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午前１０時００分 開会  

【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

りご挨拶を申し上げます。  

【都市整備部まちづくり担当参事】 委員の皆様、おはようござい

ます。都市整備部まちづくり担当参事の深美でございます。  

本日は月初めの大変お忙しい中、また足元のお悪い中、審議会

にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。  

本日の案件は審議事項、報告事項、それぞれ１件ずつでござい

ます。よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げまして、

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。  

【計画課長】 ご審議いただく前に、警視庁の人事異動に伴いま

して、○○前府中警察署長に代わり、○○府中警察署長が１０月

４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】 皆様、おはようございます。本日は都市計画審議会に、

月初め、また足元の悪い中、このようにお集まりいただきまして

大変ありがとうございます。ではこれから始めていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。  

 ご審議いただく前に、ただいま警視庁の人事におきまして、○

○前府中警察署長に代わり○○府中警察署長が委員に委嘱されま

したので、一言ご挨拶を願いたいと思います。  

【○○委員】 皆さん、府中警察署長の○○でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。  



 2

都市計画審議ということなので、府中市の都市がいろいろと変

わっていくということになると思います。都市の計画が変わると、

警察にとっては交通量が変わり、稼働人口が増減するということ

で、いろんな人間と車が入って来るというような状況になります。

都市計画が変わると、我々にも変化が訪れるということで非常に

興味があるところでございます。せっかくの機会でございますの

で、現在の府中警察署の取り扱いにつきましてご報告させていた

だきます。  

 目黒区で発生しましたストーカー殺人事件、皆さん御存じのと

おりでございますけれども、人身安全関連事案と言いまして、警

察に来られる相談の方を我々が受けとめているわけです。府中警

察署の人身安全関連の相談は１０月末で約２，２００件あります。

数の多さでは警視庁で第７番目というところです。約７００件が

パトロール要望です。例えば、簡単に言いますと、私、明日から

旅行に行くのでちょっと家のところを見回ってくださいというパ

トロール要望を含めまして、約７００件がそういう要望でござい

ます。その他、ストーカー、家庭内暴力、高齢者虐待、児童虐待

を含めまして、約８００件がそのような人身安全関連事案で、毎

月５件ぐらいずつ新しい懸案が入ってくるというような状況にな

ります。１件がなかなか終わりませんので、１件終了するのに１

年とか２年ぐらいかかるようなものが約８００件あります。対応

を一つ誤ると、非常に厳しい話になってしまいまして、そういう

ことが日常茶飯事に今起きています。これは多分府中市だけでは

なくて、府中警察署は第７位ということでありますけれども、新

宿などの他のところはもっと多いというような現状であります。  
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 もう一方、事件、事故につきましては、自然死以外でお亡くな

りになる方が非常に多くいらっしゃいます。８月中に３１人の方

が亡くなられまして、この取り扱いは警視庁第１位ということで、

１日１件の方がお亡くなりになっているという現状でございます。

昨日は一晩で３人というところですけれども、益々高齢化が進ん

でいるような現状です。それも密閉されたマンションの中でお亡

くなりになる方が非常に多くて、なかなかすぐには発見されない

というのが現状でございます府中市もだんだんと人口が増えてい

る中で、そういう方も多くなってきているというのが現状でござ

います。  

 また一方、従来の交番、駐在所の配置もこのまま、駐在所は朝

日町とか四谷地区などの高速道路の下のほうには駐在所がありま

すが、高速道路の南側のほうはどんどん住宅が多くなってきてお

りまして、そこで事件、事故がよく発生しているというのも現状

でございます。この前は、車上狙いをずっと繰り返していた指名

手配犯を検挙しております。また、この３日間で覚せい剤使用の

被疑者を２件検挙しているというところで、府中市はのどかな三

多摩地方というところでしたが、新宿から電車で２０分というよ

うな立地条件を含めまして、ますます都市化しているのが感じら

れるところでございます。また、将来的に朝日町のところには大

型商業施設ができるということで、多磨駅という開発が進んでい

ないところに商業施設が建つということで、これからますます交

通量と稼働人口が増えてくるというのが予想されます。我々警察

も都市計画について積極的に参加させていただいて、ご意見を伺

いたいというところでございますので、ぜひ皆様方、ご指導よろ
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しくお願いいたします。  

【議長】 ○○委員、ありがとうございました。大変参考になりま

した。  

 それでは、会議に入っていきたいと思います。  

本日の会議にあたり欠席の連絡が入っております。２番の○○

委員、そして、８番の○○委員のお二人から欠席の連絡が入って

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、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】 それでは、本日の議事録の署名について２名指名させて

いただきます。議席番号１６番、○○委員、議席番号１７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、本日の傍聴希望者でございますが、いないという

ことでございます。  

では、これから審議に入っていきたいと思います。  

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。  

【公園緑地課長補佐】 それでは、ただいま議題となりました、第
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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、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１号議案、資料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１００ .１４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１２件、削除する面積は約１０，７９０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

削除するものでございます。  

 ２ページをお開きください。  

続きまして、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１２件、追加する面積は約６，６７

０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
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一覧表にまとめたものでございます。  

 ４ページの「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４５９件から４５

８件となり、１件の減、府中市全体の生産緑地地区の面積は約１

００ .５６ヘクタールから約１００ .１４ヘクタールとなり、約０ .

４２ヘクタールの減となります。  

 なお、追加の指定にあたりましては、農業委員会より本年７月

２８日付で生産緑地として適性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２３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１９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１０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１０月５日から１０月１９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からご説明させていただ

きます。  

【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５ページから１８ページの計画図を表示いたします。  
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 初めに計画図の表示についてご説明いたします。  

 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今回追加を行う区域、赤の塗り

つぶし部分は削除を行う区域となっております。また、図は上が

北となっております。それでは図面中央下側をご覧ください。  

 番号３、地区名、多磨町。西武多摩川線の東側、多磨町公園の

南側に位置し、地区の一部、約１００平方メートルを追加するも

のです。  

 次に図面中央上側をご覧ください。  

 番号５４７、地区名、多磨町。西武多摩川線の東側でアメリカ

ンスクールの北西側に位置し、市道１－１３９号の拡幅工事に伴

い、地区の一部約５０平方メートルを削除するものです。  

 次に図面左側をご覧ください。  

 番号４１、地区名、紅葉丘。西武多摩川線の西側で紅葉丘北公

園の東側に位置し、都市計画道路府中３・４・１６号線の工事に

伴い、地区の一部約２４０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。図面中央下側をご覧ください。  

 番号２６、地区名、紅葉丘。府中３・４・１６号線あんず通り

の西側、府中第二中学校の東側に位置し、地区の一部約９９０平

方メートルを追加するものです。  

 次に図面中央をご覧ください。  

 番号３２、地区名、紅葉丘。府中第二中学校の北側、都営府中

紅葉丘一丁目第２アパートの西側に位置し、平成２７年１２月１

日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８８０平方メートルを削除するものです。  



 8

 次に図面中央上側をご覧ください。  

 番号５６５、地区名、紅葉丘。紅葉丘文化センターの南側、紅

葉丘第３公園の北東側に位置し、平成２８年３月９日主たる従事

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

１，３５０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。図面左側をご覧ください。  

 番号６５、地区名、白糸台。国道２０号の南側、西武多摩川線

の西側に位置し、地区の一部約２５０平方メートルを追加するも

のです。  

 次に図面右側をご覧ください。  

 番号７５、地区名、白糸台。国道２０号の南側、榊原記念病院

の南西側に位置し、平成２８年５月２日主たる従事者の死亡によ

り買取り申出がなされたもので、地区の全部約１，１５０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１２１、地区名、押立町。南白糸台小学校の南西側、府中

東高校の北側に位置し、平成２８年５月２日主たる従事者の死亡

により買取り申出がなされたもので、地区の全部約１，９４０平

方メートルを削除するものです。  

 ９ページでございます。図面中央右側をご覧ください。  

 番号１５１、地区名、小柳町。小柳小学校の東側、府中第六中

学校の南西側に位置し、平成２７年１２月１日主たる従事者の死

亡により買取り申出がなされたもので、地区の一部約１，０９０

平方メートルを削除するものです。  

 次に図面中央左側をご覧ください。  
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 番号１５２、地区名、小柳町。小柳小学校の西側、西武多摩川

線の東側に位置し、平成２７年１２月１日主たる従事者の死亡に

より買取り申出がなされたもので、地区の一部約１，１８０平方

メートルを削除するものです。  

 １０ページでございます。  

 番号５２９、地区名、是政。府中第八小学校の北側、府中３・

４・４号線しみず下通りの南側に位置し、地区の一部約１７０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６００、地区名、緑町。都立府中の森公園の西側、三本木

保育所の南東側に位置し、地区の全部約６３０平方メートルを追

加するものです。  

 １２ページでございます。  

 番号５９９、地区名、緑町。八幡宿公園の東側、みどり幼稚園

の西側に位置し、地区の全部約９５０平方メートルを追加するも

のです。  

 １３ページでございます。図面右側をご覧ください。  

 番号２８５、地区名、矢崎町。矢崎幼稚園の南側、中央自動車

道の北側に位置し、平成２８年５月９日主たる従事者の死亡によ

り買取り申出がなされたもので、地区の全部約６５０平方メート

ルを削除するものです。  

 続きまして、図面左側をご覧ください。  

 番号３０２、地区名、南町。中央自動車道の南側、府中８・６・

３号線下河原緑道の西側に位置し、地区の一部約５５０平方メー

トルを追加するものです。  
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 １４ページでございます。  

 番号３７８、地区名、住吉町。東電中河原変電所の東側で主要

地方道１８号新府中街道の西側に位置し、狭あい道路拡幅整備事

業に伴い、地区の一部約１０平方メートルを削除するものです。  

 １５ページでございます。図面左側をご覧ください。  

 番号４２０、地区名、四谷。四谷保育所の南東側、四谷文化セ

ンターの南側に位置し、地区の一部約４３０平方メートルを追加

するものです。  

 続きまして、図面右側をご覧ください。  

 番号６０１、地区名、四谷。四谷文化センターの南東側、四谷

防災センターの南側に位置し、地区の全部約６００平方メートル

を追加するものです。  

 １６ページでございます。図面中央上側をご覧ください。  

 番号４７７、地区名、日新町。日新町第２公園の南側、日新小

学校の北西側に位置し、地区の一部約２７０平方メートルを追加

するものです。  

 続きまして、図面中央下側をご覧ください。  

 番号４４４、地区名、四谷。日新小学校の南西側、府中３・４・

３号線主要地方道２０号の北側に位置し、地区の一部約１，６７

０平方メートルを追加するものです。  

 １７ページでございます。図面中央上側をご覧ください。  

 番号５３３、地区名、日新町。府中３・４・６号線くすのき通

りの東側、西府文化センターの西側に位置し、地区の一部約６０

平方メートルを追加するものです。  

 続きまして、図面中央下側をご覧ください。  
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 番号４１５、地区名、四谷。日新町公園の南東側、中央自動車

道の北側に位置し、平成２７年１１月３０日主たる従事者の死亡

により買取り申出がなされたもので、地区の一部約１，２３０平

方メートルを削除するものです。  

 １８ページでございます。  

 番号５０８、地区名、西府町。都立多磨療育園の北側で府中第

十中学校の南東側に位置し、西府農業公園（仮称）の用地取得に

伴い、地区の一部約１，０２０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。ただいま第１号議案につきま

して議案の説明が終わりました。  

それでは、これから審議に入っていきたいと思います。ご質問

ございませんでしょうか。  

【○○委員】 丁寧にご説明いただいてありがとうございます。生

産緑地、相続等で買取りの申出、やむなく廃止ということについ

ては、ある程度やむを得ないと感じております。そんな中で、今

回かなり追加もあるということで、今日農業委員会の会長さんご

欠席ですが、農業委員の皆さんもご苦労されているのかなと思っ

ているところです。  

確認ですが、相続等の関係以外のところで、住吉町のところは
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狭あい道路の拡幅ということで説明がありましたが、５４７番の

多磨町のところの道路も狭あい道路の拡幅ということでよろしい

のでしょうか。あと都市計画道路の３・４・１６号線の関係のと

ころですが、ここの都市計画道路の進捗状況と、今後の見通しに

ついて、予定通りか、いつごろ開通するのかというところがわか

れば教えてください。  

【議長】 ５４７番の適用の中で一部削除、精査１００平方メート

ル減となっていますが、このことについてと、もう１点は３・４・

１６号線の進捗状況、２点質問がございました。お答えをお願い

します。  

【公園緑地課長】今回の生産緑地の削除のうち、相続によるもの以

外というものは３件ございます。今、委員からご質問いただきま

したように、紅葉丘の都市計画道路事業に伴うものが１件、それ

と多磨町の生活道路の拡幅に伴うものが１件、それと住吉町では

狭あい道路の拡幅に伴うものが１件ということで、この３件が今

回相続以外の府中市の取得によるものでございます。  

【都市整備部次長兼土木課長】 都市計画道路３・４・１６号の今

後の見通しでございますが、今回、削除いたします紅葉丘北公園

の部分につきましては第一期区間ということで、平成３５年３月

までの事業認可期間で事業を進めているところでございます。現

在の用地取得率は約９６％の状況で、今年度より工事説明会を開

催したところで、電線共同溝の工事に入ってまいります。細かく

言いますと、７４４メートル区間を４工区に分けまして、用地が

取得できている箇所から順次電線共同溝の工事に入ってまいりま

す。今のところ工程としては順調に進んでいる状況でございます。 
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【○○委員】 ありがとうございました。  

【議長】 そのほかご質問等ありますでしょうか。  

【○○委員】 今回、新規追加３件ございますけれども、削除に関

してはプロセスも大体わかりますが、新規追加について、そこに

至るまでのプロセスを簡単で結構ですので、教えていただきたい

と思います。既に畑があって、それが生産緑地という位置づけに

変わっていくのか、全く違うものが生産緑地というものに変わっ

ていくのかということと、ここに至るまでのプロセスをお伺いし

たいと思います。  

【公園緑地課長】 追加につきましては、現在市内にございます市

街化農地がまだ１４９ヘクタールございます。このうち本日ご審

議いただきまして、削除・追加後の面積が約１００ .１４ヘクター

ルでございます。ということは、まだ約４９ヘクタールほど市街

化農地が残っておりますので、引き続き農業委員会を通じまして、

各農家の方に、ぜひとも生産緑地の追加指定をしていただきたい

ということで、ご協力を働きかけているところでございます。平

成２６年度に議会に第３次農業振興計画をご報告させていただき

ましたけれども、この中で５０年後に府中市としても農地を確保

していきたいということで、ご提言させていただいておりますの

で、引き続き農家あるいは農業委員会にもご協力をいただきなが

ら農地を確保していきたいと考えております。  

【○○委員】 よくわかりました。ありがとうございます。  

【都市整備部次長兼土木課長】 先ほどの３・４・１６号の事業期

間の訂正をさせていただきたいと思います。大変申しわけござい

ません。  
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３・４・１６号の一期区間の事業期間は平成３１年度末まで、

３２年３月３１日まででございます。ちなみに３・４・１６号の

二期区間、市道１－１３１号から北の東八道路までの間について

は３４年度末でございます。大変失礼いたしました。  

【議長】 訂正ということです。  

ほかにご質問はございませんでしょうか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】 ないようですので、採決したいと思います。  

 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」と呼ぶ者あり）  

【議長】 異議なしと認め、よって第１号議案は可決されました。 

 続きまして、日程第２報告事項「府中市都市計画審議会の部会

の設置について」、事務局から報告願います。  

【都市計画担当主査】 それではただいま議題となりました、日程

第２報告事項「府中都市計画審議会の部会の設置について」、お手

元の資料に基づきご説明させていただきます。  

 初めに１の「趣旨」につきましてご説明いたします。  

 本市では、府中市人口ビジョンに示した人口減少・少子高齢化

の進展に対応するとともに、府中市公共施設マネジメント基本方

針や府中市インフラマネジメント計画などに示した持続可能な都

市施設管理の視点を踏まえたまちづくりをさらに進める必要があ

り、現在府中市マスタープランの改定に向けて検討作業を進めて

おります。このことから、都市計画マスタープランに総合的な都

市経営の考え方を反映させるため、府中市都市計画審議会に、学
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識経験者で構成されたより専門的に検討を行う部会を設置できる

ようにいたします。  

 続きまして２の「内容」についてご説明いたします。  

 （１）の「部会の設置」につきまして、審議会は都市計画に係

る特定の事項を審議するため必要に応じて部会を設置できるもの

とし、来年度に都市計画マスタープランの改定に係る検討を行う

ための部会を設置したいと考えております。  

 次に（２）の「委員の構成」につきまして、部会を構成する委

員は、審議会の委員及び臨時委員のうちから審議会の会長が指名

するものといたします。委員につきましては専門性を有する学識

経験者の中から今後調整いたしますが、委員の人数といたしまし

ては８名以内を予定しております。  

 次に（３）の「部会長の指名」につきまして、部会には部会長

を置くものとし、部会を構成する委員のうちから審議会の会長が

指名することといたします。  

 次に（４）の「部会長の職務」につきまして、部会長は部会の

事務を掌理するものといたします。  

 次に（５）の「部会長の職務の代理」につきまして、部会長に

事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務

を代理するものといたします。  

 最後に３の「実施日」でございますが、平成２８年第４回市議

会定例会に府中市都市計画審議会条例の改正案を上程し、条例を

改正した後、本年度中に部会の委員となる臨時委員の任命など必

要な事務手続を進めまして、来年度に本審議会にお諮りし、委員

指名のご承認をいただく予定で考えております。  
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 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】 ありがとうございました。この件について、ご質問ござ

いませんでしょうか。  

【○○委員】 もう少し具体的に、この部会をなぜ設置するのか、

もう一度ご説明いただきたいのと、府中市総合計画審議会という

のが別途にできていると思いますが、それとはどのような関係に

なるのか。マスタープラン政策に関してはよくわかりますが、こ

の都市計画審議会における部会の設置の目的をもう一度ご説明い

ただきたいと思います。それから専門性について、何をもって専

門性というのか。その点をお聞きしたいと思います。  

【計画課長補佐】 部会設置につきまして、今回、都市計画マスタ

ープランの改定に向けた検討を進める中で、人口減少や高齢化な

どに対応した持続可能な都市経営を実現するというところを考え

ておりまして、都市構造の課題を分析、まちづくりの方針を検討

するために、専門的な見識からより深い議論をしていただくため

に部会を設置するものでございます。設置した部会で議論してい

ただいた内容につきましては、都市計画審議会に報告をいたしま

して、審議いただいた後に都市計画マスタープランに反映してい

くために審議会との連携が重要になることから、今回都市計画審

議会の下部組織として部会を設置することで考えています。  

 総合計画審議会との関係性につきましては、都市計画審議会の

部会の所掌事務につきましては都市計画に関する事項について調

査・審議するということで、総合計画のほうで都市計画に関する

ものが出てくれば両方で審議するような形になるものでございま

す。  
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 専門性につきましては、今回、都市計画審議会の部会として、

都市計画マスタープランについてより専門的な検討を考えておる

ところから、審議事項に関する学識経験を有する部会の委員が適

当であると考えております。  

【計画課長】 補足いたします。  

 まず総合計画との関係でございますが、総合計画の土地利用の

部分については都市計画に委任されております。ですから、総合

計画で審議される内容というのは、都市計画で審議した内容とい

うことになります。そもそも都市計画審議会が審議している事項

は、法定の事項になりますので、都市計画という法定の事項につ

いて審議するのが都市計画審議会です。  

今回高い専門性を求めているというのは、背景といたしまして

は国全体の人口減少があって地方創生を目指して国が舵を切って

おります。そのことから、市も人口ビジョンなど策定しています

が、その部分を今回都市計画マスタープランに反映していきたい

ということでございます。どういう専門性かというところは、都

市経営という観点で検討するということです。これまでの都市計

画は、全体的には開発が堅調に行われるということが前提となっ

て組まれておりますが、その開発も徐々に少なくなってきている

ので、それをどのように都市計画で捉えていくのかという考え方

が、国内の都市計画の専門家の中で活発に議論がされております

ので、そのようなところを入れてまいりたいと考えております。  

【○○委員】 説明はわかりました。部会を設けた中で審議した結

果を、この審議会に報告をいただくということの確認をしたと思

います。  
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これをもって、また府中の将来ビジョンというものも一つ出て

くるのではないかなと考えております。  

【議長】 ほかにご質問はございませんでしょうか。  

【○○委員】 条例との関係でお尋ねしたいと思います。  

 条例改正という説明もありましたけど、どのような条例の改正

を行うのかということが１点。あと提案されている審議会条例の

中を見てみますと、専門委員を市長が任命するとなっております

けれども、ここの説明だと会長が指名するということで、その違

いも教えてください。  

【議長】 ２点のご質問がありました。よろしくお願いします。  

【計画課長補佐】 今回、都市計画審議会条例の改正を行いまして、

部会の設置につきまして、「審議会に定めるところにより部会を置

くことができる」という条項を追加いたします。  

 臨時委員につきましては、臨時委員は審議会に若干名置くこと

ができるということが条例の中に規定されておりまして、「臨時委

員は市長が任命する」となっています。部会の委員につきまして

は、「審議会の会長が指名する」となっております。  

【○○委員】 「部会の設置」という項目は都市計画審議会条例そ

のものにはないように思っているのですけれども、専門委員会と

部会とは別だということになりますか。  

【計画課長補佐】 今回、府中市都市計画審議会条例の中に、今ま

で規定されていない「部会の設置」について追加するような形で

条例改正を考えています。  

【○○委員】 了解しました。  

【○○委員】 都市計画審議会の中に部会をつくるということは専



 19 

門性を高めるという目的でわかりますが、その場合に、この現審

議会のあり方の問題として、その部会で決めたことを単に追認す

るような形になってしまわないか。ここに書いてある「都市計画

に総合的な都市経営の考え方を反映させる」ということについて、

この審議会ではどのような受けとめ方をしていくかということが

大事なことだと思うのです。部会で決められたことを、追認だけ

で終わってしまって、そこで、例えば審議会で意見が出たものを

部会に持ち帰るような状況があるのか。要するに部会で審議して

いる過程が、この審議会にどういう状況で報告されて、意見反映

をどのように行うのか。その辺のところが今のところ全く見えて

いないが、今考えている状況があるのかどうか。十何名ここにい

るわけですから、その中からの８名ぐらいに絞るということは、

半数ぐらいは該当しないし、追認する人が出てきます。その辺を

どうするのかを聞かせてくれないと、いいというわけにはいかな

い。  

【議長】 この都市計画審議会のあり方と部会のあり方について、

どのように検討して、審議され、採決されるのか、お願いします。  

【計画課長】 まず都市計画審議会の委員の関係からご説明させて

いただきます。  

 都市計画審議会委員というのは市長が任命します。ただし、都

市計画審議会というのは、都市計画法、古くは地方自治法になり

ますけれども、法によってある程度の自主性を保障された特別な

審議会になります。この審議会は、市長からの諮問に応じて都市

計画について答申することもあれば、場合によっては建議をする

ことも保障されております。  
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 今回条例改正で考えている内容につきましては、まず臨時委員

というのは市長が任命します。これは法令で決められたものです

が、会議の設立自体は会長が行います。会長が設立を行う際に、

こういう案件に対して、こういう調査を行い、こういう議論を行

うというところを定めて部会を設立します。部会の中で検討を行

い、あるいは事務局のほうで用意した内容をご検討いただいて、

これが適正かなというところで、本審議会に報告いただきます。

審議会には、その審議をされた委員が都市計画審議会委員あるい

は都市計画審議会臨時委員として参加されます。その中で本審議

会が最終的に決定権を持っております。したがって、最初から最

後の審議の過程まで、この審議会が都市計画の中で最終的な権能

を持っております。追認というよりも、専門的な調査を行ってこ

ういう結果が出たというところで、審議会に報告をしていただき、

それから審議をしていただくということになります。  

【○○委員】 法的な位置づけからしても、この都市計画審議会と

いうのは一番上にあるということは重々承知していますが、部会

で真摯にいろいろ専門的に審議してきたことを、上位とは言いな

がら、審議会に報告されてきたときに議論して、ものによっては、

もっと深く審議せよとするには、それ相応の時間を要することに

なるではないか。その辺が結果として単なる追認にならないよう

に、部会の審議状況を、審議会のほうにも随時報告しながら進め

ていただきたい。そこの連携をうまく行い、部会のほうで専門的

に掘り下げたことを、この審議会とのやり取りの中で、委員との

整合性が取れるようにお願いしたい。これからつくっていくので

しょうけど、もとをただせば、なぜ部会が必要なのかというとこ
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ろから、その辺を十分わかりやすく市民のほうにも報告できて、

しかも議会のほうで条例の改正があるわけですから、議会のほう

でも十分そこを理解しないといけないと思うので、十分な説明を

お願いしておきます。  

【議長】 それはとても大事な観点だと思います。これから公共施

設マネジメントやインフラマネジメントがあり、いろんな事例が

出てくると思います。かなり専門的な知識がないと、なかなか話

が進まないということがあると思うのです。そのあたりを臨時委

員も含めて部会で討議していただいて、この審議会に上げてくる

ということだと私は思っています。まだ事例が出ていないので、

ピンと来ないと思うのですけれども、多分これから発生する難し

い事案の中で、この部会の中で検討して報告いただくというふう

に私は感じています。  

【○○委員】 それは会長の考えとしてわかりますが、市の担当も、

きちんとそこをわきまえて、ただ部会をつくりました、そこでこ

うやっていますというだけではなく、この審議会との連携を密に

しておかないと、結果がうまくいこうとしたものがいかなくなっ

てもいけないですから、その辺のお願いをしておきます。  

【計画課長】 部会のルーツとしては、地方分権、平成１２年から、

各市で都市計画審議会に部会などをつくれるようになっておりま

す。平成２０年代に入りまして、いろいろな都市計画の権限が市

に移譲されております。こういった中で対応していかなければい

けないこととなっております。先進的には東京都や政令市のほう

で、こういった形式を取って運営しております。その中でやはり

本審議会と部会の連携というのは非常に重要であると我々も考え
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ておりますので、１件１件案件をお願いするときから、例えば、

素案の段階で、あるいは都市計画決定案の前の段階で、都市計画

決定の案を出すときに、そういう時期を捉えて何回も連携が図れ

る仕組みを考えながらお願いしていこうと思っておりますので、

ご理解いただきたいと思います。  

【○○委員】 市のさまざまな基本方針を決めていくのにはいろん

な審議会をつくってやっていくのでね。それとはまた別の形で、

都市計画の問題点について審議会でやっている内容を、部会にお

いてより掘り下げていきながら、当都市計画審議会と密な連携を

とることをぜひお願いしておきたいということで改めて申し上げ

ておきます。  

【議長】 ほかにご質問等ございますでしょうか。  

【○○委員】 先ほど○○委員の質問と、それに対するご答弁で大

分私も理解はさせていただきました。いわゆる今までの都市計画

の考え方、ハード、新しくつくるということが中心に展開されて

きましたが、これからはもう少し今あるものをどう使っていくか。

恐らくそれは賑わいであるとか、歴史文化、教育、あるいは福祉、

そういったものも絡めながら、よりハードからソフトにシフトし

ていくのかなと感じたところです。今あるものを使っていく、あ

るいは問題があるところを調整していくというところにも、これ

から踏み込んで行くのかなというふうに思っています。今回部会

を設置するにあたっては、今まではハード部分、建設、環境とい

ったところにある程度絞られてやってこられたようなところが、

もう少しすそ野が広がっていくと私は理解をしましたが、その辺

の考え方というのをお聞かせいただけないでしょうか。  
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【議長】 先ほどのお答えの中で土地利用や都市経営という言葉が

出てきていましたが、いかがでしょうか。  

【計画課長】 まちづくりを語る上でハード、ソフトというところ

で切り口はあるわけでございまして、現在の都市計画マスタープ

ランについても、そういう切り口を持っています。ただし、ここ

は都市計画でございますので、ハードをこれから持続していくた

めにはどうやればいいか、都市をどうやって持続させるのかとい

う観点で、中心になるのはやはり都市経営的な考え方になろうか

と思います。その中で関連する部分がソフト部分であれば、その

部分もクローズアップしてご審議いただくということになろうか

と思います。ソフトの部分はそれぞれ計画もありますし、例えば、

関連するところでは景観計画もありますので、都市計画としてや

はりまとめていくものはどれかというような選択になろうかと思

います。  

【○○委員】 結構です。ありがとうございました。  

【議長】 ほかにご質問等ありますでしょうか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】 ないようですので、本件、報告事項でございますが、報

告了承ということでよろしいでしょうか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】 ありがとうございます。  

日程第３その他について、事務局から何かございますでしょう

か。  

【緑化推進係長】 事務局から２点ご報告させていただきます。  

 初めに、府中都市計画生産緑地地区の変更予定についてご報告
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いたします。  

 今後、生産緑地区地区の削除に伴う変更が予定されるものにつ

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、黒丸でお示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。

地区名は四谷地区、場所は四谷西公園の東側、府中３・４・３号

線主要地方道２０号の南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２９年度春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。  

【都市計画担当主査】 続きまして、次回の本審議会の開催予定に

ついてご報告いたします。  

 次回の開催時期は現在のところ未定でございますので、改めて

調整させていただき、日程のご連絡をさせていただきたいと存じ

ます。  

【議長】 ありがとうございます。報告事項が終わりました。この

件につきまして、ご質問等ございませんでしょうか。  

【○○委員】 質問ではなく、お願いなのですけども。１件目の四

谷地区の生産緑地の地図なのですけど、大分古い地図を使ってい

るなという感じがしています。例えば、四谷のショッピングセン

ターも入っていませんし、四谷の墓地も入ってないし、ここ３、
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４年で新たに宅地化されたところ結構あるのですけど、そういう

ところも入ってないので５、６年以上前の地図のように感じるの

で、可能なら最新の地図を使っていただくことをお願いしておき

ます。  

【公園緑地課長】 下図につきましては東京都の都市計画の下図を

使っているところでございますが、見せ方の中で工夫をさせてい

ただきまして、最新の情報等を入れたものを次回からお示しでき

るような形で検討させていたければ思います。  

【計画課長】 ご容赦いただきたいのは、都市計画で議定を行う場

合には、下図は東京都で決まったものがあります。最新ではない

のは我々も理解をしておりますが、その範疇の中で工夫をさせて

いただきたいと思います。  

【議長】 よろしいですか。ほかにご質問等ございますでしょうか。 

ないようですので、報告了承ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

【議長】 ありがとうございます。  

本日の日程は全て終わりました。今日は大変活発な意見をいた

だきまして、いろいろとありがとうございます。  

 では、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。

ありがとうございました。  

午前１０時５５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。  
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