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１

　ウォーカブルな要素がどこに分布されているか、また、それらが地域でどのように重なり合っている
かを見ることで、ウォーカブルなまちづくりの可能性が見えてきます。

01/ まちなかのウォーカブルな要素の詳細

（１） ウォーカブルな要素別の分布状況

出典 ： 平成 28 年度千代田区土地建物現況調査 （千代田区） を基に作成

ア　河川空間



２

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

イ　公園

分類 ID 公園名

国民公園
1 皇居外苑
2 千鳥ヶ淵戦没者墓苑

都立公園 3 日比谷公園

区立公園

4 宮本公園
5 芳林公園
6 東郷元帥記念公園
7 練成公園
8 錦華公園
9 淡路公園

10 西神田公園

11 神田児童公園
12 神田橋公園
13 佐久間公園
14 三宅坂小公園
15 龍閑児童公園
16 常盤橋公園
17 清水谷公園
18 千鳥ケ淵公園
19 九段坂公園
20 富士見児童公園
21 神保町愛全公園
22 和泉公園
23 秋葉原公園
24 内神田尾嶋公園

分類 ID 公園名

区立公園 25 外濠公園

区立児童遊園

26 錦三会児童遊園

27 地蔵橋東児童遊園

28 地蔵橋西児童遊園

29 堀留南児童遊園

30 三崎町児童遊園

31 和泉橋南東児童遊園

32 和泉橋南西児童遊園

33 美倉橋北児童遊園

34 俎橋児童遊園

35 堀留北児童遊園

36 美倉橋東児童遊園

37 美倉橋西児童遊園

38 左衛門橋北児童遊園

39 左衛門橋南児童遊園

40 鎌倉児童遊園

41 佐久間橋児童遊園

42 お玉が池児童遊園

43 いずみ児童遊園

44 中坂児童遊園

45 神三児童遊園

46 飯田橋児童遊園

47 五番町児童遊園

48 岩本町二丁目児童遊園



出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

分類 ID 施設名

行政施設 ・ 交流施設

1 四番町集会室

2 一番町集会室

3 麹町出張所 ・ 区民館

4 九段上集会室

5 富士見出張所 ・ 区民館

6 千代田区役所

7 神保町出張所 ・ 区民館

8 内神田集会室

9 神田公園出張所 ・ 区民館

10 和泉橋出張所 ・ 区民館

11 ふれあい会館

12 万世橋出張所 ・ 区民館

３

ウ　公共施設　　①　行政施設 ・ 交流施設



出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

分類 ID 施設名

生涯学習施設

1 外濠公園総合グラウンド

2 四番町図書館

3 麹町二丁目公共施設 （コミュニティスクール部分）

4 富士見みらい館 （コミュニティスクール部分）

5 九段生涯学習館

6 千代田図書館

7 日比谷図書文化館

8 スポーツセンター

9 アーツ千代田 3331

10 昌平童夢館 （コミュニティスクール部分）

11 神田さくら館 （コミュニティスクール部分）

12 万世橋出張所 ・ 区民館

４

②　生涯学習施設



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

③　教育施設

分類 ID 施設名

教育施設

1 番町小学校 ・ 幼稚園

2 麹町中学校

3 麹町小学校 ・ 幼稚園

4 九段小学校 ・ 幼稚園

5 富士見小学校 ・ ふじみこども園

6 九段中等教育学校

7 神田一橋中学校

8 お茶の水小学校 ・ 幼稚園 ※建替中

9 和泉小学校 ・ いずみこども園

10 昌平小学校 ・ 幼稚園

11 千代田小学校 ・ 幼稚園

５



分類 ID 施設名

保育施設

24 アソシエナーサリー霞が関 （事業所内保育事業）

25 ほっぺるランド西神田

26 西神田保育園

27 小学館アカデミー神保町保育園

28 キッズスクウェア丸の内東京ビル

29 キッズスクウェア丸の内永楽ビル

30 神田保育園

31 マミーズエンジェル神田駅前保育園

32 ゆうてまち保育園 （事業所内保育事業）

33 保育室　愛の園

34 ベネッセ内神田保育園

35 あい保育園東神田

36 あい・ぽーと小さな家東神田 （家庭的保育事業）

37 岩本町ちとせ保育園

38 いずみこども園

39 千代田せいが保育園

40 神田ベアーズ

41 グローバルキッズ神田駅前保育園（区緊急保育施設）

42 ほっぺるランド外神田

43
小学館アカデミー昌平保育園
（幼保一体施設内保育園）

44 外神田かなりや保育園

45 神田淡路町保育園大きなおうち

46
マミーズエンジェル千代田保育園
（幼保一体施設内保育園）

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

分類 ID 施設名

保育施設

1 グローバルキッズ六番町園

2 二番町ちとせ保育園

3 ピノキオ幼児舎番町園

4 アスク二番町保育園

5 保育園ドルチェ

6 クレアナーサリー市ヶ谷

7 四番町保育園

8 ポピンズナーサリースクール一番町

9 平河町ちとせ保育園

10 「あい・ぽーと」小さな家麹町（小規模保育事業）

11 あい ・ あい保育園三番町園

12 麹町保育園

13 キッズスクウェア永田町

14 グローバルキッズ飯田橋こども園

15 グローバルキッズ飯田橋園

16 ひまわり育児室 （区補助対象保育室）

17 あい・ぽーと小さな家飯田橋 （家庭的保育事業）

18 ふじみこども園

19
ハイブリッドマムプリスクールナーサリー
千代田富士見 （区補助対象保育室）

20 財務省らる保育室 （事業所内保育事業）

21
グローバルキッズ経済産業省保育室
（事業所内保育事業）

22 ナーサリールームベリーベアー霞が関

23 厚生労働省５号館保育室（事業所内保育事業）

6

④　保育施設



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

分類 ID 施設名

保育施設

24 アソシエナーサリー霞が関 （事業所内保育事業）

25 ほっぺるランド西神田

26 西神田保育園

27 小学館アカデミー神保町保育園

28 キッズスクウェア丸の内東京ビル

29 キッズスクウェア丸の内永楽ビル

30 神田保育園

31 マミーズエンジェル神田駅前保育園

32 ゆうてまち保育園 （事業所内保育事業）

33 保育室　愛の園

34 ベネッセ内神田保育園

35 あい保育園東神田

36 あい・ぽーと小さな家東神田 （家庭的保育事業）

37 岩本町ちとせ保育園

38 いずみこども園

39 千代田せいが保育園

40 神田ベアーズ

41 グローバルキッズ神田駅前保育園（区緊急保育施設）

42 ほっぺるランド外神田

43
小学館アカデミー昌平保育園
（幼保一体施設内保育園）

44 外神田かなりや保育園

45 神田淡路町保育園大きなおうち

46
マミーズエンジェル千代田保育園
（幼保一体施設内保育園）

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

⓹　児童館

分類 ID 施設名

児童館

1 四番町児童館

2 一番町児童館

3 富士見わんぱくひろば

4 西神田児童センター

5 いずみこどもプラザ

6 神田児童館

7 子ども発達センターさくらキッズ

8 児童 ・ 家庭支援センター

7



出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

分類 ID 施設名

福祉施設

1 かんだ連雀

2 いきいきプラザ一番町

3 ジロール麹町

4 かがやきプラザ

5 障害者就労支援施設 （ジョブ・サポート・プラザちよだ）

6 障害者福祉センター

7 淡路にこにこフォーユープラザ

8 ジロール神田佐久間町

9 岩本町ほほえみプラザ

８

⑥　福祉施設



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

⑦　その他

分類 ID 施設名

その他

1 千鳥ヶ淵ボート場

2 千代田区消費生活センター

3 千代田保健所

4 男女共同参画センター MIW （ミュウ）

5 内幸町ホール

6 淡路町施設 （浴場等施設）

7 ちよだパークサイドプラザ

8 千代田万世会館

９



※建造物、 史跡、 天然記念物のみを対象として表示。
出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

分類 ID 物件名

千代田区指定文化財

１ 下野皆川藩松平家墓所

2 旧井伊家中屋敷のイヌマキとカヤ

3 日枝神社境内末社山王稲荷神社本殿

4 平河天満宮銅鳥居

千代田区特別登録文化財 ５ 水準原点

千代田区指定文化財
６ 糀室

７ 遠藤家旧店舗 ・ 住宅主屋

１０

エ　歴史的 ・ 文化的資源　　①　千代田区指定文化財 ・ 千代田区特別登録文化財



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

※建造物、 史跡、 天然記念物のみを対象として表示。
出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

②　東京都指定文化財

分類 ID 物件名

東京都指定文化財

1 旧李王家東京邸

2 滝廉太郎宅跡

3 塙検校和学講談所跡

4 加藤清正邸跡

5 蕃書調所跡

6 滝沢馬琴宅跡の井戸

7 柳の井 ・ 桜の井

8 旧日比谷公園事務所

9 林大学頭邸跡

10 将門塚

11 南町奉行所跡

12 東京府庁舎跡

13 評定所及び伝奏屋敷跡

14 お玉ヶ池

15 関東大震災協力防火の地

16 北町奉行所跡

17 神田下水

１１



※建造物、 史跡、 天然記念物のみを対象として表示。
出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

１２

③　国指定文化財 ・ 国登録有形文化財

分類 ID 物件名

国指定文化財
1 江戸城外堀跡

2 水準原点

国登録有形文化財
３ 旧文部省庁舎

４ 旧山口萬吉邸主屋、 門及び塀

国指定文化財

５ 旧江戸城田安門

６ 旧近衛師団司令部庁舎

７ 江戸城跡のヒカリゴケ生育地

８ 旧江戸城清水門

国登録有形文化財 ９ 旧九段会館

国指定文化財
10 江戸城跡

11 法務省旧本館

国登録有形文化財 12 カトリック神田教会聖堂

分類 ID 物件名

国指定文化財 13 旧江戸城外桜田門

国登録有形文化財 14 学士会館

国指定文化財 15 明治生命保険相互会社本社本館

国登録有形文化財 16 日本工業倶楽部会館

国指定文化財 17
日本ハリストス正教会教団復活
大聖堂 （ニコライ堂）

国登録有形文化財 18
太洋ビルディング
（丸石ビルディング）

国指定文化財 19 常盤橋門跡

国登録有形文化財
20 山本歯科医院

21 松本家住宅主屋

国登録有形文化財 22
神田神社本殿、 幣殿、 拝殿、
神餞所、 宝庫、 瑞垣、 東門、 西門

国指定文化財 23 東京駅丸の内本屋



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

④　まちの記憶保存プレート

１３

分類 ID 物件名

まちの記憶
保存プレート

1 島崎藤村旧居跡

2 泉鏡花旧居跡

3 菊池寛旧居跡

4
有島武郎 ・ 有島生馬 ・ 里見弴旧
居跡

5 明治女学校跡

6 島田孝一ここに暮らす

7 島田三郎ここに暮らす

8 網野菊旧居跡

9 与謝野鉄幹 ・ 晶子旧居跡

10 黒田清輝ここに住む

11 川喜田半泥子旧居跡

12 串田孫一旧居跡

分類 ID 物件名

まちの記憶
保存プレート

13 『明星』 発祥の地

14 大橋図書館跡

15 原胤昭、 出獄人保護事業を始める

16 銭湯に初のペンキ絵

17 江戸城築城

18 山本宣治終焉の地 （光榮館跡）

19 高浜虚子俳誌 「ホトトギス」 を発行

20 小栗上野介ここに生まれる

21 日本本土市街地への空襲が始まる

22
活字を用いた近代印刷の
普及の起点

23 大久保主水ゆかりの地 「主水河岸」



１４

⓹　景観まちづくり重要物件リスト ・ 景観重要建造物リスト

分類 ID 物件名

景観まちづくり
重要物件リスト

1 四谷見附橋

2 上智大学１号館

3 弁慶橋

4 区立九段小学校

5 日比谷高校資料館 ・ 正門 ・ 塀

6 靖国神社本殿

7 能楽堂 ・ 舞台

8 靖国神社拝殿

9 到着殿

10 靖泉亭

11 靖国会館

12 遊就館

13 暁星学園塀

14 東京ルーテルセンタービル

15 新川橋

16 堀留橋

17 南堀留橋

18 九段会館本館

19 後楽橋

２０ 法曹会館

分類 ID 物件名

景観まちづくり
重要物件リスト

21 東方学会本館

22 今荘

23 日比谷公会堂 ･ 市政会館

24 誠心堂書店

25 雉子橋

26 一ツ橋

27 共立講堂

28 神田猿楽町町会詰所

29 旧第一生命館 （ＤＮタワー 21）

30 文房堂ビル

31 山の上ホテル本館

32 お茶の水橋

33 お茶の水スクエアＡ館

34 錦橋

35 鎌倉橋

36 聖橋

37 大手町野村ビル

38 高畠宅

39 天野屋 ( あま酒）

40 昌平橋



第 1章　ウォーカブルまちづくりデザインの概要

出典 ： 千代田区行政基礎資料集 （令和 3 年版） を基に作成

１５

分類 ID 物件名

景観まちづくり
重要物件リスト

・
景観重要

建造物リスト

41 海老原商店

景観まちづくり
重要物件リスト

42 柳森神社

43 山梨中央銀行東京支店

44 鷹岡 （株）

45 あんこう鍋　いせ源本館

46 万世橋

47 和泉橋

48 美倉橋

49 左衛門橋

50 竹むら

51 明神下　神田川本店

52 神田まつや

53 ぼたん

54 志村印刷

55 旧常磐橋

56 常盤橋



１６

※都市再生特別地区 ・ 市街地再開発事業のみ ID と地区名を記載
出典 ： 千代田都市づくり白書を基に作成

オ　公開空地

分類 ID 地区名

市街地
再開発事業

1 神田練塀町地区

2 富士見二丁目北部地区

3 飯田橋駅西口地区

4 平河町二丁目東部地区

5 淡路町二丁目西部地区

6 西神田三丁目北部東地区

7 西神田三丁目北部西地区

8 有楽町駅前地区

9 飯田橋地区

10 神保町一丁目南部地区

都市再生
特別地区

11 大手町地区

12 大手町地区

分類 ID 地区名

都市再生
特別地区

13 神田駿河台三丁目 9 地区

14 神田駿河台四丁目 6 地区

15 淡路町二丁目西部地区

16 大手町一丁目 1 地区

17 大手町一丁目 6 地区

18 丸の内三丁目 10 地区

19 丸の内二丁目 7 地区

20 丸の内 1-1 地区

21 丸の内一丁目 1-12 地区

22 大手町一丁目 2 地区

23 丸の内 2-1 地区

24 日比谷地区



１７

カ　界隈

出典 ： 千代田都市づくり白書を基に作成

分類 ID 界隈名

界隈

1 国際的シティホテルの集積地

2 番町の落ち着いた住宅地

3 富士見の学校と緑のある住宅地

4 印刷 ・ 出版街 （機能転換が進行）

5 古書店街

6 スポーツ用品店街

7 飲食店街

8 学生街

9 医療機関の集積地

10 老舗の集積地

11 秋葉原電気街 ・ サブカルチャーのまち

12 新産業拠点 （情報技術産業等）

13 かつての問屋街 （住機能が進展）

14 国際的なビジネス交流ゾーン

15 文化 ・ 芸術街

16 一団地の官公庁施設



１８

キ　大規模商業施設 （2,000 ㎡以上）

分類 ID 店舗名

大規模小売店舗

1 大丸東京店

2 ヨドバシＡＫＩＢＡビル （マルチメディアＡＫＩＢＡ店）

3 有楽町センタービル ・ マリオン （阪急メンズ ・ トウキョー、 ルミネ有楽町店）

4 有楽町イトシア （有楽町マルイ）

5 ホテルニューオータニ

6 読売会館 （ビックカメラ有楽町店）

7 帝国ホテル東京

8 丸の内ビルディング

9 新丸の内ビルディング

10 丸の内オアゾ （ＯＡＺＯ）

11 東京ミッドタウン日比谷

12 東宝日比谷ビル

13 KITTE

14 インフォス有楽町 （無印良品有楽町）

15 明治安田生命ビル （丸の内ＭＹ　ＰＬＡＺＡ）

16 新有楽町ビルヂング

17 大手町ビルヂング （紀伊國屋書店大手町ビル店）

18 秋葉原ラジオ会館

19 三菱 ・ 丸の内二丁目ビル

20 ミナミビル （ドン ・ キホーテ秋葉原店）



分類 ID 店舗名

大規模小売店舗

21 市川 ・ カンブンドー ・ ヤマギワ共同ビル （ビックカメラ AKIBA）

22 東急プラザ赤坂

23 新東京ビルヂング

24 アトレ秋葉原

25 東京交通会館

26 三省堂書店本社ビル

27 日本プレスセンタービル、 富国生命ビル、 日比谷国際ビルディング

28 ヒューリック有楽町二丁目開発計画

29 ワテラスモール

30 朝日無線紀伊国屋共同ビル （ラオックス本店）

31 ヴィクトリア本店

32 AKIBA　TOLIM （無印良品）

33 有楽町ビルヂング

34 飯田橋グラン ・ ブルーム （飯田橋サクラテラス）

35 国際ビルヂング

36 丸の内ブリックスクエア

37 ダイドービル （フェイス秋葉原本店）

38 ライフ神田和泉町店

39 Ｓ ・ ＰＯＲＴ ・ ＭＩＺＵＮＯ （エスポートミズノ）

40 東宝ツインタワービル

41 和泉橋ビル （書泉ブックタワー）

42 秋葉原ＵＤ X

43 ＶＳ第二ビル （スーパースポーツゼビオ東京御茶ノ水本店）

44 東京堂書店神田神保町店

45 だん家秋葉原ビル （ＢＯＯＫＯＦＦ秋葉原駅前店）

46 東京ガーデンテラス紀尾井町

47 小川町二丁目ビル （ＳＰＡＺＩＯモリヤマスポーツ）

48 フィールドクレストビル （ヴィクトリアＬ - Ｂｒｅａｔｈ御茶ノ水店）

49 書泉グランデ

50 新お茶の水ビルディング ・ サンクレール

51 有楽町電気ビルヂング

52 新国際ビルヂング

53 平岡ビル （ソフマップ東京 ・ 秋葉原アミューズメント館）

１９

出典 ： 全国大型小売店舗総覧を基に作成



２０

出典 ： 千代田区都市づくり白書を基に作成

ク　エリアマネジメント団体 ・ まちづくり団体

分類 ID 公園名

まちづくり協議会

1

大手町 ・ 丸の内 ・ 有楽町地区まちづくり懇談会

エリアマネジメント組織

（一社） 大手町 ・ 丸の内 ・ 有楽町地区まちづくり協議会

（NPO) 大丸有エリアマネジメント協会

（一社） 大丸有環境共生型まちづくり推進協会

エリアマネジメント組織 2 秋葉原タウンマネジメント株式会社

まちづくり協議会 3 外神田一丁目まちづくり協議会

まちづくり協議会
4

神田駅西口地区まちづくり協議会

エリアマネジメント組織 （一社） 神田駅周辺エリアマネジメント協会

まちづくり協議会 5 神田警察通り沿道整備推進協議会

エリアマネジメント組織 6 （一社） 淡路エリアマネジメント

まちづくり協議会 7 神田駿河台地域まちづくり協議会

エリアマネジメント組織 8 アイガーデンエアタウンマネジメント協議会

まちづくり協議会
9 飯田橋 ・ 富士見地域まちづくり協議会

10 日本テレビ通り沿道まちづくり協議会

エリアマネジメント組織
11 （一社） 有楽町駅周辺まちづくり協議会

12 （一社） 日比谷エリアマネジメント



２１

ケ　 道路　　①　管理者区分

出典 ： デジタル道路地図 （DRM）、 及び千代田区路線網図を基に作成



２２

出典 ： デジタル道路地図 （DRM）、 及び千代田区路線網図を基に作成

②　道路幅員 （国道）



２３

③　道路幅員 （都道）

出典 ： デジタル道路地図 （DRM）、 及び千代田区路線網図を基に作成



２４

出典 ： デジタル道路地図 （DRM）、 及び千代田区路線網図を基に作成

④　道路幅員 （区道等）



２５

ア　麹町 ・ 番町地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

（２） 地域別の分布状況

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



２６

イ　飯田橋 ・ 富士見地域イ　飯田橋 ・ 富士見地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



２７

ウ　神保町地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



２８

エ　神田公園地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



２９

オ　万世橋地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



３０

カ　和泉橋地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業



３１

キ　大手町 ・ 丸の内 ・ 有楽町 ・ 永田町地域

※上記の値は小ゾーン単位での集計結果であることに留意。
出典 ： 平成 30 年度東京都市圏パーソントリップ調査 （東京都市圏交通計画協議会）

来訪者の年齢階層

来訪者の目的 来訪者の交通手段

来訪者の職業


