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第２２３回 町田市都市計画審議会 会議録 

 

開催日時：２０２１年１１月１５日（月）午後３時００時～午後４時３４分 

開催場所：リモート会議（Ｗｅｂｅｘ）及び市庁舎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、宇於﨑職務代理、市古委員、阿部委員、 

                   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）］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、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 原田土地利用調整課長、窪田都市政策課長、深澤道路政策課長、 

         田中循環型施設整備課長、新公園緑地課長 

     案件担当職員５名 

     事務局職員４名 

公開又は非公開：公 開 

傍 聴 者：なし 

議  題：【議案審議】 

    議案第６３３号 町田都市計画生産緑地地区の変更について（町田市決定） 

    議案第６３４号 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＞ 

    議案第６３５号 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） 

    議案第６３６号 町田都市計画用途地域の変更について（町田市決定） 

    議案第６３７号 町田都市計画高度地区の変更について（町田市決定） 

     【事前協議】 

   ＜町田３・４・１２号森野木曽線関連＞ 

    １－１．町田都市計画道路の変更について（町田市決定） 
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        （町田都市計画道路３・４・１２号森野木曽線） 

    １－２．町田都市計画用途地域の変更について（町田市決定） 

    １－３．町田都市計画高度地区の変更について（町田市決定） 

    １－４．町田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（町田市決定） 

   ＜相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連＞ 

    ２－１．町田都市計画ごみ処理場の決定について（町田市決定） 

        （第３号町田市西部資源化センター） 

    ２－２．町田都市計画緑地の変更について（町田市決定） 

        （第３５号相原大谷戸緑地） 
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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。 

  まず、本日の会議の定足数を報告させていただきます。 

  リモートでの御出席が10名、会場での御出席が９名になります。御欠席は薬袋委員、中西

委員、おさむら委員の３名です。委員及び臨時委員22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。 

  本日、傍聴の御希望は、事前にはいただいておりません。 

  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。 

  本日、会場の皆様へお配りしているのは議事日程、議席表、委員・幹事名簿と当日配付資

料１「意見書の要旨」、以上となります。 

  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ピンク色の第222回資料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）」、第222回当日配付資料１「2021年度

生産緑地地区 変更内容内訳表」、第222回資料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」、第222回当日配付資料２「特定生

産緑地の指定について」、第222回資料３「南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連」、

そのほかに、今回の開催通知に同封いたしました表紙が水色の資料１「町田３・４・12号森

野木曽線関連」、資料２「相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連」、以上が本日の資料と

なります。不足等ありましたらお知らせください。 

  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が、その際、送付させて

いただいた資料や資料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議案審議を行います。次に、町田３・４・12号森野木曽線関連、相

原地区資源ごみ処理施設整備事業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 ただいまより第223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。議案審議でございます。 

  議案第633号 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。 
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  では、初めに説明をお願いいたします。 

○萩野幹事 町田都市計画生産緑地地区の変更につきましては、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きまして御説明い

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。 

  本日の資料は、2021年10月11日、第222回町田市都市計画審議会で配付いたしました資料

を使用いたします。資料は３種類でございます。まず、Ａ４サイズ縦の、左上をホチキス留

めしているものが１部でございます。この資料には、都市計画を変更する際の計画書と指定

に関する要領等が添付されております。次に、Ａ４サイズ横の、左上ホチキス留めで「当日

配付資料」と記載された資料でございます。この資料は、都市計画変更になる地区数、面積

などの一覧表や、これまでの変更の推移などを表にしたものとなっております。最後に、Ａ

０サイズを折り畳んだ総括図でございます。町田市全体で指定もしくは行為制限解除されて

いる箇所が番号とともに表示されております。 

  資料は以上となります。過不足はございませんでしょうか。 

  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。 

  当日配付資料の１ページ、上段を御覧ください。画面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、一団の生産緑地の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。 

  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件で、面積

は0.862ヘクタールとなります。次の段の、死亡、故障などによる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、合計で32件となります。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、削除の件数は37件で面積は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。 



 

－5－ 

  引き続き１ページの中段、追加の欄を御覧ください。画面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、農業振興課より推薦を受けて指定するもので

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は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。画面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件となります。

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値として、この表の中では赤字で表示しております。 

  ここまで説明した内容をまとめまして今回、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、当日配付資料の２ページになります。 

  削除の件数は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

ールとなります。これに分筆に伴う再測量など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２位で決定となるため、四捨五入で整理しております。 

  続きまして、当日配付資料の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ヘクタールございましたが、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
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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により、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ヘクタールを超えて、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

しながら、今回の都市計画変更では追加件数の面積が４年ぶりに１ヘクタールを割り込んで

おります。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、

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。 

  続きまして、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っておりま

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ヘクタールで、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、両方の農地とも減少傾向が

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ヘクタールで、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い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日付の通知にて「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日にかけまして都市計画法第17条の縦覧を行いましたが、縦覧

者はいませんでした。 

  本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。 

  以上で町田都市計画生産緑地地区の変更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。 

  では、質疑応答に入ります。御出席の皆様から御質問、御発言がありましたらお知らせく

ださい。 

  御発言があればと思いますが、よろしゅうございますか。 

（委員了承） 

○会長 では、質疑応答は打ち切らせていただいて、採決に移ります。 
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  議案第633号は、ただいま御説明の原案のとおり決することで御異議ございませんでしょ

うか。 

（委員了承） 

○会長 ありがとうございます。 

  では、異議なしと認めさせていただきまして、原案のとおり決定とさせていただきます。 

  続きまして、議案第634号 特定生産緑地の指定についてでございます。 

  これについて、まず説明をお願いいたします。 

○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 特定生産緑地の指定につきまし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の規定によりまして、都市計画審議会の意見を聴かなければならないとさ

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

引き続き、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。 

  本日の資料は、2021年10月11日、第222回都市計画審議会で配付した資料を使用いたしま

す。資料は３種類でございます。まず、Ａ４サイズの右上ホチキス留めしたものが一部でご

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

一覧及び指定書でございます。11ページ以降が特定生産緑地の指定要領になります。次に、

Ａ０サイズの用紙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おります。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。最後に、「当日配付資料」と記載された資料でございます。Ａ４サイズで、１ペ

ージから４ページまでがホチキスで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させていただきます。 

  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等が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の
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納税猶予制度など税制面の優遇措置を引き続き受けることができます。買取申出につきまし

ては、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10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。 

  町田市では、2020年９月に、まもなく指定から30年を迎える平成４年・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のありました面積は31.33ヘクタールで、面積ベースでの申請

割合は83.1％となりました。申請があっ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る生産緑地を特定生産緑地に指定いたします。 

  申請受付後に農業従事者の死亡、故障による買取申出があった生産緑地、申請者の都合に

より申請を取り下げた生産緑地につきまして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・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。 

  当日配付資料の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ヘクタールでございます。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、特定生産緑地指定まで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をした申請分につきましては、６月から８月

にかけまして現地調査を行いました。本日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ます。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年ごとに更新の有無を判断することとなります。 

  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 ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対して、質疑応答をさせていただきたく存じます。委員の皆様から御質

問、御発言ございますでしょうか。 

御質疑はなしということでよろしいですか。 

（委員了承） 

○会長 ありがとうございます。 

  では、質疑応答は以上とさせていただきまして、採決に移らせていただきます。 

  この件に関しては意見を求められてございますので、原案の説明を受けて「意見なし」と

回答することになりますが、それで御異議ございませんでしょうか。 

（委員了承） 

○会長 ありがとうございます。 

  では、そのとおりに決定させていただきます。 

  以上、生産緑地に関しては臨時委員お二人に大変な御尽力をいただいてございます。御出

席をいただいておりますので、一言御発言をいただければと思いますが、いかがでございま

しょうか。 
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○吉川臨時委員 農業委員会会長、吉川でございます。お許しをいただきましたので、一言申

し上げたいと存じます。 

  先ほど追加指定の御承認をいただき、また、ただいまは特定生産緑地の意見の件について

も御審議をいただいたところでございます。いずれにしましても、これから私ども農業委員

会としましては、本日御出席をいただいております農協の組合長さんと連携を取りながら、

適切に生産緑地が耕作され、肥培管理が遂行されていくように、毎年委員会では農地パトロ

ールを行っておりますけれども、さらに継続してまいりたいと思います。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

  五十嵐委員、いかがでございましょうか。 

○五十嵐臨時委員 農業協同組合組合長、五十嵐です。よろしくお願いいたします。 

  本日は都市計画決定ということで決定していただきまして、大変ありがとうございます。 

  非常に多くの生産緑地が確保されたということで、私どもも非常に安堵しているところで

ございます。これからも私どもしっかりと農地を確保して、将来のためにつなげていく努力

をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  コロナのいろいろな混乱の中で、やはり郊外というものの価値が見直され、さらに地球環

境問題がクローズアップされる中で、都市農地の適切な維持とその活用はいよいよ重要な課

題となっていると感じております。お二人の臨時委員さんには今後ともいろいろとお願いす

ることも多いと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  以上、議案第633号と634号は最終的に決定とさせていただきました。 

  ここで臨時委員のお二人には御退席いただくことになります。事務局、お願いいたします。 

（臨時委員退室） 

○会長 では、続きまして次の議案、南町田グランベリーパーク駅周辺地区関連の３つの議案

について、一括して審議をさせていただきたく存じます。議案第635号から第637号まででご

ざいます。 

  初めに、説明をお願いいたします。 

○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、都市政策課長から説

明いたします。 

○窪田都市政策課長 都市政策課の窪田でございます。 
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  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、事前協議の際に使用いたしましたピンク色の表紙で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」と、本日新たに配付いたしまし

た当日配付資料１でございます。 

  では、スクリーンを御覧ください。 

  今回都市計画の変更を行うのは、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る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月にまちびらきを迎えておりま

す。まちびらき後の現在も、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駅周辺地区拠点整備基本方針におきまして、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びら

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

ロナウイルスなど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。 
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  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。 

  まず、地区計画の変更内容について御説明いたします。 

  変更は、主に７点ございます。 

  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」へ駅名を変更いたしました。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、４．Ｄ地区（複合利用地区）についてでございます。 

  まちびら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、まちびらき後の地

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場を配置することも追加い

たしました。 

  ３点目は、建築物等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。この方針を踏まえて、地区計画にて、画面上の計画図の点

線で示す位置に地区施設として歩行者通路を配置いたしました。 

  今回の変更で、この歩行者道路に接する部分の建物用途について、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いても連

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

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ものなどの小規模な
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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。 

  スクリーンを御覧ください。 

  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いたします。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地区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、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。前回の都市計画審議会では、具体的にどの

くらいの高さの建築物が建つのかといった御質問をいただいたところでございますが、具体

的な土地利用や建築計画につきましては、現在検討中でございます。今回の変更で高度地区

による絶対高さの制限はなくなりますが、高度地区の斜線制限、日影規制や道路斜線制限な

どによる高さの制限を踏まえての計画になります。あわせまして景観や周辺地域にも配慮し

ながら計画をするように、市としましても調整を進めていきたいと考えております。 

  次に、前回審議会におきまして、都市防災の観点からＣ地区のパークライフ・サイトの位

置づけに関する御質問がございましたので、御説明いたします。 

  まず、位置づけについてでございますが、現在Ｃ地区であるパークライフ・サイトは、地



 

－14－ 

震災害時の一時的な避難場所となる避難場所としては位置づけておりません。避難広場とし

て位置づけているのは鶴間公園でございます。 

  スクリーン上にお示ししているものは、現在の町田市防災マップでございます。2022年度

に東京都が地域防災計画の改定を予定しているため、市としましては、それを踏まえて全域

的に改定をする予定でございます。 

  また、Ｃ地区にあるパークライフ棟につきましては、洪水時及び土砂災害時の避難施設と

して位置づけており、今年度、更新作業を行い、洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマ

ップを統合し、来年４月以降に公開、配布を開始する予定でございます。 

  このほか、Ｂ地区にある東急の商業施設の一部につきましては、地震等による大規模災害

発生時に帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設として位置づけております。東急と2019年５

月に災害時における施設等の提供に関する協定を締結しており、施設提供や備蓄物資、水道

水及びトイレの提供などについて取決めしております。 

  最後に、スケジュールについて御説明いたします。 

  本年９月に行った都市計画法第19条に基づく東京都知事協議につきまして、10月19日付で

「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日までの２週間、都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧、

意見書の受付を行ったところ、１名の方から１通１件の意見書の提出がございました。資料

は当日配付資料１「意見書の要旨」でございます。内容は、反対意見に関するものが１名の

方から１通１件ございました。 

  反対意見のうち都市計画に関する主な意見としては、当日配付資料１の２ページになりま

すが、「2015年に南町田駅地区を「副次核」として拠点整備が進められ、Ｄ地区（Ｋ's電気

跡地）に関する当時の基本的合意は主に次の通り。①公園内の新設道路及びその延長上の既

存道路（南1602号線）拡幅により、公園敷地約１haが削除された。②これを補完するため、

旧名称グランベリーモール内の市道の換地物件（Ｄ地区）を、公園の広場でゆとりある歩行

軸空間として「複合利用ゾーン」と位置付けた。③住宅、商業、公共公益機能等を配置して

いくと規定した。以上の最重要な公約が今般の計画で無残にも反故にされ、無慈悲な都市づ

くり計画が露出したとの思いである。誠に残念でならない」との意見がございました。 

  これに対しまして町田市の見解としては、２ページに記載してあるとおりでございます。 

  「南町田グランベリーパーク駅周辺のまちづくりは、市民意見を反映し、2015年６月に策

定した「南町田駅周辺地区拠点整備基本方針」（以下、拠点整備方針）を踏まえ進めていま
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す。本都市計画案につきましては、拠点整備方針の内容を踏まえたものとしております。①

の道路につきましては、駅前で発生する自動車交通を戸建て住宅地内を介さずに都市計画道

路に通過させるため、再編後の鶴間公園北側の位置に道路を新設しております。なお、鶴間

公園と商業施設を分断していた道路（ケヤキ通り）は、コンパクトで魅力ある駅前市街地の

形成、歩車分離による安全な交通環境等、まちづくりの効果を総合的に勘案し廃止しており

ます。②及び③の複合利用ゾーンにつきましては、国道246号東側の地区から駅方面を結ぶ

ゾーンとして、安全でゆとりある歩行空間を確保しながら、住宅、商業、公共公益等をはじ

めとして駅前の各機能を補完する機能の導入を図るものとし、この方針を踏まえて複合利用

ゾーンの整備を進めてまいります」という見解でございます。 

  今後につきましては、本日の都市計画審議会での審議の後、本年11月末に都市計画変更の

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 説明ありがとうございました。 

  ただいまの説明に対して、質疑に入りたく存じます。 

  御出席の委員の皆様から御質問、御発言ございますでしょうか。 

  御質問、御意見はなしということでよろしゅうございますか。 

（委員了承） 

○会長 では、質疑は以上とさせていただきまして、採決に移ります。 

  ただいま説明のありました議案第635号、636号、637号について、原案のとおり決定する

ことで御異議ございませんでしょうか。 

（委員了承） 

○会長 では、原案のとおり決定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、事前協議に移ります。 

  事前協議の１件目は、町田３・４・12号森野木曽線関連でございます。 

  これについては都合４件の都市計画に関連する協議の案がございますが、一括して事前協

議をさせていただきたく存じます。 

  では、説明をお願いいたします。 

○神蔵幹事 町田３・４・12号森野木曽線関連につきましては、道路政策課長より御説明申し
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上げます。 

○深澤道路政策課長 道路政策課の深澤でございます。よろしくお願いいたします。 

  町田都市計画道路３・４・12号森野木曽線の都市計画変更について説明いたします。 

  本件は、町田市決定の案件でございます。 

  資料はスクリーンと、事前に配付しております資料１「町田３・４・12号森野木曽線関連」

でございます。よろしいでしょうか。資料１の最後に、参考資料として、都市計画変更素案

説明会で用いましたパンフレットを添付してございます。参考に御覧ください。 

  町田３・４・12号森野木曽線は、町田市森野六丁目を起点とし、旭町二丁目を終点とする

延長約810メートル、幅員16メートルの路線です。今回、都市計画変更する箇所は「廃止予

定路線」と記載している青い区間でございます。 

  今回の変更は、令和元年11月に東京都、特別区、26市２町で策定した東京都における都市

計画道路の在り方に関する基本方針の中で、未着手の地域的な都市計画道路の近傍に都市計

画道路が有する機能を代替できる道路がある「既存道路による代替可能性」に位置づけられ

ております。既存道路による代替可能性に選定された３・４・12号森野木曽線の対象区間は

赤く着色された区間であり、延長は810メートルです。また、３・４・12号森野木曽線の代

替路として予定しているのは、図で青く着色された町田市道忠生753号線になります。 

  代替路の検証について御説明いたします。 

  町田３・４・12号森野木曽線の代替路として予定している忠生753号線は、境川クリーン

センター前交差点から滝の沢西交差点までの延長約560メートル、標準幅員12メートルの町

田市道です。忠生753号線が都市計画道路が有する機能を代替できるかを、アクセス機能、

交通状況、まちづくりの状況、幅員及び道路線形などの項目で検証を行いました。検証の結

果、忠生753号線は代替路として必要な機能を有していることが確認されました。 

  次に、都市計画変更素案の概要を御説明いたします。 

  スクリーン、または配付資料１の13ページ、14ページの計画図を御覧ください。 

  町田３・４・12号森野木曽線については、近傍に都市計画道路の機能を有する忠生753号

線があることから、都市計画道路としての必要性が低いことが確認されました。これにより、

町田３・４・12号森野木曽線の都市計画を廃止する都市計画変更素案といたしました。 

  この図の黄色く着色された区間が都市計画の廃止区間となります。 

  都市計画道路の廃止に伴い、青枠で囲った町田３・４・39号線との交差部において、用途

地域、高度地区、防火地域及び準防火地域に一部変更がございます。交差部以外に用途地域、
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高度地区、防火地域及び準防火地域の変更はございません。 

  スクリーンまたは配付資料１の５ページから12ページの計画書を御覧ください。 

  御審議をいただく町田３・４・12号の都市計画変更素案については、変更概要にお示しし

ているとおり、路線の廃止です。町田３・４・12号線の廃止に伴い、用途地域が準住居地域

から第一種低層住居専用地域に、高度地区が31メートル第二種高度地区から第一種高度地区

に、準防火地域が指定なしに変更となります。 

  都市計画変更理由の概要を御説明いたします。 

  スクリーンまたは配付資料１、１ページから４ページの都市計画の案の理由書を御覧くだ

さい。 

  本路線は、近傍に都市計画道路の機能を有する代替路があることから、都市計画道路とし

ての必要性が低いことが確認されました。そのため、本路線の廃止及び路線の廃止に伴う用

途地域等の変更をするものでございます。 

  最後に、都市計画手続について説明いたします。 

  町田３・４・12号については、2021年10月29日、30日に都市計画変更素案の説明会を開催

いたしました。この説明会にはライブ配信の視聴者も含め20名が参加され、廃止の理由や時

期について質疑をいただきました。本日は、都市計画審議会の事前協議にお諮りしていると

ころです。 

  説明は以上でございます。 

○会長 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、御発言ございますでしょうか。 

○浅利委員 理由書に、都市計画道路ネットワークの連続性や交通事情などについて検討され

たとありますが、今の御説明ですと、代替路があるという構造的なことを理由とされている

のでしょうか。理由書に書いてある都市計画道路のネットワークの連続性や交通状況等とい

うのは、何か実地調査なり、そこでの交通量調査や動線の調査ですとか、そういう現地にお

ける定量的な調査みたいなことは行われたのでしょうか。 

○会長 ただいまの御質問に関して、いかがでございましょうか。事務局から御説明ございま

すか。 

○深澤道路政策課長 御質問ありがとうございます。 

  先ほど御説明の中で、代替路の検証としては４つありますというお話をさせていただきま

したが、そちらについて御説明させていただきます。 
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  町田３・４・12号の廃止に当たりましては、都市計画道路ネットワークの連続性、交通状

況、まちづくりの状況、幅員及び道路線型の４つの項目で検証しております。 

  まず１つ目の都市計画道路のネットワークの連続性については、近傍に町田３・４・12号

線の代替路となる町田市道忠生753号線が整備されているため、町田３・４・38号線と町田

３・４・39号線を南北につなぐ都市計画ネットワークの連続性が確保されていることを確認

しております。 

  続きまして２つ目、交通状況につきましては、町田３・４・12号線を整備した場合と整備

しなかった場合の交通量推計を行いました。その結果、町田３・４・12号線を整備しなかっ

た場合でも周辺道路への影響が少ないことを確認しております。 

  また、３つ目、まちづくりの状況については、町田市都市計画マスタープランにおいて町

田３・４・12号線周辺のまちづくりに関する計画が新たになく、周辺への影響は少ないと考

えております。 

  最後に、代替路である町田市道忠生753号線の幅員及び道路線形について、町田市道にお

ける道路構造の技術的基準に関する条例の基準を満たしていることを確認しております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

  これは現地調査等を行わずに、既存データのみでやっているということですか。 

○深澤道路政策課長 現地調査は、行っておりません。 

○会長 ということは、手持ちのそれまでの統計データ等、交通量のデータ等があるのでそれ

を使って推計した、そういう形ですね。 

○深澤道路政策課長 そのとおりです。 

○会長 今の回答に対して、浅利委員、いかがでしょうか。 

○浅利委員 理由書に書いてある文言に関する決定のプロセス、背景を御説明いただきました

ので、理由書の内容については個人的に理解できました。ありがとうございました。 

○会長 ほかに御質問、御発言ございませんでしょうか。 

○友井委員 御説明いただきました都市計画道路町田３・４・12号線が、今回、廃止予定の路

線ということで、代替の道路、これはトンネル部分が主なところだと思うのですけれども、

この廃止予定路線は計画が今まであったわけでして、それまでに、例えば土地の買入れや、

住宅を計画していたけれども建てられなかったなどの事例等々あったら教えていただけます

か。 
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  この図からも分かりますけれども、かなり細いところを通過していくような予定だった記

憶があるので、今まで規制されていて土地の有効利用がされていなかったなど、何か聞いて

いることがあれば参考にお知らせください。 

○会長 ただいまの質問に対して、説明いかがでしょうか。 

○深澤道路政策課長 都市計画線形の中で建築制限という都市計画法上の制限はございますが、

建築ができなかったという案件については、市のほうではないと認識しております。 

○会長 つまり、都市計画道路が指定されていることで、例えば建物として「こういうものは

建てられません」という規制が当然かかっていたわけですけれども、それがあったために建

てられなかったということは聞いていないということですね。 

○深澤道路政策課長 そのとおりです。 

○会長 友井委員、今の件はいかがでございましょうか。 

○友井委員 今日のところは承知しました。もしほかで何か分かったことがあれば、また審議

のときに御報告いただければと思っております。 

○会長 では、事務局のほうで、今の友井委員の御発言についてよろしく御対応をお願いいた

します。 

  ほかに、いかがでございましょうか。 

○市古委員 都立大の市古です。 

  これも事務局では確認いただいているかと思うのですが、都市防災、それも延焼リスクと

の関係で、今年３月に東京都が防災都市づくりの改定というか方向性を出す中で、多摩地域

についても、農地を有し、防災性の維持向上を図るべき地域について明確に方向性を出して

きてはいるのですが、今回の路線が、先ほどの友井委員のお話の中でトンネル形式だと関係

はないのですが、延焼遮断効果について、ここが廃止されることによるマイナス面、そのあ

たりの延焼遮断という視点からの一応の確認をしていただいたほうがよろしいかと思うので

すが、そのあたりの御見解をいただければと思います。 

○会長 延焼遮断の件について、いかがでございましょうか。 

○深澤道路政策課長 変更区間の周辺につきましては、第８回地震に関する地震危険度判定調

査においてランク１及びランク２に該当しておりまして、地域別延焼危険度測定に関しまし

ても震災時の消防活動困難度が最も低いランク１に該当していることが、今回の検討の事前

に出ております。 

○会長 市古先生、いかがでしょうか。 
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○市古委員 承知しました。 

  これはコメントなのですが、東京都の地域危険度はあくまで現状の検証ですので、今後、

市街化が進む方向性は何も評価はしていないという見解ですよね。ですので、今後この地域

が農地から住宅地にもしも建て詰まっていくときには、延焼クラスターによるチェックくら

いはしていただくのも今後の方向性として大事かなとは感じました。 

○会長 ただいまのコメントも、事務局のほうで必要な御対応をよろしくお願いいたします。 

  ほか、御発言いかがでございましょうか。 

では、質疑については以上とさせていただきますが、よろしゅうございますか。 

（委員了承） 

○会長 どうもありがとうございました。 

  では、この件につきましては以上とさせていただきます。 

  次に進みます。 

  次は、相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連ということで、これも２件ございますが、

一括して事前協議をさせていただきます。 

  では、これについて説明をお願いいたします。 

○野田幹事 町田都市計画ごみ処理場の決定については循環型施設整備課長、町田都市計画緑

地の変更については公園緑地課長より説明させていただきます。 

○田中循環型施設整備課長 循環型施設整備課長の田中です。よろしくお願いいたします。 

  本案は、市内から集めました資源ごみを資源化するための処理施設を町田市相原町に設置

することに伴い、都市計画決定をするものでございます。都市計画法第11条に基づき、都市

施設の種類、名称、位置及び区域、面積を定めます。 

  計画する施設は後ほど御説明いたしますが、市内から集めた瓶、缶、ペットボトル、プラ

スチック類といった資源ごみの選別や圧縮などを行う中間処理施設であり、焼却を行う施設

ではございません。したがいまして、都市施設の種類はごみ処理場となります。 

  なお、当該施設は１日当たり処理能力が５トンを超えることから、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律による一般廃棄物処理施設に該当いたします。 

  また、本施設の周囲には緩衝帯としての機能を有する緑地を整備いたします。この緑地に

つきましても都市計画の変更を予定しておりますので、後ほど担当課より御説明いたします。 

  説明につきましてはスクリーンにて進めさせていただきます。 

  まず初めに、本案の施設の位置について御説明いたします。 
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  今回、都市施設（ごみ処理場）として都市計画決定を予定する施設は、四角で囲った中の

青い丸でお示ししたところに位置します。御覧のように、計画地はＪＲ横浜線相原駅の西、

約2.2キロに位置いたします。 

  さらに拡大した図が、こちらの左の図になります。そして右のイメージ図、赤い線の丸で

囲んだ範囲の中で明るい緑色の部分が施設を整備する区域で、その面積は約1.9ヘクタール

となっております。 

  なお、都市施設のごみ処理場の名称につきましては、「町田市西部資源化センター」とす

ることを予定しております。 

  また、御覧のとおり、施設の周囲には緑地を設けます。 

  スクリーンの航空写真を御覧ください。 

  現況は、御覧のようになっております。赤色の線で囲んだ範囲が町田市西部資源化センタ

ーの区域、緑の線で囲んだ範囲が緑地の区域となります。 

  スクリーンを御覧ください。 

  こちらはお配りした資料２の４ページにある計画図になります。赤色の斜線部分がごみ処

理場の設置を予定する区域でございます。 

  本案の都市施設の種類、名称、位置、区域、面積につきましては、都市施設の種類はごみ

処理場で、名称は第３号町田市西部資源化センターとすることを予定しております。位置は、

町田市相原町字根岸及び字大谷戸各地内。区域はこちらの計画図の赤色の斜線の部分で、そ

の面積は約1.9ヘクタールでございます。 

  なお、この区域は市街化調整区域内の、用途地域は無指定の地域に所在いたします。 

  次に、当該施設整備の上位計画による位置づけについて御説明いたします。 

  町田市は、町田市基本計画の実行計画において、資源を有効に利用する循環型社会の構築

に向け資源ごみ処理施設などの資源循環型施設の整備を重点事業としており、この実行計画

を踏まえ、2017年に改正した町田市都市計画マスタープランにおいて、相原地区への資源ご

み処理施設の整備を掲げています。また、環境行政の部門計画である町田市環境マスタープ

ランとその実行計画であるアクションプランにおきましても、相原資源ごみ処理施設の整備

を掲げております。 

  こちらは、2017年に改正した町田市都市計画マスタープランにおいて相原地区への資源ご

み処理施設の整備を示した図になります。スクリーン中央の少し下、薄い青色の円が２つ重

なっているところです。内側の円⑯が資源ごみ処理施設を示しており、外側の円⑰が施設の
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周囲に整備する緑地を示しています。このように、本案・相原地区への資源ごみ処理施設の

整備は、これらの上位計画に位置づけられております。 

  続きまして、当該施設の設置を計画するに至るこれまでの経緯を御説明します。 

  国において循環型社会形成推進基本法の下、循環型社会づくりに向けた法制度が整備され

る中、町田市は、新しい持続可能な資源循環型社会の形成を図るとして2011年４月に町田市

一般廃棄物資源化基本計画を策定いたしました。 

  この基本計画を踏まえ、必要となる処理施設の整備計画を策定するため、町田市は2011年

５月に公募市民をはじめとする方々を委員とする町田市資源循環型施設整備基本計画検討委

員会を設置、検討委員会は施設の計画並びに建設候補地の評価の原案を策定し、施設は市内

に分散して配置するとして、建設候補地を選定しています。そして、この委員会報告を受け

た町田市は、2013年４月に町田市資源循環型施設整備基本計画を策定し、ごみの資源化施設

について建設地並びに具体的な整備計画を示しました。当該施設は、この町田市資源循環型

施設整備基本計画に基づき整備を行うものでございます。 

  ただいま説明した町田市資源循環型施設整備基本計画におきましては、市内の４か所にご

みの資源化施設を配置するとしました。その４か所の内訳は、１か所が2022年１月に稼働予

定である町田市バイオエネルギーセンターで、この図ではオレンジ色の四角でお示ししてい

るところでございます。そして、そのほかの３か所につきましては、現有施設１か所を利用

するほか、建設候補地の２か所に新たに設置するものといたしました。今回、都市計画決定

を予定する施設は、この２か所に配置する資源ごみ処理施設のうちの１つになります。 

  次に、本案に関するこれまでの説明会や、その他の開催経過について御説明いたします。 

  建設予定の地域への御説明につきましては、建設予定地を決定した2013年以降、地域や自

治会などの方々を対象として33回余り開催させていただいております。そのほかアンケート

調査やワークショップなどを実施し、これら説明会やアンケートなどでいただきました御意

見につきましては、都市計画の区域を見直すなど、都市計画の案に反映させていただいてお

ります。 

  さらに、2013年10月からは施設周辺の町内会、自治会等の代表の方々で構成する相原地区

資源ごみ処理施設周辺地区連絡会を設置いたしまして、説明会やアンケート、ワークショッ

プなどでいただきました御意見、御要望を踏まえ、具体的な施設の整備内容や管理・運営に

ついて検討を進めさせていただいております。 

  また、計画対象地を所有される方々につきましては個別に御説明を行い、全員の方から、
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対象地について都市計画決定を行うことについて御承諾をいただいております。 

  次に、計画する施設の概要について御説明いたします。 

  計画する施設につきましては、町田市資源循環型施設整備基本計画に基づいており、計画

表の備考に記述しております。その内容といたしましては、資源化する品目ごとに選別して、

圧縮や圧縮梱包の処理を行う計画としております。 

  次に、当該施設において計画する作業の概要について御説明します。 

  当該施設は、一般家庭から集めた資源ごみや拠点回収によって集められた資源ごみを中間

処理するための施設でございます。市内から集めた資源ごみである容器包装プラスチック、

ペットボトル、アルミ缶、スチール缶はホッパーに投入し、ベルトコンベアに乗せて手選別

により異物を除去し、機械で圧縮や、圧縮梱包して再生業者に引き渡します。また、瓶や蛍

光灯、乾電池などの有害ごみにつきましては、手選別の後、一時保管し、処理業者に引き渡

します。 

  最後に、都市計画決定の今後のスケジュールについて御説明いたします。 

  本日の町田市都市計画審議会の後、11月中旬から東京都知事協議を行い、１月上旬から中

旬まで都市計画法第17条に基づく都市計画案の公告、縦覧を行う予定でございます。その後、

１月下旬に開催される町田市都市計画審議会を経まして、２月に都市計画決定変更の告示の

予定をしております。 

  ごみ処理場の説明につきましては、以上となります。 

  続いて、緑地について担当課から御説明いたします。 

○新公園緑地課長 公園緑地課長の新でございます。 

  町田都市計画緑地の変更について御説明いたします。 

  航空写真を御覧ください。 

  本計画地につきましては、先ほど御説明した町田市西部資源化センターの建設予定地に直

接隣接しておりまして、スクリーン上、緑色の縁取りをした区域が計画区域でございます。

大部分が樹林地で構成されておりまして、資源化センターと住宅地との離隔を取るために、

十分な幅員を持った区域としております。 

  上位計画でございます町田市緑の基本計画2020におきましては、町田市の緑の将来像の基

本理念を「町田の環境文化を育む多摩丘陵・里山回廊の保全・再生・活用」としております。

その中で、基本方針としましては「多摩丘陵を支える骨格的な水と緑の緑地環境を継承する」

と掲げております。さらに、本計画地のあるエリアにつきましては、自然や農業、歴史・風
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土とのふれあいの場として町田市全体に18か所ある「まとまった緑のあるエリア」の１つと

して、相原エリアということで位置づけをしております。 

  資料２の８ページ、また、スクリーンを御覧ください。 

  今回、良好な緑の環境を保全するために、都市計画緑地の緩衝緑地としての機能について

検討した結果、約4.1ヘクタールの区域を町田都市計画緑地に追加する変更を行うものでご

ざいます。 

  なお、計画対象地を所有される方々につきましては、都市計画変更を行うことについて御

承諾をいただいております。 

  最後に、今後のスケジュールについて御説明いたします。 

  本日の町田市都市計画審議会の後、11月中旬から東京都知事協議を行いまして、１月上旬

から中旬まで都市計画法第17条に基づく都市計画案の公告、縦覧を行う予定です。その後、

１月下旬に開催される第224回町田市都市計画審議会におきまして本審議をしていただいた

後、２月に都市計画決定・変更の告示を予定しております。 

  以上で相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連の都市計画の決定、変更について御説明を

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 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、御発言ございますでしょうか。 

○殿村委員 資源化センターと緑地と２つありますけれども、地元の土地所有者の方あるいは

周辺住民の皆さんとのこれまでの協議があったと思いますが、どういったことがこの間、課

題となっていて、そしてどのように解決されたのかをお聞きしたいと思います。 

○会長 ただいまの件、いかがでございましょうか。 

○田中循環型施設整備課長 当初、施設は現在のゆくのき学園に近いほうに計画がございまし

たが、地域の方とお話をさせていただきまして、やはり学校から離してほしいというところ

がございまして、その辺のところで施設の位置について見直させていただいたなど、地域の

方とお話合いをしながら進めてまいったところでございます。 

○会長 殿村委員、いかがでしょうか。 

○殿村委員 分かりました。 

  資源化センターの公園のほうについては、地図上は入口が設けられていると思います。こ

れは多目的広場などの公園のほうに入る入口、利用についてはそういうことで理解してよい

のか。 
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  それから、この資源化センターの車両等の出入口はどの部分になるんでしょうか。 

○会長 ただいまの御質問に関して、御説明いかがでしょうか。 

○田中循環型施設整備課長 資源化施設の入口につきましては、東側に隣接いたします堺701

号線のところに導入路を設けさせていただいております。 

○会長 処理場については東側の道路から。緑地についてはいかがでしょうか。 

○新公園緑地課長 先ほどお話ありましたとおり、緑地の西側の入口のところから緑地にアク

セスできるのと、あと、資源化センター側からも緑地にアクセスできるようにする予定でご

ざいます。 

○会長 殿村委員、いかがでしょうか。 

○殿村委員 車両の運行上の安全対策という点では、何か対策は取られているんでしょうか。 

○会長 ただいまの件、御説明いかがでしょうか。 

○田中循環型施設整備課長 車両の安全の確保ということでございます。 

  詳細はまだこれから詰めなければいけないところではございますけれども、基本的に施設

には左折で入って左折で出るなど、安全対策を取っていきたいと思っております。また、必

要に応じて、誘導員等の必要があればそちらも検討していきたいと考えております。 

○会長 殿村委員、いかがでしょうか。 

○殿村委員 最後に、今の交通安全上の、車両等の安全対策については、引き続き地元の住民

の皆さんの御意見も尊重しながら対応していただきたいと要望したいと思います。 

○会長 ただいまの要望について、事務局のほうで御対応をよろしくお願いいたします。 

○市古委員 都立大の市古です。 

  中間処分場に対して生活環境影響調査、いわゆる環境アセスの計画見込みについて、実施

有無を含めて教えていただければと思います。 

○篠塚循環型施設整備課担当課長 ただいまの御質問ですけれども、廃棄物処理法に基づきま

して、通常言われている生活環境アセスといったものを実施して、周辺環境への評価を行う

予定です。また、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づきまして、自然環境に

関する調査並びに保全措置を検討する予定となっております。 

○会長 市古委員、いかがでしょうか。 

○市古委員 承知いたしました。 

  先ほどの殿村委員からの御質問も、環境アセスの中で振動ですよね、１つは。そういった

項目で、しっかり環境アセスでフォローいただければと思いました。 
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  ありがとうございます。 

○会長 ほか、いかがでございましょうか。 

○松尾委員 緩衝緑地についてですが、施設そのものや処理するものを見ると、悪臭もあまり

なさそうだし騒音もなさそうだし、多分これ全部屋内処理になるかと思いますが、緩衝緑地

の「緩衝」というのは、その辺についてどのように捉えて、どのように言っているのでしょ

うか。 

  私の個人的な感じでは周辺環境への影響はそう大きくなく、しかも緑地の幅も大きいなと

思って安心していますが、そのあたりはいかがなのでしょうか。 

○会長 ただいまの件について、御説明いかがでしょうか。 

○田中循環型施設整備課長 今、御意見いただきましたように、施設内の建屋内で処理を行い

ますので、周辺に及ぼす影響はかなり限定的と捉えております。ですが、より一層環境に配

慮したということで、緩衝地を設けているところでございます。 

○会長 松尾委員、いかがですか。 

○松尾委員 分かりました。結構です。 

○阿部委員 都市計画緑地の話ですけれども、追加という話ですが、結局町田市全体の都市計

画緑地に追加するという意味であって、このエリアにおいては新規指定という考え方でよろ

しいですか。 

○会長 私もそこは気になったところです。御説明をお願いします。 

○新公園緑地課長 御指摘のとおり、町田都市計画全体の中で追加するということで、ここに

つきましては新規の緑地を設けるということでございます。 

○会長 阿部先生、よろしゅうございますか。 

○阿部委員 その上で、ちょっと要望なのですが、最初のほうで見せていただいた概念図、位

置を決定するときの計画の概念図の中では水色の丸が２つあって、大きい丸があって、その

中に小さい丸があって、概念図だからああいうふうになるとは思うのですけれども、資源化

センターの道路に面した部分は一応緑地となっているのですよね。これは概念図なのでこう

なのですけれども、ただ、せっかく整備するのであれば、たしか今は牧場か何かの施設が道

路側から大きく見えるのですけれども、これから計画、デザインを詰めていくときに、接道

部の緑地の整備等の点を、丁寧にやっていただけるといいのかなという気がしました。 

  それともう一個、先ほど交通量のお話があって、それに対する御回答の中で資源化センタ

ーへのアプローチの仕方の御説明をされていましたけれども、そもそもその道路に入ってく
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る、多分町田街道になるのですかね、あちら側からの交通量も恐らく増えてくる可能性があ

ると思うのですけれども、そうなったときに通学路だとか子供たちへの配慮だとか、そうい

ったところも併せて検討しておく必要があるのかなという気もしましたので、その辺、今後

お含みおきいただければ。 

  これは要望ですので、御回答は結構です。 

○会長 ただいま阿部委員から御指摘のあった要望について、事務局で御対応方よろしくお願

い申し上げます。 

  ほかに御発言いかがでございましょうか。大丈夫ですか。 

  では、この案件につきましては、本日の事前協議は以上で終了とさせていただきます。 

  本日用意した案件は、事前協議も含めて以上で終了ですね。 

  では、事務局から事務連絡をお願いします。 

○事務局 本日、事前協議に使用いたしました資料につきましては次回以降も使用いたします

ので、お持ちいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  次回、２月の定例会は１月27日木曜日、午前10時からの開催となりますので、よろしくお

願いいたします。 

  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す。 

  以上をもちまして、本日の都市計画審議会は全ての議案等を終了とさせていただきます。 

  本年はもうこれで最後でございまして、来年は１月となります。何か今年は非常に大変な

１年であったわけですが、ほのかに希望も見え始めていて、まちづくりも何となく動き出さ

なければということで、都市マスとかいろいろなことの準備がされて、来年、よりアクティ

ブにいろいろなことができる、まちづくりができる年が来そうな予感もいたします。 

  １月27日にまた審議をよろしくお願いいたしたいと思いますので、ちょっと気が早いので

すけれども、委員の皆様にはどうぞよい新年をお迎えいただいて、また１月27日に御参集を

賜りたく存じます。 

  本日は以上とさせていただきます。長時間にわたり御審議ありがとうございました。 


