
 東京の土地利用
平成２９年多摩・島しょ地域

平成２９年度土地利用現況調査結果の概要

宅地の割合が土地利用面積（道路を除く。）の 以上を占める町丁目について、

建物の延べ面積のうち、最大床面積を占める用途を色表示した図である。
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は じ め に Introduction
本報告書は、平成 年度に東京都の多摩・島しょ

地域を対象に実施した土地利用現況調査結果を取
りまとめたものです。
この調査は、都市計画法第６条の規定に基づく都

市計画に関する基礎調査の一つとして、土地利用の
現況と変化の動向を把握するために、おおむね５年
ごとに実施しています。
調査は、航空写真及び住宅地図の比較から土地利

用等が変化したと思われる箇所を抽出し、現地で外
観目視等による調査を行い、土地利用現況図にまと
めました。また、平成 年度に、コンピュータを活
用して調査結果の計量・解析を行い、土地利用現況
をデータベース化した数値情報として把握しまし
た。
なお、多摩・島しょ地域の調査結果のデータベー

ス化は、平成４年度の調査以来、今回で６回目とな
り、町丁目別集計に基づき、変化のおおむねの傾向
を５年ごとに分析しています。
本報告書では、多摩都市部、多摩山村部、島しょ

地域などのエリアごとに、調査結果をカラーグラフ
にまとめ、土地利用の状況を的確に把握できるよう
に配慮しました。
調査の実施に当たり、多くの関係者のご協力をい

ただきました。厚く御礼申し上げます。
本報告書が平成 年度調査をまとめた区部の報

告書（平成 年度発行）と同様に、今後の都市計画
の推進に当たり、基礎的な資料として広く活用され
れば幸いです。

東京都都市整備局 
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