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午後２時 ００分開 会

【楠本計画 課長 】 定 刻でご ざいます ので、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 いと存じ ます。

開会に 先立ちま して、 都市整 備部 まちづく り担当参 事の深 美よ

りご挨拶 を申しあ げます 。

【深美都市 整備部 まちづく り担当 参 事】 委員の 皆様 、改めま して

こんにち は。本日 は、年 度替わ りの 大変お忙 しい中、 ご出席 を賜

りまして ありがと うござ います 。

この４月 から組織 改正に 伴いま して 、この都 市計画審 議会を 担

当させて いただき ます都 市整備 部ま ちづくり 担当参事 の深美 と申

します。 どうぞよ ろしく お願い 申し あげます 。

さて、ご 案内のと おり、 この４ 月で 本市は市 制施行６ ０周年 を

迎えまし た。そし て、第 ６次府 中市 総合計画 のスター トの年 とな

ります。 こういっ た中、 この４ 月に 新たに私 ども事務 局のメ ンバ

ーも変わ りました が、委 員の皆 様に おかれま しては引 き続き ご指

導賜りま すよう、 よろし くお願 い申 しあげま す。

最後に本 日の案件 は、審 議事項 が１ 件、報告 事項が２ 件でご 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、 挨拶と させ ていただ きます。 よろし くお

願いいた します。

【楠本計画 課長 】 ご 審議い ただく前 に、４ 月の定 期人事異 動に伴

いまして 、担当者 の異動 がござ いま したので 、事務局 の紹介 をさ

せていた だきます 。
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【深美都市 整備部 まちづく り担当 参 事】 改めま して 、都市整 備部

まちづく り担当参 事の深 美と申 しま す。よろ しくお願 い申し あげ

ます。

【雫石都市 整備部 長】 皆様、こんに ちは。都市整 備部長 の雫石 で

ございま す。これ までと 変わら ず引 き続きま して、よ ろしく ご審

議を賜り ますよう お願い 申しあ げま す。

【塩澤計画 課長補 佐】 今 年度か ら計 画課課長 補佐兼け やき並 木周

辺まちづ くり担当 副主幹 になり まし た塩澤と 申します 。どう ぞよ

ろしくお 願いいた します 。

【角倉公園 緑地課 長】 今年 度より公 園緑地課 長の角倉 です 。よろ

しくお願 いいたし ます。

【塚田土木 課長 】 こ んにち は。４月 より土木 課長を拝 命いた しま

した塚田 と申しま す。よ ろしく お願 いいたし ます。

【金杉土木 課長補 佐】 同じ く土木課 長補佐の 金杉と申 します 。よ

ろしくお 願いいた します 。

【高橋建築 指導課 長】 建築 指導課長 の高橋と 申します 。よ ろしく

お願いい たします 。

【轟地区整 備課長】 地区 整備課 長兼 府中駅南 口再開発 事業担 当主

幹になり ました轟 です。 どうぞ よろ しくお願 いいたし ます。

【石川農業 委員会 事務局長 】 農 業委 員会事務 局長の石 川と申 しま

す。よろ しくお願 いいた します 。

【峯尾資産 税課長 】 資産税 課長の峯 尾です 。どう ぞよろし くお願

いします 。

【佐々木財 産活用 課公有地 担当主 幹】 財産活 用課公有 地担当 主幹
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をしてお ります佐 々木と 申しま す。 どうぞよ ろしくお 願いい たし

ます。

【楠本計画 課長 】 最 後にな りました が、都 市整備 部計画課 長の楠

本でござ います。 以上の 職員が 事務 局として 対応させ ていた だき

ますので 、どうぞ よろし くお願 いい たします 。

それでは 、○○会 長、よ ろしく お願 いいたし ます。

【議長】 それ では会 議に入 りたいと 思います 。会 議を開催 するに

あたり、 本日の委 員の皆 様方の 出欠 状況でご ざいます が、○ ○委

員、○○ 委員から 欠席の 連絡を いた だいてお ります。

本日の会 議の開催 の可否 でござ いま すが、定 足数に達 してお り

ますので 、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 でござい ますが 、

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、議事 録署名 人につ いて は私のほ うで指名 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 。異 議なしと いうこと ござい ます

ので、私 のほうか ら指名 させて いた だきます 。

議席番 号８番、 ○○委 員、議 席番 号９番、 ○○委員 にお願 いい

たします 。

続きま して、本 日の審 議会を 開催 するにあ たりまし て、傍 聴希

望者が２ 名ござい ます。 傍聴を 許可 してよろ しいでし ょうか 。

（「異議な し」の声 ）
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【議長】 異 議なしと いうこ とで、傍 聴者の入 室まで、し ばらく お

待ちいた だきたい と思い ます。

（傍聴人入 室）

【議長】 それで は議事を 進めて い きたいと 思います 。

議事日 程に従い まして 、日程 第１ 、第１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。

それで は議案の 説明を お願い しま す。

【角倉公園 緑地課 長】 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 計画生 産緑地 地区 の変更に つきまし て、ご 説明

いたしま 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１号議 案、資 料の

１ページ をご覧く 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 １０１ .８ ４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１０件 、削除 する面 積は 約１３， ３１０平 方メー トル

でござい ます。

削除の理 由といた しまし ては、 買取 りの申出 に伴う行 為制限 の

解除、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 をご覧く ださい 。新旧 対照 表でござ いますが 、削除 す
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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 いた します。 ３の面積 の変更 につ

きまして は、地区 数は４ ６９件 から ４６５件 となり、 府中市 全体

の生産緑 地地区の 面積は 、約１ ０３ .１４ヘク タールか ら約１ ０１ .

８４ヘク タールと なり、 約１ .３ ヘク タールの 減となり ます。

なお、本 件の都市 計画変 更案に つき ましては 、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３

月４日付 で、意見 のない 旨の協 議結 果通知を 受けてお ります 。そ

の後、都 市計画法 第１７ 条第１ 項の 規定に基 づき、本 年３月 １１

日から３ 月２５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。

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 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 、担

当よりご 説明させ ていた だきま す。

【宮本公園 緑地課 緑化推進 係長】 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

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１号 議案、 資料 の３ペー ジ以降の 計画図 と同

じものを 表示して おりま す。計 画図 の表示は 、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 、赤の 塗り
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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 。

それで は図面中 央をご 覧くだ さい 。番号６ 、地区名 、多磨 町、

都立多磨 霊園の東 側、多 磨町通 りの 北側に位 置し、平 成２５ 年１

１月２２ 日に都市 計画道 路用地 とな り、地区 の一部、 約１， ０９

０平方メ ートルを 削除す るもの です 。

４ペー ジでござ います 。番号 ２８ ６、地区 名、矢崎 町、Ｊ Ｒ南

武線の西 側、矢崎 幼稚園 の南側 に位 置し、平 成２５年 ７月１ ６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８３ ０平方 メート ルを 削除する ものです 。

５ペー ジでござ います 。はじ めに 図面右側 、番号３ ４８、 地区

名、西原 町、府中 第七小 学校の 南東 側、東芝 府中事業 所の西 側に

位置し、 平成２５ 年１０ 月１０ 日に 都市計画 道路用地 となり 、地

区の一部 、約１， ６３０ 平方メ ート ルを削除 するもの です。

続きま して、図 面中央 、番号 ３４ ６、地区 名、西原 町、府 中第

七小学校 の南側、 ７小通 りの東 側に 位置し、 平成２５ 年１０ 月１

０日に都 市計画道 路用地 となり 、地 区の一部 、約３， ３７０ 平方

メートル を削除す るもの です。

続きま して、図 面左側 、番号 ３５ １、地区 名、西原 町、府 中第

七小学校 の南側、 ７小通 りの西 側に 位置し、 平成２５ 年１０ 月１

０日に都 市計画道 路用地 となり 、地 区の全部 、約１， ５７０ 平方

メートル を削除す るもの です。

６ペー ジでござ います 。図面 中央 の上側、番号３ ５７ 、地区名 、

西原町、 富士見通 りの北 側、西 原町 公園の南 西側に位 置し、 平成

２５年１ ０月１０ 日に都 市計画 道路 用地とな り、地区 の全部 、約
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７００平 方メート ルを削 除する もの です。

続きま して、図 面中央 、番号 ３５ ５、地区 名、西原 町、富 士見

通りの北 側、３５ ７番地 区の南 側に 位置し、 平成２５ 年１０ 月１

０日に都 市計画道 路用地 となり 、地 区の全部 約６３０ 平方メ ート

ルを削除 するもの です。

続きまし て、図面 中央の 下側、 番号 ３５３、 地区名、 西原町 、

富士見通 りの南側 、府中 第十中 学校 の北側に 位置し、 平成２ ５年

１０月１ ０日に都 市計画 道路用 地と なり、地 区の一部 、約９ ７０

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５ ９４に分 割する もので す。

７ペー ジでござ います 。番号 ３８ ７、地区 名、住吉 町、四 谷通

りの南側 、京王線 中河原 駅の西 側に 位置し、 平成２５ 年６月 ２５

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、

地区の全 部、約２ ，０１ ０平方 メー トルを削 除するも のです 。

８ペー ジでござ います 。番号 ５８ ０、地区 名、若松 町、人 見街

道の南側 、若松小 学校の 東側に 位置 し、平成 ２５年７ 月３１ 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

の全部、 約５１０ 平方メ ートル を削 除するも 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１ 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 いまし た 。議案の 説明が終 わりま した。
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それでは 、これよ り審議 に入り ます 。何かご 質問がご ざいま し

たら、お 願いいた します 。

【委員】 今回 はかな りが都 市計画道 路の関係 というこ とで 、そこ

の部分に ついては わかり ました 。相 続による ところと いうの は、

番号２８ ６、３８ ７、５ ８０の ３件 でよろし いですか 。基本 的に

宅地にな るという ことな のかど うか 、わかれ ば教えて くださ い。

それと 、第５次 府中市 総合計 画が 昨年度で 終了しま したが 、総

合計画の 中で生産 緑地の 全体の 面積 というの はうたっ てある んで

したっけ 。それで 第５次 府中市 総合 計画に対 して、今 回の面 積と

いうのは 多いのか 少ない のか、 教え てくださ い。

さらには 、今年度 から開 始した 第６ 次総合計 画で見る と、５ 年

後とかの 生産緑地 は、現 行が幾 つで 、どのぐ らいに見 込んで いる

か、わか る範囲で 教えて くださ い。

【議長】 ただ いま○ ○委員 のほうか らご質問 がござい ました 。答

弁をお願 いします 。

【角倉公園 緑地課 長】 ま ず１点 目の 相続によ る土地の 状況で ござ

いますが 、こちら につき まして は、 現在宅地 の建築確 認を取 った

中で建築 、造成、 または 開発行 為を 行った中 で建築の 造成等 が始

まってい るところ でござ います 。

次に２ 点目の第 ５次・ 第６次 府中 市総合計 画の中で 生産緑 地の

追加候補 という話 でござ います が、 総合計画 でもござ います けれ

ども、農 地につき まして は農業 委員 会のほう と連携を いたし まし

て、今後 、５０年 後にさ らに農 地を 確保する 、残して いくと いう

形の中で 、現在取 り組み を行っ てい るところ でござい ます。 そう
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いう中で 、本市と しまし ては、 総合 計画では 農地を残 してい くん

ですけれ ども、目 標とし まして は幾 つという ことで生 産緑地 の面

積を示し てるとこ ろでは ござい ませ んけれど も、その 生産緑 地も

含めまし て、今後 とも追 加指定 を行 うなど、 そうした 中で引 き続

き農地を 残してい くとい う形の 中で 、現在取 り組んで いると ころ

でござい ます。

以上で ございま す。

【委員】 最初の件 につい ては３ 件と も宅地で というこ とで家 が既

に建って いるのか 、そう いう形 で進 んでいる という理 解でよ ろし

いですね 。一応、 総合計 画との 絡み でお尋ね したのは 、今回 も生

産緑地の 追加がな くて、 追加は ゼロ で削除だ けで減っ ている とい

うことで 、この削 除が総 合計画 で予 定してい たのとほ ぼ同じ よう

な、大体 見込んで いたと おりに きて いるのか 、それ以 上に早 いス

ピードで 生産緑地 が減っ ている のか 、そのあ たりがど ういう 状況

か、教え ていただ きたか ったん です 。今ご答 弁いただ いて、 削除

だけでは なくて追 加もと いうこ とで したので 、ぜひそ の辺は 追加

ができる ように進 めてい ただき たい というこ とは要望 してお きま

す。今回 の生産緑 地の削 減がほ ぼ総 合計画ど おりなの かどう か、

そのあた りがわか らない ので、 もう 一度お答 えくださ い。

【角倉公園 緑地課 長】 補足 でご説明 をさせて いただき ます 。毎年

度でござ いますけ れども 、この ５月 近辺で行 う生産緑 地地区 の報

告議案に つきまし ては、 削除を 中心 にご報告 して、ご 審議を させ

ていただ いておる ところ でござ いま す。この 後、１１ 月、１ ２月

ごろに予 定させて いただ きます 本審 議会につ きまして は、追 加の
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案件につ きまして ご審議 等させ てい ただくと いうこと で予定 して

おります ので、そ ちらの ほうの 案件 は、現在 、農業委 員会の ほう

とも連携 を図り、 追加の 案件に つい て農家の 方のご協 力をお 願い

しておる ところで ござい ますの で、 引き続き 丁寧な対 応をさ せて

いただけ ればと思 ってお ります 。

以上で ございま す。

【委員】 わ かりまし た。改め て、そ のときお 尋ねした いと思 いま

す。

【議長】 他にご 質問ござ いませ ん か。

【委員】 府 ３・２・２の ２号の 都市 計画道路 の影響で ６件の 削除

というこ とでした 。

まず一つ 質問なん ですが 、これ は変 更後の面 積という ことで 減

るという ところが ありま すが、 ゼロ というの は、どこ かに代 替地

となるこ とになる 可能性 がある のか というこ とをお聞 きした いの

と、それ から番号 ５９４ の変更 前面 積がゼロ で、削除 も追加 もゼ

ロで、変 更後の面 積が４ ，１６ ０平 方メート ルになっ ている とこ

ろについ て、改め て理解 ができ なか ったので 教えてい ただけ れば

と思いま す。よろ しくお 願いし ます 。

【議長】 ○○委 員からの ご質問 で す。

【角倉公園 緑地課 長】 まず １点目 の 現況の面 積、今回、都 市計画

道路に当 たってい るとこ ろが減 って いるとい うことで ござい ます

けれども 、こちら につき まして は、 やはり東 京都及び 農業委 員会

のほうと も連携を 図った 中で、 ほか の生産緑 地である とか、 生産

緑地を新 たに追加 をした 後で、 そち らに付替 えなどを 進めて いる
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ところで ございま す。

もう１ 点、番号 の変更 でござ いま すけれど も、もと もとこ の番

号があっ たところ につき まして 、都 市計画道 路で分断 される こと

から、新 たに分断 をする 場合は ５０ ０番台の 番号を追 加して いる

ところで ございま す。そ の辺に おき まして、 新たな番 号を今 回追

加させて いただい たとこ ろでご ざい ます。

以上で ございま す。

【委員】 わかり ました。

【議長】 他にご 質問はご ざいま せ んか。

【委員】 今 回、新たに 買い取 った部 分と、既に取 得して いると こ

ろがあれ ば、それ もお願 いしま す。

【議長】 ただい まのご質 問、ご 答 弁よろし いでしょ うか。

【角倉公園 緑地課 長】 東 八道路 の部 分の生産 緑地の買 取りの 部分

というこ とかと思 います けれど も、 この府３ ・２・２ の２号 の東

京八王子 線につき まして は、も とも と区域内 におきま して生 産緑

地を含む 農地が多 くござ いまし た。 このよう なことか ら、課 題と

しまして は当初か らござ いまし て、 また、生 産緑地の 中では 納税

猶予があ るなど、 本道路 の促進 に当 たっては 当初より 、東京 都及

び農業委 員会、市 の担当 課によ る連 絡体制を 強固に図 り、農 地の

削減をす るのでは なくて 、新た に生 産緑地を 追加する など、 その

ような施 策を進め てきた ところ でご ざいます 。このよ うなこ とか

ら、現在 、生産緑 地と農 地を含 めま して、約 ９０％の 東京都 によ

る買収が 進んでい るとこ ろでご ざい ます。今 後の農地 等につ きま

しても、 東京都か らは、 ほぼ目 途が 立ってい るという ことで 聞い
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ておりま すので、引き続き 残りの 生 産緑地、農 地につ きまして も、

丁寧な対 応に努め るとと もに、 促進 に向けて 進めてま いりた いと

いうふう に考えて ござい ます。

以上で ございま す。

【議長】 よろし いですか 。

【委員】 具体的 に今回の 場合で 、 買い取っ たものは ありま すか、

この中で 。

【角倉公園 緑地課 長】 今回 につきま して、府中市 が特に買 い取る

というも のはござ いませ ん。あ くま でも東京 都の事業 による もの

でござい まして、 １点だ け、お 手元 資料の３ ページを ご覧く ださ

い。３ペ ージにつ きまし ては府 ３・ ４・１６ 号になり ます。 こち

らにつき ましては 、府中市 の都市 計 画道路事 業でござ います ので、

この部分 だけにつ きまし ては府 中市 土地開発 公社のほ うで買 い取

っており ます。

以上で ございま す。

【委員】 わかり ました。

【議長】 ほかに ご質問は ござい ま せんか。 ○○委員 。

【委員】 今度の 生産緑 地の削 除は、おっしゃ るとおり 、道 路、公

共用地と いう形が 多いん ですけ れど も、具体 的な数字 は私も はっ

きり言え ませんが 、大体 が付替 えと いいます か、農地 が移動 した

という形 で収まっ ている ケース が非 常に多く 、珍しい かなと 私は

思ってい ますけれ ども。 特に日 新町 で区画整 理やって いる部 分が

あるんで すけれど も、道 路に売 却す る土地に 関しては そちら のほ

うに移る というふ うな例 も具体 的に ありまし て、思っ た以上 に農
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地が減ら ずに今回 の場合 は済ん でい ると思い ます。

【議長】 ありが とうござ いまし た 。他にご 質問あり ません か。

ないよ うですの で、採 決をし たい と思いま す。

第１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、第 １号議案 には可決 されま した。

続きまし て、日程 第２、 報告事 項の １、府中 都市計画 道路の 進

ちょく状 況につい て、事 務局か ら報 告をお願 いします 。

【金杉土木 課長補 佐】 報 告１の 府中 都市計画 道路の進 ちょく 状況

につきま して、ご 報告い たしま す。 資料の１ ページを ご覧く ださ

い。

１の施 行主体別 進ちょ く状況 でご ざいます が、国、 東京都 、府

中市全体 で３７路 線、延 長７１ ，５ ９０メー トルが計 画決定 され

ておりま す。

完成率に つきまし ては、 国施行 は国 道２０号 の１路線 で、完 成

延長は６ ，７３０ メート ル、１ ００ パーセン トの完成 率とな って

おります 。東京都 施行は １１路 線で 、完成延 長は２５ ，６５ ０メ

ートル、７ ４ .２パ ーセン トの完 成率 でござい ます。府 中市施 行は

２５路線 で、完 成延長 は２６ ，４８ ０メート ル、８ ７ .４パ ーセン

トの完成 率でござ います 。

以上、国 、東京都 、府中 市を合 わせ た３７路 線の全体 完成延 長

は５８，８ ６０メ ートル 、８２ .２パ ーセント の完成率 でござ いま

す。
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続きまし て、２の 路線別 進ちょ く状 況でござ いますが 、３ペ ー

ジの府中 都市計画 道路進 ちょく 現況 図におい て、ご説 明させ てい

ただきま す。資料 ３ペー ジをご 覧く ださい。

最初に東 京都施行 の主な 進ちょ く状 況でござ いますが 、都に 確

認したと ころ、図 面左側 、赤色 の府 中都市計 画道路３ ・２・ ２の

２号東京 八王子線 の西原 町二丁 目か ら西府町 四丁目間 、延長 １，

０３０メ ートルに つきま しては 、平 成２３年 度から平 成３０ 年度

までを事 業期間と し、現 在、用 地取 得を進め ておりま す。用 地取

得率は約 ７割と伺 ってお ります 。

また、東 京八王子 線から 国立市 の桜 通りにつ ながる府 中都市 計

画道路３ ・４・５ 号新奥 多摩街 道線 、延長２ ４０メー トルに つき

ましては 、昨年７ 月に事 業認可 を受 け、平成 ３１年度 までを 事業

期間とし 、現在、 用地取 得を進 めて おります 。図面中 央右側 、東

府中駅東 側の府中 都市計 画道路 ３・ ４・７号 府中清瀬 線につ きま

しては、 平成２５ 年３月 に本線 の供 用を開始 し、現在 、側道 の整

備を行っ ておりま す。

続きまし て、府中 市施行 の主な 進ち ょく状況 でござい ますが 、

図面右上 、府中都 市計画 道路３ ・４ ・１６号 府中東小 金井線 のあ

んず通り と人見街 道の交 差点か ら北 へ向かう 延長７４ ４メー トル

の区間に つきまし ては、 平成２ ２年 度から平 成２７年 度まで を事

業期間と し、現在 、用地 取得を 進め ていると ころでご ざいま す。

用地取得 率は約９ 割でご ざいま す。 また、そ れより北 側の白 抜き

で表示し ています 府中都 市計画 道路 ３・２・ ２の１号 東京八 王子

線までの 延伸部に つきま しては 、都 市計画公 園と都市 計画道 路の
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都市計画 決定が重 複して いるこ とか ら東京都 と協議・ 調整を 行っ

ておりま す。

以上で報 告を終わ ります 。よろ しく お願いい たします 。

【議長】 報 告がござ いまし た。この 件につい て、ご質問 を承り た

いと思い ます。何 かご質 問ござ いま すでしょ うか。

【委員】 １ 点だけ聞 かせて くださ い 。国分寺街道、東八道 路の北

側、赤で 事業中に なって いるん です が、これ は東京都 施行の 道路

だという ふうに思 ってい るんで すが 、現況か ら見ると 事業中 の割

りには余 り進ちょ くが見 えない んで すが、そ の辺、何 か課題 が大

きくある のか、そ れが計 画年度 に対 して、ど のような 状況に ある

のか、教 えてくだ さい。

【塩澤計画 課長補 佐】 東 八道路 の国 分寺街道 の栄町交 番の北 側に

なります けれども 、こち らのほ うに 関しまし ては、東 京都の 交差

点すいす いプラン のほう で事業 に着 手してお りまして 、今年 度、

工事を発 注する予 定とい うふう に伺 っていま す。

以上で ございま す。

【委員】 確認で す。２６ 年度と い うことで すね。

【塩澤計画 課長補 佐】 東 京都北 多摩 南部建設 事務所の ２６年 度事

業の中で 、栄町一 丁目か ら二丁 目の 付近の交 差点すい すい事 業に

つきまし て、今年 度工事 を発注 する 予定と伺 っており ます。

以上で ございま す。

【委員】 ありが とうござ います 。

【議長】 他にご ざいませ んでし ょ うか。

【委員】 府 ３・２・２の ２の道 路に ついて要 望してま いりま した
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ので、改 めて幾つ か聞き たいと 思い ます。今 、進ちょ く状況 につ

いての報 告があり ました けれど も、 現在のと ころ、立 ち退き が進

んでいる と思いま すので 、何軒 の立 ち退き対 象の方が いらっ しゃ

るのか、 そのうち 何軒立 ち退か れた のかとい うのをお 聞きを した

いと思い ます。

二つ目 にお聞き したい と思う のは 、これま でも市民 の方か ら、

甲州街道 と鎌倉街 道と新 しい道 路に 囲まれた 三角地点 の中に 住む

方から、 道路がで きたと きには ３つ の道路に 囲まれた 中の大 気汚

染は相当 なものだ という 心配が 出さ れており ました。 そのこ とに

ついて、 東京都の ほうは 、複合 的な 大気汚染 の環境影 響評価 等の

再調査は やらない という ふうに 判断 をしてい るような んです けれ

ども、そ のことに 対する 市の見 解を 改めてお 聞きをし たいと 思い

ます。

それか らもう一 つ市民 要望と して 、残る方 の思いな んです が、

やはり新 しい道路 に隣接 してい る残 る方は、 健康被害 を心配 をさ

れており ます。そ のこと につい ても 、いつも お宅にい らっし ゃら

ない方な どは情報 が非常 に不足 して おります 。ポステ ィング など

では見落 としてい るよう な方も いら っしゃる ようなん です。 それ

で、今さ らながら かもし れませ んけ れども、 この周知 をして いた

だきたい と思いま す。そ のこと につ いて、何 かお考え はない かど

うかとい うことを お尋ね します 。

以上で す。よろ しくお 願いし ます 。

【議長】 ただ いま○ ○委員 から３点 のご質問 がありま した 。立ち

退きの状 況と健康 に関す ること 、市 民への周 知の要望 ですね 。
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【塩澤計画 課長補 佐】 １ 点目の 用地 の整備状 況でござ います けれ

ども、東 京都のほ うに伺 ってい る中 では、用 地取得率 は約７ 割と

伺ってお ります。

２点目 の三角地 帯の件 でござ いま すけれど も、平成 １９年 に環

境影響評 価等の調 査をし ており まし て、平成 ２２年に 評価書 の告

示、縦覧 を既にし ておる 状況で ござ います。

以上で ございま す。

【楠本計画 課長】 事 業の中 で、残ら れる方で すとか、事 業に絡 む

方のご心 配の関係 でござ います が、 直接事業 者の東京 都のほ うに

お話があ った分は 東京都 のほう で認 知されて いると。 我々の ほう

にもお声 がござい ますの で、そ の件 につきま しては、 逐一事 業者

にお伝え しながら 、東京 都のほ うの 考え方と しては逐 一対応 して

いるとい うことで ござい ます。

以上で ございま す。

【委員】 １点 目なん ですけ れども 、９０軒か １００軒 かあっ たと

思うんで すけれど 、何軒 中何軒 が立 ち退いた のか、再 度お尋 ねし

ます。

それか らもう一 つは、 環境影 響評 価等の調 査につい ては十 分承

知してい ますし、 私の手 元にも あり ます。そ れで、三 角地帯 は複

合的な汚 染になる ことに ついて 心配 している んです。 再度そ の点

について はやって 欲しい という 要望 が何度も 出されて いると 思い

ます。そ のことに ついて 市はど う認 識し、東 京都がや ること だか

らといっ て、市民 の健康 被害に つい て、何ら かの見解 を持っ てい

ただきた いなと思 ってお ります ので 、そこは 要望して おきま す。
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それか ら、問い 合わせ た方に つい て答える というよ りも、 やは

りあなた のところ はこの 道路に 当た りますと いう、そ ういう こと

も沿線住 民の方だ けでも いいで すの で、再度 配布文書 なり入 れて

いただけ たらいい なとい うふう に思 っている ので、そ れも要 望し

ておきま す。答え られる ところ １番 目お願い します。

【塩澤計画 課長補 佐】 １点 目の件数 のことな んですけ れども 、東

京都から 用地取得 率とし て数字 をい ただいて おります ので、 今は

約７割と いう進ち ょく状 況でご ざい ます。

以上で す。

【委員】 わかり ました。

【議長】 よろし いですか 。ほか に ご質問は ございま せんか 。

ないよ うですの で、報 告事項 の１ について は報告了 承とい うこ

とでよろ しいでし ょうか 。

（「異議な し」の声 ）

【議長】 異議ない ようで すので、報 告了承と させてい ただき ます。

続きま して、日 程第２ 、報告 事項 の２、府 中都市計 画公園 ・緑

地の進ち ょく状況 につい て、事務 局 から報告 をお願い いたし ます。

【宮本公園 緑地課 緑化推進 係長 】 府 中都市計 画公園・緑地 の進ち

ょく状況 につきま して、 ご報告 いた します。 報告事項 の２、 資料

の１ペー ジをご覧 くださ い。

表の一 番下の合 計欄で ござい ます が、都市 計画決定 してい る公

園 緑 地 は 、 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 で ９ ０ か 所 、 面 積 は ２ ９ ３ .

９８ヘク タールで ござい ます。平成 ２５年度 に比べ０ .２０ヘ クタ

ール増加 しており ますが 、これ は西 府緑地の 計画決定 面積が 増加
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したこと によるも のでご ざいま す。

次 に 計 画 決 定 し て い る 公 園 ・ 緑 地 の う ち 供 用 開 始 し て い る 公

園・緑地は、平成２ ６年４ 月１日現 在で８６ か所、面積は １４９ .

３９ヘク タールで ござい ます。 平成 ２５年度 に比べ増 減なし とな

っており ます。

次に市民 １人当た りの公 園・緑 地の 面積でご ざいます が、５ .８９

平方メー トルとな り、平 成２５ 年度 ２６市の 市民１人 当たり の公

園・緑地の 面積と 比較す ると、２６ 市１人当 たりの平 均が５ .００

平方メー トルです ので、本市は ０ .８ ４平方メ ートル上 回って おり

ます。ま た、東京 都全体 と比較 する と、東京 都全体の １人当 たり

の平均が ３ .７３平 方メー トルで すの で、これに ついて も本市 は２ .

１１平方 メートル 上回っ ており ます 。

今後とも 公園・緑 地の整 備に努 めて まいりま す。以上 で報告 を

終わりま す。

【議長】 報 告は終わ りまし た。報告 事項の２ について、ご質問 が

ありまし たら、お 願いい たしま す。

ないよう ですので 、報告 事項の ２、 府中都市 計画公園 ・緑地 の

進ちょく 状況につ いてに ついて は、 報告了承 というこ とでよ ろし

いでしょ うか。

（「異議な し」の声 ）

【議長】 異議 がない ようで すので 、報告了承 とさせて いただ きま

す。

続きま して、日 程第３ 、その 他に つきまし て、事務 局から 何か

ございま したら、 お願い いたし ます 。
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【宮本公園 緑地課 緑化推進 係長 】 事 務局から １点 、府中都 市計画

生産緑地 地区の変 更予定 につい て、 ご報告さ せていた だきま す。

今後、 生産緑地 地区の 削除に 伴う 変更が予 定される ものに つき

ましては 、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 、

黒丸でお 示しして ござい ます部 分が 生産緑地 法第１０ 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。

はじめ に１ペー ジ、地 区名は 白糸 台地区、 場所は甲 州街道 の北

側、朝日 町通りの 西側に 位置す る地 区でござ います。

続いて 裏面２ペ ージ、 地区名 は本 町地区、 場所は中 央自動 車道

の北側、 府中第三 中学校 の南西 側に 位置する 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 に伴う 変更

として、 平成２６ 年秋ご ろに開 催予 定の本審 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】 報告 が終わ りまし た。何か ご質問は ございま せんで しょ

うか。

ないよう ですので 、他に その他 とい うことで 、何かご ざいま す

でしょう か。

【委員】 今ま でのお 話を伺 っている 限りで 、生産 緑地が今 回ので

すと、削除 で１ .３ ヘクタ ールぐ らい 少なくな ってしま うんで すね。
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生産緑地 が減って いくと いうこ とで あれば、 農業計画 という もの

も、そう いうもの に伴っ て変更 があ るのかど うか。あ るいは 行政

的な農業 計画に対 する指 導につ いて の変更が あるのか 。あるい は、

そういう ものにつ いて、 長い目 で見 た何か府 中市にお ける農 業事

業に対す る計画と いうも のがあ るの でしょう か。

それから 、もう少 し話を 広げま すと 、日本の 人口が３ 年ぐら い

前から減 少傾向に あるわ けです ね。 そうしま すと、遠 い話で すけ

れども、 ２１００ 年には 現在の 約半 分ぐらい になると 言われ てい

るわけで す。都市 開発は 、今ま では 戦後８０ 何年間、 広角的 な拡

大でずっ と、我々 府中ま で来て 、次 は聖蹟桜 ヶ丘だ、 立川だ いう

ことで広 まってい く。そ ういう こと で我々の 生活が成 り立っ てい

たわけで すけれど も、こ れから は縮 小という ことにな ります と、

当然、広 角的な開 発とか 拡大と いう ことは不 可能にな る、あ るい

は不必要 になって くるわ けです 。そ ういう中 で、首都 圏に密 着し

た市にお ける農業 政策あ るいは 農業 事業とい うのはど うある べき

か、ぜひ 計画的な 面を、 もうち ょっ と我々と しては知 りたい と。

だから、 農地が減 ってい くのは 、こ れはやむ を得ない 事情か も

しれない 。だけど 、それ は根本 的な 今までの 農業計画 あるい は農

業事業計 画と、ど うかか わって いく のかとい うことは 、行政 面の

指導に何 かあるよ うな気 がしま すし 、それから 、今の人 口減少 と、

それから 広角的な 拡大が 、これ から なくなっ ていく、 あるい は不

必要にな っていく という 時代に なっ たときに 、我々が 今直面 して

いるのは 急速な高 齢化社 会で、 在宅 介護など の必要が ある中 で、

例えば、今の生 産緑地 から変更 した ものを、例えば 、中 河原で２ ，
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０１０平 方メート ルの土 地が変 更に なったと 。そうい うもの につ

いて、何 か私有地 であっ たにし ても 、農地を 変更した 際に行 政側

が関わっ て、人口 が減少 しても 発展 していく ための必 要な何 かを

つくると いうよう な、こ ういう 行政 ができな いだろう かと。

例えば、 府中市に は、地 元の商 店街 はたくさ んあるし 伊勢丹 も

あるしと いうこと なんで すけれ ども 、総合的 なスーパ ーとい うの

はないで すね。と いうの は、長 野の 田舎に行 ってみた ら、か なり

のところ にイオン モール という のが ありまし て、そこ に行っ たら

１日遊べ るし、い ろんな 物がそ こに 揃えてい る。私は この近 辺で

ないかと 探したら 、武蔵 村山市 にイ オンモー ルがござ いまし た。

我々車で 行ったら ３０分 足らず で行 けるわけ ですけれ ども、 そう

いうもの を、例え ば２， ０１０ 平方 メートル の農地の ところ へ建

てること は不可能 なのか どうか 。た またま調 布の人で 知って いる

人がいた んですけ ど、Ｊ ＵＫＩ ミシ ンのとこ ろにイト ーヨー カ堂

ができて、すごい 市民の生 活が便 利 になった と言って いるん です。

あそこに 車で行っ たら、 いろん なも のがある という。 府中市 もこ

れから市 民のこと を考え たら、こ う いう生産 緑地の変 更があ って、

それだけ の規模の 土地が あった ら、 そういう ものを誘 致する 。今

度は何か そういう ものの 計画を もっ と考える ことはで きない もの

だろうか と。それ と今１ 点、先 ほど の話で急 速な高齢 化で介 護の

必要な人 がたくさ んいる わけで す。 そういう 人に、例 えば、 住宅

をつくっ て、そこ の一角 か、そ の一 つの中に は介護施 設をつ くる

ような、 そういう 指導を すると か。 それから 、病院も 最先端 の病

院を考え るとか。 どうし ても必 要に なってく ることと いうの は幾
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つかある んです。 そうい うもの を生 産緑地、 土地の活 用で何 かも

っと考え ていくこ とがで きない だろ うかとい うことを 、これ は全

然話が違 って大変 申しわ けない んで すけども 、今の都 市計画 ある

いは生産 緑地の農 業計画 が、本 当に 全くその ままでい いのか とい

うことも 含めて、 ご検討 いただ ける とありが たいなと 。そう いう

ことをお 願いした いとい うこと でご ざいます 。

【議長】 今、○○委員 から大 変大き な要望が ございま した。ど う

ですかね、行政の 立場から 、第６ 次府 中市総合 計画も含 めまし て、

将来含め まして、 何か。

【石川農業 委員会 事務局長 】 た だい まの１番 目のご意 見に対 しま

してです が、府中 市農業振 興計画 と いうもの が別にご ざいま して、

今年度ま での計画 がここ で終了 いた します。 次年度の ための 振興

計画を準 備するの が今年 度から で、 計画を立 てようと 今して いる

ところで ございま して、 ここで 委員 さんが出 そろって まいり まし

た。その 中で、ご 検討を いただ きな がら、た だいまの ご意見 もも

とに今後 の農業振 興につ きまし て、 計画を固 めていき たいと 思っ

ておりま す。

今まで も当然そ の府中 市農業 振興 計画の中 で、逐次 計画準 備も

しており ましたが 、その 少ない 農地 での確か な安全安 心な農 作物

を市民の 方に提供 させて いただ くと いうこと の中では 、ずっ と計

画をして おります 。今後 なおさ ら農 業者の方 が、その 利益を きち

んと追求 できる、 農業だ けでや って いけるよ うな、そ れはか なり

難しいこ とですが 、農業 でやっ てい けるよう な計画を 立てな がら

進めてい きたいと 思って おりま す。
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以上で ございま す。

【楠本計画 課長 】 そ の他の 非常に大 変多くの 貴重なご 意見 、ご要

望の関係 でござい ますけ れども 、ま ず人口減 少の関係 でござ いま

すが、府 中市の場 合は、 若干増 減率 の関係で はターン してい る部

分はある んですけ れども 、まだ 微増 している 状況でご ざいま す。

ただ、市 民委員さ んがお っしゃ られ るように 、これか ら先人 口減

少の世界 というの が日本 全体で 続い てござい ますので 、そう いっ

たところ を見なが ら、例 えば、 高齢 化の関係 でござい ますが 、ち

ゅうバス を利用し たコン パクト なま ちづくり ですとか 、ある いは

駅周辺の 関係のバ リアフ リー、 ある いは先ほ ど民間の 企業名 が出

ていまし たけれど も、そ ういっ た関 係でござ いますと 、基地 跡地

の関係で すとか、 今日の 委員さ んの 中にも、 議会の中 でお話 し合

いをしな がら進め ていた だいて いる ところで ございま す。第 ５次

府中市総 合計画を 引き継 いで第 ６次 府中市総 合計画、 今年度 から

スタート していま すけれ ども、 そう いったと ころに引 き継ぎ なが

ら、市民 委員さん ご心配 のよう なご 意見も含 めて対応 をして いる

ところで はござい ます。 貴重な ご意 見いただ いており ますの で、

これは所 管部署に お伝え いたし ます 。

以上で ございま す。

【議長】 ○○委 員。

【委員】 農地が減 少する のは現 実数 字で表れ ているん ですけ れど

も、情報 として、 一昨年 度です けれ ども、農 林水産省 の都市 農業

の振興に 関する検 討会に おいて、中 間報告が 発表され ており ます。

それはホ ームペー ジで閲 覧でき ると 思います けれども 、そこ に、
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今後の都 市農業、 どうい うふう な形 で考えて いくかと いう基 本の

考え方が 出ていま す。そ れの一 端、 私も正確 には事は 覚えて ない

ですけれ ども、都 市には 農地が あっ て当たり 前という 考えで 、国

土交通省 はこれか ら先考 えてい くと いうふう な話を聞 いてい ます。

それはホ ームペー ジか何 かでご 覧に なれば見 れると思 います けれ

ども、農水 省も同 じような 形で、見直 しをやは り行って おりま す。

国の農地 法とか都 市計画 法が大 元に あって、 都も市も 左右さ れて

しまいま すので、 その見 直しを やっ ていると いうこと が一つ あり

ます。

もう一 つは、都 市に農 地を残 して おきたい と、農業 委員会 はそ

う考えて おります けれど も、そ のた めにはや はり基本 法をつ くら

なければ 幾らやっ ても無 理だろ うと 。そのた めに、都 市農地 農業

基本法を つくりた いとい うこと で現 実に動い ており、 素案を 農業

委員会と しては情 報提供 でいた だい ておりま す。ただ 現実に はな

かなか進 んでない という のが現 状な んですけ れども、 そんな 形で

農業委員 会として は、な るべく 残る ような形 で法整備 をしな い限

り無理で はないか という ことで やっ ておりま す。

【議長】 ○ ○委員か らの提 案、あり がとうご ざいまし た。ほか に

何かござ いますか 。

ないよ うですの で、終 わりた いと 思います 。

本日の 日程は以 上でご ざいま す。

委員の 皆様方に は、大 変ご多 用の 中をご出 席いただ き、ま た、

貴重なご 審議を賜 り、厚 く御礼 を申 し上げま す。

本日の 府中都市 計画審 議会を 閉会 とさせて いただき ます。
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ありがと うござい ました 。

午後３時 ００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    ○   ○    ○   ○


