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資料４ 小杉駅周辺地区の開発動向 
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⑰横須賀線武蔵小杉駅

⑯小学校新設計画
　事業者　：川崎市
　地区面積：約1.0ha
　事業期間：H28年度～H30年度（予定）
　主要用途：小学校（平成31年度開校予定)

⑮小杉町３丁目東地区第一種市街地再開発事業
施行者　：小杉町３丁目東地区市街地再開発組合
地区面積：約1.1ha (関連事業含む)
事業期間：H26～31年度（予定） ※4
主要用途：商業、業務、住宅(約520戸)
               　44階、高さ約160m

 ⑭(仮称)小杉駅北口地区開発計画

⑬大西学園中・高建替計画（民間開発事業）
　事業者　：学校法人大西学園
　地区面積：約0.8ha (C地区)
　事業期間：H25年度～H27年度（予定）
　主要用途：中学校・高等学校　6階建、高さ約27m

⑫小杉町２丁目地区開発計画（民間開発事業）
事業者　：三井不動産レジデンシャル、
　　　　　ＪＸ日鉱日石不動産
地区面積：約2.0ha (A・B地区)
事業期間：H25～H30年度（予定）
主要用途：A地区　商業、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ、住宅(約592戸)
　　　　　　　　　53階、高さ約180ｍ
　　　　　B地区　商業、保育所、住宅(約622戸)
　　　　　　　　　53階、高さ約180ｍ

⑪株式会社東京機械製作所
　　玉川製造所再開発計画（民間開発事業）
事業者　：株式会社イトーヨーカ堂 (A地区)、
　　　　　住友不動産株式会社 (B地区)
地区面積：約3.7ha (A・B地区)
事業期間：H24～27年度
主要用途：A地区  商業

4階、高さ約24ｍ （平成26年度）
　　　　　B地区 商業、保育所等、住宅(約800戸)
　　　　　　　　　53階、高さ約185ｍ（平成27年度）
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　　第一種市街地再開発事業
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　　第一種市街地再開発事業
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～小杉駅周辺地区のまちづくりについて～

　当地区は本市の中央部に位置し、ＪＲ南武線・横須賀線及び東急東横線・目黒線
が交差する交通結節点であり、市政運営の基本的な方針である「アクションプログ
ラム２０１４」では、都市の拠点機能を整備するため「民間活力を活かした魅力あ
る広域拠点の形成」を図る地区として、川崎駅周辺地区及び新百合ヶ丘駅周辺地区
とともに重点的にまちづくりを進める地区と位置付けています。
　また、市の都市計画の基本方針である「都市計画マスタープラン小杉駅周辺まち
づくり推進地域構想」に基づき、将来のまちづくりの方向性を示し、新たな開発計
画等を適切に誘導しています。
　これらの上位計画に基づき、先端技術を中心とした研究開発・生産機能の高度化
を図るとともに、ユニバーサルデザインに配慮しながら駅前広場、道路等の公共施
設を整備改善し、商業・業務・文化交流・医療・文教・都市型居住等の機能を集積
させた「歩いて暮らせるコンパクトなまちづくり」を推進しています。

※１ 現在工事中の地区と計画が明らかになっている地区については、計画概要を示しています。

※２ 既に完成した地区については、裏面の開発概要をご覧ください。

　　 各地区の計画名称の前の丸数字は、裏面の開発概要の地区番号を示しています。

※３ 左下記載日付での事業概要を記載していますので、各事業者による配布資料等と内容が異なることがあります。

※４ 市街地再開発事業を施行している地区については、組合設立認可から施設建築物完成までを事業期間としています。
川崎市まちづくり局市街地開発部小杉駅周辺整備推進担当 ℡:044-200-2741

平成２５年１０月１日時点平成２７年４月１日時点




