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第２２４回 町田市都市計画審議会 会議録 

 

開催日時：２０２２年１月２７日（木）午前１０時００分～午前１１時２３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、 

                   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） 

     ［４号（町田市の住民）］松尾委員、浅利委員 

     小池幹事（政策経営部長）、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 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 ４名 

     事務局職員 ５名 

公開又は非公開：公 開 

傍 聴 者：なし 

議  題：【報告事項】 

    １．（土地利用）特別委員会最終報告 

      「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」改定について 

     【議案審議】 

    議案第６３８号 「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」改定につ 

            いて           

   ＜町田３・４・１２号森野木曽線関連＞ 

    議案第６３９号 町田都市計画道路の変更について（町田市決定） 

        （町田都市計画道路３・４・１２号森野木曽線） 

    議案第６４０号 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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    議案第６４１号 町田都市計画高度地区の変更について（町田市決定） 

    議案第６４２号 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＞ 

    議案第６４３号 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） 

    議案第６４４号 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。 

  本日の定足数は、リモートで御出席の方が11名、会場での御出席の方が７名、委員20名中

18名の御出席をいただいておりますので、会議は成立となります。 

  傍聴人につきましては、事前の申込みはございません。 

  続きまして、配付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は、議事日程、議席表、委員・幹事名簿、専門

委員名簿と当日配付資料１「町田３・４・12号森野木曽線航空写真」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水色の第223回資料１「町

田３・４・12号森野木曽線関連」、第223回資料２「相原地区資源ごみ処理施設整備事業関

連」、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資料１「町田市土地利用に

関する基本方針及び制度活用の方策」。 

  以上が本日の資料となります。不足等ござい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

いただいた紙資料や資料データも併せて御覧いただければと思います。 

  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、「町田市土地利用

に関する基本方針及び制度活用の方策」改定について、土地利用の特別委員会より最終報告

をしていただき、引き続いて審議をお願いいたします。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議案審議を行います。 

  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 では早速、第224回町田市都市計画審議会を開会させていただきます。 

  まず初めに、報告事項１番、土地利用特別委員会の最終報告「町田市土地利用に関する基

本方針及び制度活用の方策」改定についてでございます。 

  本件については、まず、事務局と特別委員会のそれぞれから御報告と質疑応答を行って、

その後、議案第638号として審議をさせていただきます。 

  それでは、まず事務局から報告をお願いいたします。 

○平本幹事 事務局からの報告につきましては、都市政策課長から説明いたします。 

○窪田都市政策課長 事務局より「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」

（案）の最終報告に先立ちまして、上位計画であります町田市都市づくりのマスタープラン
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について、昨年８月に答申をいただいた内容から一部変更が必要な部分が生じましたので、

御報告させていただきます。 

  変更点といたしましては、多摩都市モノレールの町田方面への延伸ルートについてでござ

います。昨年12月27日に、都が設置しております多摩都市モノレール町田方面延伸ルート検

討委員会におきまして、町田市が想定していたルートと一部区間で異なるルートが示されま

したので、これに対応するものでございます。 

  都市づくりのマスタープラン（案）では、モノレール沿線の市街化区域については「暮ら

しのかなめ」として暮らしを支える生活利便施設などを誘導し、日々の暮らしを支えるとい

う方針、また、市街化調整区域につきましては、樹林地、農地を保全する地区として現在の

緑農環境を保持し、他の土地利用への転換を抑制していくという方針を示しております。 

  今回、多摩センターから町田市域に入ります小山田に至るまでの区間で想定と異なるルー

トが示されましたが、その区間につきましては、都市づくりのマスタープランのこれまでの

考え方のとおりに整理してまいります。 

  ルート案の詳細につきましては東京都の発表を待つことになるため、本日、詳しい修正内

容をお示しすることができませんが、マスタープラン及びこの後、最終報告をいただきます

「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」につきまして、本年３月の策定に

向けて一部図面等の修正が入ることを御理解いただきたく、お願いいたします。 

  事務局からは、以上です。 

○会長 では、ただいまの事務局の説明に関する質疑応答に入ります。 

  委員の皆様から御質問、御発言はございますでしょうか。 

  では、御質疑なしということで、質疑応答は打ち切らせていただきます。 

  この件は、本来であればルート選定に伴う修正点を具体的にお示しした上で町田市土地利

用に関する基本方針及び制度活用の方策の答申を審議できればよろしかったのですが、モノ

レールの整備主体である東京都から、まだルートについて正式に公表がなされていないとい

う報告がありました。これまで想定していたルートであっても、あるいは都が今後示すであ

ろうルートであっても、北部丘陵地域における方針やモノレールルート沿線のまちづくりの

方針については考え方に変更はないというのが事務局の御説明でございました。 

  つきましては、本日はこれまでの想定ルートを前提とした案で答申の審議を行い、答申後

に市のほうで必要な修正を行った上で策定していただくという流れになります。当然、策定

前に修正点につきましては会長のほうで確認させていただきたく存じます。 
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  ですので策定までの流れについて、以上、私から申し上げましたことにつきまして、恐縮

でございますが、委員の皆様に御了承をお願い申し上げます。 

  続きまして、特別委員会からの御報告をいただきます。 

  本日の御報告は、副委員長を務めていただいております阿部伸太委員にお願いしたく存じ

ます。 

  それでは、特別委員会からの報告をお願いいたします。 

○阿部委員（特別委員会副委員長） 東京農業大学の阿部でございます。 

  本日、委員長が御欠席ということですので、私から御報告させていただきます。 

  「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」の改定について、特別委員会の

検討結果を御報告いたします。 

  使用する資料につきましては、事前にお配りしましたＡ４サイズの資料１「町田市土地利

用に関する基本方針及び制度活用の方策（案）」でございます。説明は、資料とスクリーン

に沿って進めさせていただきます。 

  初めに、特別委員会の構成を御紹介いたします。 

  都市づくりのマスタープランの検討で特別委員会の委員長も務めていただきました工学院

大学の野澤委員長、同じく委員をされていた東京大学の村山委員、そして東京都の職員の方、

そして都市計画審議会の委員を務めております私、この４名でございます。 

  本特別委員会は、昨年１月の第220回都市計画審議会において町田市都市づくりのマスタ

ープランに示す町田市の新たな都市づくりの方向性の実現に向け、実効的な都市計画制度の

運用を図るため「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」の改定に関して諮

問を受けて、設置されました。 

  次に、本方針が対象とする都市計画の分野について御説明いたします。 

  用途地域など具体的な都市計画は、東京都が広域的な見地から都市計画の基本的な方針を

定める都市計画区域マスタープランと、町田市が地域に密着した都市計画に関する事項につ

いて定める町田市都市計画マスタープランに即して決定されます。具体の都市計画について

は、土地利用、地区計画等、都市施設、市街地開発事業などがあり、本方針は、これらの都

市計画のうち土地利用と地区計画等の分野が対象となります。 

  策定の経緯でございますが、2021年３月から７月まで計３回特別委員会を開催し、2021年

８月の第221回都市計画審議会で中間報告を行いました。その後、2021年９月から約１か月

間、市民意見募集を行い、８名の方から14件の御意見をいただきました。2021年11月に第４
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回特別委員会を開催し、中間報告から数点修正を行い、本日の最終報告を迎えております。 

  修正点につきましては、この後のスライドで御説明いたします。 

  それでは、ここから、お手元の資料に沿って最終取りまとめの内容を御説明いたします。 

  資料１の７ページを御覧ください。 

  2021年３月に東京都が決定した都市計画区域マスタープランに示す土地利用の方向性をま

とめております。 

  都市構造としては、少子・高齢化を見据えた集約型地域構造への再編を目指すほか、「激

甚災害にも負けない東京」を災害に関わる主要な都市計画の決定の方針として定めており、

木造密集地域等の改善が定められております。また、「緑と水の潤いのある都市構築」を環

境に関わる主要な都市計画の決定方針として定めており、樹林地や農地の減少が課題として

掲げられているなど、みどりの保全や創出等を図ることが定められております。 

  資料１の８ページから10ページを御覧ください。 

  2022年３月に策定予定の町田市都市づくりのマスタープランに示す、土地利用の方向性を

まとめております。 

  ２段階の都市構造としており、「まちの“もよう”（暮らしとかなめの図）」では、日々

の暮らしを支える場として「暮らしのかなめ」を位置づけております。また、「まちの“つ

くり”（拠点と軸の図）」では、隣接市を含めた広域的な視点で町田市を捉え、都市の骨格

を形づくる構造を拠点と軸で示しております。 

  地域の特性や暮らしの変化に合わせた多様な土地利用の誘導について、町田市は「都市的

なにぎわい・活動」「みどり・自然」「居心地の良い住環境」が程よく配置された「ちょう

どよさ」が魅力であり、こうしたバランスの良い土地利用を維持・継承していきつつ、多摩

都市モノレール町田方面延伸をきっかけに、都市骨格軸へ都市機能の誘導を図るなど、「暮

らしのかなめ」を中心としたまちを形成することとしております。 

  また、社会状況や暮らしの変化、ライフスタイルの多様化に適切に対応するため、住宅地

に新たな機能を誘導するなど、土地利用の複合化を図ることとしております。 

  こちらは、中間報告後に追加した項目となっております。 

  本方針と同時に検討しております「都市づくりマスタープラン方針編（都市計画）」に３

つの施策を掲げており、施策３として「暮らし・活動の変化に合わせて都市の性能を上げ

る」ということを位置づけました。町田ならではの活動の場や暮らしを楽しめる環境を整え、

魅力的なまちなかを快適に移動・滞在できる「ウォーカブル」なまちの性能を高めることを
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目指し、歩行者空間ネットワークの形成、オープンスペースの創出などに取り組むこととし

ております。 

  また、まちなかの施設等がさまざまな目的にフレキシブルに対応できるよう「まちの多様

性・多機能性」を高めることを目指し、公共施設や大規模団地の多機能化などに取り組むこ

ととしております。 

  併せて、市民や来訪者が安心・快適に過ごせる都市であるために、近年、頻発・激甚化す

る自然災害に対応した防災性の高い市街地の形成や、災害ハザードエリアにおける新規開発

の抑制、安全なエリアへの住宅の立地誘導、災害後の都市復興のあり方についての検討など

に取り組むこととしております。 

  資料１の11ページから29ページまでが、テーマごとの土地利用の方向性になります。先ほ

ど御説明いたしました上位計画で示す土地利用に関する中長期的な検討テーマとして５つを

設定し、テーマごとに土地利用基本方針を整理いたしました。 

  資料１の11ページから15ページを御覧ください。 

  テーマ１は、多様なライフスタイル等に応じた複合的な土地利用のあり方についてです。 

  ここでは多様性、多機能性の観点から、地域の特性に応じた土地利用の複合化により多様

な暮らし、活動が可能な都市の形成を図るため、用途規制緩和の運用や新たに指定されまし

た田園住居地域についての方向性をまとめております。 

  資料１の16ページから20ページを御覧ください。 

  テーマ２は、多摩都市モノレール延伸に伴う土地利用の考え方についてです。 

  ここでは、多摩都市モノレール町田方面延伸の計画から、沿線や新駅周辺における適切な

用途地域の指定や、土地利用の誘導の方向性をまとめております。 

  資料１の21ページから24ページを御覧ください。 

  テーマ３は、みどりの総量維持と質の向上に向けた取組についてです。 

  ここでは、まちなかのみどりを回復するための東京都や町田市における条例等の運用や、

都市拠点に近接するみどり資源のポテンシャルを生かすため、みどりの質の向上とにぎわい

の誘導を方向性としてまとめております。 

  資料１の25ページから27ページを御覧ください。 

  テーマ４は、市街化調整区域における土地利用のあり方についてです。 

  ここでは現在、市街化調整区域の豊かなみどり・農環境の維持と、無秩序な市街地の拡大

抑制を図りつつ、既存集落などの環境づくりに向け、市街化調整区域における地区計画運用
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指針等による適切な土地利用の誘導の方向性をまとめております。 

  スライドまたは資料１の27ページを御覧ください。 

  中間報告の後に追加した資料となっております。 

  市民の方に対し、市街化調整区域における集落環境づくりに向けた適切な土地利用の誘導

がイメージしやすいように、町田市市街化調整区域における地区計画運用指針に掲げられて

おりますまちなみイメージを追加しております。 

  資料１の28ページから29ページを御覧ください。 

  テーマ５は、木造住宅密集地域等における災害に強いまちへの取組についてです。 

  ここでは、2019年度に東京都が改定した防災都市づくり推進計画の基本方針において算定

基準が変更され、町田市に木造住宅密集地域等が新規指定されたことを受け、地区計画等、

地区の実情に適した手法による防災性の向上等の方向性をまとめております。 

  資料１の30ページから31ページを御覧ください。 

  その他として、市民・事業者等による都市計画提案制度の活用の手続等について、これも

記載いたしました。 

  ここでは、「町田市住みよい街づくり条例」の改正と多摩都市モノレール延伸を見据えた

まちづくりの機運の高まりなどから、市民、事業者等による都市計画提案が都市づくりのマ

スタープラン等の上位計画と整合するよう、法定の手続前であるまちづくりの検討段階から

事前相談手続を導入することにより、市民、事業者等と町田市が協力して取り組むとともに、

手続に関わる透明性を確保することを検討すべきといたしております。 

  これらのテーマ等を踏まえ、第２章の「土地利用基本方針の実現に向けて」では、町田市

用途地域等指定方針、指定基準の見直しを行いました。 

  資料１の32ページから、またはスライドを御覧ください。 

  第２章、土地利用基本方針の実現に向けて、用途地域等に関する指定の方針及び基準を示

すものでございます。 

  改定する要素の主なものとしましては、先ほどのテーマを踏まえ、都市づくりのマスター

プラン策定に伴う拠点の再設定や複合系土地利用の考え方を追加しております。また、法改

正に伴う田園住居地域のメニューを創設するなど、第１章の土地利用基本方針を踏まえた用

途を追加しております。 

  私からの説明は、以上となります。 

○窪田都市政策課長 続きまして事務局から、先ほど阿部委員に御説明いただいた中にござい
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ました市民意見募集の概要と、今後のスケジュールについて御説明いたします。 

  まず、都市づくりのマスタープランのパブリックコメントと併せて行いました市民意見募

集の概要についてでございますが、期間は2021年９月15日から10月14日までの１か月間に、

広報まちだ特集号で周知の上、町田市ホームページのほか各市民センター、図書館などで資

料の閲覧を行いました。 

  御意見は電子メール、郵送などを通じまして、８名の方から14件の御意見をいただきまし

た。主な内容は、多様なライフスタイル等に応じた複合的な土地利用の在り方や、市街化調

整区域の土地利用の在り方、みどりの総量維持と質の向上に向けた取組などについて御意見

をいただいております。 

  次に、今後のスケジュールについて御説明いたします。 

  本日、最終報告案の御審議をいただいた後、町田市都市づくりのマスタープランと同時期

の、本年３月の策定、公表と進めていきたいと考えております。 

  なお、本日お配りしております最終案につきましては、冒頭で御説明いたしました都市づ

くりのマスタープランの変更と併せて図などの修正を行ってまいりたいと考えております。 

  報告は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、以上の説明に対して、委員の皆様から御質問、御発言はございますでしょうか。 

○松尾委員 全体として、ストーリーみたいな、そういう意味ではよくできているといいます

か、よく分かるのですけれども、改めて確認しておいたほうがいいかなというのが、要は前

提になる町田市全体の、今現在の時点で大きな課題の捉え方、これとこれとこれだというあ

たりが、この説明だとちょっとよく分からないところがあるんですよね。それをどういうふ

うに捉えて進められたのか。 

  例えば環境変化がありますよとか、価値観の変化があるしシステムも変わってくるしとい

うようなこと、要は背景みたいなものも含めて、東京都でも方針が出ていますけれども、町

田市としては今、大きな課題はこれなんだ、それを常に踏まえながらこういう計画として、

これからの土地利用の方針としてまとめたんだというあたりの御説明がもしあれば、お願い

したいと思います。 

○会長 ただいまの件について、これは事務局から御説明されますか。それとも阿部委員から。 

○窪田都市政策課長 今の委員の御質問ですけれども、こちらの基本方針には、いわゆる都市

マスで描いた都市像の実現に向けた取組をどうやって具現化していこうかといったことを書
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かせていただいております。 

  委員のおっしゃいました町田市全体の課題につきましては、以前、都市づくりのマスター

プランを報告、御審議いただいたときに、町田市の現在の社会状況の変化ですとか特徴と可

能性というところで説明している部分がございます。 

  幾つか簡単に紹介させていただきますと、今後、コロナ禍の影響もありますけれども、時

間の使い方が変わって町田市内が活動のフィールドになるとか、今後、住まい周辺の環境に

今以上に目が向けられるようになるだろうとか、価値観やライフスタイル、暮らし方がさら

に多様化していくと思われますといったことで、幾つか課題というか、今後を見据えたもの

を説明しており、基本的には、そういったことは都市マスのほうで示しているところでござ

います。 

○会長 松尾委員、いかがでございましょうか。 

○松尾委員 分かりました。大体そういうことだと思います。ただ、ひと言ふた言で「町田市

は今、ここが問題なんだよ」「課題なんだよ」という共通認識みたいなものがあってもいい

のではないかなという思いもちょっとありまして、質問させていただきました。 

  ありがとうございました。以上です。 

○会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

○殿村委員 何点か意見を述べさせていただきます。 

  １つには、土地利用に関するテーマの設定の中で、多摩都市モノレールの延伸に伴う土地

利用の考え方が位置づけられている点であります。 

  モノレールの延伸を前提としたまちづくりではなく、市民のライフスタイルに合った柔軟

で環境にやさしい新しい公共交通を、市民の声や専門家の意見を基に検討すべきだと考えま

す。また、モノレール延伸に伴って行われる町田駅周辺の再開発事業など、多額な財政投入

が予想されているだけに、これも問題があると考えます。 

  そして芹ヶ谷公園の一体化整備計画についても、現在、多くの市民から見直しを求める声

が上がっているという点で、検討が必要だと考えます。 

  さらに、団地再生についてでありますけれども、低所得者の方でも住み続けられる団地の

コンセプトが必要だと考えます。 

  また、一団地の住宅施設の都市計画を廃止することについてでありますけれども、学校跡

地の運用が一つの目的とされておりますが、一方で、この方針の中で防災性の高い市街地の

形成が位置づけられていて、これは大変重要だと私は考えますが、その一方で、今、町田市
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が進めている学校統廃合計画との関連で考えますと、３分の１の学校が市内でなくなるとい

う点で、防災拠点である学校の体育館の避難所が失われるという点で、この計画上、矛盾が

出てくると考えます。 

  以上、意見といたします。 

○会長 ただいまいただいた意見について、事務局からコメントございますか。 

○窪田都市政策課長 本日のこの方針の内容につきましては、いわゆる都市計画の中で、町田

市の大きな方針の中で土地利用及び地区計画等の運用方針を定めていくものになっておりま

す。大きく方向性を示すものなのですけれども、今、御質問いただいた幾つかの、町田駅で

すとか芹ヶ谷公園とか、そういった個々の取組につきましては、この方針の中で全てを網羅

するわけではなく、個々の施策についてはまた別に取り組んでいくものになります。この方

針の中に個々の施策を記載するものではないという考えの下で方針をつくっておりますので、

それは各所管の取組、今後の町田市の５ヵ年計画ですとか、そこでしっかりと記載して取り

組んでいくべきものと考えております。 

○会長 ただいまの事務局のコメントについて、殿村委員から追加で御発言ございますか。 

○殿村委員 特にありませんが、私の意見を汲んでいただきたいと思います。 

○会長 ほかに御発言はございますでしょうか。 

  では、質疑応答は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

  続いて、議案審議に入らせていただきます。 

  本件について、議案第638号 「町田市土地利用に関する基本方針及び制度活用の方策」

改定についてとして議案審議を行いたく存じます。 

  本議案は、第220回定例会、2021年１月25日の都市計画審議会で諮問、付議されたものに

対する答申案の審議となります。おおむね１年でございました。 

  答申案の中身につきましては、先ほど阿部副委員長から御説明があったとおりでございま

す。 

  それでは、本答申案を都市計画審議会の答申とすることについて採決を行いたく存じます。 

  この採決について、原案のとおり決するということで御異議はございませんでしょうか。 

○殿村委員 異議あるということで、意思表明をさせていただきます。 

○会長 ほかに御異議のある委員はいらっしゃいますでしょうか。 

  それでは、御異議がございましたので、まず殿村委員から、先ほどの発言に追加して、異

議の内容について御説明がございましたらお願い申し上げます。 
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○殿村委員 先ほどの意見をもって異議の説明とさせていただきます。 

○会長 殿村委員から異議が提出されましたので、町田市都市計画審議会条例第６条第４項

「審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる」の規定に基づき、これより採決を行います。 

  議席の番号順にお呼びしますので、本案につきまして賛成または反対でお答えをお願いし

ます。また、御欠席の委員につきましては事務局から御欠席の旨、御発言をお願いいたしま

す。 

○会長 ２番、宇於﨑委員。 

○宇於﨑委員 賛成です。 

○会長 ３番、薬袋委員。 

○事務局 欠席です。 

○会長 ４番、市古委員。 

○市古委員 賛成させていただきます。 

○会長 ５番、阿部委員。 

○阿部委員 賛成です。 

○会長 ６番、中西委員。 

○中西委員 賛成です。 

○会長 ７番、草薙委員。 

○草薙委員 賛成です。 

○会長 ８番、飯田委員。 

○飯田委員 賛成です。 

○会長 ９番、佐藤委員。 

○佐藤委員 賛成いたします。 

○会長 10番、田代委員。 

○田代委員 賛成します。 

○会長 11番、おさむら委員。 

○おさむら委員 賛成です。 

○会長 12番、友井委員。 

─友井委員はネットの調子が悪いようですね。事務局、このことについてはいかがいた

しましょうか。 
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○事務局 採決に参加できないということであれば、不在の扱いとさせていただければと思い

ます。 

○会長 了解いたしました。 

  では、友井委員はこの採決時には御欠席であると取り扱わせていただきます。 

  13番、殿村委員。 

○殿村委員 反対します。 

○会長 14番、白川委員。 

○白川委員 賛成です。 

○会長 15番、松葉委員。 

○松葉委員 賛成です。 

○会長 16番、唐澤委員。 

○唐澤委員（代理） 賛成いたします。 

○会長 17番、吉田委員。 

○吉田委員（代理） 代理ですが、賛成でお願いします。 

○会長 18番、城田委員。 

○事務局 本日、欠席です。 

○会長 19番、松尾委員。 

○松尾委員 賛成です。 

○会長 20番、浅利委員。 

○浅利委員 賛成です。 

○会長 ありがとうございます。 

  以上で皆さまからの賛成、反対の意思表明が完了いたしました。 

  事務局、集計できますか。 

○事務局 賛成が15、反対が１、欠席が３で、会長を入れて20名となっております。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、採決の結果として、賛成多数と認めさせていただきます。 

  よって、本案は原案のとおり決定させていただきます。 

  これをもちまして、特別委員会についてはその任務が終了いたしました。本日、阿部副委

員長に御出席いただきましたが、１年間にわたり特別委員会で大変に密度の高い議論をして

いただいたものと存じます。都市計画審議会を代表して心よりお礼を申し上げさせていただ
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きます。 

  阿部委員から簡単に御挨拶いただけますでしょうか。 

○阿部委員（特別委員会副委員長） 皆様の忌憚のない御意見をいただきまして、本当にあり

がとうございました。 

  社会状況が大きく変わっていく中で、町田のポテンシャルを活かしたまちづくりを市民の

方々の御意見を伺いながら進めていけるような案ができたかと思います。引き続き事務局に

は、うまく関係者の方々と意見調整をしながら進めていただければと思います。 

  委員長をはじめ委員の皆様には厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

  １年間、大変な時間を割いていただき、再び心より御礼を申し上げさせていただきます。 

  以上をもちまして、ただいまの議案は審議終了とさせていただきます。 

  続きまして、町田３・４・12号森野木曽線関連の議案について一括審議をさせていただき

ます。議案第639号から第642号でございます。 

  これについて、まず資料の説明をお願いします。 

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

げます。 

○深澤道路政策課長 道路政策課、深澤でございます。よろしくお願いします。 

  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、御説明させていただ

きます。 

  本件は、町田市決定の案件でございます。 

  説明資料は、スライドと、事前に配付いたしました資料１「町田３・４・12号森野木曽線

関連」でございます。資料のほう、よろしいでしょうか。 

  また、本日、資料１の最後に参考資料として、都市計画変更素案の説明会で使いましたパ

ンフレットを添付してございます。また、当日配付資料としまして現場の航空写真もお配り

しておりますので、御覧いただければと思います。 

  本件は、2022年１月５日から１月19日まで都市計画法第17条の縦覧を行いましたが、縦覧

者及び意見書の提出はございませんでした。 

  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

定路線として記載している区間でございます。赤の部分です。 
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  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、図で

赤く着色された区間であり、延長は約810メートルです。 

  また、町田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、御説明させていただきます。 

  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560メートル、標準幅員12メートルの町田

市道となっております。 

  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説明いたします。 

  スライドまたは配付資料１の13ページ、14ページの計画書を御覧ください。 

  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、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、高度地区、

準防火地域に変更はございません。 

  スライド、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。 

  御審議いただく町田３・４・12号の都市計画素案については、変更概要にお示ししている

とおり、路線の廃止になります。 

  町田３・４・12号線の廃止に伴い、用途地域を準住居地域から第一種低層住居専用地域に、

高度地区を31メートル第２種高度地区から第１種高度地区に、準防火地域が指定なしに変更

となります。 
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  都市計画変更理由の概要を説明いたします。 

  スライド、または配付資料１の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

途地域等を変更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。 

  2021年10月29日、30日に都市計画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の質疑をいただきました。

12月１日に都市計画法第19条第３項による東京都協議、2022年１月５日から１月19日まで都

市計画法第17条第１項による都市計画案の公告、縦覧を行いました。 

  説明は以上でございます。ありがとうございます。 

○会長 ただいまの説明について、委員の皆さんから御質問、御発言はございますでしょうか。 

  御発言なしとさせていただきます。よろしゅうございますか。 

（委員了承） 

○会長 では、質疑応答は以上とさせていただいて、採決に移ります。 

  議案第639号から第642号まで一括してお諮りします。 

  原案のとおり決することで異議ございませんでしょうか。 

（委員了承） 

○会長 では、原案のとおり決することにいたします。 

  続きまして、相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連ということで、議案第643号、644号

について、これも一括して審議させていただきます。 

  まず、資料の説明をお願いいたします。 

○野田幹事 この案件につきましては、循環型施設整備課長及び公園緑地課長から説明させて

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、田中です。よろしくお願いします。 

  相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連の、ごみ処理場の決定と緑地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水色の表紙でＡ４サイズ

の資料２「相原地区資源ごみ処理施設整備事業関連」でございます。 
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  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。 

  計画する施設は、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。 

  それでは、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。 

  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、赤枠線の青い丸で

お示ししたところ、町田市相原町字根岸及び字大谷戸各地内に位置します。御覧のとおり、

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。 

  こちらはお配りした資料２の３ページ、位置図で御確認いただけます。 

  さらに拡大した図が、スクリーン左の図になります。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「ごみ処理場」の名称につきましては、第３号町田市西部資源化センター

といたします。 

  また、御覧のとおり、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。 

  赤色の斜線の部分が、ごみ処理場の設置を予定する区域でございます。この区域は市街化

調整区域で、用途地域は無指定の地域に所在いたします。 

  こちらは計画地の航空写真で、お配りした資料２の５ページになります。 

  赤色の線で囲んだ範囲が第３号町田市西部資源化センターの区域、緑色の線で囲んだ範囲

が緑地の区域となります。 

  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

画を踏まえて、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ります町田市環境マス

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、相原地区資源ごみ処理
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施設の整備を掲げております。 

  このように、当該施設の整備は、これらの上位計画に位置づくものでございます。 

  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。画面中央の水色の丸の内側、⑯が資源ごみ処理施

設を示しており、外側の⑰が施設の周囲に整備する緑地を示しております。 

  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いたします。 

  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、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

設置いたしました。この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おります。 

  そして検討委員会の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では、市内の４か所にごみの資源化

施設を配置するとしています。１つが緑色の丸に位置いたします、2016年４月に稼働いたし

ましたリレーセンターみなみで、１つがオレンジ色の四角に位置いたします、今月稼働いた

しました町田市バイオエネルギーセンターになります。そして、そのほか建設候補地の２か

所に新たに施設を配置するとしており、今回、都市計画決定を予定する施設は、その２か所

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などの開催経過について御説明いたします。 

  建設予定地域の皆様への御説明につきましては、建設予定地を決定いたしました2013年以

降、地域や自治会などの方々を対象として33回開催しております。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、いただきました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
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いて検討を進めさせていただいております。 

  第223回の審議会における本案の事前協議におきましては、周辺住民の方々との協議にお

いていただいた課題とその解決について御質問をいただきました。そこで、地域の方々から

いただきました御意見を都市計画の案に反映させた例を御紹介させていただきます。 

  左の図が、当初、町田市資源循環型施設整備基本計画において計画した施設の区域で、右

の図が現在計画する区域になります。区域が当初計画した位置から東側に移動しているのが

お分かりになるかと思います。これは先ほど御説明した地域説明会やアンケートなどでいた

だきました「施設は学校や住宅地からできるだけ離してほしい」との御意見を反映し、変更

したものとなります。 

  なお、この計画対象地を所有される地権者の方々につきましては個別に御説明を行い、対

象地を都市計画決定することについて全ての方から御承諾をいただいております。 

  次の図を御覧ください。 

  現在検討中の計画におきましては、建物などの施設配置はこのような形となっております。

この建物配置につきましても、学校、住宅地から距離を取るため、相原地区資源ごみ処理施

設周辺地区連絡会の委員の方々から御意見をいただきながら計画しているものとなります。 

  また、御覧のとおり、施設の出入口につきましては南東側の市道、堺701号線に設けるこ

とを計画しております。 

  事業用車両の運行上の安全対策につきましては、施設周辺の町会、自治会等の代表の方々

で構成する地区連絡会など、地域の方々の御意見をいただきながら検討してまいりたいと考

えております。 

  次に、計画する施設の概要について御説明いたします。 

  計画いたします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、

資料２の２ページ、計画表の備考に記述しております。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。 

  なお、１日当たりの処理能力が５トン以上であることから、当該施設は廃棄物の処理及び

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。 

  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いたします。 

  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プラスチック類やペット

ボトル、アルミ缶、スチール缶は、異物を除去し、機械で圧縮や圧縮梱包して再生業者に引
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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一時保管し、処理業

者に引き渡すことを考えております。 

  次に、本施設の整備に伴う周辺地域の生活環境へ及ぼす影響について御説明いたします。 

  この周辺地域の生活環境へ及ぼす影響に関しましては、第223回審議会における本案の事

前協議におきまして、生活環境影響調査の実施の見込みについて御質問をいただきました。

当日お答えいたしましたとおり、本件につきましては廃棄物の処理及び清掃に関する法律の

規定に基づき、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査を実施いたします。 

  左の図は計画地周辺の都市計画図で、計画地は図面下の赤い丸で示したところ、市街化調

整区域内の用途が無指定の地域となります。 

  右の表は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に定められる工場に係る騒音の

規制基準です。御覧のとおり、無指定地域は、第一種中高層住居専用地域などと同じ基準値

が定められております。なお、この無指定地域につきましては、騒音のほか振動、悪臭とい

った規制基準につきましても、第一種中高層住居専用地域などの住居地域と同じ値が定めら

れており、当該施設はこれらの基準値を遵守する施設といたします。 

  さらに、当該施設の周囲には緩衝機能を有する都市緑地を整備することから、周辺地域の

生活環境に及ぼす影響につきましては極めて少ないものであると考えております。 

  また、緑地などの自然環境保全につきましては、東京における自然の保護と回復に関する

条例に基づき調査を行い、保全措置を講じる予定であり、接道部分の緑化などにつきまして

も同条例に基づき対応を行ってまいります。 

  次に、本案の都市計画決定の経過について御説明いたします。 

  2021年11月15日の第223回町田市都市計画審議会において事前協議いただいた後、11月17

日から都市計画法第19条第３項に基づく東京都知事協議を行いました。この都知事協議につ

きまして、東京都から「都として意見はありません」との協議結果をいただいております。 

  また、本年１月５日から19日まで都市計画法第17条に基づく都市計画案の公告、縦覧を行

いました。縦覧者、意見書の提出ともにございませんでした。 

  なお、本案を御承認いただいた場合は、２月末に都市計画決定、変更の告示を予定してお

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、緑地について御説明いたします。 

○新公園緑地課長 続きまして、都市づくり部公園緑地課長の新でございます。 
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  町田都市計画緑地の変更について御説明いたします。 

  スクリーンの航空写真を御覧ください。お配りした資料では、資料２の５ページになりま

す。 

  本計画地につきましては、先ほど御説明いたしま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、画面上、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、町田市西部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が、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、風土との触れ合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

うちの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、または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。 

  都市計画変更の経過につきましては、町田都市計画ごみ処理場の都市計画決定と同様でご

ざいます。 

  東京都からは、町田都市計画緑地の変更に関わる都市計画法第19条第３項の協議について、

「都として意見はありません」との協議結果をいただいております。 

  また、１月５日から19日まで都市計画法第17条に基づく都市計画案の公告、縦覧を行いま

した。縦覧者、意見書の提出はございませんでした。 

○田中循環型施設整備課長 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、

変更についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

  ただいまの説明に対して、御質問、御発言はございますでしょうか。 

○市古委員 御説明ありがとうございました。 

  ちょっと関連でお聞きしたいのですが、この施設計画についての事業方式、民間連携方式
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について、方針として決まっている内容があれば御教示いただければと思います。いわゆる

伝統的なデザインビルドなのか、ＰＦＩを想定されているのか、そのあたりをお聞きできれ

ばと思いました。 

○会長 今の件、事務局、いかがでしょうか。 

○田中循環型施設整備課長 施設に関しましてはデザインビルド、設計・施工という形を今、

考えているところです。運営に関しましては指定管理といった形で考えているところでござ

います。 

○市古委員 承知いたしました。ありがとうございます。 

○会長 ほかに。 

○阿部委員 緑の関係なのですけれども、基本的には都市生活にとって必要な施設だと思うの

でよろしいかと思いますが、ごみ処理場の南西のあたり、これがちょうど稜線になっており

まして、隣接する大谷戸緑地の谷戸のほうにつながっていく上流域になっております。ごみ

処理場の計画平面図を見ますと、ちょうどその尾根線のところは緑地帯として計画されてい

るということですので、まず問題ないかと思いますけれども、そういった上流域にあるとい

う位置、それから景観的にも、尾根線がちょうど境界になっていることを十分踏まえて、今

後、計画の詰めをやっていただければという要望でございます。 

○会長 ただいま出されました要望について、事務局から何かコメントありますか。 

○新公園緑地課長 今、御意見いただいた内容について、参考にいたしながら設計を進めさせ

ていただきたいと思います。 

○会長 ほかに御発言ありませんでしょうか。よろしゅうございますか。 

  では、質疑応答は以上とさせていただきまして、採決に移行いたします。 

  議案第643号、第644号を一括してお諮りいたします。 

  原案のとおり決することに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、原案のとおり決することにいたします。 

  本日の議案は以上でございます。 

  最後に、現在の任期において本日の審議会は最後の会合となります。この２年間にわたり

まして数多くの議案を審議していただき、いろいろ御意見を頂戴いたしました。その中で、

特に私自身の印象が深かったものを３つだけ挙げさせていただいて、ごく簡単に最終的なま
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とめとさせていただきます。 

  まず１つ目は、生産緑地でございます。特定生産緑地について、農業委員会、農協、都市

計画審議会、市役所、皆さんの協力によって大変高い比率で特定生産緑地への移行が進んで

いるということでございます。 

  ２番目が、マスタープランの答申をしたということでございます。これにつきましては、

恐らく２つ重要な点がございます。まず１つ目が、都市計画マスタープランだけでなく住宅

マスタープランとか緑のマスタープランなども包括したような枠組みをつくったこと。もう

一つが、それぞれの地域の、小さな地域の計画において住民発意の、まさに住民が主体的に

計画をつくるという枠組みを、今までの枠組みをさらに進化させることによってビルドイン

したということ、この２つが非常に重要であると思います。 

  ３番目に、先ほど議決をいただきました土地利用の方針でございます。この土地利用の方

針は、多くの自治体で「都道府県が使ったものをそのまま使えばいいよ」という形で使って

いるものなのだそうですが、町田市ではこれを戦略的に、都市計画マスタープランと一体の

ものと捉えていろいろなつくり込みをして、議決をしたということでございますので、ほか

にない取組になったと考えてございます。 

  以上３つのものを踏まえますと、この２年間、私どもが苦しめられてきたコロナ禍につい

て、コロナがもう少しでおさまるのではないかと思うとまたお預けを食らっておりますけれ

ども、それについて考えますと、先ほどマスタープラン及び土地利用の方針で阿部委員から

御説明がございましたように、ちょうどよいまちづくり、そして歩いて暮らせるようなまち

づくりということで案をつくっていただいて議決したわけでございますが、それが大変に、

コロナに対して強いまちづくりにつながるだろうというように思ってございます。 

  すなわち、ほかのものも踏まえますと、生産緑地がきっちりと確保されれば日当たりも通

風もよくて換気もでき、安心で非常によいと思いますし、また、歩いて楽しいまちづくりを

住民発意で進めていくことによって、ちょうどよい密度の、つまり過密にならないような安

心な、屋外を非常に豊かに使えるような、ほどよい密度、ほどよい都市が実現しそうな、そ

ういう道具立てをつくることができたのではないかと考えてございます。 

  ですので、すごく願っているのですが首尾よくコロナが落ち着いてきたところで、最近、

例えば郊外の団地が再評価されているといったことも、コロナを踏まえた新しい持続可能な

まちづくりという観点で郊外が評価されているということだと思います。それを町田市が全

力で受け止めるに足る様々な道具立てがつくられたと考えてございます。 
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  もちろん、この道具立てをつくるに当たって、本日もございましたが賛成、反対を含めた

活発な御議論をいただいたことに、再び会長として心より感謝を申し上げさせていただきた

いと思います。 

  先ほど事務局から御説明がありましたように、具体的なそれぞれの場所の計画は、これら

の枠組みを基にこれからつくられる。そのときに住民の発意が重視される。その中で、ただ

いまいろいろ御指摘をいただいたこと、あるいは以前の会議で御指摘いただいたことが必ず

や活かされるものであると私は捉えてございます。誠にありがとうございました。 

  以上、長々と申し上げてしまいましたが、本日をもちまして御卒業される委員の皆様には

心より御卒業のお祝いを申し上げさせていただいて、その委員の皆様は、今度は大所高所か

ら町田市の都市計画を叱咤激励していただけるものと確信しておりますし、まだ卒業できな

い、単位が足りないという委員の皆様には４月以降またお会いすることになろうかと思いま

すので、そのときにはまたお見捨てなきようお願い申し上げさせていただきます。 

  以上をもちまして、やや長くなりましたが、任期の最後のまとめとさせていただきます。 

  ２年間、オンライン等でいろいろ大変なところ真摯に御議論いただき、誠にありがとうご

ざいました。 

  では、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

○事務局 ただいま会長よりお話がありましたように、現在の任期での審議会としては、本日

が最終回となります。このコロナ禍の中、２年間にわたって町田市の都市計画行政に多大な

る御尽力をいただきまして、誠にありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。 

  引き続き委員に御就任いただく方につきましては、次回４月定例会は４月27日水曜日、午

後３時からの開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。開催通知と資料等

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。 

  以上をもちまして本日の議事は全て終了でございます。 

  これにて本日の第224回町田市都市計画審議会を閉会させていただきます。 

  どうもありがとうございました。 


