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西五反田七丁目地区に関する都市計画案について 

１．これまでの経緯 

令和 3 年 9 月 事業者による開発計画説明会実施 

２．都市計画原案説明会の開催結果等 

(1) 都市計画原案の説明会 

〇開 催 日 ：令和 3年 12 月 20 日（月） 

〇対 象 者 ：地区内の関係権利者 

(2) 都市計画原案の公告・縦覧 

〇期 間 ：令和 3年 12 月 15 日（水）～12 月 28 日（火） 

（意見書の提出は令和 4年 1月 4日（火）まで） 

〇縦覧場所：品川区都市開発課 

(3) 主な意見 

・都市計画原案に対する意見 

 １件（建物の建て替えと地区計画の目標が合致するため賛成） 

・その他の意見 

 なし。 

３．都市計画案の説明会開催等 

(1) 都市計画案の説明会 

〇開催日時：令和 4年 2月 25 日（金）19 時 00 分から 

〇会 場 ：第一日野小学校 体育館 

〇対 象 者 ：区民・利害関係人 

(2) 都市計画案の公告・縦覧 

〇期 間 ：令和 4年 2月 24 日（木）～3月 10 日（木） 

〇縦覧場所：品川区都市計画課 

(3) 都市計画案の概要 

  〇別紙参照 

４．必要な都市計画

(1) 西五反田七丁目地区地区計画の決定 

(2) 高度利用地区の変更 

５．今後の予定 

(1) 品川区都市計画審議会：令和 4年 3月下旬  

(2) 都市計画決定    ：令和 4年 4月上旬

建 設 委 員 会 資 料 

令 和 ４ 年 １ 月 １ ７ 日 

都市環境部都市開発課



2/2 

西五反田七丁目地区の位置 

東京都地形図より作成（承認番号）3都市基交著第 1号 



地
区
整
備
計
画

位置 七丁目地内

面積 約3.2ha

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

種類 名称 面積及び幅員 備考

公園 公園1号 約500㎡ ー 新設（B地区）

その他の
公共施設

広場１号 約6,350㎡ ー 新設（A地区）

歩道状空地１号 5.0m 約80m 新設（A地区）

歩道状空地２号 2.5m 約150m 新設（A地区）

歩道状空地３号 5.0m 約100ｍ 新設（A地区）

歩道状空地４号 2.5m 約100m 新設（A地区）

歩道状空地５号 2.0m 約120m 新設（A地区）

歩道状空地６号 2.0m 約50m 新設（B地区）

歩道状空地７号 2.0m 約50m 新設（B地区）

貫通通路１号 3.0m 約20m 新設（B地区）

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の
区分

名称 A地区 B地区

面積 約2.7ha 約0.5ha

建築物の
用途の制限

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第６項に規定する営業の用に
供する建築物は建築してはならない。

敷地面積の
最低限度

500㎡
ただし、公益上必要な建築物等についてはこの
限りではない

ー

建築物等の形
態又は色彩そ
の他の意匠の
制限

A 地区では、にぎわいゾーンのシンボルとなる都市景観形成を図るため、国道1 号線沿道で
は広域幹線道路の交差点付近という立地特性を踏まえ、周辺市街地と調和する街並み景観の
デザインに配慮する。

壁面の位置
の制限

建築物の壁面又はこれに代わる柱は、計画図に示す道路境界もしくは敷地境界から定める壁
面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、次の各号に該当する建築物等はこの
限りではない。
・落下物防止のための庇、歩行者の快適性・安全性を高めるために設ける上屋、庇及びこれ
を支える柱、手すり並びにその他これらに類するもの

・自動車駐車場及び自転車駐車場の車路並びに出入口の上部に設置される庇の部分
・公園施設、巡査派出所等の公益上必要なもの（別途代替となる歩行者空間を確保したもの
に限る）

歩道状空地１号

歩道状空地２号

歩道状空地３号

歩道状空地４号

歩道状空地５号

歩道状空地６号歩道状空地７号

公園１号

貫通通路１号

広場１号

A地区

B地区

地区施設図
東京都都市計画地区計画の決定（品川区決定）

計画図
（壁面の位置
の制限）

〇都市計画案の概要 別紙

東京都地形図より作成（承認番号）3都市基交著第1号
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種類 A-１ A-2 備考

面積 約0.5ha 約2.2ha

容積率の
最高限度 110/10 100/10

１建築物の敷地面積の規模による限度
敷地面積が１０００㎡未満の建築物にあっては、下記の数値を
限度とする。
Ａ-1ゾーン１０分の９５、Ａ-2ゾーン１０分の８５
２育成用途の割合
育成用途（注）に供する部分の敷地面積に対する割合は、建築
基準法第52条の規定により指定された容積率から緩和する容積
率の２分の１以上とする。
３建築物の敷地内に設ける空地の規模による限度
敷地内に設ける広場等（地区計画で定める地区施設に限る。）
の空地面積及び道路境界線と壁面の位置の制限として定められ
た線との間の空地面積の合計が、「道路境界線から５ｍ以上の
壁面の位置の制限を定め、かつ、敷地面積の２５％以上の広場
等を設置する場合」に確保される空地面積の合計に満たない建
築物にあっては、１０分の３０を減じる。
４地上部及び建築物上の緑化率による限度
東京における自然の保護と回復に関する条例及び同施行規則に
規定する緑化基準に基づき算出した緑化率が、３５％未満であ
る建築物にあっては、１０分の１．４を減じる。
５建築基準法第52条第14項第一号の許可を受けたものは、その範
囲内において、容積率の最高限度を超えることができる。
（注）育成用途
育成用途は、都市開発諸制度活用方針における文化・交流施設、
商業施設、生活支援施設、産業支援施設、住宅（中核的な拠点
地区で認められたものに限る）とする。

容積率の
最低限度 40/10 40/10 公益上必要な建築物等についてはこの限りではない。

建蔽率の
最高限度 5/10 5/10 建築基準法第５３条第６項第一号に該当する建築物にあっては、

１０分の２を加えた数値とする。

建築面積の
最低限度 500㎡ 500㎡ 公益上必要な建築物等についてはこの限りではない。

壁面の
位置の制限

5m、
2.5m、

2m

5m、
2.5m

建築物の壁またはこれに代わる柱の面は、右図に表示する壁面線
を越えて建築してはならない。ただし、次に掲げる各号の一に該
当する場合は、この限りではない。
１落下物防止のための庇、歩行者の快適性・安全性を高めるため
に設ける上屋、庇及びこれを支える柱、手すり並びにその他こ
れらに類するもの

２自動車駐車場及び自転車駐車場の車路並びに出入口の上部に設
置される庇の部分

３巡査派出所等の公益上必要なもの（別途代替となる歩行者空間
を確保したものに限る）

東京都都市計画高度利用地区の変更（品川区決定）

A-1

A-2

区域図および壁面の位置の制限
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