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午前１０ 時００分 開会

【楠本計画 課長 】 そ れでは 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、

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 午前中 の会議 開催 にも関わ らず、ま た、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 。

本日の議 案でござ います が、生 産緑 地地区の 変更の他 、本審 議

会にお諮 りし原案 を確定 した後 、都 市計画案 として所 定の手 続を

経て付議 するもの が３件 、その 他と いたしま して報告 事項が ２件

となって おります 。

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】 そ れでは、○○会 長、よろしく お願い いたし ま

す。

【議長】 皆さん 、お はよう ございま す。それ では 、これか ら会議

に入って いきたい と思い ます。 よろ しくお願 いします 。

まず、会 議を開催 するに あたり まし て、本日 の皆様方 の出欠 の

状況でご ざいます が、○ ○委員 と○ ○委員か ら欠席の 連絡を いた

だいてお ります。 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 決めたい と思い ま
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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 事録へ の署名に つきまし ては、議 席

番号１６ 番、○○ 委員、 議席番 号１ ７番、○ ○委員に お願い いた

します。 よろしく お願い します 。

それでは 議事日程 に従い まして 進め てまいり たいと思 います 。

本日は案 件が大変 多くご ざいま して 、また中 身も大変 範囲が 広い

というこ とで、皆 様方に は、ぜ ひ円 滑に進行 ができま すよう にご

協力願い たいと思 います 。どう ぞよ ろしくお 願いしま す。

では、は じめに日 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、 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
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面積は、 約１０１ .６９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１０ ,８ ４０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１３ 件、追 加する面 積は約８ ,８５０ 平方

メートル でござい ます。 追加の 理由 といたし まして、 農業と の調

整を図り 、良好な 都市環 境の形 成に 資するた め、市街 化区域 内に

おいて適 正に管理 されて いる農 地等 を指定す るもので ござい ます。

３ペー ジをお開 きくだ さい。

新旧対 照表でご ざいま すが、 削除 及び追加 する地区 の面積 と位

置につき まして、 変更前 と変更 後を 一覧表に まとめた もので ござ

います。

４ペー ジをお開 きくだ さい。

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、 地区数が ４６５件 から４ ６６

件となり、１ 件の増、府中市全 体の 生産緑地 の面積は、約１０ １ .

８４ヘク タールか ら約１ ０１ .６ ９ ヘクター ルとなり 、約０ .１５
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ヘクター ルの減と なりま す。

なお、 追加指定 にあた りまし ては 、農業委 員会より 本年７ 月１

８日付で 、生産緑 地とし て適正 であ るとの了 承の回答 をいた だい

ており、 削除も合 わせた 本件の 都市 計画変更 案につき まして も、

本年９月 １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９ 月１９ 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 ３日か ら１ ０月１７ 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５ ページ から １４ペー ジの計画 図を表 示い

たします 。

はじめに 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 は追加 する区 域で 、図は上 が北とな ってお りま

す。

それで は図面右 側、番 号２２ 、地 区名、朝 日町、朝 日町公 園の
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西側、朝 日体育館 の南側 に位置 し、 地区の一 部、約１ １０平 方メ

ートルを 追加する もので す。

続きま して、図 面左側 、番号 ４３ 、地区名 、紅葉丘 、あん ず通

りの東側 、白糸台 公園の 北側に 位置 し、地区 の一部、 約６０ ０平

方メート ルを追加 するも のです 。

続きま して、番 号４３ の上側 、番 号５９６ 、地区名 、紅葉 丘、

あんず通 りの東側 、紅葉 丘第２ 公園 と紅葉丘 東公園の 南西側 に位

置し、地区 の全部、約１ ,５ ７０平 方 メートル を追加す るもの です。

６ペー ジでござ います 。はじ めに 右下の凡 例をご覧 くださ い。

赤の塗り つぶし部 分は、 今回削 除を 行う区域 となって おりま す。

それで は、図面 右側、 番号６ ４、 地区名、 白糸台、 品川街 道の

北側、白 糸台駅の 東側に 位置し 、平 成２６年 １月２８ 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５００ 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 ８８ 、地区名 、白糸台 、武蔵 野台

駅の南西 、白糸台 第３公 園の北 東に 位置し、 狭あい道 路拡幅 事業

用地とな り、地区 の一部 、約８ ０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 。はじ めに 図面上側 をご覧く ださい 。

番号７８ 、地区名 、白糸 台、甲 州街 道の北側 、警視庁 警察学 校

の西側に 位置し、 平成２ ５年１ ０月 ３１日及 び平成２ ６年４ 月２

８日に、 主たる従 事者の 死亡に より 買取りの 申出がな された もの

で、地区 の一部、 約３ ,５ ８０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 １０ ０、地区 名、白糸 台、品 川街

道の南側 、京王線 と白糸 台幼稚 園の 北側に位 置し、平 成２６ 年１
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月２８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６ １０平 方メ ートルを 削除する もので す。

続きまし て、図面 右側、 番号５ ４０ 、地区名 、白糸台 、品川 街

道の北側 、榊原記 念病院 と旧甲 州街 道の南側 に位置し 、平成 ２５

年１月２ ８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７ ６０ 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 １８ ０、地区 名、若松 町、浅 間山

通りの西 側、人見 街道の 南側に 位置 し、地区 の一部、 約３０ ０平

方メート ルを追加 するも のです 。

９ペー ジでござ います 。番号 ２５ ５、地区 名、是政 、府中 第八

小学校の 西側、府 中消防 署是政 出張 所の北側 に位置し 、平成 ２６

年１月２ ８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９ １０ 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。

はじめに 図面左上 、番号 ３０９ 、地 区名、南 町、下河 原通り の

西側、南町公 園の南 東側に 位置し、地区の一 部、約１ ,０ ４０平 方

メートル を追加す るもの です。

続きまし て、図面 右下、 番号５ ９７ 、地区名 、南町、 東京都 水

道局府中 南町浄水 所の南 西側、 芝間 稲荷神社 の西側に 位置し 、地

区の全部 、約６０ ０平方 メート ルを 追加する ものです 。

１１ペー ジでござ います 。番号 ４１ ７、地区 名、四谷 、四谷 通

りの南側 、住吉町 第３公 園の南 西側 に位置し 、地区の 一部、 約４

１０平方 メートル を追加 するも ので す。
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１２ペー ジでござ います 。

はじめに 、図面右 側、番 号５０ ３、 地区名、 西府町、 ７小通 り

の東側、 武蔵府中 熊野神 社古墳 の北 側に位置 し、平成 ２６年 １月

２９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６ ３０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５ ０８ 、地区名 、西府町 、都立 多

摩療育園 の北側、 府中第 十中学 校の 南東側に 位置し、 農業公 園用

地の取得 により 、地区 の一部 、約 １ ,３２０平 方メート ルを削 除す

るもので す。なお 、削除 に伴い 、地 区の東側 が、番号 ５９５ 、約

１ ,１６０ 平方メ ートルに 分割と な ります。

続きまし て、図面 左側、 番号５ ９８ 、地区名 、西府町 、都立 多

摩療育園 の南側、 甲州街 道西府 橋の 東側に位 置し、地 区の全 部、

約７２０ 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 。番号 ５７ ７、地区 名、本町 、府中 第

三中学校 の南側、 中央自 動車道 の北 側に位置 し、平成 ２５年 １２

月２６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１ ,００ ０平 方メート ルを削除 するも ので

す。

１４ペー ジでござ います 。

はじめに 、図面 中央上 から反時 計回 りに、番 号５８ ６、５８７、

５９０、 ５９２、 ５９３ 、地区 名、 日新町、 いずれも 府中都 市計

画事業日 新町四丁 目土地 区画整 理事 業の区域 内、都立 府中西 高等

学校の北 側、西側 、南側 に位置 し、 地区の一 部、番号 ５８６ は約

２１０平 方メート ル、番 号５８ ７は 約１２０ 平方メー トル、 番号

５９０は 約１ ,４ １０平方 メート ル、番号５９ ２は約４ ３０平 方メ
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ートル、番 号５９ ３は約１ ,３３ ０平 方メート ルを追加 するも ので

す。

続きまし て、図面 下側、 番号５ ９３ 、地区名 、日新町 、都立 府

中西高等 学校の南 側、中 央自動 車道 の西側に 位置し、 平成２ ６年

１月２８ 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 １ ,４ ５０ 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 。第１号議 案の説明 が終わ りま

した。そ れでは、 これよ り審議 に入 ります。 ご質問は ござい ま

せんでし ょうか。

【委員】 削除を行 う区域 と追加 を行 う区域の 両方に質 問なん です

けど。ま ず削除を 行う区 域につ いて 、市のほ うで買取 ったと ころ

はありま すでしょ うか。 もしあ った とすれば 、その考 えられ てい

る用途に ついてお 答え願 います 。

もう１ 点は、追 加が比 較的に 多い んですが 、これは 地権者 が直

接耕作す るのか。 それと も、市 民農 園等の需 用が高ま って、 そう

いうこと に利用す るのか 。追加 され た理由も わかれば お願い しま

す。

【議長】 ２ 点の質問 がござ いまし た 。削除と追加 の中で、まず削

除のほう からお答 え願い ます。
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【角倉公園 緑地課 長】 ま ず１点 目の 市が買取 ったとこ ろはあ るの

かという ことでご ざいま す。

お手元の 資料で６ ページ をご覧 くだ さい。６ ページの 下段中 央

の番号８ ８でござ います 。こち らに ついては 、狭あい 道路の 拡幅

に伴いま して道路 用地と して、約 ７ ８ .２７平 方メー トルを今 回削

除するも のでござ います 。

もう１件 ございま して、 お手元 資料 の１２ペ ージをご 覧くだ さ

い。１２ ページの 中央部 に番号 ５０ ８、赤く 塗られた ところ でご

ざいます が、こち らにつ いては 農業 公園とい うことの 用地と して

約１ ,３２ ０平方 メートル を確保 し たもので ございま す。

以上２点 が府中市 のほう で買取 った ところで ございま す。

次に追 加に関し まして 、比較 的に 多い理由 というこ とでご ざい

ますけれ ども、本 件につ きまし ても 、毎年そ うでござ います が、

農業委員 会のほう を通じ まして 、各 農家のほ うで市街 化農地 にな

っている ところに つきま して、 生産 緑地にで きないか という とこ

ろをご案 内をさせ ていた だいた とこ ろでござ います。 今回、 そう

いったも ののご協 力をい ただき まし て、約８ ,０００平 方メー トル

でござい ますけれ ども、追 加がで き たという ところで ござい ます。

以上で ございま す。

【議長】 あ りがとう ござい ました。よろしい でしょう か。ほか に

ご質問あ りますか 。

ないよ うですの で、第 １号議 案に ついて採 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 いては 、議

案のとお り決する ことで 異議ご ざい ませんで しょうか 。
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（「異議な し」の声 ）

【議長】 ご異 議なし と認め ます 。よ って第１ 号議案は 可決さ れま

した。

日程第２ 、第２号 議案、 府中都 市計 画地区計 画白糸台 三丁目 地

区地区計 画の決定 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 。

【塩澤計画 課長補 佐】 それ では 、た だいま議 題となり ました 第２

号議案、 府中都市 計画地 区計画 白糸 台三丁目 地区地区 計画の 決定

につきま して、ご 説明さ せてい ただ きます。

本件に つきまし ては、 府中市 が決 定する都 市計画で ござい まし

て、府中 都市計画 地区計 画白糸 台三 丁目地区 地区計画 の原案 につ

いて、本 年８月６ 日開催 の本審 議会 にお諮り し、原案 のとお り可

決いただ きました 。この たび原 案の とおり都 市計画決 定を行 うに

あたり、 本審議会 にお諮 りする もの でござい ます。

はじめに 、本地区 計画の 位置で ござ いますが 、お手元 の資料 ４

ページを ご覧くだ さい。 こちら は府 中市の東 部を示す 位置図 でご

ざいます 。地区計 画の位 置は、 白糸 台駅・武 蔵野台駅 の北東 、警

視 庁 警 察 学 校 の 西 側 に 位 置 す る 白 糸 台 三 丁 目 地 内 の 約 ０ .６ ヘ ク

タールの 土地で、 図の斜 線の区 域で ございま す。

次に資料 ５ページ をご覧 くださ い。

こちら は、地区 計画の 区域及 び地 区施設を 示す計画 図でご ざい

ます。地 区施設の 種類や 位置な どに つきまし ては、原 案から 変更

はござい ません。 また、 資料１ ペー ジから３ ページの 地区計 画の

制限など の内容に つきま しても 、同 様に変更 はござい ません 。

続きまし て、８月 ６日に 本審議 会に お諮りし た以降の 経過で ご
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ざいます が、都市 計画法 第１６ 条の 規定に基 づき、本 年８月 ２５

日から９ 月８日ま での２ 週間、 原案 を縦覧に 供したと ころ、 縦覧

者は２名 で、意見 書の提 出はご ざい ませんで した。そ の後、 都市

計画法第 １９条の 規定に 基づき 、東 京都と協 議を行い 、東京 都か

ら意見の ない旨の 回答を 受けま して 、都市計 画法第１ ７条の 規定

に基づき 、本年１ ０月３ 日から １７ 日までの ２週間縦 覧に供 した

ところ、 縦覧者及 び意見 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 決

定の告示 を行う予 定でご ざいま す。

以上で説 明を終わ ります 。よろ しく ご審議い ただきま すよう 、

お願いい たします 。

【議長】 ただい ま第２号 議案に つ きまして 説明をい たしま した。

ご質問が ありまし たら、 お願い いた します。

【委員】 １ 点だけお 伺いし たいん で すけど。現在、ここが カーデ

ィーラー 店の工場 だと思 うんで すが 、現在、 この見通 し線と 書い

てある公 園のある 部分ぐ らいに 、現 在多分車 の間口、 出入口 が存

在すると 思うんで すが、 この計 画に 伴った場 合、この 出入口 とい

うのは、 この工場 はつく る予定 にな っている のか、そ れとも ここ

は閉鎖す るのか。 それを １点伺 いた いんです が。

【塩澤計画 課長補 佐】 ８月 ６日に○ ○委員か ら、入口の件 につき

まして、 改善につ いての 意見を 受け まして、 事業者側 にお伝 えを

しまして 、今、日 産自動 車のほ うと 、その間 口の視界 をよく する

ための協 議をして いる最 中でご ざい まして、 その入口 に関し まし

ては、こ こは閉鎖 するこ となく 維持 するとい うような ことで ござ

います。 その改善 に向け まして 、今 現在、協 議中でご ざいま す。
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続きまし て、公園 の横断 歩道な んで すけれど も、横断 歩道を つ

ける、こ ちらにつ きまし ても、 警視 庁のほう と設置に 向けて 協議

をしてい る最中で ござい ます。

以上で ございま す。

【委員】 わかり ました。 ありが と うござい ます。

【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 、第２ 号議案に つ いて採決 したいと 思いま す。

第２号議 案、府中 都市計 画地区 計画 白糸台三 丁目地区 地区計 画

の決定に ついて、 議案の とおり 決す るとこと にご異議 ありま せん

でしょう か。

（「異議な し」の声 ）

【議長】 異議な しと認め ます。 第 ２号議案 は可決さ れまし た。

では次 に、日程 第３、 第３号 議案 、府中都 市計画都 市再開 発の

方針の変 更に伴う 市の意 見を議 題と いたしま す。

それでは 議案の説 明をお 願いい たし ます。

【塩澤計画 課長補 佐】 それ では 、た だいま議 題となり ました 第３

号議案、 府中都市 計画都 市再開 発の 方針の変 更に伴う 市の意 見に

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２１条 第２項 の規定 にお いて準用 する同法 第１８ 条第

１項の規 定に基づ き、本 年１０ 月１ ０日付で 、東京都 から、 計画

案につい て意見照 会がご ざいま した ので、お 諮りする もので ござ

います。

本都市計 画案につ きまし ては、 東京 都より、 原案の作 成の依 頼

を受け、 本年１月 ２９日 開催の 本審 議会にお 諮りし、 原案の とお
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り可決さ れており ます。 その後 、都 市計画法 第１６条 の規定 に基

づく、都 市計画の 案に関 する公 聴会 の開催に 当たり、 本年７ 月１

日から７ 月１５日 までの ２週間 、東 京都及び 本市にお いて、 原案

を縦覧に 供したと ころ、 ３名の 縦覧 者があり 、１名か ら公述 の申

出があり ましたが 、申出 人の辞 退に より公聴 会は中止 となっ てお

ります。

今後の予 定といた しまし て、本 年１ ２月に東 京都及び 本市に お

いて、本 都市計画 案の公 告・縦 覧に 供し、そ の後、東 京都都 市計

画審議会 の議を経 た後に 、東京 都に おいて都 市計画決 定し、 本年

度末に告 示される 予定で ござい ます 。なお、本 件につき まして は、

多摩部１ ４都市計 画区域 におき まし て、同様 の経過、 手続で 進め

られてい るところ でござ います 。

本都市計 画の変更 に対す る市の 意見 や考え方 でござい ますが 、

本都市計 画案は、 都市計 画法第 １５ 条の２第 １項の規 定に基 づく

原案の作 成依頼を 受け、 本市が 作成 し、本審 議会の議 を経て 提出

した原案 のとおり となっ ており 、社 会経済情 勢の変化 、また 、今

日の社会 要請に対 応した もので 、本 市の都市 計画に整 合して おり

ます。し たがいま して、 府中都 市計 画都市再 開発の方 針の変 更に

伴う市の 意見は、 都市計 画案の とお り異議あ りません と回答 いた

したく、 お諮りす るもの でござ いま す。

以上で説 明を終わ ります 。よろ しく ご審議い ただきま すよう 、

よろしく お願いい たしま す。

【議長】 ただ いま第 ３号議 案の説明 が終わり ました 。これ より審

議に入り たいと思 います 。ご質 問は ございま せんでし ょうか 。

【委員】 資料 の内容 につい て、わか らないの で伺いた いんで すけ
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れど。先ほ ど１月 ２９日の 都計審 の 会議で了 承されて いると いう、

その資料 の中味は 、今回 示され てい る５ペー ジから７ ページ まで

の部分と 、それに 伴う新 旧対照 の部 分がない ことにつ いては 、府

中市とは 関係ない のでと いうと ころ で省かれ ているん でしょ うか。

【議長】 １月２ ９日に審 議した と きとの新 旧という ことで すか。

【委員】 ５ページ から７ ページ まで の基本的 事項と策 定の考 え方

というと ころにつ いては 、１月 ２９ 日には入 ってない と思う んで

すけど。

【議長】 今回 提示さ れたの は新しい ほうなん でしょう 。旧 のほう

は今回提 示しなか ったと いうこ とで しょう。 そういう 意味じ ゃな

いですか 。

【委員】 今回 は提示 されて いるんで すけど 、そも そもその １月２

９日のと きにはな かった ので。

【楠本計画 課長 】 １ 月にご 審議いた だいたと ころとい うのは 、府

中市の部 分でご審 議をい ただい てい て、今回 は多摩で 各市の 部分

と共通部 分という のがあ ります 。共 通部分は 東京都が １４都 市計

画全部一 緒にやる もので すから 、そ れで今回 はついて いると いう

状況でし て、それ は全体的 に東京 都 が考える 部分でご ざいま して、

それで今 回はつい ている という こと です。

以上で ございま す。

【委員】 地域 の都市 計画審 議会で話 すことに ついては 、全 くもう

どこもそ ういう状 況であ るとい う、 そういう 意味なん ですか 。

【楠本計画 課長】 東京都 から府 中市 に求めら れる部分 につい ては、

前回原案 の中で、 本都市 計画審 議会 でご議論 いただい て、そ の中

で出させ ていただ いたと いうこ とで ございま す。
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以上で ございま す。

【議長】 よろし いですか 。

【委員】 内容 につい て異議 があるわ けじゃな くて 、ちょっ と理由

を伺った だけです ので。

【議長】 ほかに ご質問ご ざいま せ んでしょ うか。○ ○委員 。

【委員】 今 のでわか ったん ですけ ど も、資料が、東 京都の 都市計

画の話な んですけ ど、タ イトル がつ いてなく てはっき りして ない

ので、今 みたいな 疑問が 出るん じゃ ないかと 思います 。そう いう

少し丁寧 な書き方 をして いただ ける といいん ですが。 これ府 中市

が作成し たと勘違 いして しまい ます ので。これ は東京 都ですよ ね。

だから、 説明はあ りまし たけれ ども 、紙面の ほうでも 考慮し てい

ただけれ ばと思い ます。

【楠本計画 課長 】 今 後、東京都 のほ うで都の 都計審の ほうに 入っ

ていく案 件でござ います ので、 今の ご意見と いうのは お伝え する

ようにい たします 。

【委員】 資料、 その辺を わかり や すくお願 いします 。

【議長】 ○○委 員、どう ぞ。

【委員】 ３ページ の再開 発促進 地区 の変更の ところで 確認で お尋

ねしたい んですけ ども。

この表 を見ます と、廃 止とい うこ とで今回 ゼロにな るとこ ろ、

この部分 について は、基 本的に は終 わったか らという ことで 考え

てよろし いのか、 今回変 更の面 積が ゼロにな るところ につい ては

終わった という感 じでい いのか どう か。それ とも取り 止めた とい

うことが あるのか 。その 辺りと 。

１３、１ ４番が新 規で、 １３番 につ いては先 ほどもあ りまし た
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ように、 日新町四 丁目の 区画整 理の 関係とい うことで よくわ かる

んですけ ど。１４ 番の分 倍河原 の駅 について は、昔こ の地域 は、

地域のま ちづくり に向っ て計画 があ ったとこ ろですけ れども 、取

り止めて 、今回ま た再び 復活し たと いうこと ですか。 ここの とこ

ろをお尋 ねしたい と思い ますの で、 そのあた りをよろ しくお 願い

します。

【議長】 ２ 点質問が ありま した。廃 止になっ た５点、そ れから も

う一つ、 新規の分 倍河原 の件、 説明 をお願い します。

【塩澤計画 課長補 佐】 ３ ページ のゼ ロになっ た地区で ござい ます

が、ここ に関しま しては 、地区 計画 の土地利 用が図ら れて完 了し

たという ことで、 その地 区を今 回外 させてい ただきま した。

新たに 追加いた しまし た１３ 、１ ４番の地 区に関し まして は、

これは誘 導地区か ら今回 の再開 発促 進地区に 、今後、 市街化 、土

地利用を 見据えた 土地利 用を見 る中 での位置 づけをさ せてい ただ

くという ことで、 この２ 地区を 指定 させてい ただきま した。

以上で す。

【委員】 １ ３番はあ れなん ですけ ど 、１４番につ いて、誘 導地区

から再開 発促進地 区に変 わった こと によって 、具体的 に、ち ょっ

と今は頓 挫してい るんだ と思う んで すけど、 少し市と してや る気

があると いうか、 そうい う方向 なの かどうか 、そのあ たりの 考え

方だけ改 めて聞い ておき たいの と。

あと８番 、これは 地域の 方に聞 かれ たので、 ８番の住 吉町五 丁

目地区、 この区域 は都市 計画道 路府 ３・４・ ３号が入 ってい るん

ですけど 、これ府 ３・４ ・３号 を東 京都とし て、何か 動きが ある

かどうか 。そこだ け再度 教えて くだ さい。
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【議長】 ２点質 問ありま した。 お 願いしま す。

【楠本計画 課長 】 ま ず分倍 河原の関 係でござ いますが 、再 開発方

針の原案 をつくる ときの 資料を 提出 した際に 、第６次 府中市 総合

計画です とか府中 市都市 計画マ スタ ープラン 、こうい ったも のを

考慮して ございま すので 、分倍 河原 駅周辺地 区につき まして は、

基盤整備 を伴う検 討を進 めるん だと いうこと が、第６ 次府中 市総

合計画前 期基本計 画の中 に明記 され ておりま すので、 書かせ てい

ただいて おります 。

それか ら３・４ ・３号 線につ きま しては、 東京都の 多摩地 域に

おける都 市計画道 路の整 備方針 を示 している 中で、第 三次事 業化

計画の中 に載って おりま すが、 今の ところ都 の中で全 体的な 検討

をしてい るという ことは 聞いて おり ますが、 具体の事 業につ いて

の動き、 事業認可 に向け ての動 きと いうのは 伺ってお りませ ん。

以上で ございま す。

【議長】 ほかに ございま すでし ょ うか。

【委員】 確認と いうこと でお伺 い したいん ですが。

こちらの ほうの２ ページ に１号 市街 地、３ペ ージに再 開発促 進

地区と、 ４ページ に誘導 地区と 表示 されてお りますが 、３ペ ージ

に１２番 で若松町 二丁目 地区と ござ います。 こちらの ほうが 、上

を見ます と、廃止 の欄が ありま して 、その左 に再から １と出 てい

るんです が、これ は１号 市街地 に組 み入れら れたと、 そうい うこ

とで理解 していい のかど うか。 それ が１点で す。

それと２ 点目が、 府中基 地跡地 地区 、これが 誘導地区 と再開 発

促進地区 というこ とで２ 通り出 てい るんです が、これ は二重 に網

がかかっ ていると いうこ とでよ ろし いんでし ょうか。
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それとあ と３点目 が、こ の２２ ペー ジ、こち らのほう に府中 基

地跡地地 区という ことで 、土地 利用 が右側に 出ており ますが 、商

業地、業 務地、あ とは工 業地、 住宅 地と書い てありま すが、 これ

はどうい うものに 基づい て線引 きさ れている のか。あ るいは 、こ

れはいろ いろな民 間の活 用も必 要だ ろうし、 難しいと ころだ とは

思います が、一応、将来的 にどの よう な考えで あるかと いうこ と、

その３点 をお願い したい と思い ます 。

【議長】 ただ いま３ 点ござ いました 。順を 追って 説明をお 願いし

ます。

【塩澤計画 課長補 佐】 １ 点目の 若 松町のと ころでご ざいま すが、

委員さん おっしゃ るとお り、こ れは 再開発地 区から１ 号市街 地に

なったと いうこと でござ います 。

府中基 地の件で ござい ます。

【委員】 そうで す。これ２ つ出てお りますの で、誘 導地区 と、あ

と再開発 促進地区 と、こ の２通 りで 表示され ておりま すので 、こ

れは再開 発促進地 区と誘 導地区 の２ つの網に かかって いると 。そ

ういう形 での変更 という ことで よろ しいので しょうか という こと

です。

【塩澤計画 課長補 佐】 府 中基地 の ところ、 誘導地区 のとこ ろと、

再開発促 進地区の ２つに かかる とい うことで の記載で す。

【委員】 そ のとおり でよろ しいわ け ですね。わか りまし た。それ

と３点目 、先ほど の２２ ページ で、 府中基地 跡地地区 で土地 利用

というこ とで、こ れは将 来的な こと で、今ど うのこう のとい うこ

とではな いと思い ますが 、これ 商業 地、業務 地、工業 地、住 宅地

というこ とで、こ ういう 形で表 示さ れておる んですが 、これ はど
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ういう形 のもとに 、こう いう線 引き をされた のか。あ るいは 将来

もこのと おりでい くのか 。その 辺の 将来の見 通しをお 伺いし たい

なと思い ます。

【塩澤計画 課長補 佐】 こ の府中 基 地に関し ましては 、この 計画、

当時の計 画とはち ょっと 変わっ てる ところが あるんで すが、 この

辺の位置 づけをす ること により まし て、今後 の土地利 用が変 わっ

てくるた めにも、 この辺 の位置 づけ をしてお かないと 、府中 市と

して再開 発を促進 する地 区とし ての 位置づけ がなくな ります ので、

現時点で はこうな ってお ります けれ ども、将 来を見据 えた中 での

位置づけ になって おりま す。

【楠本計画 課長 】 補 足させ ていただ きます 。府中 基地の関 係なん

ですけど も。これ は基地 跡地対 策特 別委員会 がありま して、 その

中でも議 論してい ただい ていま して 、基本的 に国のほ うの動 きが

あります から、そ れにあ わせて 今は 白紙の状 態です。 ただ、 都市

計画の計 画論にな ります が、現 在あ るものを 描かざる を得な いと

いうとこ ろがござ いまし て、以 前か らつくっ ておりま す府中 基地

跡地保留 地利用計 画をも とに、 この ように描 かれてお ります 。た

だ、これ が描かれ ている からと いっ て、今後 の動きに 支障の 有無

について 東京都と 協議し ており ます が、それ は支障に ならな いと

いうこと になって おりま す。

以上で ございま す。

【委員】 これ東府 中駅か ら歩い て１ ５分から ２０分ぐ らいの 距離

だろうと 思うんで す。そ れで、 これ ができた ら府中市 のため に有

効利用で きればな と、そ ういう こと でご質問 させてい ただき まし

た。あり がとうご ざいま した。
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【議長】 ほかに ご質問あ りませ ん か。○○ 委員。

【委員】 ○○ 委員か ら今確 認してい ただいた 質問です ので 、多く

は語りま せんが。 いわゆ る調布 基地 跡地と府 中基地跡 地、現 在府

中市の将 来に向け て、ど ういう 使い 方をする かという 議論を 重ね

ていると ころなん ですが 。それ が再 開発促進 地区とし て指定 され

るわけで すから、 この変 更をす るに は、どう いう手続 が必要 かと

いうこと を確認し たかっ たんだ けど 、今の課 長の答弁 だと、 当初

からこう いうふう にやっ ている とい うことな んで、変 更が可 能だ

というこ とを今伺 いまし たけど 。そ うでない と、一方 での議 論が

再開発で この土地 をいじ るんだ とい うことに 限定され ちゃう と、

用途がお のずと決 まって きちゃ いま すので、 その辺の 確認だ け、

もう一度 改めて、 これに 拘束さ れな いで基地 跡地利用 を、今 、○

○委員が 言われた ように 、市民 に有 効利用す るための 土地利 用が

今後の検 討によっ てある んだと いう ことを伺 っておき たいと いう

のが１点 。

それか ら調布基 地跡地 南部地 区の ２ .３ヘク タール というの 、こ

れも、ま あ調布基 地跡地 にはい ろい ろ多くの 、まだ暫 定利用 で決

まってな い土地が 多いん ですが、そ の中で２ .３ヘク タールの 部分

というの は、今、 議会の ほうで も議 論してい る白糸台 の消防 署用

地と、そ れから、 給食セ ンター 用地 を、先だ って府中 市が買 い取

ったわけ なんで、 そのこ とが今 回の 変更に至 って、調 布基地 跡地

の ２ .３ ヘ ク タ ー ル が 再 開 発 促 進 地 区 か ら １ 号 市 街 地 に 組 み 込 ん

だんです が、そう いう理 解で、 そう いう土地 であると いうこ との

理解でい いのかど うか。 その２ 点だ け教えて ください 。

【議長】 ○○ 委員か ら２点 ご質問が ありまし た。ご返答願 いしま
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す。

【塩澤計画 課長補 佐】 府中 基地跡地 の考え方 です 。先ほど 課長が

答弁した とおり、 今の府 中基地 跡地 保留地利 用計画を 東京都 と協

議をいた しまして 、今後 、さま ざま な過程の 中で新た な土地 利用

がされる というこ とを前 提とい たし まして、 この促進 地区に 位置

づけする ことによ って、 土地利 用の 進め方の 方向性を 位置づ ける

ものにな るものと 思って おりま す。

あ と 調 布 基 地 の こ の ２ .３ ヘ ク タ ー ル の 廃 止 の ほ う で ご ざ い ま

すが、南 部地区の ところ 、ある 程度 土地利用 が確定さ れて土 地利

用が図ら れたとい うこと で再開 発促 進地区か ら１号市 街地の ほう

に移行し たという ことに なって おり ます。

以上で ございま す。

【楠本計画 課長】 補足を させて い ただきま す。

府中基 地、調布 基地、 基地跡 地利 用の関係 が、この 再開発 方針

に載った ことで、 足かせ になら ない かという ようなご 心配だ と思

いますが 、これは 市街地 整備の 方向 づけをす るもので ござい まし

て、特に 調布基地 、府中 基地に つき ましては 、将来地 区計画 を睨

んでいる 中での位 置づけ という こと でござい ます。調 布基地 につ

きまして は地区計 画を策 定して 、そ の地区計 画に沿っ て国の ほう

の用地処 理の動き が出て おりま す。 それに合 わせてい くとい うこ

とでござ います。

それから 、府中基 地につ きまし ては 、これか ら議会も 含めて ご

相談しな がら、土 地の利 用が確 定し ていけば 、それに あわせ て上

位計画で あるこの 再開発 方針を 改正 していく というこ とでご ざい

ます。
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調布基地 全体の話 しです が、全 体を もともと 誘導して おりま す

ので、こ ういった 中での 対応で 、東 京都、消 防庁と言 えども 、民

間と同じ 扱いをし てござ いまし て、 そういっ た中でま ちづく りを

進めてい くという ことで 、この よう なことに させてい ただい てお

ります。

以上でご ざいます 。

【大井政策 課長補 佐】 今 回１０ 番の ところで 削除があ りまし た調

布基地跡 地南部地 区の場 所でご ざい ますけれ ども、調 布基地 跡地

の甲州街 道の一番 端のと ころで ござ いまして 、警視庁 第７機 動隊

庁舎と軽 自動車検 査協会 、こち ら側 が整備さ れたとい うとこ ろで

今回計画 から外れ たとこ ろでご ざい ます。

以上で ございま す。

【委員】 場 所の確認 は私の 話した 内 容と違う んですが、要は、榊

原記念病 院の隣と いう理 解で、 既に 終わって いるとこ ろを、 都市

計画のこ の資料と して改 定する と、 そういう 理解でよ ろしい です

ね。わか りました 。結構 です。

【議長】 ほかに ご質問い かがで し ょうか。 ○○委員 。

【委員】 私は 市民の １人と して 、非 常にプリ ミティブ な質問 でご

ざいます けれども 、二、 三お尋 ねし たいと思 います。

私の理 解では、 この提 案書そ の他 で５０年 先を考え たまち づく

りを、都 も、ある いは市 も考え てお られると いうこと で、個 性的

で有機的 な関連性 を持っ たネッ トワ ーク社会 というか コンパ クト

シティと いうか、 そうい う形で 、今 考えられ ておると いうこ とで

は、私は 素晴らし いなと 思いま す。

それで、 そういう 中で二 、三、 非常 に細かい 話で申し わけな い
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んですけ ども、こ この中 で道路 の整 備だとか 、緑と自 然だと か、

たくさん うたわれ ている わけで すけ ど。その道 路の整 備につい て、

ここで具 体的なお 話は多 分ない と思 うんです けど。そ の道路 の整

備にあた って、例 えば、 今、道 路が 非常に混 雑してい て、車 社会

になって 。そのほ かに車 がだん だん 大きくな る方向と 、それ から

２人乗り というか １人乗 りの車 が既 に町に出 回ってい ると。 ５０

年先がど ういう交 通機関 が持た れる か、我々 予測は多 分でき ない

と思うん ですけど 。今の 現状か らも 、大きな 車と小さ い車と の道

路の整備 だとか、 それか ら、こ れか ら高齢化 社会にな って、 車椅

子に乗る 方が非常 に多く なって いく と。だけ ど車椅子 に乗っ て、

バリアフ リーとい うこと もある んで すけれど も、なか なか、 １人

ではもち ろん出に くいと いう社 会で 、道路が 整備され ること で、

買い物難 民なんか の解消 。かな り少 なくなる んじゃな いかと いう

ことで、 私はこの 中で道 路整備 につ いて、も う少し考 えてい ただ

けないか なと。

それから もう一つ は、５ ０年先 でご ざいます ので、都 市が個 性

的で、そ れから有 機的な 関係と いう ことは大 事だと思 うんで すけ

ど、もう 一つその 中に、 自律し た都 市という ような考 え方が ない

だろうか と。例え ば、こ れから 先エ ネルギー の問題が それぞ れの

地域で問 題になる んじゃ ないか と。 そういう 中で多摩 部とい う都

市で連携 して行こ う。ご みの処 理だ とか何と かいろん な協力 して

やってい こうと互 換関係 を持っ てい くのはい いんです けれど も、

エネルギ ーの問題 で、もう 少し自 立 的な発想 ができな いだろ うか。

それから 先ほど農 地と、 一番最 初の 、変換し てこれす るとい う場

合でも、 私は自立 の中に 食糧自 給と いうもの が、今後 は問題 にな
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ってくる んじゃな いか。 その中 に、 ただ、相 続の問題 でこれ は農

地を変更 してとい うこと は、そ れは それで個 人的な問 題とし てあ

るんです けれど。 行政的 な立場 から 言うと、 やはり農 地政策 、農

業委員会 もそうで すけれ ども、 都市 あるいは 我々の将 来の社 会に

おける農 業のあり 方って 、これ は自 給自足の 問題。自 給自足 で閉

塞的にな れという ことじ ゃない んで すけれど も、自立 の問題 と関

連して、 エネルギ ーと需 給の問 題、 農地ある いは米づ くり、 将来

府中小町 という米 ができ るかも しれ ない。そ の中に、 例えば 、た

またまで すけど府 中は東 京農工 大学 もありま すし、農 業高等 学校

がある。 こういう 中で何 か、そ うい うことと 、今まで は三位 一体

とか、行 政ではそ ういう ことあ った んですけ ど、例え ば、学 校と

農業との 関係で、 もうち ょっと 都市 型の農地 というも のを考 えら

れないか というこ とで、 この話 とは 全然違う んですけ れども 、そ

ういうこ とも少し ご検討 いただ けれ ばありが いたいな と。将 来的

なことな んですけ ども、 ５０年 先と か１００ 年先を見 越した まち

づくりと いうもの が大事 じゃな んじ ゃないか 。掘り起 こして 、ま

た道路を つくらな くちゃ いけな いと いうんじ ゃなくて 。それ から

道路の重 層化とか 高層化 という のは 、いろん な都市だ とか住 宅な

んかにあ るんです けど、 道路も ひょ っとした ら２段式 になっ て、

一部では 自転車と か歩行 者が通 るよ うな、そ ういう道 路があ って

いいんじ ゃないか と思っ たりす るの で、その 点、質問 じゃな いん

ですけれ ども、一 般の市 民とし て、 こういう アイディ アもな いか

と思って お話させ ていた だきま した 。

【議長】 あり がとう ござい ました 。○○委員 のほうか ら要望 とい

うか、将 来に向け た希望 という か、 そういう 意見。幅 広い範 囲の
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中で聞か せていた だきま した。 参考 にさせて いただき たいと 思い

ます。よ ろしくお 願いし ます。

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 、第３ 号議案 につ きまして 採決をし たいと 思

います。

第３号 議案、府 中都市 計画都 市再 開発の方 針の変更 に伴う 市の

意見とい うことで 、議案 のとお り決 すること にご異議 ござい ませ

んでしょ うか。

（「異議な し」の声 ）

【議長】 異議 なしと 認めま す。よっ て第３号 議案は可 決され まし

た。大変 ありがと うござ いまし た。

では日 程第４、 第４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 伴う市 の意見 を議 題といた します。

それでは 議案の説 明をお 願いい たし ます。

【佐伯住宅 勤労課 長補佐 】 それでは 、ただ いま議 題となり ました

第４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

伴う市の 意見につ 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 つきま して、

都市計画 法第２１ 条第２ 項にお いて 準用する 同法第１ ８条第 １項

の規定に 基づいて 、平成 ２６年 １０ 月１４日 付で東京 都から 計画

案につい て意見照 会がご ざいま した ので、お 諮りする もので ござ

います。

本都市 計画案に つきま しては 、東 京都より 原案の作 成依頼 を受

け、本年 １月２９ 日開催 の本審 議会 にお諮り し、原案 のとお り可

決されて おります 。その 後、都 市計 画法第１ ６条の規 定に基 づく
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都市計画 の案に関 する公 聴会の 開催 にあたり 、本年７ 月１日 から

同月１５ 日までの ２週間 、東京 都及 び本市に おいて原 案を縦 覧に

供したと ころ、縦 覧者は ３名で ござ いました 。

今回の 都市計画 案につ きまし ては 、 1 月の 審議会で お諮り した

原案から 東京都に より文 言が追 加さ れており ますので 、その 点に

つきまし て、お手 元の資 料に基 づき ましてご 説明させ ていた だき

ます。

恐れ入り ますが、 ２ペー ジをお 開き ください 。

右側下 段の（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、 目標設 定に係 る① から④の 視点が３ ページ 左側

上段にか けて追加 されて おりま す。

続きま して、４ ページ の左側 をご 覧くださ い。

核都市 広域連携 ゾーン におけ る記 述でござ いますが 、下段 から

右側上段 にかけて 、高度 経済成 長期 に建設さ れた大規 模団地 など

は、更新 に伴い、 地域の 課題に 対応 した生活 支援機能 の導入 やバ

リアフリ ー化など により 、地域 活力 やコミュ ニティの 維持、 向上

を推進し ていくと いう文 言が追 加さ れており ます。

変更点 につきま しては 以上で ござ います。

今回の 変更に対 する市 の意見 や考 え方でご ざいます が、今 回の

変更点に つきまし ては、 いずれ も本 年１月に 開催され ました 本審

議会の議 を経て提 出した 原案の 内容 の補足に とどまる もので ある

と考えて おります ので、 本議案 は東 京都から の本方針 案に対 する

意見照会 に対し、 本市の 意見は 都市 計画案の とおりで 異議な しと

回答いた したくお 諮りす るもの でご ざいます 。

最後に 今後の予 定とい たしま して は、第３ 号議案の 都市再 開発
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の方針と 同様に、 本年１ ２月に 東京 都及び本 市におい て、本 都市

計画案の 公告・縦 覧を行 い、そ の後 、東京都 都市計画 審議会 の議

を経た後 に決定し 、本年 度末に 告示 される予 定でござ います 。

以上で 説明を終 わりま す。よ ろし くご審議 願います 。

【議長】 ただい ま第４号 議案に つ きまして 説明をい たしま した。

それでは 、これか ら審議 に入り たい と思いま す。ご質 問はご ざ

いません でしょう か。

【委員】 １点、 改めて確 認した い んですが 。

１０ペ ージに日 鋼団地 地区が 重点 地区に指 定をされ 、住宅 市

街地の再 整備を促 進する という 形に なったと いうのは 、前も お話

したんで すが、今 、担当 があえ て説 明された 高度経済 成長期 に建

設された 大規模団 地など の更新 に伴 いですね 。この項 目にこ こが

該当して くるわけ でして 、その こと と、誘導 地域に先 般指定 しま

したけれ ども、こ の辺の ところ が、 こうした 都市計画 事業と して

の住宅づ くり、あ るいは 周辺と のま ちづくり の調和と いうん です

か、こう いうこと が今現 在、住 民サ イドでも 検討され ている とい

うふうに 思うんで すが、 まさに この 計画に合 致した方 向で市 が適

切な指導 をしてい るのか どうか 。あ るいは、 その域に まだ行 って

いないの か。その 辺のと ころを ひと つ確認だ けさせて 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 から 、日 鋼団地に つきまし て確認 とい

うことで 質問があ りまし た。ご 答弁 をお願い します。

【持田住宅 勤労課 長】 日 鋼団地 の建 替え事業 でござい ますけ れど

も、現在 、市の担 当部署 のほう と事 前協議を 進めてい るとこ ろで

ございま して、聞 いてい る予定 でご ざいます けれども 、この １１
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月９日に 、団地の 一括建 替え決 議集 会という のが、管 理組合 のほ

うで行わ れるとい うふう に聞い てお ります。 ただ現在 、市の ほう

との事前 協議は、 市の方 向性も 示す 中で行っ ていると ころで ござ

います。

以上で ございま す。

【委員】 今 言われた けれど も、日時 的には住 民は１１ 月９日、今

週の日曜 日には建 替え決 議を行 うと いう予定 で進めて いて住 民の

意向、方 向性を決 めるわ けです から 、それは いいとし て。そ の事

前の協議 を進めて いる内 容が、 いわ ゆるこの 市の都市 計画に 基づ

いての指 導の方向 性が一 致して いる のかどう か。それ によっ て、

住民の決 議が、今 、審議 してい る内 容で決定 されたよ という 内容

と、市が 一応の指 導はし てきた けれ ども、そ こにかい 離があ る内

容となっ た場合に 、どう 対応す るの か。その 辺が非常 に難し くな

るんだろ うと思う ので。 その辺 は住 民の意向 が間もな く決ま りま

すから、 担当のほ うとし ては、 現在 までの適 切な指導 に対し ての

決議をし ようとし ている 内容を 十分 に吟味し ているん だろう と思

いますけ ど。当計 画に合 わない から といって 、しかし 住民が そう

言ってい るんだか らいい んだよ とい って、こ の内容を 変更す るよ

うな形と いうのは 、行き 当たり ばっ たりに感 じますか ら、そ の辺

適切な指 導をしな がら誘 導して いく べきだろ うという ふうに 思っ

ています ので、担 当のほ うで十 分注 意を払っ てやって もらい たい

というふ うに思っ ていま す。以 上、 要望して おきます 。

【議長】 そう いう方 向でよ ろしいで すか。これか らの方針 につい

て何かあ りますか 。

【楠本計画 課長 】 ご 要望と いうこと ですので 、こ の審議会 だけで
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はなく、 他の様々 な審議 会、日 鋼団 地の建替 えに対し て、都 市計

画、まち づくりに 沿った 方針と する ようにと いうご要 望はい ただ

いており まして、 その中 で、府 中市 地域まち づくり条 例や府 中市

景観条例 に基づき まして 、市と して 事業者に 対しては 建替え 決議

ありきの ご助言を 申し上 げてお りま すので、 民間事業 でござ いま

すので、 そういっ た中で 対応さ せて いただき たいと、 そのよ うに

考えてご ざいます 。

以上で す。

【議長】 よろ しいで すか 。まさ に市 民との協 働の中で 進めて いく

のがよろ しいんじ ゃない かと思 いま す。

ほかに 何かござ います でしょ うか 。

【委員】 お 尋ねした いんで すけど も 。ここに書か れてあ る、緑多

いとか緑 豊かとか 、緑と か自然 とか というも のを、市 はどう いう

ふうに考 えておら れるか という のを お聞きし たいんで す。と いう

のは、緑 があると 何か公 害がな くて 環境によ くてと、 そうい う効

果とか効 用、それ ぞれがイ メージ す るんです けど。緑 と言った ら、

表現だけ ですと、 木とか 何とか とい うことわ かるんで すけど 。そ

れが市民 の生活に とって どれだ け効 果があっ て、ほん とに緑 豊か

だからす ばらしい とか、 あるい は美 観でもい いんです 。芝生 が敷

いてあっ て、それ が美し い景観 にも なるとい うことな のか。 それ

とも、緑 の効用と か、あ るいは 自然 の効用と いうもの を、我 々市

民は草が あって木 があっ て、そ れぞ れの家で それぞれ に木を 植え

たりとい うことで やって いるん です けど。本 当の効果 とかと いう

と、将来 的にもそ れを代 替する もの は出て来 ないだろ うと。 とい

うのは、 今では緑 虫とか 何とか とい う虫で体 をどうの こうの とい
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う時代な わけです 。緑の 道路を つく ったら緑 が多くな るんじ ゃな

いかと。 それに何 か同じ ような 効果 があるも のの材料 か何か をつ

くったら 緑多いと いうの は、何 も木 を植える ことじゃ ないか もし

れないと いうこと になる と、何 か緑 というも のをどう いうふ うに

捉えてお られるの か。あ るいは 将来 的にどう 緑の効用 とか効 果に

ついて、 どう捉え ている のかと いう のは、公 園があっ て緑が あっ

てと、そ れよく理 解でき るんで す。 だけど、 もうちょ っと緑 って

本当はど ういう効 果があ って、 我々 にとって は必要な んだろ うか

というこ とを見直 す、見 直して もい いんじゃ ないかと 思って 、皆

さん市の ほうで、 どうい うふう にお 考えにな って、緑 という もの

について 考えてお られる のかと いう の、お尋 ねしたい なと思 って

います。 この話と はずれ るかも しれ ませんけ ど、この 都市計 画の

中で緑と か自然豊 かだと かと、 これ 自体はよ く理解で きるん です

けれども 。

【議長】 緑の府中 市のマ ークも、ま さに府中 市は緑を 大切に する。

緑の意味 合いとい うのは たくさ んあ ると思い ますので ね。よ ろし

いですか 、その意 味合い 、たく さん あると思 います。

【角倉公園 緑地課 長】 本 件につ きま しての緑 というも のの観 点と

いうとこ ろかと思 います けれど も。

市民の 方々、ま た市に 来られ る方 々、そこ を感じる 、いわ ゆる

地域特性 であると か、そ ういっ たも のを配慮 した中で 、我々 はこ

ういうふ うな計画 という 形の中 で、 まちづく りに沿っ た中で 進め

てまいり ます。例 えば、 こうい う大 きな、今 回示して いるよ うな

開発であ るとか、そういっ たもの の 住宅地の ほうにつ きまし ては、

例えば、 住宅地と の緩衝 帯であ る、 あるいは そこにお ける景 観的
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な配慮、 あるいは そこに 住まう 方々 の憩いの 空間、こ ういっ たも

のをトー タル的に 総合的 に考慮 した 中で計画 を進めて いく形 にな

ります。 今、委員 さんが おっし ゃら れるよう に、緑と いう観 点か

ら、いろ んな観点 から、 環境、 景観 、まさし く今お話 いただ きま

したよう な芝地、 ほっと するよ うな 空間、こ ういうも のを総 合的

に配慮し た中で計 画を進 めてま いり ますので 、ご心配 のこと につ

きまして も、今後 ともい ろいろ な計 画を進め ていく中 でも、 我々

一緒に考 えていく という 形にな ると 思います ので、ど うぞよ ろし

くお願い いたしま す。

【楠本計画 課長】 ○ ○委員 から、緑 の効用を 市のほう では、ど の

ように捉 えている のかと いうこ とで ございま すので。 環境面 とい

うところ ではヒー トアイ ランド 抑制 効果、こ ういった ものが あり

ますし、ある いはＣ Ｏ 2、二酸化 炭素 を吸って 酸素を出 すとい うよ

うな光合 成による ＣＯ 2 抑 制効果 、あ るいは窒 素固定 、空気 中の窒

素を固定 して土壌 中に養 分を落 葉す ることに よって供 給する とい

う効果も ございま すので 、個別 のま ちづくり に、民間 を誘導 する

場合、事 業者に緑 の量を 定量的 に要 望するこ とがあり ますが 、民

間のほう の提案に よって は、そ うい う環境配 慮した中 での数 値を

示してい ただいて 、そこ をまち づく りに反映 していく という こと

もござい ますので 、ご理 解いた だき たいと思 います。

【議長】 よろし いでしょ うか。 ほ かにござ いません でしょ うか。

ないよう ですので 、第４ 号議案 につ いて採決 をしたい と思い ま

す。

第４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

に伴う市 の意見に ついて 、議案 のと おり決す ることに ご異議 ござ
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いません でしょう か。

（「異議な し」の声 ）

【議長】 異議 なしと 認めま す。よっ て第４号 議案は可 決され まし

た。大変 ありがと うござ いまし た。

続きま して、日 程第５ 、その 他に ついて、 事務局か ら何か ござ

いますで しょうか 。

【酒井計画 課都市 計画担当 主査】 事 務局から は２点ご 報告さ せて

いただき ます。１ 点目は 、府中 都市 計画生産 緑地地区 の変更 （削

除）予定 について 、２点 目は、 府中 市都市計 画マスタ ープラ ンの

評価・改 定の流れ につい て、ご 報告 させてい ただきま す。

【議長】 それで は１点目 につい て 、報告を お願いし ます。

【宮本公園 緑地課 緑化推進 係長】 今 後の生産 緑地地区 の削除 に伴

う変更が 予定され ている ものに つき まして、 本日、お 手元に お配

りしてお ります右 上資料 １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１ ０条の 規定に 基づ く買取り 申出の手 続があ り、

現在、生産 緑地と しての制 限が解 除 されてい る地区で ござい ます。

はじめ に１ペー ジ、地 区名は 若松 町地区、 場所は新 小金井 街道

と東京都 水道局若 松浄水 所の東 側、 人見街道 の北側に 位置す る地

区でござ います。

続いて ２ページ 、地区 名は是 政地 区、中央 自動車道 と東京 競馬

場の南側 、村中公 園の北 側に位 置す る地区で ございま す。

続いて ３ページ 、地区 名は栄 町地 区、東八 道路の北 側、国 分寺
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街道の西 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２７ 年度に 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。この 件につい て何かご 質問あ りま

すでしょ うか。

（「なし」 の声）

【議長】 ないよう ですの で、２点 目 について 報告をお 願いし ます。

【酒井計画 課計画 担当主査 】 それで は、報 告事項 ２点目の 府中市

都市計画 に関する 基本的 な方針 の評 価・改定の 流れに つきまし て、

ご説明さ せていた だきま す。

府中市 では、平 成１４ 年に府 中市 都市計画 に関する 基本的 な方

針、いわ ゆる都市 計画マ スター プラ ンを策定 し、まち づくり を進

めてまい りました が、当 初決定 から １０年が 経過する ととも に、

第６次府 中市総合 計画が スター トし たことな どを踏ま え、現 行の

都市計画 マスター プラン の評価 と時 点修正を 行うもの です。 それ

では、本 日お手元 にお配 りして おり ますＡ３ 版の資料 ２をご 覧く

ださい。

はじめに 、１の背 景と目 的でご ざい ますが、 府中市で は、平 成

１４年１ ０月に都 市計画 マスタ ープ ランを策 定し、市 全体の 方針

となる全 体構想を 定め、 平成２ ２年 １月には 市内を８ 地域に 分け

てまちづ くりの基 本方針 を示す 地域 別まちづ くり方針 を策定 いた

しました 。また、 平成１ ５年９ 月に は、府中 市地域ま ちづく り条

例を制定 し、まち づくりを 推進す る ための様 々な仕組 みを構 築し、
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都市計画 マスター プラン の実現 に向 けて様々 な施策を 推進し てき

ました。

一方、都 市計画マ スター プラン の上 位計画に ついては 、今年 度

から第６ 次府中市 総合計 画がス ター トし、東 京都では 、都市 計画

区域の整 備、開発 及び保 全の方 針の 改定が予 定されて おりま す。

このよう に上位計 画の改 定や本 市を 取り巻く 社会経済 情勢が 変化

するとと もに、都 市計画 マスタ ープ ラン全体 構想の策 定後、 １０

年を経過 したこと から、 各種施 策の 進捗状況 の評価を 行うと とも

に、第６ 次府中市 総合計 画の策 定等 に伴う新 たな施策 課題へ の対

応や社会 経済情勢 の変化 に対応 する ため、都 市計画マ スター プラ

ンの改定 を行うも のです 。

次に２の 計画期間 でござ います が、 現行の都 市計画マ スター プ

ランは、 平成４０ 年度を 目標と して おります が、今回 の改定 は計

画期間の 中間時点 での見 直しで あり 、本計画 の目標年 度は変 更し

ないこと といたし ます。

続きまし て、３の 策定体 制でご ざい ますが、 はじめに 現行の 都

市計画マ スタープ ランの 進捗状 況の 評価を行 うにあた り、本 審議

会及び土 地利用調 整審査 会と景 観審 議会が統 合した土 地利用 景観

調整審査 会から選 出した 委員で 構成 する評価 委員会を 設置し 、評

価と課題 の整理を 行いま す。

次に評価 委員会に おける 評価を 踏ま え、評価 委員会の 委員を 主

体として 構成され た改定 検討委 員会 を設置し 、改正案 の検討 を行

います。 そのほか 、市民 参加の 機会 といたし まして、 今後、 土地

利用の動 きが見込 まれる など、 地域 別構想を 見直す必 要のあ る地

域の自治 会長など を中心 に市民 で構 成する市 民検討委 員会を 設置
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し、新た に取り組 むべき 課題の 整理 を行いま す。また 、本審 議会

及び土地 利用景観 調整審 査会と の調 整でござ いますが 、評価 及び

改定作業 の進捗に 応じて 、適宜 ご報 告をさせ ていただ き、本 審議

会におい ては改定 案につ いてご 審議 いただく 予定でご ざいま す。

最後に、 策定スケ ジュー ルでご ざい ますが、 平成２７ 年度に 評

価委員会 の提言等 を踏ま えて都 市計 画マスタ ープラン の評価 を行

い、まち づくり白 書とし て評価 書の 作成を行 います。 その後 、こ

の評価を もとに、 改定検 討委員 会や 市民検討 委員会に おいて 、改

定につい ての検討 を行い、事務局 に おいて改 定案を作 成した 上で、

本審議会 にお諮り した後 に、平 成２ ９年度末 に都市計 画マス ター

プランを 改定する 予定で ござい ます 。

以上で説 明を終わ ります 。

【議長】 ただいま 府中市 の都市 計画 マスター プランの 評価に つい

て説明を させてい ただき ました 。何 かご質問 ございま すでし ょう

か。

【委員】 この委 員の選定 作業は 始 まってい るんです か。

【議長】 どうで すか、委 員の選 定 は。

【楠本計画 課長】 委員の 選定作 業は まだ作業 としては 始めて おり

ません。

【議長】 こ れからで すね。ほ かにご ざいませ んでしょ うか。○ ○

委員。

【委員】 これだけ いろい ろ、まち づ くりが経 済情勢の 変化な どで、

前回より は社会情 勢も大 きく変 わる ような気 がするん です。 それ

で、今回 は中間時 点での 見直し とい うことな んですけ れども 、全

体の見直 しという ことと 、それ から 中間時点 での見直 しとい うこ
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との、そ のやり方 の違い に、例 えば 、全体の つくり方 は中間 です

から、詳 細には載 せない とか、 意味 の違いが あるのか どうか 、伺

いたいん ですけれ ども。

【楠本計画 課長 】 今 回は時 点修正と いうこと ですから 、策 定して

から、変 更すべき ところ が主と いう ことにな ります。 ご案内 のと

おり、都 市計画マ スター プラン を策 定したと きは、非 常に大 がか

りに市民 の皆様に もご参 加いた だき ながら、 ボランテ ィアで 、行

なった経 緯がござ います 。じゃ あそ こまでの 全体の見 直しを やる

かという と、そう ではな くて、 今回 は時点修 正という ことで ござ

いますの で、変え るべき ところ を変 えさせて いただき ます。 その

変えるべ きところ を変え るにあ たっ ては、こ れまでの 経過も 踏ま

えながら 、市民の みなさ んと協 働し てプラン ニングを 進めて いき

たいと考 えてござ います 。ただ 、都 市計画で ございま すので 、多

少専門性 、専門家 のご意 見もい ただ きたいと いうふう に考え てお

りますの で、評価 委員会 、検討 委員 会という のも開催 しなが ら見

直し作業 を進めた いと、 そのよ うに 考えてご ざいます 。

以上で ございま す。

【委員】 あり がとう ござい ます 。確 かにおっ しゃるよ うに市 民協

働という ことは、 以前に はそれ ほど 、最近市 長がよく おっし ゃっ

ているよ うなこと だなと 思いま す。 そういう 意味では 、やは りよ

り多くの 市民の参 加を得 てほし いな というこ とが一つ ありま す。

それと、この土 地利用景 観調整 審 議会につ いても、先般議会 で、

編制が少 し変わっ たとこ ろもあ るわ けですけ ど。そう いう意 味で

は、前回 の議論の 中では 、ほと んど 大規模な 土地の開 発のと ころ

での議論 が多いと いうこ とでし たけ れど、そ れに評価 に相応 しい
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方とかが 選定され るとい うよう な見 込みはあ るんでし ょうか 。

【楠本計画 課長】 まず都 市計画 審議 会から入 っていた だきた いと

いうのは 、都市計 画マス タープ ラン でござい ますので 、本市 の都

市計画の 大きな方 針を示 すもの でご ざいます 。ですか ら、都 市計

画審議会 の委員の 皆様の 中から 、ご 相談を申 し上げた い部分 もご

ざいまし て入って いただ くと。 それ から、土 地利用景 観調整 審査

会という ところか らも入 ってい ただ きますが 、これは 府中市 地域

まちづく り条例自 体が、 都市計 画マ スタープ ランの実 現のた めに

つくられ た条例で ござい ますの で、 そこの附 属機関に ついて は入

っていた だきたい という ことで ござ います。 それから 、市民 参加

の関係で ございま すが、 全体構 想を つくる際 もそうで すが、 あら

ゆるチャ ンネルで いろん な市民 の皆 さんもそ うですし 、議会 でも

相談させ ていただ いてい ますし 、ご 案内のと おり、そ の後の 地域

別構想を つくる際 も２０ ０名近 くの 市民検討 委員会を 運用し なが

ら、策定 させてい ただい ており ます ので、市 民参加自 体は先 駆的

に非常に 広い範囲 でやら せてい ただ いている プランで ござい ます。

これにつ いては、 こうい う経過 を踏 まえて、 今回変更 すると ころ

の市民の 皆さんの ご意見 という のは 非常に大 切でござ います ので、

そういっ たところ をより クロー ズア ップしな がら取り 組んで いき

たいと、 そのよう 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 。ほか に ございま せんでし ょうか 。

ないよ うですの で、報 告事項 は了 承という ことでよ ろしい でし

ょうか。

（「異議な し」の声 ）
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【議長】 ありが とうござ います 。

ほかに ございま せんで しょう か。

次回の予 定は決ま ってい ますで しょ うか。

【塩澤計画 課長補 佐】 ま だ未定 で ございま す。

【議長】 大変あ りがとう ござい ま した。

本日の 日程に従 いまし て、全 て完 了させて いただき ました 。

皆様に は、大変 ご忙し いの中 でご ざいます が、皆さ んのご 意見

をいただ く中、円 滑に今 回の都 市計 画審議会 終わらせ ていた だき

たいと思 います。

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。

大変あり がとうご ざいま した。

午前１１ 時２０分 閉会
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