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午後３時３０分  開会  

【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 、都市整備部長の深美より、ご挨拶を申し

あげま す。  

【都市整備部長】 委 員の皆様、改めましてこんにちは。ただいま

紹介が あり まし た都市 整備部長の深美でございます。  

本日 は 大変 お忙 しい中、府中市都市計画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 とい たしまして、審議事項、報告事項、それぞれ１

件ずつ 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 。ど うぞ よろし くお願いいたします。  

【計画課長】  それでは、○○会長、よろしくお願いいたします。 

【議長】  それでは会議に入っていきたいと存じます。  

 会議 の開 催に 当たり まして、本日の委員の出席状況でございま

すが、 ○○ 委員 、○○ 委員から事前に欠席の連絡をいただいてお

ります 。ま た、 ○○委 員につきましては、遅れている状況でござ

います 。  

また 、 本日 の審 議会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から指名させていただ
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いてよ ろし いで しょう か。  

（「異議なし」の声）  

【議長】 それでは異議なしということですので、指名をさせてい

ただき たい と思 います 。  

本日 の 議事 録の 署名人につきましては、議席番号１３番の○○

委員、 議席 番号 １４番 の○○委員にお願いしたいと思います。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いきたいと存じます。  

まず 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 説明をお願いいたします。  

【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、資料の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９ ７ .６１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、今回

、削除 とな りま すのが ７件、面積は約６，７９０平方メートルで

ござい ます 。削 除の理 由でございますが、１ページ下段に記載の
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とおり 、買 取り の申出 に伴う行為の制限解除のため、生産緑地の

機能を 失っ 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 、今 回追 加とな りますのが１０件、面積は約５，３２０平

方メー トル でご ざいま す。追加の理由ですが、２ページ中段の記

載のと おり 、農 業との 調整を図り良好な市街地環境の形成に資す

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。  

上段 の 表は 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。な お、個々の地区の詳細は後ほど説明させて

いただ きま す。  

 下段 の「 変更 概要」 でございますが、変更事項の欄、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

明させ てい ただ きます 。  

 ３の 「面 積の 変更」 につきましては、地区数は４５５件で増減

はござ いま せん 。府中市全体の生産緑地の面積は、約９７ .７６ヘ

ク タ ー ル か ら 約 ９ ７ .６ １ ヘ ク タ ー ル と な り 、 約 ０ .１ ５ ヘ ク タ ー

ルの減 とな りま す。な お、追加指定に当たりましては農業委員会

より平 成３ ０年 ７月２ ７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、平 成３０年８月２７日付で了承の回答をいた
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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、 平成３ ０年１１月２６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 、平成 ３０年１１月２９日から１２月１４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 ございます。  

 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号議案の資料

４ペー ジか ら１ ３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、 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 。ま た、 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 ２６  地 区名  紅葉丘地区。  

 府中 第二 中学 校の東 側、紅葉丘中央公園の南西側に位置し、平

成３０ 年１ 月３ １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１，９００平方メートルを削除
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するも ので す。  

 続き まし て、 ５ペー ジをご覧ください。  

 はじ めに 、右 下の凡 例をご覧ください。緑の塗りつぶし部分は

今回追 加を 行う 区域と なっております。  

 図面 中央 をご 覧くだ さい。  

 番号 ５６ ７  地区名  押立町地区。  

 押立 町公 園の 東側、 中央自動車道の南側に位置し、地区の一部

、約１ ４０ 平方 メート ルを追加するものです。  

 続き まし て、 ６ペー ジをご覧ください。  

 図面 中央  番 号１５ １  地区名  小柳町地区。  

 小柳 小学 校の 東側、 府中３・４・４号線しみず下通りの南側に

位置し 、平 成３ ０年３ 月２７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４１０平方メートル

を削除 する もの です。  

 続き まし て、 ７ペー ジをご覧ください。  

 図面 右側 より 順に説 明させていただきます。  

 はじ めに 、番 号６０ ７  地区名  白糸台地区。  

 府中 ３・ ５・ １４号 線九中通りの東側、白糸台文化センターの

北西側 に位 置し 、地区 の全部、約７５０平方メートルを追加する

もので す。  

 続き まし て、 番号１ ６４  地区名  若松町地区。  

 府中 ３・ ５・ １４号 線九中通りの西側、多磨霊園駅の北側に位

置し、 平成 ３０ 年３月 ２７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５６０平方メートルを

削除す るも ので す。  
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 続き まし て、 番号１ ６１  地区名  若松町地区。  

 府中 ３・ ５・ １４号 線九中通りの西側、清水が丘北公園の北東

側に位 置し 、平 成３０ 年３月２７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６５０平方メー

トルを 削除 する もので す。  

 ８ペ ージ をご 覧くだ さい。  

 図面 中央  番 号１８ ８  地区名  若松町地区。  

 東京 都水 道局 若松浄 水所の東側、府中３・４・１２号線都道１

１０号 線の 南側 に位置 し、地区の一部、約１，６４０平方メート

ルを追 加す るも のです 。  

 ９ペ ージ をご 覧くだ さい。  

 図面 中央  番 号３０ ９  地区名  南町地区。  

 市営 第十 南町 住宅の 東側、南町公園の南側に位置し、地区の一

部、約 ６６ ０平 方メー トルを追加するものです。  

 １０ ペー ジを ご覧く ださい。  

 図面 中央  番 号３４ ７  地区名  西原町地区。  

 府中 ３・ ３・ ８号線 新府中街道の西側、西原町東公園の北東側

に位置 し、 平成 ３０年 １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、地区の全部、約１，２９０平方メ

ートル を削 除す るもの です。  

 １１ ペー ジを ご覧く ださい。  

 図面 中央  番 号３６ ３  地区名  美好町地区。  

 府中 市立 西保 育所の 東側、都道２９９号線旧甲州街道の南側に

位置し 、地 区の 一部、 約５６０平方メートルを追加するものです

。  
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 １２ ペー ジを ご覧く ださい。図面右側より順に説明させていた

だきま す。  

 はじ めに 、番 号６０ ８  地区名  四谷地区。  

 府中 ３・ ４・ ６号線 くすのき通りの北側に位置する２箇所を１

地区と して 、そ の全部 約４６０平方メートルを追加するものです

。  

 続き まし て、 番号４ １３  地区名  四谷地区。  

 府中 ３・ ４・ ６号線 くすのき通りの南側、中央自動車道の北側

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。  

 続き まし て、 番号４ １４  地区名  四谷地区。  

 府中 ３・ ４・ ６号線 くすのき通りの南側、中央自動車道の北側

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、 番号６ ０９  地区名  四谷地区。  

 四谷 防災 セン ターの 西側、中央自動車道の南側に位置し、地区

の全部 、約 ３２ ０平方 メートルを追加するものです。  

 続き まし て、 番号６ １０  地区名  四谷地区。  

 四谷 文化 セン ターの 南側に位置し、地区の全部、約３５０平方

メート ルを 追加 するも のです。  

 １３ ペー ジを ご覧く ださい。  

 はじ めに 、図 面右側 、番号４７３  地区名  日新町地区。  

 日新 小学 校の 西側、 日新町第２公園の南側に位置し、平成３０

年３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 の全部 、約１，２２０平方メートルを削除するも



 8

のです 。  

 続き まし て、 図面左 側  番号４３７  地区名  四谷地区。  

 第２ 府中 保育 園の西 側、府中３・４・３号線主要地方道２０号

の北側 に位 置し 、平成 ３０年３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７６０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となります

。  

 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】  議案の説明が終わりました。  

 それ では 、こ れより 審議に入りたいと思います。  

 ご質 問は ござ いませ んでしょうか。○○委員。  

【○○委員】 １ 点だけ 確認をさせていただきたいのですが、昨年

生産緑 地法 の改 正によ り、府中市では５００平方メートルから３

００平 方メ ート ルに変 更になりましたので、今回追加が多いとい

う印象 を受 けた のです けど、その辺の効果が出ているのかどうか

、確認 をお 願い したい と思います。  

【議長】 ○○委員から、変更があった影響はあるのかないのかを

含めて 、ご 返答 願いた いと思います。  

【公園緑地課長補佐】 生産緑地法が改正されまして、本市におき

まして も、 昨年 １２月 ２８日に新設条例といたしまして、生産緑

地法に かか る条 例制定 を行ったところでございます。  
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 条例 制定 の内 容につ きましては、最低規模の生産緑地の面積を

指定す ると いう ことで ございまして、今、委員ご指摘のとおり、

従来５ ００ 平方 メート ルであったものを３００平方メートルに引

き下げ たと いう もので ございます。  

 今回 、議 案の 中で挙 げさせていただいている中におきましては

、第６ ０８ 地区 でござ います。１２ページの図面をお開きいただ

きまし て、 右側 隅でご ざいますが、２つの地区が６０８地区とい

うこと で、 こち らにつ きましては、左側の区域につきましては１

９０平 方メ ート ル、右 側につきましては２７０平方メートルとい

うこと で、 それ ぞれ３ ００平方メートルを下回っておりますが、

合わせ まし て４ ６０平 方メートルということでございます。こち

らにつ きま して は、従 来の法律の制限におきましては生産緑地の

指定に は該 当し ないと ころではございますが、この２つの地区を

合わせ まし て一 団の農 地を形成するということでございまして、

指定す るこ とが できた ということでございます。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長】  ○○委員、よろしいですか。  

【○○委員】  ありがとうございます。  

【議長】  ほかに何かご質問はございませんでしょうか。  

【○○委員】 今 のに関 連して、一団で３００平方メートル以上と

いうこ とで 、農 業委員 会でも現地確認をしまして、認めさせてい

ただき まし た。  

【議長】  ありがとうございます。  

 ほか にあ りま せんで しょうか。  

【○○委員 】 確認で す。○○委員、農業委員会会長、もう１度そ
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のこと を確 認さ せてく ださい。  

【○○委員】 今 回の法 改正で、今までは５００平方メートル以上

でした けど も、 今回か ら３００平方メートル以上と引き下がりま

した。 ただ 一団 で、合 計３００平方メートル以上あればいいとい

うこと で生 産緑 地を認 めるということになりました。  

【○○委員】  そうですか。ありがとうございました。  

【議長】  ほかにございませんでしょうか。  

ない よ うで すの で、採決をしたいと存じますが、日程第１、第

１号議 案「 府中 都市計 画生産緑地の変更」について、議案のとお

り決す ると 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。異議なしということで、第１

号議案 は決 する ことと いたします。  

 次に 、日 程第 ２、報 告事項「府中市立地適正化計画の策定につ

いて」、事務 局から報告をお願いいたします。  

【計画課長補佐】  立地適正化計画のご説明の前に、府中市立地

適正化 計画 の策 定の経 緯について、ご報告いたします。  

 昨年 １１ 月に 開催し た本審議会において、ご了承いただいた府

中市立 地適 正化 計画（ 案）につきまして、議会への報告後にパブ

リック コメ ント 手続を 実施したところ、意見の提出が２件ありま

した。 いた だい た意見 による内容の修正のほか、文言の整理や体

裁の修 正を 行い 、本年 １月に府中市立地適正化計画を策定いたし

ました 。  

 それ では 、詳 細につ きまして、担当よりご説明いたします。  

【都市計画担当主査】  府中市立地適正化計画の策定につきまし
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てお手 元の 資料 に基づ きまして、ご説明をいたします。  

 資料 の１ ペー ジ、２ ページでございますが、こちらは、府中市

立地適 正化 計画 の策定 における趣旨、概要、今後の予定などをま

とめた もの とな ってお ります。  

 ３ペ ージ 、４ ページ では、前回の都市計画審議会でご提示した

計画案 から の主 な修正 点を記載しております。  

４ペ ー ジの 後ろ に「府中市立地適正化計画」の本文、こちらは

、１１ ２ペー ジご ざい ます。最後に、「府中市立地適正化計画概要

版」を お付 けさ せてい ただいております。  

前回 の ご説 明と 重複する部分もございますが、修正箇所を含め

まして 、計 画内 容を改 めてご説明させていただきます。  

それ で は資 料１ ページにお戻りください。  

１の 「 趣旨 」に つきましては、近年全国的に急激な人口減少及

び少子 高齢 化の 進行に より、持続可能な都市経営を実現すること

が大き な課 題と なって おります。このような状況の中、コンパク

トなま ちづ くり を推進 するため都市再生特別措置法が改正され、

立地適 正化 計画 が制度 化されております。  

本市 で は、 大幅 な人口減少は見込まれないものの、少子高齢化

の進行 が想 定さ れるこ とから、市民の生活利便性や本市の経済活

力を維 持し 、将 来にわ たり持続可能なまちづくりを実現するため

、市民 等の 意見 を踏ま え、昨年１０月に作成いたしました原案を

修正し 、平 成３ １年度 から平成５０年、２０３８年度までの２０

年間を 計画 期間 とする 「府中市立地適正化計画」を策定したもの

でござ いま す。  

立地 適 正化 計画 の策定に当たりまして、昨年１１月２６日から
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１２月 ２５ 日ま でパブ リックコメント手続を実施いたしておりま

して、 お二 人の 方から 計２件の意見をいただいております。  

１件 目 は、「空き家問題を関係部署が連携して取り組むべき」と

のご意 見で ござ いまし た。２件目は、「生活サービス維持区域内で

の維持 施設 設定 の考え 方」に対するご意見で、ご意見を受けて計

画内容 の一 部を 修正し ておりますので、後ほど詳細をご説明いた

します 。  

続き ま して 、２ の「概要」につきまして、ご説明をさせていた

だきま す。な お、資料 では「（１）はじめに」から、資料裏面２ペ

ージの「（７）目 標指標 の設定と進行管理」まで記載しております

が、当 該項 目に つきま しては、お手元にお配りした計画書の本文

を用い まし てご 説明い たします。  

それ で は、 本文 １１ページをお開きください。  

１１ ペ ージ 中段 にございます、「府中市の人口推移」のグラフを

ご覧く ださ い。  

人口 及 び高 齢化 の推移のグラフによりますと、本市の人口は平

成３２ 年を ピー クとし 、その後微減傾向と予測され、高齢化率に

つきま して も、 増加が 見込まれることから、今後生活を支える都

市機能 の低 下、 地域経 済の衰退、低密度な土地利用などが課題と

なりま す。  

そこ で 、本 市の 経済活力及び市民の生活水準を維持し、持続可

能なま ちづ くり を実現 するため、都市機能や住宅を適正に配置す

ること で、 現状 の都市 機能や生活利便性を維持することなど、都

市をマ ネジ メン トする 観点で立地適正化計画を策定するものでご

ざいま す。  
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続き ま して 、本 文３ページにお戻りください。  

こち ら は、 本市 における立地適正化計画策定の目的でございま

す。上 位計 画で 位置付 けた将来都市像等の実現化など３つを挙げ

ており ます 。都 市経営 の視点からまちづくりを計画的に推進して

いくた めに 策定 するこ とを目的としております。  

続き ま して 、本 文１０ページをご覧ください。  

都市 構 造上 の主 な現状と課題の分析につきまして、１の人口動

向など から 課題 分析の 視点の７項目につきまして、分析したその

結果を 整理 させ ていた だいております。  

続き ま して 、本 文の２９ページをお開きください。  

上位 計 画や 都市 構造上の主な現状と課題を踏まえまして、まち

づくり の方 針を ３つに 整理しております。  

まち づ くり の方 針１では、「本市の経済活力を高め、市民生活の

利便性 向上 に資 する拠 点の形成」、方針２では、「多様なライフス

タイル の選 択を 可能と する居住地等の形成」、方針３では、「拠点

と居住 地を 結ぶ 利便性 の高い公共交通ネットワークの形成と交通

結節点 の機 能強 化」と しております。  

続き ま して 、本 文３３ページの図面をご覧ください。  

こち ら は、 目指 すべき都市の骨格構造図をお示ししたものでご

ざいま す。 現在 改定中 の都市計画マスタープランでの拠点を具体

化し、 市民 の日 常生活 に関連する鉄道駅を中心とした「中心拠点

」「地域拠点」「広 域医療拠点」「日常生活拠点」を対象に、都市機

能誘導 や居 住誘 導に通 じた拠点を構築し、公共交通軸では、拠点

間を結 ぶ公 共交 通路線 について、将来にわたり維持すべき軸とし

て位置 付け を行 ってお ります。  
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続き ま して 、本 文４４ページをお開きください。  

こち ら は、 居住 誘導が見込まれる区域を抽出する際の「③防災

上の安 全性 が懸 念され る区域」を示しておりますが、計画案から

修正し た部 分が ござい ます。  

東京 都 が昨 年１ ２月２６日に、土砂災害警戒区域及び土砂災害

特別警 戒区 域の 指定に 向けた基礎調査の結果を公表し、今後本市

でも両 区域 に指 定され る予定となったことから、今後の取扱いな

どを本 ペー ジの 下段の ※印１つ目に追記しております。  

続き ま して 、４ ８ページをお開きください。  

居住 誘 導区 域の 設定に当たりましての全体概要でございます。  

図の 右 側の オレ ンジ枠で示しております、居住誘導区域につき

まして は、上段 から、「 高い利便性をいかし居住を誘導するエリア

」、「農 と共存を 図 るエ リア」、「工業と共存を図るエリア」、「一定

の災害 リス クを 有する ものの居住を誘導するエリア」として、居

住誘導 区域 内に 濃淡を つけた計画区域としております。  

また 、 居住 誘導 区域外としましては、灰色で表示をしています

「居住環境維持エリア」は、３メートル以上の多摩川の浸水想定区

域で、 災害 に対 する安 全性が懸念されることから居住誘導区域に

含みま せん が、 日常生 活サービスや交通手段を確保できる居住環

境の形 成に 向け た取組 を今後も継続して進めるエリアとしており

ます。  

最下 段 の灰 色の 枠で表示しております「居住以外の利用を図る

エリア 」は 、都 市型産 業専用地区などで居住以外の土地利用を維

持する ため 居住 誘導区 域には含めておりません。  

右側 の ４９ ペー ジに移りまして、下から２つ目の黒丸につきま
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して、 先ほ どの ４４ペ ージのご説明と同様に、東京都において、

土砂災 害警 戒区 域及び 土砂災害特別警戒区域の指定に向けた基礎

調査の 結果 を公 表した ことに伴いまして、今後の取扱いなどを追

記して おり ます 。  

続き ま して 、５ ３ページの図面をご覧ください。  

こち ら は、 居住 誘導区域を示した図となります。黄色の居住誘

導区域 の中 で、「 農と共 存を図るエリア」、「工業と共存を図るエリ

ア」、「 一定の災 害 のリ スクを有するものの居住を誘導するエリア

」を示 して おり ます。  

計画 案 から 修正 した部分をご説明させていただきます。  

左上 の 凡例 に黄 色にオレンジ色の斜線で表示した「高い利便性

をいか し居 住を 誘導す るエリア」、灰色で表示しました「居住環境

維持エ リア 」な どを追 記するとともに、イメージ図や区域図の表

示を修 正し てお ります 。また、居住誘導区域の考え方を明確に提

示する ため 、ペ ージの 下部に【居住誘導の考え方について】を追

加し、 黒丸 の１ つ目で 「居住誘導区域は区域外から区域内への移

転を強 制す るも のでは なく、長期的な視点での緩やかな誘導であ

り、居 住誘 導区 域外に 居住できなくなることはありません」との

考えを 追記 する ととも に、※印の１つ目で「居住環境維持エリア

は災害 に対 する ソフト 対策を中心に進めるとともに、居住環境の

形成に 向け た取 組を今 後も進めます。また、防災対策が図られた

箇所に つい ては 、適宜 、居住誘導区域設定の検討を行います。」と

の説明 を追 記さ せてい ただいております。  

続き ま して 、７ ９ページをお開きください。  

パブ リ ック コメ ント手続での意見に基づき修正した部分をご説
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明させ てい ただ きます 。  

パブ リ ック コメ ント手続でのご意見では、生活サービス機能維

持区域 であ る多 磨霊園 駅周辺について、「現状ある施設を維持する

だけで は便 利に ならな いので、駅前で生活必需品を購入できるよ

うに検 討し てほ しい」 とのご意見をいただいております。  

「生 活サービ ス維持区域」では、今後も維持すべき施設を位置付

けてお りま すが 、維持 施設以外の施設の立地を認めないという主

旨のも ので はご ざいま せんので、誤解を生じないように７９ペー

ジの維 持施 設の 設定の 考え方に、「維持施設以外の施設について、

新たな 立地 を抑 制する ことを目的としない」旨を追記させていた

だいて おり ます 。  

続き ま して 、９ ３ページをご覧ください。  

こち ら の図 は、 都市機能誘導区域及び生活サービス機能維持区

域を示 した 図と なりま す。赤色の区域が都市機能誘導区域で、府

中駅・ 府中 本町 駅周辺 地区など５地区、青色の区域が生活サービ

ス機能 維持 区域 で、東 府中駅周辺地区など６地区となっておりま

す。  

続き ま して 、９ ７ページの表をご覧ください。  

誘導 施 策と して 、ピンク色のまちづくり方針１では、都市機能

誘導区 域で の施 策をま とめて掲載しております。  

黄色 の まち づく り方針２では、居住誘導区域の施策として９７

ページ から ９９ ページ にかけて、まとめて記載しております。  

９９ ペ ージ 下の 緑色のまちづくり方針３では、拠点間の交通ネ

ットワ ーク に関 する施 策をまとめて掲載しております。  

続き ま して 、１ ０４ページをお開きください。  
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目標 指 標の 設定 につきましては、将来的に誘導施策の達成状況

等の確 認を 行う ため、 計画評価における目標値をまちづくり方針

ごとに 設定 をし ており ます。  

まち づ くり 方針 １では、定量的な目標として、「鉄道駅の１日平

均乗降 数の 増加 」を設 定しております。  

続き ま して 、１ ０７ページをお開きください。  

まち づ くり 方針 ２では、定量的な目標として、「居住誘導区域内

の人口 密度 の維 持」を 設定しております。  

続き ま して 、１ ０８ページをご覧ください。  

こち ら でも 一部 計画案からの修正がございます。計画案では、

居住誘 導区 域が 未確定 な段階であったため、「■計量的な目標値」

の表の 下の ※印 ３行目 以降に、現状値の目標値の数値が変更とな

る可能 性が ある 旨記載 しておりましたが、当該区域が確定したこ

とから 、こ れら の表記 を削除しております。  

続き ま して 、１ １０ページをお開きください  

まち づ くり 方針 ３では、定量的な目標として、「公共交通の利便

性が高 いエ リア の居住 人口割合の増加」を設定しております。  

また 、 １１ ０ペ ージの「■定量的な目標値」の表の下の※印の

５行目 以降 につ きまし ても、先ほどの１０８ページの説明と同様

の理由 によ り文 言を削 除しております。  

計画 の 概要 の説 明は以上でございます。  

恐れ 入 りま すが 、資料２ページにお戻りください。  

３の 「 主な 修正 点」でございますが、２の「概要」において、

ご一緒 に説 明さ せてい ただいております。  

計画 の 主な 修正 箇所や修正理由につきましては、３ページ、４
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ページ にか けて 別表と して一覧をとりまとめておりますので、ご

参照く ださ い。  

最後 に 、４ の「 今後の予定」でございますが、本件につきまし

ては、 本審 議会 でのご 報告後に議会への報告を行い、本年４月１

日から ６月 ３０ 日まで の期間で公表に向けた事前周知を実施いた

しまし て、 本年 ７月１ 日付で公表を行う予定でございます。  

以上 で 府中 市立 地適正化計画の策定についてのご説明を終わら

せてい ただ きま す。  

【議長】  ありがとうございました。報告が終わりました。  

 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。  

【○○委員】  ２点についてお聞きします。  

 先に 、計 画書 ４４ペ ージのところで、防災上の安全性というと

ころで の追 記が ありま すけれども、区域を掲げていますが、この

区域が どう すれ ば災害 から守られていくのかという点を、載せて

いると ころ が少 ないの ではないかなと思っていますので、その辺

の考え 方を 一つ お聞き したいのと。  

 それ から 、最 後の概 要のところで、７ページになると思うので

すが、 鉄道 駅へ のアク セスということで、バス路線の充実という

ことを 掲げ てい ますけ れども、その中の一つで、栄町の東八道路

を走る バス 路線 が、廃 止ではないが１日に１本という、そういう

状況に なっ てい ますの で、どのように今後考えているのか。  

その ２ 点に つい て、お願いしたいと思います。  

【議長】 ○○委員から２点ございました。防災の点と、それから

栄町の バス 路線 のこと をお願いします。  
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【計画課長補佐】 はじ めに、災害の区域の考え方でございますが

、本文 の９ ９ペ ージで 、居住誘導区域の中の施策の方針というと

ころで 、上 段部 分に防 災関連ということで挙げさせていただいて

おりま す。 その 中で、 ①から⑪まで挙げさせていただいている中

で、ソ フト 部分 が大半 にはなりますが、こういったところの施策

を推進 して いく ことで 、対策がとられていくものと考えてござい

ます。  

 ２点 目の バス 路線の 考え方でございますが、概要版の７ページ

にも記 載さ せて いただ いております。今後、地域公共交通網形成

計画の 策定 に向 けて検 討していくというところで、その部分で交

通ネッ トワ ーク 等の維 持等を検討してまいりたいと考えてござい

ます。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長】  ○○委員、何かございますか。  

【○○委員】  それぞれご答弁をありがとうございます。  

簡潔 に お答 えい ただいたと思いますが、防災関連のところで、

これか ら見 てい かない といけないとは思うのですが、どうしても

長期的 な展 望に 立って いかないとできないことだと思いますので

、ある 程度 の道 筋を立 てながら、不安を抱えている人たちも結構

いらっ しゃ ると 思いま すので、特に地域的には、市長の家のとこ

ろも結 構厳 しい ものが 一番あると思います。万が一のときに、一

番防災 の中 心に なる市 長がきちっと指揮がとれるようにとか、そ

ういっ たこ とま である と思います。これまでも災害のところでで

きなか った とい う、そ ういった年もあったかと思いますので、こ

この辺 のと ころ まで考 えていただければなというふうに思いまし
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た。  

それ か ら、 栄町 の関係、交通ネットワークを掲げさせていただ

きまし たけ れど も、さ っきの災害のことに関してもそうですが、

弱者と いう 視点 をしっ かり捉えていった場合に、コミュニティバ

スであ ると か、 そうい ったところをもう１回見直しをしていただ

かない とい けな いのか なと思いますので、これまでの当初の計画

にあっ た考 え方 にしっ かり立っていただいて、声なき声の弱者を

しっか り守 って いくと いう、そういう姿勢をもって臨んでいただ

きたい なと 思い ますの で、どうぞよろしくお願いします。ありが

とうご ざい ます 。  

【議長】 ありがとうございます。ほかにご質問はございませんで

しょう か。 ○○ 委員。  

【○○委員】 今 年の７ 月１日付で公表になるということで、いろ

いろ修 正を 加え て、今 回報告をいただいて、進めてこられたとい

うこと でよ かっ たなと いうふうに思うのですけども。  

 わか る範 囲で 結構な ので、他の自治体においては、先行してや

られて いる 自治 体とか 、府中市とほぼ同じような感じで進めてき

た自治 体と か、 あるい は全く別の手法とか別の考え方で進めてい

る自治 体と か、 あるい は全くこういうことには手をつけていない

自治体 とか 、い ろいろ あるのかなと思うのですけど。そういうこ

とで、 わか る範 囲で他 の自治体がどんな状況になっていて、府中

市は先 行さ れて いるの かどうか。その辺をわかる範囲で教えてい

ただけ れば と思 います 。  

 以上 です 。  

【議長】 ○○委員から、この立地適正化計画のことについて他市
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の事例 があ った らとい うことでございますけれども、お願いしま

す。  

【計画課長補佐】 他 の自治体の例でございますが、今、立地適正

化計画 を策 定し ている 自治体というのが１８６あります。  

 東京 都で いい ますと 、福生市が策定をして公表をしているよう

な状況 でご ざい ます。 あと、八王子市と日野市というところが現

在立地 適正 化計 画の検 討を進めている市になります。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長】  よろしいですか。  

【○○委員】 全 国で１ ８６市、市ではないところもあるかもしれ

ません が、 １８ ６とい うことで。都内では福生市と八王子市と日

野市と いう こと で、府 中市もかなり先行しているほうなのかなと

いうこ とで 理解 をいた しました。  

 実際 にこ れを 市民に 今後ＰＲしていくのだと思うのですけど、

そのあ たり の時 期とか 方法について、簡単にご説明をいただいて

質問を 終わ りた いと思 います。  

【議長】  これからの作業をご返答願いたいと思います。  

【計画課長補佐】 今後 は先ほどもご説明をしたとおり、４月１日

から６ 月３ ０日 まで、 公表に向けた事前周知の期間ということで

設けて ござ いま す。そ の中で、ホームページ等でお知らせすると

ともに 、関 係機 関に今 回の立地適正化計画の周知、説明をしてい

くよう な予 定で 考えて ございます。商工会議所等にも今後周知し

ていく つも りで 、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。  
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【○○委員】  わかりました。結構です。よろしくお願いします。 

【議長】  ほかに、○○委員。  

【○○委員】 こ の立地 適正化計画の背景は、前回も説明を聞いて

いるの です が、 二つ相 反する部分が出ているのではないかと私な

りに思 って いま す。  

 利便 性を 求め て都市 機能誘導区域を設定したということであり

ますけ れど も、 これは 決して法律的な強制力はないと、ただ、一

応計画 とし て見 ている ということ。この点の後ろに、もう一つ相

反する のは 税法 上の問 題があると思うのですよ。固定資産税は、

いわゆ る一 極集 中すれ ば、土地の価値というものは上がるし、そ

れによ って また 分散し ていくんではないかと。そういう相反する

ものが ある んで すけど 、それについての考え方が１点。  

 それ から 、商 業の集 積ということが、先ほどの説明の中に入っ

ており まし たけ れども 、これは決して強制ではないと。小売り業

であっ て、 そこ で商売 をやるのであれば、移転等に対する指導等

は行わ ない 。あ くまで も計画であるということ。そこのところを

もう少 し何 らか の文章 なり、何らかの形を置いて、証明していた

だかな いと 。一 番怖い のは、そこがひとり歩きをして、いわゆる

大型店 等が 進出 を許可 されて、小売店の生活を圧迫するんではな

いかな とい う相 反する 部分というのが見られるので、その点に対

して考 えて いた だきた い。これは希望も含めて考え方を聞かせて

くださ い。  

【議長】 ○○委員からご質問がございました。ご答弁をいただき

ます。  

【計画課長補佐】 誘導 区域とそれ以外で税法上の考え方でござい
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ますが 、先 進市 である 藤沢市のほうに視察に伺った際に、藤沢市

に、今 、現 状固 定資産 税等どうなっているかというところを確認

したと ころ 、藤 沢市か らは、そういった区域によっての影響はな

いもの と伺 って ござい ます。  

 ２点 目の 商業 の集積 等でございますが、７９ページの誘導施設

等とい うと ころ で今回 、「既に立地している誘導施設等現状機能の

維持を 図り 、不 足して いる施設は新たに立地につなげていく」と

いう考 え方 を整 理して いる計画でございまして、強制的に区域等

に入れ てい くと いうと ころでは考えてございません。  

 以上 でご ざい ます。  

【計画課長】  補足答弁をさせていただきたいと思います。  

 ただ いま の藤 沢市の 件は税法上の話ではなく、一般的な市場で

の取扱 いと いう ことで 、答弁を修正させていただきます。大変申

しわけ ござ いま せんで した。  

 税法 上の 件に 関しま しては、申しわけございません。本日担当

課の管 理職 が同 席して おりませんので、後日確認をした上でご報

告させ てい ただ ければ と考えておりますが、基本的には、税判定

する上 では 不動 産鑑定 士での判断という部分が基本となってまい

ります ので 、本 計画に よる影響を主管課に確認をして、後日ご回

答させ 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】  ○○委員、どうぞ。  

【○○委員】 わ かりま した。固定資産税評価というのは２年ごと

に行わ れて いる もので あって、土地の高度利用なり土地の利用と

いうも のに 対し ての評 価というのが、非常に問題になっているわ
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けで、 これ と相 反する 部分というのが非常に見えるわけですよ。

そこが 一番 危惧 すると ころであって、この立地計画は本当にいい

と思い ます 。こ の先の 人口減を見据えた中での生活水準、府中と

いうも のを 維持 するた めには非常に大切なものだと、私は理解し

ており ます 。  

 しか しな がら 、そこ に相反するものがあるということ。そこは

やっぱ り１ 項目 入れる か、それに対する歯止め的な文章なり考え

方を入 れな いと 、これ がひとり歩きすると、後で凄く怖い結果に

なるん では ない かなと 。この先の話ですから、何とも言えません

けれど も、 その 辺も含 めて、また議会で十分説明をいただきたい

と思い ます 。よ ろしく お願いいたします。  

 以上 です 。終 わりま す。  

【議長】  ほかにご質問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、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】 同意をいただきましたので、報告了承とさせていただき

ます。  

 次に 、日 程第 ３「そ の他」について、事務局から何かございま

すか。  

【公園緑地課係長】  事務局から２点ご報告させていただきます。 

 はじ 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
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まして 、本 日お 手元に お配りしております、右上に資料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。  

 １ペ ージ をお 開きく 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。な お、 図は 上が北 となっております。  

 はじ めに 、１ ページ をご覧ください。  

地図 の 右側 、地 区名は白糸台地区、場所は西武多摩川線の西側

、府中 第九 中学 校の北 東側に位置する地区でございます。  

 続い て、 地図 の左側 、地区名は小柳町地区、場所は九中通りの

東側、 府中 第九 中学校 の北側に位置する地区でございます。  

 続き まし て、 ２ペー ジをご覧ください。  

 地区 名は 小柳 町地区 、場所は小柳小学校の西側、中央自動車道

の北側 に位 置す る地区 でございます。  

 続き まし て、 ３ペー ジをご覧ください。  

 地区 名は 若松 町地区 、場所は新小金井街道の東側、人見街道の

北側に 位置 する 地区で ございます。  

 続き まし て、 ４ペー ジをご覧ください。  

 地区 名は 南町 地区、 場所は矢崎小学校の西側、郷土の森博物館

の北側 に位 置す る地区 でございます。  

 続き まし て、 ５ペー ジをご覧ください。  

 上下 ２箇 所ご ざいま すが、いずれも地区名は日新町地区、場所

は都立 府中 西高 校の西 側、中央自動車道の北側に位置する地区で
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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３ １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 。  

 以上 でご ざい ます。  

【都市計画担当主査】 次に、府中市都市計画に関する基本的な方

針、都 市計 画マ スター プランの改定状況につきまして、ご説明い

たしま す。  

 都市 計画 マス タープ ランにつきましては、昨年８月に開催いた

しまし た本 審議 会で、 まちづくり方針（全体構想）の見直しの方

向性を ご説 明さ せてい ただいております。  

 昨年 ９月 開催 の第１ 回まちづくりに関する意見交換会では、文

化セン ター 圏域 コミュ ニティ協議会や農業委員会、商店街連合会

や各小 ・中 学校 のＰＴ Ａなどの皆様方から、まちづくりにいかす

べき地 域の 特性 や問題 点などについて、貴重なご意見をいただい

ており ます 。  

 いた だい たご 意見を 整理し、各地域におけるまちづくりの方向

性など を伺 うた め、第 ２回まちづくりに関する意見交換会を３月

９日に 開催 する 予定と なっております。  

 以上 で、 事務 局から の報告を終わります。  

【議長】  ありがとうございました。  

 ただ いま 報告 がござ いました。この件につきまして、何かご質

問あり ます でし ょうか 。○○委員。  

【○○委員 】 １点。生 産緑地の削除の図面ですが、かなり古い図

面を使 って いる のじゃ ないかという印象なんです。いつ頃の図面
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を使っ てい ます か。  

 例え ば、 ５ペ ージに 日新町地区とあるのですけど、日新町地区

、府中 西高 校の 周り、 区画整理をして大分道が新しくできていま

すが、 全く そう いうの が入ってないんですね。こういう形で、多

分４、 ５年 前な のか分 からないけど、古い地図を使っているよう

な印象 を受 ける んです 。もっと最新の地図でやってもらいたいと

思うの です けど 、それ はできないのでしょうか。その辺だけ教え

てくだ さい 。  

【議長】  何か理由はあると思うのですけど、よろしいですか。  

【公園緑地課長補佐】 ただいま都市計画に係る下図につきまして

は、東 京都 が定 める地 形図を利用させていただいておりまして、

現在、 ご指 摘い ただい たとおり、若干古い地図を採用していると

ころで ござ いま す。当 地図につきましては、できる限り新しいも

のとい うこ とで 考えて いるところでございます。  

【議長】  よろしいですか。  

【○○委員】  よろしくお願いします。  

【議長】  ほかに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、報告了承とさせていただきます。  

 以上 をも ちま して、 本日の日程は全て終了いたしました。  

長時 間 、皆 様方 から貴重なご意見をいただきまして、ありがと

うござ いま す。  

 これ で本 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。  

午後４時３０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
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