
東京都市計画
東京都市計画都市高速道路
決定年月日
告示番号

名称 位置 区域 構造
備考 変更年月日・告示番号

変更内容路線名 起点 終点 主な経過地 延長（約 ｍ） 幅員（ｍ）
昭和41.  7.30
建設省告示
第2430号

都市高速道路外郭
環状線

ただし

世田谷区鎌田二丁目

世田谷区鎌田二丁目
世田谷区宇奈根三丁目
練馬区大泉町四丁目

練馬区大泉町一丁目

世田谷区宇奈根三丁目
練馬区大泉町四丁目
練馬区大泉町一丁目

世田谷区宇奈根三丁目、喜
多見六丁目、狛江市東野川
四丁目、調布市入間町二丁
目、三鷹市北野四丁目、武
蔵野市吉祥寺南町三丁目、
杉並区善福寺二丁目、練馬
区関町南一丁目、上石神井
四丁目、東大泉二丁目

18,060

630
16,270
1,160

40.0

30
40～98

64

入口4箇所
出口4箇所
換気所5箇所

昭和61.  1.21東京都告示第56号
一部幅員、構造の変更
平成  4.  6.  1東京都告示第667号
一部幅員の変更
（19.7ｍ→43.5ｍ）
平成19.  4.  6東京都告示第588号
一部幅員、構造の変更など
平成27.  3.  6東京都告示第318号
一部幅員、一部立体的な範囲の変更

幹線街路（環状街路）
決定年月日
告示番号

名称 位置 区域 構造
備考

変更年月日
告示番号
変更内容路線名 起点 終点 主な経過地 延長（約 ｍ） 幅員（約 ｍ）

昭和41.  7.30
建設省告示
第2428号

外郭環状線の２

ただし

世田谷区北烏山五丁目

世田谷区北烏山五丁目
杉並区善福寺二丁目
練馬区大泉町一丁目

練馬区東大泉二丁目

三鷹市井の頭一丁目
練馬区上石神井一丁目
練馬区大泉町二丁目

杉並区善福寺二丁目
練馬区大泉一丁目

8,970

570
1,720
1,860

40

76～40
58～40
78～40

昭和61.  1.21
東京都告示第56号
終点位置、延長の変更

市街化区域及び市街化調整区域
都市計画区域名 決定年月日

告示番号
都市計画区域
面積（ha）

市街化区域
面積（ha）

市街化調整区域
面積（ha） 変更年月日･告示番号

三　鷹 昭和45.12.26
東京都告示第1407号

1,650 1,650 － 昭和56.  5.27東京都告示第558号
平成  2.  3.  9東京都告示第261号
平成  6.  2.25東京都告示第160号
平成  8.  5.31東京都告示第649号
平成13.  5.15東京都告示第672号
平成16.  6.24東京都告示第1057号

用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域
用途地域 高度地区（種別と高さの最高限度） 防火地域

第一種 第二種 第三種 無指定
防火 準防火種  類 面積

（約 ha）
構成比
（%） （10ｍ） 25ｍ 25ｍ 25ｍ 35ｍ 25ｍ 35ｍ

第一種低層
住居専用地域 1,054.3 63.9 1,054.3 304.8

第一種中高層
住居専用地域 229.8 13.9 2.2 227.6 229.8

第二種中高層
住居専用地域 31.3 1.9 31.3 31.3

第一種住居地域 145.4 8.8 132.0 7.1 6.3 6.3 139.1

第二種住居地域 3.3 0.2 3.3 3.3

準住居地域 15.3 0.9 15.3 15.3

近隣商業地域 57.8 3.5 48.7 9.1 57.8

商業地域 24.7 1.5 9.5 24.7

準工業地域 61.7 3.8 61.7 61.7

工業地域 26.4 1.6 26.4 26.4

計 1,650.0 100.0 1,054.3 2.2 519.9 16.2 6.3 26.4 9.5 31.0 869.5
1,634.8 900.5

令和  4.11.  1　
三鷹市告示第289号

令和  4.11.  1　三鷹市告示第291号
※（10m）については、用途地域で定めている

平成16.  6.24
三鷹市告示
第175号

特別用途地区
名称 面 積

（約 ha）
決定年月日
告示番号

変更年月日
告示番号
変更内容

特別商業活性化
　　　　　　地区

第１種  24.7
平成16.  6.24
三鷹市告示第176号

平成20.  6.20
三鷹市告示第148号
区域、敷地面積による用
途規制の追加
令和  4.11.  1　
三鷹市告示第290号
区域の変更（第3種）

第２種   0.1
第３種  10.3

第４種  47.4 平成20.  6.20
三鷹市告示第148号

特別都市型産業等
　　　　　育成地区

第１種  26.4 平成16.  6.24
三鷹市告示第177号

平成29.  8.  1
三鷹市告示第229号
区域の削除第２種  32.4

特別文教・研究地区  40.8 平成16.  6.24
三鷹市告示第178号

特別住工共生地区

第１種   4.7
平成16.11.  2
三鷹市告示第302号

第２種   0.8
第３種   1.0
第４種   6.0

合　　計 194.6

既成市街地及び近郊整備地帯
告示年月日 告示番号

昭和47.10.  6 首都圏整備委員会告示第3号

地区計画
名称

地区計画
面積

（約 ha）

整備計画
面積

（約 ha）
決定年月日
告示番号

変更年月日
告示番号
変更内容

調布保谷線沿線地区
地区計画 5.4 5.4 平成16.  6.24三鷹市告示第180号

平成20.  6.20
三鷹市告示第149号
最低敷地面積に関す
る事項

新川島屋敷地区地区計画 11.0 11.0 平成17.11.11三鷹市告示第303号

法政大学付属中･高等学校
周辺地区地区計画 4.0 2.7 平成17.11.11三鷹市告示第304号

大沢三丁目環境緑地整備
地区地区計画 2.3 2.3 平成18.  8.10三鷹市告示第248号

平成25.  3.25
三鷹市告示第70号
区域の変更

三鷹台団地地区地区計画 10.3 10.3 平成21.  5.22三鷹市告示第138号

下連雀五丁目地区地区計画 3.4 3.4 平成23.  2.14三鷹市告示第38号
平成25.  3.25
三鷹市告示第71号
地区施設等の変更

下連雀五丁目第二地区
地区計画 6.5 6.5 平成26.12.  1三鷹市告示第305号

平成29.  8.  1
三鷹市告示第230号
区域、地区施設及び
地区整備計画の追加

三鷹台駅前周辺地区
地区計画 60.0 2.1 平成31.  2.22三鷹市告示第45号

令和  4.11.  1　
三鷹市告示第292号
地区整備計画の
区域の変更

合　　計 102.9 43.7

高度利用地区　　　　平成元年11月6日　三鷹市告示第156号

地区名 面積
（約 ha）

最高限度規制 最低限度規制 備考

容積率 建蔽率 容積率 建築面積
（㎡） 壁面線の制限

2ｍ及び1.5ｍ三鷹市下連雀
三丁目地内 0.5 65/10以下 8/10以下 20/10以上 200以上

風致地区
名称 面積

（約 ha）
決定年月日
告示番号

大沢風致地区 1.7 平成16.6.24
三鷹市告示第179号

市街地再開発促進区域　　　　平成元年11月6日　三鷹市告示第155号
名　　称 三鷹駅南口地区市街地再開発促進区域
位　　置 三鷹市下連雀三丁目地内
区域面積 約0.3ha

基
幹
的
公
共
施
設

の
配
置
及
び
規
模

道路

種別 名称 幅員（ｍ）
 （ ）内は全幅員

延長
（約 ｍ） 面積（ha） 備　　考

幹線道路 市道129号線 4.75
（9.5） 21 － 既　　設

区画街路 区画街路
1号線 4 90 － 既設私道の幅員約2.7ｍ

を4ｍに拡幅

単位整備区
面積 備　　　考
約0.3ha

道路

路線番号
計　　画 位　　　置 決定年月日

告示番号
変更年月日
告示番号
変更内容

通　称
延長（約 ｍ） 幅員（ｍ） 路線名 起　点 終　点 主な経過地

3･4･1 1,230 16 北野中仙川線 三鷹市新川一丁目 三鷹市中原四丁目 三鷹市中原二丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･13）

3･2･2 6,570
480
640

30
36
36

東京八王子線
ただし

三鷹市牟礼一丁目
三鷹市野崎一丁目
三鷹市牟礼一丁目

三鷹市大沢六丁目
三鷹市野崎二丁目
三鷹市牟礼五丁目

調布市深大寺東町七丁目
三鷹市野崎一丁目
調布市深大寺北町六丁目

・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号
起終点位置、延長
外環立体交差の変更
・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧1･2･1）

東八道路
（都道）

3･4･3 500 16 北野烏山線 三鷹市北野三丁目 三鷹市北野一丁目 三鷹市北野一丁目 ・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･12）

3･5･4 770 12 坂上府中線 三鷹市大沢二丁目 三鷹市大沢六丁目 三鷹市大沢六丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･3･3）

人見街道
（都道）

3･4･5 2,880 16 下連雀上石原線 三鷹市下連雀六丁目 三鷹市深大寺一丁目 三鷹市上連雀七丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･11）

山中通り
（市道）

3･2･6 2,830
2,830

36
10
調布保谷線
その他

三鷹市野崎二丁目
三鷹市野崎二丁目

三鷹市上連雀一丁目
三鷹市上連雀一丁目

三鷹市上連雀三丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧1･3･1）
・平成  9.  4.  4
東京都告示第469号
一部幅員の変更
環境施設帯の追加
・平成12.10.  3
東京都告示第1168号
車線数の決定
環境施設帯の位置、延長の
変更
一部幅員の変更
中心の振れ最大６ｍ
幅員変更（旧25ｍ）

武蔵境通り
新武蔵境通り
JR中央線立体
交差区間
（都道）

3･4･7 5,430 16 三鷹国分寺線 三鷹市井の頭一丁目 三鷹市井口四丁目 三鷹市上連雀六丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･10）

連雀通り
（都道）

3･4･8 1,750 16 連雀中央通り線 三鷹市下連雀一丁目 三鷹市上連雀五丁目 三鷹市下連雀四丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･9）
・平成12.10.  3
東京都告示第1168号
延長の変更　車線数の決定

路線番号
計　　画 位　　　置 決定年月日

告示番号
変更年月日
告示番号
変更内容

通　称
延長（約 ｍ） 幅員（ｍ） 路線名 起　点 終　点 主な経過地

3･4･9 920 16 三鷹駅南口境南線 三鷹市下連雀三丁目 三鷹市上連雀三丁目 三鷹市上連雀二丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･8）
・平成12.10.  3
東京都告示第1168号
延長の変更　車線数の決定

3･4･10 260 16 三鷹台駅井の頭線
なお

三鷹市井の頭二丁目
起点付近に地積2,100
㎡の広場を設ける。

三鷹市井の頭一丁目 三鷹市井の頭一丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号
名称、延長、終点の変更
・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･1）
・平成31.  2.22
三鷹市告示第44号
廃止

三鷹台駅前
通り

3･4･11 650
570

16～16.5
16.5

北野仙川線
ただし

三鷹市北野四丁目
三鷹市北野四丁目

三鷹市北野四丁目
三鷹市北野四丁目

三鷹市北野四丁目 ・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･15）
・平成19.  4.  6
東京都告示第589号
名称、一部線形、一部幅員及
び延長の変更　車線数の決定

3･4･12 4,180 16 本村井の頭公園駅前線 三鷹市新川六丁目 三鷹市井の頭三丁目 三鷹市牟礼四丁目
三鷹市新川五丁目

・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号
名称、延長、起点の変更
・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･2）

3･4･13 5,260
1,560
470
430

16
10
9.25
9.25

三鷹駅仙川環状線
ただし
支線1
支線2

三鷹市下連雀三丁目
三鷹市下連雀三丁目
三鷹市中原一丁目
三鷹市中原一丁目

調布市仙川町二丁目
三鷹市牟礼四丁目
調布市仙川町二丁目
調布市仙川町二丁目

三鷹市牟礼七丁目
三鷹市下連雀一丁目
三鷹市中原一丁目
三鷹市中原一丁目

・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・昭和41.  7.30
建設省告示第2433号
延長、終点の変更、
支線の追加
・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･3）

3･4･14 3,160
410

16
12
国領吉祥寺線
ただし

三鷹市中原三丁目
三鷹市中原二丁目

三鷹市下連雀一丁目
三鷹市中原三丁目

三鷹市上連雀六丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･4）

吉祥寺通り
（都道）

3･5･15 2,140
320

12
11
むらさき橋通り線
ただし

三鷹市新川六丁目
三鷹市下連雀二丁目

三鷹市下連雀三丁目
三鷹市下連雀三丁目

三鷹市下連雀二丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
三鷹市告示第86号
名称変更（旧2･3･2）
・平成元.  6.16
三鷹市告示第87号
一部幅員の変更

むらさき橋
通り
（市道）

3･5･16 1,020 12 三鷹駅南口線
なお

三鷹市下連雀三丁目
起点付近に地積8,000
㎡の広場を設ける。

三鷹市下連雀四丁目 三鷹市下連雀四丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
三鷹市告示第86号
名称変更（旧2･3･1）

中央通り
（市道）

3･4･17 2,340
270

16
27
三鷹駅西通り線
ただし

三鷹市野崎一丁目
三鷹市上連雀二丁目

三鷹市上連雀一丁目
三鷹市上連雀一丁目

三鷹市上連雀四丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・昭和44.  3.24
建設省告示第666号
一部幅員の変更
・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･5）

三鷹通り
（都道）

3･4･18 1,570 16 野崎武蔵境駅南口線 三鷹市野崎二丁目 三鷹市井口一丁目 三鷹市野崎三丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･6）

かえで通り
（市道）

3･4･19 2,300 16 大沢坂下線 三鷹市大沢四丁目 三鷹市大沢六丁目 三鷹市大沢五丁目
及び調布市西町

・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･14）
・平成  7.  4.28
東京都告示第560号
名称、主な経過地、終点位置
及び延長の変更

大沢コミュ
ニティ通り
（市道）

3･4･20 3,020 16 西調布境橋線 三鷹市大沢四丁目 三鷹市井口三丁目 三鷹市深大寺二丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
東京都告示第663号
名称変更（旧2･2･7）

天文台通り
（都道）

7･6･1 460 10 三鷹駅山崎線 三鷹市井の頭五丁目 三鷹市井の頭五丁目 ・昭和37.  7.26
建設省告示第1780号

・平成元.  6.16
三鷹市告示第86号
名称変更（旧1･小･1）

8･7･1 1,180 3.6 中川線 三鷹市北野一丁目 三鷹市北野二丁目 ・昭和48.  2.23
三鷹市告示第18号

・平成元.  6.16
三鷹市告示第86号
名称変更（旧歩専1）

都市高速鉄道
決定年月日
告示番号 路線名

位置 区域 構造 変更年月日
告示番号
変更内容

施行者
起　点 終　点 主な経過地 延長（約 ｍ） 構造形式

平成  6.  5.11
東京都告示
第591号

東日本旅客鉄道
中央本線

 （在来線）

 （計画線）

三鷹市下連雀三丁目

三鷹市下連雀三丁目
三鷹市下連雀三丁目
三鷹市下連雀三丁目
三鷹市下連雀三丁目

三鷹市上連雀一丁目

三鷹市下連雀三丁目
三鷹市上連雀一丁目
三鷹市下連雀三丁目
三鷹市上連雀一丁目

三鷹市上連雀二丁目
三鷹市上連雀三丁目

840

720
120
550
290

地表式
嵩上式
地表式
地下式

東京都及び
東日本旅客
鉄道（株）

空　港
決定年月日
告示番号

名称
位置 面積

（約 ha）
変更年月日・告示番号

変更内容番号 空港名
昭和14.  1.16
内告第11号 第１号 東京調布飛行場 三鷹市大沢五丁目、大沢六丁目

及び調布市西町各地内 39.0 平成7.  4.28　三鷹市告示第78号
飛行場面積の変更

街区公園
名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日

（告示番号）番号 公園名（通称） 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

2･2･2 新川公園
 （新川児童公園） 新川六丁目26番16号 昭和45.  8.15 三鷹市告示第48号 0.19 昭和47.  7.  7 東京都告示第784号 昭和48.  4.  1

2･2･3 むらさき公園
 （むらさき児童公園） 下連雀二丁目10番22号 昭和45.  8.15

昭和48.11.26
三鷹市告示第48号
三鷹市告示第77号 0.12 昭和49.  1.18 東京都告示第58号 昭和49.  4.  1

2･2･4 下連雀公園
 （下連雀児童公園） 下連雀三丁目6番18号 昭和45.  8.15 三鷹市告示第48号 0.15 昭和46.  3.29 東京都告示第307号 昭和47.  4.  1

2･2･5 上連雀公園
 （上連雀児童公園） 上連雀四丁目26番6号 昭和45.  8.15 三鷹市告示第48号 0.16 昭和46.10.  2

昭和49.12.  7
東京都告示第1091号
東京都告示第1261号 昭和50.  4.  1

2･2･6 東野公園
 （東野児童公園） 深大寺二丁目6番8号 昭和45.  8.15

昭和55.  1.17
三鷹市告示第48号
三鷹市告示第10号

0.12
0.13

昭和52.10.  4
昭和55.  2.14

東京都告示第823号
東京都告示第159号

昭和53.  2.  1
 （三鷹市告示第154号）

2･2･7 上連雀第2公園
 （上連雀交通公園） 上連雀七丁目8番13号 昭和48.11.26 三鷹市告示第77号 0.16 昭和49.  1.18 東京都告示第59号 昭和54.  5.27

 （三鷹市告示第55号）

2･2･8 上連雀第3公園
 （上連雀みなみ児童公園） 上連雀九丁目29番24号 昭和49.11.15 三鷹市告示第85号 0.17 昭和49.12.  7 東京都告示第1262号 昭和51.  4.  1

2･2･9 中原公園
 （中原児童公園） 中原四丁目8番36号 昭和50.12.11 三鷹市告示第85号 0.13 　－ 　－ 昭和51.11.  1

2･2･10 三鷹台公園
 （三鷹台児童公園） 井の頭一丁目3番26号 昭和51.  2.25 三鷹市告示第11号 0.17 昭和51.  3.  9 東京都告示第189号 昭和52.  4.  1

 （三鷹市告示第38号）

2･2･11 下連雀きたうら公園
 （下連雀きたうら児童公園） 下連雀四丁目19番9号 昭和51.  6.25 三鷹市告示第42号 0.17 昭和51.  7.  8 東京都告示第663号 昭和53.  4.  3

 （三鷹市告示第39号）

2･2･12 下連雀第2公園
 （下連雀みなみうら児童公園） 下連雀六丁目6番55号 昭和53.  9.21 三鷹市告示第95号 0.10 昭和53.10.24 東京都告示第1077号 昭和55.  4.  1

 （三鷹市告示第31号）

2･2･13 下連雀第3公園
 （下連雀しらかば児童公園） 下連雀四丁目6番11号 昭和54.10.27 三鷹市告示第110号 0.07 昭和54.11.16 東京都告示第1225号 昭和55.12.27

 （三鷹市告示第154号）

2･2･14 深大寺公園
 （深大寺公園） 深大寺三丁目15番1号

昭和55.  1.17
昭和56.11.  4
昭和60.12.27

三鷹市告示第10号
三鷹市告示第139号
三鷹市告示第193号

0.44
0.47
0.56

昭和55.  2.14
昭和56.12.  5
昭和61.  1.25

東京都告示第157号
東京都告示第1273号
東京都告示第79号

昭和55.11.  1
 （三鷹市告示第119号）

2･2･15 牟礼公園
 （牟礼ひばり野児童公園） 牟礼七丁目3番17号 昭和55.  1.17 三鷹市告示第10号 0.16 昭和55.  2.14 東京都告示第158号 昭和57.  3.  1

 （三鷹市告示第21号）

2･2･16 堀合公園
 （堀合児童公園） 上連雀一丁目15番11号 昭和56.11.  4 三鷹市告示第139号 0.26 昭和56.12.  3 東京都告示第1257号 昭和58.  4.15

 （三鷹市告示第51号）

2･2･17 下連雀第4公園
 （下連雀鷹の子児童公園） 下連雀九丁目5番51号 昭和57.12.24 三鷹市告示第126号 0.15 昭和58.  1.20 東京都告示第48号 昭和59.  4.  2

 （三鷹市告示第33号）

2･2･18 中原第2公園
 （中仙川児童公園） 中原二丁目2番14号 昭和58.12.23 三鷹市告示第168号 0.10 昭和59.  1.21 東京都告示第46号 昭和60.  4.  1

 （三鷹市告示第54号）

2･2･19 下連雀第5公園
 （有三記念公園） 下連雀二丁目12番27号 昭和59.10.31 三鷹市告示第151号 0.13 昭和59.11.22 東京都告示第1109号 昭和62.  7.22

 （三鷹市告示第99号）

2･2･20 大沢公園
 （大沢雑木林公園） 大沢一丁目11番18号 昭和61.  7.21 三鷹市告示第122号 0.24 昭和61.  9.22 東京都告示第1004号 昭和63.  3.31

 （三鷹市告示第35号）

2･2･21 新川第3公園
 （新川谷端児童公園） 新川二丁目7番7号 昭和63.  1.  5

令和  5.  3.  1
三鷹市告示第2号
三鷹市告示第42号

0.12
0.21 昭和63.  2.  5 東京都告示第133号 昭和63.  7.  8

 （三鷹市告示第80号）

2･2･22 三鷹台第2公園
 （三鷹台やすらぎ児童公園） 井の頭一丁目10番2号 昭和63.12.28 三鷹市告示第150号 0.06 平成元 .  1.31 東京都告示第89号 平成  2.  3.30

 （三鷹市告示第51号）

2･2･23 中原第3公園
 （中原雑木林公園） 中原四丁目26番14号 平成  2.  1.  8 三鷹市告示第1号 0.11 平成  2.  1.31 東京都告示第98号 平成  3.  3.20

 （三鷹市告示第53号）

名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日
（告示番号）番号 公園名（通称） 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

2･2･24 北野公園
 （北野公園） 北野三丁目12番26号

平成  2.  3.  1
平成  2.12.28
平成17.  3.10
令和  5.  3.  1

三鷹市告示第31号
三鷹市告示第209号
三鷹市告示第46号
三鷹市告示第43号

0.30
0.40
0.50
0.60

平成  2.  4.11
平成  3.  3.  7
平成17.  8.  1
平成22.  8.31

東京都告示第484号
東京都告示第247号
東京都告示第1023号
東京都告示第1129号

平成  3.  3.20
 （三鷹市告示第52号）

2･2･25 野崎かきの木公園
 （野崎かきの木児童公園） 野崎三丁目8番1号 平成  2.12.28 三鷹市告示第209号 0.09 平成  3.  3.  7 東京都告示第249号 平成  3.  3.14

 （三鷹市告示第44号）

2･2･26 北野三丁目公園
 （北野こりす公園） 北野三丁目9番6号 平成  4.12.25 三鷹市告示第199号 0.13 平成  5.  1.21 東京都告示第59号 平成  6.  6.17

 （三鷹市告示第95号）

2･2･27 牟礼三丁目公園
 （牟礼の里公園） 牟礼三丁目7番8号 平成  5.10.15 三鷹市告示第167号 0.52 平成  5.11.11 東京都告示第1218号 平成  7.  3.25

 （三鷹市告示第46号）

2･2･30
あけぼのふれあい公園
 （水源の森あけぼのふれあい
公園）

上連雀五丁目16番30号 平成  9.  2.26 三鷹市告示第23号 0.17 平成  9.  7.24 東京都告示第841号 平成  7.  3.15
 （三鷹市告示第47号）

2･2･31 上連雀広場公園 上連雀四丁目地内 平成12.  1.11 三鷹市告示第1号 0.22 平成12.  2.29
平成15.  3.10

東京都告示第196号
東京都告示第256号

2･2･32 野崎三丁目公園 野崎三丁目地内 平成15.11.18
平成20.12.  3

三鷹市告示第334号
三鷹市告示第299号

0.15
0.34

平成15.12.  5
平成22.  8.31

東京都告示第1324号
東京都告示第1128号 未告示

2･2･33 野崎二丁目公園 野崎二丁目地内 平成18.  8.10 三鷹市告示第246号 0.14 平成19.  1.16 東京都告示第32号 未告示

2･2･34 連雀中央公園 上連雀六丁目地内 平成18.  8.10 三鷹市告示第247号 0.17 平成18.10.  2 東京都告示第1380号 平成16.10.  1
 （三鷹市告示第269号）

2･2･35 井の頭二丁目公園 井の頭二丁目地内 平成20.12.  3 三鷹市告示第300号 0.09 平成22.  2.  5 東京都告示第120号 未告示

2･2･36 上連雀くすのき公園 上連雀九丁目地内 平成24.  4.17 三鷹市告示第97号 0.31 平成24.11.  2 東京都告示第1590号 未告示

2･2･37 新川あおやぎ公園 新川一丁目地内 平成25.12.  6 三鷹市告示第301号 0.53 平成26.  4.10 東京都告示第578号 平成  5.  9.21
 （三鷹市告示第153号）

2･2･38 大沢二丁目公園 大沢二丁目地内 平成26.12.  1 三鷹市告示第306号 0.09 平成28.11.28 東京都告示第1906号

2･2･39 中仙川いちょう公園 中原四丁目地内 平成28.11.  1 三鷹市告示第274号 0.07 平成29.  2.14 東京都告示第201号

2･2･40 北野中央公園 北野三丁目地内 平成30.  3.  2 三鷹市告示第56号 0.12 　－ 　－　　　　　　　　

2･2･41 新川天神山公園 新川二丁目地内 平成30.  3.  2 三鷹市告示第57号 0.46 令和  2.  8.28 東京都告示第1111号

近隣公園
名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日

（告示番号）番号 公園名（通称） 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

3･3･1 井の頭第２公園 井の頭五丁目地内 昭和54.  1.24 東京都告示第69号 1.60 昭和62.  5.22 東京都告示第610号

3･3･2 新川第２公園
 （仙川公園） 新川六丁目7番1号 昭和61.11.29 東京都告示第1264号 1.10 昭和62.  5.22 東京都告示第610号

平成元.  3.  1
 （三鷹市告示第
41号）

3･3･3 新川丸池公園
 （丸池公園）

新川五丁目1番8号 昭和45.  8.15
平成  2.12.28
平成  4.12.25
平成  7.  8.22
平成  8.10.30
平成11.  2.10
平成13.  3.  1

三鷹市告示第48号
三鷹市告示第209号
三鷹市告示第199号
三鷹市告示第148号
三鷹市告示第169号
三鷹市告示第20号
三鷹市告示第38号

0.08
0.13
0.20
1.10
1.70
2.10
2.20

平成  3.  3.  7
平成  5.  2.18
平成  7.10.11

平成  8.11.18
平成11.  3.  9
平成11.  8.16
平成13.  6.  4
平成16.  2.25
平成30.  2.19

東京都告示第250号
東京都告示第158号
東京都告示第1171号

東京都告示第1255号
東京都告示第250号
東京都告示第949号
東京都告示第767号
東京都告示第200号
東京都告示第169号

昭和48.  4.  1

3･3･4 大沢の里公園 大沢二、六丁目地内 平成14.12.  5 三鷹市告示第290号 2.00

平成15.  2.  7
平成19.  1.31
平成23.  1.20
平成30.  3.26

東京都告示第113号
東京都告示第108号
東京都告示第74号
東京都告示第418号

未告示

総合公園
名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日

（告示番号）番号 公園名（通称） 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

5･3･1 新川防災公園
 （三鷹中央防災公園） 新川六丁目地内 平成23.  1.28 三鷹市告示第24号 1.5 平成25.  2.  1 国土交通省告示第84号

平成29.  4.  1
 （三鷹市告示第
70号）

特殊公園
名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日番号 公園名 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

8･5･1 井の頭公園 井の頭三・四丁目、下連雀
一丁目地内 昭和32.12.21 建設省告示第1689号 22.73 平成21.12.  8 関東地方整備局告示

　　　　　　第338号 大正  6.  5.  1

広域公園
名称 所在地 計画決定 事業認可 開園年月日番号 公園名 年月日 告示番号 面積（約 ha） 告示年月日 告示番号

9･4･1 野川公園 大沢二、三、六丁目地内 昭和50.  2.28
昭和61.  1.21

東京都告示第231号
東京都告示第52号 12.65 平成  9.  8.  8

平成18.  3.30
建設省告示第1560号
関東地方整備局告示第196号 昭和55.  6.  1

9･4･2 武蔵野の森公園 大沢五、六丁目地内 平成  7.  4.28 東京都告示第551号 9.40 平成11.  8.  5
平成17.10.13

建設省告示第1565号
関東地方整備局告示第471号 平成12.  4.  1

緑　地
決定年月日
告示番号 番号 名称 位置 面積

（約 ha）
変更年月日

告示番号・変更内容 備考

昭和58.  8.  4
市告第92号 1 堀　合 上連雀一丁目地内 0.38 平成12.10.  3

三鷹市告示第171号 面積の変更 開 設

平成  2.12.28
市告第210号 2 大　沢 大沢二丁目地内 0.18 平成17.  7.29

三鷹市告示第203号 面積の変更 開 設

昭和32.12.21
建設省告示第
1689号

3 玉川上水
井の頭一・二・五丁
目、牟礼一・二・三・
四丁目地内

9.5
平成  4.  2.  7
東京都告示第135号 面積の変更
平成  5.  4.  6
東京都告示第463号 面積の変更

一部開設

昭和32.12.21
建設省告示第
1689号

4 神田川 井の頭一・二丁目地内 2.5 未開設

合　　計 12.56

特別緑地保全地区
番号 名称 位置 決定年月日 告示番号 面積

（約 ha）

1 勝渕神社
特別緑地保全地区

新川三丁目
地内 平成11.  2.10 三鷹市告示

第21号 0.2

河　川
決定年月日
告示番号 名称 幅員（ｍ） 延長

（約 ｍ）
内土揚敷
（ｍ）

変更年月日
告示番号

昭和35.  4.  7
建設省告示第864号 仙川 17.6 4,620 4.0 昭和42.  6.28

建設省告示第1859号
昭和35.  4.  7
建設省告示第864号 神田川 14～15.5 1,630 8.0 昭和43.  9.  3

建設省告示第2501号
昭和36.  3.29
建設省告示第755号 野川 28～32 2,600 6.0 昭和44.  3.24

建設省告示第669号

一団地の住宅施設

決定年月日
告示番号 番号 名称 位置 面積

（約 ha）

敷地面積に対する
建築密度 住宅の予定戸数 公共施設・

公益的施設
変更年月日
告示番号
変更内容

事業認可
（変更）
年月日
告示番号

施行者 摘要ブロ
 ック

建築面積
の割合

延べ面積
の割合 高層 中層 低層 計

昭和36.  7.  7
建設省告示
第1927号

3 中原三丁目 中原三丁目地内 2.8 4/10 15/10 363 75 － 438 児童遊園 2
児童の遊び場 5
集会所 1

平成  4.  3.  9
東京都告示第36号
団地の名称、位置の
表示、密度、戸数、
施設の変更

昭和36.  7.  7
建設省告示
第1336号（決）

東京都

ごみ焼却場
決定年月日
告示番号

名称
位置 面積

（約 ha）
変更年月日・告示番号

変更内容 施行者 備考
番号 ごみ焼却場名

昭和32.  4.18
三鷹市告示第623号 1 三鷹市環境センター 三鷹市新川一丁目及び

調布市緑ヶ丘一丁目各地内 1.8 平成16.11.15三鷹市告示第312号
位置表示及び処理能力の変更 三鷹市 処理能力

195t／日
平成21.11.30
三鷹市告示第296号 3 ふじみ衛生組合ごみ処理・ごみ焼却場 調布市深大寺東町七丁目

地内 2.6 ふじみ衛生組合 処理能力
288t／日

三 鷹 都 市 計 画 の 概 要
令和5年3月31日現在


