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市街地整備と連動した地区単位での公共貢献のあり方に関する研究  

A Study on Public Contribution in District Levels Linked with Urban Development  

塩原碩茂*・村木美貴** 

Hiroshige Shiohara*・Miki Muraki** 

Small scale office buildings located in downtown Tokyo have deteriorated, and office buildings are 

expected to be renewed in the future. The government is promoting public contribution through 

deregulation and incentives utilizing Urban Renewal Measures. On the other hand, supply of privately 

owned public space utilizing Urban Renewal Measures has been done as a way to contribute to public 

contributions such as comfort of cities. However, there are concerns about the supply of small privately 

owned public space in Small scale office buildings located in downtown Tokyo. Therefore, it is necessary 

to consider a new system that flexibly evaluates public contributions. The purpose of this study is to 

clarify the way of introducing public contribution in district levels linked with urban development. As a 

result, it became clear that it is possible to improve the feasibility of public contribution measures on 

district levels by utilizing the proposal system and business scheme.  
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１．はじめに 

我が国の都心部では、1970 年代から 1980 年代にかけて中小

規模(1)のオフィスビル(以下、中小ビル)が大量に供給され、中

小ビルが中心的に存在する街区(以下、中小ビル街区)が形成さ

れた 1)。中小ビル街区では、築年数の経過による躯体の老朽化・

陳腐化が課題となっており、今後、老朽化したオフィスビルの

更新が見込まれる 2)。また近年、市街地では、個々の建物・都

市基盤等の課題のみならず、地区の状況に応じた複合的な課

題への対応が求められている 3)。これを受けて、国は、中小ビ

ルの活用・更新にあわせた段階的・連鎖的な市街地整備の展開

と、地区単位での課題解決や地区の価値向上を図るまちづく

りを推進している 4)。

ところで、今後の市街地整備は、地区の課題解決や価値向上

に資する公共貢献に対して、都市開発諸制度をはじめとする

様々な制度による規制緩和やインセンティブ等の活用が期待

されている 5)。しかし、中小ビル街区では、建物の共同化等の

中小規模開発を行う際に、都市開発諸制度を用いても都市空

間として十分に活用できない小規模な公開空地が創出される

ことが懸念される 6)。そのため、中小ビル街区の市街地整備に

向けては、従来の公開空地の設置に依存した規制緩和 7)ではな

く、地区の課題解決や価値向上に資する公共貢献を柔軟に評

価する新たな制度の検討が必要とされている 8)。 

これまでのところ、都市開発諸制度の公共貢献に関する研

究としては、都市開発諸制度と都市再生特別地区の公共貢献

の緩和対象項目とそのあり方を比較分析したもの 9)や、総合設

計制度における公益施設の整備が周辺地域に与える影響につ

いてヘドニックアプローチを用いて分析・評価したもの 10)が

ある。しかし、地区単位での公共貢献を評価した事業スキーム

構築を検討したものはみられない。 

そこで本研究は、市街地整備と連動した地区単位での公共

貢献の導入とその実現に向けた事業スキーム構築のあり方を

明らかにすることを目的とする。なお、研究対象地は、東京都

心部において総合設計制度の実績件数が多く(2)、地区の課題解

決と価値向上を図るまちづくり構想の策定と誘導手法の確立

を目指している 11)東京都千代田区とする。 

２．東京都心部における市街地整備の実際 

 ここでは、東京都心部における市街地整備の方針を明らか

にするとともに、都市開発の誘導を図る制度として都市開発

諸制度と街区再編まちづくり制度の適用事例の整理を行い、

市街地整備に関する諸制度の現状を明らかにする。また、総合

設計制度によって創出された公開空地が周辺地域に与える影

響を経済性の観点から明らかにする。 

２－１．東京都心部における都市づくりの方針 

東京都心部のオフィスストック全体の平均築年数は、30.9 年

であるが、特に、中小ビルの平均築年数は、31.6 年と老朽化が

進展している。これを受けて、国は、個々の建物、都市基盤の

老朽化に伴う課題のみならず、地区の状況に応じた複合的な

課題への対応を推進している。また、東京都と千代田区は、都

市機能の更新と地区の課題の一体的な解決を目指しており(表

1)、その実現に向けては、既存制度の活用のみならず、公共貢

献の評価対象の拡大や新たなインセンティブ等の検討を行う

ことが示されている。

２－２．市街地整備に関する諸制度の現状 

 東京都は、市街地環境の改善に寄与しつつ土地の高度利用

を促進する都市開発の誘導を図る制度として、表 2 に示す 4

つの制度を挙げている。 

 

 なかでも総合設計制度は、適用可能な敷地規模の最低限度

が 500 ㎡であることから小規模な敷地においても適用可能で

あり、また、都市計画決定手続きが不要であるため、他の制度
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表１ 東京都と千代田区における都市整備に関する計画・方針
計画 策定年 都市整備方針

都市づくりのグランドデザイン 2018

・都市全体の連鎖的な機能更新

・拠点の機能更新と都市課題の解決を一体的に推進

・都市開発諸制度や街区再編まちづくり制度の活用

東京における土地利用に関する基本方針について 2019
・都市開発諸制度の活用による開発にあわせた都市機能の誘導

・地域の課題解決に対する公共貢献の評価対象の拡大

千代田区都市計画マスタープラン

『改定素案骨子』(案)
2020

・都市の機能更新

・地区の課題解決と価値向上を図るまちづくり構想の策定と

 誘導手法の確立

表 2 都市開発諸制度の概要と適用件数
都市開発諸制度名 目的 最低敷地規模[㎡] 都市計画決定 適用件数

再開発等促進区を定める地区計画
土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・業務床の

供給促進、地域活性化の拠点づくり等
10,000 必要 79

特定街区 都市機能の更新と魅力的な都市空間の保全・形成 5,000 必要 64

高度利用地区 防災性の向上と合理的かつ健全な高度利用の促進 5,000 必要 184

総合設計制度
土地の有効かつ合理的な利用の促進と空地・空間の

確保による市街地環境の改善
500 不要 748
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と比べて適用件数が多いことが特徴として挙げられる。2018

年には、無電柱化の促進に向けて都市開発諸制度活用方針等

が改定され、市街地環境の改善に資する自己敷地内での取り

組みのみならず、自己敷地外での取り組みを域外貢献として

評価し、容積率緩和がされることとなった。  

 また、東京都は、都市計画にもとづく容積率緩和を活用しな

がら市街地の機能更新等の地域の課題解決を図ることを目的

として、街区再編まちづくり制度を定めている。街区再編まち

づくり制度の適用地区において策定された街並み再生方針か

ら、容積率緩和の評価対象を調査すると(表 3)、広場・空地の

整備や防災施設の導入等の既存制度で容積率緩和の対象とし

て定められている項目だけでなく、集約駐車場の整備などの

地区の課題解決に資する取り組みを評価対象として設定して

いることが明らかとなった。 

 

２－３．総合設計制度により創出された公開空地が周辺地域

に与える影響 

 既往研究では、総合設計制度が周辺地域に与える影響とし

て、公開空地の総面積に着目して分析をしたもの 12)がある。

しかし、公開空地の規模の違いが周辺地域に与える影響を分

析したものはみられない。そこで本研究では、ヘドニックアプ

ローチを用いて、都心 3 区において総合設計制度によって創

出された公開空地の規模の違いが地価に与える影響を分析す

る。まず、地価関数の推定に用いる被説明変数と説明変数を選

定した。なお、説明変数には公開空地の規模による影響を測る

ため、公開空地の規模を加えた。次に、ステップワイズ法によ

る重回帰分析を行った結果、表 4 に示す説明変数が選択され

た。

 

地価地点から 500ｍ以内の公開空地面積の係数をみると、

500 ㎡未満の小規模公開空地の係数は負であるのに対し、500-

5,000 ㎡の係数は正となった。この結果から、小規模な公開空

地は、地価に対して負の影響を与えており、都市空間として十

分な活用が期待しにくく、管理・運営等が不十分な可能性があ

るといえる。また、中小ビル街区において既存の容積率緩和制

度を活用した場合、周辺地域への貢献度が低い小規模な公開

空地の創出が懸念される。 

 以上本章より、今後の中小ビル街区における市街地整備に

向けては、公開空地の設置を目的とした規制緩和ではなく、自

己敷地外での公共貢献や地域の課題解決への貢献を柔軟に評

価する、新たな制度の検討が必要といえる。

３．市街地更新を考慮した公共貢貢献の導入可能性 

本章では、千代田区におけるシミュレーション対象地区を

選定し、市街地の整備方針を踏まえた公共貢献施策を設定す

るとともに、市街地の更新にあわせた施策の導入効果と地区

単位での公共貢献の導入可能性を明らかにする。  

３－１．対象地区の実際 

 研究対象地区を選定するため、東京都千代田区の各町丁目

をクラスター分析によって 5 つのクラスターに分類した。本

研究では、対象地区として中小ビル街区を想定しているため、

クラスター②と⑤の代表地である神田駿河台 2 丁目と内神田

1.2 丁目をケーススタディの対象とする(表 5)。

 

３－２．市街地更新シナリオの設定 

まず、対象地区における将来の市街地像を設定するため、建物

の建築年、用途、構造を調査し、既往研究 13)を参考に建物の

平均寿命を用いて経年の更新延床面積を推定した(図 1,2)。神

田駿河台 2 丁目は、2035 年以降に建物更新のピークを迎える

のに対し、内神田 1.2 丁目は 2025-2035 年に更新延床面積が

増加することが明らかとなった。 

 

次に、対象地区において容積率緩和制度の活用可能性を明

らかにするため、表 6 に示す 4 通りの市街地更新シナリオを

設定した。 

 

 

 

内神田 1.2 丁目では、シナリオ A-Ⅱの場合 16 敷地において

制度の活用可能性が見込まれる一方、B-Ⅱでは、共同建替えに

よって敷地面積の増加と建物更新年の早期化が想定され、31

敷地において制度活用の可能性が見込まれる結果となった

(図 3)。 

表 3 街区再編まちづくり制度の割り増し容積率の評価対象

広場・空地 防災施設 駐車・駐輪施設 貢献施設 環境負荷の低減 無電柱化 敷地の統合

武蔵小山駅東地区 2004 〇 〇 〇 〇 〇

南池袋二丁目地区 2004 〇 〇

新宿六丁目西地区 2007 〇 〇 〇

ひばりヶ丘駅北口地区 2010 〇 〇 〇 〇

環状第二号線沿道新橋地区 2013 〇 〇 〇 〇 〇

虎ノ門駅南地区 2014 〇 〇 〇 〇 〇

新宿駅東口地区 2019 〇 〇 〇(集約,荷捌き駐車場) 〇 〇

武蔵小山賑わい軸地区 2019 〇 〇(地下駐車場ネットワーク) 〇 〇

自由が丘駅前西及び北地区 2019 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

街区再編まちづくり制度 適用年
割り増し容積率の評価対象

表 4 地価関数の推定結果

※***は 1％で、**は 5％で有意であることを示す。

単位 係数 t値 有意水準

- 1.6.E+01 39.5 ***

(㎡) 6.4.E-05 2.7 ***

(m) 2.6.E-02 8.6 ***

(m) -8.5.E-04 -4.5 ***

(%) -2.7.E-02 -4.5 ***

(%) 1.1.E-03 2.9 ***

(千㎡) 7.3.E-05 4.5 ***

(千㎡) 5.8.E-04 8.0 ***

500㎡未満 (千㎡) -1.4.E-01 -3.0 ***

500-5000㎡ (千㎡) 9.0.E-03 2.0 **

指定建蔽率

項目

切片

地積

前面道路幅員

駅からの距離

観測数 206

指定容積率

事務所建築物

専用商業施設

公開空地面積(500m以内)

自由度補正済み決定係数 0.781

表 5 クラスター分析の結果

※平均より高い項目に網掛け

クラスター 町丁目数
平均

敷地面積[㎡]

事務所

延床割合

住宅

延床割合

小規模ビル

棟数割合

中規模ビル

棟数割合

平均

建築面積[㎡]

① 10 5,683 69% 0% 25% 5% 3,094

② 20 1,737 44% 6% 65% 23% 735

③ 10 509 33% 45% 86% 10% 252

④ 36 379 53% 19% 90% 6% 216

⑤ 35 287 78% 7% 90% 7% 192

平均 (合計)111 1,084 59% 14% 79% 10% 564

図 1 神田駿河台の更新延床と棟数 図 2 内神田の更新延床と棟数
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表 6 市街地更新シナリオの設定

シナリオ名 建替え手法 容積率緩和制度の活用

A－Ⅰ 個別建替え

B－Ⅰ 共同建替え

A－Ⅱ 個別建替え

B－Ⅱ 共同建替え

適用なし

敷地面積500㎡以上かつ

業務用途の建物に総合設計制度を適用

図 3 内神田 1.2 丁目 共同建替えシナリオの容積率緩和制度適用建物 

容積率緩和制度

適用なし

制度適用
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３－３．地区単位での公共貢献の導入効果 

ここでは、地区単位での公共貢献施策として環境性と防災

性の向上に資するエネルギーネットワークの構築を想定し、

その導入効果を明らかにする。各建物は建替え時にエネルギ

ーネットワークに接続するものとし、延床面積 3,000 ㎡以上

の建物は、CGS による熱電併給、延床面積 3,000 ㎡未満の建物

は、蓄電池による電力供給を想定した。 

2055 年の市街地更新シナリオ別 CO2 削減割合とエネルギー

自立度をみると(表 7)、エネルギーネットワーク構築は、CO2

排出量削減と非常時のエネルギー供給に有効であることが明

らかとなった。 

 

 

 

 

 

以上本章より、地区の環境性・防災性の課題解決に向けては、

開発の機会を捉えた段階的なエネルギーネットワーク構築が

有効であることが明らかとなった。 

４．市街地整備と連動した地区単位での公共貢献のあり方      

 本章では、地区単位での公共貢献を評価した容積率緩和制

度と事業スキームの構築を行い、事業性の観点からその有効

性を検証することで、市街地整備と連動した公共貢献のあり

方を明らかにする。 

４－１．市街地整備と連動した公共貢献の事業スキーム 

 ここでは、容積率緩和が不動産収益に与える影響を分析す

るとともに、中小ビル街区における公共貢献の評価制度の設

計と事業スキームの検討を行い、市街地更新シナリオ別の公

共貢献負担可能額を明らかにする。 

４－１－１．容積率緩和制度の公共貢献負担の実際 

①地域別の割増不動産価値

容積率緩和が不動産収益に与える影響は、事業の実施地域

によって異なると考えられ、実際に都心 3 区の総合設計件数

は他地域より多く、制度活用のインセンティブが大きいこと

が予想される。しかし、総合設計制度は、地域別に割増容積率

の最高限度を定めているものの、割増容積率の算出基準は一

律となっている。そこで、本研究では、収益還元法(直接還元

法)を用いて容積率緩和による割増不動産価値 (3)を地域別に算

出し、容積率緩和制度活用が不動産収益に与える影響を明ら

かにする(図 4)。 

千代田区では、丸の内・大手町が最も高く 18.2 億円である

一方、内神田・鍛治町は 8.6 億円と地域による差が大きいこと

が明らかとなった。特に中小ビル街区は、大規模街区と比べて

賃料単価が低く、還元利回りが高い傾向にあるため、同一の割

増床面積を想定した場合、開発事業者のインセンティブは限

定的であるといえる。 

②敷地面積が不動産価値に与える影響

既往研究 14)では、オフィス賃料と基準階面積には正の相関

関係が認められており、基準階面積が小さい中小ビルは、大規

模ビルと比べて不動産賃料が低いことが推察される。そこで

本研究では、ヘドニックアプローチを用いて基準階面積が不

動産賃料に与える影響を分析する(表 8)。 

 

 基準階面積の係数をみると、正となっており、基準階面積が

小さい中小規模建物は、大規模建物と比べて不動産賃料が低

い傾向にあることが明らかとなった。この結果から、中小規模

建物は、大規模建物と比べて割増不動産価値が小さい傾向に

あるといえる。 

４－１－２．提案制度のモデル設定 

❶自己敷地外での公共貢献を評価した容積率緩和制度

提案制度として、自己敷地内での公開空地整備を行わず、地

区単位での公共貢献施策に対する負担金(以下、公共貢献負担

金)の支払いを評価し、容積率緩和を行う制度を想定する。開

発事業者は、公開空地整備を行わない際の便益として、基準階

面積の増加による賃料単価の増加と公開空地の整備・管理費

の削減が想定され、この便益を公共貢献負担金として支払う

ものとする(図 5)。 

❷開発誘導を目的とした時限措置の容積率緩和制度

事業期間早期の建物更新の誘導を目的として、時限措置の

容積率緩和制度(以下、時限の容積率緩和)を想定する。具体的

には、事業期間である 2025-2055 年のうち、2040 年までに制

度を活用する建物に対して、既存の割増容積率に 50％を加算

して建替えを行うものとする。なお、時限の容積率緩和が建物

の更新時期に与える影響を明らかにするため、既存建物と新

築建物の不動産収益の和である総不動産収益を考慮した建物

更新モデルを構築する(図 6)。各建物所有者は、総不動産価値

が最大となる年に建替えを行うことを想定する。  

❸将来の不動産需要リスクを考慮した感度分析

2020 年に発生した新型コロナウイルスの流行に伴うテレワ

ークの増加が将来のオフィス需要に与える影響は不透明であ

る。そこで、将来の不動産需要の低下が各建物の不動産収益、

公共貢献負担額に与える影響を分析するため、オフィス平均

賃料、平均空室率を変動値とした感度分析を行う。本分析では、

ベスト・ケースとワースト・ケースを設定し、市街地更新シナ

リオごとに公共貢献負担額を算出する(表 9)。

 

 

表 7 2055 年におけるシナリオ別の CO2 削減割合とエネルギー自立度

対象地区

シナリオ A-Ⅰ A-Ⅱ B-Ⅰ B-Ⅱ A-Ⅰ A-Ⅱ B-Ⅰ B-Ⅱ

CO2削減割合[%] 11.7 11.9 12.0 12.1 13.5 13.2 13.5 13.2

エネルギー自立度[%] 59.7 59.8 60.4 60.2 64.6 66.1 64.2 66.0

神田駿河台2丁目 内神田1.2丁目

18.2

8.6
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8.1
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京橋・八重洲・日本橋

銀座

日本橋本町・日本橋室町

築地・新富・茅場町

東日本橋・新川

新橋・虎ノ門

赤坂・青山

六本木・麻布

浜松町・高輪

[億円]

千
代
田

中
央

港

約9.6億円

割増不動産価値

※1,000㎡の割り増し床面積を想定

0

図 4 都心 3 区の地域別の割増不動産価値

表 8 千代田区の不動産賃料の推計結果

※***は 1％で、*は 10％で有意であることを示す。

項目 単位 係数 t値 有意水準

切片  － 1527.3 4.2  ***

最寄り駅分数 (分) -76.8 -3.4  ***

築年数[年] (年) -54.5 -16.9  ***

基準階面積[㎡] (㎡) 1.2 2.2  *

エリア平均賃料[円] (円/坪) 0.3 12.9  ***

自由度補正済み決定係数

観測数

0.783

203

図 5 提案する容積率緩和制度のイメージ

既存制度
蓄電池

再生可能エネルギー

自営線

割増容積率は
同等

提案制度

✓基準階面積の増加
✓空地の整備・管理費の削減

不動産収益の増加要因

➢公共貢献負担額として支払い

自己敷地内に公開空地整備 自己敷地内に公開空地の整備なし

表 9 感度分析の条件設定

項目 平均賃料[円/坪] 空室率[%] 参考年

ベスト・ケース 20,130 0.58 2019

基準ケース 19,810 5.00 －

ワースト・ケース 15,700 10.28 2011

図 6 総不動産収益を考慮した建物更新年の算出式

P ：総不動産収益

：既存建物の毎期の純収益

Y ：割引率3%

x ：建替え年

既存建物不動産収益 新築建物不動産収益

D ：解体費用

：既存建物の復帰価格

C ：建設費用

：新築建物の毎期の純収益

：新築建物の復帰価格

n ：保有期間
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❹地区単位での公共貢献実施に向けた事業スキーム

対象地区内で想定される開発全体で公共貢献を負担する事

業スキームを設定する。具体的には、対象地区内に設立した再

分配法人がエネルギーネットワーク構築に要する費用を先行

負担し、提案制度活用建物は、建物更新時に再分配法人に負担

金を支払うものとする。 

４－１－３．提案制度のモデル設定 

建物ごとに提案制度活用時の公共貢献負担額を算出し、建

替え時期を考慮して現在価値換算した結果を図 7 に示す。 

 神田駿河台地区では最大 71.6 億円、内神田地区では最大

89.9 億円が調達可能であることが明らかとなった。特に、共同

建替えを想定したシナリオでは、制度活用建物の増加に伴い

割増床面積が増加するため、公共貢献負担可能額が個別建替

えを想定するシナリオに比べて増加したと考えられる。また、

いずれのシナリオにおいてもワースト・ケースでは、ベスト・

ケースから約 9％公共貢献負担可能額が低下することが明ら

かとなった。

次に、時限の容積率緩和を考慮した場合のシナリオ別の公

共貢献負担額を算出した結果を図 8 に示す。 

時限の容積率緩和による公共貢献負担額の増加率は、神田

駿河台 2 丁目地区では平均 34％、内神田 1.2 丁目地区では平

均 15％となることが明らかとなった。これは、追加の割増容

積率によって計画期間早期に建物更新が誘導され、公共貢献

負担金の支払時期が早期化したことが要因であると推察され

る。 

４－２．事業スキームの有効性評価 

 ここでは、前節で設定した公共貢献負担金の活用がエネル

ギーネットワーク構築に与える影響を事業性の観点から検証

し、その有効性を明らかにする。 

シナリオ別にエネルギーネットワーク構築の費用対便益(以

下、B/C)と公共貢献負担金を活用した場合の B/C、時限の容積

率緩和を想定した場合の B/C を算出した結果を図 9 に示す。

提案制度を活用しない場合の B/C はいずれのシナリオいても

1.0 を下回る一方で、公共貢献負担金の活用を想定した場合は

1.0 を上回り、エネルギーネットワーク構築の実現可能性が高

まることが明らかとなった。特に、時限の容積率緩和を想定し

た場合は、各建物のエネルギーネットワーク接続時期と負担

金支払時期の早期化によって B/C の上昇が見込まれることが

明らかとなった。 

以上本章より、提案する容積率緩和制度と事業スキームの

活用により、地区単位での公共貢献施策の事業性向上が可能

であることが明らかとなった。 

５．おわりに  

市街地整備と連動した地区単位での公共貢献の導入とその実

現に向けた事業スキームを検討する上で、以下の 3 点が重要

と考えられる。 

【1】容積率緩和制度における評価対象の見直し  

本研究では、小規模公開空地が地価に対して負の影響を与え

ることが明らかとなった。このことから、今後の容積率緩和制

度の評価対象は、自己敷地内での公開空地整備に限定するの

ではなく、地区の課題解決や価値向上に資する取り組みに拡

大する柔軟な緩和要件の設定が重要といえる。  

【2】地区単位での公共貢献の実現 

本研究では、各建物の不動産収益増加分に応じた公共貢献

負担金を活用することでエネルギーネットワーク構築の事業

性が向上することが明らかとなった。このことから、負担金の

支払いを公共貢献として評価する制度や地区単位で公共貢献

を負担するスキームの構築が重要といえる。  

【3】都市整備と連動した時限措置の容積率緩和制度の検討  

本研究では、時限の容積率緩和を設定することで各建物の

更新時期の早期化が見込まれることが明らかとなった。この

ことから、都市整備と連動した容積率緩和の設定により、まち

づくり目標の早期実現、期間内の開発の促進が期待される。  

【補注】  

(1) 日本ビルヂング協会では、延床面積 3,300 ㎡以下を小規模ビル、

3,301-9,900 ㎡を中規模ビルと定義している。(2) 東京都千代田区の総

合設計制度は 107 件となっており、東京都では港区の 187 件に次いで

多い。(3) 本研究では、割増不動産価値を容積率緩和によって創出さ

れる床面積が業務用途に用いられた場合に得られる事業収益として定

義する。
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図 7 市街地更新シナリオ別の公共貢献負担額
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図 8 時限の容積率緩和を考慮した場合の公共貢献負担額
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図 9 提案制度活用時のエネルギーネットワーク構築の B/C
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