邸（草思堂）
などの展示施設 

 

青梅きもの
博物館 

政－11 教養文化施設 梅郷四丁
目 

敷地面積 
約 660 ㎡ 
延床面積 
約 500 ㎡ 

皇室衣装や時代
衣装などの展示
施設 

 

澤乃井櫛か
んざし美術
館 

政－11 教養文化施設 柚木町三
丁目 

敷地面積 
約 6,191 ㎡ 
延床面積 
約 732 ㎡ 

髪飾りを主とし
た江戸～昭和期
の工芸品等の展
示施設 

 

玉堂美術館 政－11 教養文化施設 御岳一丁
目 

敷地面積 
約 1,500 ㎡ 
延床面積 
約 360 ㎡ 

川合玉堂の作品
や枯山水庭園の
展示施設 

 

たましん御
岳美術館 

政－11 教養文化施設 御岳本町 敷地面積 
約 492 ㎡ 
延床面積 
約 447 ㎡ 

明治～昭和期の
近代日本美術作
品の展示施設 

 

 
【中核的民間施設以外の中核的施設】 

種 類 
施設名 

分 類 施設の区分 
位 置 規 模 機 能 備 考 

（仮称）交
通交流拠点 

政－ 
７、15 

多様な機能を
有する施設 

柚木町三
丁目 

敷地面積 
約 1,800 ㎡ 
延床面積 
未定 

観光振興拠点
（駐車場、観
光、交通情報施
設など） 

 

（仮称）カ
ヌー拠点 

政－12 スポーツ又は
レクリエーシ
ョン施設 

御岳渓谷
周辺 

未定 カヌー競技運営
施設 

 

梅の公園 政－12 スポーツ又は
レクリエーシ
ョン施設 

梅郷二・
四丁目 

敷地面積 
約 4.5ha 

梅を中心とした
レクリエーショ
ン施設 
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④青梅・長淵・河辺地区 
【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 

文化･芸術活
動促進拠点 
（明星大学） 

政－11 教養文化施設 長淵二・
五・九丁
目 

敷地面積 
約 85 万㎡ 

芸術に関する担
い手の育成及び
市民の文化・芸
術活動など学習
施設 

 

 
【中核的民間施設以外の中核的施設】 

種 類 
施設名 

分 類 施設の区分 
位 置 規 模 機 能 備 考 

多摩川親水
施設 

政－12 スポーツ又は
レクリエーシ
ョン施設 

河辺町一 
・二丁目 

未定 水辺に親しむレ
クリエーション
施設 

 

市立美術館 
・小島善太 
郎美術館 

政－11 教養文化施設 滝ノ上町 延床面積 
1,745 ㎡ 

美術館  

郷土博物館 政－11 教養文化施設 駒木町一
丁目 

延床面積 
786 ㎡ 

博物館  

 
(2) 中核的民間施設の運営に関する基本的な事項 

青梅中心市街地地区の（仮称）芸術交流拠点は、大学や地域のアートグルー
プなどの交流を促進する展示場として活用し、まちのにぎわいを創出する。 
青梅インターチェンジ周辺地区の研究開発施設は、先端産業の中核施設であ

り、新たな産業の振興に寄与するよう、適切な運営を促していく。 
梅郷・沢井地区の美術館や博物館などの文化施設は、豊かな自然の中に立地

しており、施設相互の回遊性を高め、青梅市へのリピーターを増やしていく。 
青梅・長淵・河辺地区の文化・芸術活動促進拠点は、文化・芸術活動促進の

ための体験・学習、情報発信等の拠点として、市民が気軽に利用できるよう取
組を促していく。 
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５ 公共施設等の整備の方針に関する事項 
 
業務核都市の育成上、重要な公共施設として、道路、情報通信施設のほか、鉄
軌道、公園、緑地、下水道、河川等の都市基盤の整備を進めていく。 
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合わせて、医療・福祉施設の整備を促進する
とともに、ユニバーサルデザインの観点から、公共施設、公益施設等の整備・運
営を図り、安全で快適な生活環境を実現する。 
また、良好な都市景観の形成を促進するため、空間利用の適切な規制誘導や自
然環境の保全を図る。さらに、節水型都市の形成を目指して水の有効利用の取組
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。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、速
達性の向上につながる都市計画道路等の整備を推進する。 
本業務核都市における業務施設集積地区相互の結びつきを強固にし、一体性

の確保を図る道路、及び業務施設集積地区と圏央道との円滑なアクセスを図る
道路として、国道 411 号（吉野街道、青梅街道）などの整備を推進する。また、
ＪＲ中央線三鷹・立川間の連続立体交差化を推進し、交差する幹線道路の交通
の円滑化を図る。 
さらに、第二次交差点すいすいプラン (平成 17 年２月)などにより、渋滞が
著しい交差点の改良を計画的に進める。 
業務核都市間の広域的な連携を図るため核都市広域幹線道路、都心部との連

絡機能を高め多摩地域の活性化を図るため多摩新宿線について検討する。 
 
(2) 鉄軌道 

多摩地域の主要都市間の連携と利便性の向上、拠点性の強化、区部との機能
分担・連携に向けた広域交通機能の強化を図るため、ＪＲ中央線三鷹・立川間
の複々線化について検討する。 
さらに、多摩都市モノレールの延伸について、周辺開発の動向等も勘案しな

がら、輸送需要や事業採算性等も含め、様々な角度から検討する必要がある。 
 

(3) 公園・緑地 
快適な都市環境の形成と防災機能の強化に向けて、市の中心的な公園として、
永山公園の総合的な機能の充実を図る。その他の公園・緑地の整備については、
都市計画公園・緑地の整備方針に基づき計画的な整備を図る。 
これらの公園緑地や、多摩川及びその崖線緑地の保全により、生態系を含め

た水と緑のネットワークの形成を図る。 
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さらに、自然環境の保全に配慮しつつ、丘陵部など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。 
大規模な住宅開発が計画されていた永山北部丘陵については、「青梅の森」と
位置付け、隣接する永山公園と連携させ、自然を体感できる里山として保全し
活用を図っていく。 

 
(4) 下水道 

多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画、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。 

 
(5) 河川 

都市の安全性と快適な環境を確保するため、総合的な治水対策を推進する。
公園等と一体となった河川の整備とあわせて、環境機能の向上、保全を図り、
水辺に親しめる安全で快適な水辺空間の創出を図る。 
 

(6) 情報通信 
高速通信回線の整備については、業務機能の集積状況を踏まえ、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会社との連携、下水
道管きょなど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、
整備の促進を図る。 
 

(7) 保健、医療、福祉、スポーツ 
市民が健康で生き生きと生活するため、保健・医療・福祉・スポーツ等の分

野が連携し、年齢や体力に応じた市民の健康づくりを推進する。 
 
(8) その他の都市施設 

中心市街地においては、業務機能等の集積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 

国土形成計画全国計画（平成 20 年７月）、首都圏整備計画（平成 18 年９月）、
10 年後の東京（平成 18 年 12 月）、東京の新しい都市づくりビジョン(平成 13
年 10 月)及び多摩の「心」育成・整備計画(平成 10 年４月)などによる地域整備
の基本的な方向に従い、業務機能、研究開発等の機能、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
携を強化し、多摩地域の自立や振興のための先導的かつ中核的役割を担う。 

 
(2) 環境の保全 

緑の保全に関しては、将来にわたって確保すべき緑の像を明らかにし、「青梅
市緑の基本計画」等と連携して計画的な事業の推進を図っていく。 
また、良好な環境の形成と防災機能の強化のため、永山公園など、主要公園･

緑地の整備の推進を図るとともに、河川等における生態系を含めた水と緑のネ
ットワークの形成を進め、緑の規制・誘導も行いながら、ゆとりと潤いのある
都市空間を創出する。 
さらに、業務機能、産業機能の集積に伴う自動車交通量の増加による大気汚

染などの公害対策についても、道路体系の整備による交通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流入交通のコントロールに向けたＴ
ＤＭ(交通需要マネジメント)施策について検討する。加えて、東京都環境基本
計画などを踏まえ、低公害車の導入などに努めるほか、廃棄物の減量化やリサ
イクル化など適切な措置を講じることにより、環境の保全に十分に配慮する。 
このほか、本業務核都市の地域特性や環境特性を生かし、環境と調和したま

ちづくりを進めるため、「青梅市環境基本計画」等を踏まえながら、地球温暖化
対策など環境負荷の少ないまちづくりの推進に配慮する。 
 
(3) 地価の安定 

業務核都市の育成･整備を円滑に推進していくため、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、適切な土地利用を図っていく。 

 
(4) 適切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、秩序ある整備に向けて、計画的かつ総

合的にまちづくりを進めるほか、都市計画手法の適切な運用などにより、適正
かつ合理的な土地利用を誘導する。 

 
(5) 災害の防止等 

災害からの安全の確保、被害の軽減や防止のため、河川、道路、公園、消防
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防災施設等の整備を図る。 
また、開発に当たっては、雨水流出、土砂流出、浸水被害、建築物の不燃化、
交通安全、防犯の対策のために必要な諸施設を整備することにより、安全で快
適な都市空間の形成を図る。 
 

(6) 業務機能と居住機能の調和 
職住が近接した魅力ある居住環境の形成に向けて、交通利便性、各種サービ

スへの近接性、自然との共生、良好な景観の形成、バリアフリー化など多様な
ニーズに対応するまちづくりを推進する。 
 

(7) 広域的な交通体系についての配慮等 
本業務核都市と、東京圏の業務核都市、多摩地域の主要都市との連携、都心
部との機能分担などを円滑に進めるため、広域的な交通体系の整備を図る。 

 
(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・整備に関する調整、企業誘致などに必要な情報の収集、
広報、誘致活動等の円滑な実施に向けて、東京都、関係市などからなる連絡・
推進体制の整備を図る。 

 
（9）業務機能の集積促進のための措置の実施 

多摩地域の特性を生かした業務機能の誘導に向けて、民間事業者に対する啓
発・ＰＲ活動を展開する。 
また、内発的、創造的な業務機能の集積を促進するとともに、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を行っていく。 
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別表１ 

業務施設集積地区名 青梅中心市街地地区 

市 名 区            域 

 
青 梅 市 

 
勝沼 
１１番５、１２番４、１５番２、同番ハ、同番ハの１、同番６から
７まで、同番９から１２まで、１６番７、同番ロ 
勝沼一丁目 
２３番２、同番４、２６番１０、２７番１から５まで、同番１０か
ら１２まで、同番１４から１６まで、２８番１から４まで、同番
６、同番８から１０まで、同番１２から１９まで、２９番１から６
まで、３０番１から６まで、３１番２から４まで、同番６から１７
まで、３２番１から１６まで、同番１８から２７まで、３３番１、
同番イ－２、同番ロ、同番３、同番ハ－１、同番ハ－２、同番ニ、
同番９、同番１１から２１まで、３４番１、同番イ－２、同番ロ－
１、同番ロ－２、同番５から１０まで、３５番１から１３まで、３
６番１から４まで、同番６から１４まで、３７番１から６まで、３
８番１から５まで、３９番１から３まで、同番７から９まで、４０
番２から６まで、同番８から１９まで、４１番１から３まで、同番
５から１４まで、４２番１から２まで、４３番１から８まで、４４
番１から１０まで、４５番１、同番４から７まで、４６番１から５
まで、同番７、同番９から１５まで、４７番１から７まで、４８番
１から５まで、４９番１から８まで、５０番１から７まで、５１番
１から２まで、５２番から７まで、５３番１から３まで、同番５か
ら８まで、５４番１から１１まで、５５番２から４まで、同番６、
５６番１から１１まで、６０番１から４まで、同番７、６１番１か
ら２まで、６２番１、６３番、１８４番１－２、同番イ－３、同番
４から６まで、同番８から１０まで、１８５番イ－２、同番イ－
３、同番ロ、同番４、同番６から７まで、１８６番イ－２、同番イ
－３、同番ロ、同番４、同番６、同番８から９まで、１８７番ロ－
２、同番５から７まで、同番９、１８８番２、同番ロ－３、同番
５、同番１３、１９０番２、同番ロ－３、同番３、同番６から７ま
で、同番９、同番１１、同番１３から１４まで、同番１６、１９１
番１から２まで、同番ロ－２、同番ロ－３、同番５から６まで、１
９２番１、同番ロ、同番３から４まで、１９３番１から２まで、１ 
９４番１、同番４ 
勝沼二丁目 
１４５番１から３まで、１４６番、１４７番１から８まで、１４８ 
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 番１から７まで、１４９番１から３まで、１５０番１から４まで、
１５１番、１５２番１から５まで、１５３番から１５４番まで、１
５６番、１６０番１から１１まで、１６１番３、１６２番３、１６
３番、１６４番２から６まで、１６６番１、同番３から５まで、４
６９番から４７５番まで、４７６番１から３まで、４７７番イから
ロまで、４７８番から４７９番まで、４７９番２、４８０番イから
ロまで、４８０番３、４８１番から４８２番まで、４８２番２、４
８３番イからヘまで、４８３番７から８まで、４８３番リ、４８３
番１０から１１まで、４８４番から４８８番まで、４８８番２、４
８９番から４９１番まで、４９２番イからロまで、４９３番１から
４まで、４９４番、４９５番イからロまで、４９６番から５０２番
まで、５０２番２、５０３番、同番２、５０４番から５２５番ま
で、５２５番２、５２６番から５２８番まで、５３３番の一部、５
３４番１の一部、５３５番、５３６番３、５３７番、５３８番２、
５４０番１から２まで、５４１番１から２まで、５４２番、同番
２、５４３番から５４４番まで、５４５番１から２まで、５４６
番、５４７番１から３まで 
勝沼三丁目 
５７番１から３まで、５８番１から６まで、５９番１から１１ま
で、６０番６、同番９から１０まで、６１番３から４まで、同番６
から９まで、６２番３から４まで、６４番１、同番３から９まで、
同番１１から１４まで、６５番１、同番１１から１２まで、同番１
８、６７番１から２まで、６８番１、同番３から５まで、同番７か
ら８まで、６９番１から５まで、同番７から１１まで、７０番２か
ら５まで、同番８、７１番１から２まで、同番４、同番７から１３
まで、７２番１から５まで、同番７から８まで、７３番１から７ま
で、７４番２から６まで、同番９、７５番イ、同番２、同番４から
５まで、７６番、７７番１、同番３から５まで、７８番１から５ま
で、７９番イ、同番２から３まで、８０番１から５まで、同番７か
ら１１まで、８１番１から３まで、８２番１から２まで、同番４か
ら１４まで、８３番１から２まで、同番４から６まで、８４番１か
ら２まで、同番４、同番６から１６まで、８５番１から７まで、８
６番イ、同番２、同番ハからニまで、同番５、同番ヘ、同番７から
８まで、８７番１から３まで、８８番１から２まで、同番４から９
まで、同番１３、８９番１から２まで、同番４から６まで、同番８
から１０まで、９０番１から２まで、同番４から１２まで、９１番
１から３まで、同番５から１０まで、９２番１から１５まで、９３
番２から３まで、同番５から７まで、同番９、９４番５、同番９、
９５番１、９６番１、同番３、同番５、９７番１から９まで、９９ 
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 番１から８まで、１００番１から１５まで、１０１番１から３ま
で、同番ハ、同番５から８まで、同番１０から１５まで、１０２番
１、同番５から８まで、１０３番ハ、同番４から５まで、１０５番
１、同番Ⅱ、同番ハ、同番９、同番１２から１３まで、同番１５、
１０６番１、同番イ－３、同番５から８まで、１０７番１、同番イ
－３、同番４から７まで、１０８番１から２まで、同番Ⅱ－３、同
番５から７まで、同番１０から１２まで、１０９番イ－３、同番３
から７まで、１１０番イ－３、同番３から７まで、１１１番イ－
３、同番３から７まで、１１２番１から５まで、１１３番２、同番
ハ、同番４から５まで、同番７、１１７番２から３まで、１１８番
２から６まで、１２０番５から１０まで、同番１２から１４まで、
１２４番イからロまで、１２５番１から５まで、１２６番１から５
まで、１２８番１から１８まで、１３０番１から５まで、同番７か
ら１６まで、１３１番イ、同番ハ、同番４から７まで、１３８番１
から６まで、１３９番１、同番３、１４０番１から４まで、１４１
番１から３９まで、同番４１から４６まで、同番４９から７０ま
で、同番７２まで、１７９番１から３まで、１８０番１から２ま
で、１８１番１から８まで、１８２番１から９まで、１８３番ロか
らハまで 
西分 
２１１番ハ、同番４、２１２番４から５まで、２１３番ロの２、同
番ハ、同番５から６まで、２１４番ロの２、同番ハ、同番５から６
まで、２１５番ロの２、同番ハ、同番５から６まで、２１６番ロの
２、同番ハ、同番５から６まで、２２３番２、２２４番ハ、同番４
から５まで、２２５番ハ、同番４から６まで、２２７番ハ、同番４
から５まで、２２８番ロ、同番ハ、同番４、２３６番ハ、同番４か
ら６まで、２３８番ロ、同番３から５まで、２４６番ハ、同番４か
ら７まで、２４７番ハ、同番４から６まで 
西分町一丁目 
西分町二丁目 
西分町三丁目 
住江町 
本町 
仲町 
上町 
２７８番１から３まで、同番５から６まで、同番８から９まで、３
２４番１、同番ロ、同番３から１２まで、３２５番１から３まで、
同番５、同番７から１６まで、３２６番１、同番４から９まで、３
２７番１から２まで、３２８番１から２まで、３２９番、３３０番 
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 １から２まで、３３１番１から２まで、３３２番から３３５番ま
で、３３６番１から１０まで、３３７番イ、同番ロ－１、３３８番
から３３９番まで、３４０番１から３まで、３４２番イからロま
で、３４４番１から２まで、３４５番１から３まで、３４６番１か
ら２まで、３４７番１から２まで、３４８番１から７まで、３４９
番１、同番３、３５０番２、３５１番２から３まで、３５２番イか
らロまで、３５３番から３５４番まで、３５５番１から３まで、３
５６番１から２まで、３５７番１から２まで、３５９番１から５ま
で、３６０番１から２まで、３６１番、３６２番１、同番３から５
まで、３６３番、同番２、３６４番、同番２、３６５番、３６６番
１から２まで、３６７番から３６８番まで、３６９番１から２ま
で、３７０番、３７１番イ、同番イ－１、同番３から４まで、３７
２番１から２まで、３７３番１から６まで、３７４番１、３７９
番、３８０番１、同番ロからハまで、同番４、同番ホ、同番６から
１０まで、３８１番１、同番ロからニまで、３８２番２、同番４、
同番ハからホまで、同番７、３８５番ハからホまで、同番８、同番
１０、３８６番１、同番ハからニまで、同番６、３８８番１、同番
３、同番ニ、同番５から７まで、３８９番１から２まで、３９０番
１、同番ハからニまで、同番５、３９１番１、同番イ－３、同番イ
－４、３９１番６、３９２番１、同番ハからニまで、同番５、３９
３番２、同番ハからニまで、同番５から７まで、３９４番２、同番
ハからニまで、同番５、同番６、３９５番１、同番イ－２、同番イ
－３、同番ロ－２、同番ロ－３、同番４、同番７から１０まで、３
９６番イ、同番２から３まで、３９７番２、同番３の一部、同番６
の一部、３９８番ロ、４０６番１、同番ロ、同番３から６まで、４
０７番 
森下町 
４０８番から４１０番まで、４１１番１から２まで、４１４番、４
３２番２、同番ハからホまで、同番６、４３３番２、同番ハからホ
まで、同番６、４３４番２、同番ハからホまで、４３４番６、４３
５番２、４３５番ハからホまで、同番６、４３６番２、同番ハから
ホまで、同番６から８まで、４４６番ロからハまで、４４７番イか
らハまで、同番４、４４８番ロからハまで、４５１番２、４５１番
ハからホまで、同番６から８まで、４５３番２から４まで、同番
６、４５４番１から５まで、４５５番１から２まで、４５６番１、
同番ハからホまで、同番６から１０まで、４５７番ハからホまで、
同番６、４５８番１、同番ロからニまで、同番５、４５９番１から
４まで、４６０番１から２まで、４６１番１から２まで、４６３番
２、４６４番ニ、４６５番１から５まで、４６６番１、同番ロから 
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 ホまで、４６７番１から３まで、４６８番１、同番ロからニまで、
同番５から６まで、４６９番１、同番ロからニまで、同番５から７
まで、４７０番１、同番ハからホまで、同番６から７まで、４７１
番１から３まで、４７２番、４７３番ハからホまで、同番６、４７
５番ロからハまで、同番４、４７６番１、同番ロからハまで、同番
４から６まで、４７７番ロからハまで、４７８番１から２まで、４
７９番１、同番ロからハまで、同番４から５まで、４８０番ロ、４
８１番イからロまで、４８１番３から５まで、４８２番１、同番
ニ、同番５から６まで、４８３番１、同番ニからホまで、同番６か
ら８まで、４８４番１、同番ハからニまで、同番５から１０まで、
４８６番１、同番ハからニまで、同番５から９まで、４８７番ニか
らホまで、４８８番１、同番ハからホまで、同番６から７まで、同
番９から１０まで、４８９番１、同番ハからホまで、同番６から８
まで、４９０番１から５まで、４９１番１から３まで、４９２番１
から３まで、４９３番１から２まで、４９４番１から４まで、４９
５番１から５まで、４９８番１から３まで、４９９番１から４ま
で、５００番１から３まで、５０１番１から３まで、５０２番１か
ら６まで、５０３番１から２まで、５０４番１から４まで、５０５
番１から２まで、５０６番１から５まで、５０７番１、同番４から
７まで、５０８番１から５まで、５０９番１から２まで、５１０番
１から２まで、５１１番１から６まで、５１２番１から３まで、５
１３番１から６まで、５１４番１から３まで、同番５から７まで、
５１５番１から２まで、５１６番１から２まで、５１７番から５１
８番まで、５１９番１から３まで、５２０番１から８まで、５２１
番１から５まで、同番１０、同番１２、同番１６、５２２番、５２
３番１から２まで、５２４番１から２まで、５２５番１から２ま
で、５２６番１から２まで、５２７番１から２まで、５２８番、５
２９番イからロまで、同番３、５３０番１から２まで、５３１番１
から７まで、５３２番、５３４番１から３まで、５３５番１から８
まで、同番１０、５３７番１から３まで、５３８番１から４まで、
同番６、５３９番１、同番３から１４まで、５４０番２、５４２番
１から４まで、５４３番１、同番３、５４４番１から３まで、５４
５番１から４まで、５４６番１から６まで、５４７番１から２ま
で、５４８番１から２まで、５４９番１から３まで、５５０番１か
ら２まで、５５１番１から３まで、５５２番１から８まで、同番１
０から１５まで、５５３番２、５５４番２から３まで、５５５番か
ら５５７番まで、５５８番４から５まで、５５９番２から３まで、
５６０番６から７まで、１１２５番１から４まで、１６１２番１か
ら１０まで 
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 天ヶ瀬町 
１１０１番１、１１１１番１から２まで、同番７、同番９、同番１
３から１４まで、同番２０から２１まで、同番３０ 
滝ノ上町 
１２３０番１から２まで、１２３１番、１２３２番１から４まで、
１２３３番イからロまで、１２３４番１、同番３、１２３５番、１
２３７番１から５まで、同番７から１４まで、１２３８番１、同番
３、１２３９番１から３まで、同番６から１１番まで、１２４０番
３から５まで、１２４２番２から４まで、同番６、１２４３番３か
ら４まで、１２７４番１、同番７から８まで、同番１３から１４ま
で、同番１６、１２７６番２、１２７７番１から２まで、同番７か
ら９まで、１２８２番１から４まで、１２８３番、１２８４番１か
ら２まで、１２８５番、１２８６番イからロまで、同番３、１２８
７番、１２８８番イからロまで、１２８９番１から２まで、１２９
２番１、同番３から６まで、１２９３番１から２まで、１２９４番
１から２まで、１２９５番１から４まで、１２９６番１から３ま
で、１２９７番イからロまで、１２９８番１から２まで、１２９９
番１から３まで、１３００番１から５まで、１３０１番イからロま
で、１３０２番１から５まで、１３０３番１から６まで 
千ヶ瀬町一丁目 
５９番３、６１番１から４まで、６２番２から４まで、６３番２、
６５番４の一部、同番１４、６９番３、７１番１、同番３、同番７
から１０まで、７２番１から２まで、７３番１から２まで、７４番
１から３まで、７５番から７７番まで、７８番１から２まで、７８
番４、７９番２、８３番２、同番５、同番６の一部、同番１５、８
４番１から７まで、８５番１から９まで、８６番、８７番１から１
２まで、８８番１から２まで、８９番、９０番１から３まで、９１
番１から９まで、９２番１、同番３から６まで、９３番から９４番
まで、９５番１から２まで、９６番１から２まで、９７番から９８
番まで、９８番２、９９番、１００番２、１０３番２から５まで、
１０４番２から５まで、１０４番２から５まで、１０８番２から５
まで、１０９番３から９まで、同番１１から１５まで、１１０番２
から５まで、１１１番２から５まで、１１２番から１１３番、１１
３番２、１１４番、１１５番１、同番イの２、同番イの３、同番
ロ、同番５、１１８番２から４まで、１３３番２、同番４の一部 
千ヶ瀬町二丁目 
１１６番１から２まで、１１７番１から２まで、１３８番２から４
まで、１３９番１から１０まで、１４０番、１４１番２、１４２番
１から３まで、１４３番１から３まで、１４４番１から３まで、１ 
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 ４５番３、同番５、同番９、同番１１、同番１３、同番１９から２
０まで、同番２６、同番２８から２９まで、１４６番２、同番５、
同番７、１４７番２から５まで、１４８番２から５まで、２１８番
２、２１９番３、同番５、２２１番１から３まで、同番５、２２２
番１から３まで、同番５から７まで、２２３番１から８まで、２２
４番１、同番ロ、２２５番から２２６番まで、２２７番１から２ま
で、２２８番から２２９番まで、２３０番１から１０まで、２３１
番１から８まで、２３２番から２３５番まで、２３６番１から２ま
で、２３７番１から８まで、２３８番１から１１まで、２３９番１
から５まで、２４０番、２４１番１、２４１番４から５まで、２４
２番２から３まで、同番５、同番７から１２まで 
千ヶ瀬町四丁目 
２４１番３、３０４番２から３まで、３１８番３から４まで 
千ヶ瀬町五丁目 
５７９番２から３まで、同番５から７まで、５８０番３から４ま
で、５９１番２から５まで、５９２番２から３まで、同番５、同番
７から１７まで、５９３番１から２まで、６８８番３から４まで、
同番７、同番９、６９４番１、同番３、６９５番２から６まで、７
０１番２から３まで、同番５、７０２番２から３まで、７０５番２
から４まで、７１０番２から３まで、７１１番５から６まで 
野上町四丁目 
１番１から１１まで、２番１から２３まで、３番１から１５まで、
同番１７から３１まで、同番３３から３５まで、同番３７から３８
まで、４番１から１５まで、同番１７から３６まで、同番３８、５
番１から１４まで、６番１から１４まで、１６番、１９番、２１番 
東青梅一丁目 
東青梅二丁目 
１番１から１２まで、３番１から２まで、４番１から２５まで、同
番２７から２９まで、５番１から５まで、同番７から４７まで、１
１番１から９まで、同番１１から１２まで、同番１４から３３ま
で、１２番１から１６まで、１３番１から３まで、同番５から２０
まで、同番２３、１４番１から３０まで、同番３３、同番３５から
３７まで、１５番１から１６まで、１６番１から２８まで、１７番
１から９まで、１８番１から３まで、同番５、同番７、２３番１の
一部、同番２、２４番１、同番３の一部、２５番１から２まで、同
番５の一部、同番７から１５まで、同番１７の一部、同番１８の一
部 
東青梅三丁目 
５番１から２１まで、６番１から１８まで、７番１から５まで、同 
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 番７、同番１２から１６まで、８番１から１８まで、同番２０から
３１まで、９番１から２２まで、２５番８の一部、２７番２の一
部、同番４の一部、２８番５の一部、同番９から１１まで、同番１
２の一部、同番１３、同番１４の一部、同番１５から１７まで、同
番２７ 
東青梅四丁目 
東青梅五丁目 
３番１から５まで、２９番１、同番２の一部、同番４ 
師岡 
１０１９番３から４まで、１０２０番３から６まで、１０２１番２
から３まで、１０２３番３から４まで、１０２４番３から４まで、
１０２７番２から３まで、１０５９番２から４まで、１０６０番３
から４まで、１０６１番３から４まで、１０６２番３から４まで、
１０６７番３から５まで、１０６８番３から４まで、１０６９番
２、１０７１番３から４まで、１０７２番２から３まで、１０７３
番２から４まで１０７４番３から４まで、１０７５番２から３ま
で、１０７９番３から５まで、１０８０番３から４まで、１０８１
番３から４まで、１０８２番３から５まで、１０８８番３から５ま
で、１０８９番３から４まで、１０９０番３から４まで、１１０２
番２、１１０３番３から６まで、１１０６番２、１１０７番３から
４まで、１１１０番３から４まで、１１１５番３から４まで、１１
１７番２から４まで、１１１８番３から４まで、１１２１番２、１
１２２番３から４まで、同番６、１１２３番３から５まで、１１２
９番３から５まで、１１３３番２から４まで、１１３６番３から７
まで、１１３７番３から４まで、１１３８番３から４まで、同番
６、１１３９番２から３まで、１１６１番２、同番５、１１６７番
３から４まで、同番８から９まで、１１６８番３から４まで、同番
７から８まで、１１７２番３から４まで、同番７から８まで、１１
７３番１、同番３から４まで、同番７から９まで、１１７７番２か
ら３まで、１１７８番３から５まで、１１７９番３から４まで、同
番６から７まで、１１８０番２から３まで、同番５から７まで 
師岡町四丁目 
１番１から５まで、同番８から１８まで、２番１から１７まで、３
番、４番１、同番１２、５番１から１６まで、同番１９から３３ま
で、６番１、９番１から６まで、同番８から１８まで、１０番１か
ら５まで、同番８から９まで、同番１１から２４まで、１１番１か
ら１７まで、１２番１から１４まで、同番１６から１８まで、１３
番１から２７まで、１４番から１７番まで、１９番から２３番まで 
河辺町四丁目 
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 １番１から６まで、２番１から１１まで、３番１から１０まで、４
番１から２０まで、５番１から１３まで、６番、７番１から１５ま
で、８番１から２９まで、９番１から２１まで、１０番１から２０
まで、１１番１から１８まで、１２番１から１７まで、同番２１、
１３番１から４まで、同番７から１０まで、１４番１から９まで、
１５番１から１７まで、１６番１、同番６から７まで、１９番１か
ら１９まで、同番２１から２３まで、同番２５から２８まで、２０
番から１６まで、２３番、２４番の一部、２５番から２８番まで、
３０番の一部、３１番から３４番まで 
河辺町五丁目 
１番１から１２まで、２番１から１６まで、３番１から１３まで、
同番１６から１８まで、４番１から３まで、５番１から２１まで、
６番１から８まで、７番１から１０まで、８番１から１５まで、９
番１から１９まで、１０番１から１４まで、１１番１から１０ま
で、１２番１から１６まで、１３番１から１０まで、１４番１から
９まで、１５番１から１１まで、１６番１から８まで、１７番１か
ら２３まで、１８番１から１９まで、１９番、２０番１から３ま
で、２１番１から２２まで、２２番１から２８まで、２３番１から
１３まで、同番１５から１６まで、同番１９から２５まで、２７番
２、同番４から６まで、同番８、２８番、２９番１の一部、同番１
３、同番２０から３１まで、同番３９から５０まで、同番５４から
７０まで、同番７２から７６まで、３０番、３２番、３３番の一
部、３４番から４７番まで、５１番 
河辺町九丁目 
１番１から４１まで、６番２から３まで、同番６から７まで、同番
３０から３３まで、同番３６、７番５から６まで、同番８から１１
まで、同番１４から１５まで、同番５７、同番６８から６９まで、
同番７１から７２まで、同番７４から７５まで、同番７７から８２
まで、同番８４から８６まで、１１番の一部、１２番の一部 
河辺町十丁目 
 
上記の区域とその区域内に介在する道路・河川等 
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別表２ 

業務施設集積地区名 青梅インターチェンジ周辺地区 

市 名 区            域 

 
青 梅 市 

 
今寺四丁目 
１４番１から２１まで、１５番１から１２まで、１６番１から９ま
で、同番１１から２８まで、１７番１から７まで、同番１４から２
８まで、２６番から２７番まで 
今寺五丁目 
１０番１から６１まで、１３番１から３まで、同番６から１２ま
で、１４番１から５まで、１５番１から１３まで、１６番１から２
２まで、１７番１から１１まで、同番１６番から３７まで、１８番
１から２まで、同番４から１７まで、同番１９から３０まで、同番
３２から８０まで、１９番１から２まで、２０番１から４まで、２
１番から２３番まで、２９番の一部、３０番 
新町二丁目 
３４番１から１１まで、３５番１から７まで、３９番１から２７ま
で、４３番１から２まで、４８番４から５まで 
新町五丁目 
３２番１から１２まで、同番１４から２２まで、同番２５から２９
まで、３３番１から１７まで、５０番１から２９まで、５１番１か
ら３２まで、５２番１から２５まで、５５番１４、５６番、５８番
２から３まで、６１番３から４まで、６２番１から３まで 
新町六丁目 
３番１から４まで、６番、８番１から１３まで、９番１から１４ま
で、１０番１から１０まで、１１番１から１０まで、１２番１から
１５まで、１３番１から２３まで、１４番１から２９まで、１５番
１から４５まで、１６番１から３まで、同番６から７まで、同番
９、１７番、１８番１から２まで、同番４、１９番１から２まで、
２０番から２１番まで、２２番１から４まで、２３番１から１０ま
で、２４番から２５番、２６番１から５まで 
新町八丁目 
１番１から２１まで、2番１から３まで、３番１から１１まで、4番
１から１１まで、５番１から１５まで、６番１から２６まで、７番
１から１５まで、８番１から１９まで、９番１から２まで、１０番
１から２０まで、３１番、３２番、３３番１から２まで、３４番
１、３５番１から２まで、３７番１から２まで 



 

37 

 新町九丁目 
１番１から６まで、５番、１９９８番１から２まで、１９９９番１
から２まで、２０００番１の一部、同番２、２００１番１の一部、
同番３、２００２番２、同番５の一部、同番６から７まで、２００
３番１の一部、同番３から４まで、２００４番２、同番３の一部、
２００５番２、同番３の一部、同番４から５まで、２００７番１の
一部、同番２の一部、同番３、同番４の一部、同番５から１０ま
で、２００８番１の一部、同番２、同番４、同番５の一部、同番６
の一部、２００９番、２０１０番１の一部、同番２、２０１１番１
の一部、同番２、２０１２番１の一部、同番２、同番３の一部、２
０１３番１の一部、同番２、２０１４番１の一部、同番２、同番３
の一部、２０１５番１から１９まで、２０１６番１、同番３から１
５まで、２０１７番４、２０１８番２から４まで、２０１９番１か
ら２まで、２０２０番２から４まで、同番６から７まで、同番９、
同番１１から１５まで、２０２２番３、同番５から６まで、２０２
６番２から３まで、２０３１番４、２０３３番３、２０３５番３か
ら４まで、２０３７番１、同番３から５まで、２０３８番１から５
まで、同番７から２９まで、２０３９番１から１２まで、同番１７
から２６まで、２０４０番１から２まで、同番４から７まで、同番
９から１０まで、２０４１番１から５まで、同番８から２０まで、
２０４３番２、２０４４番２、２０４６番３から４まで、２０４７
番５、２０５０番２から３まで、２０５１番１から８まで、２０５
２番１から２まで、同番４から２８まで、２０５３番１、同番６か
ら７まで、２０５４番２から３まで、２０５５番４、同番６、２０
５６番１、同番３から４まで、同番８から１５まで、２０５７番３
から４まで、２０５８番２、同番４、２０５９番２、２０７３番１
から２まで、２０７４番２から３まで、２０７５番３、２１５３番
３、同番７から８まで、２１５７番１から４まで、同番６から９ま
で、２１７７番１から３まで、２１７８番１から３まで、２１７９
番１から６まで、２１８０番１から３まで、２１８１番１から２ま
で、２１８２番１から２まで、２１８３番２から７まで、同番１
０、２１８７番３、２１９０番、２１９１番１から４まで、２１９
２番１から２まで、２１９３番１から５まで、２１９４番１から２
まで、同番４から５まで、２１９５番１、同番３から４まで、２１
９６番１から１５まで、２１９７番１から２まで、２１９９番３か
ら８まで、２２００番１、同番３から８まで、同番１０から４５ま
で、２２０１番１から１０まで、同番１２から２８まで、２２０３
番２の一部、同番３の一部、同番４の一部、同番５から８まで、同
番１１の一部、２２０６番２の一部、同番３、２２０７番１の一部 
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 同番２、２２０８番１から４まで、２２０９番１、同番３から５ま
で、２２１０番イ、２２１０番２から３まで、２２１０番６、２２
１１番２から６まで、２２１２番１から１０まで、２２２１番１か
ら５まで、２２２２番、２２２４番３から４まで、２２２５番５ 
末広町一丁目 
２番１から７まで、３番１から７まで、４番１から１１まで、５番
１から３まで、同番５、６番１から６まで、７番１から２まで、同
番６、同番８から１０まで、８番１から２まで、９番１から２ま
で、１０番１から４まで 
末広町二丁目 
９番１から１２まで、１０番、１４番から１６番、１７番１から３
まで、１７番５、１８番２ 
藤橋三丁目 
１番１から２６まで、２番１から１５まで、３番１から１７まで、
４番、５番１から３１まで、６番１から１９まで、７番１から２３
まで、同番２５から３３まで、８番１から７まで、９番１から２９
まで、１０番１から２２まで、同番２４、１９番から２２番まで、
２３番１から２まで、２４番から３５番まで 
今井三丁目 
１番１から２１まで、２番１から１５まで、同番１７から３１ま
で、同番３３、同番３５から４０まで、同番４２、同番４５から６
１まで、３番１から６まで、同番８から２１まで、同番２３から２
４まで、４番１から３２まで、５番１から４まで、同番７から３１
まで、６番１から２４まで、７番１から２６まで、８番１から５ま
で、９番１から８まで、同番１０から１３まで、同番１５から２２
まで、１０番１から２８まで、３５番から３６番まで、３７番１か
ら４まで、３８番から４０番まで、４３番から４５番まで、５０番
から５５番まで 
今井五丁目 
２４４０番３２ 
 
上記の区域とその区域内に介在する道路等 
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別表３ 

業務施設集積地区名 梅郷・沢井地区 

市 名 区            域 

 
青 梅 市 

 
梅郷二丁目 
４８２番から４８３番まで、４９２番１から２まで、４９３番、４
９４番１、１８４４番イからロまで、１８４５番から１８４６番ま
で、１８４７番イからロまで、１８４８番から１８５０番まで、１
８５２番 
梅郷三丁目 
７４７番２から４まで、同番７、同番２０から２１まで、７４８番
１、７４９番１から２まで、７５０番１から３まで、７５１番１か
ら３まで、同番５から９まで、７５２番１から４まで、７５３番、
７５４番１から３まで、７５５番１から４まで、７５６番１から３
まで、７５７番１から６まで、７５８番から７６２まで、７６２番
２、７６３番から７６４番まで、７６５番イからロまで、７６６
番、７６７番イからロまで、７６８番、同番２、７６９番１から２
まで、７７０番１から３まで、７７１番１から２まで、７７２番
１、同番４から７まで、７７３番１、７７４番１から３まで、７７
５番１から２まで、同番４から６まで、７７６番１から３まで、同
番７から１３まで、７７７番１から２まで、同番４から５まで、７
７８番１から２まで、同番４、７８０番１から７まで、７８１番１
から６まで、７８２番１から７まで、７８３番１から５まで、７８
４番１から７まで、７８５番１から８まで、７８６番から７８８番
まで、７８９番１から２まで、７９０番１から２まで、７９１番１
から２まで、７９２番１から３まで、７９３番１から３まで、７９
４番１から２まで、７９５番１から３まで、７９６番、７９７番１
から４まで、７９８番１から６まで、７９９番１から２まで、８０
０番１から３まで、８０１番１から３まで、８０２番１から７ま
で、８０３番１から２まで、８０４番、８０５番１から２まで、８
０６番１から４まで、８０７番１から３まで、８０８番１から２ま
で、８０９番１から２まで、８１０番１から２まで、８１１番から
８１２番まで、８１３番１から４まで、８１４番１から５まで、８
１５番１から２まで、８１６番、８１７番１から２まで、８１８番
１から２まで、８２０番１から２まで、８２１番１から５まで、８
２２番イ、同番２から９まで、８２３番１から２まで、８２４番１
から１４まで、８２５番１から５まで、８２６番１から９まで、８
２７番、８２８番１から４まで、８２９番１から４まで、同番８か 
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 ら９まで、８３０番１から１３まで、８３１番１の一部、同番２、
同番４から５まで、同番７の一部、同番８、同番１０から１２ま
で、同番１３の一部、同番１４から２９まで、同番３０の一部、同
番３１の一部、同番３２、８３２番１の一部、同番３から１８ま
で、同番１９の一部、同番２０の一部、同番２１の一部、同番２２
の一部、同番２３の一部、同番２４の一部、８３４番１から５ま
で、８３５番２から６まで、８３６番１、同番４から１６まで、同
番１８、８４４番１から４まで、８４５番、８４６番１から７ま
で、８４７番１から３まで、８４８番１から２まで、８４９番１か
ら２まで、８５０番１から３まで、同番５から６まで、８５１番１
の一部、同番２の一部、同番３の一部、８５２番１の一部、同番
２、８５４番１から１１まで、同番１５から２３まで、８５５番１
から２まで、８５６番１から１０まで、８５７番２、同番４、８５
８番１から７まで、同番９、８５９番１から２まで、８６０番１、
同番３、同番５から６まで、８６１番１の一部、同番２から５ま
で、８６２番１の一部、同番２の一部、８６３番１から４まで、８
６４番１から１２まで、同番１５から１７まで、８６５番１、同番
３から９まで、同番１２、同番１４から１５まで、８６６番１から
２まで、８６７番１から４まで、８６８番１から５まで、８６９番
１の一部、同番２から４まで、８７０番の一部、８７１番の一部、
８７２番、８７３番の一部、８７４番１から３まで、８７５番から
８７６番まで、８７７番１から５まで、８７８番１から５まで、８
７９番１の一部、同番２、８８０番１から１１まで、８８２番１か
ら２まで、８８３番１から２まで、８８４番１から５まで、８８５
番１から５まで、８８６番１から２まで、８８７番１から５まで、
８８８番１から２４まで、８８９番１から３まで、８９０番３、８
９２番、８９３番１から２まで、８９４番から８９５番まで、８９
６番１の一部、同番２の一部、８９７番から８９８番まで、８９９
番の一部、９０番、９０２番１から２まで、９０３番１から３ま
で、９０４番１から４まで、９０５番１から１３まで、９０６番
１、同番３から５まで、９０７番１から４まで、９０８番２、９１
２番１、同番３、同番６から９まで、９１３番１、同番３から５ま
で、９１４番１、同番３から４まで、同番７から８まで、９１５番
１、同番３から４まで、同番６、９２０番１、同番３から５まで、
同番７、９２１番１、同番３から４まで、同番７、９２２番１、同
番３、同番５、９２３番１、同番３、同番５、９２７番２から４ま
で、９２８番１から５まで、９２８番１から４まで、９２９番１か
ら５まで、９３０番１から４まで、９３１番１から３まで、同番５
から７まで、９３２番１、同番３から４まで、９３３番１、同番３ 
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 から４まで、９３４番１から２まで、同番４、９３５番３から４ま
で、９５５番２、９５６番３から４まで、９５９番２、９６１番
２、９８１番４の一部、同番５の一部 
梅郷四丁目 
５００番から５０１番まで、５０２番１から２まで、５０３番から
５０４番まで、５０５番１から２まで、５０６番から５０８番ま
で、５０９番１から２まで、５１０番１から２まで、５１２番から
５１９番まで、５２０番１から３まで、５２１番１から２まで、５
２２番、５２３番イ、同番２から３まで、５２４番１から２まで、
５２７番から５２９番まで、５３１番から５３２番まで、５３２番
２、５３３番から５３７番まで、５３７番２、５３８番１から３ま
で、５３９番１から３まで、５４０番２、５４３番３、５４５番
２、同番５、５４６番から５４７番まで、５４８番１から３まで、
５４９番２、５５０番２、５５１番１から２まで、同番４から６ま
で、５８９番４から５まで、５８９番７から 8 まで、５９０番２、
５９４番２、５９５番２、５９６番１から４まで、５９７番１から
２まで、５９８番、５９９番１から３まで、６００番１から５ま
で、６０１番１から５まで、６０２番、６０３番１から５まで、６
０４番１から４まで、６０５番１から２まで、６０６番から６０７
番まで、６０８番１、同番３から７まで、６０９番、６１０番１か
ら２まで、６１１番１から８まで、６１３番から６１４番まで、６
１５番１から６まで、６１６番１から２まで、６１７番１から６ま
で、６１８番１から２まで、６１９番２、６２２番３、６２３番
２、６２５番２、６２７番３、６２８番２から３まで、６２９番１
から２まで、同番４から１８まで、６３０番１から４まで、６３１
番１から４まで、６３２番１から２まで、６３３番１から１１ま
で、６３４番１から３まで、６３５番１、同番ロ、同番３から５ま
で、６３６番１から４まで、６３７番２から３まで、６３８番２か
ら７まで、６５０番２、６５１番２、６５３番１から２まで、６５
４番１から７まで、６５５番１から３まで、６５６番１から３ま
で、６５７番、６５８番 1 から８まで、６５９番１から２まで、６
６０番３から４まで、６６２番１から５まで、６７１番３、６７２
番３、６７４番３、６７５番１から２まで、６７６番１から２ま
で、同番４、６７７番１から４まで、同番６から７まで、６７８番
１から６まで、同番８から１１まで、６７９番１から１０まで、同
番１２から１８まで、６８０番１から６まで、６８１番１から２ま
で、６８２番１から３まで、６８３番１から２まで、６８４番１か
ら５まで、６８５番２から５まで、６８６番１から２まで、６８７
番１から３まで、６８８番１から３まで、６８９番１から３まで、 
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 ６９０番１から３まで、６９１番１から３まで、６９２番１から２
まで、６９３番１から４まで、６９４番１から３まで、６９５番１
から２まで、６９６番、６９７番１から６まで、６９８番１から２
まで、６９９番１から４まで、７００番１から４まで、７０１番１
から１０まで、７０２番１から６まで、同番８から１９まで、７０
４番１から７まで、７０５番１から４まで、７０６番１から２ま
で、７０７番１から２まで、７０８番１から２まで、同番４から９
まで、７０９番、７１０番１から６まで、７１１番１から５まで、
７１２番、７１３番１から７まで、７１４番、７１５番１から１８
まで、７１６番１から５まで、７１７番１から３まで、７１８番１
から６まで、同番８から９まで、７１９番、７２０番１から３ま
で、７２１番、７２２番１から２まで、７２３番、７２４番１、同
番３、同番５から９まで、７２５番１から３まで、７２６番１、同
番ロ、同番３から６まで、７２７番１から２まで、７２８番１から
２まで、７２９番から７３２番まで、７３３番１から５まで、７３
４番から７３５番まで、７３６番１から５まで、７３７番、７３８
番１から３まで、７３９番、７４０番１から４まで、７４１番１、
同番３から４まで、７４２番１から５まで、７４３番１から８ま
で、７４４番１から４まで、７４５番１から３まで、７４６番１か
ら２まで、同番ロ、同番３、同番５から１２まで、７４７番１、同
番５から６まで、同番８から１９まで、同番２２から２４まで、７
４８番２から５まで、７５１番４、７７２番２から３まで、７７５
番３、７７６番４から６まで、７７７番３、７７８番３、９３１番
４、９３２番２、９３３番２、９３４番３、９３５番７、９３６番
３、９３７番２、９３８番２、９３９番４から５まで、９４０番
２、９４１番２、９４２番２、９４３番２、１１０５番２、１１０
６番２、１１０７番２、１１１０番２、１１４８番３から４まで、
１１５１番３から４まで、１１５５番から１１５７番まで、１１５
８番１から３まで、１１５９番１から３まで、１１６０番１から３
まで、１１６１番１から４まで、１１６２番１から２まで、１１６
３番から１１６５番まで、１１６６番１から２まで、１１６７番か
ら１１７０番まで、１１７１番１、同番ロ、同番４から１２、１８
４０番２、１８４１番から１８４２番まで、１８４３番１ 
梅郷五丁目 
６７６番３、６７７番５、６７８番７、９０２番３、９０６番２、
９０８番１、同番３から５まで、９０９番、９１０番１から１１ま
で、９１１番１から７まで、９１２番２、同番４から５まで、９１
３番２、同番６、９１４番２、同番５、同番７、９１５番２、同番
５、同番７、９１７番１から２まで、９１８番１から６まで、９１ 
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 ９番１から５まで、９２０番２、同番６、同番８、９２１番２、同
番５、９２２番２、同番４、同番６、９２３番２、同番４、同番
６、９２４番１から５まで、９２５番、９２６番１から４まで、９
２７番１、同番５から６まで、９３５番１から２まで、同番５から
６まで、同番８から１５まで、９３６番２、同番５から６まで、９
３７番１、同番３から１１まで、９３８番１、同番３から１３ま
で、９３９番１から３まで、同番６から８まで、９４０番１、同番
３から４まで、９４１番１、同番３、９４２番１、同番３から５ま
で、９４３番１、同番３から９まで、９４４番１から３まで、９４
５番１から４まで、９４６番１から５まで、９４７番１から４ま
で、９４８番１から２まで、９４９番、９５０番１から２まで、９
５１番１から２まで、同番６から１２まで、９５２番１から３ま
で、９５３番、９５４番１から２まで、９５５番１、同番３から７
まで、９５６番２、同番５、９５７番１から４まで、９５８番１か
ら２まで、９５９番１、同番３、９６０番１から２まで、９６１番
１、同番３、９６２番１から２まで、９６３番１から２まで、同番
３の一部、同番４、９６４番１から２まで、９６５番１から３ま
で、９６６番１から５まで、９６７番１から７まで、９６８番１か
ら２まで、９６９番１から４まで、９７０番１から５まで、９７１
番１から６まで、９７２番１から２まで、同番４から１１まで、９
７３番１から１２まで、９７４番１から３まで、９７５番、９７６
番１から３まで、９７７番イからロまで、９７８番１から３まで、
９７９番１の一部、同番３、同番５から１２まで、同番１４から１
５まで、同番１６の一部、同番１９、９８１番１の一部、同番３、
同番６の一部、同番７、同番８の一部、同番９、９８４番５の一
部、同番６から１１まで、同番３１から３２まで、９８５番１から
６まで、９８６番１から６まで、同番８の一部、同番９から１２ま
で、９８７番１から２まで、９８８番１から４まで、９８９番１か
ら５まで、９９０番１から６まで、９９１番１から８まで、９９２
番１から６まで、９９３番１から３まで、９９４番１から２まで、
同番３の一部、同番５、９９６番３の一部、９９７番２の一部、９
９８番１、同番１０の一部、同番１２から１９まで、９９９番１か
ら２まで、同番４の一部、１０００番１から２まで、１００１番１
から５まで、１００２番１から４まで、同番６から８まで、１００
３番２から４まで、１００４番１から２まで、１００５番、１００
６番１、同番４から１２まで、１００７番１から２まで、１００８
番１から３まで、１００９番１から７まで、１０１１番１から５ま
で、１０１２番１から１２まで、１０１３番２から５まで、１０１
４番１から７まで、１０１５番１から２まで、１０１６番１から３ 
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 まで、同番５から１４まで、１０１７番１から２３まで、１０１８
番１から３まで、同番４の一部、同番５から７まで、１０１９番１
から２まで、１０２０番１から２まで、同番３の一部、同番４から
６まで、１０２１番１から９まで、１０２２番１から２２まで、１
０２３番１から７まで、同番９から２４まで、１０２４番１から１
１まで、同番１４から４０まで、１０２５番１から１５まで、１０
２６番１から９まで、１０２７番１から４まで、１０２８番１から
４まで、１０２９番１の一部、同番２の一部、１０３０番１から９
まで、１０３１番１から１４まで、１０３２番１から９まで、１０
３３番１から４まで、１０３４番１から９まで、１０３５番１から
３まで、１０３６番１から４まで、１０３７番、１０３８番１から
３まで、同番５、１０４０番１から９まで、１０４１番１、同番４
から１３まで、１０４２番１の一部、同番２、１０４３番１の一
部、同番２から３まで、１０４４番１の一部、同番２から３まで、
１０４５番１の一部、同番２、同番３の一部、同番４から６まで、
１０４６番１から７まで、１０４７番１から３まで、同番７から８
まで、同番１３から１７まで、同番１９から２４まで、１０４９番
から１０５０番まで、１０５１番１から２まで、１０５２番１から
２まで、１０５３番１から２まで、１０５４番１から２まで、１０
５５番１から５まで、１０５６番１から４まで、１０５７番１、同
番３から１１まで、１０５８番１から５まで、１０５９番１から４
まで、１０６０番１から６まで、１０６１番１から１５まで、１０
６２番２から９まで、同番１１から１４まで、１０６３番１から３
まで、１０６４番１から５まで、１０６５番１から７まで、１０６
６番１から５まで、１０６７番１から２まで、１０６８番１から５
まで、１０６９番、１０７０番１から３まで、同番５から８まで、
１０７１番２から３まで、１０７２番１から３まで、１０７３番１
から５まで、１０７４番１から３まで、１０７５番１から７まで、
１０７６番２から４まで、同番１０、１０７７番１から２まで、同
番４、１０７８番１から２まで、同番４から２５まで、１０７９番
１、同番３から７まで、１０８０番１から３まで、１０８１番１か
ら２まで、１０８２番１から１３まで、同番１７から１９まで、１
０８５番１から３まで、１０８６番１から４まで、１０８７番１か
ら９まで、１０８８番１から５まで、１０８９番、１０９０番１か
ら２まで、１０９１番１から５まで、同番８から９まで、同番１１
から１４まで、１０９２番１から２まで、１０９３番１から６ま
で、１０９４番２から５まで、１０９５番１から７まで、同番９か
ら１０まで、同番１２から１７まで、１０９６番１から１４まで、
１０９７番１から６まで、１０９８番１から７まで、１１００番１ 
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 から２まで、１１０１番１から８まで、同番１０、１１０２番１か
ら３まで、同番５から７まで、１１０３番１から７まで、１１０４
番１から７まで、１１０５番１、同番３から６まで、１１０６番
１、同番３から６まで、１１０８番１から４まで、１１０９番、１
１１０番１、１１１１番１から３まで、同番５、１１１２番１から
３まで、同番５、１１１３番１から２まで、１１１４番１から４ま
で、１１１５番１から２まで、１１１６番１から３まで、１１１７
番１から２まで、１１１８番１から３まで、１１１９番１から２ま
で、１１２０番から１１２１番まで、１１２２番１から４まで、１
１２３番１から３まで、１１２４番１から４まで、１１２５番、１
１２６番１から２まで、１１２７番１から４まで、１１２８番１か
ら１１まで、１１２９番２から１３まで、同番１６から１８まで、
１１３０番１から６まで、１１３１番１から６まで、１１３２番１
から３５まで、同番３７、同番４０、同番４３から４５まで、１１
３４番１から１１まで、１１３５番１から３まで、同番７から８ま
で、１１３６番から１１３７番まで、１１３８番１から２まで、１
１３９番１から２まで、１１４０番１から２まで、１１４１番１か
ら４まで、１１４２番から１１４３番まで、１１４４番１から２ま
で、１１４５番２から６まで、１１４６番１から２まで、１１４７
番１から２まで、１１４８番１、同番６から７まで、同番９から１
６まで、１１４９番、１１５０番１から４まで、１１５１番１、同
番３から４まで、１１７１番３、１９３８番１から４まで 
梅郷六丁目 
１１５２番１から２まで、１１５３番１から２まで、１１５４番１
から２まで、１２２０番２、１２２１番２、１２２２番イからロま
で、１２２３番１から４まで、１２２４番１から３まで、１２２５
番１から２まで、１２２６番１から３まで、１２２７番１から２ま
で、１２２８番、１２３０番２、１２３４番２、１２３５番１から
４まで、１２３６番１から１０まで、１２３７番１から２まで、１
２３８番１から９まで、１２３９番１から４まで、１２４０番１か
ら２まで、１２４１番１から５まで、１２４２番１から２まで、１
２４３番１から３まで、１２４４番、１２４５番１、同番３から５
まで、１２４７番２、１２４８番３から４まで、１２４９番１、１
２５６番５、１２５７番３から４まで、１２５８番１から４まで、
１２５９番から１２６１番まで、１２６２番１から７まで、１２６
３番１から４まで、同番１０、１２６４番１から４まで、１２６５
番イ、同番２から５まで、１２６６番、１２６７番１、同番ロ、同
番３、１２６８番１から２まで、１２６９番から１２７０番まで、
１２７１番１から１１まで、１２７２番１から７まで、１２７３番 
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 １から６まで、１２７４番５から７まで、１２８８番２、１２８９
番２、１２９０番、１２９１番１から２まで、１２９２番３、１２
９５番、１２９６番１、同番３から５まで、１２９７番１から２ま
で、１２９８番から１３００番まで、１３０１番イからロまで、１
３０２番から１３０３番まで、１３０４番イからロまで、１３０５
番、１３０６番１から２まで、１３０７番１から３まで、１３０８
番、１３０９番１から４まで、１３１０番１から３まで、１３１１
番、１３１２番１から２まで、１３１３番１から３まで、１３１４
番、１３１５番１から５まで、１３１６番１から２まで、１３１７
番１から２まで、１３１８番、１３１９番１から２まで、１３２０
番イからロまで、同番３から４まで、１３２１番１から２まで、１
３２２番１から２まで、１３２３番１から４まで、１３２４番２、
１３２５番から１３２６番まで、１３２７番１から２まで、１３２
８番１から３まで、１３２９番１から３まで、１３３０番１から７
まで、１３３１番１から８まで、１３３２番１から３まで、１３３
３番１から２まで、１３３４番１から２まで、１３３５番１から３
まで、１３３６番１から３まで、１３３７番１から３まで、１３３
８番１から５まで、１３３９番１から４まで、１３４０番、１３４
１番１から２まで、１３４２番１から２８まで、１３４６番１から
６まで、１３４７番１から５まで、１３４８番１から４まで、１３
４９番１から７まで、１３５０番１から５まで、同番７から１２ま
で、１３５１番１から７まで、１３５２番１から９まで、１３５３
番１から５まで、１３５４番１から２まで、１３５５番１から７ま
で、１３５６番甲、同番２、同番ハ、同番４、１３５７番１から４
まで、１３５９番、１３６０番１から３まで、１３６１番２から３
まで、１３６２番２、１３６３番４、１３６６番２から３まで、１
３６８番３、１３６９番５から６まで、１３７０番３、１３７１番
４、１３７２番３、１３７３番２から３まで、１３７７番２、１３
７８番２、１３８１番２、１３８２番２、１３８３番３から４ま
で、１３８４番２、１３８５番２、１３８６番２、１３８７番２、
１３８８番３、１４９４番２、同番４から５まで、１４９５番１か
ら２まで、同番４から９まで、１４９６番２、同番４、１４９７番
１から２まで、１４９８番１から４まで、１４９９番１から２ま
で、１５００番、１５０１番１から３まで、１５０２番、１５０３
番１から４まで、１５０４番１から２まで、１５０５番１から３ま
で、１５０６番、１５０７番１から３まで、１５０８番１から２ま
で、１５０９番１から４まで、１５１０番１から２まで、１５１１
番１から３まで、１５１３番１から４まで、１５１４番１から２ま
で、１５１５番１から３まで、１５１６番１から５まで、１５１７ 
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 番１から３まで、１５１８番、１５１９番１から３まで、１５２０
番１、同番３、同番５から７まで、１５２１番２、１５２５番３か
ら４まで、１５２６番から１５２７番まで、１５２８番１から６ま
で、１５２９番から１５３０番まで、１５３１番２から３まで、１
５３２番１から３まで、同番５、同番１０、１５３４番１から２ま
で、１５３５番１から３まで、同番５、１５３６番、１５３７番１
から２まで、１５３８番２から３まで、１５３９番２から３まで、
同番５から６まで、１５４０番２、同番５から７まで、同番９から
１０まで、１５４１番１から５まで、１５４２番１から３まで、１
５４３番、１５４４番１から１１まで、１５４５番１から４まで、
１５４６番１から５まで、１５４７番１から３まで、１５４８番１
から２まで、１５４９番１から３まで、１５５０番１から４まで、
１５５１番１から２まで、１５５２番１から２まで、１５５３番１
から２まで、１５５４番、１５５５番１から２まで、１５５６番、
１５５７番１から３まで、１５５８番１から３まで、１５５９番１
から４まで、１５６０番１から８まで、１５６１番１から６まで、
１５６２番、１５６３番１から４まで、１５６４番から１５６５番
まで、１５６６番１から４まで、１５６７番１から３まで、１５６
８番、１５６９番１から２まで、１５７０番１から３まで、１５７
１番１から２まで、１５７２番、１５７３番１から３まで、１５７
４番１から５まで、１５７５番１から３まで、１５７６番４から６
まで、１５７９番３から４まで、１５８０番２から３まで、１５８
１番１から３まで、１５８２番１から２まで、１５８３番１から３
まで、１５８４番、１５８５番１から２まで、１５８６番から１５
８７番まで、１５８８番１から２まで、１５８９番から１５９３番
まで、１５９４番１、同番ロ、同番３、１５９５番から１５９６番
まで、１５９７番１から２まで、１５９８番から１５９９番まで、
１６００番１から４まで、１６０１番３から５まで、１６０５番１
から２まで、１６０６番から１６０７番まで、１６０８番１から２
まで、１６０９番、１６１０番イからロまで、１６１１番から１６
１５番まで、１６１６番２、１６１７番２、１６２６番７ 
柚木町一丁目 
１番１から３まで、２番、３番１から５まで、同番７から１１ま
で、４番１、同番３から４まで、７番２から４まで、１９番２、２
２番２、２３番１から１８まで、２４番１から６まで、２５番１か
ら１７まで、２６番１から２まで、２７番３、同番８から９まで、
２８番４、２９番４、３０番１から２まで、同番５から８まで、３
１番１から２まで、３２番１から７まで、３３番１から３まで、３
４番１から２まで、３５番１から５まで、３６番１から３まで、３ 
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 ７番１から６まで、３８番１から１１まで、３９番１から３まで、
４０番１から５まで、４１番１から６まで、４２番１から３まで、
４３番イ、同番２、同番ハ、同番４、４４番１から９まで、４６番
１から７まで、４７番１から３まで、４８番２から４まで、４９番
１、同番ロ、同番３、５０番１から８まで、５１番１から１２ま
で、５２番１から１１まで、５３番１から５まで、５４番１から１
０まで、５５番１、同番３から１５まで、５６番２から８まで、５
７番１から２まで、同番４、５８番から５９番まで、６０番１から
９まで、６１番、６２番１から３まで、６３番１から１４まで、６
４番１から２まで、同番４、６５番２から３まで、同番６、６７
番、６８番１から５まで、６９番１から６まで、７０番１から４ま
で、同番６から１６まで、７１番２、同番４、同番６から１２ま
で、７２番１から３まで、同番５から１３まで、７３番１から１３
まで、７４番、７５番１から８まで、７６番１から８まで、７７番
１から２まで、７８番１から１５まで、７９番１から２まで、８０
番１から２まで、８１番１から２まで、同番４から５まで、８２番
１から２まで、８３番１から２まで、８４番から８５番まで、８６
番２から５まで、８７番１から７まで、８８番２から３まで、８９
番１から３まで、９０番１から３まで、９１番２から３まで、９８
番２、同番６から１０まで、９９番２から１１まで、１００番２、
１０１番１から５まで、１０２番１から３まで、１０３番１から１
２まで、同番１４から１６まで、１０４番１から２まで、１０５番
２から９まで、１０６番１から１０まで、１０７番２から４まで、
１０８番３から５まで、同番８から１３まで、同番１５から２０ま
で、１１６番３、１１８番３から４まで、１１９番３から４まで、
１２０番３、１２１番３、１２２番２、１２３番２から８まで、１
２４番１から２まで、１２５番１、同番３、１２６番１から４ま
で、１２７番、１２８番１から３まで、１２９番１から３まで、１
３０番１、同番３から９まで、１３１番１、同番３、１３２番１、
同番３、１３３番１、同番３から１０まで、１３５番イ、同番２か
ら３まで、１３６番から１３７番まで、１３８番１から９まで、１
３９番、１４０番１から７まで、１４１番１から３まで、１４２
番、１４３番１から６まで、同番８から９まで、１４４番、１４５
番１から５まで、１４６番１から３まで、１４７番１から２まで、
１４８番１から２５まで、１４９番１から１０まで、１５０番１か
ら４まで、１５１番、１５２番１から４まで、１５５番２から６ま
で、１５６番３から４まで、１６０番４、同番９から１０まで、１
６２番１から４まで、１６３番１から２まで、１６４番、１６５番
１から２まで、１６６番５から６まで、同番８から９まで、２３５ 
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 番２、２３６番２、同番５、２５８番３、同番８、２６０番２から
３まで、２６１番３から４まで、同番６から７まで、２６６番２、
同番４から５まで、２６７番２、同番６ 
柚木町二丁目 
２６８番２、同番５、３０６番２、同番４、３０８番２、同番４、
３０９番２、同番４、３１２番３、同番５、３１７番２、同番９、
３２０番２、同番６、３２１番２、同番５、３２５番２から３ま
で、３２６番２から３まで、３２９番２、同番５、３３０番１から
７まで、３３１番１から７まで、３３２番３、３５５番２、３５６
番１から２まで、３５７番１から１５まで、３５８番１から８ま
で、同番１０から２６まで、３５９番１から８まで、３６０番１か
ら２まで、３６１番１から８まで、３６２番１から４まで、３６３
番２、３６５番２、３６６番１から１０まで、３６７番１から９ま
で、同番１１から１２まで、３６８番２、３８６番３から４まで、
３８７番２、３８８番２、３８９番１から６まで、３９０番１から
６まで、３９１番１から３まで、３９２番１から２まで、３９３番
１から４まで、３９４番１から８まで、３９５番１から２まで、同
番４から６まで、３９６番２、同番４、同番６、同番８から１２ま
で、３９７番１、同番３、同番５、３９８番１から６まで、同番１
１、４００番２、４０２番２、４０３番１から２まで、４０４番１
から４まで、４０５番１から３まで、４０６番、４０７番１から５
まで、同番７から１０まで、同番１２から１８まで、４０９番１か
ら２まで、同番４から７まで、４１０番２、４１１番３から４ま
で、同番８、４１８番２、同番８から１１まで、４１９番４、４２
０番３、４２１番２、４２２番２から３まで、４７９番４、４８０
番２、４８１番２から３まで、４８５番３から５まで、４８６番
２、同番４から５まで、４８７番４、４８８番４から５まで、４９
０番２から３まで、４９１番１から３まで、４９２番１から３ま
で、４９３番１から８まで、４９４番１から４まで、４９５番１か
ら３まで、４９６番１から８まで、４９７番１から３まで、４９８
番、４９９番１から３まで、５００番から５０２番まで、５０３番
１から３まで、５０４番、５０５番１から５まで、５０６番１から
５まで、５０７番、５０８番１から３まで、５１０番２、５１３番
２から３まで、５１４番２、５３１番２、５３２番２、５３３番４
から５まで、５３４番４ 
柚木町三丁目 
５２７番１から１０まで、５２８番１から２まで、５２９番、５３
０番１から３まで、５３１番１、同番３から１０まで、５３２番１
１、同番３から１８まで、５３３番１から３まで、同番６から１１ 
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 まで、５３４番１から３まで、同番５、５３５番、５３６番１から
４まで、５３７番１から５まで、５３８番１から４まで、５３９番
から５４０番まで、５４１番１から４まで、５４２番２、５７２番
６、同番８、５７３番２から３まで、５７４番２から３まで、５７
５番２から３まで、５７６番２から３まで、５７７番６、５７９番
２、５８０番５、同番７、５８１番、５９６番１から３まで、同番
５から７まで、５９７番２、５９８番１から２まで、同番４から５
まで、６００番、６０１番１から７まで、６０２番、６０３番１か
ら２まで、６０４番１から２まで、６０５番１から２まで、６０６
番から６０９番まで、６１０番１から２まで、６１１番１から４ま
で、６１２番１から２まで、同番４から９まで、６１３番１から２
まで、同番４から１６まで、６１４番１から５まで、６１５番１か
ら２まで、６１６番１から３まで、６１７番、６１８番１から７ま
で、６１９番１から９まで、６２０番、６２１番１から５まで、６
２２番１から３まで、６２３番１から４まで、６２４番１から２ま
で、６２５番、６２６番１から３まで、６２７番、６２８番１から
７まで、６２９番１から２２まで、６３０番、６３１番１から３ま
で、６３２番１から２まで、６３３番１から３まで、６３４番、６
３５番１から４まで、６３６番イからニまで、同番５から６まで、
６３７番１から５まで、６３８番１から６まで、６３９番１から４
まで、６４０番１から３まで、６４１番１から５まで、６４２番１
から９まで、６４３番、同番２から４まで、６４４番、６４５番
１、６４６番１から２まで、６４７番１から３まで、６４８番２か
ら３まで、６４９番２、６５１番３、６５７番２、６５９番３、６
６１番２、６６３番２から３まで、６６４番２、６７９番２、６８
０番２、６８１番２、６８３番２、６８４番２、６８６番５から６
まで、６８９番４から６まで、６９０番２、同番５、６９１番１か
ら５まで、６９２番１から１１まで、６９３番１から２まで、６９
４番、６９５番１から２まで、６９６番１から８まで、６９７番１
から２まで、６９８番１から５まで、６９９番、同番２、７００番
１から３まで、７０１番１から９まで、７０２番１から２まで、７
０３番１から２まで、同番４、７０４番１から１０まで、同番１
２、７０５番１から３まで、７０６番１から１１まで、７０７番１
から３まで、７０８番１から２まで、同番４から１０まで、７１０
番１から２まで、７１１番１から８まで、７１２番１から２まで、
７１３番１から２まで、７１４番１から５まで、７１５番、７１６
番１から２まで、７１７番１から７まで、７１８番１から３まで、
７１９番１から３まで、７２０番、７２１番１から２まで、７２２
番１から２まで、７２３番１、同番３、７２４番１、同番３、７２ 
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 ５番１、同番５から１０まで、７２６番１から１２まで、７３５番
３から５まで、７３６番３から４まで、同番１１、７３７番１から
５まで、７３８番２、７３９番、７４０番２、同番６から８まで、
同番１１から１３まで、同番１６、７４５番４、７４８番７、７４
９番２、７６１番２から３まで、同番６から７まで、７６２番１か
ら４まで、同番７、７６３番１から２まで、同番４から５まで、７
６４番１から３まで、同番５から６まで、７６５番１から３まで、
７６６番３、多摩川河川敷 
沢井一丁目 
２６０番２、２６３番３の一部、同番４の一部、２６４番１、同番
２の一部、３０３番２の一部、同番５から６まで、同番７の一部、
３６５番２、３６７番２、３６８番２、同番６、３８２番２、３８
３番２、３８５番２の一部、同番３、３８６番２の一部、同番３、
３８７番２から３まで、３８８番１の一部、同番２、３８９番２、
３９０番２、３９２番３、同番６の一部、同番７の一部、３９３番
２の一部、同番３の一部、同番４の一部、３９７番３の一部、同番
４、４０１番１、同番３の一部、同番４、４０５番１の一部、同番
２から６まで、４０６番１の一部、同番２、同番３の一部、同番
４、４０７番１から３まで、４０８番１から３まで、同番５から６
まで、４０９番１、同番３から４まで、同番８、４１０番２から３
まで、４１１番２から３まで、同番５、４１２番１から２まで、４
１３番１、同番３、同番５、同番７、４１４番１、同番４から７ま
で、同番９から１４まで、４１９番３の一部、同番４、４２４番２
の一部、多摩川河川敷 
沢井二丁目 
６０９番３の一部、同番４の一部、同番６、同番８、同番９の一
部、同番１０、６１０番４の一部、同番６の一部、同番１０から１
１まで、６４７番４の一部、同番６の一部、６４９番２、６５０番
１から２まで、６５１番３、６５２番３、６５３番３の一部、６５
５番３から４まで、６５６番２、６５７番４の一部、同番５、同番
６の一部、６５８番３、同番５、６５９番４から５まで、６６０番
２、６６１番１、同番３から６まで、６６２番２から 3 まで、６６
３番２、同番４、６６４番１から２まで、６６５番１から５まで、
６６６番２から３まで、６６７番２から３まで、６６８番２、同番
４から５まで、６６９番１から４まで、６７０番１から７まで、６
７１番１から３まで、６７２番４、同番７、６７３番から６７５番
まで、６７６番１から３まで、６７７番１から２まで、６７８番１
から７まで、６７９番１から２まで、６８０番、６８１番１から４
まで、６８２番、６８３番１から２まで、６８４番から６８５番ま 
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 で、６８６番１から２まで、６８９番から６９０番まで、６９１番
１から２まで、６９２番、６９３番１から２まで、６９４番１から
２まで、６９５番、６９６番１から３まで、６９７番から６９８番
まで、６９９番１から３まで、７００番イからロまで、７０１番、
７０２番１から２まで、７０３番１から２まで、７０４番１から２
まで、７０５番、７０６番１から２まで、７０７番１、同番３、７
０８番１から２まで、７０９番１から７まで、７１０番２から３ま
で、７１２番１、同番ロ、同番３、７１３番１から３まで、７１４
番１から５まで、７１５番１、同番ロ、同番３から１０まで、７１
６番１から２まで、７１７番１から４まで、７１８番、７１９番１
から４まで、７２０番１から２まで、同番ハ、同番４から１０ま
で、同番１２から２６まで、同番２８から２９まで、同番３１、同
番３３から３７まで、７２１番２から５まで、７２２番から７２３
番まで、７２４番１から３まで、７２５番、７２６番１から５ま
で、７２７番１から３まで、同番５、同番７から９まで、同番１１
から１６まで、７２８番１、同番３、７２９番１から２まで、７３
１番２、同番４、同番６、７３２番４から５まで、７３５番、７３
６番１から２まで、７３７番から７４０番まで、７４１番１から２
まで、同番４から５まで、７４２番１から２まで、７４３番１から
５まで、７４４番、７４５番１から３まで、７４６番１から４ま
で、７４７番１から３まで、７４８番、同番２、７４９番１から５
まで、７５０番１の一部、同番２から９まで、７５１番１の一部、
同番３、同番４の一部、７５２番１の一部、同番２、７５５番１の
一部、同番２から４まで、同番５の一部、７５６番３の一部、７５
７番イの一部、７５８番１から４まで、７５９番１の一部、同番
２、同番４、７６０番１、同番ロ、同番４、同番６、同番１０から
１１まで、７６１番、同番２、７６２番１から２まで、７６３番
１、同番２の一部、７６４番１、同番２の一部、７６５番１の一
部、同番２から４まで、７６６番１の一部、同番２から４まで、同
番５の一部、７６７番１の一部、同番２から５まで、７６８番、７
６９番１の一部、同番２から５まで、７７０番１から５まで、７７
１番１から２まで、同番４から１０まで、７７３番１、同番５から
７まで、７７６番２から３まで、７７７番１から８まで、７７２番
１から２まで、同番４から１０まで、７７８番２、７７９番１から
３まで、７８０番１から５まで、７８１番１から４まで、７８２番
１から４まで、７８３番１から３まで、７８４番から７８５番ま
で、７８６番１から６まで、７８７番１から３まで、７８８番から
７８９番まで、７９０番１から２まで、７９１番、７９２番１、同
番３から６まで、７９３番、７９４番１から３まで、７９５番１か 
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 ら３まで、７９６番１から２まで、７９７番、７９８番１から３ま
で、７９９番から８０１番まで、８０２番１から４まで、８０３番
から８０７番まで、８０８番１から３まで、８０９番、８１０番１
から５まで、８１６番１、同番３から９まで、８３２番２から３ま
で、８３３番１から７まで、８３４番２から４まで、８３５番２、
８３６番１から３まで、８３７番２から４まで、８３８番２、同番
４から６まで、８３９番１から２まで、８４１番６、８４５番２か
ら３まで、８４７番２から６まで、８４８番１から３まで、８４９
番２から３まで、８５０番２から５まで、８５１番３から４まで、
８５２番１から７まで、８５３番２から４まで、８５４番１から６
まで、８５５番３、８５６番２から３まで、８５７番２から５ま
で、８６２番２、８７０番２、８７１番３、８７２番１から７ま
で、８７３番１から２まで、同番４から６まで、８７４番２、同番
４から５まで、８７５番２、同番４から６まで、８７６番２から１
２まで、同番１４、８７７番２から６まで、９０２番イからロま
で、９０７番１から４まで、９０８番イからロまで、９０９番から
９１１番まで、９１２番１から２まで、９１３番、９１４番１から
４まで、同番５の一部、同番６、９１５番１の一部、同番２から５
まで、９１６番１の一部、同番２から４まで、９１７番１の一部、
同番２から４まで、９１８番１の一部、同番２から４まで、９１９
番１、同番イの２、同番ロの一部、同番４から８まで、９２０番１
の一部、同番２から８まで、９２１番１から５まで、９２２番１の
一部、同番３、同番４の一部、９２３番１、同番ロ、同番ハの一
部、同番４から６まで、９２４番１から４まで、９２５番１の一
部、同番２から４まで、９２６番１から５まで、９２７番１から７
まで、９２８番の一部、９５７番１から３まで、９５８番１から３
まで、９６１番２、９６２番１から４まで、９６３番３、９６６番
１から７まで、９６７番２から３まで、同番５、９６８番２から３
まで、９７２番３から８まで、９７３番２から４まで、同番６、９
７４番３、同番５、９７５番２から５まで、９８４番２から５ま
で、９８５番２から４まで、９８６番２から３まで、同番５、同番
７、１０１３番、１０１４番１から２まで、１０１５番１から５ま
で、１０１６番１から２まで、１０１７番１から２まで、１０１８
番１から２まで、１０１９番１から３まで、１０２０番１から２ま
で、１０２１番１から３まで、１０２２番１から３まで、多摩川河
川敷 
沢井三丁目 
４０３番３から５まで、４０４番３から４まで、４０５番１から２
まで、４０６番１、同番２の一部、４０７番１の一部、同番２から 
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 ３まで、４０９番１から４まで、４１０番１の一部、同番４の一
部、４１１番１から２まで、４１２番１、同番３の一部、４１３番
１から２まで、４１４番イの一部、同番ロ、４１５番２から３ま
で、４１６番２から３まで、４１９番２から３まで、４２１番２か
ら３まで、４２２番２から３まで、４２３番２から３まで、４２７
番２から３まで、４２８番２、同番４から５まで、４２９番１、４
３１番１から２まで、４３１番５、４３２番４から５まで、同番９
から１０まで、４３３番２、４８３番１から２まで、４８４番、４
８５番１の一部、同番２、４８７番１の一部、同番２、４９０番１
の一部、同番２、４９４番１の一部、同番２の一部、４９５番１か
ら４まで、４９７番２、４９８番イからロまで、５０２番イの一
部、同番ロ、５０３番１の一部、同番２、５０６番１の一部、同番
２の一部、同番３、同番５、５０７番１から３まで、同番５、５０
８番２から３まで、５０９番２から３まで、５１０番２から３ま
で、５１３番２から３まで、５１５番２、同番５から９まで、５１
６番３から６まで、５１７番３から６まで、５１８番１から２ま
で、７７９番２から３まで、同番５から６まで、７８０番２、８９
５番１の一部、同番２、８９８番２の一部、同番４の一部、８９９
番１の一部、同番２、同番３の一部、同番４、９０３番２の一部、
９０４番１の一部、同番２、同番ハ、同番４から７まで、同番８の
一部、同番９から１３まで、同番１４の一部、９０５番、９０６番
１から５まで、９０７番２から４まで、９０８番２、９３５番２、
９３６番２から５まで、９３８番２から３まで、９３９番２、９４
０番２、９５０番２、９５４番２、９５６番２、９６９番２から３
まで、９７０番５から６まで、９７７番１から３まで、９７８番か
ら９７９番まで 
御岳本町 
１番１から６まで、２番１から２まで、３番１から２まで、４番
ロ、同番３から７まで、同番９から１０まで、５番３から６まで、
６番２から４まで、８番３、２９番２から４まで、３０番２から４
まで、３１番２から４まで、３２番１から２まで、３３番１から、
同番３、３４番から３５番まで、３６番１から４まで、３７番２か
ら５まで、３９番２、４０番２から４まで、１１５番２から４ま
で、同番９、１１６番、１１７番１から２まで、同番ハ、同番４か
ら８まで、１１８番１から６まで、１１９番２から４まで、同番
６、１２１番２、同番５、１２５番１、同番ロ、同番３から５ま
で、１２６番１から９まで、１３３番３、１３４番２、１３８番
１、同番ロ、同番３から７まで、１３９番１から８まで、同番１０
から１３まで、同番１６、１４０番２、１４１番２、１４２番２、 
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 １４３番２、１４６番１から８まで、１４７番１から３まで、１４
８番から１４９番まで、１５０番１から３まで、１５１番１から４
まで、１５２番から１５３番まで、１５４番１から３まで、同番５
から６まで、同番１０から１１まで、同番１３、１５５番２から３
まで、同番５、１５６番１から３まで、１５７番、１５８番２から
３まで、１５９番２から３まで、１６０番から１６１番まで、１６
２番２から３まで、１６３番１から３まで、同番５、１６４番から
１６５番まで、１６６番２から３まで、１６７番１から３まで、１
６８番から１６９番まで、１７０番１から３まで、１７１番１から
２まで、１７２番、１７３番１から３まで、１７４番２、１７５番
２、１７７番１、同番３、１７８番２、１７９番２から４まで、１
８１番２、１８３番２、１８８番１、１９３番２、１９４番２から
３まで、２３６番１から１１まで、２３７番１から７まで、同番９
から１０まで、２３８番１から１４まで、２３９番、２４０番４、
同番１０、２５４番２から３まで、２５６番２から５まで、２５７
番１から１２まで、２５８番１から５まで、２５９番１から３ま
で、２６０番１から２まで、同番５から７まで、同番９、２６１
番、２６２番１から５まで、２６３番１から５まで、２６４番、２
６５番１から４まで、２６６番１から２０まで、２６７番４、同番
１４、同番１７、２６８番６、２７０番、２９４番２から４まで、
２９５番２から５まで、２９６番１から７まで、２９７番１から７
まで、２９８番１から５まで、２９９番１から３まで、３００番１
から６まで、３０１番から３０２番まで、３０２番１、３０３番か
ら３０４番まで、３０５番１から３まで、同番５から１０まで、３
０６番１から２まで、３０７番１から１０まで、３０８番１、同番
３から８まで、３０９番１、同番３、３１０番１から２まで、同番
４から５まで、３１１番２から８まで、３１９番２から３まで、３
２０番２から５まで、３２１番２から４まで、３２８番２から４ま
で、３３０番２から４まで、３３１番１から２まで、３３２番１、
同番５、同番７から１２まで、３３３番１から２まで、同番４から
１４まで、３３４番１、同番２の一部、同番３から１９まで、３３
５番から３３６番まで、３３６番２から３まで、３３７番、３３８
番１の一部、同番２、３３９番１から７まで、３４０番１から１０
まで、同番１２から１３まで、３４１番１から６まで、３４２番２
から５まで、同番７、３４３番１から２まで、同番４、３４５番
６、３４６番３から５まで、同番７、同番９、同番１１、同番１
３、３４７番１から２まで、３４８番２、３５９番１から３まで、
同番ロの３、同番５から７まで、３６０番１から４まで、３６１番
１から６まで、３６２番１から７まで、３６３番、３６４番の一 
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 部、３６５番２の一部、３６８番１の一部、同番２の一部、同番９
の一部、３６９番１、同番２の一部、同番３、同番４の一部、３７
０番１から３まで、同番４の一部、同番５から８まで、３７６番２
から４まで、３７７番２から４まで、同番６から７まで、４０１番
２、同番３の一部、同番４から１１まで、４０２番２、同番３の一
部、同番４、多摩川河川敷 
御岳一丁目 
１番１の一部、同番１５から１６まで、同番２４、２番１から２ま
で、同番４から９まで、７３番２、７５番１から３まで、同番５、
７６番１から２まで、７７番１から２まで、７８番２、７９番１か
ら２まで、８０番、８１番１から８まで、８２番１、同番３から８
まで、８３番１、同番ロ、同番３から６まで、８４番１から３ま
で、８５番、同番２から３まで、８６番、８７番１から９まで、８
８番１から８まで、８８番１０から１７まで、同番１９から２３ま
で、同番２５から２６まで、８９番１、同番３から９まで、９０
番、９１番１、同番４から５まで、９２番２から３まで、９４番２
から４まで、同番６から１３まで、９５番２、９６番１から４ま
で、９７番１、同番３から４まで、同番６から１０まで、９８番１
から３まで、９９番１から２まで、１００番、１０１番イからハま
で、１０２番１から２まで、１０３番１から２まで、１０４番１か
ら２まで、１０５番１から４まで、１０６番１から９まで、１０７
番２、１１０番２から４まで、同番６、１３８番２、１３９番２、
１４０番１から５まで、１４１番１、同番ロ、同番３から４まで、
１４２番１から７まで、１４３番イからロまで、１４４番、１４５
番１から２まで、１４６番１から６まで、１４７番１から８まで、
１４８番１、同番４から６まで、１４９番１、１５０番から１５１
番まで、１５２番１から３まで、１５３番２、１５４番２、１５５
番２、１６５番４から６まで、１６６番２、１６７番１から２ま
で、１６８番から１７１番まで、１７２番１から２まで、１７３番
１から４まで、１７４番１から５まで、１７５番１から５まで、１
７６番１、同番ロ、同番３から８まで、１７７番１から２まで、１
７８番１から６まで、１７９番１から２まで、同番５から８まで、
１８０番２から３まで、１８９番１から２まで、１９０番イからロ
まで、同番３から５まで、１９１番１、１９２番１から５まで、１
９３番３から４まで、１９５番１、同番３から４まで、１９６番
１、同番３から８まで、１９７番２から４まで、多摩川河川敷 
 
上記の区域とその区域内に介在する道路・河川等 
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別表４ 

業務施設集積地区名 青梅・長淵・河辺地区 

市 名 区            域 

 
青 梅 市 

 
滝ノ上町 
１３３３番１、同番１１、１３３４番１、同番３、１３３７番２、
１３３８番、１３３９番１から８まで、同番１３、１３４４番１、
同番３、１３４５番、１３４６番１、１３４７番１、１３４８番
１、１３４９番１、１３５０番１、同番ロからハまで、同番４から
５まで、１３５１番１、１３５２番、１３５３番１から２まで、１
３６４番３、同番７、同番１２、多摩川河川敷 
大柳町 
１３６３番１、１３６４番１、同番１０、１３６５番、１３６７番
１、同番３、同番６から８まで、１３７３番３、１３７４番１、１
３７５番１、同番３、同番５から６まで、１３７６番１から４ま
で、１３７７番から１３７８番まで、１３７９番１、１３８０番
１、同番９から１５まで、１３８４番２から３まで、同番５から１
４まで、１３８５番１から３まで、１３８６番２から４まで、１３
８７番２、１３８８番、１３８９番１から５まで、１３９０番２、
同番４、１３９１番１から３まで、１３９２番、１３９３番１から
４まで、１３９４番１から２まで、１３９５番、１３９６番１、１
３９７番から１３９９番まで、１４００番１から９まで、１４０２
番、１４０３番１、１４０４番１から２まで、１４０７番１から５
まで、１４０８番１から５まで、１４１８番２から３まで、１４１
９番２、１４２０番２、１４２１番２、１４２２番２、１４７４番
４から６まで、１４７５番２、同番７、１４７６番２、多摩川河川
敷 
駒木町一丁目 
６６２番１から４まで、６６３番１から３まで、６８４番から６８
５番まで、６８６番１から２まで、６８７番１から２まで、６６８
番１から２まで、６９８番の一部、７００番の一部、７０１番１の
一部、同番２、７０２番から７０３番まで、７０４番１の一部、同
番２の一部、同番３、７０５番１の一部、同番２、多摩川河川敷 
駒木町三丁目 
６５０番４、同番９から１１まで、６６４番１、同番３、６６５番
１、６６６番１の一部、同番２から３まで、６６７番、同番１から
２まで、６６８番１から３まで、６７１番から６７２番まで、６７
３番１、６７５番１、６７６番から６７７番まで、６７８番１、６ 
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 ７９番、６８０番１から２まで、６８１番１から４まで、６８２番
１から３まで、６８３番、多摩川河川敷 
長淵一丁目 
多摩川河川敷 
長淵二丁目 
５９０番１、５９４番１、１１４７番１、１１８８番、１１９３
番、１３６３番６から７まで、同番１０、１３６４番６ 
長淵三丁目 
多摩川河川敷 
長淵四丁目 
多摩川河川敷 
長淵五丁目 
１８７番２、１８８番２、１８９番１から３まで、１９０番１から
４まで、１９１番１、１９１番３から６まで、１９３番２から３ま
で、１９４番２、２１４番２から３まで、２１５番１から２まで、
２１６番１から１０まで、２１７番１から７まで、同番９、２１８
番１から３まで、２１９番から２２０番まで、２２１番１から２ま
で、２２２番、２２３番１から３まで、２２４番１、同番３から６
まで、２２５番１から３まで、同番５から９まで、２２６番１、２
２６番３から７まで、２２７番２、２３４番１から４まで、２３５
番１から３まで、２３６番１から２まで、同番４、２３７番２、２
４２番２から３まで、２４３番２から３まで、２４３番５、２４３
番７から８まで、２４４番１から１３まで、２４５番から２４６番
まで、２４７番１から７まで、２４８番、２４９番１から５まで、
２５０番１から４まで、２５１番１から４まで、２５２番１から３
まで、２５３番１、２５４番６、同番９、２５５番１、同番４から
６まで、２５６番３から４まで、２５７番１から４まで、同番６か
ら１１まで、２５８番１、同番３から５まで、同番９から１５ま
で、同番１７から２０まで、同番２５、同番２７、同番２９から３
１まで、同番３３から３９まで、２５９番２、２６０番３から４ま
で、同番６から１０まで、同番１３から１５まで、２６１番１から
３まで、２６２番１から２まで、２６３番、４４３番２、同番５、
４４４番４、４４６番ニ、同番６、４４７番、５４４番１１、５５
０番１、５５１番１から６まで、５５２番１から３まで、５５３番
１から５まで、５５４番から５５６番まで、５５６番２、５５７番
から５５９番まで、５６０番１から５まで、５６１番から５６２番
まで、５６３番１から４まで、５６４番、５６５番２から３まで、
５６６番１から５まで、同番９から１３まで、同番１６から２２ま
で、５６８番１から６まで、５６９番１から１１まで、５７０番１ 
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 から３まで、５７１番１から６まで、５７２番１から４まで、５７
３番１から１１まで、５７４番１から３まで、５７５番、５７６番
１から３まで、５７７番２、５７８番から５８２番まで、５８３番
１から７まで、５８４番１から５まで、同番７、５８５番、５８６
番１から３まで、５８７番、５８８番１から２まで、５８９番１か
ら６まで、５９０番１から２まで、５９１番から５９２番まで、５
９３番１から３まで、５９４番１から４まで、同番１２、５９５番
１から２まで、５９６番１から４まで、５９７番１、同番ロ、同番
３から６まで、５９８番１から２まで、５９９番１から２まで、６
００番、６０１番１から２まで、６０３番３、６０４番７、６１８
番、６２７番２、６３３番２から３まで、６３４番１から１１ま
で、６３６番１から２まで、６３７番１から２まで、同番４から５
まで、６３８番１から６まで、６３９番、６４０番１、６４０番３
から５まで、６４１番２から４まで、６４３番１から２まで、６４
４番３から５まで、同番８から１３まで、６４５番イ、同番３から
９まで、６４６番１から２まで、同番４、同番６、同番８から１０
まで、同番１２、同番１４、６４７番２、６４８番１から２まで、
６４９番１から２まで、６５０番１から３まで、６５１番１から２
まで、６５２番１から２まで、６５３番１から３まで、６５４番１
の一部、同番２、６５５番、同番３から４まで、６５６番１から２
まで、６６０番１から２まで、６６１番３から４まで、６６２番、
６６３番１から２まで、６６４番１から７まで、６６５番１から３
まで、６６６番から６６７番まで、６６８番２、６７０番２、６７
２番２、７５８番２、同番４、７７５番２、７７６番２から３ま
で、１３１２番１から２まで、１３１３番１から４まで、１３１４
番１から２まで、１３１５番１から４まで 
長淵六丁目 
多摩川河川敷 
長淵七丁目 
５１番１から２まで、５２番から５４番まで、５５番１から５ま
で、８４番１、同番３から８まで、８６番１から３まで、８７番、
８９番１から２まで、９０番１から６まで、９１番１から２まで、
同番５から６まで、同番９から１８まで、９２番１から３まで、９
３番、９４番１から３まで、９５番イ、同番２から３まで、９６
番、９７番１から２まで、９８番１から４まで、９９番１から５ま
で、１００番１から５まで、１０１番１から３まで、同番６から２
０まで、１０２番２から９まで、１０３番３から５まで、１０４番
１から４まで、１０５番１から２まで、１０６番イからロまで、同
番３から４まで、１０７番、１０８番１から９まで、１０９番５か 
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 ら７まで、１１０番２、１１１番１、同番３、１１２番１、同番
３、１１３番、２６５番１、同番３から９まで、２６６番１、同番
３から１０まで、２６９番２から３まで、２７０番１から７まで、
同番９から１０まで、同番１５、同番１７から２５まで、２７１番
イからロまで、２７２番イからロまで、２７３番、２７４番１から
３まで、２７５番１から３まで、２７７番１から３まで、２７８番
１から７まで、２７９番１から２まで、２８０番１、２８１番１か
ら８まで、２８２番１から１３まで、２８３番１から９まで、２８
４番、２８５番１から２まで、２８６番１から３まで、同番５、２
８７番１から１３まで、２８８番１、同番４から５まで、同番７か
ら８まで、同番１０、２８９番、２９０番１、同番３、２９１番１
から３まで、２９２番１から２まで、２９３番１から３まで、２９
４番１から３まで、２９５番１から３まで、同番５から１３まで、
２９６番１から２まで、同番４から６まで、２９７番１、同番３か
ら７まで、２９８番１から４まで、２９９番１から２まで、同番４
から７まで、同番９から１２まで、３００番１から１２まで、同番
１４、３０１番１から３まで、３０２番１から４まで、３０３番１
から２まで、３０４番１から２まで、同番４から５まで、３０５番
１から２まで、３０６番１から２まで、同番４から８まで、同番１
０から１４まで、３０７番１から８まで、３０８番２、３０９番２
から３まで、３１０番１から５まで、３１１番１から９まで、３１
２番１から３まで、３１３番１から３まで、３１４番１から４ま
で、３１５番１から２まで、３１６番から３２１番まで、３２２番
１から５まで、３２３番１から５まで、３２４番１から３まで、３
２５番１から２まで、同番４から６まで、３２６番、３２７番１か
ら１４まで、３２８番から３２９番まで、３３０番１から７まで、
３３１番１から６まで、３３２番１から８まで、３３３番１から４
まで、同番６から１０まで、３３４番１から５まで、３３５番１か
ら２まで、３３６番１から３まで、３３７番１から１７まで、３３
８番１から４まで、３３９番１から２まで、同番４から５まで、３
４０番１から４まで、３４１番１から１１まで、３４２番１、３４
３番、３４４番１から１1 まで、３４５番１、同番３から５まで、
３４６番、３４７番１から３まで、３４８番１から２まで、３４９
番１から２まで、同番１４から２２まで、３５０番２から７まで、
３５１番１、同番３から５まで、３５２番 1 から４まで、同番６か
ら１３まで、３５３番１、同番３から１６まで、３５４番４、同番
６から９まで、３５５番１から２６まで、３５６番２から６まで、
同番８から１０まで、同番１２から１５まで、３５７番１から４ま
で、同番６、３５９番１、同番４から８まで、同番１０から１３ま 
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 で、同番１６から２０まで、同番２２、同番２４から２６まで、同
番２８から５３まで、３６０番、３６１番１から２まで、３６２番
１から２まで、３６３番１から２まで、３６４番１から３まで、同
番７から１６まで、３６５番から３６６番まで、３６７番１から２
まで、３６８番、３７０番１、同番４から５まで、同番７から１３
まで、３７２番１から４まで、同番６から９まで、同番１１から１
２まで、同番１５から２１まで、同番２３から２４まで、３７３番
１から５まで、同番９から１０まで、同番１２から１４まで、３７
４番、３７５番１から３まで、同番６から２５まで、３７６番１か
ら４まで、同番６から７まで、３７７番１から１５まで、３７８番
１から４まで、同番６から１０まで、３７９番１から３まで、同番
５、同番７から２０まで、３８０番２から９まで、同番１３から２
１まで、３８１番１から７まで、同番１５、同番１７、３８２番１
から６まで、同番８、同番１１から１２まで、３８３番２から１１
まで、３８４番２、同番４から９まで、同番１４、３８５番、３８
６番１、同番３から６まで、３８９番２から５まで、同番７から１
２まで、３９０番１から２まで、３９１番１から８まで、３９２番
から３９３番まで、３９４番１から２まで、３９５番から３９６番
まで、１３０９番１から９まで、１３１０番２、同番４から６ま
で、多摩川河川敷 
長淵八丁目 
１５６番１０から１１まで、１８３番３から４まで、１８７番３、
１８８番３、１９３番４、１９４番３、同番６、１９６番３から７
まで、１９９番２から５まで、同番８から９まで、２００番１、同
番４から１１まで、２０１番１から６まで、２０２番から２０４番
まで、２０５番１から３まで、２０６番、２０７番１から３まで、
２０８番２、２０９番１、同番３から５まで、２１０番２、２１１
番イからロまで、２１２番１から２まで、２１３番、２１４番１、
同番４、２２４番２から３まで、２２６番２、２２７番１から２ま
で、２２８番、同番２、２３０番１から３まで、２３１番１から２
まで、２３２番１から４まで、２３３番１、同番３から６、２３４
番２、同番５から７まで、２３７番１、２３８番から２３９番、２
４０番１から２まで、２４１番、２４２番１、２４３番１、同番
９、同番１１、同番１３、７７７番２から４まで、７７８番３、７
７９番２、７８１番２から３まで、７８２番４の一部 
長淵九丁目 
１００７番 
友田三丁目 
多摩川河川敷 
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 友田四丁目 
多摩川河川敷 
友田五丁目 
多摩川河川敷 
千ヶ瀬町一丁目 
多摩川河川敷 
千ヶ瀬町二丁目 
多摩川河川敷 
千ヶ瀬町三丁目 
多摩川河川敷 
千ヶ瀬町五丁目 
多摩川河川敷 
千ヶ瀬町六丁目 
多摩川河川敷 
河辺町一丁目 
多摩川河川敷 
河辺町二丁目 
多摩川河川敷 
河辺町三丁目 
多摩川河川敷 
畑中一丁目 
多摩川河川敷 
 
上記の区域とその区域内に介在する道路・河川等 
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