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午後３時 ００分開 会  

【青木計 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 長の久保 よりご挨 拶を申 しあ

げます。  

【久保都 市整備部 長】  委員の 皆様 、こんに ちは。本 日は、 大変

お忙しい 中、ご出 席をい ただき まし て、誠に ありがと うござ いま

す。  

 本日は、平成２ ０年度に なりま し て初めて の会議で ござい ます。

どうぞ今 年度もよ ろしく ご指導 をい ただきた いと思っ ており ます。 

また、４ 月の人事 異動に よりま して 、事務局 のスタッ フも変 わ

りました ので、後 ほど自 己紹介 させ ていだき たいと思 います 。  

本日の案 件は、審 議事項 といた しま して、生 産緑地地 区の変 更

の１件、 報告事項 といた しまし ては 、都市計 画道路の 進ちょ く状

況、並び に公園緑 地の進 ちょく 状況 について の２件、 以上３ 件で

ございま す。よろ しくご 審議を 賜り ますよう お願いを 申しあ げま

して、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。  

【青木計 画課長】  次に 、ご審 議い ただく前 に、事務 局側の 定期

人事異動 に伴いま して、 担当者 に変 更がござ いました ので、 改め

まして事 務局の紹 介をさ せてい ただ きます。  

〔自己紹 介〕  

【久保都 市整備部 長】   

【都市整 備部次長 】   

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】   
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【秋山水 と緑事業 本部長 】   

【大川公 園緑地課 長】   

【平公園 緑地課長 補佐】   

【雫石水 と緑ネッ トワー ク事業 担当 副主幹】   

【竹内土 木課長】   

【山田土 木課長補 佐】   

【高橋建 築指導課 長補佐 】   

【田口建 築課長】   

【萩原管 理課長補 佐】   

【高野管 理課長】   

【板橋政 策課主査 】   

【澁谷政 策課長補 佐】   

【野岡政 策総務部 参事】   

【香取資 産税課長 】   

【戸井田 農業委員 会事務 局長】   

【伊藤都 市計画担 当主査 】   

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】   

【高島地 域まちづ くり担 当主任 】   

【角倉土 地利用担 当主査 】   

【下田地 域まちづ くり担 当主任 】   

【須藤地 域まちづ くり担 当職員 】   

【青木計 画課長】   

 以上、 新たなメ ンバー で対応 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。  
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【議長】 ４月に、ここで 委員を やっ ておられ ました○ ○さん が、

まだ６４ 歳という 若さで 亡くな られ ました。 誠に残念 でござ いま

す。  

それでは 、府中市 都市計 画審議 会を 開催した いと思い ます。  

 今日の 欠席は、 ○○委 員、○ ○委 員、○○ 委員、○ ○委員 、○

○委員の ５名が欠 席とい う連絡 が入 っており ます。会 議の可 否で

ございま すが、定 足数に 達して おり ますので 、有効に 成立い たし

ます。  

 次に、本 日の会 議の議事 録署名 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 ると規定 されてお ります ので、

私のほう 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】  それで は、今 日の議 事録 の署名人 につきま しては 、議

席番号１ ０番の○ ○委員 と、議 席番 号１１番 の○○委 員、お 二方

にお願い したいと 思いま すので 、よ ろしくお 願いいた します 。  

それでは 議事日程 に従い まして 、日 程第１、 第１号議 案、都 市

計画生産 緑地地区 の変更 を議題 とい たします 。議案の 説明を よろ

しくお願 いいたし ます。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  それで は、ただ いま議 題と

なりまし た府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 につきま して、 ご説

明させて いただき ます。  

 初めに、お手元 の第１号 議案の 資 料を確認 させてい ただき ます。

表紙をめ くりまし て、１ ページ でご ざいます が、府中 都市計 画生

産緑地地 区の変更 の計画 書でご ざい まして、 ２ページ は新旧 対照
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表でござ います。 Ａ３判 、片面 刷り の３ペー ジから６ ページ が計

画図とな っており まして 、一番 後ろ の封筒の 中でござ います が、

縮尺１万 分の１の 総括図 となっ てお ります。  

 それで は、１ペ ージに 戻りま して 、全体の 概要と変 更理由 など

につきま してご説 明いた します 。  

 本件の 都市計画 決定で すが、 府中 市が決定 する都市 計画で ござ

います。  

 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１１３ ．４０ ヘクタ ール になりま す。  

 次に、 第２の削 除のみ を行う 位置 及び区域 でござい ますが 、本

表に表示 してある とおり 、削除 とな りますの が４件、 削除す る面

積は、約 ２，６４ ０平方 メート ルで ございま す。  

 その理 由としま して、 公共施 設等 の用地又 は買取申 出に伴 う行

為制限の 解除によ 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 。  

 続きま して、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。変更概 要でご ざいます が、

位置の変 更につい ては新 旧対照 表の とおり、 ２の区域 の変更 につ

いては、 計画図に より後 ほどご 説明 いたしま す。  

 ３の面 積の変更 は、地区 数が４ ８ ３地区か ら４８１ 地区に なり、

２地区の 減となり ます。 府中市 全体 の生産緑 地地区の 面積は 、約

１１３．６７ヘ クター ルから 、約１ １ ３．４０ ヘクタ ールと なり、

約０．２ ７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、本年 ３月３ １日
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付で東京 都知事の 同意を 得てお りま す。  

 また、 都市計画 法第１ ７条の 規定 に基づき 、本年４ 月７日 から

２１日の ２週間、 公告・ 縦覧を 行い ましたが 、意見書 の提出 はご

ざいませ んでした 。  

 それで は、個々 の計画 図の詳 細に つきまし て、担当 主査よ りご

説明させ ていただ きます 。  

【議長】  お願い します 。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  それでは 、府中都 市計画 生産

緑地地区 の個々の 変更に ついて 、パ ソコンを 使いまし てご説 明さ

せていた だきます 。前方 のスク リー ンをご覧 ください 。  

 このス クリーン の図面 は、お 手元 の資料の ３ページ 以降の 計画

図と同じ ものを表 示して ござい ます 。  

 初めに 、計画図 の表示 は、赤 の塗 りつぶし 部分が削 除する 区域

で、図は 上が北方 向とな ってお りま す。  

 番号６ ２、地区名 、白糸 台地区 、位 置は、第二中 学校の西 側で、

甲州街道 の北側に 位置し 、地区 の一 部、約３ ０平方メ ートル を削

除するも のです。 これは 道路用 地と して削除 するもの です。  

 続きま して、地 区番号 ２７９ 、地 区名、是 政地区、 位置は 、Ｊ

Ｒ南武線 の西側で 、総合 体育館 の東 側に位置 し、地区 の全部 、約

１，３８ ０平方メ ートル を削除 する ものです 。これは 、主た る従

事者の死 亡による 買取申 出があ った ものです 。  

 続きま して、地 区番号 ３４８ 、地 区名、西 原町地区 、位置 は、

東八道路 と府中所 沢線の 交差点 の北 西に位置 し、地区 の一部 、約

１２０平 方メート ルを削 除する もの です。こ れは、道 路の拡 幅に

よる用地 取得があ ったも のです 。  
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 続きま して、地 区番号 ４７９ 、地 区名、日 新町地区 、位置 は、

国 立 府 中 イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 西 側 に 位 置 し 、 地 区 の 全 部 、 約    

１，１１ ０平方メ ートル を削除 する ものです 。これは 、主た る従

事者の死 亡による 買取申 出があ った ものです 。  

 以上で 、府中都 市計画 生産緑 地地 区の都市 計画の変 更につ いて

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】  ただい ま議案 の説明 を終 わりまし た。これ より審 議に

入りたい と思いま すが、 ご質問 等を お受けし 、最後に ご討議 をい

ただいて 、採決と いう順 序で終 わり たいと思 いますの で、ま ず最

初にご意 見、ご質 問等ご ざいま した ら、どう ぞ。ござ いませ んで

しょうか 。  

 道路の 拡幅等も あるよ うです 。こ れはある 程度、い たし方 ない

のかなと いう気も いたし ますけ れど も、ほかに はよろ しいです か。 

 なけれ ば、第１ 号議案 につい て採 決したい と思いま すが、 いか

がでしょ うか。よ ろしい ですか 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、第 １号議 案、 府中都市 計画生産 緑地の 変更

について 、原案の とおり 決する こと にいたし たいと思 います が、

よろしい ですか。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。  

 次に移 ってもよ ろしい でしょ うか 。  

（「異議な し」の 声あり）  

【議長】  次に、 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 いて報 告を受 けた いと存じ ますので 、報告 をよ
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ろしくお 願いいた します 。  

【竹内土 木課長】  それ では、 府中 都市計画 道路の進 ちょく 状況

につきま して、お 手元の 表と図 に基 づきご説 明をいた します 。お

手元にお 配りをい たしま した表 と図 をご参照 いただき たいと 存じ

ます。  

 まず、 府中市内 の都市 計画道 路で ございま すが、全 体で３ ７路

線、延長 ７万１， ５９０ メート ルが 計画を決 定されて おりま す。

平成２０ 年４月１ 日現在 の進ち ょく 率は、全 体で５万 ７，０ ０９

メートル 、７９． ６パー セント の完 成率で、 前年度と 比較い たし

まして０ ．４ポイ ントの 増とな って ございま す。  

 次に、 施行主体 別の進 ちょく 状況 でござい ますが、 国につ きま

しては、 国道２０ 号の１ 路線で 、既 に１００ パーセン トの完 成と

なってご ざいます 。  

 都施行 につきま しては 、府中 都市 計画道路 ３・４・ ２２号 、府

中街道で ございま すが、 中央自 動車 道との交 差部の北 側１２ ５メ

ートルを 実施して ござい ます。  

 また、 府中都市 計画道 路３・ ４・ １８号、 小金井街 道でご ざい

ますが、 京王線下 から旧 甲州街 道ま での間１ ６０メー トルが 完成

をしてご ざいます 。  

これによ りまして 、東京 都分は ６９ ．５パー セントの 完成率 と

なりまし て、前年 度末に 比較し て０ ．８ポイ ントの増 となっ てご

ざいます 。  

次に、裏 面をご参 照願い ます。 府中 市施行分 でござい ますが 、

平成１９ 年度の完 成はご ざいま せん が、工事 につきま しては 、東

京農工大 学付属農 場の南 側の府 中都 市計画道 路３・４ ・１３ 号の
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国分寺街 道から２ ８０メ ートル を実 施してお りまして 、今年 度も

引き続き 実施をし てまい ります 。府 中市施行 分は、８ ６．６ パー

セントの 完成率と なって おりま す。  

 今後の 計画でご ざいま すが、 東京 都施行分 につきま しては 、府

中都市計 画道路３ ・２・ ２の２ 号東 八道路で 環境調査 を実施 する

と聞いて おります 。  

 また、 府中都市 計画道 路３・ ４・ ７号新小 金井街道 の京王 線ア

ンダー立 体交差部 など築 造工事 を引 き続き実 施すると 聞いて おり

ます。  

 そのほ か、府中 街道で の交差 点改 良、是政 橋２期下 部工事 など

実施する と聞いて ござい ます。  

 市の施 行計画に つきま しては 、府 中都市計 画道路３ ・４・ １３

号のほか 、西府土 地区画 整理事 業の 一環とし て進めて まいり まし

た府中都 市計画道 路３・ ４・２ ７号 が完成す る見込み でござ いま

す。  

 また、 今後、市 が事業 を進め てい く予定で おります 西武線 多磨

駅西側か ら北に東 八道路 までの 府中 都市計画 道路３・４・１１ 号、

同じく府 中都市計 画道路 ３・４ ・１ ６号につ きまして 、事業 の進

め方、ス ケジュー ル等を 把握す るた め、準備 を進めて まいり たい

と考えて おります 。  

 以上で ございま す。よ ろしく お願 いいたし ます。  

【議長】  ただい ま報告 が終わ りま して、こ の件につ きまし て、

何かご質 問等あり ました ら、ご 発言 をいただ きたいと 思いま す。

はい、○ ○委員さ ん。  

【委員】  ○○で ござい ます。 単純 なことで 大変申し わけな いの
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ですけれ ども、計 画され ており ます 東京都施 行分の道 路の予 定地

をめぐる 問題なの ですけ れども 、素 人の考え で、大変 こうい う場

面では申 しわけな いと思 うので すけ れども、 道路予定 地が売 買を

されてい ますね、 最近、 特に。 道路 予定地と みなされ る土地 が売

買をされ て、しか も、そ こに土 地が 分割され て、家が 新築を され

るという ケースが 、この 府中都 市計 画道路３ ・４・３ 号線の 周辺

では見ら れるわけ ですけ れども 、こ の問題に ついて、 法的な 規制

はもちろ ん、かけ られない ですよ ね。東京都で やる問題 ですか ら、

市として も直接か かわり は持て ない とは思い ますけれ ども、 これ

は静観を されるの でしょ うか。 それ とも何か 法的な規 制とい うの

は可能な のでしょ うか。 その辺 の問 題をちょ っとお聞 きした いと

思うので すが。  

【議長】  それに ついて お答え をお 願いしま す。  

【青木計 画課長】  府中 都市計 画道 路３・４ ・３号で ござい ます

が、都市 計画道路 の第３ 次事業 化計 画で、優 先的に整 備すべ き路

線として 位置づけ をされ ており ます が、現在 、まだ事 業化さ れて

おりませ ん。家を 建てる ことに つい ては、木 造で２階 建てで あれ

ば可能と なってお ります 。  

 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 はござ いませ んか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】  今の○ ○委員 のご質 問で 、ちょっ と関連で 伺いた いの

ですが、 そういう 意味で は、都 道の 府中都市 計画道路 ３・２ ・２

の２号の 国立へ抜 ける部 分とい うの は、先ほ ど環境調 査に入 ると
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いうお話 もあった のです が、事 業化 計画が進 みつつあ ります けれ

ども、そ のような ケース の場合 です と、先ほ どの○○ 委員が おっ

しゃって いた、そ の土地 の売買 とい うことに ついては 、どの 時期

になると 個人個人 ではで きない とか 、何かそ ういう制 約があ るも

のなのか どうか、 参考に 教えて くだ さい。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【久保都 市整備部 長】  いわゆ る都 市計画施 設である 都市計 画道

路内にお ける、い ろいろ な権利 の関 係だと思 いますが 、都市 計画

道路をつ くってい くため には、 まず 都市計画 事業とし ての認 可と

いうこと がありま す。認 可され る前 におきま しては、 移転が 容易

な建築物 、一般的 には木 造の２ 階、 地下がな い、こう いうも のに

ついては 建築が許 可され る、こ うい う権利制 度がござ います 。こ

の間にお きまして も、所 有権等 々の 売買は自 由です。 これの 事業

の認可が 取れます と、も ういよ いよ 工事が始 まります から、 基本

的には、 建築を新 たにす るとい うこ とは、非 常に困難 になっ てま

いります 。もしや るので したら 、当 然、そこ でもって 事業を やる

という認 可を取っ ており ますの で、 事業者に とっては 買収と いう

ことにな ります。 ただし 、権利 関係 の個々の 移転につ いては 、特

に法律的 な規制は ござい ません 。た だ、当然 、道路内 にある とい

うことだ けは、そ の辺の 制限が かか っている というこ とは、 新た

な権利者 に継承し ていく という こと になりま す。  

 以上で す。  

【議長】  よろし いです か。  

【委員】  はい。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。  
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 この話 とは全然 関係が ないか もわ からない けれども 、この 府中

都市計画 道路３・ ５・１ ４号の 刑務 所の北側 のところ を、こ の間

たまたま 通ったら 、あそ こ大分 、歩 道がずっ とできて 、よく なっ

たね。あ そこは小 学校も あるし 、子 どもたち のあれも 危なか った

のだけれ ども、ず っと塀 が内側 へ引 いたので すね。そ れで歩 道が

できて、 大変、通 行する 人たち のた めにはよ くなった ね。例 の、

昔、３億 円事件が 起きた ところ だ。 ちょうど あそこの ところ だ。

よくなり ましたで すね。 まあこ れは 余計なこ とですけ れども 、よ

くなった というこ とを言 ってい るの でね。  

 ほかに はござい ません か。  

 なけれ ば、報告 事項の １、府 中都 市計画道 路の進ち ょく状 況に

ついては 、報告了 承とさ 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。 それでは 報告了承 といた しま

す。  

 次に、日程第 ２、報 告事項（２）、公園緑地 の進ちょ く状況 につ

いて報告 を受けた いと思 います ので 、報告を お願いい たしま す。  

【平公園 緑地課長 補佐】  それ では 、公園緑 地の進ち ょく状 況に

つきまし て説明を させて いただ きま す。  

 例年、 都市計画 公園の 進ちょ く状 況につき ましては 、都市 計画

法に基づ き都市計 画決定 された 公園 緑地と、 都市計画 の位置 づけ

はないも のの、都 市公園 法に基 づき 開設して いるもの 、併せ てご

報告をさ せていた だいて おりま した が、今年度 より見 直しを行 い、

都市計画 公園緑地 につい て報告 をさ せていた だくこと から、 本日

新たに追 加資料を 用意さ せてい ただ きました 。その追 加資料 に基
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づきまし て、ご説 明を申 しあげ ます 。  

 表の一 番下の合 計欄で ござい ます が、都市 計画決定 をして おり

ます公園 緑地は、 平成２ ０年４ 月１ 日現在で 、全体で ８９カ 所、

面積で２ ９３．４ ８ヘク タール でご ざいます 。このう ち供用 を開

始してお ります公 園緑地 は８５ カ所 で、面積 は１４８ ．１５ ヘク

タール、 開設率は ５０． ４８パ ーセ ントとな っており 、昨年 度よ

り０．１ ポイント の増と なって おり ます。  

 内訳と いたしま しては 、下か ら３ 行目の広 域公園の 都立武 蔵野

の森公園 で整備工 事が進 み、０ ．３ ヘクター ル、新た に供用 開始

されたも のでござ います 。  

 次に、 市民１人 当たり の公園 緑地 の面積で ございま すが、 ６．

０５平方 メートル となり 、２６ 市の 市民１人 当たりの 公園緑 地の

面積と比 較します と、２ ６市全 体の １人当た りの平均 が４． ９３

平方メー トルです ので、 本市は １． ２平方メ ートル上 回って おり

ます。  

 また、 東京都全 体では 、１人 当た り平均が ３．７０ 平方メ ート

ルですの で、これ につい ても本 市は ２．３５ 平方メー トル上 回っ

ている状 況であり ます。  

 今後と も、公園 緑地の 整備確 保に 努めてま いります 。よろ しく

お願いい たします 。  

 以上で 、公園緑 地の進 ちょく 状況 の報告を 終わりま す。  

【議長】  ただい ま報告 が終わ りま した。こ れにつき まして 何か

ご質問等 ございま したら 、どう ぞ、 お受けい たしたい と思い ます

ので、よ ろしくお 願いい たしま す。 はい、○ ○委員さ ん。  

【委員】  都市計 画公園 の開設 率と いうのが 出されて いるの です
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けれども 、それぞ れの公 園の種 別に よって、 この開設 率とい うも

のにかな り差があ ります 。例え ば、 もう１０ ０パーセ ントに 近い

９０パー セント台 のもの から、 まだ ４０パー セントに 至らな いよ

うに、非 常に差が あるの ですけ れど も、この 計画公園 を進め るに

当たって 、市とし ては何 か、優 先的 にどの公 園を先行 しなが ら進

めていく とか、何 かその ような 実施 のための 方針とい うもの があ

るのかど うか。ま た、あ るので あれ ば、現在 、どのよ うな公 園を

先行しな がら進め る予定 なのか とい うあたり をお願い いたし ます。 

【議長】 今の ２点で よろしい です か。では 、２ 点につ きまして 、

どうぞお 願いいた します 。  

【大川公 園緑地課 長】  府中市 の公 園整備の 基本的な 考え方 でご

ざいます が、現在 、府中 市では 「緑 の基本計 画」に基 づく整 備を

進めると いうこと でござ います 。  

 「緑の 基本計画 」では 、まず は市 内につい て、歩い て行け る範

囲の公園 を優先的 に整備 するこ とを うたって おります 。ここ の区

別でいい ますと、 街区公 園でご ざい ます。お かげさま で、街 区公

園につき ましては 、供用 率にあ りま すとおり 、１００ パーセ ント

近く整備 が進んで おるわ けでご ざい ます。  

 問題と しまして は、今、ご 指摘が あ りました ように 、近隣 公園、

この整備 が立ち後 れてい るとい うこ とでござ います。 これか らは

近隣公園 の整備率 をいか に高め るか というこ とが、府 中市の 基本

的な課題 ではない かと、我 々もと ら えておる ところで ござい ます。 

 もとに なる「緑 の基本 計画」 につ きまして 、平成１ １年に 策定

し た も の で ご ざ い ま す が 、 約 １ ０ 年 近 く が た ち ま し た 。 今 年 度 、

「緑の基 本計画」 の見直 しを始 めて おります 。その中 で、課 題と



 16 

なってお ります近 隣公園 の整備 、そ れからも う一つ、 緑地の 整備

が立ち後 れている わけで ござい ます 。では緑 地はどう いうも のか

と言いま すと、多 摩川の河 川敷、それ から大國 魂神社の 境内と か、

そういう ところが 都市計 画決定 され ているわ けですけ れども 、事

実上、保 全されて いるこ とで、 これ は整備と いうこと ではな くて

もよいの ではない かとい う考え 方も あるので はないか 、そん な点

も含めて 、今年度 から「 緑の基 本計 画」を見 直し、こ れから の府

中市の公 園、緑の 整備を いかに 進め たらいい かを、さ らに検 討し

ていきた いと考え ており ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。追 加で 、はい、 どうぞ。  

【委員】  どうも ありが とうご ざい ます。  

 そうし ますと、 新たな 「緑の 基本 計画」の 中で、公 園のあ り方

というも のも再検 討され ていく とい うことな のですけ れども、今、

結構、温 暖化の問 題です とか、 その 中での緑 を増やす という こと

も、すご く言われ たりし ており ます し、あと 防災の視 点から 、都

市部でど う空間を つくる かとい うよ うなこと も、課題 に言わ れる

こともあ るのです けれど も、そ の「 緑の基本 計画」の 中で、 １０

年前に計 画を作ら れた時 点と、 状況 がかなり 変わって きてい る中

で、今回 の基本計 画の中 で、主 要テ ーマと言 いますか 、どう いう

まちづく りを主眼 にしな がら、 この 「緑の基 本計画」 を策定 され

るお考え があるの かどう かとい うこ との確認 を１点、 お願い いた

します。  

【議長】  はい、 お願い いたし ます 。  

【大川公 園緑地課 長】  今、ま さに 、その課 題を整理 して、 この
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新しい府 中市の「 緑の基 本計画 」を どのよう に見直し ていく かと

いうこと をスター トさせ るとこ ろで ございま す。  

 おっし ゃられま したよ うに、 温暖 化の問題 、それか ら防災 の観

点、緑、 公園につ きまし ては多 くの 機能があ ろうかと 思いま す。

それぞれ の機能を もう一 度洗い 直し て、新し い「緑の 基本計 画」

を策定し ていきた いと思 ってお りま す。細か な内容に ついて 、こ

れから見 直したい と思っ ており ます 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。細 かい ところは 、これか ら見直 した

いという ことです ね。い ろいろ な角 度から検 討しなけ ればい けな

いと、こ ういうこ とだと 思いま すが ね。  

 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  まだ時 間が早 いので 、今 の質問と 若干関連 して、 府中

市は人口 も増えて います ので、 市民 １人当た りという ような こと

になると 、やっぱ り面積 が、人 口が 増える分 、１人当 たりが 減っ

ていくみ たいなと ころも ありま すの で、いろ いろな意 味で大 変だ

と思いま すけれど も、生産 緑地も 減 って、農地 も減っ ていくの を、

せめて公 園にして とかい うふう な方 向で進め ていただ ければ とい

うふうに 思ってい るので すけれ ども 、具体的 に、例え ば平成 ２０

年度の中 では、ど こか新 たに公 園が 増える見 込み、予 算的に 予定

がしてあ るところ があれ ば、教 えて いただけ ればと思 います 。  

 それか ら一部で 、公園 の遊具 がい ろいろあ ると思う のです けれ

ども、点 検をやっ ている と思う ので すけれど も、昨年 か何か 、ス

ポーツ遊 園で事故 があっ たりと かと いうこと もありま したの で、

改めて、 その公園 の遊具 等の点 検は どのよう に行って いて、 その
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安全性と か、そう いうと ころで 問題 があると ころはな いのか とい

うことを 、もう１ 点、お 尋ねし たい 。  

 もう１ 点、これ はちょ っとロ ーカ ルで申し わけない のです けれ

ども、四 谷の五丁 目に四 谷さく ら公 園があり ますけれ ども、 前か

ら多摩川 のほうか らしか 入れな く、 広い割に はそんな に利用 され

ていなく て、もっ たいな いので はな いかと。 住民側と いうか 、反

対側から 公園に入 れるよ うにな らな いですか というこ とで要 望し

ています 。どうも その後 、進ん でい ないよう な印象を 受ける ので

すけれど も、どう なって いるの か。 ちょっと ローカル で申し わけ

ないです けれども 、この 際、教 えて いただけ ればと思 います 。  

 以上で す。  

【議長】  以上３ 点につ いて、 お答 えをお願 いします 。  

【大川公 園緑地課 長】  １点目 の、 今年度の 公園計画 でござ いま

すが、天 神町で授 産所が ござい まし た。授産 所の跡地 を多目 的広

場にする というの が一つ ありま して 、今年度 の予定に 入って おり

ます。  

 それか らもう一 つは、 郷土の 森公 園、総合 体育館の 東側で 、桜

の広場、 桜を中心 とした 広場の 整備 を、ちょ うどバス の折り 返し

所の南側 あたりを 、今年 度、少 し手 をつける 予定でご ざいま す。

行く行く は、桜を 中心とし た広場 が 整備され る予定で ござい ます。 

 新しい 公園整備 は、そ の２カ 所で ございま す。  

 もう１ 点、遊具 の点検 のこと でご ざいます が、府中 市の公 園の

遊具の点 検につき まして は、大 きく は二つで す。一つ は、市 の職

員が点検 すること 。その中 の１つ が 日常点検 です。そ して年２ 回、

一斉に、 約３週間 ほどの 期間を 決め て、全部 の公園を 職員が 一斉
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に点検を する。こ れが２ 本目の やり 方で、春 の点検を 現在、 今ち

ょうどや っており ます。 今月い っぱ いかけて 全部の点 検をや る予

定でござ います。  

 それか らもう一 つ、こ れが一 番、 実はあり がたいこ とでご ざい

ますが、 地元の方 々が日 ごろ、 公園 の中にあ る遊具と か、砂 場と

か、植え 込みとか 、そう いうも のを いつも見 ていただ いてお りま

して、そ の方々か らのご 連絡、 これ が一番、 私どもと しては 正確

で早く対 応ができ るもの です。 職員 の点検と 地元のご 協力を 合わ

せて、大 きく２本 立てで 対応し てい るもので ございま す。  

 三つ目 の四谷五 丁目、 さくら 公園 の出入り 口でござ います が、

前から懸 案になっ ており ます。 北側 の地主さ んとも何 回かお 話を

している のですけ れども 、なか なか 今のとこ ろ進んで いない とい

うことで ございま す。  

 以上で ございま す。  

【委員】  では、 一言。 いろい ろと 努力をさ れて、や られて いる

というこ とで、も うこれ 以上、 この 場では申 しあげま せんけ れど

も、せっ かくある 公園が 、より 多く の市民に 有効に活 用して いた

だくため に、やは りこれ からも いろ いろ検討 していた だいて 、遊

具の見直 し等、ま た、も し、も っと 最近、人 気のある 遊具と か、

そういう ものもあ ります ので、 古く なったも のをそう いう新 しい

タイプに 切りかえ とか、 そうい うこ ともご検 討いただ ければ とい

うふうに 思ってお ります し、四 谷の さくら公 園につい ては、 地元

でよく理 解してい るとこ ろでご ざい ますけれ ども、引 き続き よろ

しくお願 いを申し あげ、 せっか く広 い公園が あるのに 、あま り利

用しにく いとか、 使われ ていな いの です。片 方からし か入れ ない
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ので、ち ょっと怖 いねと いうよ うな 声もある のですよ ね。何 か多

摩川に近 くて、変 質者と かがい て、 ちょっと 逃げ道が なくて 怖い

ね、みた いなこと もある ので、 この 件につい ては地元 からの 声も

あります から、ぜ ひよろ しくお 願い したいと 思います 。  

 以上で す。  

【議長】  どうも ありが とうご ざい ます。  

 ほかに はござい ません か。よ ろし いですか 。なけれ ば、報 告事

項（２）、公園 緑地の進 ちょく 状況に ついては、報 告了承 とさせ 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、報 告了承 とい たします 。ありが とうご ざい

ます。  

 それで は、次に 移りた いと思 いま す。日程 第３、そ の他で ござ

いますが 、事務局 のほう から何 かご ざいます か。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  日程第 ３、その 他とい たし

まして、 基地跡地 利用計 画の状 況に ついて、 生産緑地 地区の 変更

予定につ いて、次 回の日 程につ いて の３件ご ざいます 。  

 その他 の基地跡 地利用 計画の 状況 について 、ご説明 申しあ げま

す。  

 それで は、前方 のスク リーン をご 覧くださ い。調布 基地跡 地及

び府中基 地跡地留 保地に つきま して は、国か ら平成２ ０年６ 月を

目途に基 地跡地利 用計画 を策定 し、 提出する ように求 められ てお

ります。 現在、最 終段階 を迎え つつ あります ので、現 時点で の土

地利用の 方針の概 要をご 説明い たし ます。  

 本来、 資料等に 基づき ご説明 する ところで すが、現 在、図 面な
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どをお示 しできる 状況で はござ いま せんので 、ご理解 いただ きた

いと存じ ます。今 後、議 会に資 料等 が提出さ れた場合 は、改 めて

委員の皆 様に送付 させて いただ きた いと思い ます。  

 １点目 の調布基 地跡地 ですが 、東 京外国語 大学の北 側の地 区に

つきまし ては、面 積が約 ４．７ ヘク タール、 用途地域 が第一 種住

居地域、建 ぺい率 ６０パー セント 、容 積率２０ ０パーセ ントで す。

土地利用 の方針と しまし ては、 本地 域の特性 を生かし 、豊か な緑

に囲まれ た業務機 能を中 心とす る活 力ある都 市空間を 創出し 、に

ぎわいの あるまち づくり を進め てま いります 。  

 ま た 、 榊 原 記 念 病 院 の 東 側 の 地 区 に つ き ま し て は 、 面 積 が 約   

２．３ヘ クタール 、用途 地域が 第一 種住居地 域、建ぺ い率６ ０パ

ーセント 、容積 率２０ ０パーセ ント です。当 該地は 、周 辺の病院 、

学校、福 祉施設な どと一 体的な まち づくりを 進めるた め、公 共公

益的施設 ゾーンと する予 定です 。  

 ２点目 の府中基 地跡地 留保地 につ いては、 面積がお およそ １５

ヘ ク タ ー ル 、 用 途 地 域 が 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 建 ぺ い 率 が   

３０パー セント、 容積率 が５０ パー セントで す。土地 利用の 方針

について は、この 地区を三 つにゾ ー ニングし、北側は 住宅ゾー ン、

中央は周 辺環境と 調和し た研究 施設 のための ゾーン、 南側は 周辺

の公園な どと連続 した公 園緑地 ゾー ンとして 、緑の自 然環境 と共

生できる 土地利用 を目指 します 。  

 なお、 今後の予 定でご ざいま すが 、６月に 開催を予 定して おり

ます平成 ２０年第 ２回市 議会定 例会 で土地利 用計画の 素案を 示し、

その後、 国へ提出 する予 定です 。  

 本審議 会へは、 改めて 土地利 用計 画をご報 告すると ともに 、そ
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れぞれの 基地跡地 利用計 画にの っと った土地 利用を図 るため 、必

要な都市 計画変更 、具体 的には 地区 計画の決 定と、用 途地域 の変

更に伴う ご審議を いただ きます 。  

 報告は 、以上で ござい ます。  

【議長】  この件 につき まして 、何 かご質問 等ござい ますで しょ

うか。あ りました ら、ど うぞ。 はい 、○○委 員さん。  

【委員】  調布基 地につ いてで すけ れども、 前回のと きに、 国家

公務員住 宅の計画 がある という こと をお聞き しました 。今、 言葉

の中で、 土地利用 の方向 付けは 説明 があった のですが 、どう いう

ことなの か、それ とどう いうふ うに 関係があ るのかと いうの がわ

かりませ んので、 もう少 し説明 をし ていただ きたいと 思いま す。  

【議長】 はい 、も う少し詳 しく 、そ の説明を してもら いたい と、

こういう ことです ね。お 願いし ます 。  

【野岡政 策総務部 参事】  前回 、○ ○委員さ んからも ご指摘 を受

けました とおり、 外語大 の北側 につ きまして は、国家 公務員 宿舎

が１，０ ００戸と いう計 画が示 され ておりま す。しか しなが ら、

私どもと しては、 学校で すとか 保育 所ですと か、行政 需要が 拡大

するとい うことで 、基本 的には ノー ですよと いう対応 で進ん でお

るところ でござい ます。  

 そうし た中で、 府中市 長の名 前で 、議会の 決議等を 踏まえ まし

て、財務 大臣に、 何とか 建たな いよ うにお願 いをして いるわ けで

ございま すが、一 定の譲 歩案は 示さ れており ますが、 国家公 務員

宿舎につ いては断 念する という 段階 に、国は 至ってお りませ ん。

そういっ たことで 、国、 東京都 、府 中市で合 意を得た 土地利 用計

画として は、ただ いま定 まって おら ない、こ ういう状 況でご ざい
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ます。  

 しかし ながら、 ６月末 までに は、 地元自治 体として 利用計 画を

出さなけ ればなら ない状 況にご ざい ますので 、当面は 府中市 の考

え方どお りゾーニ ングを させて いた だきたい という方 針のも とに、

今後、６ 月の議会 にお諮 りをし まし て、ご相 談をし、 また、 市民

のご意見 を賜る中 で、市 の方向 性を 定めると 。そして ゾーニ ング

が決まっ た暁には 、冒頭 、説明 があ りました とおり、 地区計 画の

決定です とか、用 途の見 直し等 につ きまして 、この席 にまた お諮

りをして 、決定を いただ くと、 こう いう運び になろう かと思 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】  大分、 鮮明に わかる よう な気がい たします けれど も、

これは市 のほうの 議会で も審議 して いるので しょう。 これか らす

るのです か、この 件につ きまし ては 。そこい らの動向 とにら み合

わせしな がら、両 立して しばら く、 そんなに 時間もな いだろ うけ

れども、 動きを見 守ると いうか 、推 移をずっ と追いな がら、 都市

計画審議 会でも対 応した らどう かと 思います けれども 、いか がな

ものでし ょうか。 市議会 はもう 当然 のことで すね、こ れ。い ろい

ろ審議さ れている と思い ますの で、 大変大事 な問題だ と思い ます

のでね。 どうです か。は い、○ ○委 員さん。  

【委員】  今のご 質問に 関連し てな のですけ れども、 そうし ます

と、６月 の末まで に国に 対して 、市 としての 土地利用 計画を 提出

する。そ うすると 、それ を国は いつ までに、 その計画 内容に 関し

て、国と しての方 針を出 して、 その 先、具体 的に、先 ほど説 明が

あったよ うな用途 地域の 変更で すと か都市計 画決定と いうの は、
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またここ の審議会 にかけ られる のだ と思いま すが、そ の間で 例え

ば周辺住 民の方た ちの意 見を聴 く場 があると か、それ はどの よう

な形で保 障される のでし ょうか 。  

【議長】  大変大 事なこ となの で、 そこら辺 、詳しく 説明し てく

ださい。 地元から もいろ いろ話 を聞 くのかと 、そうい うこと です

ね。  

【野岡政 策総務部 参事】  最初 に、 ６月末ま でに出さ ないと 、地

元自治体 としては 何の利 用の予 定も ないとい うことで 、地主 であ

る国が処 分をする という ことに なり ますと、 先ほどお 話しし まし

たように 、１，０ ００戸 の住宅 です とか、場 合によっ たら、 民間

の開発事 業者のほ うに売 却と、こ う いうこと も想定さ れます ので、

当面、府 中市の考 え方を 、議会 です とか、こ ちらの審 議会の ほう

にもご相 談した中 で、６ 月末ま でに 提出をす る。  

 その案 につきま しては 、ただ いま 国は同意 をしてい ないわ けで

すから、 今後さら に東京 都を交 えた 中で、三 者で引き 続き協 議を

継続して いくとい うこと でござ いま して、そ れについ ては、 最終

的に三者 が歩み寄 らない と、具 体的 な絵は固 まらない 、そう いう

状況だと 思います 。その 三者が 歩み 寄って具 体的な絵 が固ま った

段階で、 私どもの ほうと しては 、パ ブリック コメント ですと か、

これから 計画課長 のから お答え しま すけれど も、所定 の説明 会等

の手続を 経て、こ ちらの ほうに また お諮りす ると、こ ういう 段取

りを考え てござい ます。  

【青木計 画課長】  市民 への説 明と いうこと でござい ますけ れど

も、当該 地には地 区計画 を考え てお りますの で、土地 利用の 方針

が決まり ましたら 、地区 計画策 定の 手続を進 めてまい ります 。手
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続を進め る中では 地域の 方にご 説明 をさせて いただき たいと 考え

ておりま す。  

 以上で ございま す。  

【議長】 はい 。よ く説明を してい た だかない と、あ あでも ない、

こうでも ない、ま た始ま ると大 変だ からね。 よろしい ですか 。大

変大きな 問題にな ろうか とおり ます けれども ね。  

 それで は、動向 を見守 るとい うこ とで、も う少しこ の審議 会で

は、もう 少し成り 行きを 見ると いう か、そう いうとこ ろでど うで

すか。よ ろしいで すか。 今の段 階で は、市議 会も絡ん でいる こと

だし、市 の理事者 側のこ ともあ るし 、国の問 題もある し、地 元の

人たちの 話もよく 聞かな ければ いけ ないし、 東京都の ご意見 等々

あろうと 思います 。この 件につ きま しては、 これでよ ろしい です

ね。今、 結論を出 すとい うわけ では ないので ね。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、次 に移っ てよ ろしいで しょうか 。  

 生産緑 地地区の 変更予 定につ いて 報告を受 けたいと 思いま すの

で、報告 をお願い いたし ます。  

【浅野地 域まちづ くり担 当主査 】  ２点目の 生産緑地 地区の 変更

予定につ きまして ご報告 いたし ます 。  

 本日、 お手元に お配り してお りま す、右上 に「資料 １」と 「府

中都市計 画生産緑 地地区 の変更 （削 除予定） について 」とい たし

ましたＡ ４判の資 料に基 づき、 ご報 告させて いただき ます。  

 ２ペー ジをお願 いいた します 。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 条に基 づく

買取申出 の手続が あり、 現在、 生産 緑地とし ての制限 が解除 され
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ている地 区、もし くは公 共施設 等の 用地とし て取得し た地区 でご

ざいます 。場所は 、府中 所沢線 の東 側、御猟 場道の南 側に位 置し

した地区 でござい ます。  

 続きま して、３ ページ をお願 いい たします 。第十中 学校の 東側

に位置し た地区で ござい ます。  

 続きま して、４ ページを お願い い たします。浅間山 通りの西 側、

人見街道 の南側に 位置し た地区 でご ざいます 。  

 ５ペー ジをお願 いいた します 。富 士見通り の西側、 国立市 境に

位置した 地区でご ざいま す。  

 最後に ６ページ をお願 いいた しま す。サン トリー武 蔵野ビ ール

工場の西 側に位置 した地 区でご ざい ます。  

 これら 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２０年 度１２ 月開催 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】  ただい ま生産 緑地地 区の 変更予定 について 説明が ござ

いました 。これ につき まして 、ご質 問 等ござい ましたら 、ど うぞ。

はい、○ ○委員さ ん。  

【委員】 生産 緑地が 削除、変更を さ れる、そ の手続 でしょ うか。

買取申出 があって 、それ ぞれの 手続 があるの でしょう けれど も、

削除する というと ころま で、公 の、 例えば緑 地ですと か公園 です

とか、道 路に当た るとい うこと は分 かるので すけれど も、そ うで

ない場合 で削除す る、そ の辺の こと について 、ちょっ と説明 をお

願いいた します。  

【議長】  はい、 説明し てくだ さい 。  
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【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  生産緑 地地区の 削除ま での

大まかな 手続でご ざいま すが、 まず 買取の申 出があり まして 、そ

れから１ ヶ月以内 に市が 買い取 るか 買い取ら ないかを 通知し 、３

ヶ月以内 に農家へ の買い 取りの あっ せんを行 い、あっ せんが 不調

だった場 合に、生 産緑地 地区内 にお ける建築 等の行為 制限が 解除

されます 。その生 産緑地 として の機 能がなく なりまし たら、 本審

議会のほ うにご審 議いた だいて 、都 市計画の 中で生産 緑地地 区で

はなくな るという ことに なろう かと 思います 。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 ○○委 員さん 。  

【委員】  流れは 分かっ たので すけ れども、 ５０年後 にも農 業の

あるとい う府中の 大きな 目的が ござ いますね 。その中 で、先 ほど

も生産緑 地の減の ほうは 出てく るの ですけれ ども、な かなか プラ

スという ところが 出てこ ないで すね 。  

 それで 、今、学 校の中 でも、 食育 であると か、地場 の時間 のた

たないも のを食す るとか、いろい ろ 大切なこ とだと思 うので すね。

府中市の ５０年後 にも農 地があ るよ うな手当 てとして 、どの よう

な手当て をしてい るのか 、その 辺に ついてお 聞きした いと思 うの

です。  

 公の施 設で当た って、 やむな く農 業をでき なくなる 、そう いう

場合があ ります。 ですか ら、例 えば 代替地と いうので しょう か、

農業団地 のような ものを 、理想 的か もしれま せんけれ ども、 今の

段階から 整えてお いて、 そして 府中 の中で農 業をやっ ていた だけ

る方にそ こをあっ せんし て、そ こで 安全な食 を子ども たちに 食べ

させると いう、目 に見える 農業と い うのも大 切だと思 います ので、
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一概にす ぐこうい う形で できま すよ というこ とにはな らない ので

しょうけ れども、 計画を 立てて いた だいて、 今、お話 しして いた

だけるこ とがあり ました ら、お 答え いただい て、そう でない もの

について は検討し て、ぜひ 農業が 府 中の中で も継続で きるよ うな、

そんな施 策をとっ 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。  

【議長】  はい、 どうぞ 。  

【戸井田 農業委員 会事務 局長】  農 業委員会 事務局長 でござ いま

す。農政 サイドと いたし まして は、 今年度か ら始まり ました 認定

農業者支 援事業、 これに つきま して は、農地 の保全協 定を結 びま

して、そ の方に対 して支 援する とい う内容の 事業です 。  

 それか ら、従来 から行 ってお りま す生産緑 地地区指 定農地 等振

興事業で 、農地の 保全協 定を結 びま した場合 には、営 農支援 を行

い、こち らは生産 緑地の ほかに 宅地 化農地も １，００ ０平方 メー

トル以上 は、５年 間の保 全協定 を結 びました 場合には 、営農 支援

をしてい くという ような 内容で ござ います。  

 そのほ かに、あ と、私 どもで 考え ています のは、農 家の方 々が

つくった 作物が売 れると いうこ とで 、地産地 消事業と いうこ と、

直売所の 後押し、 それか らあと 、か んがい用 水対策事 業等も 実施

してござ いまして 、なる べく農 地を 残してい ただくと いう考 え方

で進めて ございま す。  

生産緑地 の保存、 今、こ こでご 議論 いただい ています のは、 死

亡に伴い ます生産 緑地の 解除と いう ことです ので、こ れは私 ども

も、相続 等の問題 があり まして 、私 どもも、 すぐ農地 を残し てい

ただきた いという ふうに 農家に もな かなか言 いづらい という とこ
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ろがござ います。  

以上でご ざいます 。  

【委員】  どうぞ よろし くお願 いい たします 。  

【議長】  なかな か難し い問題 で、 前に○○ 委員さん からも そこ

いらは何 回となく 追及さ れてい ると ころでご ざいます 。  

 も っ と 大 き な 問 題 な の で す け れ ど も 、 日 本 の 食 糧 の 自 給 率 が  

４０パー セントか ら３９ パーセ ント に減って しまった と。外 国か

ら輸入し ているけ れども 、外国 で不 作だとか 何とか、 まあ思 惑も

あって、 投機的な ものも あって 、本 当に作物 がとれな いとい うこ

ともある のだけれ ども、 それよ りも 、もうけ るとか、 外国に のど

もとを絞 められて しまっ て、農 作物 等々、日 本はほと んど買 わな

ければど うにもな らない という 状況 ですから ね。もう 本当に 、こ

れからど うやった らいい のかな んて 思うと、 それこそ 大変な 、夜

も寝られ ないよう な思い ではあ ると 思うので す。大き な問題 で、

なかなか これ、府 中だけ では云 々と いうこと はできな いです ね。

そこいら 、○○委 員さん から。  

【委員】  私も○ ○委員 の意見 に、 農業者の 一員とし て賛成 なの

ですが、 ことし、 今まで １年間 を見 てみます と、農地 法第４ 条関

係、自分 で転用し て何か 建物を つく ったり、 駐車場を つくっ たり

する人が １万２， ８５４ 平方メ ート ルあった のですね 。その ほか

に第５条 関係、権 利が移 動して しま う、つま り売って しまっ た農

地が２万 ５，７０ ９平方メ ートル あ るのです ね。合計 ３万    ８，

５６８平 方メート ルあり ます。 この 中に、先 ほど削除 で申し あげ

ました生 産緑地、 ことし は１年 間で ちょうど １ヘクタ ール弱 あり

ます。そ れも含ま れてお りまし て、 ３町８反 、昔の勘 定でい きま
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すと、そ れだけの 農地が なくな って しまった わけです ね。  

 特に、 市がいろ いろ施 設や道 路を つくるた めに、農 家の皆 さん

に頭を下 げて売っ てもら ったり 都合 してもら ったりし て、市 はこ

のように 大きくな ってき ました 。私 たち農家 のおかげ で施設 もよ

くなった と言って も過言 ではあ りま せん。こ れからは 、農家 の皆

さんを市 の人たち が救っ てあげ なけ ればいけ ない。  

 生産緑 地は、も ともと 市が買 い取 る約束で 生産緑地 という 法律

ができま した。そ のため に生産 緑地 を買って いただい て、先 ほど

○○委員 さんの言 われた ように 、学 校の教材 に使った り、ま たは

道路に当 たって、 農家の 人が農 地が 欲しいの に分けて あげら れな

いところ に、事前 に買っ ておい て回 してあげ るとか、 そうい うふ

うな手助 けが、こ れからは 市とし て は絶対必 要だと思 うので すね。

その辺を そろそろ 見直さ ないと、○ ○委員さ んが言わ れたよ うに、

５０年後 に農地は 、５０ 年どこ ろか 、２０年 後が危な いとい うよ

うな、この ４町分 近く１年 間でな く なってし まってお ります ので、

その点を よく肝に 銘じて 、市の 人た ちは考え ていただ きたい と思

います。  

 以上で す。  

【議長】  確かに 、本当 に相続 の問 題が一番 大きいと 思うの です

けれども ね、現実 には。 税法を 変え るとか、 いろいろ なこと 、い

ろいろな 手立てを 考えな ければ いけ ないとは 思うので す。何 とか

しなけれ ばいけな いなと 思って いる のだけれ ども、こ れはど うし

たらいい のですか ね、本 当に。 １カ 所や２カ 所、手を つけた だけ

では、と ても解決 ででき ない問 題だ と思うの ですけれ どもね 。  

 まあ、 毎回毎回 、この 問題は ずっ と引きず ってきて いるよ うな
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問題で、 これとい う決め 手のな いと ころに、 空しさと か歯が ゆい

ところが あるので すけれ どもね 。何 しろ食べ るものが なけれ ばど

うにもな らないの だから 、そこ いら を考えな ければね 。一番 先に

食ありだ からね。 ちょっ と話が あち こち飛躍 いたしま したけ れど

も、食が 一番大事 だろう と思う ので ね。  

 次へい かないと いけな いので 、こ れは消化 不良のま までい きま

すけれど も、よろ しいで すか。 申し わけない 、解決策 がない もの

ね。それ では一応 、一応 ですよ 。報 告了承と 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】  申しわ けござ いませ ん。 では、そ のように 報告了 承と

させてい ただきま す。  

 次に、 次回の日 程につ いてお 願い します。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  次の府 中市都市 計画審 議会

の開催日 程及び案 件につ いてお 知ら せいたし ます。  

 日時で ございま すが、 ８月の 上旬 を予定し ておりま す。  

 案件で ございま すが、 市街地 再開 発事業の 変更意見 照会を 予定

してござ います。  

 以上で ございま す。  

【議長】  この市 街地再 開発事 業の 変更意見 の照会と いうの は、

Ａ地区の ことを指 してい るので すか 。そこい ら、ただ 漠然と 市街

地といっ たって幅 が広い から、 どこ を指して いるのか 、もう 少し

これ、説 明してく ださい 。どこ を主 に。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  府中駅 南口地区 の再開 発事

業でござ いますが 、ご案 内のと おり 、Ａ、Ｂ 、Ｃ地区 のうち Ｂ、
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Ｃ地区に つきまし ては完 了して ござ います。そ れでＡ 地区です が、

こちらの ほうも東 京都決 定の再 開発 で、その 変更を予 定して ござ

いまして 、東京都 から案 が出さ れま す。その 案につい て意見 照会

を府中市 で受けて 、府中 市から 、そ の意見照 会につい てご意 見を

申しあげ る。それ を本審 議会に 付議 させてい ただくと いうこ とで

ございま す。  

【議長】  そのほ かには 、逆に 委員 さんのほ うから何 かござ いま

せんか。 なければ 、終わ らせて いた だいてよ ろしいで しょう か。  

 それで は、大変 ご多用 中、慎 重審 議、ご意 見をいた だきま して

ありがと うござい ます。  

 本日の 都市計画 審議会 を、こ れを もちまし て終わり たいと 思い

ます。  

 次回は ８月の上 旬とい うこと でご ざいます ので、よ ろしく お願

いいたし ます。あ りがと うござ いま した。  

午後４時 ０５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   ○   ○   ○   ○  

 


