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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、また 猛暑の 中、ご 出席 をいただ きまして 、誠に あり

がとうご ざいます 。  

 本日の 案件は、 審議事 項とい たし まして、 去る３月 に原案 審議

でご了承 をいただ きまし た、府 中駅 南口の第 一種市街 地再開 発事

業の変更 に伴う東 京都か らの照 会に 対する市 の意見、 １件で ござ

います。 どうぞよ 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 】 そ れでは 、会長 、よろしく お願いい たしま す。  

【議長】  皆さん 、こん にちは 。  

 今日は 、会議に 先立ち まして 、傍 聴の方が 五、六人 、見え てお

ります。 よろしく お願い したい と思 います。  

 それで は事務局 のほう から、 今回 、新たに 任命され ました 委員

がおりま すので、 ご紹介 、よろ しく お願いい たします 。  

【青木計 画課長】  それ ではご 報告 させてい ただきま す。  

 議席番 号１番、 ○○委 員さん のご 逝去によ りまして 空席と なっ

ておりま したが、 本日付 で○○ 様を 委員に任 命いたし ました 。  

 それと 、議席番 号１４ 番の○ ○委 員さんで ございま すが、 ○○

委員さん におかれ まして は２月 に任 命をさせ ていただ いてお りま
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すが、公 務で欠席 されて おりま した ので、○ ○委員さ んのご 紹介

をさせて いただき ます。  

 以上で ございま す。よ ろしく お願 いいたし ます。  

【議長】  事務局 からご 紹介が ござ いました ○○委員 さんか ら一

言ご挨拶 をお願い いたし ます。  

【委員】  府中市 商店連 合会の ○○ と申しま す。前会 長の○ ○様

より交代 になりま して、 ６月に 総会 がありま して、交 代にな りま

した。  

 本日の 議題の中 で、府 中駅前 の都 市計画と いうこと でござ いま

すが、実は私 ども 、府中駅 前で都 市 計画の第 ３地区と いうこ とで、

「くるる 」という ものを 完成さ せま した。た またまこ の府中 駅の

都市計画 でござい ますが 、昭和 ５２ 年に府中 駅前の公 共施設 の都

市計画決 定が出さ れまし た。ち ょう ど今から ３１年前 でござ いま

す。その 後、５年 たちま した昭 和５ ７年、府 中駅前の 三つの 地区

の都市計 画決定が なされ まして 、告 示がされ ました。 まさに 府中

の駅前の ロータリ ーを含 めた施 設が 告示され まして、 計画が 決定

されまし て３１年 、そん な中で 都市 計画審議 会の委員 という こと

で立ち会 うことが でき、 本当に 光栄 だと思い ます。ひ とつよ ろし

くお願い いたしま す。  

【議長】  ひとつ よろし くお願 いし ます。  

 それで は、今回 初めて の参加 だと 思います けれども 、府中 警察

署長の○ ○様、ご 紹介等 、一言 よろ しくお願 いいたし ます。  

【委員】  失礼し ます。 この春 の異 動で警視 庁交通部 から参 りま

した○○ と申しま す。前 の○○ 署長 同様、よ ろしくお 願いし たい

と思いま す。  
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 私のほ うで１点 、せっ かくの 機会 でありま すので、 ご報告 させ

ていただ きます。  

 振り込 め詐欺の お話で ござい ます けれども 、けさほ どの新 聞で

も、全国 で１６６ 億円が 既にだ まし とられて いるとい う話が ござ

いました けれども 、府中 管内で も例 外ではご ざいませ ん。も う既

に４０件 近い振り 込め詐 欺がご ざい まして、 ５，００ ０万円 を超

えており ます。こ のまま 行きま すと 、多分、 年内に１ 億円の 詐欺

に遭うと いうよう な、大 変厳し い状 況がござ いますの で、ど うか

不審な電 話があり ました ら、必 ず警 察のほう へ電話を いただ きた

いという ことと、 出た金 は絶対 戻っ てきませ んので、 それだ けぜ

ひ周りの 方々にお 伝えい ただき たい と思いま す。  

 どうか 本日はよ ろしく お願い いた します。  

【議長】 よろし くどうぞ お願い し ます。あり がとう ございま す。  

 それで は、会議 を開催 するに 当た り、本日 の委員の 皆様方 の出

席状況で ございま すが、 ○○委 員さ んがどう してもご 都合が つか

ないとい うことで 欠席で ござい ます 。  

 あと、 会議開催 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 議は成 立いた しま す。  

次に、本 日の会議 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、署 名人に つき ましては 、議席番 号１２ 番の

○○委員 、同じく 議席番 号１３ 番の ○○委員 さんにお 願いし たい
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と思いま すが、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 て進 めたいと 思います 。本日 、

審議事項 が１件ご ざいま す。こ れに つきまし て、議題 の説明 をお

受けし、 その後、 質問、 ご討議 いた だき、最 後に採決 をして 決め

ていきた いと思い ますの で、そ の議 案につき まして、 説明を よろ

しくお願 いいたし ます。  

それでは 、日程第 １、第 １号議 案、 府中都市 計画第一 種市街 地

再開発事 業の変更 に伴う 市の意 見（ 府中駅南 口地区第 一種市 街地

再開発事 業）を議 題とい たしま す。 議案の説 明を、事 務局の ほう

でよろし 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 た第１号 議案に つきま して ご説明い たします 。  

 本案に ついては 、東京 都知事 が決 定する第 一種市街 地再開 発事

業の変更 に当たり 、東京都 から府 中 市に意見 照会があ ったも ので、

市の意見 について ご審議 いただ くも のです。  

 本都市 計画につ きまし ては、 本年 ３月２４ 日開催の 当審議 会に

おきまし てご審議 の上、 ご承認 いた だきまし た後、東 京都に おい

て、本年 ７月１１ 日から ２５日 の２ 週間、公 告縦覧を 行った もの

でござい ます。  

 なお、 東京都に 確認し たとこ ろ、 縦覧者は ３０名、 意見書 は２

件で、意 見書の内 容につ いては 、都 市計画変 更案に対 する意 見で

はないと のことで ござい ます。  

 本案に ついては 、さき にご承 認を いただき ました計 画案と 変更

はござい ませんの で、本 市の意 見は 「都市計 画案のと おり異 議あ

りません 」として 東京都 に回答 いた したく、 お諮りす るもの でご
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ざいます 。  

 それで は、事業 概要に つきま して 、担当課 よりご説 明いた しま

す。  

【議長】  はい、 お願い します 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  それ では、お 手元の 資料

でござい ますが、 前回の 本審議 会に 提出いた しました 資料と 同じ

資料でご ざいます ので、 説明に つき ましては 概要とさ せてい ただ

きたいと 思ってお ります 。よろ しく お願いを いたしま す。  

 それで は、府中 駅南口 地区第 一種 市街地再 開発事業 につき まし

て、お手 元の資料 の説明 をさせ てい ただきま す。  

 １ペー ジをお開 きくだ さい。 ペー ジ下の建 築物の街 区番号 １が

対象街区 でござい ます。 今回の 主な 変更項目 は、主要 用途と 建築

物の高さ の制限で 、主要 用途に つき ましては 、既定計 画の事 務所

を削除し 、新たに 公共公 益施設 と住 宅を加え ておりま す。ま た、

建物の高 さの制限 では、 既定計 画の 高層部の 高さ５０ メート ルを

６０メー トルとし 、低層 部に新 たに ３５メー トルを加 えてお りま

す。  

 続きま して、２ ページ に移ら せて いただき ます。下 段の住 宅の

目標の戸 数を、主 要用途 に住宅 を加 えたこと により、 既定計 画の

２００戸 から３０ ０戸に 増加し てお ります。  

 続きま して、３ ページ 及び４ ペー ジでござ いますが 、街区 の位

置を示し てござい ます。  

 ５ペー ジは、公 共施設 のうち 街路 の位置を 、６ペー ジはペ デス

トリアン デッキの 位置を 示して おり ます。  

 続きま して、７ ページ でござ いま すが、建 築物の高 さの限 度及
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び壁面の 後退距離 を示し てござ いま す。  

 続きま して、参 考図の 説明を させ ていただ きます。 今回、 施設

建築物の 計画に当 たりま して、 次の 三つの項 目につき まして 最大

限の留意 をし、策 定をい たしま した 。  

 一つ目 といたし まして は、当 街区 は府中の 表玄関で あるこ と、

二つ目と いたしま して、 府中駅 南口 再開発事 業の総ま とめで ある

こと、三 つ目とい たしま して、 国指 定天然記 念物「馬 場大門 のケ

ヤキ並木 」に隣接 してい ること の三 つの項目 について 留意を しな

がら作成 を行った もので ござい ます 。  

 １ペー ジをお開 きくだ さい。 施設 建築物の 配置図で 、けや き並

木通りか らの壁面 の後退 距離の 状況 などを示 してござ います 。  

 続きま して、２ ページ をお開 きく ださい。 施設建築 物の南 側の

東西断面 図で、各 階の利 用概要 や、 その面積 、けやき 並木通 りか

らの壁面 線の後退 状況な どを示 して ございま す。  

 続きま して、３ ページ から７ ペー ジまでは 、建物の 地下２ 階か

ら地上１ ４階まで の建物 平面図 とな っており ます。  

 ８ペー ジでござ います が、施 設建 築物の南 側のけや き並木 通り

方向から 見た鳥瞰 図で、 ９ペー ジで ございま すけれど も、京 王線

府中駅上 空から伊 勢丹方 向を見 まし た鳥瞰図 となって ござい ます。 

 最後に １０ペー ジでご ざいま すが 、国土交 通省によ る「関 東の

富士見百 景」の指 定を受 けまし た、 都立浅間 山公園の 眺望ポ イン

トからの 富士山と 施設建 築物の 関係 をシミュ レーショ ンした もの

でござい ます。  

 以上で 資料の説 明を終 わらせ てい ただきま す。  

 よろし くお願い をいた します 。  
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【議長】  議案の 説明が 終わり まし た。お手 元にあり ます資 料に

出ており ますが、 これを 参考に 見な がら、ご 質問等に 入って いき

まして、 最後は、 先ほど も申し あげ ましたと おり、決 議をし たい

と思って おります 。  

 大変前 からの懸 案では ござい ます けれども 、なかな か地権 者の

方々の考 え方もあ るし、 また、 大き な費用も かかるわ けでご ざい

ます。い ろいろな 角度か ら忌憚 のな いご意見 を拝聴し ていき たい

と思いま す。  

 はい、 ○○委員 さん、 どうぞ 。  

【委員】  今回、 初めて の委員 さん もいらっ しゃると いうこ とな

ので、改 めて確認 したい のです けれ ども、ま ず今回の 「再開 発事

業の変更 に伴う」 という ことに なっ ています けれども 、何が どの

ように変 更なのか という こと、 最初 にお尋ね したいと 思いま す。

どういう ふうな変 更、今 回の変 更は 何かとい うこと、 どこが どう

いうふう に変わっ てどう なのか とい うこと。  

 それか ら２点目 は、こ の地区 の地 権者です ね。地権 者につ いて

は、例え ば借地、 借家そ れぞれ 何名 いるかと いうこと を、も う１

回、聞き たい。  

 それと 、地権者 に対す る説明 会と か、そう いうこと につい ては

どんなよ うにやっ てこら れたか 。縦 覧のこと は、先ほ ど説明 があ

りました けれども 、その 地権者 のほ うから何 か、いわ ゆる反 対意

見だとか 、異議と か、何 かそう いう ことは出 ているの かどう か、

そのあた りの状況 につい て、とり あ えずお伺 いしたい と思い ます。 

 以上、 まずよろ しくお 願いし ます 。  

【議長】  以上３ 点につ いて、 回答 をお願い します。  
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【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  変更 の概要で ござい ます

けれども 、既定の と言い ますか 、現 在の計画 されてお ります 都市

計画の内 容でござ います けれど も、 建築物の 整備とい うこと で、

先ほど、 主要とい うこと でご紹 介い たしまし たけれど も、そ のほ

かに五つ ほどござ います 。  

 一 つ 目 と い た し ま し て は 、 建 築 面 積 の 変 更 、 こ れ が 既 定 で は   

５，２２０ 平方メ ートルか ら約５ ，５ ００平方 メートル にしま す。  

 二 つ 目 の 変 更 ご ざ い ま す 。 建 築 面 積 の 割 合 の 変 更 、 こ れ が 約   

１０分の ７．７か ら約１ ０分の ８。 ３番目と いたしま して延 べ面

積の変更 、既定が 約４万 ８，６ ７０ 平方メー トル、こ れを約 ５万

７，００ ０平方メ ートル 。  

 建築物 の高さの 限度の 変更、 高層 部でござ いますが 、５０ メー

トルを６ ０メート ルに、 低層部 を２ ５メート ルから２ ５メー トル

と３５メ ートル、 二つの 種類に して ございま す。  

 それと ５番目で ござい ますけ れど も、使用 用途の変 更とい うこ

とで、既 定では店 舗、事 務所、 駐車 場、これ を店舗、 公共公 益施

設、住宅 、駐車場 に変更 してご ざい ます。  

 続きま して、住 宅建設 の目標 とい たしまし て、戸数 、既定 では

約２００ 戸となっ ており ますが 、こ れを約３ ００戸。 既定で 、約

２００戸 となって ござい ますけ れど も、第３ 地区にお きまし て、

軽微な変 更という ことで 、４０ 戸ほ ど増やし てござい まして 、現

在、２４ ０戸で完 成をし てござ いま す。  

 続 き ま し て 、 住 宅 の 面 積 で ご ざ い ま す け れ ど も 、 約 １ 万     

９，５０ ０平方メ ートル を約３ 万３ ，０００ 平方メー トルに 変更

するもの でござい ます。  
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 以上が 変更の概 要でご ざいま す。  

 続きま して、地 権者数 でござ いま すけれど も、４６ 名でご ざい

ます。借 地と借家 の方で ござい ます けれども 、今、数 字を調 べて

ございま す。  

 説明会 等という ことで ござい ます けれども 、勉強会 を昼、 夜と

いうこと で去年度 はやっ てござ いま した。そ れとあと 三役会 、そ

れに伴い まして理 事会、 それと 総会 と。それ と全体説 明会、 総会

とはちょ っと違い まして 、全体 説明 会という ものを行 いまし て、

地区の皆 さんにつ きまし ては周 知を させてい ただいて いると いう

状況でご ざいます 。  

 失礼い たしまし た。借 家の方 が、 現在８３ 名という ことで ござ

います。  

 以上で ございま す。  

【委員】  説明会 とか、 そうい う勉 強会とか で、反対 意見と か、

そういう ものはな いので すか。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  失礼 いたしま した。  

 反対の 意見とい うこと は、私 ども のほうで はまだ聞 いてご ざい

ません。 というの は、今 、地権 者の 方の中で 約８割ぐ らいの 方が

準備組合 にご参加 いただ いてお りま す。残り の２割の 方は、 反対

というこ とではな くて、 こうい う言 い方は失 礼かもし れませ んけ

れども、 模様眺め といい ますか 、ち ょっと外 側から見 ている と。

反対とい うことは 聞いて ござい ませ ん。私の ほうも、 今、事 務局

あるいは コンサル タント と一緒 にな りまして 、地権者 の方の とこ

ろにお伺 いをして ござい ますけ れど も、その 中でも反 対です とい

う声は聞 いてござ いませ ん。  
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 以上で ございま す。  

【議長】  その説 明会と か勉強 会、 合わせて 何回ぐら いやっ たの

ですか。 やったこ とは聞 いてい るけ れども、 ざっと何 回です か。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  記憶 で申しわ けない ので

すけれど も、説明 会につ きまし ては ２回、全 体説明会 を実施 して

おります 。それと 勉強会 につき まし ては、昼 と夜で８ 回だっ たと

思います 。  

 以上で ございま す。  

【議長】  はい、 ○○委 員さん 。  

【委員】  改めて の確認 だった ので すけれど も、例え ば議会 の中

でもいろ いろな報 告がさ れたり して いますし 、ここに かかわ って

いる方は 、かなり 今回の ことに つい ては真剣 にやられ ている とい

うことで 理解をし ている のです けれ ども、実 は端から 見ると 、よ

くわから ないとい う方が 結構い て、 今回、先 ほど５点 ほど大 きく

変更点を 説明して いただ いたの です けれども 、この時 期に何 でそ

ういう変 更までし てやる のです かと いうこと を、ちょ っと周り の、

あまり関 係ないと いうと 変なの です けれども 、気にし ている 方が

いるわけ です。か なり市 として も莫 大な費用 を投入し なけれ ばい

けないと いうよう なこと もある ので 、そのあ たりで、 今回、 この

時期に変 更までし てやる という こと について の根本的 な理由 みた

いなこと が、もう 少し市 民全体 にわ かるよう に説明い ただけ ない

かな、み たいなこ とを言 われて 、私 もちょっ と何て答 えてい いか

わからな かったの で、改 めてそ うい うことで 、今回こ うした 大幅

な変更を された、 その根 本的な 理由 というか 、そのあ たりを 改め

てもう一 度お尋ね をした いと思 って います。  
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 あと、 その説明 会や勉 強会、 たく さんやら れている という こと

ですけれ ども、そ の２割 程度の 方は 、もう傍 観されて いるの かど

うか、あ れなので すけれ ども、 そう いう全体 説明会と か勉強 会と

いうのは 、出てい る人は 、例え ばあ る程度限 られてい るよう な状

況なのか 、その都 度いろ いろな 人が かわりば んこでき ちんと 出ら

れている のかね。 ほとん ど出て きて いない方 もいらっ しゃる のか

どうか、 そのあた りの状 況をも う一 度お尋ね したいと 思いま す。  

 以上で す。  

【議長】  はい、 もう１ 回そこ ら辺 を詳しく 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  今回 、都市計 画の変 更を

してまで 、なぜと いうこ とでご ざい ますけれ ども、府 中駅南 口の

再開発事 業につき まして は、第 一種 というこ とで、地 元の皆 さん

が組合を 設立して 事業を 行うと 。そ れにつき まして市 のほう が、

あるいは 国・都が サポー トをし てい くという ような事 業の仕 組み

になって おります 。  

 平成１ ５年１０ 月に準 備組合 を立 ち上げま した。そ のとき に、

やはり地 元の皆さ んの熱 意とい いま すか、そ ういうこ とが高 まっ

てきまし て、もう そろそ ろＡ地 区に つきまし ても、再 開発事 業を

展開しな ければな らない だろう とい うような 意気込み といい ます

か、また 、皆さん の意気 込みも 上が ってきま して、私 どもの ほう

といたし ましても 、法的 な手続 、都 市計画の 変更をし ながら とい

うことで 、今回、 ご提案 をさせ てい ただいた というこ とでご ざい

ます。  

 それと 、勉強会 につき まして は、 やはり皆 さん、お 仕事を され

ている関 係から、 なかな か参加 をし ていただ けないと いう状 況も
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ございま す。ただ 、その 中で、 地権 者といい ますか、 土地の 権利

をお持ち の方につ きまし ては、 資料 等をお持 ちいたし まして 、フ

ォローと いいます か、ご 説明を させ ていただ きながら 進めて いる

というふ うな状況 でござ います 。  

 ここで また「事 務局だ より」 とい う、まち づくりニ ュース みた

いな、新 聞みたい なもの がある ので すけれど も、それ も定期 的に

発行して いって、 皆さん のほう によ り周知を 図るとい うふう なこ

とで少し 考えてご ざいま すので 、よ ろしくお 願いいた します 。  

【議長】  よろし いです か。ど うぞ 。  

【委員】  最後に 一言だ け。  

 かなり 今回のこ とにつ いては 、府 中の玄関 口ですか ら、今 、そ

のままに なってい るとい う状況 につ いては、 やはりそ れなり にや

ったほう がいいだ ろうと いうこ とに ついては 理解しま すし、 かな

りそれな りにお金 を投入 してや らざ るを得な いという ことに つい

ても、基 本的には 私とし ても、 別に それはそ れで、必 要なお 金は

投じるべ きではな いかと いうふ うに 思ってい ますから 、いい と思

いますの で、ただ 、それ が後々 に、 あんなに 金かけた のに、 みた

いな感じ になると いけな いと思 うの で、その あたり、 これか らも

議会の中 でもいろ いろと 議論を 、ま だまだし なければ いけな いこ

とだとい うふうに 思って いるの で、 この場で はこの程 度にし てお

きますけ れども、 きちん と多く の市 民が納得 して、あ あ、さ すが

金かけて 、これだ け立派 になっ てね というふ うな形で 残して いた

だきたい というこ とを、 とりあ えず お願いし ておきま す。あ と、

具体的な ことにつ いては 、また 改め て別の機 会でご説 明して いた

だければ と思いま す。  



 15 

 以上、 すみませ ん。  

【議長】  議会の ほうで も当然 、や っていた だかなき ゃ、大 きな

ことなの で、ここ だけで すっと 決め るという わけにい きませ んの

でね。  

 ほかに はご意見 、はい 、○○ 委員 さん。  

【委員】  質問が 二つご ざいま す。  

 一つは 、６階、 ７階に 、前回 もお 聞きした のですが 、公共 公益

施設を設 けるとい うこと でスペ ース を確保し てござい ますが 、そ

の使用目 的が決ま ってい るのか どう かという ことです ね。  

 それか ら二つ目 は、こ の場に ふさ わしい質 問かどう か疑問 なの

ですけれ ども、こ のスペ ースは 当然 、無償譲 渡ではな いと思 いま

す。購入 費用が幾 らか発 生して いる と思いま すが、そ の費用 はい

かほどな のか、わ かれば 教えて いた だきたい 。  

 以上で す。  

【議長】  二つの ご質問 でござ いま す。はい 、お願い します 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  ６階 、７階の 公益施 設の

使用目的 というこ とでご ざいま すけ れども、 現在、私 ども市 役所

の政策総 務部政策 課のほ うがプ ロジ ェクトチ ームを立 ち上げ まし

て、その 内容につ きまし て吟味 をし ている最 中でござ います 。  

 あと、 費用でご ざいま すけれ ども 、現在、 まだ都市 計画の 変更

の段階で ございま すので 、確定 はし てござい ません。 今後に つき

まして、 その費用 の面も 入れま して 、市のほ うと組合 のほう との

協議とい いますか 、話し 合いが なさ れていく ものとい うふう に考

えており ます。  

 以上で ございま す。  



 16 

【議長】  それで 、私の ほうか ら一 つ質問で すけれど も、こ の地

権者の方 に、私ど もにい ただい た資 料と同じ ものをお 見せし てあ

るのです か、こう いう参 考資料 は。 説明会や 勉強会の ときに 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  組合 の内部に つきま して

は、現在 お出しし ており ますも のに つきまし ては、三 役会、 理事

会、ある いはその 他の説 明会な どで 使ったも のという ことで 、皆

様ご存じ です。  

【議長】  これと 同じも のがね 。そ れで勉強 会と説明 会をや って

いるわけ ね。はい 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  先ほ どの購入 費用で ござ

いますけ れども、 現在、 専用面 積と いたしま して、６ 階、７ 階に

つきまし て、約６ ，１０ ０平方 メー トルぐら いござい ます。 現在

私どもが 考えてご ざいま す単価 にい たしまし て、１平 方メー トル

約１００ 万円弱ぐ らいに なろう かな というふ うに思っ ており ます。

それで都 合、大体 ６０億 円ぐら いに なろうか なという ふうな とこ

ろでござ います。 概算で ござい ます 。  

【議長】  ほかに はござ いませ んか 。はい、 ○○委員 さん。  

【委員】 では 、何 点かお聞 きした い のですが 、先ほ どの説 明で、

１１日か ら２５日 の間で 、東京 都で 公告縦覧 というこ とだっ たの

ですけれ ども、こ れの縦 覧され た方 ３０名と いうのは 主に、 その

中で府中 市の方が どのぐ らいい らし たのかと いうこと と、あ と、

意見が出 てきた２ 件につ いては 、今 回の変更 内容その ものに 触れ

るもので はないと いうご 説明だ った のですが、差し支 えなけれ ば、

どのよう な意見が ここで 出され たの かについ て、説明 をいた だき

たいと思 います。  
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 それと もう１点 は、議 会の中 の再 開発の特 別委員会 で、先 日、

一部出た 意見でも あるの ですけ れど も、先ほ どの変更 内容に 関し

まして、 ご説明の 中で、 第三地 区の 住宅に関 しては、 軽微な 変更

がその時 点であっ たとい うご説 明が ありまし たけれど も、今 回の

この事業 決定が行 われた 後に、 その いわゆる 軽微な変 更とい いま

すか、こ れを決定 してし まうと 、延 べ床面積 に関して も、こ の面

積をある 意味で確 保しな ければ いけ ないとか 、そのよ うな非 常に

規制力が あるもの なのか、あるい は、議会の中 でも出て いるの が、

これだけ の広さを 本当に 必要と して いるのか 、もうち ょっと 議論

をすべき ではない かとい う意見 も出 ていまし たけれど も、何 らか

の議論の 経過の中 で、こ こで決 定し た床面積 よりも少 なくし ても

いいとい う都市計 画なの かどう か、 その効力 というか 、決定 効力

について 教えてい ただき たいと 思い ます。  

【議長】  お答え をお願 いしま す。  

【楠本地 域まちづ くり担 当副主 幹】  縦覧中 の縦覧者 の属性 につ

いてのご 質問が一 つあっ たかと 思い ますが、 大変申し わけあ りま

せん、今 現在、手 元に縦 覧者名 簿に は個人情 報があり ますの で、

お持ちし ておらず 、また 、属性 の分 析は行っ ておりま せん。  

 それか ら２件の 意見に ついて のご 質問です が、これ は東京 都が

受理する もので、 東京都 に確認 しま したとこ ろ、意見 書の内 容に

ついては 、都市計 画にさ わるよ うな ものでは ないとの こと。 それ

から、そ の内容を お聞き したと ころ 、東京都 の都市計 画審議 会に

付議され るまでは 、内容 は非公 開で あるとい うような 回答を いた

だいてお ります。  

 以上で ございま す。  
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【議長】  はい、 お願い します 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  都市 計画の変 更とい いま

すか、そ の都市計 画で決 められ た内 容の幅と いいます か、東 京都

のほうで は、大体 、数字 的には １割 ぐらい、 １０パー セント ぐら

いの上が りという のです か、そ れに ついては 大体、軽 微な変 更で

対処しま しょうと いうふ うなこ とを いただい ておりま す。  

 それと あと床面 積につ きまし ては 、これは 再開発事 業のシ ステ

ムにかか わる問題 になっ てくる わけ でござい ますけれ ども、 権利

床と保留 床という ものが ござい まし て、権利 床という のは地 元の

方に必ず 返さなけ ればい けない 床の 面積。そ の床の面 積をつ くる

ためには 、保留床 、床を 売って その 工事費を 生み出さ なけれ ばい

けないと いうこと になっ ており ます 。ですの で、現在 の私ど もの

ほうの事 業のシミ ュレー ション の中 では、最 低限の床 の面積 とい

うふうに 認識をし ており ます。 この 面積を割 ると、事 業の採 算性

が成り立 たないと いうと ころで ござ います。 これを割 るとい うこ

とになり ますと、 事業の 収入に つき ましては 、国・都 ・市か らの

補助金と 、この保 留床の 処分金 でご ざいます ので、保 留床の 処分

金が減る というこ とは、 当然、 どこ かのお金 が増えて いくと いう

ことにな ります。 ですか ら、私 ども 市のほう が床面積 を減ら して

ください という裏 側には 、その 減ら した分の 事業費に ついて は市

のほうが 持ちます よとい う意味 合い になりま すので、 私ども のほ

うとして は現在の ところ 、その 保留 床を減ら してくれ という ふう

なご相談 は、組合 に対し て、し てご ざいませ ん。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。は い、 ○○委員 さん。  
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【委員】  東京都 の公告 縦覧に 関し ましては 、そうす ると、 府中

市のほう としても 、まだ どのよ うな 意見が出 されてい るのか とい

うことは 把握でき ないと いう仕 組み になって いるわけ ですね 。  

 では、 ちょっと ２回目 という か、 意見とい うか、感 想なの です

けれども 、これは 東京都 が窓口 にな る意見の 聞き取り だとは 思う

のですけ れども、 例えば 、これ は府 中市に非 常に直接 かかわ る部

分でもあ るので、 府中市 の都市 整備 部のほう に、何か そのよ うな

窓口を設 けること は、出 先のよ うな 形ででき ないのか 、ある いは

やってい らっしゃ るのか 、その こと について 、ちょっ と意見 を出

す仕組み について 確認を させて くだ さい。  

 それと ２件目に ついて は、そう し ますと、原 則とし て東京都 も、

１０パー セントぐ らいは 軽微な 変更 と認めて はいるの だけれ ども、

今のご説 明だと、 もうこ れは権 利床 を確保す る上では 、今回 出さ

れた床面 積という のは絶 対必要 な面 積であっ て、この 形でも うと

にかく進 めますと いうこ とにな って くるので すね、今 の説明 です

と。  

【議長】  そうい うこと らしい です ね。ちょ っとそこ につい て、

はい。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  増え ることは あって も、

減るとい うことは ないと 思いま す。 これから 経済の動 向がど うな

るか、ち ょっとわ かりま せんけ れど も、現在 の状況で すと、 建築

費とかそ の他が上 がって ござい ます ので、収 入を増す 、その ため

には床の 面積を増 やして いかざ るを 得なくな る。ただ 、減ら せる

というこ とはもう ないの かなと いう ふうに思 っていま す。  

 以上で ございま す。  



 20 

【議長】  はい、 お願い します 。  

【村野地 区整備推 進本部 長】 補 足 で説明さ せていた だきま すが、

今回の都 市計画変 更は、来 年度早 々、夏ごろま でには再 開発組 合、

本組合を 立ち上げ をいた しまし て、 事業を推 進してい きたい とい

うふうに 、今、準 備組合 では目 標を 立ててお ります。 その計 画に

向かって 事業計画 づくり を進め てい るもので ございま す。し たが

いまして 、今回の 都市計 画変更 は、 その事業 を推進す るため の都

市計画変 更だとい うふう にご理 解を いただき たいと思 います 。  

以上です 。  

【議長】  わかり やすい 説明で 、ど うですか 。はい。  

【委員】  では、 そうい う変更 なの だという ことにつ いての ご説

明はいた だきまし た。  

 ただ、 ちょっと ○○委 員から も出 ておりま したけれ ども、 そう

しますと 、この公 共部分 に関し て、 もう市が 床を買い 取ると いう

というこ とが、も うこの 決定に よっ て１００ パーセン ト決ま って

くるわけ ですが、 そのこ とに関 して 、まだ議 会の中で 、どの よう

にその財 政的な手 当てを するの かと か、使い 方につい てはど うす

るのかと いうこと が全く 決まら ない 中で、こ う、ある 意味で の外

の枠だけ がこの計 画によ って決 まる というこ とは、本 当に手 続と

いうか、 市民の税 金を使 う、こ うい う公共施 設に関し て、本 当に

こういう 進め方が よかっ たのか どう かという ことに関 しては 、や

はりちゃ んとこの 場でも 、意見 とし て申しあ げておき たいと 思い

ます。  

【議長】  はい、 ○○委 員さん 、ど うぞ。  

【委員】  今のと ちょっ と関連 する のですけ れども、 今回、 この
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計画とい うか、都 市計画 を進め る上 で、多額 の助成金 を当然 用意

されてい ると思い ます。 それと 今回 の公共施 設の買い 取り費 用で

すね。こ れが当然 、借金 だと思 うの ですよ。 私は、市 民の立 場か

ら考えれ ば、それ だけの 借金を しょ っていけ る財政が 、今、 その

裏づけが あるから いいの だと思 うの ですけれ ども、将 来も含 めて

本当にそ ういう心 配がな いのか どう か。これ は何十億 円、場 合に

よっては １００億 円近い 金を投 入す ることが 、将来の 府中市 の財

政を硬直 化させる ことに ならな いの かどうか 、その辺 を非常 に心

配してお ります。 そうい う意味 で、 市の財政 的な問題 は、今 の段

階ではな くて、将 来も見 通した 検討 を、ぜひ しかるべ く機関 でき

っちりと やってい ただき たいと いう のが、私 は一応、 一公募 委員

としての 意見です 。  

 以上で す。  

【議長】  それは 議会で やって もら うんです ね。ここ でやっ ても

しようが ないもの ね。結 論を出 すわ けにいか ないでし ょう、 ここ

では。  

【委員】  ここは 計画案 しか検 討で きません からね。 費用ま で検

討できま せんから 。  

【議長】  そう、 案だけ ね。費 用は 、この委 員会では 、案を どう

ですかと いうだけ でね。 それも 非常 に大事な ことです ね。そ れは

議会でや ってもら うのが いいで すね 。どうで すか。  

【委員】  よく議 論して 、市民 のた めになる ように検 討いた しま

す。  

【議長】  それか ら、こ の問題 とち ょっとか け離れる のだけ れど

も、西府 の駅がい ずれ、 来年３ 月に できると 。いろい ろ大変 ご苦
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労なさっ たと思い ます、 あそこ まで こぎ着け るまでに ね。お およ

そ立派に できた。 でも、 まだ、 聞く ところに よると一 、二、 絶対

反対だと いうよう な方も いると か、 あるいは 大分態度 が軟化 して

きたとい うような ことを 聞いて おり ます。そ こいら、 ちょっ と聞

かせてい ただきた のです 。  

 という ことは、 この地 権者の 中に も、実を 言うと、 この間 、大

國魂神社 の例大祭 のとき に、私 のと ころにそ の人が来 まして 、お

れは絶対 判子を押 さない よと。 私の 前でそう 言われて も困る んで

すよね。絶 対判子 を押さな いと、そう いう方が １人出て きまし た。

名前を出 すわけに いかな いけれ ども ね。でも 、大部分 の方は 、ぜ

ひ賛成だ からやっ てくれ という よう な人が多 いですけ れども 、絶

対判子を 押さない という 人もい る。 これは、 何をやる のでも そう

いう現実 があるの で、み んなが 賛成 なんてい うのは、 給料を 上げ

るのは賛 成ぐらい で、あと はない よ ね。みんな あとは 反対があ る。  

 そうい うことで 、ちょ っと話 がず れました けれども 、大変 苦労

れており ましたけ れども 、西府 の駅 が立派に なるので 、苦労 され

たと思い ます。何 をやる のでも 、大 きなプロ ジェクト を考え ると

大変な苦 労だと思 います 。  

 ひとつ 、そこい らは議 会のほ うで やってく ださい。 よろし くお

願いしま す。  

 ほかに ございま せんか 。はい 、○ ○委員さ ん。  

【委員】 交通管 理者から １点お 願 いしたい と思いま す。駐車 場、

駐輪場の 関係でご ざいま すけれ ども 、指針等 で決めら れた台 数等

は、当然 、設置さ れると 思いま すけ れども、 必ず出る のが駐 車の

問題でご ざいまし て、路 上駐車 とか 駐輪等が ございま すと、 一般
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の交通に 与える影 響が大 であり ます し、甲州 街道、府 中街道 等に

も影響が 出る可能 性がご ざいま すの で、何と か台数の 拡大等 につ

きまして は、検討 してあ ればし てい ただいて 、駐車台 数を十 分に

とってい ただきた い。また 駐輪施 設 も十分に とってい ただき たい。

特に二輪 バイクが 、今、 問題に なっ ておりま すので、 特に原 付バ

イクにつ いては、 撤収で きない とか 、いろい ろな法の 問題等 もご

ざいます ので、で きれば バイク の駐 輪場等に つきまし てもご 配慮

をお願い できれば と思い ますの で、 よろしく お願いし たいと 思い

ます。  

【議長】  駐車場 、駐輪 場も大 きな 問題でご ざいます ので、 大変

だと思い ます。  

 それか ら、この ケヤキ 並木ね 。前 にも、こ れは私ら のほう から

言ったの ですけれ ども、 日当た りが 悪いと。 天然記念 物が枯 れて

しまった ら府中の 名物が なくな って しまうん だよと。 風通し がよ

く、排気 ガスなん かもい ろいろ 気を つけてい かないと 、枯ら して

しまって からでは おしま いだよ と、 しょっち ゅう口を 酸っぱ く言

っており ますけれ ども、そ れも非 常 に大事な ことだと 思いま すね。

それをう まく調整 しなが ら決め てい かざるを 得ないの で、な かな

か難しい ところも あろう かと思 いま す。  

 ほかに ございま せんか 。はい 、○ ○委員さ ん。  

【委員】  整合性 の確認 なので すけ れども、 主要用途 で事務 所を

削除した というこ とです けれど も、 この中で 、参考図 のほう の２

ページで 、この南 側の断 面図で すが 、７階部 分に公共 施設と 事務

所という ものがあ るので すが、 この 事務所と いうのは 公共施 設の

中の事務 所という ことな のです か。 その整合 性。  
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【議長】  お答え になっ てくだ さい 。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  事務 所という ことの 考え

方でござ いますけ れども 、この ７階 部分につ きまして は、も しか

すると、 事務所と いうこ とに判 定を されるよ うなもの が来る かも

しれない というこ とで載 せてご ざい ます。た だ、私ど ものほ うの

考え方と しまして は、事 務所と いう のはいろ いろと小 さいも のか

ら大きい ものまで あるわ けでご ざい ます。で すから、 私ども のほ

うとしま しては、 まちづ くりの 中で 、まちの 中にあり ます事 務所

と言われ る、例え ば不動 産屋さ んな んかも事 務所なの ですけ れど

も、その くらいの ものは 、もう 事務 所ではな く店舗と いうふ うに

考えざる を得ない だろう と。事 務所 というの は、大き なビル の床

一つとか 、あるい は事務 所ビル と言 われるよ うな、そ ういう 規模

の大きい ものにつ いてを 事務所 とい う、都市 計画の中 で事務 所と

いうふう な呼び方 が適当 だろう とい う判断を させてい ただき まし

て、今回 につきま しては 事務所 を削 らせてい ただいた という こと

でござい ます。  

以上でご ざいます 。  

【委員】  それで 、では 、こち らの 図面にあ る事務所 は、そ うい

う大きな 事務所と いう用 途とし てと らえるも のではな いと、 そう

いうこと ですね。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  はい 、そうい うふう にお

考えいた だきたい と思い ます。  

【委員】  ちょっ とこれ は紛ら わし いね。削 除したと 言いな がら

載ってい るのでね 。  

【議長】  そうで すね。  
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 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  今回の 変更と は、直 接は 関係ない のですが 、以前 の委

員会では 多分出て いると 思うの です けれども 、駐車場 の件の 商業

用の駐車 場の件な のです けれど も、 第一地区 は南の道 路から 入る

ような計 画になっ ている と思う ので すけれど も、その 交通量 を軽

減するた めにも、 地下２ 階にあ る、 新しくで きる公共 駐車場 です

ね。それと つなが るといい なとい う 感じで絵 は書いて ありま すが、

ぜひとも 第三地区 の地下 ２階も つな がるとこ ろがござ います ので、

ぜひとも 、第三地 区、第 一地区 、第 二地区、 すべて一 体とな った

駐車場が できれば 、何か いいの では ないかと 思います ので、 ぜひ

ともそう いう考え の中で 、第三 地区 の地下２ 階の駐車 場等に つな

がるよう な方式を とって いただ けれ ばありが たいと思 います 。検

討をお願 いいたし ます。  

【議長】  どうで すか。 そうい うご 意見です ね。それ に対し て、

はい。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】 私ども といた しまして は、

地下の駐 車場につ きまし ては、 今、 ○○委員 さんから ご指摘 がご

ざいまし たように 、三つ の地区 が上 手に連携 ができれ ばいい なと

いうふう に思って おりま す。こ れに つきまし ては、建 物完成 後の

商業活動 に大きな 影響を 来たし てき ますので 、地下の 駐車場 は一

体化され まして、 三つの 地区プ ラス 周辺の商 業地区の お買い 物の

皆さんが 、同じよ うなサ ービス を受 けられる というこ とにな りま

すと、ま た集客力 が違っ てくる とい うところ もござい ますの で、

その辺に つきまし ては、 今後も 十分 に検討す ると同時 に、各 地区

へご相談 に上がり たいと いうふ うに 思ってお りますの で、そ の節
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はひとつ よろしく お願い をいた しま す。  

【議長】 ○ ○委員 さんは、「 くるる 」をつくると きには 大分苦 労

されたか ら、そこ いらのこ とはよ く わかって いると思 います ので、

大いに参 考にして いただ ければ、で きるので はないか と思い ます。 

 ほかに はござい ません か。は い、 ○○委員 さん。  

【委員】  １点だ けお尋 ねしま す。 北側部分 の６メー トル道 路が

あります よね。６ メート ル道路 、そ れの、こ の１階の 出入口 とい

うのは、 京王線に もつな がって いな ければ、 外から回 り込ま ない

と入れな いという ことな のです か。 ちょっと そこの説 明だけ 教え

てもらえ ますか。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  計画 しており ます建 物の

北側、京 王線の駅 舎との 間の６ メー トルの通 路という ことで ござ

いますけ れども、 この通 路につ きま しては、 今後、活 用とい いま

すか、こ の通路の 活用は 、この 区域 の商業の 振興とい います か、

それにか なりウエ ートを 占めて くる のかなと いうふう に思っ てお

ります。 京王側か らお店 を出し てい ただく、 あるいは こちら 側か

らお店を 出すとい うこと により まし て、ちょ っとした 買い物 小道

といいま すか、そ ういう ような 状況 もとれる のかなと いうふ うに

思ってお ります。 その辺 の活用 方法 も含めま して、今 後、十 分に

協議、検 討してい かなけ ればい けな い部分と いうふう に認識 をし

ておりま す。この 通路を いかに 活用 するかに よりまし て、ケ ヤキ

並木から 交通広場 に向け ての動 線、 建物の中 にも動線 をつく りま

すけれど も、建物 の外側 の動線 はこ れしかご ざいませ んので 、そ

このとこ ろの人の 流れを どうい うふ うに制御 していく かとい う考

え方を、 きちんと シミュ レーシ ョン していか なければ いけな いの
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かなとい うふうに 考えて いると ころ でござい ます。  

 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か、今 の件 。はい。  

【委員】  ペデス トリア ンデッ キの 参考資料 の１ペー ジなの です

けれども 、京王線 側から 、これ はペ デストリ アンデッ キは２ 階に

接続する のですか 。そう ですよ ね。 参考文献 １で、こ れは何 階に

つながっ て、僕が ちょっ と思っ たの は、住宅 の皆さん には障 害が

ないのか なと思っ たのだ けれど も、 こちら側 は店は入 らない んで

したっけ 。  

【議長】  はい。  

【水間府 中駅南口 周辺整 備担当 主幹 】  現在 、中に入 ります 店舗

の業種と いいます か、業 態とい いま すか、そ れにつき まして も、

まだ決ま ってござ いませ ん。そ れと 、建物全 体の使い 勝手に つき

ましても 、専門の 商業コ ンサル を入 れまして 、今後、 検討し てい

かざるを 得ないと いうと ころで ござ います。  

 いずれ にしまし ても、 京王線 のコ ンコース 、府中駅 のコン コー

スとＡ地 区、ある いは現 在でき てお りますペ デストリ アンデ ッキ

とうまく 連結する ことに よりま して 、お客様 の流れを Ａ地区 から

第二地区 、第二地 区から 第三地 区、 逆もござ いますけ れども 、そ

ういう流 れを誘導 するこ ともで きる と。ある いは、府 中駅の コン

コースを 中核とし まして 、駅北 側と 南側との 連結もで きると いう

ことが考 えられま すので 、この 辺に つきまし ては、今 後十分 に検

討して、 ３０年、 ５０年 先の経 済状 況も見越 した中で 進めて いか

なければ いけない という ことで 、大 きな課題 というこ とで認 識を

しており ます。  
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 以上で ございま す。  

【議長】  よろし いです か。将 来を ３０年、 ５０年を 考えて やっ

ていくと いうこと でござ います 。  

 はい、 ほかには 。ほか にない よう でしたら 、採決し てよろ しい

でしょう か。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  それで は、第 １号議 案、 府中都市 計画第一 種市街 地再

開発事業 の変更に 伴う市 の意見 （府 中駅南口 地区第一 種市街 地再

開発事業 ）につい ては、 都市計 画案 のとおり 決するこ とで異 議な

いですね 。  

（「異議な し」の 声）  

【議長】  ありが とうご ざいま す。 それでは 、都市計 画案ど おり

異議なし というこ とで決 します 。  

 次に移 ります。 次に、 日程第 ２、 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】  次回の 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。  

 次回の 日程でご ざいま すが、 １２ 月の下旬 を予定し てござ いま

す。  

 それか ら案件で ござい ますが 、府 中都市計 画生産緑 地地区 の変

更、都市 再開発の 方針の 変更に 伴う 市の意見 について 、住宅 市街

地の開発 整備の方 針の変 更に伴 う市 の意見に ついての ３件を 予定

してござ います。  

 以上で ございま す。  

【議長】 あとほ かに、委 員さん のほ うから何 かござい ません か。



 29 

はい、○ ○委員さ ん。  

【委員】  基地利 用跡の 資料を 送っ てきてい ただいた のです けれ

ども、そ の中でち ょっと 二、三 、提 案という のでしょ うか、 意見

を申し述 べさせて いただ きたい と思 うのです けれども 、府中 基地

の跡地利 用の話な のです けれど も、 その中で 基地の利 用ビジ ョン

とか、土 地利用の 考え方 の中に 「既 存の樹木 を活用し つつ」 とい

うのがあ って、そ の考え 方は非 常に 賛成だと 思います 。むし ろ公

園緑地ゾ ーンにつ いては 、現在 の状 況、非常 に木がぼ うぼう なの

ですけれ ども、安 全面を 整備し て、 あのまま 残せばい いので はな

いかなと いうぐら いな気 持ちで いま す。  

 それか らもう一 つは、米 軍に接 収 されてい たわけで すけれ ども、

そういう 痕跡を何 らかの 形で残 すと いうこと がいいの ではな いか。

ぜひそれ を、あそ こは平 和の森 公園 に隣接し ていると ころで すか

ら、そう いうもの があっ ていい だろ うと。非 常にマイ ナスの イメ

ージのあ ることで すけれ ども、 何と いいます か、戦争 遺跡と いう

か、平和 遺跡とい うか、 どうい うふ うに位置 づけるか わかり ませ

んけれど も、ぜひ その辺 を検討 して 、現在の 建物の礎 石の一 部で

も残すと か、何か やって ほしい 。  

 それは 、白糸台 二丁目 に、陸 軍の 「飛燕」 の格納庫 である 掩体

壕が、府 中市は遺 跡とし て残す とい うことを 決めると いうこ とを

聞いてい ますけれ ども、 ああい うも のも非常 に、昔は 目障り なも

のだった のですけ れども 、戦争 遺跡 としては 非常に価 値のあ るも

のだと思 いますの で、ぜ ひ府中 基地 の跡地利 用のとき も、そ んな

ことを考 えていた だきた いなと いう ことです 。  

 それか らもう一 つは、 これは こん なところ で言うの がいい のか
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どうか、 でも皆さ んいっ ぱいい るの で申しあ げますと 、一回 り回

りました ら、非常に 重要な 史料があ った。それは 看板が、「 在日米

軍基地立 入禁止区 域」だ という 警告 文の看板 が二つほ ど残っ てい

るのです ね。もっと残 ってい るはず です。ぜひそ れを 、今 、保存 、

保管して いるとい うので すか、 関東 財務局に 申し入れ て、そ の一

つでもも らって、 郷土の 森の博 物館 に展示し ていただ きたい と、

そういう 感じを持 ちまし たので 、具 体的な跡 地利用を 考える とき

に、その 辺のとこ ろをぜ ひぜひ 考え ていただ きたいと いうの が、

提案とい うか、意 見でご ざいま す。  

【議長】  ほかに なけれ ば、よ ろし いですか 。  

 それで は、本日 は大変 暑いと ころ 、長時間 にわたり まして あり

がとうご ざいまし た。  

 次回は １２月に あるそ うでご ざい ますので 、よろし くお願 いい

たします 。  

 どうも ありがと うござ いまし た。  

午後３時 ５７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   ○   ○   ○   ○  

 


