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午後２時 ００分  開会  
【松村計 画課長】  それ では、 ただ いまから 府中市都 市計画 審議

会を開会 していた だきた いと思 いま す。  

 開会に 先立ちま して、 都市整 備部 長の青木 よりご挨 拶申し あげ

ます。  

【青木都 市整備部 長】  皆さん 、こ んにちは 。本日は 大変ご 多用

の中、ご 出席くだ さいま して、 大変 ありがと うござい ます。  

 本日の ご審議い ただく 案件で ござ いますが 、日新町 区画整 理事

業に関連 いたしま す用途 地域や 公園 の変更及 び地区計 画の決 定な

ど４議案 、このほ かに生 産緑地 地区 の変更と 、都市計 画マス ター

プランの 一部改定 、合計 ６議案 につ きまして ご審議を お願い する

ものでご ざいます 。よろ しくご 審議 を賜りま すようお 願い申 しあ

げまして、簡単で はござい ますが 、ご 挨拶とさ せていた だきま す。

どうぞよ ろしくお 願いい たしま す。  

【松村計 画課長】  ご審 議いた だく 前に、学 識経験の ある者 とし

て都市計 画審議会 委員に 委嘱さ れて おりまし た○○○ ○前委 員に

代わり、 ○○○委 員が平 成２４ 年１ ０月１０ 日付で都 市計画 審議

会委員に 委嘱され ました ので、 ご報 告いたし ます。  

 それで は、○○ 会長、 よろし くお 願いいた します。  

【議長】  皆さん 、こん にちは 。  

 事務局 からお話 があっ たとお り、 ○○委員 が都市計 画審議 会委

員に委嘱 されまし た。初 めに○ ○委 員から一 言ご挨拶 を頂き たい

と思いま す。よろ しくお 願いし ます 。  

【委員】  一生懸 命やり ますの で、 よろしく お願いし ます。  
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【議長】  ○○委 員、ど うもあ りが とうござ います。  

 ご案内 のとおり 、１１ 月初め 、本 当に皆さ ん忙しい 中、こ のよ

うに本日 は全員ご 出席を 賜りま して 、ありが とうござ います 。  

本日は全 員出席で ござい ますの で、会議開催 の可否に ついて も、

本日の会 議は有効 に成立 してお りま す。  

次に、本 日の会議 の議事 録の署 名人 について 、決めた いと思 い

ます。  

府中市都 市計画審 議会運 営規則 第１ ３条第２ 項に、「議 事録に は、

議長及び 議長が指 名する 委員が 署名 するもの とする。」と規定 され

ておりま すので、 私の方 で指名 させ ていただ いて、よ ろしい でし

ょうか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 では、指 名させて いただ きま

す。議席 番号１３ 番、○ ○委員 、お 願いしま す。もう １名、 議席

番号１４ 番、○○ 委員に お願い いた します。 よろしく お願い しま

す。  

 なお、 本日の審 議会の 傍聴希 望者 が５名お りますの で、傍 聴を

許可して よろしい でしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと で、 傍聴者を 入れてい ただき たい

と思いま す。しば らくお 待ちく ださ い。  

（傍聴者 入室）  

【議長】  それで は、本 日の議 事日 程に従い まして進 めてい きた

いと思い ます。  
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 日程第 １、第１ 号議案 、府中 都市 計画用途 地域の変 更を議 題と

いたしま すが、本 件は日 程第２ 、第 ２号議案 、府中都 市計画 防火

地域及び 準防火地 域の変 更、日 程第 ３、第３ 号議案、 府中都 市計

画地区計 画日新町 四丁目 地区地 区計 画の決定 、日程第 ４、第 ４号

議案、府 中都市計 画公園 第２・ ２・ ６３号新 田公園の 変更と 関連

をする案 件でござ います ので、 事務 局から４ 件を一括 してご 説明

し、その 後、採決 も一括 して行 いた いと思い ますが、 よろし いで

しょうか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  異議な しとい うこと で、 そのよう に進めて いきた いと

存じます 。  

 では、 案件につ きまし て、ご 説明 を願いま す。  

【小林計 画課長補 佐】  それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

１号議案 、府中都 市計画 用途地 域の 変更、第 ２号議案 、府中 都市

計画防火 地域及び 準防火 地域の 変更 、第３号 議案、府 中都市 計画

地区計画 日新町四 丁目地 区地区 計画 の決定、 第４号議 案、府 中都

市計画公 園第２・ ２・６ ３号新 田公 園の変更 につきま して、 あわ

せてご説 明させて いただ きます 。  

 本件に つきまし ては、 現在、 日新 町四丁目 地内で行 われて おり

ます土地 区画整理 事業区 域及び その 周辺地区 において 、周辺 市街

地と調和 した緑豊 かなゆ とりあ る住 環境の形 成を目的 とし、 用途

地域の変 更、防火 地域及 び準防 火地 域の変更 、地区計 画の決 定、

都市計画 公園の変 更につ いてお 諮り するもの です。  

 最初に 、本年４ 月２７ 日開催 の本 審議会に 原案をお 諮りし た以
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降の経過 につきま して、 ご報告 いた します。  

 都市計 画案につ いて、 都市計 画法 第１９条 第３項の 規定に 基づ

き、東京 都知事と の協議 を行い 、第 １号議案 、第２号 議案、 第３

号議案に つきまし ては、 本年９ 月１ ０日付、 第４号議 案につ きま

しては、 本年８月 ２８日 付で、 意見 のない旨 の協議結 果通知 を受

けており ます。  

 ま た 、 都 市 計 画 法 第 １ ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 本 年 ９ 月   

１４日か ら２８日 までの ２週間 、縦 覧を行い 、同法第 １７条 第２

項の規定 に基づき 意見書 の提出 を求 めたとこ ろ、意見 書の提 出は

ございま せんでし た。  

 本日、 ご審議い ただく 議案に つき ましては 、前回、 ご審議 いた

だきまし た原案か らの変 更点は ござ いません 。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後に都 市計画 の告

示を行う 予定でご ざいま す。  

 なお、 第１号議 案、第 ２号議 案、 第３号議 案、第４ 号議案 の府

中都市計 画用途地 域、府 中都市 計画 防火地域 及び準防 火地域 、府

中都市計 画地区計 画、府 中都市 計画 公園につ きまして は、い ずれ

も府中市 が決定す る都市 計画で ござ います。  

 議案の 詳細につ きまし ては、 各担 当よりご 説明させ ていた だき

ます。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  そ れで は、初め に第１号 議案、 府中

都市計画 用途地域 の変更 につき まし てご説明 させてい ただき ます。 

 本件に つきまし ては、 日新町 四丁 目地区地 区計画の 決定に 合わ

せ、土地 利用上の 観点か ら検討 した 結果、用 途地域を 変更す るも
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のでござ います。  

 内容に つきまし ては、 前方ス クリ ーンにお いてご説 明させ てい

ただきま す。スク リーン をご覧 くだ さい。  

 こちら は、第１ 号議案 、資料 ４ペ ージの位 置図でご ざいま す。  

 用途地 域の変更 区域は 、府中 市の 西部、Ｊ Ｒ南武線 西府駅 から

西に約１ ．２キロ メート ル、中 央自 動車道国 立府中イ ンター チェ

ンジから 東に約０ ．３キ ロメー トル に位置し 、都立府 中西高 校に

接した日 新町四丁 目地内 の緑色 で示 している 区域でご ざいま す。

赤線で示 している のは、 国立市 との 行政境、 青線で示 してお りま

すのは、 第３号議 案でご 説明さ せて いただき ます地区 計画区 域で

ございま す。  

 こちら は、変更 区域の 航空写 真で ございま す。都立 府中西 高校

周辺の緑 色の線で 示して いる区 域が 、用途地 域の変更 区域で 、現

在、土地 区画整理 事業が 行われ てお ります。  

 こちら は、資料 ５ペー ジの計 画図 でござい ます。緑 色で示 して

いる区域 が変更区 域でご ざいま す。 現在、第 一種低層 住居専 用地

域であり 、建ぺい 率４０ パーセ ント 、容積率 ８０パー セント 、第

一種高度 地区、防 火指定 のない 場所 でござい ます。  

 変更内 容につき まして は、この う ち用途地 域で定め る建ぺ い率、

容積率に ついて変 更する もので ござ います。 建ぺい率 は４０ パー

セントか ら５０パ ーセン トに変 更し 、容積率 は８０パ ーセン トか

ら１００ パーセン トに変 更いた しま す。  

 変更す る面積に つきま しては 、約 ４．１ヘ クタール でござ いま

す。  
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 なお、 府中都市 計画用 途地域 の計 画書につ きまして は、資 料１

ページか ら３ペー ジでご ざいま す。  

 続きま して、第 ２号議 案、府 中都 市計画防 火地域及 び準防 火地

域の変更 につきま して、 ご説明 させ ていただ きます。  

 本件に つきまし ては、 用途地 域の 変更及び 日新町四 丁目地 区地

区計画の 決定に合 わせ、 都市防 災上 の観点か ら検討し た結果 、防

火地域及 び準防火 地域を 変更す るも のでござ います。  

 こちら は、第２ 号議案 、資料 ３ペ ージの計 画図でご ざいま す。

緑色で示 している 区域が 変更区 域で ございま して、第 １号議 案で

ご説明さ せていた だきま した用 途地 域の変更 区域と同 じ区域 とな

ります。 現在、第 一種低 層住居 専用 地域、建 ぺい率４ ０パー セン

ト、容積 率８０パ ーセン ト、第 一種 高度地区 、防火指 定のな い場

所でござ います。  

 変更内 容につき まして は、こ のう ち防火指 定につい て変更 する

もので、 防火指定 なしか ら準防 火地 域に変更 いたしま す。  

 変更す る面積に つきま しては 、約 ４．１ヘ クタール でござ いま

す。  

 なお、 府中都市 計画防 火地域 及び 準防火地 域の計画 書につ きま

しては、 資料１ペ ージ及 び２ペ ージ でござい ます。  

 続きま して、第 ３号議 案、府 中都 市計画地 区計画日 新町四 丁目

地区地区 計画の決 定につ きまし てご 説明させ ていただ きます 。  

 本 件 に つ き ま し て は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に よ る 土 地 利 用 の 維

持・保全 を図ると ともに 、周辺 市街 地と調和 した緑豊 かなゆ とり

ある住環 境の形成 を図る ため、 地区 計画を決 定するも のでご ざい
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ます。  

 こちら は、第３ 号議案 、資料 ５ペ ージの位 置図でご ざいま す。

都立府中 西高校を 含めた 日新町 四丁 目地内の 、青線で 示して いる

面積約９ ．６ヘク タール の区域 でご ざいます 。  

 こちら は、地区 計画区 域の航 空写 真でござ います。 都立府 中西

高校を含 む青線で 示して いる区 域が 、地区計画 区域で ございま す。

現在、土 地区画整 理事業 が行わ れて いる区域 のほか、 周辺の 市街

化が進ん でいる地 区を含 めた区 域と しており ます。  

 こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す地区計 画の目 標で

ございま す。地区 計画の 目標と いた しまして は、良好 な住宅 地の

形成及び 都市農業 の営農 環境の 確保 を目的と した土地 区画整 理事

業による 土地利用 の維持 ・保全 を図 るととも に、周辺 市街地 と調

和した緑 豊かなゆ とりあ る住環 境の 形成を目 標といた します 。  

 こちら は資料８ ページ の方針 付図 でござい ます。緑 豊かな ゆと

りある住 環境の形 成を図 るため 、地 区計画区 域を５つ に区分 し、

それぞれ の土地利 用の方 針を定 めま す。  

 紫色で 示してい る区域 、面積 約０ ．１ヘク タールを 沿道Ａ 地区

といたし ます。用 途地域は 準工業 地 域、建ぺい 率６０ パーセン ト、

容積率２ ００パー セント の区域 で、 現在、土 地区画整 理事業 の行

われてい る区域で ござい ます。  

 茶色で 示してい る区域 、面積 約０ ．１ヘク タールを 沿道Ｂ 地区

といたし ます。用 途地域は 準工業 地 域、建ぺい 率６０ パーセン ト、

容積率２ ００パー セント の区域 で、 市街化の 進んでい る区域 でご

ざいます 。  
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 緑色で 示してい る区域 、面積 約４ ．１ヘク タールを 低層住 宅Ａ

地区とい たします 。用途 地域は 第一 種低層住 居専用地 域、建 ぺい

率４０パ ーセント 、容積 率８０ パー セントの 区域で、 現在、 土地

区画整理 事業が行 われて おり、 第１ 号議案及 び第２号 議案で ご説

明させて いただき ました 用途地 域の 変更等を 行う区域 でござ いま

す。  

 黄色で 示してい る区域 、面積 約１ ．８ヘク タールを 低層住 宅Ｂ

地区とい たします 。用途 地域は 第一 種低層住 居専用地 域、建 ぺい

率４０パ ーセント 、容積 率８０ パー セントの 区域で、 市街化 の進

んでいる 区域でご ざいま す。  

 水色で 示してい る区域 、面積 約３ ．５ヘク タールを 公共公 益施

設地区と いたしま す。用 途地域 は第 一種低層 住居専用 地域、 建ぺ

い率４０ パーセン ト、容 積率８ ０パ ーセント の区域で 、都立 府中

西高校が 立地して いる区 域でご ざい ます。  

 こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す土地利 用の方 針で

ございま す。  

 沿道Ａ 地区では 、土地 区画整 理事 業による 土地利用 の維持 ・保

全を図る とともに 、低層 住宅地 との 調和に配 慮した土 地利用 を誘

導し、緑 豊かなゆ とりあ る環境 の形 成を図り ます。  

 沿道Ｂ 地区では 、低層 住宅地 との 調和に配 慮した土 地利用 を誘

導し、緑 豊かなゆ とりあ る環境 の形 成を図り ます。  

 低 層 住 宅 Ａ 地 区 で は 、 土 地 区 画 整 理 事 業 に よ る 土 地 利 用 の 維

持・保全 を図ると ともに 、戸建 住宅 を中心と する低層 住宅地 とし

て、緑豊 かなゆと りある 住環境 の形 成を図り ます。  
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 低層住 宅Ｂ地区 では、 戸建住 宅等 の低層住 宅を主体 とした 、緑

豊かなゆ とりある 住環境 の形成 を図 ります。  

 公共公 益施設地 区では 、公共 公益 施設とし ての機能 を維持 しま

す。  

 こちら は、資料 ６ペー ジの計 画図 １でござ います。 地区計 画区

域内で地 区整備計 画を定 める地 区と いたしま して、紫 色で示 して

おります 沿道Ａ地 区と、 緑色で 示し ておりま す低層住 宅Ａ地 区に

おいて、 地区整備 計画を 定めま す。 先ほども ご説明さ せてい ただ

きました が、両地 区とも 、現在 、土 地区画整 理事業の 行われ てい

る区域で ございま す。  

 こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す地区施 設の整 備の

方針でご ざいます 。地区 施設の 整備 の方針と いたしま しては 、土

地区画整 理事業に より整 備され た区 画道路等 の維持・ 保全を 図る

とともに 、緑豊か な住環 境を形 成す るため、 道路に面 する部 分に

環境緑地 を配置い たしま す。環 境緑 地は、原 則として 道路に 面す

る敷地の 部分の２ 分の１ 以上を 緑化 するもの とし、や むを得 ない

理由があ るときは 、敷地内 に同等 の 緑化を行 うものと いたし ます。 

 こちら は、資料 ７ペー ジの計 画図 ２でござ います地 区施設 とい

たしまし て、紫色 で示し ており ます 幅員８メ ートルの 区画道 路、

茶色で示 しており ます幅 員６メ ート ルの区画 道路、黄 色で示 して

おります 幅員７メ ートル の区画 道路 、水色で 示してお ります 幅員

５メート ルの区画 道路を 定めま す。 また、そ れぞれの 区画道 路の

両側に、 緑色で示 してお ります ０． ５メート ル以上の 環境緑 地を

定めます 。地区施 設の計 画書に つき ましては 、資料２ ページ でご
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ざいます 。  

 また、 地区内中 央の濃 い緑色 で示 しており ます区域 は、後 ほど

第４号議 案でご説 明させ ていた だき ます都市 計画公園 といた しま

す。  

 こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す建築物 等の整 備の

方針でご ざいます 。ゆと りある 住環 境の形成 を図るた め、建 築物

等の用途 の制限、 建築物 の敷地 面積 の最低限 度、壁面 の位置 の制

限、壁面 後退区域 におけ る工作 物の 設置の制 限、建築 物の高 さの

最高限度 、建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限、垣 又は

さくの構 造の制限 を定め ます。  

 続きま して、資 料３ペ ージ及 び４ ページに 記載して おりま す建

築物等に 関する事 項につ いてご 説明 いたしま す。  

 沿道Ａ 地区及び 低層住 宅Ａ地 区に おいて、 建築物等 の整備 の方

針でご説 明いたし ました ７つの 項目 について 定めるも のでご ざい

ます。  

 １つ目 の建築物 等の用 途の制 限に つきまし ては、沿 道Ａ地 区の

みに定め 、次に掲 げる建 築物以 外の 建築物は 建築して はなら ない

こととし 、建築 するこ とのでき る建 築物等を 定めます 。１ 、住宅 、

２、共同 住宅、寄 宿舎又 は下宿 、３ 、老人ホ ーム、保 育所、 身体

障害者福 祉ホーム その他 これら に類 するもの 、４、老 人福祉 セン

ター、児 童厚生施 設その 他これ らに 類するも の、５、 診療所 又は

病院、６ 、事務所 、７、 店舗、 飲食 店その他 これらに 類する 用途

に供する もののう ち、建 築基準 法施 行令第１ ３０条の ５の３ で定

めるもの 。政令で 定める ものに つき ましては 、銀行の 支店、 損害
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保険代理 店等でご ざいま す。８ 、工 場のうち 、建築基 準法施 行令

第１３０ 条の６で 定める もの。政 令 で定める ものにつ きまし ては、

パン屋、 米屋等食 品製造 業を営 むも ので、作 業場の床 面積の 合計

が５０平 方メート ル以内 、原動 機の 出力合計 が０．７ ５キロ ワッ

ト以下の ものでご ざいま す。９ 、巡 査派出所 、公衆電 話所そ の他

これらに 類する建 築基準 法施行 令第 １３０条 の４で定 める公 益上

必要な建 築物、政 令で定 めるも のと いたしま しては、 郵便の 業務

に供する 施設で延 べ面積 が５０ ０平 方メート ル以内の もの、 老人

福祉セン ター等で 延べ面 積が６ ００ 平方メー トル以内 のもの 等で

ございま す。１０、前各号 の建築 物に 付属する ものでご ざいま す。  

 なお、 低層住宅 Ａ地区 につき まし ては、第 一種低層 住居専 用地

域であり ますので 、用途 の制限 は定 めません 。  

 ２つ目 の建築物 の敷地 面積の 最低 限度につ きまして は、沿 道Ａ

地区及び 低層住宅 Ａ地区 ともに １２ ０平方メ ートルと し、１ ２０

平方メー トル未満 の敷地 に分割 する ことを制 限いたし ます。  

 ３つ目 の壁面の 位置の 制限に つき ましては 、沿道Ａ 地区及 び低

層住宅Ａ 地区とも に、建 築物の 外壁 又はこれ に代わる 柱の面 の位

置は、道 路境界線 までの 距離は ０． ７メート ル以上、 隣地境 界線

までの距 離は０． ５メー トル以 上と いたしま す。  

 また、 壁面の位 置の制 限が適 用除 外となる 建築物を 定めま す。

物置その 他これに 類する 用途に 供し 、軒の高 さが２． ３メー トル

以下で、 かつ床面 積の合 計が５ 平方 メートル 以内であ るもの 、自

動車車庫 で軒の高 さが２ ．３メ ート ル以下で あるもの は適用 除外

といたし ます。  
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 ４つ目 の壁面後 退区域 におけ る工 作物の設 置の制限 につき まし

ては、沿 道Ａ地区 及び低 層住宅 Ａ地 区ともに 、壁面の 位置の 制限

が定めら れている 区域の うち、 道路 に面する 敷地の部 分で緑 を配

置した環 境緑地の 区域に は、門 、塀 、その他 の工作物 を設置 して

はならな いことと いたし ます。  

 環境緑 地につき まして は、道 路に 面する敷 地の部分 の２分 の１

以上を、幅０ ．５メ ートル以 上の緑 化 をするこ とになり ます 。門、

塀等を設 置する際 には、 緑を配 置し た区域の 敷地側に 設置す るこ

とといた します。 ただし 、電柱 及び 緑化に寄 与するも のにつ きま

しては適 用除外と いたし ます。  

 ５つ目 の建築物 の高さ の最高 限度 につきま しては、 低層住 宅Ａ

地区のみ に定め、 １０メ ートル とい たします 。  

 沿道Ａ 地区につ きまし ては、 府中 都市計画 高度地区 におい て、

２５メー トル第２ 種高度 地区に 指定 されてい るため、 最高限 度は

定めませ ん。  

 ６つ目 の建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限につ きま

しては、 沿道Ａ地 区及び 低層住 宅Ａ 地区とも に、建築 物の外 壁、

屋根及び 工作物の 色彩は 、府中 市景 観計画の 色彩基準 に適合 した

ものとす るととも に、屋 外広告 物等 を設置す る場合に は、周 囲の

景観と調 和するよ う、色 彩、形 態及 び設置場 所に留意 したも のと

すること といたし ます。  

 最後に 、７つ目 の垣又 はさく の構 造の制限 につきま しては 、沿

道Ａ地区 及び低層 住宅Ａ 地区と もに 、道路に 面して設 ける垣 又は

さくの構 造は、生 垣又は 透過性 を有 するフェ ンスとす るもの とい
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たします 。ただし 、垣又 はさく の基 礎の部分 のうち、 高さが ０．

６メート ル以下の 部分に つきま して は、適用 除外とい たしま す。  

 なお、 資料の封 筒の中 にござ いま す図面は 、総括図 として 、府

中都市計 画図に第 １号議 案から 第３ 号議案の 用途地域 の変更 、防

火地域及 び準防火 地域の 変更、 日新 町四丁目 地区地区 計画の 決定

の区域を 示した図 面でご ざいま す。  

【角倉公 園緑地課 長補佐 】  続 きま して、第 ４号議案 、府中 都市

計画公園 第２・２ ・６３ 号新田 公園 の変更に ついてご 説明さ せて

いただき ます。  

 本件に つきまし ては、 都市計 画公 園の機能 及び配置 を検討 した

結果、府 中都市計 画区域 に公園 を追 加するも のでござ います 。  

 こちら は位置図 でござ います 。日 新町四丁 目地内の 都立府 中西

高校及び 国立市と 隣接し た、緑色 で 示してい る区域で ござい ます。 

 こちら は都市計 画公園 の航空 写真 でござい ます。青 線で囲 まれ

た区域は 、日新町 四丁目 土地区 画整 理事業の 区域で、 緑色で 示す

区域は、 府中都市 計画公 園の区 域で ございま す。  

 また、 参考とい たしま して、 黄色 の線で囲 まれた区 域が、 国立

市下新田 土地区画 整理事 業の区 域で あり、こ のうち黄 緑色で 示し

ます区域 が国立都 市計画 公園の 区域 で、府中 都市計画 公園と 一体

的に利用 できる公 園とし て計画 する ものでご ざいます 。  

 こちら は、第４ 号議案 資料３ ペー ジの計画 図でござ います 。緑

色で示し ている区 域が、 府中都 市計 画公園の 区域でご ざいま す。  

第３号議 案でご説 明させ ていた だき ました土 地区画整 理事業 で整

備する道 路とは、 東側、 北側及 び西 側で接し 、南側は 都立府 中西
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高校と接 する区域 となり ます。  

 こちら は資料１ ページ の都市 計画 公園の計 画書でご ざいま す。

種別は街 区公園 、名称 でござ います が、番 号は第 ２・２・６３号 、

公園名は 新田公園 でござ います 。位 置は、府 中市日新 町四丁 目地

内、面積 は約０． ２６ヘ クター ルで ございま す。  

 備考は 、主要な 公園施 設を示 して おりまし て、園路 、広場 、休

養施設、 遊戯施設 、便益 施設、 植栽 帯でござ います。  

 区域は 、先ほど ご説明 させて いた だきまし た計画図 表示の とお

りでござ います。  

 理由と いたしま しては 、都市 計画 公園の機 能及び配 置を検 討し

た結果、 公園を追 加する もので ござ います。  

 なお、 府中都市 計画公 園の新 旧対 照表につ きまして は、資 料２

ページで ございま す。今 回の変 更の 内容とし まして、 第２・ ２・

６３号新 田公園を 追加す る旨を 記載 しており ます。  

 資料の 封筒の中 にござ います 図面 は、総括 図としま して、 府中

都市計画 図に、第 ２・２ ・６３ 号新 田公園の 区域を示 したも ので

ございま す。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま議案の 説明が 終わり まし た。  

 それで は、これ から審 議に入 りた いと存じ ます。第 １号議 案、

第２号議 案、第３ 号議案 及び第 ４号 議案につ きまして 、ご質 問を

お願いし たいと思 います 。いか がで しょうか 。では、 ○○委 員、

お願いし ます。  
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【委員】  今回の 地区計 画です けれ ども、お おむね３ 階建て ぐら

いの住宅 が整備さ れるよ うな地 区整 備計画で しょうか 。  

【議長】  今、○ ○委員 から、 おお むね３階 建てとい うお話 があ

りました 。１０メ ートル ですよ ね。 ご返答を お願いし ます。  

【小林計 画課長補 佐】  低層住 宅Ａ 地区にお きまして は、１ ０メ

ートルの 高さ制限 をして いると ころ でござい ます。そ ちらに つき

まして、 府中市と いたし まして は、 ２階建て を想定し ており ます

が、ここ は第一種 低層住 居専用 地域 でござい まして、 １０メ ート

ルの高さ 制限をか けるこ とで、 建築 基準法に よる認定 により 、１

２メート ルまで建 てられ る規定 を１ ０メート ルで抑え るとい うも

のでござ います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  わかり ました 。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 ほかに ご質問は ござい ません でし ょうか。よ ろしい でしょう か。

ご質問が ないよう ですの で、第 １号 議案から 第４号議 案まで 一括

して採決 させてい ただい てよろ しい でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 では、第 １号議案 、府中 都市

計画用途 地域の変 更から 、第４ 号議 案、府中 都市計画 公園第 ２・

２・６３ 号新田公 園の変 更まで 、一 括して採 決いたし ます。 議案

のとおり 決するこ とで、 異議は ない でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  
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【議長】  ありが とうご ざいま す。 異議がな いようで すので 、第

１号議案 から第４ 号議案 まで、 すべ て議案の とおり決 するこ とと

いたしま す。大変 ありが とうご ざい ました。  

 では次 に、日程 第５、 第５号 議案 、府中都 市計画生 産緑地 地区

の変更を 議題とい たしま す。説 明を お願いし ます。  

【山田公 園緑地課 長】  それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

５号議案 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 につきま して、 ご説

明をさせ ていただ きます 。  

 本件は 、生産緑 地の機 能を維 持す ることが 困難とな った生 産緑

地地区の 一部を廃 止する もの、 及び 市街化区 域内にお いて適 正に

管理され ている農 地等に ついて 、生 産緑地地 区の指定 を行う もの

でござい ます。  

 なお、 本件は、 府中市 が決定 する 都市計画 でござい ます。  

 それで は、第５ 号議案 、資料 の１ ページを お開きく ださい 。  

 第１の 「種類及 び面積 」でご ざい ますが、 変更後の 生産緑 地地

区の面積 は、約１ ０５． ３３ヘ クタ ールでご ざいます 。  

 第２の 「削除の みを行 う位置 及び 区域」で ございま すが、 削除

となりま すのが５ 件、削 除する 面積 は、約７ ，６６０ 平方メ ート

ルでござ います。  

 削除の 理由とい たしま して、 買取 り申出に 伴う公共 施設等 の用

地として の買取り 、又は 行為制 限の 解除、並 びに公共 施設等 の用

地として の取得に より、 生産緑 地の 機能を維 持するこ とが困 難と

なった生 産緑地地 区の一 部を廃 止す るもので ございま す。  

 ２ペー ジをお開 きくだ さい。  
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 第３の 「追加の みを行 う位置 及び 区域」で ございま すが、 追加

となりま すのが６ 件、追 加する 面積 は、約９ ，８４０ 平方メ ート

ルでござ います。  

 追加の 理由とい たしま して、 農業 との調整 を図り、 良好な 都市

環境の形 成に資す るため 、市街 化区 域内にお いて適正 に管理 され

ている農 地等を指 定する もので ござ います。  

 ３ペー ジをお開 きくだ さい。 新旧 対照表で ございま すが、 削除

及び追加 する地区 の面積 と位置 につ きまして 、変更前 と変更 後を

一覧表に まとめた もので ござい ます 。  

 下段の 変更概要 でござ います が、 １の「位 置の変更 」につ きま

しては、 新旧対照 表のと おりで ござ います。  

 ２の「 区域の変 更」に つきま して は、計画 図により 後ほど ご説

明をさせ ていただ きます 。  

 ３の「 面積の変 更」に つきま して は、地区 数は４６ ６件か ら４

７０件と なり、府 中市全 体の生 産緑 地地区の 面積は、 約１０ ５．

０６ヘク タールか ら約１ ０５． ３３ ヘクター ルとなり 、約０ ．２

７ヘクタ ールの増 となり ます。  

 なお、 追加指定 にあた りまし ては 、農業委 員会より 、本年 ７月

２４日付 で、生産 緑地と して適 正で あるとの 了承の回 答をい ただ

いており、削除も 合わせた 本件の 都 市計画変 更案につ きまし ても、

本年８月 ２８日付 で了承 の回答 をい ただいて おります 。  

 また、 都市計画 法第１ ９条第 ３項 の規定に 基づき、 東京都 知事

との協議 を行い、 本年９ 月１３ 日付 で意見の ない旨の 協議結 果通

知を受け ておりま す。  
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 その後 、都市計 画法第 １７条 第１ 項の規定 に基づき 、本年 ９月

２１日か ら１０月 ５日ま での２ 週間 、縦覧を 行い、同 法第１ ７条

第２項の 規定に基 づき、 意見書 の提 出を求め たところ 、意見 書の

提出はご ざいませ んでし た。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後、都 市計画 変更

の告示を 行う予定 です。  

 それで は、変更 の詳細 につき まし ては、担 当よりご 説明を させ

ていただ きます。  

【角倉公 園緑地課 長補佐 】  そ れで は、府中 都市計画 生産緑 地地

区の個々 の地区に つきま して、 前方 のスクリ ーンによ りご説 明を

させてい ただきま す。ス クリー ンを ご覧くだ さい。  

 スクリ ーンは、 第５号 議案、 資料 の４ペー ジから１ １ペー ジの

計画図を 表示いた します 。  

 初めに 、７ペー ジの図 を例と して 、計画図 の表示に ついて ご説

明をいた します。 右下の 凡例を ご覧 ください 。緑の縦 じま部 分は

既に指定 されてい る区域 、緑の 塗り つぶし部 分は追加 する区 域、

赤の塗り つぶし部 分は削 除する 区域 で、図は 上が北と なって おり

ます。  

 こちら は４ペー ジの計 画図で ござ います。番 号１８ １、地区 名、

若松町、 若松小学 校の東 側、人 見街 道の南側 に位置し 、平成 ２４

年４月２ ４日に主 たる従 事者の 死亡 により買 取りの申 出がな され

たもので 、地区の 一部、 約２， ９５ ０平方メ ートルを 削除す るも

のです。 なお、削 除に伴 い、東 南側 部分を番 号５８０ に分割 する

ものでご ざいます 。  
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 ５ペー ジでござ います 。番号 ２１ ８、地区 名、新町 、新町 文化

センター の北東側 、東八 道路の 北側 に位置し 、平成２ ３年１ ２月

２０日に 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の一部 、約 ３，１ ８０平 方メ ートルを 削除する もので す。

なお、削 除に伴い 、西側 部分を 番号 ５８１に 分割する もので ござ

います。  

 ６ペー ジでござ います 。番号 ３４ ０、地区 名、武蔵 台、奈 良橋

通 り の 西 側 、 武 蔵 台 第 ２ 公 園 の 南 側 に 位 置 し 、 平 成 ２ ４ 年 ６ 月   

２７日に 、電気事 業法に 基づく 送電 用鉄塔新 設用地と しての 通知

があり、地 区の全 部、約５ ００平 方メ ートルを 削除する もので す。  

 ７ペー ジでござ います 。初め に、 図面左側 、番号３ ５３、 地区

名、西原 町、府中 第十中 学校の 北側 、府中都 市計画道 路３・ ２・

２の２号 東京八王 子線の 事業区 域に 位置し、 平成２４ 年３月 ３０

日 に 、 都 市 計 画 道 路 用 地 と し て の 通 知 が あ り 、 地 区 の 一 部 、 約    

８５０平 方メート ルを削 除する もの です。  

 続きま して、図 面右側 、番号 ５０ ７、地区 名、西府 町、富 士見

公園の南 側、７小 通りの 西側に 位置 し、平成 ２４年６ 月２７ 日に

電気事業 法に基づ く送電 用鉄塔 新設 用地とし ての通知 があり 、地

区の一部 、約１８ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。  

 続きま して、図 面中央 下側、 番号 ５３５、 地区名、 西府町 、府

中第十中 学校の東 側、西 保育所 の北 西側に位 置し、地 区の一 部、

約２，０ １０平方 メート ルを追 加す るもので す。  

 ８ペー ジでござ います 。初め に、 図面左側 、番号４ １０、 地区

名、四谷 、中央自 動車道 の南側 、四 谷文化セ ンターの 北東側 に位
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置し、地 区の一部 、約４ ３０平 方メ ートルを 追加する もので す。  

 続きま して、図 面右側 、番号 ３８ ２、地区 名、住吉 町、東 大山

道 の 南 側 、 住 吉 町 第 ３ 公 園 の 西 側 に 位 置 し 、 地 区 の 一 部 、 約    

３００平 方メート ルを追 加する もの です。  

 ９ペー ジでござ います 。番号 ５７ ７、地区 名、本町 、府中 第三

中 学 校 の 南 西 側 、 京 王 線 の 東 側 に 位 置 し 、 地 区 の 全 部 、 約     

１，６７ ０平方メ ートル を追加 する ものです 。  

 １０ペ ージでご ざいま す。番 号５ ７８、地 区名、武 蔵台、 東八

道 路 の 北 側 、 武 蔵 台 南 公 園 の 西 側 に 位 置 し 、 地 区 の 全 部 、 約    

４，３６ ０平方メ ートル を追加 する ものです 。  

 １１ペ ージでご ざいま す。番 号５ ７９、地 区名、栄 町、東 八道

路の北側 、都立府 中高等 学校の 北西 側に位置 し、地区 の全部 、約

１，０７ ０平方メ ートル を追加 する ものです 。  

 以上が 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 の説明と なりま す。  

 なお、 第５号議 案の封 筒の中 にご ざいます 図面は、 都市計 画変

更に必要 な図書、 府中都 市計画 生産 緑地地区 総括図で ござい まし

て、府中市 全域の 地図に生 産緑地 の 区域を示 したもの になり ます。 

 以上で ございま す。よ ろしく ご審 議をお願 いいたし ます。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 ただい ま議案の 説明が ありま した 。削除の み５件、 追加の み６

件、計１ １件とい うこと で説明 をい ただきま した。  

 これか ら審議に 入りた いと思 いま す。この 今のご説 明の中 で、

何かご質 問ありま すでし ょうか 。  

 はい、 ○○委員 どうぞ 。  
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【委員】  １ペー ジの削 除のみ を行 う位置、 区域です けれど も、

このうち 市などで 買取り された とこ ろがあり ますでし ょうか 。  

 もう１ つは、追 加を行 う区域 です けれども 、これは 現況は どれ

も農地な のでしょ うか。  

 その２ つを。  

【議長】  ２点ご ざいま した。 １点 、削除の み５件の 中で買 取り

はありま したかと いうこ とです 。も う１点、 追加のと ころの 質問

です。２ 点、お願 いしま す。  

【山田公 園緑地課 長】  削除す る生 産緑地地 区の中で 買取り を行

う部分で ございま すが、 まず地 区番 号２１８ 番、新町 地区で ござ

います。 主たる従 事者の 死亡に より 、都市計 画道路用 地とし て一

部買取り を行いま す。  

 地区番 号３４０ 番、武 蔵台地 区、 電気事業 用地とし て買取 りを

行います 。  

 地区番 号３５３ 番、西 原町地 区、 都市計画 道路事業 用地と して

買取りを 行います 。  

地区番号 ５０７番 、西府 町地区 、電 気事業用 地として 買取り を

行います 。計４件 が買取 りを行 って おります 。  

 続きま して、追 加をす る生産 緑地 につきま しては、 現況、 すべ

て農地と いうこと でござ います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  今の件 ですけ れども 、よ ろしいで すか。  

【委員】  はい。  

【議長】  ほかに ご質問 ありま すで しょうか 。どうで すか、 ○○
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委員。何 かござい ますか 。  

【委員】  生産緑 地は、 今まで 減少 の一途で 、この審 議会に かか

るときに も、面積 は前回 よりも 下が った面積 が出てき ている と思

うのです けれども 、今回 、若干 です が、面積 が増えて います 。生

産緑地の 面積が増 えてい るとい うこ とは、農 家にとっ ては大 変う

れしいこ とで、環 境の面、農業の 面に おいても うれしい ことで す。

追加指定 という制 度があ るおか げで すので、 是非これ からも この

制度を続 けていた だきた い。  

 それか らもう１ つ、生 産緑地 に指 定すると 、農地が 減りに くい

のです 。それ は、農地が 、生 産緑地と 、市街 化農地 といいま して、

宅地並み の農地と 、２つ の種類 の農 地が府中 市にはあ り、相 続等

でどうし ても売ら なけれ ばいけ ない ような状 況が起こ るので すけ

れども、 そのとき に生産 緑地は 現実 に残って いるので す。そ れは

データと してかな りはっ きり出 てい ますので 、是非、 なかな か農

地を増や すという ことは 難しい こと なのです けれども 、長く 続く

ような形 で、再度 、同じ 言い方 にな りますが 、追加の 申請の シス

テムを今 後も続け ていた だきた いと 要望して おきます 。  

【議長】  大変あ りがと うござ いま す。  

 ほかに 何かご質 問ござ いませ んで しょうか 。  

○○委員 。  

【委員】  引き続 きの要 望なの です けれども 、他の市 町村と 比べ

て買取り の率が高 いと思 います 。そ れが府中 市の緑化 の率が 高い

理由の１ つになっ ている と思う ので 、引き続 きこの買 取りを 積極

的に行っ てもらえ たらと 思って いま す。  
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【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ○○委 員、どう ぞ。  

【委員】  ５７８ 番の４ ，３６ ０平 方メート ルという 追加に つい

ては、今 のお話に もあり ました けれ ども、追 加という ことで 非常

にうれし く思って おりま す。これ に ついて、か なり大 きな面積 で、

これまで 都営住宅 の跡地 だとい うこ とをお聞 きしてい たので すが、

この辺の 経緯をま ず教え ていた だき たいと思 います。  

【議長】  ５７８ 番です ね。武 蔵台 地区のこ とについ て、経 緯を

伺いたい というこ とです 。よろ しい でしょう か。  

【角倉公 園緑地課 長補佐 】  本 件に つきまし ては、追 加指定 に際

しまして 、農業委 員会に おいて 現地 確認等が 行われた 中で、 府中

市府中都 市計画生 産緑地 地区指 定要 綱に基づ き、耕作 者から 追加

の指定申 請が出て きたも のでご ざい ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いでし ょうか 。  

【委員】  はい。  

【議長】  ほかに ご質問 ござい ませ んでしょ うか。   

ないよう ですので 、採決 をした いと 思います 。  

 第５号 議案、府 中都市 計画生 産緑 地地区の 変更につ いて、 議案

のとおり 決してよ ろしい でしょ うか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

異議がな いようで すので 、本件 につ きまして は議案の とおり 決す

ることと いたしま す。大 変あり がと うござい ました。  
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 続きま して、日 程第６ 、第６ 号議 案、府中 市都市計 画に関 する

基本的な 方針の一 部改定 を議題 とい たしたい と思いま す。  

 それで は議案の 説明を お願い しま す。  

【小林計 画課長補 佐】  それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

６号議案 、府中市 都市計 画に関 する 基本的な 方針の一 部改定 につ

きまして 、ご説明 させて いただ きま す。  

 本件に つきまし ては、 調布基 地跡 地都市整 備用地に おける 国家

公務員宿 舎の建設 中止に よる当 該地 土地利用 計画の一 部変更 に伴

い、府中 市都市計 画に関 する基 本的 な方針の 一部改定 につい てお

諮りする ものです 。  

 最初に 、本年４ 月２７ 日開催 の本 審議会に 原案をお 諮りし た以

降の経過 につきま して、 ご報告 いた します。  

 本年７ 月１１日 に、市 民及び 関係 権利者を 対象とし 、本日 ご審

議いただ きます府 中市都 市計画 に関 する基本 的な方針 の一部 改定

とともに 、府中都 市計画 地区計 画多 磨駅東地 区地区計 画の変 更に

ついての 原案説明 会を開 催して おり ます。当 日は、地 区計画 の内

容につい てのほか 、実際 に建築 され る建物に ついての 質問な どが

ございま した。  

 その後 、本年８ 月１日 から９ 月３ 日までパ ブリック ・コメ ント

を行い、 意見書に つきま しては ２通 、内容と しまして は３件 のご

意見をい ただきま した。 パブリ ック ・コメン ト手続の 実施結 果に

つきまし ては、後 ほど担 当者か らご 報告させ ていただ きます 。  

 また、 東京都に 意見照 会を行 い、 本年８月 ３１日付 で回答 をい

ただきま したが、 内容の 変更に かか わるご意 見はござ いませ んで
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した。  

 これら のことか ら、本 日ご審 議い ただく議 案の内容 につき まし

ては、前 回ご審議 いただ きまし た原 案からの 変更点は ござい ませ

ん。  

 今後に つきまし ては、 本審議 会の 審議を経 た後に、 府中市 都市

計画に関 する基本 的な方 針の一 部改 定を行う 予定でご ざいま す。  

 なお、 本日ご審 議いた だきま す第 ６号議案 の府中市 都市計 画に

関する基 本的な方 針は、 府中市 が定 めるもの でござい ます。  

 議案の 詳細につ きまし ては、 担当 よりご説 明させて いただ きま

す。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  そ れで は、第６ 号議案、 府中市 都市

計画に関 する基本 的な方 針の一 部改 定につき まして、 ご説明 させ

ていただ きます。  

 第６号 議案、資 料の１ ページ をご 覧くださ い。  

 一部改 定の背景 及び理 由でご ざい ますが、 本市では 、平成 １４

年１０月 に、市全 体のま ちづく りの 方針とな る府中市 都市計 画に

関する基 本的な方 針を策 定し、「 心ふ れあう  緑ゆたか な  住 みよ

いまち」の 実現に 向けて、まちづ くり に取り組 んでまい りまし た。  

 平成１ ８年度か らは、 市民の 日常 生活圏で の具体的 なまち づく

りの方針 である地 域別ま ちづく り方 針の検討 を始め、 平成２ ２年

１月に、 府中市都 市計画 に関す る基 本的な方 針を改定 してお りま

す。この 中で、調 布基地 跡地都 市整 備用地に ついては 、平成 ２０

年１０月 に策定し た当該 地土地 利用 計画に基 づき、土 地利用 の方

針を示し ておりま した。  
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 その後 、調布基 地跡地 都市整 備用 地におけ る国家公 務員宿 舎の

建設中止 により、 当該地 土地利 用計 画が平成 ２４年３ 月に一 部変

更され、 府中市都 市計画 に関す る基 本的な方 針の内容 の見直 しが

必要とな ったこと から、 一部改 定を するもの でござい ます。  

 続きま して、資 料２ペ ージを ご覧 ください 。一部改 定にお ける

変更点と いたしま して、 ４点ご ざい ます。  

 変更点 の１点目 といた しまし て、市全体の 都市整備 の方向 性や、

各地域に 共通する 分野別 まちづ くり の基本方 向を示す 、まち づく

り方針全 体構想に おける 土地利 用方 針を変更 いたしま す。  

 ２ペー ジ右下の 赤の点 線で示 して おります が、調布 基地跡 地都

市整備用 地のうち 、大規 模公共 公益 施設ゾー ンとして いたと ころ

を中密度 住宅ゾー ンに変 更し、 公共 公益施設 の立地誘 導から 転換

するもの でござい ます。  

 続きま して、資 料３ペ ージを ご覧 ください 。変更点 の２点 目と

いたしま して、市 域を８ 地域に 分け 、それぞ れの特性 を生か した

地域の将 来像や身 近なま ちづく りの 基本方向 を示す地 域別ま ちづ

くり方針 地域別構 想にお ける市 街地 整備方針 を変更い たしま す。  

 調布基 地跡地の 土地利 用とし て、 都市整備 用地につ きまし ては

業務・商 業ゾーン 、住宅 ゾーン 、沿 道住宅ゾ ーンの３ つのゾ ーン

に区分し ておりま したが 、この うち 住宅ゾー ンを削除 し、沿 道住

宅ゾーン を沿道ゾ ーンに 変更す るも のでござ います。  

 続きま して、資 料４ペ ージを ご覧 ください 。変更点 の３点 目と

いたしま して、都 市整備 用地の 説明 として、 平成２０ 年に策 定し

た土地利 用計画に 基づき 、まち づく りを進め ていくと してい たも
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のを、土 地利用計 画の一 部変更 に伴 い、平成 ２４年に 策定し た土

地利用計 画に基づ き、ま ちづく りを 進めてい くと変更 するも ので

ございま す。  

 続きま して、資 料５ペ ージを ご覧 ください 。変更点 の４点 目と

いたしま して、地 域別ま ちづく り方 針地域別 構想にお ける市 街地

整備方針 図を変更 いたし ます。調 布 基地跡地 都市整備 用地の うち、

大規模公 共公益施 設ゾー ンを中 密度 住宅ゾー ンに変更 し、公 共公

益施設の 立地誘導 から転 換する もの でござい ます。  

 なお、 資料６ペ ージか ら１０ ペー ジにつき ましては 、変更 点を

反映させ た改定後 の内容 となり ます 。  

 続きま して、パ ブリッ ク・コ メン ト手続の 実施結果 につき まし

てご報告 いたしま す。第 ６号議 案資 料の次に ついてお ります パブ

リック・ コメント 手続の 実施結 果に ついてを ご覧くだ さい。  

 本年８ 月１日か ら９月 ３日ま での 期間、府 中市都市 計画に 関す

る基本的 な方針の 一部改 定案を 示し 、市民に 対し意見 募集を 行っ

たところ 、２名の 方から 、内容 とし ましては ３件のご 意見を いた

だきまし た。  

 １件目 の意見の 概要で ござい ます が、沿道 ゾーンに おいて は、

隣接する 武蔵野の 森公園 及び周 辺公 共施設等 との調和 も十分 に配

慮した、 地域に居 住、活 動する もの 皆にとっ て有益な まちづ くり

を期待す るという 内容で ござい まし た。  

 これに 対する市 の考え 方とい たし ましては 、周辺と の調和 に配

慮すると ともに、 日常生 活に密 着し た沿道に ふさわし い店舗 や共

同住宅等 の立地誘 導を図 り、駅 前と 武蔵野の 森公園を 結ぶ緑 の連
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続性に配 慮した空 間を創 出する こと としてお ります。  

 ２件目 の意見の 概要で ござい ます が、多磨 駅周辺ま ちづく り提

案にもあ るように 、都市 整備用 地に おいては 、地域の 拠点と なる

商業の活 性化を目 指し、 まちの 商業 基盤の強 化として 商業施 設の

立地誘導 について 積極的 な働き を行 うような 、変更な らびに 制限

をお願い するとい う内容 でござ いま した。  

 これに 対する市 の考え 方とい たし ましては 、多磨駅 前を中 心と

した既存 の商業・ サービ ス機能 に加 え、隣接 する地域 で業務 ・商

業及び居 住機能等 を導入 するこ とに より、多 様な都市 機能に よる

活力とに ぎわいの ある地 域拠点 の形 成を図る こととし ており ます。 

 ３件目 の意見の 概要で ござい ます が、交通 渋滞や生 活道路 への

車両の流 入を防ぐ ために も、一 刻も 早く都市 計画道路 の整備 をお

願いする という内 容でご ざいま した 。  

 これに 対する市 の考え 方とい たし ましては 、府中都 市計画 道路

３・４・ １２号浅 間山線 につい ては 、市民生 活の利便 性を高 める

とともに 、交通渋 滞の解 消や道 路交 通環境の 向上など に寄与 する

ものとし て、事業 化計画 の早期 策定 を東京都 へ陳情し ている もの

でござい ます。  

 以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。 

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ただい ま議案の 説明を いたし まし た。府中 市都市計 画に関 する

基本的な 方針の一 部改定 という こと でござい ますが、 何かご 質問

はありま すでしょ うか。  

 はい、 ○○委員 どうぞ 。  
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【委員】  今回の 変更は 、国家 公務 員宿舎の 建設中止 に伴う もの

と考えて いいでし ょうか 。  

【議長】  お願い します 。  

【小林計 画課長補 佐】  今回の 変更 について は、国家 公務員 宿舎

の建設中 止による 利用計 画の変 更に 伴うもの でござい ます。  

【委員】  ありが とうご ざいま す。  

【議長】  ほかに 何かご 質問あ りま すでしょ うか。  

 ないよ うですの で、採 決をし たい と思いま す。  

 第６号 議案、府 中市都 市計画 に関 する基本 的な方針 の一部 改定

について 、議案の とおり 決する こと でよろし いでしょ うか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】 ありが とうござ います 。異 議なしと いうこと ですの で、

議案のと おり決す ること といた しま す。ありが とうご ざいまし た。 

 では、 次に日程 第７と いうこ とで 、その他 について 事務局 から

何かあり ますでし ょうか 。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  事 務局 からは２ 点ござい ます。  

 １点目 は、府中 都市計 画生産 緑地 地区の変 更予定に ついて 、２

点目は、 次回の開 催日程 につい てご 報告させ ていただ きます 。  

【議長】  では、 １点目 からお 願い します。  

【角倉公 園緑地課 長補佐 】  今 後、 生産緑地 地区の削 除変更 が予

定されて いるもの につき まして 、本 日、お手 元にお配 りして おり

ます、右 上に資料 と入っ ており ます 「府中都 市計画生 産緑地 地区

の変更（ 削除 ）予定 について 」に より ご報告さ せていた だきま す。  

 次ペー ジの地図 をご覧 くださ い。 右下に凡 例がござ います が、
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黒丸でお 示しして ござい ます部 分が 、生産緑 地法第１ ０条の 規定

に基づく 買取り申 出の手 続があ り、 現在、生 産緑地と しての 制限

が解除さ れている 地区で ござい ます 。  

 初めに、１ページ、地区名、白糸 台 、場所は、甲州 街道の北 側、

白糸台小 学校の南 東側に 位置す る地 区でござ います。  

 続いて 裏面、２ ページ 、地区 名、 四谷、場 所は、四 谷通り の南

側、府中第 八中学 校の北東 側に位 置 する二つ の地区で ござい ます。 

 この生 産緑地地 区につ きまし ては 、都市計画 の削除 変更とし て、

平成２５ 年度第１ 回目の 本審議 会に 付議する 予定でご ざいま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 １点目 、報告を いただ きまし た。 この生産 緑地の変 更（削 除）

の予定と いうこと でござ います が、 何かご質 問ござい ますで しょ

うか。  

 ないよ うですの で、次 の２点 目、 説明をお 願いしま す。  

【髙島都 市計画担 当主査 】  ２ 点目 といたし まして、 次回の 審議

会の開催 予定につ いて、 ご報告 いた します。  

 次回の 開催につ きまし ては、 平成 ２５年１ 月下旬ご ろを予 定し

ておりま す。詳細 につき まして は、 改めて事 務局から ご連絡 させ

ていただ きたいと 思いま すので 、よ ろしくお 願いいた します 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  ありが とうご ざいま した 。  

 ２点目 としまし て、来 年の１ 月下 旬にこの 審議会を 開催し たい

という予 定でござ います 。よろ しい でしょう か。  
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（「異議な し」の 声）  

【議長】  以上、 報告が ござい まし た。  

 本日の 日程は以 上でご ざいま す。  

 委員の 方には、 大変お 忙しい 中、 ご出席、 また審議 をいた だき

まして、 大変あり がとう ござい ます 。  

 全ての 議案が終 わりま したの で、 これで閉 会させて いただ きま

す。  

 どうも ありがと うござ いまし た。  

午後３時 ００分  閉会  
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以上、会議 のてん 末を記 載してそ の 相違ない ことを証 するた め、

ここに署 名する。  

 

 

議   長   ○    ○      ○    ○  

 

 

委   員   ○    ○      ○    ○  

 

 

委   員   ○    ○      ○    ○  

 


