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千代田区総合設計許可要綱 

 

                            制定 平成 元年５月１日 

                            改正 平成 ９年４月１日 

                            改正 平成１２年４月１日 

                            改正 平成１３年４月１日 

                            改正 平成１５年１月１日 

                            改正 平成１６年８月 13日 

 

第１．制度の趣旨 

   総合設計制度は、一定規模以上の敷地面積を有し、一定割合以上の実効ある空地を 

確保している建築計画について、建築基準法上の容積及び形態の制限についての緩和 

基準を定め、土地の高度利用、有効利用の促進及び敷地の共同化等を図るとともに、 

公共的な空地空間を確保することによって、市街地環境の整備改善に資することを目 

的として創設された制度である。 

 

第２．制度活用の目的 

   千代田区は中枢管理業務機能の集積に伴い、大規模な事務所ビルの建設が行われ、 

地価が高騰し、緑やオープンスペースが減少する等居住環境の悪化が進んでいる。こ 

のため歴史的に形成されてきた地域ごとの特色や営みが変化し、定住性の低下ととも 

に夜間人口が減少し続けている。 

    こうした状況のなかで千代田区は「多様な人びとが、住み、働き、集う、心豊かな 

まち千代田」を区政の中心課題として、全力で取り組んでいる。 

   以上のような現状認識と制度の趣旨にかんがみ、総合設計制度を有効に活用し、千 

代田区都市計画マスタープラン等に沿った良好な市街地の形成を目指し、次に掲げる 

事項の達成を図ることを目的とする。 

 

 １．敷地の共同化を促進するとともに、特に商業地域において土地の適正な高度利用を 

図る。 

 ２．一定程度以上の住宅の確保を図る。                        

 ３．敷地内での広場・緑地等新たなオープンスペースを創出し、すぐれた街並及び良好 

な都市景観の形成を図る。                               

 

第３．運用の方針                                  

   この要綱は、千代田区における街づくりに資することを基本とし、総合設計制度に 

係わる許可に関する一般的基準を示したものである。従って建築計画の内容・敷地の 

位置・敷地の周囲の土地利用の状況・都市施設の整備の状況等によりこれらによるこ 

とが必ずしも適当でないと認められる場合においては総合的に判断し適切に運用する 

ものとする。 
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第４．用語の定義                                  

      この要綱で使用する用語は、次のとおりとする。 

  １．法           建築基準法（昭和２５年 法律第２０１号） 

  ２．令           建築基準法施行令（昭和２５年 政令第３３８号） 

  ３．計画建築物    総合設計の計画にかかる建築物 

  ４．一般建築物    計画建築物の敷地内において法第５６条の規定によって許容され 

る建築物 

  ５．屋上緑化    建築物の屋上部分を樹木、多年草等で有効に植栽すること    

 ６．建ぺい率     建築面積／敷地面積×１００（％） 

  ７．基準建ぺい率   法第５３条に規定される建ぺい率（％） 

  ８．空 地 率    空地面積／敷地面積×１００ （％） 

  ９．容 積 率    延べ面積／敷地面積×１００ （％） 

  10．基準容積率    法第５２条に規定される容積率 

  11．住宅容積率    住宅の用途に供する部分の延べ面積／敷地面積×１００ （％） 

  12．公開空地     建築物の敷地内の空地又は開放空間（ピロティ、アトリウム等の 

各部分を含む）のうち日常一般に公開され、歩行者等が自由に通 

行又は利用できるもので第７の１に定める基準に適合するもの。 

ただし、自動車の出入り又は駐車する部分を除く。 

  13．歩道状空地    前面道路に沿って設ける歩行者用の公開空地 

  14．貫通通路     敷地内を動線上自然に通り抜けかつ道路、公園その他これらに類 

する公共施設相間を有効に連絡する公開空地 

  15．広場状空地    歩道状空地、貫通通路以外の公開空地で一団の形態をなすもの 

  16．公開空地の    公開空地の面積に当該公開空地の区分に応じて第７の２に定める   

有効面積    有効係数を乗じて得た数値 

  17．有効公開空地率 公開空地の有効面積の合計／敷地面積×１００ （％） 

  18．道路・隣地    法第５６条に規定される建築物の各部分の高さの制限 

     斜線制限   

  19．斜線投影面積   第８に定める作図法による斜線投影図のうち敷地境界線より外側の         

部分の面積 

  20．住居系地域    第１種住居地域及び第２種住居地域 

 

第５．対象となる建築計画                              

   この要綱により許可の対象となる建築計画は、第６に定める要件を基本として公共 

施設機能の整備補完、市街地の防災強化に資するとともに、計画建築物が障害者高齢 

者等に配慮したものであり、千代田区の制度活用の目的の達成に資する計画とする。 

 

第６．計画の基本要件 

 １．敷地面積は、５００㎡以上であること。 

 ２．空地率は、（１００－基準建ぺい率）＋２０％以上であること。 

   ただし、高さの緩和のみを受けようとする場合は、（１００－基準建ぺい率）＋１５％ 
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以上であること。 

 ３．敷地内の有効公開空地率は、１０％以上であること。 

 ４．住宅容積率は、住居系地域にあっては１００％以上、商業地域にあっては５０％以 

上とする。      

 ５．住宅容積率及び割増容積率により、計画建築物に設ける、住戸の面積は原則として 

共用部分を除き、住居系地域にあっては５０㎡以上１６４㎡以下、商業地域にあって 

は５０㎡以上１２９㎡以下とすること。 

   ただし、住戸の面積の最大規模については、家族構成や生活様式が異なる等の特別 

な事情がある場合で、快適な都心居住の実現のため、良好な住環境を確保した住宅を 

誘導していく必要がある場合はこの限りでない。 

 ６．敷地は原則として、住居系地域にあっては６ｍ以上、商業地域にあっては８ｍ以上 

（ただし、６ｍ以上の幅員を有する道路に沿って、幅員２ｍ以上の歩道状空地を有効 

に設ける場合は、６ｍ以上）の幅員を有する道路に、当該敷地境界線の長さの合計の 

８分の１以上接していること。 

 ７．敷地内には原則として、すべての前面道路に沿って歩道状空地を設けること。ただ 

し、既に幅員４ｍ以上の歩道が設けてある場合は、他の有効な公開空地の設置にかえ 

ることができる。 

 ８．敷地周辺の状況に応じて、落下物に対する危険防止の処置を有効に講じること。    

 

第７．計画基準                                  

 １．公開空地の基準  

 （１）歩道状公開空地は幅員２ｍ以上で、通行可能な部分の幅は 1.5 ｍ以上有効に確保 

されていること。 

    上記にかかわらず、敷地周辺の状況を総合的に勘案し、交通上・安全上・防火上 

及び衛生上支障がないと認められる場合は、計画建築物の前面道路に面する外壁が、 

地上からの高さ６ｍ以上奥行２ｍ以上４ｍ以下後退した部分を歩道状空地とみなす。 

 （２）貫通通路は幅員３ｍ以上で、かつ通行可能な部分の幅員は２ｍ以上有効に確保さ 

れていること。ただし、車路に沿って設ける貫通通路は、幅員２ｍ以上で通行可能 

な部分の幅を 1.5ｍ以上とすることができる。 

 （３）一の広場状空地は、次の各号に該当するものであること。 

  ① 面積は住居系地域にあっては２００㎡以上、商業地域にあっては１００㎡以上で 

あること。 

    ただし、敷地面積が１０００㎡未満の場合であって、当該公開空地に高低差がな 

く、歩道状空地又は貫通通路と一体的に配置され、かつ公開空地として有効に機能 

すると認められる場合は、一の広場状空地の面積を敷地面積の１０分の１以上とす 

ることができる。 

② 原則として、全周長の８分の１以上が道路、歩道状空地又は貫通通路と接してい 

ること。 

③ 二以上の広場状空地が相接する場合で、これらが一体の空間をなし、かつ相互間 

を有効に連絡するものは、これらを一の空地とみなす。 



 4

  ④ 歩道状空地又は貫通通路と同じ高さで接するか貫通するものは、それらの部分を 

含み一の空地とみなす。 

 （４）次の各号の一に該当するものは、公開空地又は公開空地の部分とみなす。 

  ① 空地の環境の向上に寄与する植栽・花壇・芝・池等の修景施設及び公衆便所・電 

話ボックス等の小規模な施設に係る土地の部分 

② 天井の高さが３ｍ以上、奥行が当該高さの４倍以内の建築物又は建築物の部分で 

覆われているピロティ・アーケード等の部分 

③ 天井の高さ３ｍ以上、幅員６ｍ以上で、かつ道路又は他の公開空地に有効に連絡 

する建築物内部の通路状の部分 

  ④ 敷地規模、敷地周辺の状況等により公開空地として有効に機能すると認められる 

建築物の低層屋上面・サンクンガーデン・人工地盤その他これらに類する部分およ 

びアトリウム 

 （５）建築物又は建築物の部分で覆われている公開空地で、特定行政庁が認めるものに 

あっては深夜等において閉鎖することができるものとする。 

 （６）道路と公開空地及び公開空地相互間には、原則として高低差を生じさせないよう 

にすること。ただし、駅舎のコンコース・横断歩道橋等に連絡する場合等で歩行者 

の利便に供する場合はこの限りでない。 

    上記前段の規定にかかわらず、地形上道路から連続して高さが変化する等敷地及 

び敷地周辺の状況によってやむをえないと認める場合の高低差は６ｍ以内とする。 

 

  ２．公開空地の有効係数  

 （１）公開空地の有効係数は、次の各号に掲げるものを除き１とする。 

  ① 道路に沿って設けられる、幅員２ｍ以上の歩道状空地（幅員が４ｍを超える場合 

は４ｍ以内の部分）                       １．５  

② 動線上無理がなく、途中に見通しを妨げる建築物又は建築物の部分がない幅員３ 

ｍ以上の貫通通路                        １．５  

  ③ 道路に面している広場状空地                 

  ア．面積が２００㎡以上のもの                   １．５  

  イ．面積が１００㎡以上２００㎡未満のもの             １．２  

  ウ．小公園・辻広場等として地域のコミュニケーションの形成に特に資すると認めら 

れるもの                            １．２  

③ 道路、歩道状空地又は貫通通路に接しない広場状空地（ただし、敷地周辺の交通 

量等により接しないほうが公開空地としての環境上好ましいと認められ、動線上無 

理のない通り抜け歩路を設けたものを除く）            ０．５ 

  ⑤ 道路面から１．５ｍ以上高いか又は３ｍ以上低い部分       ０．６  

 ⑥ 建築物又は建築物の部分で覆われているピロティ・アーケード等 

  ア．天井の高さが３ｍ以上５ｍ未満で奥行が当該高さの４倍以内の部分 ０．５  

  イ．天井の高さが５ｍ以上で奥行が当該高さの４倍以内の部分     ０．６  

  ウ．天井の高さが３ｍ以上で幅員が６ｍ以上の建築物内部の通路上の部分  ０．６  

 （２）前項各号の二以上に該当するものにあっては、前項各号に掲げる数値を乗じたも 



 5

のとする。 ただし、１．５を限度とする。 

 

第８．斜線投影 

 １．斜線投影図の作図法 

   建築物の任意の部分から当該部分の高さを、道路斜線勾配（法第５６条第１項第１ 

号に定める数値）で除した数値を長さとして道路境界線と直角の方向へとった点及び 

隣地斜線勾配（法第５６条第１項第２号に定める数値）で除した数値を長さとして隣 

地境界線と直角の方向へとった点を、それぞれ地盤面上に水平投影した点（「斜線投影 

点」という）を当該建築物の各部分について求め、これらの斜線投影点による最大な 

図面（「斜線投影図」という）を作図するものとする。 

 

 ２．計画建築物の斜線投影図作図上の特例 

   計画建築物の外壁又はこれに代わる柱の面が、敷地境界線から２ｍ以上後退した場 

合における当該敷地境界線側の斜線投影図は、当該建築物の各部分の高さを当該後退 

距離の数値だけ低いものとして作図することができるものとする。                 

 

 ３．一般建築物の斜線投影図作図上の特例 

   一般建築物の斜線投影図を作図する場合における、道路斜線制限及び隣地斜線制限 

の適用については、それぞれ次の各項に定めるところによるものとする。 

 （１） 法第５６条第１項第１号の規定にかかわらず、法別表第３（は）欄に掲げる距 

離を超える部分の建築物の各部分の高さは、道路の反対側の境界線からの水平距 

離に同表（に）欄に掲げる数値を乗じて得たものとする。                   

 （２） 法第５６条第２項の規定は、前面道路に沿って２ｍ以上後退した場合適用する 

ものとし、令第１３０条の１２の規定は適用しないものとする。                

 （３） 幅員１２ｍ以上の前面道路の反対側に幅員５ｍを超える公園・広場・水面その 

他これらに類するものがある場合においては、令第１３４条第１項の規定にかか 

わらず前面道路の反対側の境界線とみなす位置は、当該公園・広場・水面その他 

これらに類するものの５ｍを限度とし、令第１３４条第２項に定める区域につい 

ては、当該幅員の道路があるものとみなす。 

 （４） 法第５６条第１項第２号の規定にかかわらず、隣地斜線制限における隣地境界 

線上における建築物の高さ（「立上りの高さ」という）は、住居系地域にあっては 

２０ｍ（法第５６条第１項第２号イ括弧書の規定に基づき、特定行政庁が指定す 

る区域にあっては３１ｍ）、商業地域にあっては３１ｍとする。  

（５） 敷地が公園（児童公園を除く）・広場・水面その他これらに類するものに接する 

場合は令第１３５条の３第１項第１号の規定にかかわらず当該公園・広場・水面 

その他これらに類するものの幅員の２分の１、かつ５ｍ以下の数値に隣地斜線勾 

配を乗じて得た数値を、（４）の規定による立上りの高さに加えたものとする。          

  

 ４． 建築物の敷地の形態が不整形である場合における斜線投影図の作図に際しては等 

積の長方形、またはこれに類する多角形の敷地に近似させるものとする。            
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第９．緩和の基準                                  

 １．道路斜線制限及び隣地斜線制限の緩和 

   計画建築物の形態が、一般建築物の形態と同程度の天空光等を当該敷地周辺に確保 

していると認められる範囲内で、その高さを緩和する。 

                                

 ２．容積率の緩和 

 （１） 公開空地及び住宅の用途に供する部分による容積率の割増し 

   当該敷地内の有効公開空地率が、第６の３に定める限度を超えかつ住宅容積率が、 

第６の４に定める限度を超えるものについてその超える限度に応じて割増しをする。 

ただし、割増容積に係わる用途については、居住の用に供するものとする。 

 （２） 公益施設等による割増し 

    当該敷地内に、次に掲げる施設又は計画等がある場合は、これらが当該市街地環 

境の整備改善に貢献すると認められる程度に応じて割増しをする。              

  ① 周辺地域にわたる防災・保安等の強化に寄与する施設                

  ② 地域社会の教育・福祉又は保健衛生に貢献する施設                 

  ③ 歴史的建造物の保存・修復等文化の向上に資する施設又は計画            

  ④ 一般交通の緩和に資する施設                           

  ⑤ 供給処理施設等の負荷軽減に益する施設又はその用地を確保した計画        

 （３） 公共空地による割増容積率緩和の特例   

       計画建築物の整備と一体的に計画配置される道路、公園、緑地及び広場その他これ    

らに類する公共空地のうち、事業者の無償譲渡等に係るもので、かつ、都市計画決 

定（地区計画等を含む。）されたもの（計画建築物とおおむね同時期に決定されるも 

のを含む。）、又は地方公共団体により管理されるものについて割増しをする。 

 （４） 屋上緑化による容積率の割増し   

     次のいずれにも該当する屋上緑化部分（公開空地である部分を除く。） 

  ア、土その他これに類するものを植栽及び生育に必要な深さ以上入れることができる 

植栽基盤があること。 

イ、実施細目に定める屋上緑化の基準を満たしていること。 

 

第１０．緩和の限度                                 

  １．道路斜線制限及び隣地斜線制限緩和の限度 

  （１）計画建築物の敷地の各辺における斜線投影面積が、当該敷地における一般建築 

物の対応するそれぞれの辺における斜線投影面積を超えないこと。ただし、隣接 

地の用途地域、土地利用状況等敷地周辺の状況を総合的に勘案し、二以上の辺の 

斜線投影面積の合計によって比較することができる。              

  （２）（１）にかかわらず、昭和６１年１２月２７日付建設省住街発第９４号「総合設     

計許可準則に関する技術基準」第３の１の規定を適用することができる。     

  

  ２．公開空地及び住宅の用途に供する部分による容積率割増しの限度 

    当該敷地の基準容積率（Ｖｏ）、敷地内の有効公開空地率（Ｐ）及び住宅容積率     
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（ａ）に応じて、下式による数値を限度とする。                 

    ただし、この式によって求められる数値が１８０％を超える場合は、１８０％を 

限度とする。 

    Ｐ×｛（Ｖｏ／１０００＋１）×（ａ／１００＋１．５）｝          

  

   ３．公益施設等による容積率の割増しの限度 

    当該敷地の基準容積率（Ｖｏ）に応じて、下式による数値を限度とする。     

    Ｖｏ／５０＋２０                             

   

   ４．屋上緑化による割増容積率の限度 

    屋上緑化による割増容積率の限度は、次式による数値とする。 

    ＡＧ／Ａ×１００ 

    Ａ ：敷地面積 

    ＡＧ：屋上緑化部分の面積（植栽基盤の面積）㎡ 

 

  ５． 公共空地による割増容積率の限度 

       公共空地部分を敷地面積に含むものと仮定して計画建築物の許容延べ面積の算定 

を行うことができる。また、当該空地部分が第７の１に定める公開空地の基準に適 

合する場合（都市計画決定済の道路部分は除く。）は、当該空地部分を公開空地に算 

入して第１０の２の規定により割増容積率の算定を行うことができる。                 

 

付則                                        

    委任  この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

    付則 この要綱は、平成元年５月１日から施行する。 

    付則 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

    付則 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

    付則 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

    付則１この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

     ２改正前の「東京都千代田区総合設計許可要綱」の規定によりなされた届出・承 

認等は、改正後の「千代田区総合設計許可要綱」の規定によりなされた届出・承 

認等とみなす。 

  付則 この要綱は、平成１６年８月１３日から施行し、平成１６年６月２４日から適 

用する。  


