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都市計画大手町地区地域冷暖房施設を次のように変更する。

１　地域冷暖房施設の名称　　　　大手町地区地域冷暖房施設

２　導　　管

起　　　　　点 終　　　　　点

大手町１号線 千代田区大手町一丁目 千代田区大手町一丁目

大手町２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町２－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

大手町２－１－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町２－１－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町２－１－３号線 同　　　　　上 千代田区内神田一丁目

大手町３号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町４号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

大手町４－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町４－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－３号線 千代田区大手町二丁目 千代田区大手町二丁目

大手町４－４号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－５号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－５－１号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－６号線 千代田区大手町一丁目 千代田区丸の内一丁目

大手町４－６－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町５号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町６号線 千代田区大手町二丁目 千代田区大手町二丁目

大手町７号線 千代田区大手町一丁目 千代田区大手町一丁目

大手町８号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町９号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町９－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

東京都市計画地域冷暖房施設の変更（千代田区決定）（案）

名　　　　　称
位　　　　　置

備　　　　　考
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３　熱発生所施設

名　　　　　称 位　　　　　置

大手町メインプラント 千代田区大手町一丁目 　　施設面積　約７，１００㎡ 

大手町サブプラント－１ 同　　　　　上

大手町サブプラント－２ 千代田区大手町二丁目

大手町サブプラント－３ 同　　　　　上

大手町サブプラント－４ 千代田区大手町一丁目

大手町サブプラント－５ 同　　　　　上

大手町サブプラント－６ 同　　　　　上

大手町サブプラント－７ 同　　　　　上 　　施設面積　約２，０００㎡

大手町サブプラント－８ 同　　　　　上 　　施設面積　約１，５００㎡

大手町サブプラント－９ 千代田区大手町二丁目 　　施設面積　約１，１００㎡

大手町サブプラント－１０ 千代田区大手町一丁目 　　施設面積　約２，５００㎡

大手町サブプラント－１１ 千代田区大手町二丁目 　　施設面積　約　　６００㎡

大手町サブプラント－１２ 千代田区内神田一丁目 　　施設面積　約　　１４０㎡

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理由：低炭素型都市づくりに向け、プラントの新設及び導管の経路変更を行うため、都市計画を変更する。

参考：供給区域

名　　　　　称 面　　　　　積 備　　　　　考

備　　　　　考

　　施設面積　約１，２００㎡

　　施設面積　約　　６００㎡

　　施設面積　約１，１００㎡

　　施設面積　約　　９００㎡

　　施設面積　約２，３００㎡

　　施設面積　約２，３００㎡

大手町地区熱供給区域 約　４８．４　ｈａ

千代田区大手町一丁目及び大手町二丁目の各一部

千代田区丸の内一丁目の一部

中央区日本橋本石町一丁目、日本橋本石町二丁目、
日本橋本石町三丁目及び日本橋本石町四丁目の各一部

千代田区内神田一丁目の一部

中央区八重洲一丁目の一部
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新旧対照表 （　　）内は変更前を示す
施設の名称

起　　　　　点 終　　　　　点

大手町１号線 千代田区大手町一丁目 千代田区大手町一丁目

大手町２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町２－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

大手町２－１－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町２－１－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町２－１－３号線 同　　　　　上 千代田区内神田一丁目
　(　　　―　　　) (　　　―　　　) (　　　―　　　)
大手町３号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

　(大手町３号線) （同　　　　　上） （同　　　　　上）

大手町４号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

大手町４－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町４－２号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－３号線 千代田区大手町二丁目 千代田区大手町二丁目

大手町４－４号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－５号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－５－１号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町４－６号線 千代田区大手町一丁目 千代田区丸の内一丁目

大手町４－６－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町一丁目

大手町５号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町６号線 千代田区大手町二丁目 千代田区大手町二丁目

大 手 町 地 区 地 域 冷 暖 房 施 設

導
　
　
　
　
　
管

名　　　　　称
位　　　　　置

備　　　　　考
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施設の名称

起　　　　　点 終　　　　　点

大手町７号線 千代田区大手町一丁目 千代田区大手町一丁目

大手町８号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町９号線 同　　　　　上 同　　　　　上

大手町９－１号線 同　　　　　上 千代田区大手町二丁目

名　　　　　称 位　　　　　置

大手町メインプラント 千代田区大手町一丁目

大手町サブプラント－１ 同　　　　　上

大手町サブプラント－２ 千代田区大手町二丁目

大手町サブプラント－３ 同　　　　　上

大手町サブプラント－４ 千代田区大手町一丁目

大手町サブプラント－５ 同　　　　　上

大手町サブプラント－６ 同　　　　　上

大手町サブプラント－７ 同　　　　　上

大手町サブプラント－８ 同　　　　　上

大手町サブプラント－９ 千代田区大手町二丁目

大手町サブプラント－１０ 千代田区大手町一丁目

大手町サブプラント－１１ 千代田区大手町二丁目

大手町サブプラント－１２ 千代田区内神田一丁目
(　　　－　　　) （　　　－　　　）

　施設面積　約１，５００㎡

大 手 町 地 区 地 域 冷 暖 房 施 設

導
　
　
　
　
　
管

名　　　　　称
位　　　　　置

備　　　　　考

熱
発
生
所
施
設

備　　　　　考

　施設面積　約７，１００㎡

　施設面積　約１，２００㎡

　施設面積　約７７９㎡

　施設面積　約１，１００㎡

　施設面積　約９２３㎡

　施設面積　約２，３００㎡

　施設面積　約２，３００㎡

　施設面積　約２，０００㎡

　施設面積　約１，１００㎡

　施設面積　約２，５００㎡

　施設面積　約９００㎡

　施設面積　約１４０㎡・新設
　（　　　－　　　）
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変更概要

備　　　　考

３　熱発生所施設 大手町サブプラント－１２ 　新設・施設面積 約１４０㎡

大 手 町 地 区 地 域 冷 暖 房 施 設

２　導　　　　管 大手町２－１－３号線 　新設
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都市計画の案の理由書 

 

１ 種類・名称 

東京都市計画地域冷暖房施設 大手町地区地域冷暖房施設 

 

２ 理 由 

  本地区は、「千代田区都市計画マスタープラン（令和３年改定）」におい

て、日本経済を牽引する中枢機能・交流機能の集積と MICE などの国際的な

ビジネス交流で世界の人々がまちでふれあう界隈を育て、神田・秋葉原エリ

アなどの周辺のまちにも賑わいを広げていくと共に、エネルギーネットワー

クを日本橋川下を通じて神田エリアへ延伸する検討を進めることとしてい

る。 

また、当地区を含む大手町・丸の内・有楽町地区では地権者、東京都及び

千代田区により構成される「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり懇談会」

において、公共と民間の協力・協調によるまちづくりの指針となる「大手町

・丸の内・有楽町地区まちづくりガイドライン（令和３年改定）」が策定さ

れており、「千代田区地球温暖化対策条例」及び「千代田区地球温暖化対策

地域推進計画２０１５」に示されたＣＯ２排出量削減目標の達成に向けた取

組を地区全体で推進することとしている。 

その実現に向けては、個別単体での対策はもとより面的な環境対策が不可

欠である。とりわけ地域冷暖房施設においては、災害時においても信頼性の

高い施設であると共に、バックアップの観点から熱供給ネットワークの更な

る充実化が求められている。 

大手町地区では、昭和５０年１２月に大気汚染防止と環境改善を図ること

を目的に地域冷暖房施設の都市計画決定を行い、地区内に設置された各プラ

ントから冷水・蒸気の供給を実施している。その後も、開発計画等の機会を

捉えて、随時都市計画を変更し、更なる面的エネルギー利用の促進を図って

いる。 

こうしたことから、内神田一丁目の再開発事業に併せて大手町地区の地域

配管を神田エリアへ延伸し、大手町サブプラント-１２の新設を行うことで、

熱供給ネットワークの充実化及び熱供給施設の設備の高効率化を図りつつ、

大規模災害発生時の都心機能や生活の継続性確保を想定したエネルギー基盤

の活用を拡大していくため、大手町地区地域冷暖房施設の都市計画を変更し

ようとするものである。  
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