
都市開発諸制度活用方針　拠点地区一覧表
C-1 大手町 中核的な拠点地区
C-2 丸の内 中核的な拠点地区
C-3 有楽町 中核的な拠点地区
C-4 日比谷・内幸町 中核的な拠点地区
C-5 霞が関 中核的な拠点地区
C-6 永田町 中核的な拠点地区
C-7 日本橋 中核的な拠点地区
C-8 八重洲 中核的な拠点地区
C-9 京橋 中核的な拠点地区
C-10 銀座 中核的な拠点地区
C-11 新橋 中核的な拠点地区
C-12 六本木・虎ノ門 中核的な拠点地区
C-13 新宿 中核的な拠点地区
C-14 渋谷 中核的な拠点地区
C-15 池袋 中核的な拠点地区
C-16 大崎 中核的な拠点地区
C-17 上野・浅草 中核的な拠点地区
C-18 錦糸町・亀戸 中核的な拠点地区
C-19 台場 中核的な拠点地区
C-20 有明 中核的な拠点地区
C-21 青海 中核的な拠点地区
C-22 品川 中核的な拠点地区
C-23 秋葉原 中核的な拠点地区
C-24 八王子 中核的な拠点地区
C-25 立川 中核的な拠点地区
C-26 多摩ニュータウン 中核的な拠点地区
C-27 青梅 中核的な拠点地区
C-28 町田 中核的な拠点地区



都市開発諸制度活用方針　拠点地区一覧表
K-1 御茶ノ水 活力とにぎわいの拠点地区群
K-2 水道橋・春日・後楽園 活力とにぎわいの拠点地区群
K-3 九段下・神保町 活力とにぎわいの拠点地区群
K-4 市ヶ谷 活力とにぎわいの拠点地区
K-5 神田 活力とにぎわいの拠点地区群
K-6 日本橋 活力とにぎわいの拠点地区群
K-7 人形町 活力とにぎわいの拠点地区群
K-8 茅場町・八丁堀 活力とにぎわいの拠点地区群
K-9 月島 活力とにぎわいの拠点地区群
K-10 勝どき 活力とにぎわいの拠点地区群
K-11 築地 活力とにぎわいの拠点地区群
K-12 晴海 活力とにぎわいの拠点地区群
K-13 大門・浜松町 活力とにぎわいの拠点地区群
K-14 田町・三田 活力とにぎわいの拠点地区群
K-15 飯田橋 活力とにぎわいの拠点地区群
K-16 四ツ谷 活力とにぎわいの拠点地区
K-17 大久保・新大久保 活力とにぎわいの拠点地区
K-18 高田馬場 活力とにぎわいの拠点地区
K-19 巣鴨 活力とにぎわいの拠点地区
K-20 駒込 活力とにぎわいの拠点地区
K-21 浅草橋 活力とにぎわいの拠点地区
K-22 押上 活力とにぎわいの拠点地区
K-23 両国 活力とにぎわいの拠点地区
K-24 門前仲町 活力とにぎわいの拠点地区
K-25 豊洲 活力とにぎわいの拠点地区群
K-26 目黒 活力とにぎわいの拠点地区
K-27 大井町 活力とにぎわいの拠点地区
K-28 大森 活力とにぎわいの拠点地区
K-29 武蔵小山 活力とにぎわいの拠点地区
K-30 恵比寿 活力とにぎわいの拠点地区
K-31 中目黒 活力とにぎわいの拠点地区
K-32 下北沢 活力とにぎわいの拠点地区
K-33 三軒茶屋 活力とにぎわいの拠点地区
K-34 笹塚 活力とにぎわいの拠点地区
K-35 中野 活力とにぎわいの拠点地区
K-36 中野坂上 活力とにぎわいの拠点地区
K-37 東中野 活力とにぎわいの拠点地区
K-38 大塚 活力とにぎわいの拠点地区
K-39 田端 活力とにぎわいの拠点地区
K-40 王子 活力とにぎわいの拠点地区
K-41 十条・東十条 活力とにぎわいの拠点地区
K-42 西日暮里 活力とにぎわいの拠点地区
K-43 日暮里 活力とにぎわいの拠点地区
K-44 南千住 活力とにぎわいの拠点地区
K-45 町屋 活力とにぎわいの拠点地区



都市開発諸制度活用方針　拠点地区一覧表
K-46 板橋 活力とにぎわいの拠点地区
K-47 大山 活力とにぎわいの拠点地区
K-48 北千住 活力とにぎわいの拠点地区
K-49 綾瀬 活力とにぎわいの拠点地区
K-50 亀有 活力とにぎわいの拠点地区
K-51 新小岩 活力とにぎわいの拠点地区
K-52 立石 活力とにぎわいの拠点地区
K-53 船堀 活力とにぎわいの拠点地区
K-54 葛西 活力とにぎわいの拠点地区
K-55 西葛西 活力とにぎわいの拠点地区
S-1 蒲田 枢要な地域の拠点地区
S-2 二子玉川 枢要な地域の拠点地区
S-3 自由が丘 枢要な地域の拠点地区
S-4 荻窪 枢要な地域の拠点地区
S-5 赤羽 枢要な地域の拠点地区
S-6 練馬 枢要な地域の拠点地区
S-7 金町 枢要な地域の拠点地区
S-8 小岩 枢要な地域の拠点地区
S-9 吉祥寺 枢要な地域の拠点地区
S-10 武蔵境 枢要な地域の拠点地区
S-11 三鷹 枢要な地域の拠点地区
S-12 府中 枢要な地域の拠点地区
S-13 調布 枢要な地域の拠点地区
S-14 武蔵小金井 枢要な地域の拠点地区
S-15 国分寺 枢要な地域の拠点地区
S-16 国立 枢要な地域の拠点地区
Ｔ-1 千歳烏山 地域の拠点地区
Ｔ-2 経堂 地域の拠点地区
Ｔ-3 明大前 地域の拠点地区
Ｔ-4 成城学園 地域の拠点地区
Ｔ-5 用賀 地域の拠点地区
Ｔ-6 高円寺 地域の拠点地区
Ｔ-7 阿佐ヶ谷 地域の拠点地区
Ｔ-8 西荻窪 地域の拠点地区
Ｔ-9 下高井戸 地域の拠点地区
Ｔ-10 成増 地域の拠点地区
Ｔ-11 上板橋 地域の拠点地区
Ｔ-12 大泉学園 地域の拠点地区
Ｔ-13 石神井公園 地域の拠点地区
Ｔ-14 光が丘 地域の拠点地区
Ｔ-15 東武練馬 地域の拠点地区
Ｔ-16 上石神井 地域の拠点地区
Ｔ-17 竹ノ塚 地域の拠点地区
Ｔ-18 西新井 地域の拠点地区



都市開発諸制度活用方針　拠点地区一覧表
Ｔ-19 高砂 地域の拠点地区
Ｔ-20 瑞江 地域の拠点地区
Ｔ-21 高尾 地域の拠点地区
Ｔ-22 八王子みなみ野 地域の拠点地区
Ｔ-23 分倍河原 地域の拠点地区
Ｔ-24 昭島 地域の拠点地区
Ｔ-25 鶴川 地域の拠点地区
Ｔ-26 南町田 地域の拠点地区
Ｔ-27 東小金井 地域の拠点地区
Ｔ-28 花小金井 地域の拠点地区
Ｔ-29 高幡不動 地域の拠点地区
Ｔ-30 日野 地域の拠点地区
Ｔ-31 豊田 地域の拠点地区
Ｔ-32 西国分寺 地域の拠点地区
Ｔ-33 福生 地域の拠点地区
Ｔ-34 狛江 地域の拠点地区
Ｔ-35 清瀬 地域の拠点地区
Ｔ-36 東久留米 地域の拠点地区
Ｔ-37 聖蹟桜ヶ丘 地域の拠点地区
Ｔ-38 ひばりヶ丘 地域の拠点地区
Ｔ-39 田無 地域の拠点地区
Ｔ-40 保谷 地域の拠点地区


