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会  議  録 

会 議 の 名 称 令和３年度 第１回 東村山市都市計画審議会 

開 催 日 時 令和３年１１月１日（月）午後２時００分～３時５０分 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

出席者： 

（委  員）三上豊会長、増田勝義委員、志村誠委員、横尾たかお委

員、渡辺みのる委員、白石えつ子委員、増田敏喜委員、長

瀬勝男委員、松川恒委員、水谷正史委員、金子秀之委員、

山本良広委員、川島明美委員 

（委員以外）東村山消防署 予防課係長 菱山正樹氏 

（市事務局）渡部尚市長、山下まちづくり部長（都市計画担当）、屋代

まちづくり部次長、炭山都市計画・住宅課長、立河都市計

画・住宅課長補佐、坂本都市計画・住宅課 計画調整係長、

田村都市計画・住宅課 住宅係長、竹崎都市計画・住宅課主

任、藤澤都市計画・住宅課主任、當間都市計画・住宅課主

任 

欠席者：大沢昌玄委員、日高真実委員 

傍 聴 の 可 否 傍聴可 

傍聴不可

の場合は

その理由 

 

傍聴者数 ０名 

会 議 次 第 

１. 開会 

２. 議題 

 ［諮問事項］ 

  ・東村山都市計画生産緑地地区の変更（諮問） 

 ［報告事項］ 

  ・特定生産緑地の指定について（意見聴取） 

  ・都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区  

地区計画について 

  ・「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更（東京都 

決定） 

  ・区域区分の都市計画変更（東京都決定） 

  ・都市計画マスタープランの改定に伴う用途地域等に関する 

指定方針及び指定基準、用途地域の検討について 

  ・その他 

３. 閉会 

問い合わせ先 

担当部課 まちづくり部 都市計画・住宅課 計画調整係 

担当者名 坂本・竹崎・藤澤 

電話番号 ０４２-３９３-５１１１ (内線２７１２・２７１３) 

ＦＡＸ番号 ０４２-３９３-６８４６ 

e-mail toshikeikaku@m０１.city.higashimurayama.tokyo.jp 

mailto:toshikeikaku@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp
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会  議  経  過  

１. 開会 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和３年度 第１回 東村山市 

都市計画審議会を始めさせていただきます。 

本日は、ご多忙の中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

本日の進行を務めさせていただきます、都市計画・住宅課の炭山です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○委嘱状の交付 

《 都市計画・住宅課長 》 

はじめに、審議会委員に交代がありましたので、新たに委員になられたかたへ 

委嘱状の交付をさせていただきます。 

本来であれば、市長より委嘱状の交付をさせていただくところですが、新型コロ

ナウィルス感染症対策のため、机上配付とさせていただいております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

新たに審議会委員になられたかたをここでご紹介をさせていただきます。 

 

都市計画審議会条例 第３条 第１項 第１号に基づく「市議会の推薦する市議会

議員」としまして、 

 ・志村 誠 様 

 ・横尾 たかお 様 

 ・渡辺 みのる 様 

 ・白石 えつ子 様 

 

次に、条例 第３条 第１項 第２号に基づく「学識経験者」としまして、 

 ・東村山市商工会会長  増田 敏喜 様 

 

次に、条例 第３条 第１項 第３号に基づく「関係行政機関の職員」としまして、 

 ・東村山警察署長  松川 恒 様 

 ・東京都北多摩北部建設事務所長  水谷 正史 様 

 ・東京都多摩建築指導事務所 建築指導第二課長  金子 秀之 様 

 

○自己紹介 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、今年度、第１回の審議会の開催ということで、初めてお会いするかた

もいらっしゃるかと思いますので、委員の皆様から自己紹介形式で、所属とお名前

をお願いしたいと思います。 

 

－ 委員自己紹介 － 
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《 都市計画・住宅課長 》 

委員の皆様、ありがとうございました。委員の皆様の任期は、条例 第３条 第２

項に基づき、「前任者の残任期間」である「令和４年４月３０日まで」となってい

ます。任期中、都市計画行政に関する各事項につきまして、ご意見、ご指導賜りた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、事務局より自己紹介をいたします。 

 

《 まちづくり部長（都市計画担当） 》 

まちづくり部長の山下でございます。今年度から、まちづくり部長２人体制にな

っております。私は都市計画、駅の周辺や都市計画道路、それ以外に空き家や交通

の関係を担当しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、職

員の自己紹介をさせていただきます。 

 

― 以下、職員自己紹介 ― 

 

 ・山下 まちづくり部長（都市計画担当） 

 ・屋代 まちづくり部次長 

 ・炭山 都市計画・住宅課長 

 ・立河 都市計画・住宅課長補佐 

 ・坂本 都市計画・住宅課 計画調整係長 

 ・田村 都市計画・住宅課 住宅係長 

 ・竹崎 都市計画・住宅課 計画調整係主任 

 ・藤澤 都市計画・住宅課 計画調整係主任 

 ・當間 都市計画・住宅課 計画調整係主任 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

このメンバーで今後、事務局を担当させていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 

○会議成立の報告 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、会議の成立について、ご報告させていただきます。本日の出席委員

は全１５名中１３名で、１／２以上の出席であり、条例の規定を満たしていること

をご報告いたします。 

なお、本日の欠席委員は、大沢委員、東村山消防署長・日高委員でございます。

日高委員の代理として、予防課係長・菱山正樹様にお越しいただいております。よ

ろしくお願いいたします。 

 

○資料の確認 

《 都市計画・住宅課長 》 

続きまして、本日の審議会開催にあたり、配付資料の確認をお願いいたします。 
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－ 以下の資料を確認する － 

 

事前配付資料１ 東村山都市計画生産緑地地区の変更 

事前配付資料２ 都市計画道路 3･4･5 号線沿道地区まちづくりニュース第４号 

 

議事次第 

資料１ 委員名簿 

資料２ 東村山市都市計画審議会の会議の公開に関する事務取扱要領 

資料３ 特定生産緑地の指定 

資料４ 「住宅市街地の開発整備の方針」について 

資料５ 区域区分の都市計画変更と用途地域等に関する指定方針及び指定 

    基準、用途地域の検討について 

資料６ 令和３年 生産緑地地区決定申請・買取申出状況中間報告 

 

以上をお配りしております。 

なお、資料６の「令和３年 生産緑地地区決定申請・買取申出状況中間報告」に

ついては、４半期ごとに報告として送らせていただいているものになりますが、委

員が変わられたこともあり、２期分をまとめた資料となっております。本日の議題

資料ではありませんので、後ほどご確認いただければと思います。 

その他、事前に担当所管から送付させていただいております市議会議員の皆様

を除いた委員のかたに「東村山市第５次総合計画＜概要版＞」を、新たに委員にな

られたかたには、都市計画図、都市計画マスタープラン、生産緑地及び特定生産緑

地についてのパンフレットもあわせて配付させていただいております。 

 

続きまして、当審議会の会議の公開等についてお知らせいたします。 

お手元の資料２をご覧ください。 

市では、市政への市民参加を推進し、市政の透明性、公平性を更に向上させるた

め、庁内の一定の統一ルールに沿って会議を実施しています。当審議会において

も、議事録の作成のためボイスレコーダーを使用しておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

これより、会議の進行は、三上会長、よろしくお願いいたします。 

 

○傍聴希望者の確認、傍聴に関する定めについて 

《 会 長 》 

事務局に確認します。本日の審議会に傍聴希望者はいらっしゃいますか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

本日の審議会への傍聴希望者はおりません。 

 

○市長挨拶 

《 会 長 》 
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それでは、次第に沿って議事を進めます。 

令和３年度 第１回 東村山市都市計画審議会の開会にあたり、渡部市長より、 

ご挨拶をお願いします。 

 

《 市 長 》 

皆さん、こんにちは。ただ今、ご紹介にあずかりました、東村山市長の渡部尚で

ございます。 

本日は大変お忙しいところ、本年度 第１回の東村山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。令和３年度からメンバーが変わられ

て、新たな審議会の体制ということでございます。本来であれば、先ほどご紹介が

ありましたお一人お一人に、私から委嘱状をお渡しさせていただくべきところで

ございますが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、机上での配付とさせ

ていただきましたので、ご理解をいただきつつ、とても重要な審議会でございます

ので、何卒ご理解、ご協力、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。 

当審議会は、東村山市におけるハード面でのまちづくりの基礎となります都市

計画について、法令に則ってご審議をいただき、場面場面で、私から諮問をさせて

いただいて、ご答申をいただくというスタイルで、まちづくりに大きく寄与してい

ただいている審議会でございます。 

当市は、ご案内のとおり、都心部から鉄道で１時間弱程度の立地ということで、

戦後、特に昭和３０年代から４０年代、５０年代にかけて、人口が急増いたしまし

て、大きな都市近郊の住宅都市として発展をしてきたところでございます。それか

ら４０年、５０年経過をいたしまして、インフラ、あるいは公共施設の老朽化とい

うことが今、大きな課題になっている一方で、また、日本全体も高齢化や人口減少

という大きな曲がり角に差し掛かっているところでございます。当市の歴史を振

り返りますと、本来であれば、都市計画道路等の基盤整備を進めるべき時代に、人

口が急増したことによりまして、当時、学校施設の整備に追われまして、残念なが

ら当市は、都市計画道路等の整備率が都内、多摩地区でも下位に甘んじている状況

でございます。そのことが都市防災の観点、あるいは地域経済の観点から、若干、

都市としての脆弱性を持っている、あるいは課題を抱えているというのが、現状で

ございます。こうした課題を解決するために、今から２０年前に、第１次 都市計

画マスタープランを定めさせていただいて、それに基づいて、これまで東村山駅の

西口の整備事業や、久米川駅の北口の整備事業等を行わせていただいてきたとこ

ろでございます。 

第１次 都市計画マスタープランの計画期間が２０２０年度までということで

ございましたので、実は平成３０年度から、第２次 都市計画マスタープランの策

定を進めさせていただきまして、この都市計画審議会でも、さまざまな観点からご

議論いただき、今年の２月に、三上会長からご答申をいただいて、このような形で

策定ができたところでございます。この計画については、２０２１年度から２０４

０年までの２０年間の当市のハード面でのまちづくりの基本的な指針となるもの

で、都市計画、まちづくりのバイブルと言っても過言ではないかなと、そのように

考えているところでございます。 
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市といたしましては、今後、この策定いたしました第２次 都市計画マスタープ

ランに基づいて、適切なまちづくりを進めながら、コロナ禍や人口減少、さまざま

な課題を克服しながら、良好な都市環境、みどりを残しつつ、快適な住宅都市とし

て、今後も持続的な発展を遂げていけるようなまちづくりを進めていくこととし

ております。既に現在も、東村山駅周辺の連続立体交差事業、これは都の事業では

ございますが、市も深く関与しながら進めさせていただき、あわせて都市計画道路

事業等も推進をしているのが現状でございます。折に触れまして、そうした現状に

ついては、当審議会の皆様にも、ご報告、ご説明を申し上げながら、またご意見を

いただかせていただこうと、そのように考えているしだいでございます。 

今日、諮問させていただく内容は、例年行わせていただいている都市計画生産緑

地地区の変更ということで、残念ながら、都市化の進展、それから相続等によりま

して、東村山市の貴重な財産であります生産緑地、農地は、減少傾向が続いている

という状況でございますが、都市計画法上、変更があった場合には、審議会にお諮

りをして、答申をいただくということがルールになっておりますので、後ほど、ご

審議をお願い申し上げたいと思います。 

そして今回、いくつか報告事項がございますが、先ほど申し上げたように、都市

計画マスタープランの改定に伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、用

途地域の検討について、後ほど報告をさせていただきますが、現在、東京都におき

まして、地形地物の変更に伴って、用途地域等の見直しを全都的に行うこととされ

ております。平成１６年度以降、一括変更と呼ばれるものがありませんでしたが、

おそらく今回、令和６年度に用途地域等の一括変更が行われる方向で今、推移をい

たしておりまして、市としましても、第 2 次 都市計画マスタープランに掲げてあ

ります土地利用等を踏まえつつ、どのように進めていくかということが、これから

の課題でございます。特に、低層住宅については、長年、当審議会委員を務めてい

ただいている長瀬委員からも、用途地域や建蔽容積率については何とかならない

のかといったご指摘をいただいてきましたし、第 2 次 都市計画マスタープランに

も、居住水準の向上に向けた建築物の敷地面積の最低限度導入や、建蔽率・容積率

の緩和等に取り組みますというふうに明記をさせていただいておりますことか

ら、今後、市としての具体的な方向性を出させていただいて、また皆さんにも、お

諮りをさせていただいて、より良い住環境を形成できるように努めてまいりたい

と考えているところでございます。後ほど事務局のほうから詳しく説明申し上げ

ますので、またいろいろとご意見ありましたら、ご指導いただければと、そのよう

に思っております。 

今申し上げたように、第２次 都市計画マスタープランに基づいて、現在、コロ

ナ禍という逆行の中でありますが、市としましては、力強く都市計画事業、まちづ

くりを進めているところでございますので、引き続き、皆様のご指導とご協力を賜

りますように、心からお願い申し上げて、冒頭、私からの挨拶に代えさせていただ

きたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２. 議題 

《 会 長 》 
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ありがとうございました。 

次第「（２）議題［諮問事項］」に進みます。 

事務局より、説明をお願いします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

本日、諮問いたします案件でございますが、東村山市決定となっております、 

「東村山都市計画生産緑地地区の変更」でございます。 

後ほど、改めて内容の説明をさせていただき、ご審議いただいた後に答申をいた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日の案件について、市長より諮問をさせていただきます。 

市長、会長、よろしくお願いいたします。 

 

－ 市長、諮問文を読み上げ、会長に手渡す － 

 

《 会 長 》 

ただ今、市長より諮問をいただきました案件の審議に移ります、よろしくお願い

いたします。 

それでは、案件の「東村山都市計画生産緑地地区の変更」について、事務局より、

説明をお願いいたします。 

 

〇東村山都市計画生産緑地地区の変更 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

それでは、「東村山都市計画生産緑地地区の変更」について、説明させていただ

きます。 

事前配付資料 1 をご用意ください。 

はじめに生産緑地の制度について、ご説明いたしますので、正面のスライドを 

ご覧ください。 

生産緑地地区とは、都市計画の「地域地区」のひとつであり、緑地機能など優れ

た農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として決

定するものです。 

生産緑地地区を決定することにより、対象地が農地として明確化され、ビニール

ハウス等、許容されている施設を除き、農地以外の利用が不可能となり、地区内に

おける建築等の行為ができなくなります。このことを、生産緑地法上、「行為の制

限」と言っております。 

生産緑地の都市計画変更の内容には「追加」と「削除」の２種類があります。 

「追加」といたしまして、新たに生産緑地に定めることができる農地として、良

好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地と

して適していること、300 ㎡以上の規模の区域であること、農林漁業の継続が可能

な条件を備えていること、これら３要件が生産緑地法の中で示されております。 

次に、「削除」についてご説明いたします。削除は、「公共施設等の設置又は管

理」に伴う削除と「買取申出」に伴う削除の２つに分けられます。なお、これら２



8 

種類の削除により、残りの区域の一団の面積が 300 ㎡未満となる地区も、あわせ

て削除されることとなります。 

「公共施設等の設置又は管理」につきましては、道路を整備する場合などに、事

業者からの通知により、行為の制限が解除されることになります。 

「買取申出」につきましては、生産緑地の所有者は、都市計画の決定告示日から

３０年を経過したとき、農業の主たる従事者が死亡したとき、農業の主たる従事者

が農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき、これら３つ

の要件のいずれかに該当したとき、市長に対し生産緑地を時価で買い取るべき旨

の申し出、いわゆる買取申出ができることとなります。 

削除の流れといたしまして、市が買い取る場合は、公共施設等への転換が図られ

ますが、市や関係機関が買い取らない場合は、農業委員会に対して新たな農業従事

者のあっせんを依頼しております。あっせんが成立せず、買取申出の日から３ヶ月

以内に所有権が移転しなかった場合は、行為の制限が解除され、建築等が可能とな

り、その後、都市計画変更により削除となります。 

それでは、これより諮問内容について、ご説明いたします。 

本日は、令和２年１月から１２月までの１年間に申請・通知のあったものについ

て、生産緑地法に基づく「追加」及び「削除」の都市計画の変更をお諮りいたしま

す。 

こちらは資料の１ページ、変更する生産緑地地区の位置図でございます。 

凡例のとおり、黒で着色されている部分が「今回削除のみを行う区域」、赤で着

色されている部分が「今回追加のみを行う区域」を示しております。なお、削除す

る生産緑地地区につきましては、建築等の行為の制限が解除されているため、その

多くは既に宅地や公共施設等への転用がなされています。 

資料の２ページから８ページは、計画書でございます。 

正面のスライドには、２ページの変更事項をお示ししております。 

今回の変更により、生産緑地の面積は、325 件、約 121.17ha から、325 件、約

120.43ha となります。 

資料の３ページには、削除を行う位置・区域を示しております。削除は 17 件で

18,980 ㎡となっております。 

資料の４ページには、追加を行う位置・区域を示しております。追加は 11 件で

10,400 ㎡となっております。 

資料の５ページから８ページは、変更前後の新旧対照表を示しております。 

資料の３、４ページの削除、追加に加え、今回の都市計画変更には、表の右側、

摘要欄に精査による増、または減の記載がございます。 

この精査についてですが、内容は大きく分けて２点ございます。 

１点目は、買取申出に伴う精査の増減であり、農地の買取申出の際に筆の分合筆

等が必要になる場合に測量を行うことで、農地全体の面積の縄伸び等が発生する

場合があり、それによる精査となっております。 

２点目は、生産緑地地区の都市計画決定面積の整理を行ったための精査になり

ます。新旧対照表の摘要欄にございます 10 ㎡から 40 ㎡ほどの精査が生じている

ものになりますが、現状の面積により近い面積で都市計画決定を行うため、こちら
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の精査を行っております。内容としては、生産緑地の都市計画決定は 10 ㎡単位で

定めるものとなっており、個々の生産緑地を 10 ㎡単位に端数処理をする際の計算

方法の変更をいたしました。これまでは一筆ごとに一の位を四捨五入した面積を

地区ごとに合計しておりましたが、これを地区の面積の合計を出し、最後に四捨五

入する形で整理を行ったものになります。 

次に、資料の１０ページから２２ページまでは、計画図でございます。 

お手元の資料は白黒でお配りしておりますが、正面のスライドにお示ししてお

ります凡例のとおり、格子模様が既に決定している区域、黒で示されておりますの

が削除のみを行う区域、横線でお示ししておりますのが追加のみを行う区域とな

っております。 

続きまして、今回新たに追加する農地の現況について、ご説明いたします。 

資料の４ページに追加の一覧が載っておりますが、計画図の順でご説明させて

いただきます。正面のスライドをご覧ください。 

まず資料の１０ページになりますが、１件目、「地区番号 16」、久米川町１丁

目地内、都市計画道路３・４・１１号線と３・４・２７号線の交差部付近の地区で

す。現況につきましては、写真のとおり、生産緑地に適した土地利用がなされてお

り、隣接する生産緑地がございますので、その一団として追加いたします。 

続いて２件目、「地区番号 33」、久米川町２丁目地内、久米川東小学校の西側

の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した土地利用がなされており、隣接す

る生産緑地がございますので、その一団として追加いたします。 

続いて３件目、「地区番号 44」、久米川町２丁目地内、久米川東小学校の南側

の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した土地利用がなされておりますの

で、隣接する生産緑地の一団として追加いたします。 

続いて４件目、「地区番号 433」、久米川町２丁目地内、都市計画道路３・４・

２７号線付近の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した土地利用がなされて

おります。隣接する生産緑地はございませんが、一団として 300 ㎡の面積要件を

満たしているため、新規地区として追加をいたします。 

続いて資料の１２ページ、５件目、「地区番号 305」、諏訪町１丁目地内、西武

鉄道新宿線の西側の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した土地利用がなさ

れておりますので、隣接する生産緑地の一団として追加いたします。 

続いて資料の１３ページ、６件目、「地区番号 83」、秋津町１丁目地内、都市

計画道路３・４・２７号線の東側の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した

土地利用がなされており、隣接する生産緑地がございますので、その一団として追

加いたします。 

続いて７件目、「地区番号 434」、青葉町３丁目地内、都市計画道路３・４・２

６号線の東側の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適した土地利用がなされて

おります。隣接する生産緑地はございませんが、一団として 300 ㎡の面積要件を

満たしているため、新規地区として追加をいたします。 

続いて資料の１７ページ、８件目、「地区番号 241」、富士見町４丁目地内、都

市計画道路３・４・６号線付近の地区です。現況は、生産緑地に適した土地利用が

なされており、隣接する生産緑地がございますので、その一団として追加いたしま



10 

す。 

続いて資料の１９ページ、９件目、「地区番号 333」、野口町２丁目地内、都市

計画道路３・４・９号線の南側の地区です。現況は、生産緑地に適した土地利用が

なされておりますので、隣接する生産緑地の一団として追加いたします。 

続いて資料の２１ページ、１０件目、「地区番号 432」、美住町２丁目地内、都

市計画道路３・４・３１号線の東側の地区です。こちらも現況は、生産緑地に適し

た土地利用がなされております。隣接する生産緑地はございませんが、一団として

300 ㎡の面積要件を満たしているため、新規地区として追加をいたします。 

最後に資料の２２ページ、１１件目、「地区番号 435」、久米川町４丁目地内、

都市計画道路３・３・８号線の東側の地区です。現況は、生産緑地に適した土地利

用がなされており、隣接する生産緑地がございますので、その一団として追加いた

します。 

続いて、都市計画変更手続きについて、説明いたします。 

本案件は、今年の 8 月に東京都との協議を行い、9 月に都市計画案の縦覧が終了

しております。なお、意見書の提出はございませんでした。 

本日、当審議会でご審議をいただき、答申をいただけましたら、都市計画の変更

の告示を行う予定です。 

「東村山都市計画生産緑地地区の変更」の説明は以上です。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「東村山都市計画生産緑地

地区の変更」に対するご意見やご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

 

《 委 員 》 

前提として、１つ教えていただきたいんですが、削除の手続きの部分は、既に住

宅開発がされている場所が何件かあったように感じています。削除の手続きの際

は、どのタイミングで行為の制限が解除されるのでしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

行為の制限の解除のタイミングということで、今回は削除の件数が１７件で、ほ

とんどが相続の関係でございます。その場合に、まず市役所に買取申出という申請

をしていただきます。生産緑地法上の規定では、申請から１ヶ月以内に、市役所や

関係機関、例えば、東京都の財務局等で生産緑地を買い取るかどうか、まずその判

断をしなければいけません。その後、農業委員会にもご協力いただいて、新たな農

業従事者のあっせんをお願いしているのですが、その買取申出から３ヶ月以内に

所有権が移転しなかった場合は、建築行為等の行為の制限が解除されるというの

が法的な流れでございます。 

 

《 委 員 》 

そうすると、例えば、都市計画審議会として、削除の諮問に対して、これを認め

ないという答申をした場合、都市計画生産緑地という指定が解除されないことに
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なるのか。それとも買取申出から３ヶ月経過して、誰も買い取れませんということ

になった時点でもう解除されているということになるのか。既に開発されている

土地、解除されている土地に対して、都市計画審議会で審議する意味を教えていた

だけますか。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

生産緑地については、１ヶ月間で買い取るか、買い取らないかを決めなくてはい

けません。また、３ヶ月で行為制限の解除があるのは、法的に相続税等の納付等が

ありますので、所有者の権利が守られているということでございます。 

流れから言いますと、毎年１月から１２月までの間に、新たな指定の申請、買取

申出のあった箇所について、翌年の都市計画審議会でご審議をいただいています。

その中で一番遅い買取申出が昨年の１２月です。そこから関係機関に買い取りの

希望があるか、あるいは事業の継続はあるかの確認をするため、基本的に３ヶ月が

必要になります。一方で、新しく生産緑地として指定したい場合は、農業委員会に

依頼をさせていただいて、現地調査等をしていただいています。 

それらのデータをすべて整理して、都市計画の案を作成し、東京都と事前協議を

行い、書面にて協議結果を受理し、その後、公に縦覧するということになるので、

実質的な都市計画審議会の開催も概ね秋にならざるを得ない。できるだけ早い時

期に都市計画審議会に諮るため、年内にはやらなくてはいけないという意識を持

って行っているところですが、委員おっしゃられるように、事後的な形になってし

まっているのは事実でございます。 

そのため、本日の資料６を、四半期ごとに委員の皆様に送らせていただいており

ます。その中でご意見がございましたら、事務局までお寄せいただいております。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。生産緑地の削除の方法については、多くが事後報告的

なものになってしまいます。相続がほとんどの原因になりますが、やはり当事者

は、１０ヶ月以内に相続税を払わなくてはいけないということになっております

ので、それを考えますと、この都市計画審議会が追いつかないということで、事後

報告ということになっております。 

ほかに何かございませんでしょうか。 

いくつかご意見をいただきましたが、本来の制度の主旨を考えますと、この案の

とおり決定されることが妥当であると考えますので、そのように答申をしたいと

思いますが、ご異議ございますか。 

 

－ 「異議なし」の声あり － 

 

ご理解をいただいたということで、処理させていただきます。答申の案を準備し

ますので、休憩します。委員の皆様はそのままお待ちください。 

 

それでは、再開いたします。 
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「東村山都市計画生産緑地地区の変更」の答申案について賛成のかたの挙手を

求めます。 

 

－ 委員による挙手 － 

 

挙手多数と認めます。 

それでは、東村山市都市計画審議会として答申いたします。 

 

－ 答申文を読み上げ、市長に手渡す。 － 

 

それでは、引き続き事務局より議題の説明をお願いします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、議題［報告事項］５点を報告させていただきます。 

１点目の特定生産緑地の指定につきましては、当審議会のご意見をいただき、 

指定したいと考えております。では、担当より説明いたします。 

 

○特定生産緑地の指定について（意見聴取） 

《 都市計画・住宅課 計画調整係担当 》 

それでは、「特定生産緑地の指定」について、説明させていただきます。資料３

をご用意ください。 

本日は、特定生産緑地の指定の第２回目の公示のため、当審議会に意見聴取をさ

せていただきたく、特定生産緑地制度について、これまでの経過、そして指定の内

容について、正面のスライドでご説明させていただきます。 

まず、特定生産緑地制度が創設された経緯について簡単に説明をさせていただ

きます。 

生産緑地の当初の決定は平成４年となっており、決定から３０年が経過すると、

農地の保全義務が切れ、所有者が、市に対していつでも生産緑地の買取申出を出す

ことが可能になります。平成４年に決定された生産緑地が、この３０年の期限を迎

えるのが令和 4 年で、このタイミングで大量の農地が宅地化されるのではないか

ということが懸念されています。 

令和４年以降の、農地の急激な減少を防ぎ、都市にあるべきものとして保全して

いくために、国は、生産緑地法を改正し、平成３０年４月１日に特定生産緑地制度

を創設しました。 

これにより、生産緑地地区の都市計画決定告示日から３０年が経過する日であ

る申出基準日が近く到来する生産緑地について、申出基準日が経過する前に、市町

村長が農地等利害関係人の同意を得て、買取申出が可能となる期日を１０年延長

することができるようになりました。 

このことから、当市においても、引き続き生産緑地の保全を図っていくため、平

成４年と平成５年に都市計画決定された生産緑地を対象に、特定生産緑地の指定

手続きを進めているところでございます。 
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続いて、手続きのこれまでの経過について説明させていただきます。 

まず、全体の流れとして、受付を３回に分けて行っております。 

１回目が、令和元年１１月から令和２年３月までで、昨年度に公示を行ったも

の。２回目が、令和２年４月から１２月までで、本日の都市計画審議会にて指定に

ついての意見聴取をさせていただくもの。３回目が、令和３年１月から１２月まで

で、現在受付中です。１２月２８日が最終受付日となっており、来年度公示予定の

ものとなります。 

これまでの経過ですが、令和元年９月に生産緑地所有者に対し、生産緑地の決定

状況のお知らせと申出基準日到来通知を送付し、１０月には計４回、制度に関する

説明会を開催いたしました。また、１１月には特定生産緑地への意向確認書を対象

者 330 名に送付し、１回目の受付を開始いたしました。 

令和２年度には２回目の受付を開始するとともに、１回目の受付に対し、特定生

産緑地の指定を行いました。 

今回公示予定である２回目受付分の経過ですが、６月から７月にかけて、対象と

なる生産緑地に抵当権や地上権を有する税務署及び鉄道事業者から、指定に対す

る同意をいただきました。８月には、農業委員会に営農状況の確認を行い、今回、

特定生産緑地に指定する農地については、良好な営農状況である旨の回答をいた

だいております。１０月に、東京都へ、今回の審議会資料と同様の図書を送付して

指定内容の報告を行い、本日、都市計画審議会にて意見聴取をさせていただくとこ

ろでございます。 

先ほど、生産緑地については、都市計画変更として諮問をさせていただきました

が、特定生産緑地は都市計画変更に当たらないため、諮問ではなく意見聴取となり

ます。都市計画変更に当たらない理由としては、特定生産緑地は買取申出の期限を

１０年延ばすものであり、都市計画上の制限について変更するものではないため

です。ただし、都市計画の決定に準じた法的効果を発生させる行政行為であり、適

正な農地を指定することが求められることから、生産緑地法 第１０条の２ 第３

項において、都市計画審議会の意見聴取を行うことが定められております。 

それでは今回、意見聴取をさせていただく特定生産緑地の指定内容について、ご

説明いたします。 

まず件数ですが、現時点の対象者 322 名に対し、87 名のかたにご提出をいただ

いております。昨年度は 148 名のかたにご提出をいただき、公示をしております

ので、今回の公示予定分と合わせまして、235 名のかたにご提出をいただいており

ます。 

ご提出いただいたかたの指定希望の内訳は、指定を希望されているかたが 86 名

で約 99％、見送られるというかたが１名で約 1％となっております。 

続いて、スライドには、資料３、１ページの、特定生産緑地指定位置図を示して

おります。お手元の資料３とあわせてご覧ください。 

凡例といたしまして、市域全体の生産緑地を緑の線で囲んでおります。こちら

は、特定生産緑地の指定対象とならない、旧法の生産緑地も同じ凡例で表示してお

ります。 

続いて、緑の大きな網掛け部分が既に特定生産緑地に指定している区域、細かい
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網掛け部分が今回指定を行う区域、黒で示しております部分が解除を行う区域で

ございます。 

こちらは位置を示す図であるため、詳細については見づらい部分もあるかと思

いますが、それぞれの地区の内容は、資料３の８ページ以降の指定図にて、後ほど

ご確認いただければと思います。 

続いて、面積です。 

資料３の２ページには、特定生産緑地指定の経緯の概要を表示しておりますが、

（１）特定生産緑地指定内容として、面積を記載しています。 

一番上の「現在の生産緑地地区面積」は、先ほど答申をいただいたものを記載し

ておりまして、約 120.43ha。その下「特定生産緑地指定対象地面積」は、今後、

特定生産緑地の指定対象になり得る、平成４年から今までに決定された生産緑地

で、約 111.00ha。そのうち、今回の対象である平成４年及び５年指定の生産緑地

が約 102.61ha でございます。 

続いて、その下「特定生産緑地既指定面積」は、令和２年度に指定いたしました

約 43.76ha。その下、「特定生産緑地新規指定区域面積」が、今回指定するもので

あり、約 26.30ha となっております。 

また、その下にあります「特定生産緑地解除区域面積」は、昨年度指定した後に

買取申出による生産緑地の削除となったものであり、生産緑地の削除に伴い、今回

解除となるもので、面積は約 0.16ha でございます。 

最後に、一番下の合計欄が、特定生産緑地の指定区域面積の合計になります。 

現在も３回目受付分として、未提出のかたへの提出確認を行っておりますが、今

後指定を続けていくことで、この合計面積が増えていきますので、貴重な農地の保

全のために少しでも多くなるよう、今後も制度の周知に努めてまいりたいと考え

ております。 

続いて、資料３の３ページから６ページが、特定生産緑地の指定（案）です。ス

ライドには６ページを表示しています。 

こちらは、指定についての、地区ごとの生産緑地の概ねの位置と面積、その地区

のうち、特定生産緑地に指定する面積の一覧になっています。続いて、下の段は解

除についての、生産緑地の概ねの位置と面積でございます。また、それぞれの表の

一番右側の図面番号欄に記載している数字は、この後説明いたします、７ページの

指定図 図郭の番号と、８ページ以降の指定図（案）の右上の図面番号に対応して

います。 

７ページは、先ほどご説明した図郭です。今回は指定対象農地が市域の広範囲に

なるため、８ページ以降の指定図が市域のどの辺りなのかを分かりやすくするた

め、図郭を作成し、通し番号をつけております。 

８ページから３５ページが、指定図（案）になります。先ほどの、市域全体の指

定図と同じ凡例で、生産緑地と既に指定してある特定生産緑地、今回の特定生産緑

地の指定区域、解除区域をお示ししています。 

スライドには、資料の１１ページ、図面番号４を表示しております。例えば、こ

ちらの地区のように、同じ地区内で既に特定生産緑地に指定している箇所と今回

指定する箇所、まだ指定されていない箇所がある場合がありますが、その理由とい
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たしましては、複数の所有者がいる場合に指定申出のタイミングが異なる場合や、

意向の違いによるものなどとなっております。 

２回目受付分のこれらの生産緑地について、これまでに農地等利害関係人とし

て、６月３０日に地上権を持っている鉄道事業者、７月１４日に東村山税務署の同

意をいただき、８月３１日に東村山市農業委員会によって営農状況が良好である

旨の確認を得ており、本日ご意見をいただいた後に、特定生産緑地の指定の公示を

したいと考えております。 

特定生産緑地の指定についての説明は以上になりますが、最後に、現在受付中の

３回目の進捗として、件数の報告をさせていただきます。 

１０月末時点で、55 件の意向確認書を受理しており、１回目、２回目とあわせ

て 290 件となっております。 

まだ提出されていないかたを対象に、９月に４回目のお知らせをお送りしたと

ころですが、今後も、すべての生産緑地所有者のかたの意向をもれなく確認できる

よう、努めてまいります。 

以上で説明を終わります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「特定生産緑地の指定」に

対するご意見やご質問があるかたはいらっしゃいますか。 

生産緑地の面積も減っているところで、なんとか特定生産緑地に指定していた

だいて、なるべく良好な農地を維持していただければと思っておりますが、特に意

見がなければ、この案ように指定されることが妥当ではないかと考えますが、ご異

議ございますか。 

 

－ 「異議なし」の声あり － 

 

ありがとうございました。それでは、この案のようにお願いいたします。 

続いて、「都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区 地区計画」につ

いて事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、「都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区 地区計画」に

ついて、担当より説明させていただきます。 

 

〇都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区 地区計画について 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

「都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区 地区計画」について、

事前配付資料２と同様の内容をスライドに沿って説明いたしますので、前のスラ

イドをご覧ください。 

報告内容は、「区域の概要及び経過」、「地区計画の原案について」、地区計画とあ

わせて行う「用途地域等の変更について」、そして「今後のスケジュール」の４項
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目で説明させていただきます。 

それでは、１点目、区域の概要及び経過について、説明いたします。 

はじめに、都市計画道路３・４・５号線の整備について説明いたします。 

現在、赤色で示しております都市計画道路３・４・５号線 事業中箇所において、

令和８年度末の開通に向けて、関係権利者様の協力を得ながら事業を進めており、

この整備にあわせて地域の交通の利便性が高まりつつある地域でございます。 

この都市計画道路３・４・５号線については、地域及び市の重要な幹線道路であ

り、その沿道地域は、令和３年３月に改定された、東村山市の都市計画の基本計画

である東村山市都市計画マスタープランにおいて、『沿道複合地区』という位置づ

けがされております。『沿道複合地区』の土地利用の方針として、「住宅のみなら

ず、沿道型の商業・業務施設等の立地した複合的土地利用により、活気ある沿道空

間の形成を図る」ことが謳われております。 

また、オレンジ色の円で示しておりますスポーツセンター周辺は、さまざまな交

流によるにぎわいの拠点の形成を図る「魅力創造核」に位置づけられております。 

これらの将来市街地像の実現を目指す一方で、無秩序な土地利用による、住環境

の悪化は防がなければなりません。 

そこで、市では、この都市計画道路３・４・５号線の沿道２０ｍの範囲につきま

して、都市計画マスタープランの位置づけを基に、沿道の地域の皆様のご意見を伺

いながら、地区の将来像や、住環境を守るためのまちづくりルールを検討してまい

りました。 

地区計画等の検討経過といたしまして、令和３年３月に沿道の地域の皆様にま

ちづくりアンケートを実施いたしました。また、令和３年７月には、沿道の地域の

皆様のご意見を伺うため、懇談会を２回開催しております。 

アンケートや懇談会でのご意見を参考に、地区計画の原案を作成し、あわせて変

更をする用途地域等の変更とともに、令和３年１０月２２日、２３日に原案等説明

会を開催し、原案の縦覧・意見書の受付を行っております。現在のところ、原案に

対する意見書の提出はございません。 

今年度、アンケートや懇談会でいただいたご意見については、まちづくりニュー

ス２号と３号に掲載して配付することで周知しておりますが、本日はその一部を

紹介させていただきます。 

令和３年３月に行いました、土地又は建物を所有しているかた及び居住してい

るかたへのまちづくりアンケートにおいて、「住環境を守るルールの設定は？」の

問いでは、「きめ細かく設定する必要がある」が 35.3％、「ある程度は設定したほ

うがいい」が 41.2％で、合計しますと約８割弱のかたから、何らかのルールの設

定が必要であるとの回答をいただいております。 

自由意見としては、「現在の住みやすい環境が悪くならないようにしてほしい」

や「第二種中高層住居専用地域を適用してほしい」、また、「周辺の地域を含めて電

線地中化を進めてほしい」、「人口増加政策に合わせたまちづくりの取組が必要」と

のご意見をいただいております。 

また、「住環境を守るルールとして、必要なものは？」という問いへの回答では、

「緑の多いまちなみ形成や震災時の塀の倒壊を防ぐ」が一番多く、続いて、「地域
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にそぐわない建物を建てられないようにする」、「住宅の密集を防止するため、敷地

の細分化を防止する」や、「整ったまちなみの形成を図るため、高さの最高限度を

定める」という回答を多くいただいております。 

続いて、令和３年７月に開催しました、懇談会での意見ですが、主なものを紹介

いたしますと、必要なルールについて、「高さの制限を定める」、「塀の高さは低く

設定する」、「浸透マスの設置を推進する」といったご意見をいただいております。 

ふさわしい建物の用途については、身近な買い物が可能な施設として「店舗」、

「コンビニ」というご意見や「事務所」、「オフィス」、「市民が集えるスペース」と

いったご意見をいただいております。また、ふさわしくない建物の用途について

は、「パチンコ」、「カラオケ」、「工場」といったご意見をいただいております。 

これらの結果を踏まえ、まちづくりのルールとして、地区計画の決定と用途地域

等の変更について原案を作成しましたので、その内容について説明いたします。 

地区計画の構成はスライドのようになっております。 

はじめに区域について、改めて説明いたします。 

今回、地区計画の策定を行う区域は、都市計画道路３・４・５号線の街路の道路

端から２０ｍの範囲としており、面積は約 2.6ha です。 

地区計画の名称は、都市計画道路３・４・５号線の路線名「久留米東村山線」と、

東久留米市境から都市計画道路３・４・２６号線まで定められている地区計画「久

留米東村山線・久米川駅清瀬線南地区 地区計画」の延伸にあたる位置関係を踏ま

え、その北側の地区であることを示す「北地区」を入れて、「久留米東村山線沿道

北地区 地区計画」としております。 

次に、地区計画の目標及び方針について説明いたします。 

地区計画の目標は、東村山市都市計画マスタープランでの位置づけである、住宅

のみならず、沿道型の商業・業務施設等の立地した複合的土地利用により、活気あ

る沿道空間の形成を図ることや、この地区が、さまざまな交流によるにぎわいの拠

点の形成を図る「魅力創造核」の南側に位置していることを踏まえ、後背地を含め

た住環境に配慮しつつ、利便施設となる商業・業務施設等の立地誘導に努め、周辺

の低層住宅や農地の環境と調和のとれた良好な市街地の形成を図ることとしてお

ります。 

また、土地利用の方針は、後背地の低層住宅や農地に配慮しつつ、久留米東村山

線の沿道として、商業・業務施設等と中層の住宅が調和した良好なまちなみの形成

を図ることとしております。 

続きまして、地区整備計画でございます。 

地区整備計画として、「建築物の敷地面積の最低限度」、「建築物の高さの最高限

度」、「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」、「垣又はさくの構造の制限」

について定めたいと考えております。 

はじめに、建築物の敷地面積の最低限度について説明いたします。 

建築物の敷地面積の最低限度を１００㎡としたいと考えております。ただし、地

区計画を定めた時に、既に１００㎡未満の土地や、都市計画事業等の公共事業に協

力して建築物を建てる場合等については、適用を除外します。 

この制限を定めることにより、敷地の分割によって新たに狭い土地が生まれる
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ことを防ぐことで、建て詰まりを防ぐとともに、日当たりや風通しを確保すること

を目指します。 

次に、建築物等の高さの最高限度について説明いたします。 

建築物等の高さの最高限度は地盤面から１７ｍとしたいと考えております。一

般的なマンションの１階当たりの高さが３ｍですので、これの５階建て、プラス屋

上の搭屋などを考慮し、１７ｍといたしました。ただし、地区計画を定めた時に、

既に建築中の建物は適用を除外します。 

この制限を定めることにより、沿道空間に統一性のあるまちなみの形成を目指

します。 

続いて、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限についてご説明いたしま

す。 

建築物等の外観の色彩は、原色を避け、周辺の環境と調和するものとしたいと考

えております。屋外広告物は、色彩、大きさ及び設置場所に配慮し、周辺の環境と

調和するものとしたいと考えております。 

これらの制限を定めることにより、外観に統一性のあるまちなみの景観形成を

図ることを目指します。 

最後に、垣又はさくの構造の制限について説明いたします。 

垣又はさくを設置する場合には、道路に面する部分は、門の部分を除きまして、

生垣又はフェンスとしたいと考えております。ただし、フェンスの基礎となるよう

な高さ６０ｃｍ以下、ブロック３段分ですが、このブロック塀等は、この限りでは

ありません。 

この制限を定めることにより、みどりの多いまちなみの形成を目指すとともに、

震災等の発生時に塀の倒壊による生命の危険や、倒壊によって避難が困難になる

ことを防ぐことができると考えております。 

なお、既に設置されているブロック塀については、すぐに撤去をする必要はな

く、塀を作り直す際に、生垣やフェンスにしていただくこととしております。 

以上で地区計画の原案についての説明を終わります。 

続きまして、用途地域等の変更について説明いたします。 

地区計画とあわせて変更する都市計画は、「用途地域」、「高度地区」、「防火地域

及び準防火地域」の３点です。「高度地区」と「防火地域及び準防火地域」の変更

については、「用途地域」の変更に伴って、あわせて変更となるものです。 

それでは、１点目、用途地域について説明いたします。 

今回の変更は、黒い点線で囲われている部分①及び②について行います。 

①については、第一種低層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域へ、②に

ついては、第一種中高層住居専用地域から第二種中高層住居専用地域に変更した

いと考えております。変更後の建蔽率はどちらも６０％、容積率は２００％に変更

となります。 

続きまして２点目、高度地区について説明いたします。 

現在の高度地区は、①が第一種高度地区、②が第二種高度地区となっており、今

回の変更は①について、第一種高度地区から第二種高度地区に変更したいと考え

ております。 
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続きまして３点目、防火地域及び準防火地域について説明いたします。 

現在の防火地域及び準防火地域は、①が防火指定なし、②が準防火地域となって

おり、今回の変更は①について、防火指定なしから準防火地域に変更したいと考え

ております。 

次に、日影規制条例について説明いたします。 

日影規制とは、周囲の日照などの住環境を保護するために、東京都の条例により

建物の形態を制限するものです。規制の内容は、用途地域や容積率、高度地区によ

って定まります。今回の変更は①について、一部変更することとなります。②につ

いては、変更ありません。 

用途地域等の変更についての説明は、以上です。 

最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

現在は、上段の青枠にあります、まちづくりルールの原案がまとまり、原案の縦

覧、意見書の受付を行っているところです。 

今後、東京都との協議を経て、作成した案の縦覧を行い、都市計画審議会での審

議を経て、地区計画及び用途地域等の都市計画が決定します。 

なお、その後、市で策定している建築制限条例である「地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例」への追加も予定しています。 

「都市計画道路３・４・５号久留米東村山線沿道北地区 地区計画」の説明は以

上です。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「都市計画道路３・４・５

号久留米東村山線沿道北地区 地区計画」に対するご質問があるかたはいらっしゃ

いますか。 

沿道の建物の色彩についても制限があるということでしたが、沿道に少し派手

な色彩、例えば、原色を使ったような店舗は制限を受けるということでよろしいで

すか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

今までのアンケートや懇談会でいただいている意見の中では、景観に配慮した

まちなみを期待する意見もいただいておりますので、マンセル値等の個別具体的

な表現はしておりませんが、周囲の環境と調和したものの設置を求める形になり

ます。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

少し補足をさせていただきたいと思います。地区計画の届出が出た場合ですが、

この色彩については、どうしても建て主の中で個人差が出てまいります。市として

は客観的な基準で判断しなくてはいけないということで、原則としては、東京都の

景観条例の色彩基準に基づいて、申請者と協議をさせていただく形になります。 

 

《 委 員 》 
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ご説明ありがとうございました。都市計画道路沿道に地区計画をかけ、用途地域

を第二種中高層住居専用地域に変えたいということでした。冒頭、市長の話にもあ

ったように、なかなか都市計画道路ができていなかったということもあって、家が

建っているところに改めて道路を造ることが多い中で、今回の対象地は、畑の多い

地域だと思います。 

今回、地域の皆様もアンケートで、にぎわいの創出や本当に良好な住環境といっ

た計画性のある回答をしています。この先、魅力創造核になるような計画を実行し

ていくのが都市計画であり、地区計画なのかなと思ったので、そういった方向性

も、今後、市民の皆さんのお話を伺いながら実行していくという認識で、よろしい

でしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

先ほどの説明の繰り返しになりますが、現在、原案に対するご意見を募集してお

ります。その後、原案についての意見を踏まえて案を作成してまいりますが、案の

縦覧においても意見書の提出の機会を設ける予定です。 

また、今回の原案は、アンケートや懇談会での地域の皆様の意見を踏まえなが

ら、都市計画マスタープランに基づいて作成しておりますが、都市計画道路３・

４・５号線の今回の地区計画の範囲の先に、既に策定されている地区計画と内容的

に同じものとなっております。また、東久留米市の沿道に関しても、第二種中高層

住居専用地域の用途地域がはられているということで、連続したまちなみを考え

た地区計画になっております。 

 

《 委 員 》 

意外と１００㎡は広くない印象を持っています。あまり広すぎると、東村山市の

土地の価格を考えると難しいこともあってなのかなと想像しておりますが、敷地

の最低面積を１００㎡にした理由を具体的にご説明いただきたい。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

敷地が分割されて新たに狭い土地が生まれることを防ぐことで、建て詰まり感

を防ぐということと、日当たりや風通しを確保することを目指して、敷地面積の最

低限度を定めたということでございます。 

例えば、土地区画整理事業等の面整備につきましては、土地区画整理組合等での

意見を聴いた中で、１３０㎡台の最低敷地面積を決めている地区計画もあります

ので、１００㎡と決まっているわけではありませんが、沿道の地主さんに過度な負

担とならないよう、宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づく最小の

宅地規模の１００㎡としております。 

 

《 委 員 》 

今回の地区計画の話ではありませんが、よく都道２２６号線や、さくら通りを利

用すると、駐車車両が目立ちます。大きい道路ができたり、マンションが建つと、

沿道のマンション等への宅配や引っ越しで路上駐車をしたり、店舗に納品で駐車
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をしたりする車両が、比較的多いと感じています。そういう店舗やマンションを造

る際に、そういう車両も含めた駐車スペースや、その敷地内で責任を負いなさいと

いうような規制はできないものなのか。今回お答えできる範囲で構わないので、教

えていただければと思います。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

当市では、沿道の建物の建築に際しては、宅地開発及び建築物の建築に関する指

導要綱がございます。建築物の建築に関しては、駐車施設の要件も加えさせていた

だいているところなので、用途地域や地区計画ではなく、指導要綱に基づき協議を

させていただいております。 

 

《 都市計画・住宅課長補佐 》 

今の指導要綱の中身ですが、商業系の場合は、事業主提供ということになってお

ります。また、住宅系の場合は、戸数の３分の１以上を設けなさいということで、

個別に指導させていただいているところでございます。 

 

《 会 長 》 

ご理解いただいたということで、よろしいでしょうか。この原案については、今

後、都市計画審議会で諮る内容となりますので、よろしくお願いいたします。 

続いて、「「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更（東京都決定）」につ

いて事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、「「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更（東京都決定）」に

ついて、担当より説明させていただきます。 

 

〇「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更（東京都決定） 

《 都市計画・住宅課 住宅係長 》 

それでは、「「住宅市街地の開発整備の方針」の都市計画変更（東京都決定）」に

ついて、説明させていただきます。 

スライドにてご説明いたします。資料４とあわせてご覧ください。 

本日は、方針の位置づけや見直しのポイント等について、簡単に説明させていた

だきたいと思います。 

まず、住宅市街地の開発整備の方針の位置づけを説明します。 

都市計画法 第７条の２に基づき、都市計画区域について定めることができる方

針のうち、東京都は「都市再開発の方針」、「住宅市街地の開発整備の方針」、「防災

街区整備方針」の３つの方針について定めております。 

このうち、東村山都市計画区域で定められるものは、「都市再開発の方針」及び

「住宅市街地の開発整備の方針」の２つの方針になります。 

「都市再開発の方針」は、令和２年度に都市計画決定しており、今回ご説明する

「住宅市街地の開発整備の方針」は、令和４年度の都市計画決定に向け作業が進め
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られています。また、方針は概ね５年ごとに見直しが行われます。前回の見直しは

平成２７年３月でございます。 

次に、方針の策定の目的です。 

１つ目が、長期的かつ総合的なマスタープランとして、住宅市街地の開発整備の

構想の明確な位置づけを行うこと。２つ目が、住宅市街地にかかわる土地利用等の

計画を一体的に行うことにより、個々の関連事業の効果的な実施や民間の建築活

動等を適切に誘導することとなっております。 

次に、今回の見直しのポイントについてご説明いたします。 

１つ目は、住宅市街地の目標や開発整備の方針等の見直しです。これは、示して

おります上位計画や関連計画との整合を図るために行う修正になります。 

２つ目は、重点地区の見直しです。住宅マスタープランの重点供給地域（特定促

進地区）にあわせた地区の見直しと、事業進捗等による各地区の目標・方針等の見

直しです。 

重点地区とは、本方針にて指定することができる、一体的かつ総合的に良好な住

宅市街地を整備し、又は開発すべき相当規模の地区を言います。この重点地区は、

原則として、東京都住宅マスタープランの重点供給地域において定めることとし

ており、重点供給地域のうち、計画的に住宅市街地の開発整備を行う地区を対象と

して、都市計画決定・事業実施が見込まれる地区を選定することとしています。 

次に、今回の変更項目である重点地区についてご説明いたします。 

今回の都市計画変更においては、重点地区の追加変更を予定しておりますが、そ

の内容は、令和 2 年度に都市計画決定しました「都市再開発の方針」と、令和 3 年

度に都市計画決定予定で作業を進めている「住宅マスタープラン」の内容と整合を

図るため、同じ区域を重点地区として追加するものです。 

こちらが、都市再開発の方針における「再開発促進地区 東.２ 東村山駅東口

地区」の計画図になります。 

住宅市街地の開発整備の方針の原案資料については、東京都の公開前であるた

め、本日はお示しができません。そのため、区域が同じである、都市再開発の方針

の「東村山駅東口地区」の図をお示ししております。 

東村山駅東口では、「東村山駅周辺まちづくり基本計画」における「中心核機能

の向上」を図ることを目的として、連続立体交差事業にあわせ、地権者のかたへの

アンケート調査を実施するなど、市街地再開発事業の活用を含めた、土地・建物の

共同化の方策などを検討しております。その検討範囲について、令和２年度に再開

発促進地区へ指定されております。 

最後に、今後のスケジュールですが、東京都から原案の縦覧資料が１１月末に届

く予定となっております。その後、区市町に対して案の意見照会が行われます。 

まだ具体的な日程は通知されておりませんが、その際は、当審議会にて改めて説

明をさせていただき、ご審議いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

「住宅市街地の開発整備の方針」についての説明は以上となります。 

 

《 会 長 》 
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ありがとうございました。ただ今、説明のありました「「住宅市街地の開発整備

の方針」の都市計画変更（東京都決定）」に対するご質問があるかたはいらっしゃ

いますか。 

今後、「住宅市街地の開発整備の方針」が見直されるということで、今後の審議

会でまたあるということで、よろしくお願いいたします。 

続いて、「区域区分の都市計画変更（東京都決定）」と「都市計画マスタープラン

の改定に伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、用途地域の検討につい

て」に関して事務局より、説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

それでは、「区域区分の都市計画変更（東京都決定）」と「都市計画マスタープラ

ンの改定に伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、用途地域の検討につ

いて」、担当より説明させていただきます。 

 

〇区域区分の都市計画変更（東京都決定） 

〇都市計画マスタープランの改定に伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、

用途地域の検討について 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

「区域区分の都市計画変更（東京都決定）」、「都市計画マスタープランの改定に

伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、用途地域の検討について」、まと

めて説明させていただきます。 

スライドにて説明いたします。資料５とあわせて、ご覧ください。資料５は報告

内容について、＜東京都＞と＜東村山市＞に分け、その経緯やこれからの予定を記

載しております。 

はじめに、区域区分の都市計画変更から説明させていただきます。 

資料５の左側、＜東京都＞と書いている範囲の説明になります。 

東京都は平成２９年に、２０４０年代の東京の目指すべき都市の姿と、その実現

に向けた都市づくりの基本的な方針及び具体的な方策を示す行政計画である「都

市づくりのグランドデザイン」を策定しました。 

「都市づくりのグランドデザイン」で示した都市像の実現に向けた土地利用を

促進するため、翌年の令和元年度には、用途地域等に関する指定方針・指定基準の

改正を行い、令和２年度には、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（通称：

都市計画区域マスタープラン）の改定を行っております。 

また、令和元年度においては、平成１６年度以来となる「区域区分の一括変更」

を行うことを発表しております。 

区域区分とは、良好な都市環境を作るという観点から、都市計画区域を「市街化

区域」と「市街化調整区域」に区分することを言います。市街化区域は、既に市街

地を形成している区域及び概ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ

き区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。 

東村山市の市街化調整区域は、市の西部に位置する狭山緑地（狭山公園）のみ

で、それ以外は市街化区域となっております。そのため、今回の一括変更におい
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て、東村山市域の区域区分の変更は予定しておりません。 

次に、区域区分の見直しに伴い、検討する必要がある用途地域の変更について、

ご説明いたします。 

区域区分の見直しを行うということは、その都市計画決定線の見直しを行うこ

とになります。区域区分に関する都市計画決定線の界線根拠となるものは、大きく

次のように分けられます。「筆界を根拠とする地番界」と「地形図上の地物等を根

拠とする地形地物界」です。 

区域区分の一括変更に伴い、その界線根拠に関して、前回の一括変更である平成

１６年度以降の変更（例えば、道路整備や拡幅、区画整理などによる面的整備等）

を確認し、それを踏まえた地形図データを作成するよう東京都から依頼されてお

ります。 

この地形地物等の変更については、東村山市も市内全域において確認する必要

があり、多くの修正作業が想定されます。そして、区域区分と同様に、地形地物等

を界線根拠としている用途地域についても、今回の見直しに伴い適切に見直す必

要があります。 

以上のことを踏まえ、令和３年度より素案作成が始まっており、令和４年度には

変更がある自治体において説明会等が行われ、原案の作成に移行する予定となっ

ております。令和５年度には、区域区分の変更に関する案の意見照会が、都から区

市町にされます。その後、案の縦覧、東京都の都市計画審議会を経て、令和６年度

に都市計画決定となる予定です。 

以上が、区域区分の都市計画変更についての説明になります。 

続いて、都市計画マスタープランの改定に伴う用途地域に関する指定方針及び

指定基準、用途地域の検討について説明いたします。 

資料５の右側、＜東村山市＞と書いてある範囲の説明になります。 

市では、平成２９年度より都市計画マスタープラン改定の検討を行い、令和３年

３月に第２次 東村山市都市計画マスタープランを策定しております。 

第２次 東村山市都市計画マスタープランは、市の最上位計画である東村山市第

５次総合計画の基本構想に掲げる将来都市像を、都市計画の視点から実現するた

めのものと位置づけられておりますが、東京都の都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針にも即して定めております。 

また、第２次 東村山市都市計画マスタープランの分野別方針の記載を改めて紹

介しますと、「土地利用の方針」の中で、「３つの核の形成のため、地域でのまちづ

くりに加えて、地区計画や特別用途地区の活用、用途地域の見直しに取り組んでい

く」ということや、「少子高齢化やライフスタイルの多様化等を踏まえた低層住宅

地としての最適な土地利用が図られるよう、居住水準の向上に向けた建築物の敷

地面積の最低限度の導入や建蔽率・容積率の緩和などに取り組んでいく」等の用途

地域の検討に関する方針を記載しております。 

これら、第２次 東村山市都市計画マスタープランで示された方針を基に、東京

都の区域区分の一括変更に伴う用途地域の変更を踏まえ、令和２年度より基礎的

な調査や都市計画変更の検討を開始しておりますが、令和３年度はさらにその検

討を進めるため、低層住宅と農地に関する用途についての市民意識調査を行う予
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定としております。 

具体的な設問等は現在調整中ですが、市民の皆様が東村山市にこれからも住み

続けていただくために、また、持続可能で魅力あるまちとして、東村山市の住環境

はどうあるべきかを踏まえたアンケートを行う予定です。 

調査方法は、電子申請サービスなどのＷｅｂ形式とアンケート形式を合わせた

手法の検討など、分りやすく、かつ多くの意見をいただけるよう周知を含め検討し

てまいります。実施予定期間は、令和４年１月から２月頃を予定しております。 

また、都市計画マスタープランの改定に伴い、「東村山市の用途地域等に関する

指定方針及び指定基準」の改定を行う予定としており、現在、原案の作成を行って

おります。先ほど紹介しました、分野別方針に記載している用途検討を含め、市の

都市計画の基本方針である都市計画マスタープランに示したまちづくりを進めて

いけるよう、内容の修正を行ってまいります。 

なお、改定案につきましては、次回の都市計画審議会での説明を予定しておりま

す。 

令和４年度に入りますと、用途地域等の変更に関する素案の作成を行い、東京都

の地形地物の変更に伴う用途変更とあわせて、住民懇談会を行う予定としており

ます。まだ具体的な内容は決まっておりませんが、原案作成に向け、市民の皆様か

らの意見をいただきたいと考えております。住民懇談会後には、原案の作成に移行

する予定です。 

令和５年度には、原案の説明会を行います。 

その後に関しては、区域区分の東京都のスケジュールにあわせ、案の縦覧を行

い、当審議会での諮問を経て、令和６年度に都市計画決定を予定しております。 

「区域区分の都市計画変更（東京都決定）」、「都市計画マスタープランの改定に

伴う用途地域等に関する指定方針及び指定基準、用途地域の検討について」の説明

は以上になります。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございました。ただ今、説明のありました「区域区分の都市計画変更

（東京都決定）」と「都市計画マスタープランの改定に伴う用途地域等に関する指

定方針及び指定基準、用途地域の検討」に対するご質問があるかたはいらっしゃい

ますか。 

 

《 委 員 》 

市街化区域と市街化調整区域についてですが、かつて東久留米市で起きた逆線

引きみたいな状況が起きてくることはあるんですか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

市街化区域と市街化調整区域の区分けを変える予定はないので、東村山市にお

いては、狭山緑地の一部が市街化調整区域、それ以外は市街化区域ということで、

その変更はありません。 

平成１６年度以降、区域区分を決める地形地物が変わっている場所が市内各所
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でございます。例えば、ある用途が沿道から２０ｍの範囲で決まっている場合、道

路が広がったことに伴って、その用途地域が広がっていくことになります。そうい

った地形地物の線の変更に伴った用途の見直しが発生します。また、市の都市計画

マスタープランの改定がありましたが、その中で用途地域の検討をしていくとい

う記載をしておりますので、東京都の行う用途変更のスケジュールとあわせるよ

うな形で検討を進めていきたいということです。 

 

《 会 長 》 

田園住居地域が、用途地域として新たに出てきていますが、そういった何か農地

に対することも考えられているのでしょうか。 

 

《 都市計画・住宅課 計画調整係長 》 

令和３年度の取り組みでお伝えした市民意識調査に関しては、低層住居や新し

い用途地域に関しても検討を進めるという意味で、農地に関しても市民の皆様の

ご意見を伺い、その意見を基に、今後、素案を作っていきたいと考えております。 

 

《 会 長 》 

ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。ご理解いただいたと

いうことで、よろしくお願いいたします。 

では、今後の審議会の開催予定について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

《 都市計画・住宅課長 》 

今後の都市計画審議会の開催予定につきましては、次回、令和３年度 第２回 都

市計画審議会は、令和４年２月４日（金）を予定しております。詳細が決定しだい

お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

３. 閉会 

《 会 長 》 

以上で、本日の議題はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、令和３年度 第１回 東村山市都市計画審議会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。 

 

 


