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第２２２回 町田市都市計画審議会 会議録 

 

開催日時：２０２１年１０月１１日（月）午前１０時００時～午前１１時４０分 

開催場所：市庁舎３階第１委員会室 

出 席 者：［１号（学識経験のある者）］吉川会長、薬袋委員、市古委員、阿部委員、 

                   中西委員、草薙委員、飯田委員、佐藤委員、 

                   田代委員 

     ［２号（町田市議会の議員）］おさむら委員、友井委員、殿村委員、白川委員、 

                   松葉委員 

     ［３号（関係行政機関の職員）］唐澤委員（代理）、吉田委員（代理）、城田委員 

     ［４号（町田市の住民）］松尾委員、浅利委員 

     ［臨時委員］吉川委員、五十嵐委員 

     小池幹事（政策経営部長）、井上幹事（財務部長）、野田幹事（環境資源部長）、 

     神蔵幹事（道路部長）、萩野幹事（都市づくり部長）、 

     平本幹事（都市づくり部都市整備担当部長）、荻原幹事（下水道部長） 

     説明員 今國下水道経営総務課長、原田土地利用調整課長、窪田都市政策課長 

     案件担当職員３名 

     事務局職員３名 

公開又は非公開：公 開 

傍 聴 者：１名 

議  題：【議案審議】 

    議案第６３２号 町田都市計画下水道の変更について（町田市決定） 

            （町田都市計画下水道 町田市公共下水道） 

     【事前協議】 

    １．町田都市計画生産緑地地区の変更について（町田市決定） 

    ２．特定生産緑地の指定について 

   ＜南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連＞ 

    ３－１．町田都市計画地区計画の変更について（町田市決定） 

        （南町田グランベリーパーク駅周辺地区地区計画） 

    ３－２．町田都市計画用途地域の変更について（町田市決定） 
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    ３－３．町田都市計画高度地区の変更について（町田市決定） 
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○事務局 それでは、都市計画審議会を始めさせていただきます。 

  本日の会議の定足数を報告いたします。 

  リモートの出席が11名と会場での出席が８名、欠席は１名。委員20名中19名の出席をいた

だいておりますので、会議は成立となります。 

  それでは、これより傍聴人を入室させます。 

（傍聴人入室） 

○事務局 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

  なお、リモートで御出席の委員の方にはメールで事前に送付させていただいております。 

  会場の皆様へ本日新たにお配りしているのが、議事日程、議席表、委員・幹事名簿と当日

配付資料１「2021年度生産緑地地区変更内容内訳表」、当日配付資料２「特定生産緑地の指

定について」以上２点となります。 

  本日の案件資料は、前回の事前協議で使用いたしました表紙が黄緑色の第221回資料４

「町田都市計画下水道の変更について（町田市決定）（町田市公共下水道）」と、第221回

当日配付資料１「都市計画の案の理由書（町田都市計画下水道）」、そのほかに、今回の開

催通知に同封させていただきました表紙がピンク色の資料１「町田都市計画生産緑地地区の

変更について（町田市決定）」、Ａ０サイズを折り畳んだ「町田都市計画生産緑地地区総括

図（町田市決定）」、資料２「特定生産緑地の指定について」、Ａ０サイズを折り畳んだ

「特定生産緑地（町田市）総括図」、資料３「南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連」、

以上が本日の資料となります。不足等ありましたらお申し付けください。 

  よろしいでしょうか。 

  なお、案件の説明時に説明資料をＷｅｂｅｘ上に表示いたしますけれども、その際に、送

付させていただいた資料やデータ等を併せて御覧いただければと思っております。 

  続きまして本日の議事でございますが、お手元の議事日程のとおり、町田都市計画下水道

の変更について（町田市決定）の議案審議を行います。次に、町田都市計画生産緑地地区の

変更について（町田市決定）、特定生産緑地の指定について、南町田グランベリーパーク駅

周辺地区関連の事前協議を行います。 

  それでは会長、この後の議事進行をよろしくお願いいたします。 

○会長 会長、吉川でございます。 

  第222回町田市都市計画審議会を開会いたします。 

  早速、議事に入ります。 
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  議案第632号 町田都市計画下水道の変更について（町田市決定）でございます。 

  これについて、まず、説明をお願いいたします。 

○荻原幹事 町田都市計画下水道の変更につきましては、下水道経営総務課長から説明いたし

ます。 

○今國下水道経営総務課長 下水道部下水道経営総務課長の今國から説明させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  説明の前に、前回の事前協議で使用しました町田都市計画下水道町田市公共下水道位置図

及び参考図の縮尺に誤りがございました。本来Ａ３の原図で正しい縮尺で表しているものを、

都市計画審議会用にＡ４に縮小して配付したため、表記の縮尺と異なる図面となってしまい、

大変申し訳ございませんでした。 

  変更の箇所の範囲は変わりませんので、このまま使用させていただくことを御了承くださ

い。 

  それでは、説明させていただきます。 

  本件は、市街化調整区域の下水道整備を実施するに当たり、町田都市計画下水道の追加変

更を行うものでございます。2017年度にも同様に、市街化調整区域の下水道整備実施に当た

り町田都市計画下水道の追加変更を実施しております。今回の変更を行う背景について御説

明させていただきます。 

  町田市下水道では、長期的な視野に立ち、今後の下水道の在り方に関する基本的な方針を

示し、着実に下水道の役割を果たすことを目的として2012年に町田市下水道ビジョンを策定

しました。町田市下水道ビジョンでは「次世代につなげる良好な水環境を目指して」を基本

理念として、より良い環境づくり、安心な暮らし、より良い下水道サービスの３つの基本方

針を掲げ、基本方針実現のための７つの施策を定めました。７つの施策の１つに住環境の改

善を掲げ、市街化調整区域の適正な汚水処理を推進することとしています。 

  そこで、市街化調整区域について下水道整備区域と合併処理浄化槽区域を設定するための

調査・検討を行い、2016年５月に町田市公共用水域水質改善10ヶ年計画を策定しました。 

  次に、町田市公共用水域水質改善10ヶ年計画について御説明させていただきます。 

  計画策定の目的として、「人口減少や高齢化、厳しい財政状況、ストックの改築更新の増

大を踏まえた上で、地域の実情に応じた汚水処理の手法を①公共下水道の整備と②合併処理

浄化槽への切替え促進・維持管理の推進の２つとし、公共用水域の水質改善を図ること」と

しています。 



 

－5－ 

  計画策定の経緯といたしましては、町田市の下水道事業は1964年に公共下水道事業認可を

取得してから、主に住環境の改善と河川等の水質向上を目的として下水道の普及に努め、

2013年度末には市街化区域の汚水管整備はおおむね完了し、汚水管の人口普及率は2016年３

月31日時点で98.5％に達しておりました。一方、下水道未整備区域においては、くみ取りや

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の促進と、浄化槽を設置している住民に対して

の適正な維持管理について指導、支援を行ってきました。 

  町田市ではさらなる水質改善に取り組む必要から、町田市公共用水域水質改善10ヶ年計画

を策定しました。 

  この町田市公共用水域水質改善10ヶ年計画は、町田市下水道ビジョンの下位計画と位置づ

け、計画期間を2017年度から2026年度の10か年とし、計画目標として水洗化率100％を目指

すこととしています。水洗化率とは、市内の全人口に対して公共下水道への接続や合併処理

浄化槽での汚水処理をしている人口の割合を指しております。 

  計画期間のうち、2017年度から2021年度の５ヶ年を下水道整備前期事業、2022年度から

2026年度の５ヶ年の下水道整備を後期事業と位置づけています。前期事業につきましては、

先ほども御説明したとおり2017年度に町田都市計画下水道の追加変更を行い、下水道整備を

進めてまいりました。 

  続いて、後期事業での下水道整備区域の設定方法について御説明させていただきます。 

  まず、公共下水道と合併処理浄化槽の各費用について比較し、事業効果の高いところを公

共下水道整備地区に設定しました。次に、その地区内の住民の方に対し公共下水道への接続

意向を調査しました。接続意向が高く、かつ汚水管を敷設する道路が建築基準法上の道路に

接道していることを条件とし、下水道整備区域を設定しました。 

  今回、追加変更する内容でございますが、スクリーンの新旧対照表を御覧ください。 

  新旧対照表のとおり、排水区域の面積が約5,513ヘクタールから約5,551ヘクタールへと変

更になります。後期事業にて追加変更する面積といたしましては、約38ヘクタールとなりま

す。 

  今回、追加変更する箇所をお示ししています。赤い部分が追加変更する区域でございます。 

  次に、地域全体に代わって、具体的な追加変更箇所をスクリーンでお示しします。 

  まず、町田都市計画下水道町田市公共下水道位置図が地区ごとの変更箇所になります。位

置図の四角で囲まれている箇所を拡大したものが、町田都市計画下水道町田市公共下水道参

考図になります。参考図の灰色の帯状の線に囲まれた部分が既存の排水区域を示しており、
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「変更箇所」と記載した赤い部分、こちらが今回追加変更する区域となります。 

  なお、都市計画法第21条第２項において準用する同法第19条第３項の規定に基づき、東京

都知事へ都市計画変更の協議を行い、2021年９月14日付で都知事から「意見なし」と回答を

得ております。 

  また、この町田都市計画下水道の変更につきまして、2021年９月15日から９月29日まで都

市計画法第17条に規定する縦覧に供しましたが、縦覧者及び意見書の提出はございませんで

した。 

  この町田都市計画下水道変更の告示につきましては、本日の都市計画審議会で答申を受け

た後、告示の手続を進めまして、10月29日の告示を予定しております。 

  説明は以上でございます。 

○会長 御説明ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対して御質問、御発言のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

  御質問、御発言はございませんので、それでは採決に入ります。 

  この件につきまして、原案のとおり決することに異議のある方はお知らせください。いか

がでございましょうか。 

（異議の発言なし） 

  では、異議なしと認め、原案のとおり決することといたします。どうもありがとうござい

ました。 

  続きまして、事前協議に入ります。 

  町田市都市計画生産緑地地区の変更について（町田市決定）について、事前協議を行いま

す。 

  これについて、臨時委員をお願いすることになりますので、事務局より委嘱式をお願いし

ます。 

○事務局 ただいま臨時委員の方が入室いたしますので、少々お待ちください。 

（臨時委員入室） 

○事務局 この案件に関連した特別の事項を調査、審議する必要があるため、町田市都市計画

審議会条例第２条第２項及び第４項に基づき、臨時委員の委嘱式を行います。 

  委嘱書の交付は簡略化させていただきまして、席に置いてございます。 

  それでは、町田市都市計画審議会条例第２条第２項に規定する臨時委員を、吉川庄衛町田

市農業委員会会長及び五十嵐隆町田市農業協同組合代表理事組合長に委嘱いたします。 
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  お名前をお呼びいたしますので、一言御挨拶をお願いいたします。 

  吉川庄衛委員。 

○吉川臨時委員 吉川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 五十嵐隆委員。 

○五十嵐臨時委員 町田市農業協同組合、五十嵐でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 以上をもちまして臨時委員の委嘱式を終了いたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  では、早速事前協議の内容に入りたいと存じます。 

  町田都市計画生産緑地地区の変更について（町田市決定）でございます。 

  これについて、資料の説明をお願いいたします。 

○萩野幹事 この件につきましては、土地利用調整課長から説明いたします。 

○原田土地利用調整課長 それでは、町田都市計画生産緑地地区の変更について御説明いたし

ます。 

  まず初めに、お配りした資料の確認をさせていただきます。 

  事前配付資料につきましては、Ａ４サイズの左上ホチキス留めをしているものが１部でご

ざいます。この資料の１ページから６ページまでが都市計画を変更する際の計画書となりま

す。７ページ以降につきましては、指定に関する要領等が参考として添付されております。 

  次に、Ａ０サイズを折り畳んだ総括図でございます。町田市全体で指定されている箇所が

番号とともに表示されております。今回削除する箇所が黒、追加する箇所がピンクで示され

ております。 

  次に、当日配付資料でございます。Ａ４サイズで１ページから７ページまでホチキスで１

つに留めてあります。 

  資料は以上になります。過不足等はありませんでしょうか。 

  それでは、町田都市計画生産緑地地区の変更について御説明いたします。 

  まず最初に、計画書の削除内容について御説明いたします。 

  当日配付資料１ページ上段を御覧ください。スクリーンでは赤色で囲った部分になります。 

  こちらの資料では、削除の理由ごとに件数及び面積について、全部削除と一部削除に分け

て表示しております。件数とは、一団の生産緑地地区数のことを指しております。全部削除

とは、買取申出などの理由によりその地区全体がなくなることを示しております。一方、一

部削除とは、地区の一部分が削除となりますが、その地区自体は残ることを示しております。 
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  一番上の段、公共事業の届出により全部削除となるものが１件、一部削除が４件となりま

す。面積は0.862ヘクタールでございます。 

  次の段の死亡、故障など買取申出により全部削除となるものが19件、一部削除となるもの

が13件で、合計32件でございます。面積は、全部削除が2.110ヘクタール、一部削除が2.797

ヘクタールで、合計4.907ヘクタールとなります。 

  以上の件数及び面積を合計いたしますと、削除の件数が37件、面積は5.769ヘクタールと

なります。 

  続きまして、追加の内容について御説明いたします。 

  引き続き１ページの中段、追加の欄を御覧ください。スクリーンでは、赤色で囲った部分

でございます。 

  これは町田都市計画生産緑地地区の指定に関する要領に沿うものでございまして、農業振

興上必要であり営農環境が向上すると認められる農地を、町田市農業振興課より推薦を受け、

指定するものでございます。 

  新たな生産緑地地区として指定する全部追加が３件、面積は0.118ヘクタールでございま

す。また、既に指定している生産緑地地区に加わる一部追加は６件、面積は0.32ヘクタール

でございます。追加申請のありました全部追加件数と一部追加件数の合計は９件で、面積は

0.438ヘクタールとなります。 

  続きまして、地区数の増減について御説明いたします。 

  引き続き１ページの下段を御覧ください。スクリーンでは、赤色で囲った部分でございま

す。 

  地区数の減につきましては、削除のうち一部削除は地区自体は残るため、地区の件数は減

少いたしません。したがいまして、都市計画上の削除件数は全部削除件数の20件でございま

す。削除件数の20件と削除面積の5.769ヘクタールは、都市計画上減少する数字として、こ

の表の中では青字で表示しております。 

  地区数の増につきましては、一部追加は既にある地区に加わる形となりますので、地区の

件数は増加いたしません。したがいまして、都市計画上の追加件数は全部追加の３件となり

ます。追加件数の３件と追加面積の0.438ヘクタールは、都市計画上増加する数字として、

この表の中では赤字で表示しております。 

  ここまで御説明した内容をまとめまして、今回の都市計画変更となる生産緑地地区の概要

を示したものが、当日配付資料２ページになります。 
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  削除の件数が20件で、面積は5.769ヘクタール、追加の件数は３件で、面積は0.438ヘクタ

ールでございます。これに分筆に伴う再測量などの誤差修正のための精査面積0.036ヘクタ

ールを加えたものが、今年度の都市計画変更後の面積になります。2020年度告示時点では全

体の件数が1,012件、面積が208.33ヘクタールでございましたが、件数で17件、面積で5.29

ヘクタール減ずるため、2021年度は件数が995件、面積が203.04ヘクタールとなります。 

  なお、都市計画決定は小数点第２位で決定となるため、四捨五入で整理しております。 

  次に、当日配付資料５ページを御覧ください。 

  生産緑地地区の件数及び面積の推移をグラフで示したものでございます。 

  生産緑地地区は1993年度（平成５年度）のピーク時で323ヘクタールでしたが、それ以降

は減少を続けております。1993年度と2021年度とを比較いたしますと、120ヘクタール、

37％の減となっております。面積要件の緩和や一団の考え方の見直しなど、生産緑地に指定

しやすいように制度改正を行った結果、改正初年度である2018年度以降は新規追加が１ヘク

タールを超え、2017年度の0.2ヘクタールから大幅に増加いたしました。しかし、今回の都

市計画変更では新規追加の面積が４年ぶりに１ヘクタールを割り込みました。 

  今回、新規追加の面積が減少した要因につきましては、制度改正後の効果の低下や新型コ

ロナウイルス感染症の影響などが考えられ、今後、詳しく検証していく必要があると考えて

おります。 

  当日配付資料の６ページを御覧ください。 

  こちらは市街化区域内農地に占める生産緑地地区の割合を示したグラフとなります。 

  棒グラフの緑色が生産緑地地区、オレンジ色が生産緑地以外の農地、赤の折れ線グラフが

市街化区域内農地における生産緑地地区の割合を示しております。 

  1993年度（平成５年度）では、生産緑地地区以外の農地が333ヘクタール、生産緑地地区

が323ヘクタール、生産緑地地区が市街化区域内農地に占める割合は49％でした。それ以降、

両方とも減少傾向は続いておりますが、生産緑地地区以外の農地のほうが減少幅が大きく、

今回の都市計画変更では生産緑地地区以外の農地が63ヘクタール、生産緑地地区が203ヘク

タールとなり、生産緑地地区が市街化区域内農地に占める割合は76％となりました。 

  最後に、都市計画決定までのスケジュールにつきまして御説明いたします。 

  東京都知事協議につきましては、10月７日付通知にて「意見なし」との回答をいただいて

おります。また、10月25日から11月８日にかけて都市計画法第17条の縦覧を行います。次回、

11月15日の都市計画審議会での議案審議を経て、2022年１月１日に告示を予定しております。 
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  以上で町田都市計画生産緑地地区の変更についての御説明を終わらせていただきます。 

○会長 御説明ありがとうございました。 

  それでは、質疑応答に入ります。 

  ただいまの説明について御質問、御発言のある方はいらっしゃいませんか。 

では、以上につきましては御発言がなかったということで、もう一つ生産緑地に関連して、

特定生産緑地、新しい仕組みですね、こちらの指定の説明を受けたく存じますので、よろし

くお願いいたします。 

○萩野幹事 特定生産緑地の指定につきましても、土地利用調整課長から説明いたします。 

○原田土地利用調整課長 それでは、特定生産緑地の指定について御説明いたします。 

  特定生産緑地の指定は、都市計画法に基づく都市計画の決定手続ではございませんが、生

産緑地法第10条の２の規定により「都市計画審議会の意見を聴かねばならない。」とされて

おります。 

  2017年の生産緑地法改正に伴い創設されました特定生産緑地制度の指定手続は、昨年度に

続き今回で２回目となります。 

  まず初めに、お配りした資料の確認をさせていただきます。 

  事前配付資料につきましては、Ａ４サイズ右上ホチキス留めしたものが１部でございます。

この資料の１ページから10ページが、今回、特定生産緑地に指定する生産緑地の一覧、指定

書になります。11ページ以降が特定生産緑地の指定要領となります。 

  次に、Ａ０サイズを折り畳んだ総括図でございます。町田市全体で指定されている生産緑

地が番号とともに表示されています。今回、特定生産緑地に指定する箇所が緑色で示されて

おります。 

  次に、当日配付資料でございます。Ａ４サイズで、１ページから４ページまでホチキスで

１つに留めてあります。 

  資料は以上になりますが、過不足はございませんでしょうか。 

  それでは、特定生産緑地の指定について御説明いたします。 

  まず最初に、特定生産緑地の制度の概要について御説明いたします。 

  当日配付資料の１ページを御覧ください。 

  特定生産緑地は、生産緑地の指定から30年を経過する前に申請することにより、これまで

の生産緑地の優遇措置などが10年間延長される制度でございます。特定生産緑地を選択いた

しますと、固定資産税、都市計画税の農地評価、農地課税が継続され、次世代の方が相続税
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の納税猶予制度を受けることができるなど税制面の優遇措置が引き続き受けられますが、買

取申出は、これまでどおり農業従事者の死亡、故障といった理由がないとすることができま

せん。 

  一方、特定生産緑地を選択しませんと、生産緑地の指定から30年経過後はいつでも買取申

出をすることができますが、固定資産税、都市計画税は段階的に宅地並み課税に引き上げら

れ、相続税の納税猶予制度も次世代の方は受けることができません。 

  続きまして、特定生産緑地に指定する面積などについて御説明いたします。 

  当日配付資料の２ページを御覧ください。 

  2020年９月に指定から30年を迎える平成４年、平成５年指定の生産緑地を所有する方で

2019年度に特定生産緑地の指定申請をされなかった方に、申請書を送付いたしました。申請

書送付時の対象面積は37.7ヘクタールでございます。2020年10月から2021年４月までの受付

期間に申請があった面積は31.33ヘクタールで、面積ベースでの申請割合は83.1％となりま

す。 

  申請がありました生産緑地につきましては、現地調査を行い、適切に管理されていると認

められた生産緑地を特定生産緑地として指定いたします。そのうち特定生産緑地申請受付後、

農業従事者の死亡、故障など買取申出があった生産緑地や、申請者の都合により申請を取り

下げた生産緑地は指定を行いません。面積は0.66ヘクタールでございます。また、昨年度、

肥培管理の経過観察や指導中などの理由で指定を見送り、その後、改善し、現在は適切に管

理されていると認められる生産緑地につきましては、今回指定を行います。面積は0.65ヘク

タールでございます。 

  以上、合わせまして31.32ヘクタールを特定生産緑地として指定いたします。 

  続きまして、特定生産緑地の指定状況について御説明いたします。 

  当日配付資料３ページを御覧ください。 

  生産緑地全体の面積は、2022年１月１日時点で203.04ヘクタールでございます。そのうち

1992年（平成４年）指定が162.13ヘクタール、1993年（平成５年）指定が8.2ヘクタールと

なっております。特定生産緑地の指定面積は157.96ヘクタールです。そのうち1992年（平成

４年）指定が150.72ヘクタール、1993年（平成５年）指定が6.95ヘクタールとなっておりま

す。また、特定生産緑地の指定割合は、面積ベースで1992年（平成４年）指定が93％、1993

年（平成５年）指定が84.8％となっております。 

  1992年（平成４年）指定の生産緑地につきましては、2022年11月２日で指定から30年を迎
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えます。特定生産緑地は生産緑地の指定から30年を経過する前に指定する必要があり、今回

の2022年１月１日付の指定が最後の指定機会となります。未指定の残り７％、11.41ヘクタ

ールの生産緑地につきましては、特定生産緑地に移行しないことが確定した生産緑地となり

ます。 

  最後に、特定生産緑地の指定のスケジュールについて御説明いたします。 

  2020年10月から2021年４月までの期間に受付した申請分につきましては、６月から８月に

現地調査を行いました。本日及び次回の都市計画審議会での意見聴取を経て、2022年１月１

日の指定公示を予定しております。 

  実際に特定生産緑地の効力が発生するのは、生産緑地の指定から30年経過後になります。

事前配付資料の１ページ、指定書を御覧いただきますと、右側に「申出基準日」という項目

がございます。これは生産緑地の指定から30年を迎える日を表しており、平成４年（1992年）

指定の生産緑地は2022年11月２日、平成５年（1993年）指定の生産緑地は2023年10月29日が

申出基準日となります。この日から10年間、特定生産緑地の効力が発生することになり、以

降10年ごとにさらに更新の有無などを判断することになります。 

  以上で特定生産緑地の指定についての説明を終わらせていただきます。 

○会長 御説明ありがとうございました。 

  ただいまの特定生産緑地の説明に対して御質問、御発言ありますでしょうか。 

  御質問、御発言がありませんので、これについては説明を承ったということにさせていた

だきたく存じます。 

  ここで、今回、特定生産緑地の指定及び生産緑地の変更について大変に御尽力を賜りまし

た臨時委員として、農業委員会と農協からそれぞれおいでいただいてございます。本日、御

出席いただいておりますので、一言御発言をいただければと存じます。 

○吉川臨時委員 農業委員会会長の吉川でございます。 

  今、御説明がありましたように、当町田市の担当部局が、いわゆる生産緑地は都市形成上、

必要だというふうな法に基づいて一生懸命お取組をいただいておりまして、他市に例を見な

いほど積極的に生産緑地を保全していく、そのことは、私も思うんでありますけれども、都

市形成をする上で緑としての役割が都市の農地にある、生産緑地法の改正でそう位置づけら

れております観点からして、これは農業者のみならず町田市の都市形成の上においても非常

に重要なことでございます。積極的にお取組をいただいていることに対しまして、今日、御

出席をいただいております町田市農協さんと私ども農業委員会も協力させていただきまして、
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特に特定生産緑地制度を知らなかったという人が一人もいないようにという周知徹底をさせ

ていただいた結果、今、報告があったとおりでございまして、他市よりもはるかに指定の申

出を受け付けた割合も高うございます。今後ともよろしく生産緑地、都市農地保全のために

御理解とお力添えをお願いいたしたいと思います。 

  ありがとうございました。 

○五十嵐臨時委員 生産緑地の件で御審議をいただきまして、大変ありがとうございます。 

  今、会長から話もございましたように、やはり都市に農地はあるべきもの、必要なものと

して位置づけられているということがあります。そういう意味では、これからますます都市

の農地の在り方をしっかりとしていかなければいけない、私どもも肝に銘じてそれを行わな

ければいけないというふうに感じているところでございます。 

  今後もこの生産緑地、特定生産緑地の部分について御審議をいただくというところもござ

いますので、これからもひとつよろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

  今、御指摘ございましたように、この時点で大変に高い特定生産緑地への指定が実現でき

たということで、まず一安心となりましたが、今後、生産緑地をよりよいものとして、また、

なるべく減らさないように、また増やしていくように、そしてよりよいものとして長らく使

われていくようにということで進めていく際に、今日御出席の吉川委員、五十嵐委員の農業

委員会、組合に一肌もふた肌も脱いでいただく必要があろうかと存じます。都市計画審議会

としても精いっぱいの努力をさせていただくことになろうかと思いますので、今後とも何と

ぞよろしくお願い申し上げます。 

  では、以上をもちましてこの議題に関しての事前説明を終了させていただきたく存じます。 

  臨時委員のお２人はここで御退席となりますね。事務局、よろしくお願いいたします。 

○事務局 臨時委員のお二方は退席となります。どうもありがとうございました。 

（臨時委員退室） 

○会長 では、続きまして事前審議の次の内容、南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連と

いうことで、都合３件、地区計画の変更、用途地域の変更、高度地区の変更とございますが、

これは深く関連する一連のものでございますので、一括して事前協議に入りたく存じます。 

  では、早速ですが資料の説明をお願いします。 

○萩野幹事 南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連につきましては、一括して都市政策課



 

－14－ 

長から説明いたします。 

○窪田都市政策課長 南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連の地区計画、用途地域及び高

度地区の変更について御説明いたします。 

  使用する資料につきましては、ピンク色の表紙でＡ４サイズの資料３「南町田グランベリ

ーパーク駅周辺地区関連」でございます。 

  今回、都市計画の変更を行いますのは、町田市の最南端に位置する東急田園都市線南町田

グランベリーパーク駅の周辺でございます。 

  南町田グランベリーパーク駅周辺は、町田市都市計画マスタープランにおきまして町田駅

に次ぐ賑わいの拠点として副次核に位置づけており、南の玄関口となる交通、都市活動の拠

点として、住宅市街地と近接し、さらに広域的な交通結節点という特性を活かしながら、商

業施設や集合住宅などの建設動向を踏まえた都市基盤整備、商業、産業などの都市機能の集

積を誘導するとしております。 

  今回、地区計画を変更する箇所は、スクリーンの青線でお示ししている東急田園都市線南

町田グランベリーパーク駅周辺の約22.2ヘクタールの区域でございます。また、用途地域及

び高度地区を変更する箇所は、赤色点線でお示ししています地区計画区域の一部を含む約

2.0ヘクタールの区域でございます。 

  次に、当地区周辺のまちづくりについて御説明いたします。 

  当地区では、町田市と東急株式会社との官民連携によるまちづくりを進めております。

2014年に東急株式会社と駅周辺のまちづくりに関する協定を締結し、計画を深度化させ、土

地区画整理事業の手法も交え、基盤を含めたまちの再整備を行い、駅、商業施設及び都市公

園が一体となった南町田グランベリーパークとして2019年11月にまち開きを迎えました。ま

ち開き後の現在も駅前の都市型住宅建設を進めるなど、さらなる人口増加が見込まれ、賑わ

いの誘導が求められる地区でございます。 

  当地区の中で今後、整備していく地区が、青色点線でお示ししたＤ地区でございます。Ｄ

地区は2015年６月に策定した南町田周辺地区拠点整備基本方針において、駅前の各機能を補

完する機能の導入を図る地区としております。南町田グランベリーパークはまち開きから約

２年が経過しており、Ｄ地区にふさわしい用途の方向性を定めるとともに、新型コロナウイ

ルス等による生活様式の変化に適応し、また、幅広い用途の誘導を可能にするなど今後のま

ちづくりを見据えた対応ができるようにするため、都市計画の変更を行うものでございます。 

  ここからは、具体的な都市計画の変更内容について御説明いたします。 
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  まず、地区計画の変更は主に７点でございます。 

  １点目は、地区の名称についてでございます。 

  当該地区計画は、2016年８月に当初決定した後、2019年10月に「南町田駅」から「南町田

グランベリーパーク駅」へ駅名を変更しております。これに伴い地区の名称も、改称した駅

名に合わせて「南町田グランベリーパーク駅周辺地区」に変更するものでございます。 

  ２点目は、土地利用の方針の４、Ｄ地区（複合利用地区）についてでございます。 

  まち開き後の社会情勢や上位方針の内容を踏まえ、商業、業務等の機能導入により多様な

ライフスタイルを創出するという内容を追加いたしました。また、まち開き後の地区内及び

地区周辺の交通状況を踏まえ、必要に応じてバスの待機所を配置することも追加いたしまし

た。 

  ３点目は、建築物の整備の方針についてでございます。 

  変更点の説明の前に、まず、地区内の歩行者ネットワークについて御説明いたします。 

  南町田駅周辺地区拠点整備基本方針において、まちを回遊できる動線として歩行者ネット

ワークの形成を方針づけております。この方針を踏まえ、地区計画にて、スクリーン上の計

画図の点線で示す位置に地区施設として歩行者通路を配置しております。今回の変更で、こ

の歩行者通路に接する部分の建築用途について、既に形成されている歩行者通路レベルでの

賑わいある街並みを確保しつつ、今後整備をしていく地区につきましても連続した賑わいを

誘導していくため、新たに方針を追加するものでございます。 

  ４点目は、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針についてでございます。 

  この項目は当初決定時に設けなかったものですが、社会情勢などを踏まえて新たに設けて

おります。主に地区内の整備等を行う際の総合的な考え方やルールを記載する項目でござい

ます。内容といたしましては、省エネルギー化や地域資源の活用、廃棄物削減の方針、電気

自動車の利用推進のために充電設備を設けることを新たに追加するものでございます。 

  ５点目は、建築物等の用途の制限についてでございます。 

  後ほど御説明いたしますが、今回の都市計画変更で用途地域を近隣商業地域に変更するこ

とで、建築基準法上、Ｄ地区に工場用途の建物が建築可能になります。しかし、上位方針に

沿ったまちづくりを誘導するため、この地区にふさわしくない用途を制限いたします。追加

いたしました制限の内容といたしましては、自家販売のために食品製造業を営む者等の小規

模なものを除いた工場の建築を制限するものでございます。 

  ６点目は、平成29年のガス事業法改正に伴うものでございます。 
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  一般ガス事業がガス小売事業、一般ガス導管事業、ガス製造事業に区分けされ、簡易ガス

事業が廃止されたため、表記及び項番号などを修正しております。 

  ７点目は、現状の地形地物に合わせた境界線の変更でございます。 

  地区計画の区域は、地形地物等で明確にすることが望ましいとされております。地区計画

の当初決定後、まちの再整備によりこれらの地形地物が一部変更されたことに伴い、現在の

地形地物を根拠とした境界に変更しております。具体的には、Ｄ地区西側地区計画境界につ

きまして、当初決定時は屈曲した道路中心を境界としておりました。その後、土地区画整理

事業によりこの道路の線型を直線状にし、幅員も拡幅したことを受け、境界線を再整備後の

車道中心へ変更するものでございます。 

  次に、用途地域の変更について御説明いたします。 

  変更箇所は図の水色でお示しした枠内であり、大部分が地区計画のＤ地区に相当いたしま

す。Ｄ地区周辺の用途地域は広く準工業地域であるものの、隣接する住宅地にも配慮し、都

市計画マスタープランや南町田駅周辺拠点整備基本方針及び地区計画の土地利用の方針を踏

まえまして、用途地域を第二種中高層住居専用地域及び準住居地域から近隣商業地域へ、建

蔽率を60％から80％へ、容積率を200％から300％へ変更するものでございます。 

  防火地域及び準防火地域につきましては変更がなく、準防火地域のままでございます。 

  次に、高度地区につきましても、用途地域の変更に合わせて31メートル第二種高度地区か

ら第三種高度地区へ変更するものでございます。 

  最後に、スケジュールについて御説明いたします。 

  本年９月上旬に地区計画区域内の地権者へ都市計画変更原案の個別説明を行い、９月８日

から９月22日までの期間で都市計画法第16条に基づく地権者への原案縦覧及び意見の募集を

行いました。その結果、縦覧者及び意見書の提出はございませんでした。 

  この結果を踏まえまして、９月27日に都市計画法第19条に基づく知事協議書を東京都知事

へ提出いたしました。 

  今後は、本日の御審議を経て、10月25日から11月８日まで都市計画法第17条に基づく案の

縦覧及び意見の募集を行い、本年11月の第223回町田市都市計画審議会へ再度諮問し、本年

12月上旬に都市計画変更の告示を予定しております。 

  以上で南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連の御説明を終わります。 

  よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○会長 ただいま説明が終わりましたので、質疑応答に入りたく存じます。 
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  御質問、御発言のある委員はお知らせください。いかがでございましょうか。 

○殿村委員 ３点ほど質問させていただきます。 

  １つは区画道路についてでありますけれども、既設の道路の幅員の変更などがあろうかと

思いますが、そのことによってこの区画道路全体の面積は変わるのでしょうか。まず１点目、

伺います。 

○窪田都市政策課長 屈曲した道路を直線状に区画整理で変えています。実際の道路の幅員は

増えておりますけれども、地区計画内の面積については、変更はございません。 

○会長 殿村委員、今の回答に対してはいかがですか。あと２つ目の質問、いかがでしょうか。 

○殿村委員 今の点は了解しました。 

  ２点目ですが、歩行者通路について伺います。 

  歩行者通路については、法的な位置づけはどのようになるのでしょうか。そして、この歩

行者通路の整備と所有についてはどのようになるのでしょうか。 

  併せて２点目のもう一点ですけれども、歩行者通路第６号は銀河歩道橋に接続することに

なるのでしょうか。 

  その２点をお願いします。 

○窪田都市政策課長 今、御質問の歩行者通路につきましては、当初の決定から地区施設とし

て位置づけているものでございます。その整備についてですが、６号以外については既にも

う整備済みでございます。２つ目の御質問の６号につきましては、銀河歩道橋との接続とい

う話でありますが、これは地元の方から以前から御要望いただいておりますので、そこは銀

河歩道橋から駅に向かう方たちのために、接続するようなことを考えております。ただ、ど

のような形でＤ地区において接続していくかというのは、今、検討しているところでござい

ます。 

○会長 以上の説明に対して、殿村委員、いかがでしょうか。 

○殿村委員 大きな２点目は了解しました。 

  最後、３点目ですが、Ｄ地区の土地の状況について質問いたします。 

  Ｄ地区についてはこの区画整理を通じて、最終的な所有状況がどのようになるのかが１点

目。 

  もう一点は、現在、Ｄ地区については駐車場として利用されていると思いますけれども、

先ほど御説明もありましたが、それとの関連で、今後の土地活用についてお答えいただきた

いと思います。 
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○窪田都市政策課長 まず１点目の、Ｄ地区の今後の土地利用というか、東急さんとの話です

けれども、今のところ、来年９月にこの南町田の区画整理事業は終了を予定しておりまして、

進めておるところでございます。そこに向けて、今後の土地利用も含めて東急さんと、換地

につきまして、今現在、検討を進めている状況でございます。 

  ２つ目、今、こちらを暫定の駐車場利用ということで、グランベリーパークの商業施設の

中の駐車場が満車だったりした場合には臨時で開けて、交通状況を踏まえながら利用してい

るということですけれども、今現在、コロナ禍の状況ということで、現状としては、そちら

まで開けなくても商業施設の中の駐車場で足りていると把握しております。今後、コロナが

明けて、今後のその辺の交通事情も考えて、ここの土地利用については東急さんと密に連携

を取って対応していきたいと考えております。 

○会長 ただいまの説明に対して、殿村委員、いかがでしょうか。 

○殿村委員 了解しました。 

○会長 ほかに御質問、御発言ございますでしょうか。 

○おさむら委員 今、殿村委員が聞いたところでございますけれども、Ｄ地区、複合ゾーンに

ついて、この歩行者通路、６号ですね。この道路はこれからＤ地区の土地利用に合わせて計

画されると思いますが、銀河歩道橋と一体として、地区計画にこの銀河歩道橋も盛り込むべ

きだと私は思うんですが、この辺はどのように考えているか教えていただきたいと思います。 

○窪田都市政策課長 今の御質問ですけれども、先ほどもお話ししたとおり強い要望をいただ

いておりますので、ここは銀河歩道橋の整備というか、そこからつながるような形で現在、

横浜国道と協議を進めているところでございます。そういった要望は、町田市としてはしっ

かりとお話をしていきたいと考えております。 

○おさむら委員 分かりました。 

  この銀河歩道橋は非常に高低差がある、国道246号を横断する道路でございますので、エ

レベーターの設置という、歩行に困難な方も利用しやすいような環境整備をしていただきた

いというふうに強く要望させていただきたいと思います。 

  もう一点、このＤ地区の高さ制限、一番高く利用するとなるとどのぐらいの高さまで利用

できるのか、この辺ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○会長 １点の要望と１点の質問でございます。事務局、お願いします。 

○窪田都市政策課長 １点目のエレベーターというお話、ここも以前から町田市でもお話を十

分いただいておりますので、そこも含めて、横浜国道にはしっかりと要望を伝えて、これか
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らもしっかり協議を進めていきたいと考えております。 

  ２つ目の高さ制限ですが、今回、近隣商業地域ということで用途を変えております。こち

らは土地利用の方針におきまして、近隣商業地域の場合、絶対高さ制限は設けないというこ

とで町田市では定めております。ただ、無条件にということではございません。以前は31メ

ートルということで設けておりましたけれども、景観ですとか通常の周りの日影の関係です

とか、そこをクリアできれば高さについては制限はないということで、今回は設定しており

ます。 

○おさむら委員 高さ制限はないということでございますけれども、容積率、建蔽率が80％の

300％、こういった商業地域になるわけでございますので、80％の300％に見合う高さという

のがあると思うんですよね。限界が。この高さはどのくらいでしょうか。 

○窪田都市政策課長 今の御質問ですけれども、スクリーンを御覧いただきたいと思いますが、

右側の下、そちらが今回変更になります。 

  以前は31メートル、第二種高度地区ということで、この31メートルというのは絶対高さ、

これを超えてはいけないということですけれども、今回は、この下側に示してあるとおり、

日照ですとか通風ですとか採光の確保、都市景観の形成などをクリアできるものであれば絶

対高さについては設けないこととしておりますので、何メートルぐらいというのはその設計

状況によってですけれども、その条件をクリアできれば絶対高さは設けていないことになり

ます。 

○おさむら委員 数字出せますよね。 

○会長 もう一度質疑に戻る前に、私から今の件で１点確認なのですが、第三種高度地区がか

かるということですか。 

○窪田都市政策課長 そうですね。今回、Ｄ地区については第三種高度地区になりますので、

絶対高さは設けないことになっております。 

○会長 ということは、絶対の高さは設けないのだけれども、第三種高度地区はかかるので、

必然的に敷地のところで無限に高くすることはできなくて、第三種高度地区は原則守らない

といけないということですね。 

○窪田都市政策課長 会長がおっしゃるとおりでございます。 

○会長 となると、この図面のとおりに、斜めなのですけれども最大の高さは決まってくる、

北側から決まってくるという理解ですね。ありがとうございます。 

  すみません、おさむら委員、御発言いかがでしょうか。 
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○おさむら委員 これは数字が出ると思うんですよね。後で結構ですから、また参考に教えて

いただければありがたいと思います。 

○会長 では、これについては後日よろしくお願いします。高度地区がかかっているというこ

とは、確かにおさむら委員がおっしゃるようにある種の制約はかかっているということなの

で、その辺について、ちょっと分かりやすく御説明をお願いいたします。 

  おさむら委員、以上でよろしゅうございますか。 

○おさむら委員 ありがとうございます。 

○会長 続きまして、チャットで市古委員から御発言の依頼が来ております。 

○市古委員 都立大学の市古です。 

  本日の配付資料の23枚目、地区計画計画図２（案）の画面共有をお願いします。 

  都市防災という視点、災害対応という視点で２点ほど、今回のＤ地区に直接関係すること

ではないんですが、まち開きもされる中で間接的には影響するだろうということで、２点お

聞きしたいと思います。 

  質問の趣旨は、Ｃ地区、パークライフ・サイトでしたか、ここの位置づけについて。 

  現状、町田市の防災マップにおいては地震時の広域避難場所に指定されているんですが、

このＣ地区、まちライブラリーですとか商業施設に近いものもまち開きの中で建設されてい

ると私は地図上、読んだんですが、これについて、地震、火災時の広域避難場所としてもＣ

地区を含めるという理解でいいのかどうかが１点目です。 

  ２点目は、Ｅ地区、鶴間公園について。 

  洪水という視点からすると、年超過確率が上がったことに伴って、浸水域が一部鶴間公園

に入っているんですよね。町田市の洪水ハザードマップを確認いただければそういうふうに

出ているんですが、そのように浸水マップが恐らく見直される中で、洪水時に鶴間公園の使

える面積が若干狭まっているというか、そういうふうにも現状のハザードマップでは見える

関係で、洪水対策、洪水時の避難を考えるとＣ地区のみならずＢ地区、場合によっては今回、

複合施設が予定されているＤ地区についても気象災害時の避難について、やはり若干そのテ

ーマについても検討いただくといいかなと思うんですが、２点目は、そういった気象災害時

のオペレーションというか、都市計画対応についてお考えをお聞かせいただければと思いま

す。 

○会長 ただいまの２点の質問に対して、事務局、いかがでございましょうか。 

○窪田都市政策課長 今、２点いただいたと思いますが、２点目から御回答させていただきた
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いと思います。 

  浸水の際にハザードマップで鶴間公園のほうもというお話で、そこは町田市としても防災

のほうと共有しながら、今後、対策を練らなければいけないことは理解しております。鶴間

公園は現在、指定管理者が管理しておりますので、今後、指定管理者と商業施設の東急さん、

それと町田市都市づくり部と防災のほうも含めて、この辺のハザードマップ等とか避難の関

係については今後、考えていかなければいけない問題だと思っております。 

  １点目の御質問は、Ｃ地区のパークライフ・サイトの避難場所としてということでお話し

いただいたんですけれども、ここの利用についてというお話でしょうか。すみません、もう

一度趣旨を話していただければと思います。 

○市古委員 もし防災マップがすぐ画面に出るならば、それを共有いただくと一番分かりやす

いかと思うんですが、現状、町田市の防災マップ、地震時の市民の避難施設というか、防災

施設を主に表現した防災マップでは、道路割り、まち割りがまだまち開きの前、駅の名前は

変わっているんですが、道路割りは以前のものになっているのが確認できると同時に、この

鶴間公園のＣ地区についても地震・火災時の広域避難場所というふうに塗られているんです

が、引き続きＣ地区は地震・火災時の広域避難場所という認識でよかったのかどうかという

御確認です。 

○会長 今、防災マップを見ているのですけれども、確かに鶴間公園の広域避難場所について

は、この地区計画とか地域整備が行われる前の図面のままなのですよね。なので、これにつ

いてはどうですかというのは今回の地区計画の変更とは直接には関係していないのですけれ

ども、２点とも。でも、これは重要なことです。恐らくこれに関連して、特に先ほど御質問

があったＤ地区の歩行者通路も最終的に、一朝事があったときには避難通路に使われるわけ

ですから、それで最後、ここまで見込んでくるわけでしょうから、そのときに旧鶴間公園の

時代に塗られた色の中に建築物が幾つか入っているので、それについては、どうでしょう、

事務局でお調べいただいて次回までに御回答いただくということでいいですか。 

○窪田都市政策課長 すみません、今、私ども確認いたしました。 

  そうですね、こちらのハザードマップにつきましては、会長と市古先生がおっしゃるとお

り鶴間公園が指定されているんですけれども、これは以前の地図を基にしたもので、現在の

パークライフ・サイト、こちらで示しておりますＣ地区が鶴間公園に含まれているような地

域になっておりますので、今後、関係部署とこちらは修正等、検討をかけていきたいと考え

ております。 
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○会長 ありがとうございます。では、この件は今後、検討をかけるということでよろしいで

すね。 

  友井委員、何か御発言ありますか。 

○友井委員 Ｄ地区の件で、先ほど２人の委員からも御発言がありましたけれども、高さの件

です。 

  今回は準住から近商へ変わるということでありまして、建ぺい率、容積率は上がっていく。

高度地区については31メートル、第二種から第三種に変更になりますが、これは高さ制限が、

北側等の条件さえ合えば無限度になるというお話です。 

  ここでちょっと町田市のこの事業、この都市計画の変更をかけた後の、ここは民間と町田

市、民と公の共同の事業となるはずなので、今後、町田市はどういった関わり方をしていく

のか。この基本的なことを１つ。 

  もう一つは、前から常々思っていたんですけれども、都市計画でこういった高さ制限とか

要件、用途地域のことは、線が当然あります。単純にここでサンプルでお話ししますと、こ

のＤ地区の北側に二中高がありますね。それと南西のほうにやはり準防火地域、二中高があ

りますね。このようにある程度高さがあるので、まちのつくり方として、なだらかに傾斜し

ていくことも可能だと思うんです。Ｄ地区は山になるような感じですけれども。例えば一種

住専と準工地域が隣り合わせになるようなときもあるわけでして、いわゆる住んでいる皆さ

んの採光とか圧迫感とか、まちづくりの景観という意味では極端に段差ができてしまうよう

なことがあります。 

  今回のこの高度地区、高さ制限がなくなるという意味合いでは、町田市はどのようにまち

をつくっていくお考えなのか。なだらかになるのか、それとも制限いっぱいまで、何もない

高さのほうの制限はそれを生かして、突然煙突のようなものを造ることも視野に入れての変

更になるのか、そのあたりをお知らせいただけますか。 

○会長 ただいまの御質問、２点あったと思います。１点目が、そもそものここに対する全体

的な市の関わり方の方針。２点目は、ここの高さの規制に関する方針と周囲との高さの連続

性ですね。 

  この２つについて、事務局、いかがでしょうか。 

○窪田都市政策課長 １つ目の、Ｄ地区の今後の関わりでございますけれども、ここは整備基

本方針の中でも、今後、この商業施設の機能を補完するといったこともうたっておりますの

で、ここは東急さんと今後も引き続き、しっかりと検討を続けていきたいと思っております。 
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  ２つ目の高さ制限につきましてですけれども、当然ながら、今、突然どんと大きいものと

いうふうなお話が友井委員からありましたけれども、高さ制限はなしということではござい

ますが、これはあくまでもこの条件の中で定めているものなので、無条件に非常に高いもの

が建つわけではございません。それと、南側につきましては多少住居等もございますが、そ

れはＤ地区の南側ですので、例えば日照ですとかそういった面について影響は少ないのかな

と。 

  ただ、Ｄ地区の北側部分につきましてはいろいろと建築物が建ってございますので、当然

のことながらＤ地区の今後の建築物については、現在、実際のところ東急さんもこのコロナ

の状況でなかなか検討が難しいところで、まだ具体的なものが示されてはございませんので、

今後の状況を見ながら、当然地元の方への周知ですとか周辺の環境にも配慮しながら、こち

ら地区計画の区域内でございますので、町田市も積極的にそこは関わっていきたいと考えて

おります。 

○会長 ただいまの回答について、友井委員、いかがでしょうか。 

○友井委員 １点目の町田市の該当地区、Ｄ地区を含めてグランベリーモール全体とか、関わ

り方の今後というのがちょっと分かりづらかったので。東急さんと話合いをしていきますと

いうのが回答だったんでしょうかね。その確認が１つ。 

  もう一つ、２つ目の質問で南側は影響がないというお話をされていましたけれども、この

南西側は戸建ての住宅地等も、中には近いものもあります。東から昇る太陽がありますので、

当然日照時間の短い冬とかそういったこともありますし、官民連携の事業ということであり

ますから……。配慮していくというような御発言もありましたので、その点は安心しました。 

  こういった高いものを造るときは近隣の皆さんの反対等もありますので、町田市のほうで

それがないように、スムーズに、地区の魅力が向上するような在り方を模索していただけれ

ばと思っております。 

  ２点目は要望です。１点目は、もう一度確認です。 

○会長 友井委員からの１点目の再確認について、回答をお願いします。 

○窪田都市政策課長 今、友井委員からお話しいただきましたＤ地区については、当然のこと

ながら今後も東急と町田市で、ここは区域内でございますので、町田市も検討状況を、中に

入りながら、何がここの住民にとって、まちづくりにとって必要なのかというところも含め

て積極的に関わっていく所存でございます。 

  また、南町田駅周辺地区拠点整備基本方針でも、この地区につきましては駅前の各機能を



 

－24－ 

補完する機能の導入を図る地区として定めておりますので、そこは町田市と東急と今後につ

いて、これからも検討を進めていきたいと思っております。 

○会長 友井委員、いかがでしょうか。 

○友井委員 以上です。 

○会長 続きまして薬袋委員から、ちょっと音声が途絶えてしまっているのでチャットで御発

言が出ています。 

  「Ｄ地区の今後の土地利用の変更に当たっては、周辺の交通環境に十分に配慮できるよう

事前協議を十分にしていただく必要があると思いますが、その体制は整っているのかを確認

したい」ということです。つまり交通環境ですね。 

  これについて、事務局、いかがでしょうか。 

○窪田都市政策課長 周辺の交通環境ということでございますが、当然地元の方も、お住まい

の方もいらっしゃいますので、こちらにつきましては交通管理者の警察と、現在もしっかり

と協議を進めているところでございます。 

○会長 薬袋委員はチャットになりますが、頷いておられるようなので、今の回答で了解した

と理解しております。何かありましたらチャットで入れてください。 

  ほかの委員さん、いかがでしょうか。 

○浅利委員 配付資料の４ページで、先ほど事務局の説明もありましたが、今回、新たに当該

地区の整備、開発及び保全に関する方針ということで１、２の項目が追加されて、これは非

常に市民感覚として、今後のまちづくりの計画でハード及びソフトも含めていい項目を入れ

ていただいたなと思っております。 

  そこで、検討段階であるとは思いますが、今後この辺のプランをどのような形で進めてい

くのか、お考えがあれば、今の段階で結構ですので、ちょっと御説明いただきたい。 

  あわせて、国とか都もこの辺の施策を今、進めているかと思いますが、その辺の連携につ

いてのお考えがありましたら御説明をお願いできればと思います。 

○会長 今の件に関して、説明いかがでしょうか。 

○窪田都市政策課長 こちらは新たに項目を追加させていただいたものでございます。実際、

現在、環境問題というのは非常に社会問題となっておりますので、公園はちょっと用途は違

いますが、商業施設と、東急と併せて環境問題にはしっかり取り組んでいくことを、今回、

地区計画のほうでうたわせていただいたものでございます。 

  ちなみに、この項目の２番に「電気自動車の利用を促進する充電設備を設けるよう努める」
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ということで、これも今回この中にしっかり書かせていただいておりますが、今現在、商業

施設の中の駐車場には４台分の充電施設を設けてございます。今後いろいろと自動車を利用

したり、環境問題がいろいろ進展していくに当たって、これをもう少し増やしていくのか、

また違うようなものが必要になっていくのかも、しっかりと東急と一緒に取り組んでいきた

いと考えております。 

○会長 浅利委員、いかがでございましょうか。 

○浅利委員 分かりました。 

  これはちょっと感想なんですけれども、このまちづくり、グランベリー関係については東

急さんと取り組まれているという発言が今回の会議で出ておりますが、こういう新しい省エ

ネですとか再生可能エネルギーですとか、ベンチャー等をこの地区に誘致する一つの機会に

もなって、東急に限らず、幅広くいろいろな事業を募集しつつ、ここで実証実験をさせるな

ど、そういうアイデアもちょっと面白いなと思ったのと、当地区に今回この文言が入ったこ

とで、ぜひここで町田市全体の今後の都市計画の成功事例、モデルとして展開していただき

たいなと個人的に思いました。 

○会長 ただいまの御発言はコメント、要望として、ぜひ市のほうでも活かしていただきたい

と思います。 

  ほかに御発言いかがでございましょうか。 

  では、以上で質疑応答を終了させていただきたく存じます。 

  この件に関しては市民の御関心も大変強い中で、委員の皆様からも様々御指摘がございま

したので、事務局でも整理方よろしくお願い申し上げます。 

  以上で本日の議事は全て終了でございますので、事務局から事務連絡をお願いします。 

○事務局 事務局からお伝えさせていただきます。 

  本日、事前協議に使用しました資料につきましては、次回以降も使用させていただきます

ので、お持ちいただくようお願いいたします。 

  次回12月定例会は、11月15日月曜日、午後３時からの予定となっております。開催通知と

資料につきましては、追ってお送りいたします。 

  事務局からは、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  本日はオンラインで、ちょっと音声等も最初のところ、うまくいかなかったり等ございま

したが、委員の皆様、事務局の皆様、御出席の皆様の御協力をいただきまして委員会を進め
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ることができました。司会から心よりお礼を申し上げさせていただきたく存じます。 

  また、だんだんコロナの状況が落ち着いてきて、ちょっとほっとしておるところではござ

いますが、まだちょっと油断もならないのかもしれませんので、ぜひ委員の皆様にも御自愛

を賜って、次回またよろしく御出席のほど、定足数をきちんと満たすよう、誠にお手数です

が、よろしくお願い申し上げます。 

  以上をもちまして第222回都市計画審議会を閉会させていただきます。 

  本日はどうもありがとうございました。 


