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午後３時 ００分 開会

【楠本計 画課長】 それ では、 ただ いまから 都市計画 審議会 を開

会してい ただきた いと存 じます 。

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 上げ

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、あ りが とうござ います。

さて、 本日の案 件でご ざいま すが 、審議事 項が２件 でござ いま

す。よろ しくご審 議くだ さいま すよ うお願い 申し上げ ます。

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。

【楠本計 画課長】 それ では、 ご審 議いただ く前に、 学識経 験の

ある者と して府中 市都市 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２５年 １２月１ ３日付 で府

中市都市 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】 では、 これよ り府中 市都 市計画審 議会を始 めてい きた

いと思い ます。

ただい ま事務局 から報 告があ った とおり、 新たに○ ○委員 が都

市計画審 議会の委 員にな りまし たの で、○○ 委員より 一言ご 挨拶

を願いた いと思い ます。 よろし くお 願いしま す。

【委員】 こんに ちは。 ○○と 申し ます。

ご紹介 にありま したよ うに、 昨年 の１１月 より商工 会議所 の副
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会頭を務 めさせて いただ いてお りま す。どう ぞよろし くお願 い申

し上げま す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

では、 次第にの っとり まして 進め ていきた いと思い ます。

まず、 本日の会 議開催 の可否 でご ざいます が、本日 は全員 出席

というこ とで定足 数に達 してお りま すので、 有効に成 立して おり

ます。

では、 次に議事 録の署 名人で ござ いますが 、府中市 都市計 画審

議会の運 営規則第 １３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 、と規 定さ れており ますので 、議長 から

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。 指名させ ていただ きたい と思

います。

議席番 号６番、 ○○委 員、そ して 議席番号 ７番、○ ○委員 にお

願いした いと思い ます。 よろし くお 願いしま す。

続きま して、本 日の審 議会を 開催 するに当 たりまし て、傍 聴希

望者が１ 名おりま すが、 傍聴を 許可 してよろ しいでし ょうか 。

（「異議な し」の 声）

【議長】 それで は、事 務局が 傍聴 者を入れ るまで、 しばら くお

待ちくだ さい。

（傍聴人 入室）

【議長】 では、 進めて いきた いと 思います 。まず日 程第１ 、第

１号議案 、府中都 市計画 都市再 開発 の方針の 変更に係 る原案 を議
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題とした いと存じ 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

１号議案 、府中都 市計画 都市再 開発 の方針の 変更に係 る原案 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、 東京都 が決 定する都 市計画に ついて 、都

市計画法 第１５条 の２第 ２項の 規定 に基づき 、平成２ ５年１ ２月

１０日付 で原案の 作成依 頼があ り、 原案を作 成しまし たので お諮

りするも のでござ います 。

東京都 における 都市再 開発の 方針 は、平成 ２１年３ 月に一 斉見

直しを行 いました が、そ の後実 施さ れた諸政 策及び諸 制度等 との

整合を図 り、都市 再開発 に寄与 する ため、平 成２６年 度末の 都市

計画変更 に向けて 作業を 進めて おり ます。

原案の ご説明を させて いただ く前 に、都市 再開発の 方針の 概要

及び変更 の要点に ついて ご説明 させ ていただ きます。 前方ス クリ

ーンをご 覧くださ い。

都市再 開発の方 針は、 東京都 が決 定する都 市計画で 、市街 地に

おける再 開発の各 種施策 を長期 的か つ総合的 に体系づ けたマ スタ

ープラン であり、 東京の 都市づ くり ビジョン （改定） や都市 計画

区域の整 備、開発 及び保全 の方針 を 実効性の あるもの とする ため、

再開発の 適正な誘 導と計 画的な 推進 を図るこ とを目的 として 定め

るもので ございま す。

なお、 本方針に おける 再開発 とは 、市街地 再開発事 業、土 地区

画整理事 業等の市 街地開 発事業 にと どまらず 、地区計 画等の 規制
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誘導手法 によるま ちづく り、工 場等 の跡地利 用や都市 施設の 整備

と一体と なった土 地利用 の面的 転換 等を含む ものでご ざいま す。

また、本 方針は、東京都 が一市 町村 を超える 広域的な 見地か ら、

都市計画 の基本的 な方針 を定め る都 市計画区 域の整備 、開発 及び

保全の方 針などと ともに 、土地 利用 、都市計 画道路、 市街地 開発

事業など の個別の 都市計 画の上 位に 位置づけ られてお ります 。

都市再 開発の方 針は、 第２号 議案 でお諮り いたしま す住宅 市街

地の開発 整備の方 針及び 区部の みの 策定にな ります防 災街区 整備

方針とと もに、都 市計画 区域の 整備 、開発及 び保全の 方針を 補完

する都市 計画のマ スター プラン であ り、２方 針との整 合を図 って

定めるも のでござ います 。

続きま して、都 市再開 発の方 針で 定めるも のでござ います が、

３つござ います。

１つ目 は、都市 計画区 域のう ち、 計画的な 再開発が 必要な 市街

地を１号 市街地と して定 めます 。本 市では、 ５地域、 市街化 区域

全域を定 めており ます。

２つ目 は、１号 市街地 のうち 、特 に一体的 かつ総合 的に市 街地

の再開発 を促進す べき相 当規模 の地 区を、再 開発促進 地区と して

定めます 。本市で は、１ ２地区 定め ておりま す。

３つ目 は、再開 発促進 地区に は至 らないも のの再開 発を行 うこ

とが望ま しく、効 果が期待 できる 地 区を誘導 地区とし て定め ます。

本市では 、１１地 区を定 めてお りま す。

都市再 開発の方 針の概 要につ いて ご説明さ せていた だきま した。

続きま して、本 件の変 更に係 る要 点をご説 明させて いただ きま
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す。

本市に おける都 市再開 発の方 針は 、前回、 平成２１ 年３月 に一

斉見直し を行って おりま すが、 その 後策定し ました第 ６次府 中市

総合計画 をはじめ 、府中市 都市計 画 に関する 基本的な 方針の 改定、

また、第 ２号議案 でお諮 りする 住宅 市街地の 開発整備 の方針 など

と整合を 図るとと もに、 ほかの 都市 計画区域 と共通し て、平 成２

６年８月 ３１日を 基準日 として 時点 修正を行 っており ますが 、今

回の変更 において 、本市 におけ る都 市再開発 の方針自 体の性 質が

大きく変 わるもの ではご ざいま せん 。

それで は、種別 や区域 の変更 があ る箇所を 中心に、 担当よ りご

説明させ ていただ きます 。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 それでは 、第１号 議案、 府中

都市計画 都市再開 発の方 針の変 更に 係る原案 につきま して、 ご説

明させて いただき ます。

初めに 、お手元 の資料 につき まし てご説明 いたしま す。

第１号 議案、資 料の１ ページ は今 回の変更 に係る１ 号市街 地、

再開発促 進地区、 誘導地 区の総 括表 でござい ます。

２ペー ジから４ ページ は、１ 号市 街地、再 開発促進 地区、 誘導

地区、そ れぞれの 変更概 要でご ざい ます。

５ペー ジから１ ２ペー ジは、 計画 書となっ てござい ます。

１３ペ ージは、 総括図 でござ いま す。

１４ペ ージから ２２ペ ージは 、再 開発促進 地区の附 図でご ざい

ます。

また、 ２３ペー ジ以降 は、新 旧対 照をおつ けしてお ります 。
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２３ペ ージから ４７ペ ージは、新 旧対照計 画書とい たしま して、

変更点に つきまし ては下 線にて 示し てござい ます。

４８ペ ージは、 新旧対 照総括 図で ございま す。

４９ペ ージから ５６ペ ージは 、再 開発促進 地区の新 旧対照 附図

といたし まして、 変更に 係る地 区を 図面にて 示してご ざいま す。

それで は、種別 や区域 の変更 があ る箇所を 中心に、 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。

初めに 、１号市 街地に ついて ご説 明させて いただき ます。 こち

らは、資 料１ペー ジの１ 号市街 地の 総括表で ございま す。

地域数 は５地域 、地域 面積は 約２ ，７２６ ヘクター ルで、 地域

数及び地 域面積の 変更は ござい ませ ん。

こちら は、資料 ４８ペ ージの 新旧 対照総括 図でござ います 。市

街化区域 全域を赤 線で示 します ５地 域に区分 し、定め ておりま す。

続きま して、再 開発促 進地区 につ いてご説 明させて いただ きま

す。こち らは、資 料１ペ ージの 再開 発促進地 区の総括 表でご ざい

ます。

変更前 の地区数 は１２ 地区で ござ いますが 、今回２ 地区を 新規

で定める とともに 、１地 区にお いて 区域を拡 大するも のでご ざい

ます。ま た、再開 発促進 地区と して の目標を 達成した ５地区 にお

いて、再 開発促進 地区か ら１号 市街 地に変更 するため 、廃止 とす

るもので ございま す。

このこ とから、 変更後 の地区 数と いたしま しては９ 地区で ござ

います。 変更後の 地区面 積につ きま しては、 変更前の 約１０ ６．
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７ヘクタ ールから 約２３ ．５ヘ クタ ール増加 し、約１ ３０． ２ヘ

クタール でござい ます。

こちら は、資料 ４８ペ ージの 新旧 対照総括 図でござ います 。変

更前の地 区数は青 色で示 します １２ 地区でご ざいます が、今 回黄

色で示し ます２地 区を新 規で定 める とともに 、１地区 におい て区

域を拡大 するもの でござ います 。ま た、地区 の目標を 達成し た赤

色で示し ます５地 区にお いて廃 止と し、変更 後の地区 数を青 色で

示します ９地区と するも のでご ざい ます。

それで は、種別 や区域 の変更 があ る地区に つきまし て、ご 説明

させてい ただきま す。

初めに 、新規で 定める ２地区 でご ざいます が、府． １３、 日新

町四丁目 地区、地 区面積 約９． ６ヘ クタール 。こちら は資料 ５５

ページの 新旧対照 附図で ござい ます 。

日新町 四丁目地 区地区 計画の 決定 に伴い、 黄色線で 示しま す区

域を誘導 地区から 再開発 促進地 区に 変更し、 新規で定 めるも ので

ございま す。また 、計画 書につ きま しては、 土地区画 整理事 業に

よる良好 な住宅地 の形成 及び都 市農 業の営農 環境の確 保を図 ると

するもの でござい ます。

続きま して 、府 ．１４ 、分 倍河原駅 周辺地区 、地 区面積約 ２１．

０ヘクタ ール。こ ちらは 資料５ ６ペ ージの新 旧対照附 図でご ざい

ます。

第６次 府中市総 合計画 及び府 中都 市計画都 市計画区 域の整 備、

開発及び 保全の方 針との 整合を 図る ため、黄 色で示し ます区 域を

誘導地区 から再開 発促進 地区に 変更 し、新規 で定める もので ござ
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います。 また、計 画書に つきま して は、生活 中心地と して交 通機

能の向上 を図ると ともに 、にぎ わい と活力の ある市街 地の形 成を

図るとす るもので ござい ます。

続きま して、区 域を拡 大する １地 区でござ いますが 、府． ９、

多磨駅東 地区、地 区面積 約７． １ヘ クタール 。こちら は資料 ５２

ページの 新旧対照 附図で ござい ます 。

これま で、青 線で示 します区 域、約 ４．０ヘ クター ルにつ いて、

調布基地 跡地北部 地区と して、 周辺 環境に配 慮しつつ 地域の 活性

化を図る としてお りまし たが、 多磨 駅東地区 地区計画 の決定 に伴

い、一体 的に整備 する区 域とし て黄 色線で示 します区 域を、 誘導

地区から 再開発促 進地区 に変更 し、 拡大する とともに 、地区 名に

ついて地 区計画名 称との 整合を 図る ことから 、調布基 地跡地 北部

地区から 多磨駅東 地区に 変更す るも のでござ います。

また、 計画書に つきま しても 、活 力とにぎ わいのあ る地域 拠点

の形成や 、快適な 歩行者 空間の 形成 、緑豊か で環境に 配慮し た都

市空間の 創出を図 るとす るもの でご ざいます 。

続きま して、再 開発促 進地区 とし ての目標 を達成し 、再開 発促

進地区か ら１号市 街地に 変更す るた め、廃止 とする５ 地区で ござ

いますが 、府．２ 、小柳 町六丁 目地 区、府． ６、多磨 町一丁 目地

区、府． ７、府中 アゼリ ア台住 宅地 区、府． １０、調 布基地 跡地

南部地区 、府．１ ２、若 松町二 丁目 地区の５ 地区でご ざいま す。

最後に 、誘導地 区につ いてご 説明 させてい ただきま す。こ ちら

は、資料 １ページ の誘導 地区の 総括 表でござ います。

変更前 の地区数 は１１ 地区で ござ いますが 、今回１ 地区を 新規
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で定める ものでご ざいま す。ま た、 誘導地区 から再開 発促進 地区

に変更す るため、 ２地区 におい て区 域を縮小 し、１地 区にお いて

廃止とす るもので ござい ます。 この ことから 、変更後 の地区 数と

いたしま しては、 １１地 区で変 更は ございま せん。

こちら は、資料 ４８ペ ージの 新旧 対照総括 図でござ います 。

変更前 の地区数 は、緑 色で示 しま す１１地 区でござ います が、

今回黄色 で示しま す１地 区を新 規で 定めるも のでござ います 。ま

た、誘導 地区から 再開発 促進地 区に 変更する ため、赤 色で示 しま

す２地区 において 区域を 縮小す ると ともに、 １地区に おいて 廃止

し、変更 後の地区 数を緑 色で示 しま す１１地 区とする もので ござ

います。

それで は、種別 や区域 の変更 があ る地区に つきまし て、ご 説明

させてい ただきま す。

初めに 、新規で 定める １地区 でご ざいます が、１２ 番、日 鋼団

地地区。 東京都住 宅マス タープ ラン 及び住宅 市街地の 開発整 備の

方針との 整合を図 るため 、１号 市街 地から誘 導地区に 変更し 、新

規で定め るもので ござい ます。 周辺 環境に配 慮し、魅 力ある 市街

地の形成 を図ると するも のでご ざい ます。

続きま して、区 域を縮 小する ２地 区でござ いますが 、３番 、多

磨駅周辺 地区。こ ちらは 一部を 誘導 地区から 再開発促 進地区 に変

更するた め、区域 を縮小 するも ので ございま す。

１１番 、四谷・ 日新町 地区。 こち らにつき ましても 、一部 を誘

導地区か ら再開発 促進地 区に変 更す るため、 区域を縮 小する もの

でござい ます。
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また、 廃止とす る１地 区でご ざい ますが、 ６番、分 倍河原 駅周

辺地区。地 区全域 を誘導地 区から 再 開発促進 地区に変 更する ため、

廃止とす 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】 大変あ りがと うござ いま した。た だいま、 第１号 議案

の説明を していた だきま した。こ の 中でご質 問がござ いまし たら、

お願いし たいと存 じます 。

○○委 員。

【委員】 まず、 １号市 街地と 再開 発促進地 区。１号 市街地 は、

今回説明 の中では 、１号市 街地に 変 えますと の説明が あった 中で、

１号市街 地の面積 とかは 変わっ てな いんです よね。

１号市 街地は、 ほぼ府 中市内 の全 てのとこ ろを網羅 してい るよ

うに見え るのです けれど も、こ の府 中市内の ところで １号市 街地

に属さな いところ という のは、 再開 発促進地 区か誘導 地区か 、ど

ちらかに 入ってい るとい う意味 です か。その 中に含ま れてい ます

よね。

含まれ ていると いうこ とにな って いるので 、まず１ つお尋 ねし

たいのは 、府中市 の中で １号市 街地 に含まれ ていない 、府中 市の

面積約２ ，９３４ ヘクタ ールと 、こ の約２， ７２６ヘ クター ルの

差はどう いうとこ ろが含 まれて いな いところ ですかと いう点 と、

ほかの再 開発促進 地区に ついて は面 積があり ますけど 、誘導 地区

について は面積表 示とか がない 。そ れはどう いうこと なんで しょ

うかとい うこと。 再開発 促進地 区も 誘導地区 も１号市 街地の 中に

属してい るという ことで いいで すか ね。そこ のところ をまず 確認
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したいと 思います 。

あと冒 頭の説明 の中で 、これ は府 中市独自 というよ りも、 行政

境をまた がってや られる 大きな 事業 というよ うな話が ありま した

けれども 、東京都 全体の 動きと か、 ２３区で はどのよ うな状 況に

なってい るかとか 、ある いは近 隣他 市の状況 とか、そ のあた りの

状況をあ わせてお 尋ねで きれば と思 います。

以上で す。

【議長】 今、○ ○委員 のほう から ご質問が ありまし た。１ 号市

街地と再 開発促進 地区と 誘導地 区、 ３つの中 にどうい う関連 性が

あるのか 。１号市 街地の 中に再 開発 促進地区 、そして また誘 導地

区がある というこ とでは なかろ うか と思いま すが、そ の点１ つ質

問と、そ れから、 東京都 や近隣 他市 の状況で 何かあり ました らと

いうこと で、ご質 問があ りまし た。 よろしい でしょう か。

【小林計 画課長補 佐】 それで は、 １点目の １号市街 地の区 域に

なってい るところ と、再 開発促 進地 区との関 連の話を させて いた

だきたい と思いま す。

１号市 街地につ きまし ては、 府中 市におき ましては 、市街 化区

域全てを 定めさせ ていた だいて いる ところで ございま す。定 めて

いないと ころとい たしま しては 、多 摩川の区 域の市街 化調整 区域

になりま す。面積 といた しまし ては 、約２０ ８．８ヘ クター ルが

市街化調 整区域と なって おりま すの で、定め ていない 状況と いう

ことにな ります。

１号市 街地に定 めつつ も、そ の上 に再開発 促進地区 や誘導 地区

を位置づ けさせて いただ いてい ると ころでご ざいます ので、 重複
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している 状況でご ざいま す。

【楠本計 画課長】 誘導 地区の 関係 で、面積 は全体で 幾つだ とい

うことで すけれど も、こ れはプ ラン のつくり 込みの関 係で、 面積

をプラン の中に示 すもの ではな くて 、マスタ ープラン でござ いま

すので、 おおむね の位置 を示し てい るという ことでご ざいま す。

それか ら、都全 体の動 きです けれ ども、一 斉に時点 修正と いう

ことで見 直しをさ れてい る状況 でご ざいます 。

【議長】 今、お 答えが ３つあ りま した。

【委員】 今の答 弁だと 、再開 発促 進地区も 誘導地区 も１号 市街

地に入っ ていると いうこ とです よね 。１号市 街地で入 ってい ない

のは多摩 川のとこ ろだけ だとい うこ とで、わ かりまし たので 了解

をいたし ました。

今回こ うやって 見直し するの は、久しぶり の見直し なんで すか。

ちょっと 過去のこ とがわ からな いの で、その 辺の、何 年ぶり の見

直しとい うことな のか、 そのあ たり だけ改め てお尋ね をさせ てい

ただきま す。

以上で す。

【議長】 今まで、どうい う経緯 の中 で見直し をされて きたの か。

一番わか りやすい のが、 分倍河 原が このたび 再開発促 進地区 の中

に入って きたので すけど 、その あた り今まで の経緯を 説明し てい

ただけれ ばよろし いので はない かと 思います 。よろし くお願 いし

ます。

【小林計 画課長補 佐】 都市再 開発 の方針に つきまし ては、 区部

におきま しては昭 和６１ 年に東 京都 市計画と して当初 決定し てい
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るところ でござい ます。

その後 、多摩部 のほう では平 成元 年に立川 都市計画 で当初 決定

をしてお ります。 その後 、府中 市に おきまし ては、平 成８年 に府

中・八王 子・調布 ・小金 井・小 平・ 国分寺都 市計画と 同時に 当初

決定して いるとこ ろでご ざいま す。

直近は 、一斉見 直しが 平成２ １年 にござい まして、 また今 回一

斉見直し をしてい るとい う状況 にな っており ます。

【委員】 わかり ました 。

【議長】 よろし いですか 。ほか にご 質問があ りますで しょう か。

○○委員 。

【委員】 今のご 説明で わかっ たん ですけれ ども、２ 点だけ 、す

ごく部分 的なこと なんで すけれ ども 、現状と 合わせて ５年間 での

整合性を 図るとい うこと での文 言訂 正だとい うのはわ かった んで

すが、ど ういうこ となの かなと いう ことで伺 います。

１つは 、３７ペ ージの 住吉町 五丁 目地区の 新旧の比 較です けれ

ども、こ の街路整 備事業 が、そ のま ま府３・ ４・３号 線が新 でも

同じよう に残って いると いうこ とは 、何か理 由がある のかに つい

て、１点 伺います 。

それと ４０ペー ジです けれど も、 府中基地 跡地地区 につい ての

新旧の比 較ですが 、特に ｄの項 目で 旧から文 言が変更 になっ てい

るわけで すけれど も、こ の文言 変更 の理由に ついて、 どうい う事

情という か意味が あって 、こう いう 変更をし たのかと いうこ とを

伺います 。

ほかは 、理由に ついて は進捗 状況 から見て 納得する のです けれ
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ども、こ の２点に ついて 、もう 少し 詳しい説 明があれ ばと思 いま

した。よ ろしくお 願いい たしま す。

【議長】 今、○ ○委員 のほう から ２点ご質 問がござ いまし た。

これは 見直しの 理由と いうこ とで はないか と思いま すので 、２

点、お答 えできま すでし ょうか 。

【小林計 画課長補 佐】 では、 最初 に３７ペ ージの住 吉町五 丁目

地区のと ころにつ きまし て、お 答え させてい ただきま す。

こちら につきま しては 、平成 ２１ 年度の一 斉見直し のとき から

変更はし ておりま せん。 このと きも 府３・４ ・３号線 につき まし

ては都市 計画決定 をして おりま して 、進めて いくとい う考え は今

回も変え ていない という ことか らも 、変更し ていない 状況で ござ

います。

そして 、４０ペ ージの 府中基 地跡 地地区に つきまし ては、 基地

跡地利用 計画に基 づいた 土地利 用と するとこ ろでござ います 。

【委員】 ご説明 ありが とうご ざい ます。

１点目 の道路に ついて ですけ れど も、そう しますと 、これ はあ

くまでも 市が残す 、残さ ないの 意思 というの は、都市 計画法 上こ

うしなく ちゃいけ ないで はなく て、 市の意思 として残 したと いう

ような意 味でしょ うか。 そこだ けち ょっと確 認するだ けです 。お

願いいた します。

【議長】 確認と いうこ とです ね。

【委員】 ２点目 なんで すけれ ども 、ここに ある都市 施設の 整備

というこ とについ ての具 体的な ビジ ョンとい うのは、 これか らな

んですよ ね。それ だけ確 認して 、以 上です。 お願いし ます。
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【楠本計 画課長】 まず 、１点 目の このプラ ンの関係 で市の ほう

の意思が 入ってい るのか という こと でござい ますが、 基本的 に都

市再開発 の方針と いうの は、個 別の 都市計画 を体系づ けた総 合的

な見地か らつくら れるマ スター プラ ンでござ いまして 、それ ぞれ

の都市計 画ですと か施策 につき まし ては、そ れぞれの 場で決 めら

れていま す。それ を載せ ている とい うような 状況でご ざいま す。

特にご 質問の中 の府３ ・４・ ３号 線につき ましては 、現在 のと

ころ都施 行道路と いうこ とで、 都と 共同で定 めており ます第 三次

事業化計 画に載っ ている 道路で ござ いますの で、これ につき まし

ては今後 施行を進 めてい ただき たい というと ころで、 市と東 京都

が協議を しながら ここに 記載を させ ていただ いている という 状況

でござい ます。

それと もう１点 、基地 跡地の 関係 ですけれ ども、ご 案内の とお

り府中基 地跡地に つきま しては 、国 のほうの 方針の変 更がご ざい

まして、 その中で 議会も 含めて その 先の考え 方という のをこ れか

ら定めて いくとい うこと でござ いま す。

以上で ございま す。

【議長】 ほかに 。○○ 委員、 どう ぞ。

【委員】 再開発 促進地 区に１ ４番 、分倍河 原駅周辺 地区が 誘導

地区から 再開促進 地区に 新規で 約２ １ヘクタ ールなっ ていま すよ

ね。これ は５６ペ ージに 図面が 出て いるのだ けど、先 ほどの 説明

がよく聞 き取れな かった 。もう 一回 ここのと ころ、再 開発を 進め

るのに、 機運が高 まって きたと か何 か変化が あるのか 。誘導 地区

であった のは承知 してい るんで すけ れども、 そのとこ ろをま ず教
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えてくだ さい。

【議長】 分倍河 原駅周 辺地区 です けど、誘 導地区か ら再開 発促

進地区に なった。 それも 先ほど の経 緯の中で こうなっ たと思 うの

ですけど、機運が 高まった のか、その 点説明を お願いで きます か。

【小林計 画課長補 佐】 分倍河 原駅 周辺地区 につきま しては 、誘

導地区に 指定しま したも のを廃 止い たしまし て、今回 、再開 発促

進地区に 位置づけ をして いきた いと 考えてい るところ でござ いま

す。

こちら につきま しては 、第６ 次府 中市総合 計画のほ うにも 今後

基盤整備 を含めた 形で検 討して いく というこ とを記載 してい ると

ころから も、今回 、再開 発促進 地区 としての 位置づけ をして いき

たいと考 えている ところ でござ いま す。

【議長】 そうい ったこ とです ね。

【委員】 第６次 府中市 総合計 画に 載せたか らという ことは 、総

合計画を 考えるに 当たっ て、地 区の まちづく り委員会 とかで そう

いうこと を話し合 ってき たのだ ろう と思うけ れども、 だから そう

いう意味 では、住 民とし てもそ うい う機運が 高まりつ つある ので

総合計画 に。総合 計画とい っても こ の８年間 の総合計 画です から、

そんなに 長いスパ ンでは ないわ けな ので、そ の辺の動 きが何 かあ

ったんで すかと。 あえて 、上位 法か ら来る指 導という よりも 、こ

の場合は 住民のそ ういう 機運な り府 中のまち づくりで 、そこ は積

極的に誘 導してい くんだ 、再開 発の 方向へ行 くんだと いう何 か要

素があっ ての今回 の変更 に至っ たの か、その 辺だけ聞 いてお きた

い。でな いと８年 間でど うなる のと いう話に なる。
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【楠本計 画課長】 分倍 河原の まち づくりに つきまし ては、 委員

ご案内の とおり、 平成の 初めの ころ から地域 住民の皆 さんで まち

づくり協 議会等を つくっ ていた だい て、提案 がなされ 、市と して

もそこに つきまし ては公 共投資 を進 めてきて おります 。駐輪 場で

すとか、 商店街の 活性化 ですと か、 そういっ たところ でまち づく

りを着々 と進めて いると ころで はご ざいます が、その 延長線 の中

で、今回 、第６次 府中市 総合計 画の 中で分倍 河原駅周 辺につ いて

は、住民 参加で総 合計画 をつく って いる中で 課題が出 ており ます

ので、基 盤整備を 含めた 検討を 行っ てまいり ますとい うこと を総

合計画に 明記させ ていた だいて いま す。ご質問 のお答 えとして は、

これまで の流れの 中と総 合計画 の策 定の中で 、そうい った動 きに

つながっ ていると いうこ とでご ざい ます。

【委員】 説明は わかり ました 。と いうこと は、これ までも 今計

画されて いる部分 という のは、 まち づくりを していこ うとい うこ

とで、か なり時間 をかけ て、一 定の 答申をい ただいた りして きた

経緯があ るのだけ れども 、あえ てこ こで総合 計画との 整合性 を含

めて都市 計画上も 再開発 促進地 区と いう形で 進めてい こうと いう

ことです から、都 市計画 審議会 とし てはこの ことにつ いて認 める

にしても 、実際の まちづ くりに おい ては、そ ういうこ とを背 景に

この期間 の中でど こまで 進めら れる のか、そ の点はぜ ひ担当 のほ

うで努力 をしてい ただき たいと いう ことの要 望を申し 上げて おき

ます。

それか ら、もう １点要望 させて く ださい。誘 導地区 の１２番 に、

１号市街 地から誘 導地区 として 指定 された日 鋼団地地 区とい うの
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がありま す。これ も市の まちづ くり において は住民等 を含め てこ

れまでい ろいろ経 緯があ ったこ とは 十分承知 している のです けれ

ども、そ の中で誘 導地区 という こと に指定を 変えてい くこと によ

って、さ らに日鋼 団地地 区を含 めて 、周辺と のまちづ くりの 整合

性をしっ かり見き わめて まちづ くり を進めら れるよう に、こ の点

について はさらに 誘導し ていく とい うことで すので、 理解を しま

すので、 取り組み につい ての要 望を 申し上げ ておきま す。

以上で す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。さらに 要望を１ 点いた だき

ました。 よろしい ですか 。あり がと うござい ます。

では、続けて いきた いと思い ます 。何かほか にご質問 。ど うぞ、

○○委員 。

【委員】 今回の 計画の変 更で、都市 計画の変 更もあり ますよ ね。

これに基 づいて予 定され るはず です よね。例 えば用途 地域な んか

を変更す る。そう いうこ とを今 予定 している のであれ ば、そ の範

囲で教え ていただ きたい 。それ がも し今の段 階で考え ている のが

あればお 聞きした いので すけど 。

【議長】 ただい ま○○ 委員の ほう から、こ れからい ろいろ とそ

の変更に 伴う業務 が発生 するの です けど、そ のあたり はどう いう

方向づけ で進めて いくの か。説 明い ただけれ ばという ことで すけ

ど、よろ しいでし ょうか 。

【小林計 画課長補 佐】 こちら の方 針につき ましては 、時点 修正

という形 で行って まいり ますの で、 用途地域 の変更な ど、そ うい

った都市 計画の変 更につ いては 行う 予定はご ざいませ ん。
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【議長】 よろし いでし ょうか 。

【委員】 この計 画の変 更だけ 決ま っていて 、それに 基づく 具体

的な都市 計画決定 をして もらい たい という、 予定は現 状では ない

というこ とですね 。今後 はあり 得ま すよね。 ＾

【小林計 画課長補 佐】 今後に つき ましては おっしゃ るとお りで

ございま して、個 別の地 区につ きま しては、 地区計画 だとか そう

いったも のを定め る中で 、用途 地域 の変更な どは、可 能性と して

はあると 認識して おりま す。

【議長】 これか ら各地 区の中 でい ろいろと もろもろ の作業 は進

んでいく と思いま すので 、その 段階 でそうい う懸案が 出たら 、そ

の都度審 議してい くとい うこと でよ ろしいで すか。

【委員】 はい。

【議長】 ○○委 員、ど うぞ。

【委員】 市民と か生活 者の面 から ちょっと お尋ねし たいの です

けれども 、市民と か生活 者にと って みては、 その場所 で、住 みよ

いまちで 機能的で あると いうこ とが 一番望む ところで すけれ ども、

この変更 を含めて の全体 的なイ メー ジとして 、府中市 がどう いう

まちを方 向性とし て持っ ている のだ ろうかと いうのが 、いま 一つ

私のほう でもなか なか見 えない なと 思うんで すね。

府中市 、例えば 今世間 でコン パク トシティ とかとい う考え 方が

あって、 それぞれ の地域 がそれ ぞれ 独立した 形で、商 業から 農業

から全部 ひっくる めて同 じよう なも のがそれ ぞれの場 所でで きる

というの ではなく て、例 えば府 中市 の中で機 能的にこ こは商 業的

な面にす るとか、 ここは どうだ とい うような ところに 。そう しま
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すと、や はり生活 者の立 場から いい ますと、 病気の医 療関係 と、

着るもの と食の問 題と住 の問題 とい うもので 分けた場 合に、 その

辺のとこ ろはもう ちょっ と機能 的に 整理され たまちづ くりを され

るのも一 つの案で はない かなと 思い まして、 先ほど誘 導地区 から

再開発促 進地区と いうこ とで、 その 目的とし ては、例 えばに ぎわ

いだとか 活力のあ る地域 とか、 交通 を整理し て魅力あ る地域 にす

る。非常 にわかる んです けれど も、 具体的に どうなん だろう かと

いうこと になると 、同じ ような 文言 で同じよ うな地区 を対象 にし

ているこ とを考え ると、 もうち ょっ と何か機 能的に府 中市を こう

いうふう に持って いくと 。

その一 つの案と して、 やはり これ から急速 な高齢化 社会に なる

わけです ね。そう しますと 、６５ 歳以 上の人た ちは皆仕 事で働 く。

そうする と、６５ 歳以上 の住民 がい たときに 、移動で 交通が 便利

なまちと か、それ から、 既に始 まっ ているそ うですけ れども 、自

動運転の 車を高齢 者に向 けて開 発し ているだ とか、そ ういう アイ

デアも出 ていると ころを 見ます と、 やはり高 齢者が住 みよい まち

というの は、６５ 歳の人 はほと んど 府中市に 、仕事を してい れば

別ですけ ど、それ 以外は 府中市 にい るわけで すね。そ うする と６

５歳の人 はいずれ にして も自活 して スーパー へ買い物 に行っ たり

持ち運ん だりしな くちゃ いけな い。 もちろん 配達とい うこと もや

っていま すけども 、何か そうい う新 しい時代 性をちょ っと加 味し

た変更の アイデア という ものを 入れ てもらう と、市民 として は、

こういう 府中市に なるん だとい うイ メージが わくよう に思い ます

ので、そ の辺要望 を含め てお願 いし たいと思 います。
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【議長】 ○○委 員のほ うから 、具 体的な話 も踏まえ て、ぜ ひと

も住みよ い府中に 持って いこう と。 その中で この都市 計画審 議会

があるの で。

第６次 府中市総 合計画 の中で 市民 参加型の 大きな組 織の中 で、

第６次府 中市総合 計画の 骨子が 、そ してまた 冊子がで き上が りま

した。あ れが一つ の市民 要望の 、そ してまた 企業要望 のいろ んな

観点の中 からでき 上がっ た第６ 次府 中市総合 計画であ ります ので、

第６次府 中市総合 計画の 中身を 加味 して都市 計画審議 会なん かで

それに沿 ってつく ろうじ ゃない かと いうこと で審議さ れてい ると

ころだと 思います 。また 、地域 ごと の特徴が あります ので、 今後

とも地域 の話し合 い、ま た協議 の中 で特色あ るものが 進んで いく

と思いま すので、 その点 、今日 の要 望は、今 の府中市 総合計 画審

議会の中 ででき上 がった 未来像 に沿 って進む のが一番 肝要で はな

かろうか と思うの で、そ の点、 足り なかった ことを何 か説明 お願

いできま すか。

【小林計 画課長補 佐】 今回、 府中 市では、 第６次府 中市総 合計

画を策定 いたしま して、 平成２ ６年 度から平 成３３年 度まで の計

画期間に 基づいて 、みん なで創 る笑 顔あふれ る住みよ いまち の実

現を目指 し、まち づくり を進め てい るところ でござい ます。

これに 基づきま して、 これか ら都 市計画マ スタープ ランの ほう

も改定し ていきた いと考 えてい ると ころでご ざいまし て、都 市計

画マスタ ープラン につき まして は、 府中市全 域を地域 別で住 民の

方々の意 見を聞き ながら 、つく らせ ていただ いたとこ ろでご ざい

ます。こ ちらのマ スター プラン につ いても、 府中市全 域を商 業活
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性化する 地域だと か、住 宅を進 める 地域だと か、地区 ごとに 、ゾ

ーンごと に考え方 を決め ている とこ ろでござ います。

そうし た中で、 今後住 民の皆 様の 意見も聞 きながら マスタ ープ

ランを改 定しまし て、住 みよい まち をさらに 進めてい きたい と考

えており ますので 、ご理 解いた だき たいと思 います。

【議長】 ほかに ご質問 ありま すで しょうか 。

【委員】 この方 針の変 更では 、規 制緩和に つながる 方向の 方針

の変更だ けで、今 後ダウ ンゾー ニン グにつな がるよう な変更 とい

うのは、 今回は含 まれて いない です よね。そ の辺、な いと思 いま

すけど。

【小林計 画課長補 佐】 現時点 では ダウンゾ ーニング は考え てお

りません 。ただ し、今後個別 で地区 計 画を定め て、地 域の方 向性、

まちづく りの方向 性を定 める際 に、 可能性は ないとは 言えな いと

思ってお ります。

【議長】 ほかに ご質問 はあり ます でしょう か。

【委員】 ２点教 えてく ださい 。

１点目 は、５ペ ージに も都市 計画 区域に定 める事項 の中で 、北

山町地区 などの木 造住宅 密集地 区に ついては というこ とで説 明が

ありまし て、その ことに ついて は、 ３３ペー ジに再開 発促進 地区

にという ことで詳 しく説 明が書 かれ ておりま して、道 路の完 了と

か公園の 完了があ るので すが、 地区 計画を定 めるとい うとこ ろが

まだ残っ ていて、これは今 、現在 進行 中の計画 だと思う のです が、

市として どんな援 助を今 されて いる のか。進 捗状況に ついて 教え

ていただ きたいと 思いま す。
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それか ら２点目 ですが 、同じ よう に日鋼団 地、先ほ ど○○ 委員

さんのほ うから質 問があ りまし たけ れども、 こちらの 建て替 え計

画のほう もかなり 長いこ と議論 が続 いていた と思うの ですけ れど

も、現在 のところ はどこ まで来 てい るのかと いうこと を教え てい

ただきた いと思い ます。

２点で す。よろ しくお 願いし ます 。

【議長】 ○○委 員のほ うから 、北 山町地区 と、もう 一つ、 日鋼

団地のご 質問がご ざいま した。 お答 えお願い します。

【小林計 画課長補 佐】 ま ず、北 山町 地区でご ざいます けれど も、

北山町地 区につき まして は、現 在、 都市計画 道路の府 ３・４ ・５

号の整備 が進みつ つござ います 。こ ちらにつ きまして は、平 成２

５年７月 に都市計 画道路 事業の 認可 がされて いるとこ ろでご ざい

まして、 こちらの 道路整 備が進 むこ とで、さ らにまち づくり が進

むものと 考えてい るとこ ろでご ざい ます。

また、 府中市全 域では ござい ます けれども 、まちづ くりに つき

ましては 、住民の 皆様た ちの機 運が 盛り上が るようで あれば 、私

たちのほ うで職員 を派遣 したり 、専 門家を派 遣したり だとか 、い

ろいろな まちづく りのお 手伝い をさ せていた だいてい るとこ ろで

ございま す。

北山町 地区につ きまし ては、 まだ そういっ た機運が 盛り上 がっ

ていない ところは ござい ますけ れど も、今後 のまちづ くりに 活用

していた だければ と考え ている とこ ろでござ います。

２つ目 の日鋼団 地の進 捗状況 でご ざいます けれども 、こち らに

つきまし ては、府 中市の 地域ま ちづ くり条例 に基づく 手続き が進
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んでおり まして、 大規模 土地取 引行 為の届け 出がまず されて おり

ます。そ の後 、土地 利用構想 の届け 出 がされて おりまし て、現在、

府中市と その内容 につい て協議 をし ていると ころでご ざいま す。

また、 １１月に は周辺 地域へ の説 明会など も行われ ている 状況

でござい ます。

【委員】 それで は、要 望だけ お願 いします 。

北山町 地区のほ うなん ですけ れど も、一般 住宅の不 燃化と いう

ところで は個別の 対応、 耐震化 促進 というこ とで、ぜ ひ、一 件一

件になる かわかり ません けれど も、 丁寧な対 応をお願 いした いと

思います 。

以上で す。よろ しくお 願いし ます 。

【議長】 ほかに ござい ますで しょ うか。○ ○委員、 どうぞ 。

【委員】 確認で お伺い したい と思 います。

４１ペ ージの再 開発促 進地区 で一 番上に若 松町二丁 目地区 がご

ざいます ね。これ は、再 開発促 進地 区から削 除され、 １号市 街地

に変更と なる。そ うしま すと、 一般 の誘導地 区とか再 開発促 進地

区、そう いうもの を除い た一般 の用 途地域に 戻ると、 そうい う形

で理解し てよろし いわけ ですか 。

それと もう一つ は、現 在こち らの ほうは用 途地域的 には第 一種

住居地域 で、再開 発促進 地区に なっ ていると 思います 。そう いう

ことで、 具体的に 申し上 げます と、 容積率と か建ぺい 率、あ とは

高さ制限 がありま すね。 そちら のほ うはもう 現状の１ 号市街 地と

同じよう に戻るの か、そ の点も 含め ましてち ょっと確 認した いと

いうこと でお願い します 。
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【議長】 用途地 域の変 更があ るの か。２点 、お願い します 。

【小林計 画課長補 佐】 若松町 二丁 目地区に つきまし ては、 地区

計画が定 まってい るとこ ろでご ざい ます。地 区計画が 定まり まし

て、こち らの地区 につき まして は、 既にまち づくりと してあ る程

度の完成 を見たと いうと ころの 中で 、今回再 開発をす る地区 とし

ては終了 している という ところ で、 １号市街 地という 形の位 置づ

けに変更 しており ます。

こちら につきま しては 、位置 づけ を変える ことによ って用 途地

域が変わ ったり、 建ぺい 率や容 積率 が変わっ たりとい った変 更は

ございま せん。地 区計画 を定め るこ とで、こ ちらにつ いては 完了

して、今 後こちら を維持 保全し てい くと考え ていただ ければ と思

います。

【委員】 どうも ありが とうご ざい ました

【議長】 ほかに 何かご 質問ご ざい ますでし ょうか。

ないよ うですの で、こ こで採 決を したいと 存じます 。

第１号 議案、府 中都市 計画都 市再 開発の方 針の変更 に係る 原案

というこ とで、こ の原案 につい て、 原案のと 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 した 。異議な しという ことで 、原

案どおり 可決をさ せてい ただき たい と思いま す。

では、 次の議題 に移っ ていき たい と思いま す。

第２号 議案、府 中都市 計画住 宅市 街地の開 発整備の 方針の 変更

に係る原 案につい て、議 案の説 明を お願いし たいと思 います 。よ
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ろしくお 願いしま す。

【佐伯住 宅勤労課 長補佐 】 そ れで は、第２ 号議案、 府中都 市計

画住宅市 街地の開 発整備 の方針 の変 更に係る 原案につ いてご 説明

申し上げ ます。

本件に つきまし ては、 東京都 が決 定する都 市計画に ついて 、都

市計画法 第１５条 の２第 ２項の 規定 に基づき 、平成２ ５年１ ２月

１３日付 で、東京 都から 原案の 作成 依頼があ り、原案 を作成 しま

したので お諮りす るもの でござ いま す。

本住宅 市街地の 整備の 方針は 、都 市計画法 及び大都 市地域 にお

ける住宅 及び住宅 地の供 給の促 進に 関する特 別措置法 、いわ ゆる

大都市法 に基づき 、良好 な住宅 市街 地の開発 整備を図 るため の長

期的かつ 総合的な マスタ ープラ ンと して、東 京都が決 定する 都市

計画でご ざいます 。

今回の 変更につ きまし ては、 本方 針が大都 市地域に おける 住宅

及び住宅 地の供給 の促進 に関す る特 別措置法 第４条第 ２項の 規定

により、 住生活基 本法に 基づい て策 定される 住生活基 本計画 、い

わゆる住 宅マスタ ープラ ンに適 合す る必要が あるとさ れてお り、

平成２４ 年３月に 東京都 住宅マ スタ ープラン が改定さ れまし たの

で、その 記載の内 容と整 合を図 るた め、また 、都の住 宅マス ター

プランの 重点供給 地域に 合わせ て重 点地区の 見直し、 事業進 捗状

況などの 見直しが 必要と なった ため 、変更する もので ございま す。

それで は、お手 元の資料 に基づ き まして、ご 説明申 し上げま す。

第２号議 案をご覧 くださ い。

資料の １ページ から５ ページ まで は、方針 本文の変 更原案 とな
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っており ます。策 定の目 的等や 住宅 市街地の 開発整備 の目標 、良

好な住宅 市街地の 整備ま たは開 発の 方針及び 重点地区 の整備 また

は開発の 方針につ いて、 それぞ れ記 載がござ います。

１ペー ジから４ ページ までは 、基 本的に多 摩地区２ ６市と も共

通の内容 となって おりま すが、 ４ペ ージの左 側部分に ついて は、

東京都の 計画にお いて各 市が属 する ゾーンに 関する内 容とな って

おります ので、本 市と異 なるゾ ーン に属する 市とは内 容が異 なっ

ておりま す。

それで は、現行 の方針 からの 変更 点につき ましては 、新旧 対照

表がござ いますの で、恐 れ入り ます が１０ペ ージをお 開きく ださ

い。右側 が現行の 方針、 左側が 変更 案となっ ており、 下線部 分が

変更点と なります 。こち らによ り主 な変更点 をご説明 申し上 げま

す。

１の策 定の目的 等は、 本方針 の位 置づけ、 目的及び 見直し につ

いて記載 をされて おりま す。現 行の 方針では 、住宅市 街地の 開発

整備の目 標及び方 針に従 ってと 記載 されてお りますが 、この 部分

を削除す ることに よって 、本方 針の 目的を明 確にする ための 変更

でござい ます。

１１ペ ージに移 りまし て、（２）位 置付けで は、本方針 が整合 を

図るべき 計画等に ついて 記載さ れて おり、東 京構想２ ０００ が削

除され、 東京の新 しい都 市づく りビ ジョンが 平成２１ 年７月 に東

京の都市 づくりビ ジョン と改定 され たための 変更とな ります 。

続きま して、２ の住宅 市街地 の開 発整備の 目標の（ １）実 現す

べき住宅 市街地の あり方 でござ いま すが、平 成２４年 ３月に 改定
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された東 京都住宅 マスタ ープラ ンの 記載内容 と整合を 図るた めの

変更とな っており 、主に は１２ ペー ジ一番下 の下段か ら１３ ペー

ジにかけ ましての 、環状 メガロ ポリ スの実現 に加え、 集約型 の地

域構造を 前提とし た、首 都・東 京に ふさわし い高度な 防災機 能を

備えた居 住を実現 するこ とを基 本的 な目標と して設定 するこ とに

より、整 合を図っ ており ます。

次に、１４ペ ージに 移りまし て、（ ２）住宅 の建設 及び更 新、良

好な居住 環境の確 保等に 係る目 標に つきまし ては、右 側の現 行の

方針では 、改定前 の東京 都住宅 マス タープラ ンに３つ の基本 的方

向として 掲げられ ていた ものが 記載 されてお りました が、改 定後

の 東 京 都 住 宅 マ ス タ ー プ ラ ン が 掲 げ る 目 標 １ の 安 全 で 安 心 な 住

宅・住宅 市街地の 形成か ら１６ ペー ジにかけ ましての 目標１ ０ま

での住宅 施策の目 標に変 更する もの でござい ます。

続きま して、１ ６ペー ジから １８ ページに かけての 、３良 好な

住宅市街 地の整備 又は開 発の方 針に 関する変 更点につ いてで ござ

いますが 、現行の 方針で は、改 定前 の東京都 住宅マス タープ ラン

において 、各ゾー ンごと に土地 利用 の特性や 整備の方 向の類 似性

に着目し た４つの 類型に 区分し てお りまして 、そのう ち府中 市域

は１７ペ ージ中段 の既成 住宅市 街地 の計画的 再生・再 編を図 る区

域と１８ ページの 住環境 の維持 ・向 上を図る 区域に分 類され てい

たため、 ２つの類 型が目 指すべ き方 針につい て記載を してお りま

したが、 今回の変 更案で は、こ の４ つの類型 が廃止さ れ、府 中市

域が属す る核都市 広域連 携ゾー ンに おける整 備や開発 の方針 とし

て、住生 活を支え る拠点 地域の 育成 や住宅市 街地の再 編によ る良



29

好な住環 境の形成 を図っ ていく とい う内容が 記載され たもの でご

ざいます 。

４の重 点地区の 整備又 は開発 の方 針でござ いますが 、１９ ペー

ジに移り まして、（２）選定基 準につ きまして は、住宅マ スター プ

ランと本 方針の見 直し時 期が異 なる ため、住 宅マスタ ープラ ンの

改定後に 新たに重 点供給 地域に 指定 すべき事 業が開始 された 際に、

住宅マス タープラ ンに掲 載して いな くても本 方針に重 点地区 とし

て追加で きるよう に、適 合させ なが らという 表現に変 更して おり

ます。

（３） の具体的 な地区 の計画 につ きまして は、２０ ページ 及び

２１ペー ジの新旧 対照表 をご覧 くだ さい。

本方針 が掲げる 市内の 重点地 区に ついてで ございま すが、 現行

の方針で は、府中 駅南口 地区の １カ 所であり ましたが 、今回 の変

更案では 南町四丁 目地区 、日鋼 町日 鋼団地地 区の２カ 所が追 加さ

れており ます。

初めに、府中駅 南口地区 の変更 点 について ご説明申 し上げ ます。

左から３ 列目の既 決定と ありま す、 府．２、 府中駅南 口地区 の列

が現行の 計画の概 要でご ざいま して 、左から ２列目が 今回の 変更

案となっ ておりま す。

a の地 区の整備 又は開 発の目 標に ついては 、第一地 区の事 業が

開始され たことに 伴い、 第一地 区の 事業計画 との整合 を図る ため

の変更で ございま す。

ｃの都 市施設及 び地区 施設の 整備 の方針に つきまし ては、 第一

地区の事 業計画及 び都市 計画と の整 合を図る ため、公 共駐車 場を
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追加して おります 。

d の下 段のその 他の特 記すべ き事 項につき ましては 、本地 区が

先ほど第 １号議案 でご審 議いた だき ました府 中都市計 画都市 再開

発の方針 で定めら れた再 開発促 進地 区と重複 する地区 である こと

を示すた めに、追 加した もので ござ います。

次に、 左から４ 列目の 南町四 丁目 地区でご ざいます が、居 住水

準の向上 を図るた めに、 老朽化 した 都営住宅 の建て替 えを推 進す

るととも に、敷地 の有効 活用に より 住まい環 境の整備 及び多 様な

機能が調 和した街 区の形 成を推 進し 、地域の 活性化を 図るこ とを

目標とし 、周辺環 境との 調和を 図り ながら土 地の高度 利用を 図っ

ていくな どの計画 概要で ござい ます 。この地 域は、現 在建て 替え

事業中で ございま すが、今 回新た に 追加され たもので ござい ます。

最後に 、２１ペ ージの 日鋼町 日鋼 団地地区 でござい ますが 、本

地区は昭 和４１年 に竣工 した住 宅団 地で、本 年で築後 ４８年 が経

過してお り、老朽 化した 団地の 建て 替えを推 進し、居 住水準 の向

上と周辺 環境との 調和に 配慮し 、良 好な市街 地環境の 整備を 図っ

ていく計 画概要で ござい ます。

本地区 は大規模 住宅団 地地区 であ り、建て 替え事業 が周辺 地域

における 影響が多 大であ ること から 、本市の 重要な市 街地形 成地

区として 東京都住 宅マス タープ ラン の改定時 に重点供 給地域 とし

て指定さ れました ので、今 回新た に 追加され たもので ござい ます。

また、 ６ページ に各地 区の総 括図 、７ペー ジから９ ページ にか

けて各地 区の附図 がござ います ので 、あわせ てご確認 くださ いま

すようお 願いいた します 。
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なお、 今後のス ケジュ ールで ござ いますが 、都は各 区・市 ・町

の原案へ の意見等 を取り まとめ て、 素案の縦 覧、公聴 会を行 い、

その後秋 ごろに再 度区市 町へ意 見照 会を行い 、東京都 の都市 計画

審議会へ 付議した 上で、 平成２ ７年 ３月に決 定する予 定であ ると

聞いてお ります。

以上で 説明を終 わらせ ていた だき 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 。第２号 議案につ いて説 明が

終わりま した。

第２号 議案につ いてご 質問を 承り たいと思 います。 何かご 質問

ございま せんか。 ○○委 員、ど うぞ 。

【委員】 ちょっ と確認 なんで すけ れども、 重点地区 の２番 と３

番ですか 、１つは 府中駅 南口再 開発 のところ ですけれ ども、 今、

第一地区 について はこれ から本 格的 にという ことでわ かるん です

けれども 、ここで 見ます と、第 二地 区、第三 地区が入 ってい ます

よね。

今回、 重点地区 という ことで 、ち ょっと見 方が違う のかも しれ

ないです けど、こ この第 二地区 、第 三地区の ところを 重点地 区に

含んでや ることに ついて 、第三 地区 の上は確 かに住宅 がある かも

しれない んですけ ど、第 二地区 のと ころは基 本的に住 宅はな いで

すよね。 ここが入 ってい るとい うこ とについ て、説明 してく ださ

い。

あと、 南町四丁 目地区 のとこ ろに ついても 、基本的 にはこ こは

もう前か らこうな ってい まして 、確 かに建て 替え途中 、今も 建て
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替えをや っている のです けど、 もと もとそう いう住宅 整備と いう

のはかな り進んで いると ころか なと 思ってい ましたの で、あ えて

この時期 にここを 重点地 区に指 定す るという ことが、 どうい うこ

となんで すかとい うこと を改め てお 聞きした いと思い ます。

日鋼団 地地区の ところ につい ては 、先ほど から話が 出てい るよ

うに、こ れからい ろいろ あると 思い ますから 、ここは これで いい

と思うの ですけど 、府中 駅南口 地区 と南町四 丁目地区 につい て、

その辺の 考え方を 改めて ご説明 いた だきたい と思いま す。よ ろし

くお願い します。

【議長】 ただい ま○○ 委員の ほう から、府 中駅南口 地区の 方針

について 、整合性 をお話 しいた だき たいとい うことと 、南町 四丁

目地区に おきまし ても、 現状と 合わ せてどう いうこと で方針 が変

わったの かという こと、 ２点ご 質問 がござい ました。

【五味田 生活環境 部次長 兼住宅 勤労 課長】 府中駅南 口地区 につ

きまして は、総合 的・一 体的な 計画 の概要を 示すとい う形に なっ

ておりま すので、 確かに 第二地 区、 第三地区 につきま しては 既に

再開発を 終了して おりま すが、 第一 地区が現 在再開発 中でご ざい

ますので、その辺 の変更を 加味し た 形の変更 案になっ ており ます。

それか ら２点目 の南町 四丁目 地区 の都営住 宅でござ います が、

こちらか なり広い 地区に なって おり まして、 東京都の ほうで は、

これを３ つに分割 して現 在建て 替え 事業を行 っており ます。 第１

期目の工 事につき まして は、既 に平 成８年ま でに建て 替えが 終わ

っており まして、 現在は 第２期 目の 工事とい うことで 工事が 進ん

でおりま す。
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そして 、まだ旧 耐震基 準の住 宅が 残ってお りますの で、こ ちら

を全部建 て替える という 計画を 持っ ておりま す。その 計画が 現在

進捗中と いうこと で、今 回新た に地 区に指定 したいと いう意 向で

ございま す。

【委員】 再開発 の絡み で基本 的に は一体的 だという 話で、 わか

らないで もないの ですけ ど、第 二地 区とか第 三地区と かを重 点地

区に指定 している という ことに つい ては、受け 取り方 によって は、

もう一回 何かする のかな みたい な、 そんな感 じも中に は感じ る人

がいるか もしれな いんで すよ。

だから 、少しそ ういう ことを 感じ ましたの で、あえ て指摘 をさ

せていた だきまし た。本 来なら ば今 回やって いる第一 地区だ け、

そこを中 心にとい うこと でもよ かっ たのかな という感 じはし ます

が、一体 的にとい う考え 方の中 で再 開発全体 でという ことで 理解

はします けれども 、これ からい ろい ろと市民 に説明し たりす ると

きに、そ ういう誤 解のな いよう に、 お願いを しておき ます。

南町四 丁目地区 のほう につい ても 、何でこ の時期か なみた いな

感じは確 かに、も っと早 い時期 にと いうこと があった のでは ない

かと思っ たので、 そうい う指摘 をさ せていた だきまし た。

【議長】 方針の 見直し につい ては 、東京都 の住宅マ スター プラ

ンの変更 に合わせ たもの になる とい うことで す。よろ しくお 願い

します。

ほかに 何かご質 問あり ません か。 ○○委員 。

【委員】 よくわ からな いので 教え ていただ きたいの ですけ れど

も、３つ 変更で、 新旧が ２０ペ ージ 、２１ペ ージで出 ている ので
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すけれど も、まず 府中駅 南口地 区に ついては 、その他 の特記 すべ

き事項と いうこと で再開 発促進 地区 というの が新たに 付け加 わっ

ているわ けですよ ね。南 町四丁 目地 区につい てはそう いうの がな

いので、 特に特記 すべき 事項は ない わけです よね。

そうし ますと、 今度日 鋼団地 地区 について は、特記 すべき 事項

というこ とで誘導 地区が 書いて ない んですけ れど、そ れぞれ の地

区の特徴 みたいな ものに 違いが ある のか、ち ょっと教 えてい ただ

きたいと 思います 。それ だけで す。

【議長】 ○○ 委員か ら、こ の３地 区 について 、意見 が出ま した。

説明をお 願いした いと思 います 。

【五味田 生活環境 部次長 兼住宅 勤労 課長】 こちらの ３地区 につ

きまして は、先ほ どご説 明いた しま したよう に、府中 駅南口 地区

について は変更、 それか ら南町 四丁 目地区の 都営住宅 と日鋼 団地

地区につ いては新 規とい う形の 変更 になりま す。

それで 、府中駅 南口地 区につ きま しては、 第１号議 案の関 係も

ございま して、特 記すべ き事項 に再 開発促進 地区とい うのを 特記

させてい ただくと いうこ とにな って おりまし て、南町 四丁目 地区

と日鋼団 地地区に ついて は、再 開発 促進地区 ではない という こと

で載せな いという ような 考え方 とし て考えて おります 。

以上で ございま す。

【議長】 わかっ たでし ょうか 。

【委員】 日鋼団 地地区 に誘導 地区 がない理 由は。

【議長】 もう一 度説明 をお願 いし ます。

【小林計 画課長補 佐】 その他 の特 記すべき 事項に、 府中駅 南口
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地区につ きまして は再開 発促進 地区 と書いて あるのに 、日鋼 町の

日鋼団地 地区につ いては 誘導地 区と いう形の 位置づけ がない とい

うことだ と思われ るので すけれ ども 、その他 の特記す べき事 項に

つきまし ては、東 京都全 域のル ール といたし まして、 再開発 促進

地区の場 合、記載 すること になっ て いるとこ ろでござ います ので、

誘導地区 について は記載 させて いた だいてい ないとい う状況 でご

ざいます 。

【委員】 わかり ました 。

【議長】 よろし いです か。

ほかに ご質問を お願い します 。

ないよ うですの で、採 決をし たい と思いま す。

第２号 議案、府 中都市 計画住 宅市 街地の開 発整備の 方針の 変更

に係る原 案につい て、原 案どお り可 決するこ とでよろ 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、 原案どお り可決を させて いた

だきます 。大変あ りがと うござ いま す。

本日の 議題は、 ２つと も原案 どお り可決さ せていた だきま して

大変あり がとうご ざいま す。こ れで 本日の審 議は終わ りたい と存

じますの で、閉会 とさせ ていた だき ます。本 日は誠に ありが とう

ございま した。

午後４時 １０分 閉会



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    ○   ○    ○   ○


