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平成２７年度 第２回昭島市都市計画審議会 

 

 

開催日時   平成２７年１２月１７日（木曜日）   開会 午後 ３時 ００分 

                             閉会 午後 ３時 ５０分 

 

 

開催場所   市役所４階 ４０１会議室 

 

 

委 員 の 出 欠 

 

 

出席委員  鈴木 一昭   湯本 達也   杉田 一男   渡辺 純也 

        南雲 隆志   荒井 啓行   篠原 有加   西野 文昭 

辻  誠治   安井 千寿代 

 

欠席委員  中野 久史   松本 暢子   藤木 仁成   西尾 仁志 

      安部 隆士 

 

 

説明のために出席した者の職氏名 

 

 

市    長    北川 穰一     都市計画部長    後藤 真紀子 

都市計画課長    安倍 弘行     下水道課長     木崎 正夫 

 

 

職務のため出席した事務局職員の氏名 

 

 

都市計画課都市計画係長 中本 崇  都市計画課都市計画係主事 稲永 理矩 

 

 

傍 聴 者  １名 
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平 成 ２ ７ 年 度 第 ２ 回 昭 島 市 都 市 計 画 審 議 会 

 

日        程 

 

平成２７年１２月１７日（木） 

午後３時～ 

於 ： 昭 島 市 役 所 

４階 ４０１会議室 

 

 

１ 開    会 

 

２ 市 長 挨 拶 

 

３ 議    題 

 

（１）諮問第５号 

昭島都市計画生産緑地地区の変更について 

（２）諮問第６号 

昭島都市計画下水道の変更について 

（３）諮問第７号 

西武立川駅南口地区地区計画の変更について 

（４）その他 

 

４  閉    会 



 3 

平成 27年度第２回昭島市都市計画審議会 

 

午後３時 00分 開会 

 

（後藤都市計画部長） 皆様こんにちは。都市計画部長の後藤でございます。 

本日は、委員の皆様におかれましては、年末の大変お忙しいところ、平成２７

年度第２回昭島市都市計画審議会にご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。 

審議会に先立ちまして、辻誠治委員は前回の審議会以降、新たに委員となられ

ていますので、北川市長より委嘱状の交付をさせていただきます。 

北川市長が席の前にまいりますので、恐れ入りますが、その場でご起立のうえ、

お受け取りいただきたいと存じます。 

 

（委嘱状交付） 

 

以上をもちまして委嘱状交付式を終了させていただきます。自己紹介等につき

ましては、後ほど審議会の中でお願いいたしたいと存じます。 

以上でございます。ご協力ありがとうございました。 

 

（杉田会長） それでは、ただいまより、平成 27 年度第２回昭島市都市計画審議会を開催い

たします。 

本日は、｢昭島都市計画生産緑地地区の変更について｣他２件につきまして本審

議会に諮問がなされましたので、開催した次第です。 

本日の審議会は委員 15名中 10名の出席をいただいておりますので、昭島市都

市計画審議会条例第７条の規定により有効に成立しております。 

なお、欠席委員は、中野委員、松本委員、藤木委員、西尾委員、安部委員でご

ざいます。 

また本日は、市側より北川市長のほか説明員として、後藤都市計画部長、安倍

都市計画課長、木崎下水道課長、事務局より２名の職員が出席しております。 

なお、慣例に従いまして、本日の議事録の署名委員を鈴木委員と南雲委員にお

願いしたいと存じます。 

後日、事務局より議事録を整理のうえ、お伺いさせますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは始めに、市長より挨拶の申し出がありますので、挨拶をしていただき

たいと存じます。 

 

（北川市長） 皆様、こんにちは。本日は、師走を迎え、大変お忙しい中、平成 27 年度第２
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回都市計画審議会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、委員の皆様には、日頃より本市の都市計画行政はもとより、市政各般に

わたりご尽力いただいておりますこと、この場をおかりいたしまして、心より厚

くお礼申し上げます。 

さて、平成 18 年３月の都市計画変更告示からスタートいたしました拝島駅南

口駅前の昭島都市計画道路３・４・２号江戸街道整備事業でございますが、告示

より約 10年の歳月を経ました昨日、一部区間及び駅前広場が開通いたしました。

今回の開通区間は国道 16 号線との結節点であります武蔵野橋南交差点から駅前

広場までの区間でございますが、残りの松原町四丁目交差点までの区間も含めま

した全線開通に向けて、今後も事業推進に努めてまいります。 

なお、本地区のまちづくりは平成 19 年に発足しました地域の皆様による「拝

島駅南口駅前地区まちづくり協議会」が検討を重ね、「ぶらぶら歩きがここちよ

いまち・拝島」というコンセプト等が策定され、その検討結果を受け、地区計画

を都市計画決定しております。 

現在は、「拝島駅南口駅前地区まちづくり委員会」と組織、名称が変わってお

りますが、引き続き地域の皆様の活動と手を携えながら、拝島駅南口駅前地区の

発展に向け、取組んでまいる所存でございます。 

さて、本日は、先ほど会長がおっしゃられましたとおり、「昭島都市計画生産

緑地地区の変更について」ほか２件を諮問させていただきました。 

内容につきましては、後ほど担当より説明がございますので、よろしくご審議

のほどお願い申し上げまして、誠に簡略ではございますが、私からのご挨拶とさ

せていただきます。 

ありがとうございました。 

 

（杉田会長） ありがとうございました。 

       また、本日は傍聴の方がいらっしゃいますので、ご承知おき下さい。 

それではここで、先ほど新たに委員が委嘱されましたので、改めましてご紹介

いたします。辻誠治委員です。辻委員は、本年 10 月の人事異動によりに昭島消

防署長に就任されたことに伴い、新たに都市計画審議会委員として委嘱されまし

た。 

それでは、自己紹介をお願いしたいと存じます。 

辻委員お願いします。  

 

（辻委員）  自席から失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。本年の 10 月１

日東京消防庁の定期人事異動に伴いまして、消防学校から昭島消防署長を命ぜら

れました辻でございます。どうぞよろしくお願いいたします。前任の小林に代わ

りましての着任でございます。引続きどうぞよろしくお願い申し上げます。簡単
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ですが、以上で終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議題１「昭島都市計画生産緑地地区の変更について」（諮問） 

議題２「昭島都市計画下水道の変更について」（諮問） 

議題３「西武立川駅南口地区地区計画の変更について」（諮問） 

 

（杉田会長） それでは本日の日程にしたがいまして、議題（１）諮問第５号「昭島都市計画

生産緑地地区の変更」につきまして、本件の提案説明を後藤都市計画部長にお願

いいたします。 

（後藤都市計画部長） それでは、諮問第５号「昭島都市計画生産緑地地区の変更」につきま

して、提案説明をさせていただきます。 

本件につきましては、生産緑地地区の一部の削除及び追加指定についてお諮り

いたすものでございます。 

まず、削除でございますが、主たる農業従事者の死亡によるもの３件、主たる

農業従事者の故障によるもの２件、公共施設の設置によるもの１件、合わせまし

て６件につきまして、生産緑地機能を維持することが困難となりましたため、削

除をいたしたいものでございます。 

次に、追加でございますが、生産緑地につきましては、環境面、防災面からも

良好な都市環境の形成に資するものでございますので、本市「生産緑地地区指定

基準」に基づき、市街化区域内において適正に管理されている農地１件を追加指

定いたしたいものでございます。 

なお、詳細につきましては、都市計画課長から説明をさせていただきますので、

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（杉田会長） 内容説明を安倍都市計画課長にお願いいたします。 

 

（安倍都市計画課長） 説明に入ります前に、本日の資料を確認させていただきます。 

事前に「諮問第５号 昭島都市計画生産緑地地区の変更（昭島市決定）」、「諮問

第６号 昭島都市計画下水道の変更（昭島市決定）」、「諮問第７号 昭島都市計画

地区計画の決定（昭島市決定）（案）」を送付させていただいておりますが、本日、

日程・座席表のほかに、「諮問第７号 参考資料」を配布させていただきました。 

それでは、議題（１）「諮問第５号 昭島都市計画生産緑地地区の変更｣につきま

して、説明させていただきます。 

事前に配布させていただきました、右上に「諮問第５号」と書かれております

資料をご覧ください。 

初めに第１、種類および面積でございます。 

本日、諮問させていただいた都市計画変更案が決定された後の生産緑地地区の
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面積は、約 48.68ヘクタールとなります。 

次に第２、「削除のみを行う位置および区域」、裏のページになります、第３、

「追加のみを行う位置及び区域」でございます。 

資料の３枚目Ａ３版の「昭島都市計画生産緑地地区総括図」に該当区域をお示

ししておりますが、それぞれの内容につきまして「昭島都市計画生産緑地地区計

画図」によりご説明申し上げます。 

恐れ入りますが、次の図面番号１/５をご覧ください。 

初めに、緑町二丁目、国道 16号北側の 51番地区については、主たる従事者の

死亡により、地区の全部約 600㎡を削除いたします。 

次に、図面番号２/５をご覧ください。 

田中町一丁目、市役所本庁舎北側に位置する 72 番地区については、主たる従

事者の故障により、地区の全部約 780㎡を削除いたします。 

次に、大神町一丁目、市役所本庁舎東側の 130番地区については、主たる従事

者の死亡により地区の一部約 680㎡を削除いたします。 

次に、宮沢町二丁目、八高線東側の 141番地区については、地区の一部として

約 60㎡を追加いたします。 

次に、図面番号３/５をご覧ください。 

玉川町一丁目、東中神駅南側の 113番地区については、主たる従事者の死亡に

より、地区の全部約 610㎡を削除いたします。 

次に、図面番号４/５をご覧ください。 

中神町地内、中神駅西側に位置する 252番地区については、公共施設、道路で

ございますが、この設置に伴い、地区の一部約 30㎡を削除いたします。 

次に、図面番号５/５をご覧ください。 

最後に、中神町二丁目、多摩大橋北側の 180番地区については、主たる従事者

の故障により、地区の一部約 1,430㎡を削除いたします。 

また、この一部削除により一団とならなくなった生産緑地約 1,000㎡について

は、新たに地区番号 257番を付番いたします。 

主たる従事者の死亡もしくは故障により削除となる地区につきましては、生産

緑地法第 10 条の規定に基づく買取り申し出がなされましたが、市及び東京都等

からの買取り希望がなく、その後、農業委員会を通じ斡旋も行いましたが、買取

り希望がないため、同法第 14 条の規定に基づき、生産緑地地区内における建築

物の建築行為等の制限が解除されております。 

削除の合計は、地区数が６件、面積が約 4,130㎡でございます。 

また、追加の地区１件は、現在、生産緑地地区として指定されている土地に隣

接する、払い下げられた赤道を新たに指定するものでございます。 

恐れ入りますが、戻りまして２枚目の新旧対照表をご覧ください。 

以上のとおり、地区の全部削除が３件、一部削除が３件の合計６件、一部追加
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が１件及び新番号付番が１件となっております。 

このことから、本市の生産緑地地区の箇所数は、全部削除の３件から新番号付

番の１件を差引いたしまして２件減の 219件、面積につきましては、約 0.4ヘク

タールが減少し、約 49.08ヘクタールから約 48.68ヘクタールへと変更されるも

のでございます。 

次に、生産緑地地区の都市計画変更の手続きについてでございますが、書類審

査、現地調査を経た後、都市計画法第 19 条第３項の規定に基づき東京都への協

議書を平成 27年 10月 29日に提出し、11月 10日に、意見なしの協議結果を得た

ところでございます。 

その後、都市計画法第 17条第１項の規定に基づく都市計画（案）の公告･縦覧

を、12月１日から 12月 15日までの２週間行ったところ、図書を縦覧した方及び

意見書の提出はございませんでした｡  

本日、本審議会にお諮りし、ご答申をいただきますと、平成 28 年１月１日付

で都市計画変更の決定及び告示を行う予定でございます。 

以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、ご審議賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

（杉田会長） 提案説明と内容説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問、ご意

見のある方は発言願います。 

 

（南雲委員） 買取申出があった農地について、昭島市も東京都も買取りができなかった。市

側からあっせんしたところ農業生産者の方々も残念ながら買い取りができなか

った。そうしていきますと、昭島市におきましては都市農地、都市農業について

今後の対応、対策をどのように捉えておりますでしょうか。 

 

（安倍都市計画課長） 生産緑地地区という制度があることにより、一般的な宅地化農地に比

べますと生産緑地の減少率は非常に低くなっております。とはいえ毎年のように

追加指定よりは削除のほうが上回っているということがございまして憂慮して

いるところではございます。 

さらに今現状は主たる従事者の死亡もしくは故障等の要件がないと買取申出

ができない状況でございますが、生産緑地地区指定から 30 年を経過いたします

と買い取り要件なしでも買取申出ができるということで、多くの生産緑地が平成

４年に指定されておりますので、平成 34 年には恐らくそれなりの買取申出が出

る状況が推測されます。これは昭島市のみならず、全国的に非常に懸念している

事態でございまして、国も東京都もそれに対して今いろいろな方策を考えている

のではあるでしょうけれども、生産緑地の減少に歯止めをかける具体的な施策が

何も出てこないという状況もございます。平成 34年も迫ってまいりましたので、
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東京都及び国の動向、また、近隣各市の動向等も注視しながら有効な手だてがな

いかどうかを今後検討していきたいと思っております。以上でございます。 

 

（南雲委員） ありがとうございます。全国的に非常に厳しい状況、傾向があるということは

私たちも承知はしておるところですけれども、昭島市域においては昭島市の独自

性を持った中で何とか都市農業を継続してもらうための方策、施策が必要かと思

います。一委員として言うのも僭越なところではございますけれども、ぜひ昭島

行政の中において方策、方針を定めながら進めていってもらえればありがたいな

と思うのですがいかがでしょうか。 

 

(後藤都市計画部長) 南雲委員のおっしゃることはごもっともだと思っております。市として

も先ほど都市計画課長が申しましたように課題であると考えております。 

       都市計画の部門だけではなく、産業活性課のほうでも農業従事者育成というの

は考えているところでございますので、連携をしながら将来を見据えて市として

取るべき方策を取っていきたいと考えております。以上です。 

 

（西野委員） 南雲委員のおっしゃるとおり、水と緑を売りにしている昭島としては今後本当

に心配なところであります。図の斜線がついたところが今現在の生産緑地という

理解でよろしいですか。これがやはり毎年減っているのかなという感じでござい

ます。死亡ということが主な理由になっていますけれども、基本的には相続です

よね。相続によって農業ができなくなった、土地が維持していけなくなったとい

うケースが毎年のように発生している。それにより生産緑地がなくなっていく中

で、現在、大体 48ha あるものがこの５年ぐらいの間でどれくらい減っているん

でしょうか。ちょっとお伺いします。 

 

（安倍都市計画課長） 生産緑地の減少状況でございますが、概ね５年前、平成 22 年の時点

では 53.93ha でございました。本日、平成 28 年１月１日のデータをお出しして

いましたけれども、昨年度の平成 27 年が 49.08ha ということで、概ね 4.8ha ほ

ど減っている状況でございます。年の平均を見ますと、１ha から２ha 弱ぐらい

が減っている状況でございます。 

ただ、生産緑地に関して申し上げますと、平成５年指定当時では 53．01ha で

ございまして現状が 49.08haということでございます。その後追加指定等もござ

いましたので、一番生産緑地の面積が多かったのが、平成７年で 58.41haという

ことでございまして、概ね 20 年前より 9.3ha ほど減少しているという状況でご

ざいます。 

       一方、先ほど申し上げました市街化区域内農地、生産緑地でない農地といたし

ましては、平成５年は 59.43ha であったものが、平成 27 年では 16.44ha という
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ことで、これはもう大きく減少しているということで、生産緑地地区の指定制度

が農地の保全には多大なる貢献をしているものと考えております。また、生産緑

地減少の歯止めという意味では、先程申し上げたとおり主たる従事者の死亡と故

障等の要件以外は買取申出ができないという制度があることにより、体験型農園

は別として、相続なさった農地を市民農園等に活用することができません。これ

は多くの方が主たる従事者になってしまうためでございまして、やはり現状では

相続等が発生しますと買取申出をなされる方が多いという状況がございます。た

だ先ほど申し上げましたとおり指定より 30 年が経過した生産緑地は買取申出の

要件がなくなりますので、市民農園等として活用していただいても、その農地を

お持ちの方が何か都合でお売りになりたいという時に手放すことも可能になり

ますので、市民農園等として活用していただくことを、今後農業委員会と手を携

えながら農業従事者の皆様に周知させていただければなと思っている状況でご

ざいます。以上でございます。 

 

（西野委員） 細かくご説明いただきましてありがとうございます。これだけ毎年減っていく

と、特に相続のために土地を売らざるを得ないという状況があります。今回の変

更では死亡による買取申出が３件、故障による買取申出が２件ですね。故障とい

うのは、医師の診断書とか証明書とかがいるのではないかなと思いますけれど、

当事者が耕作できないようなお体になったということですね。そして平成 34 年

には無条件で生産緑地という今までの法律の枠が外されるということですね。死

亡とか故障とか、それらの要因がなくても農業従事者が無条件に買い取りを請求

できるわけですよね。今まで基本的にはあまり買い取りはできていないですよね。

そうしますとほとんどの方があと７年経てば生産緑地は無条件に売れる。それで

よろしいですか。 

 

（安倍都市計画課長） 西野委員さんのおっしゃったとおり、指定から 30 年を経ちますと買

取申出における死亡や故障等の要件が外れます。多くの農地は平成４年に指定さ

れていますので平成 34 年を経過したら買取申出における死亡や故障の要件がな

くなるということです。追加指定を平成 16 年から新たに受けつけましたので、

それらに関してはまたそこから 30 年が経過した時点ですけれども、図の斜線で

示しております農地は平成 34年で指定より 30年経つものが多くございますので、

平成 34 年が経過すると買取申出が出てくる可能性があります。売れるというよ

りは買取申出は市に対して行いますので、まず市が買えるか、東京都等の関係機

関が買えるか、それでも買えないということになれば、農業従事者の方に斡旋し、

それでも誰からも手が挙がらないと今回のように削除になります。市が買い取る

ことがなかなか難しい状況でございますので、どうしてもこの買取申出が出ます

と、多くの場合、建築行為等の制限が解除になりまして、翌年の１月１日には生
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産緑地が解除になっていくという状況が続いております。 

ただ、現状は要件がございますので、この程度の状況にはとどまっております

けれども、平成 34 年以降は先ほども説明させていただきましたとおり、買取申

出が多く出る可能性が高いと思っております。生産緑地の担当者会議等で毎年話

題に上っておりますが、何とか生産緑地の減少に歯止めをかけ、本市といたしま

してもできる限り農地を残すために、南雲委員さんがおっしゃいましたけれども、

やはり本市独自の取組みの検討を重ねていかなければいけない状況であると思

っておるところでございます。 

先ほど、故障の関係の話がございましたが、故障により今回は２件削除になり

ますが、まず診断書等が必要でございます。また故障の事由を明確にしていただ

いて、農業委員会事務局の職員と私ども都市計画課の職員でご本人と面談をさせ

ていただいております。ご本人の状況を確認させていただいたうえで、やはり農

業継続が困難だという判断をいたしましてはじめて故障認定がなされている状

況でございます。本人の診断書だけですぐに故障認定ということではございませ

んので、申し伝えさせていただきたいと思います。 

 

（西野委員） ありがとうございます。先ほど生産緑地でない宅地並課税のところが 59ha ぐ

らいあったのが、現在は 16.4ha まで減っているとおっしゃいました。これは基

本的には宅地並みですから個人でいつでも売買ができる、取引ができるというこ

とですよね。これはもうほとんどなくなってしまうという中で、やはり水と緑を

守っていくということは非常に近郊農業にとって難しいところだと考えます。地

方自治体は国の政策や法律に縛られるものですから、一自治体ではできないこと

が多いですよね。そこら辺のところはちょっと難しい問題だと思いますけれども、

ぜひ水と緑を残すようにしていただきたい。そのかわり緑を守るためにはお金が

いりますよね。一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

(篠原委員)  一点確認させていただきたいのですが、できる限り農地をなくしていかないよ

うにしていっていただきたいなというように私自身も思うのですが、この全部削

除、一部削除というようになった６件なのですが、この先のことというのは何か

決まっていらっしゃるのでしょうか。 

 

（安倍都市計画課長） 基本的に削除になった農地というのは宅地化される傾向がございます。

買取申出がなされてから３か月間は買取りの希望を聞いたり斡旋をしたりして

おりますが、３か月が経つと建築等の行為の制限が解除されますので、建築等が

できるようになります。 

各々の宅地を見ますと、開発されて大分建物が建ち始めたという状況がござい

ます。 
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（杉田会長） ほかに質問はございますか。 

質問が出つくしたようですのでお諮りいたします。 

議題１、諮問第５号「昭島都市計画生産緑地地区の変更」につきまして、原案

に合意する旨の答申をしたいと存じますがいかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（杉田会長） それでは、ご異議がないようですので原案に同意する旨の決定をさせていただ

きたいと存じます。 

 

（杉田会長） 続きまして、議題（２）諮問第６号｢昭島都市計画下水道の変更｣につきまして、

本件の提案説明を後藤都市計画部長にお願いいたします。 

 

（後藤都市計画部長） それでは、諮問第６号「昭島都市計画下水道の変更」につきまして、

提案説明をさせていただきます。 

本件につきましては、平成 27年 12月１日に昭島市と福生市の境界が変更され

たことに伴いまして、排水区域の変更についてお諮りいたすものでございます。 

なお、詳細につきましては、都市計画課長から説明をさせていただきますので、

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（杉田会長） 内容説明を安倍都市計画課長にお願いいたします。 

 

（安倍都市計画課長） それでは、議題（２）諮問第６号「昭島都市計画下水道の変更」につ

きまして、説明させていただきます。 

       本年７月開催の本審議会におきまして、福生市が本市と隣接する「福生市大字

熊川字武蔵野」、通称「福東地区」において「防災食育センター」を整備するに

あたり、車両及び災害時の緊急車両等の円滑な通行確保のため、両市の一部を等

積で交換し、行政境界を変更することに伴い、都市計画区域、区域区分等を変更

する必要がありますことから、これらの都市計画変更につきまして諮問させてい

ただき、ご同意の答申をいただいたところでございます。 

       この審議会の際にもご報告させていただきましたとおり、「都市計画区域」の

変更に伴いまして、下水道の区域も変更する必要がございますことから、今回、

諮問させていただく次第でございます。 

 恐れ入りますが、事前に配布させていただきました「諮問第６号」の資料４枚

目、「計画図」をご覧ください。 

       行政境界変更に伴いまして、青色に着色された区域を「昭島都市計画下水道」
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区域に追加し、朱色に着色された区域を削除し、「福生都市計画下水道」区域に

編入いたします。 

       恐れ入りますが、１枚目の新旧対照表をご覧ください。 

       今回の変更につきましては、等積での都市計画区域変更に伴うものであります

ことから、排水区域につきましては変更後も変わらず、1,507ha となっておりま

す。 

以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、ご審議賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

（杉田会長） 提案説明と内容説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問、ご意

見がある方は発言願います。 

質問がないようですのでお諮りいたします。 

議題（２）諮問第６号｢昭島都市計画下水道の変更｣につきまして、原案に同意

する旨の答申をしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それではご異議がないようですので、原案に同意する決定をさせていただきた

いと存じます。 

 

（杉田会長） 続きまして、議題（３）諮問第７号｢西武立川駅南口地区地区計画の変更｣につ

きまして、本件の提案説明を後藤都市計画部長にお願いいたします。 

 

（後藤都市計画部長）それでは、諮問第７号「昭島都市計画地区計画西武立川駅南口地区地区

計画の変更」につきまして、提案説明をさせていただきます。 

西武立川駅南口地区は、西武線と玉川上水の間に位置します約 5.6ヘクタール

の区域を指しておりまして、その内、具体的な土地利用の制限がかかります地区

整備計画を定めておりますのは、約 2.4ヘクタールの区域となっております。地

区整備計画を定めておりませんでした区域の一部約 1.4ヘクタールの区域につき

まして、玉川上水と連携した緑のネットワークを形成し、緑豊かでうるおいのあ

る快適な住環境の創出を図るとともに、将来にわたり良好な住環境を維持、保全

するため、新たに地区整備計画を定める地区計画の変更をいたしたいものでござ

います。 

なお、詳細につきましては、都市計画課長から説明をさせていただきますので、

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

（安倍都市計画課長）それでは、議題（３）諮問第７号「西武立川駅南口地区地区計画の変更」
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につきまして、説明させていただきます。 

事前に、本地区計画の変更案に係る計画書等都市計画図書を送付させていただ

きましたが、説明に際しましては、本日配布の「諮問第７号参考資料」をご覧く

ださい。 

本地区におきましては、駅周辺に相応しい土地利用や基盤整備を誘導するとと

もに、緑豊かで潤いのある快適な住環境の形成を図ることを目標に、平成 24 年

９月に地区計画等の都市計画決定をいたしましたが、ここで、図１のとおり、地

区を東西に貫く道路南側の黄色の点線で囲んだ区域におきまして開発事業が計

画されておりますことから、図２のとおり、この区域も「地区整備計画区域」と

し、新たなルールを策定することにより、引き続き本地区の良好な住環境の維

持・形成を図ってまいる予定でありますことは、本年７月 30 日開催の本審議会

におきまして報告させていただいたところでございます。 

恐れ入りますが、２ページをご覧ください。 

「２．地区計画の変更概要」でございますが、「地区整備計画」を拡張する区

域につきまして、新たに規定するルールを中心に説明させていただきます。 

初めに「①地区施設の配置」でございますが、「地区施設」とは、地区の骨格

となる道路や公園などのことでございまして、この区域につきましては、図３の

とおり、ピンク色の区画道路と中央付近に公園を配置いたします。 

次に、歩道状空地及び環境緑地でございますが、図４のとおり、公園を挟んで

東側の集合住宅エリアでは、北側道路沿いに朱色点線で表示しております歩道状

空地２号 50 ㎝と、公園側を除いた敷地周囲に緑と黄色の斜線で表示しておりま

す環境緑地１号１ｍを配置いたします。 

また、戸建て住宅エリアに整備される区画道路沿いと北側及び南側道路沿いに

は、緑色の線で表示しております環境緑地２号 50㎝を配置いたします。 

       恐れ入りますが、３ページをご覧ください。 

       次に「②建築物等の用途の制限」についてでございますが、図５のとおり、今

回、区域を拡張する緑色の集合住宅エリアにつきましては、地区名を「玉川上水

北側地区」とし、大学、高等専門学校などは建築できないという規定を新たに設

けます。 

黄色の戸建て住宅と公園のエリアにつきましては、現状の「住宅地区」のルー

ルを拡張して適用することとし、共同住宅や長屋、学校等は建築することができ

ません。 

       また、全ての地区におきまして、神社、寺院等は建築できないことといたしま

す。 

次に「③建築物の敷地面積の最低限度」につきまして、図６のとおり、「玉川

上水北側地区」では 1,000㎡とし、ある程度まとまった土地利用を誘導いたしま

す。 
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また、「住宅地区」では道路北側と同様に 100 ㎡とし、敷地の細分化を防止い

たします。 

恐れ入りますが４ページをご覧ください。 

「④壁面の位置の制限」でございますが、一般的に「壁面後退」と呼ばれてい

るもので、道路境界線と建築物の外壁等の位置の最低幅を規定するものでござい

ます。 

図７のとおり、「玉川上水北側地区」では、北側道路沿いに黄色線で表示して

おります２号壁面線 1.5ｍと、東側及び南側の道路沿いにオレンジ線で表示して

おります４号壁面線１ｍを規定いたします。 

「住宅地区」内に整備される区画道路沿いと北側及び南側道路沿いは、道路北

側地区と同様に緑線で表示しております３号壁面線 50㎝を規定いたします。 

なお、この「壁面後退区域」内では、⑤のとおり工作物を設置できないという

規定も設けます。 

       次に、「⑥建築物等の高さの最高限度」でございます。 

       今回、「地区整備計画」を追加する区域の大部分は、「東京都景観計画」におき

まして、「玉川上水景観基本軸」に指定されており、また、本「地区計画の目標」

におきましても、玉川上水と連携した緑のネットワークを形成し、緑豊かで潤い

のある快適な住環境の形成を目指していくこととしております。 

       こうした背景から、この地区内での建築物の高さを制限し良好な景観を維持・

形成するため、図８のとおり「玉川上水北側地区」では高さの最高限度を「15ｍ」、

「住宅地区」では道路北側と同様に「12ｍ」と規定いたします。 

続きまして５ページ、「⑦建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限」でござ

います。 

本地区では良好な景観形成を図るため、全地区において、建築物の形態や外壁

の色彩等につきまして、景観への配慮を規定しております。 

特に、建築物の外壁等の色彩につきましては、色彩を色合い、明るさ、鮮やか

さという３つの尺度で数値化した「マンセル表色系」という基準を用いて使用で

きる色を細かく規定しております。この規定は変更せず、引き続き全地区におき

まして規定してまいります。 

次に「⑧垣又はさくの構造の制限」でございます。 

道路に面する垣又はさくの構造は、生垣や透視可能で周辺環境と調和したフェ

ンス等にするという規定を、全地区で設けておりますが、これも区域を拡張する

のみで、内容の変更はいたしません。 

以上が、本市が策定した地区計画の変更案の内容でございます。 

最後になりますが、「３．今後のスケジュール」につきまして、説明させてい

ただきます。 

去る８月 26日には変更素案、また、10月 15日には変更原案に関する説明会を
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開催いたしましたところ、素案説明会には 33名、原案説明会には 20名のご参加

をいただきました。  

本日は、参考資料といたしまして、説明会での議事要旨を配布させていただき

ましたが、両説明会において住民の方が気にかけていらっしゃったのは、集合住

宅の建設による日照の問題、また、市道昭島 23 号の交通安全対策に関わる問題

が主なものでございました。 

本市といたしましては、第１種中高層住居専用地域である本地区としては、か

なり厳しい制限を、事業者の理解を得ながら課していることなどをご説明し、一

定の理解は得られたものと考えております。 

また、この変更案の縦覧、意見書の提出をお受けするなど都市計画的な手続き

を 11 月 25 日から 12 月９日の間実施いたしましたが、縦覧にこられた方及び意

見書の提出はございませんでした。 

以上、簡略な説明で恐縮に存じますが、ご審議賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

（杉田会長） 提案説明と内容説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご質問、ご意

見がある方は発言願います。 

質問がないようですのでお諮りいたします。 

議題（３）諮問第７号｢西武立川駅南口地区地区計画の変更｣につきまして、原

案に同意する旨の答申をしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

それではご異議がないようですので、原案に同意する決定をさせていただきた

いと存じます。 

それでは続きまして、議題（４）その他ですが、何か事務局よりございますか。 

 

（事務局）  特にございません。 

 

（杉田会長） それでは本日予定されました議事について、質疑が尽くされたようですので、

これにて閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

午後３時 50分 閉会 
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署名委員氏名                   









































凡　例

地区計画区域

地区計画区域

昭島都市計画地区計画 西武立川駅南口地区地区計画 総括図 〔昭島市決定〕
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