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午前９時30分開会 

○幹事 定刻となりましたので、第113回世田谷区都市計画審議会を開会していただきた

いと思います。 

 開会に先立ちまして、事務局より御報告をさせていただきます。 

 まず、委員の御出席についてでございます。本日は、○○委員、○○委員、○○委員に

おかれましては、所用により御欠席との御連絡をいただいております。また、出席の予定

ですけれども、○○委員、○○委員は遅れております。なお、世田谷区都市計画審議会条

例第５条第２項に定める会議の定足数、委員の２分の１以上の出席に達しておりますの

で、本日の審議会は有効に成立しておりますことを御報告させていただきます。 

 また、本日の審議会につきましては、新型コロナウイルスの感染リスクを抑える観点か

ら、アルコール消毒、マスク、シールド、窓開け換気対応を図らせていただいておりま

す。 

 また、本日の議案につきまして、一部パワーポイントを使用して御説明させていただき

ますが、パワーポイントは、前方と後方にございますスクリーンに映しますので、御覧に

なりやすい方を御覧ください。 

 続きまして、審議会委員の改選について御報告いたします。関係行政機関の委員に改選

がございましたので、御紹介いたします。世田谷警察署長の○○委員でございますが、本

日は所用のため、御欠席でございます。関係行政機関の委員の任期につきましては、署長

在職期間中とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、区の人事異動に伴いまして幹事４名に変更がございましたので、新任の幹

事を紹介いたします。 

 まず、都市整備政策部、○○住宅管理課長でございます。 

 次に、道路・交通計画部、○○道路計画課長でございます。 

 次に、世田谷総合支所、○○街づくり課長でございます。 

 最後に、玉川総合支所、○○街づくり課長でございます。 

 それでは、開催に当たりまして、幹事を代表し、○○副区長より御挨拶を申し上げま

す。 

○幹事 おはようございます。今、幹部の人事異動、幹事の異動も御報告いたしましたけ

れども、新しい体制で今年度も頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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 世田谷区は、今年区制90周年になり、秋には式典も予定してございます。1932年、昭和

７年に当時の東京市に世田ヶ谷町とか、玉川村が編入される形で世田谷区が発足をしまし

た。その後、千歳村、砧村が追加で世田谷区に編入されまして、今の形になったというこ

とでございます。その当時の人口は約21万人だったそうです。その後、戦後の復興期や高

度成長期を経て今の世田谷区がつくられてきた、人口が約4.5倍の町になったわけでござ

います。大分街並みもその当時とは大きく変わってきたのかなと思っています。 

 今年も街づくりに関わる様々な課題に対して、御審議、御意見をいただくことになると

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○幹事 それでは、早速ですが、会長、開会をよろしくお願いいたします。 

○会長 本日は、御多忙のところを御出席いただきましてありがとうございます。それで

は、これより第113回世田谷区都市計画審議会を開会いたします。 

 本日の議事録署名人でございますが、○○委員にお願いをしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。議事録には○○委員と私とが確認をし、署名させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、審議に入る前に事務局より配付資料の説明、確認をお願いいたします。 

○都市計画担当係長 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。先日、事前にお

送りさせていただきました資料、上から、第113回世田谷区都市計画審議会次第、次第裏

面に世田谷区都市計画審議会委員・幹事名簿、令和４年度世田谷区都市計画審議会開催日

時・会場、令和３年度世田谷区都市計画審議会答申結果、諮問第380号「東京都市計画防

災街区整備方針の変更について」、参考資料１「東京都市計画地区計画の変更（世田谷西

部地域上祖師谷・給田地区）、東京都市計画用途地域の変更（世田谷西部地域上祖師谷・

給田地区）及び東京都市計画高度地区の変更（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）につ

いて」、参考資料２「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正等に伴う高度地

区の変更について」、参考資料３「東京都市計画緑地の変更について（第101号北烏山七丁

目緑地）」、以上資料は８点でございます。不足している資料がございましたら、恐れ入り

ますが、事務局までお知らせ願います。 

○会長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 ありがとうございます。それでは、これより第113回都市計画審議会の審議に入
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ります。本日の議案は、諮問事項が１件、報告事項が３件でございます。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 まず最初に、諮問第380号「東京都市計画防災街区整備方針の変更について」でござい

ます。 

 この説明を○○防災街づくり課長にお願いいたします。 

○防災街づくり課長 それでは、防災街区整備方針の変更について御説明させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 お手元の説明用資料１と、それからスクリーンの方を併せて御確認いただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 このたび、東京都が作成しました防災街区整備方針の都市計画案について、都市計画法

第21条第２項の規定において準用する同法第18条第１項に基づき、東京都から世田谷区へ

意見照会がありましたので、区として回答することについて諮問するものでございます。

なお、こちらの原案資料の作成につきましては、令和２年10月に本都市計画審議会へ御報

告してございます。 

 スクリーンと併せて御覧ください。１の主旨でございます。スクリーン赤字で表示され

ております防災街区整備方針につきましては、密集市街地における防災街区の整備の促進

に関する法律、いわゆる密集法の第３条第１項に基づき、東京都が都市計画として定める

ものでございます。 

 防災街区整備方針の目的ですが、本方針は、スクリーンの左下、イメージ図の従前のよ

うに、防災上危険性の高い木造住宅密集地域など、密集市街地において建築物の不燃化や

都市計画道路の整備などによる延焼防止機能及び避難機能の確保と再開発などにより、土

地の合理的かつ健全な利用を図ることによって、防災街区の整備を促進し、安全で安心し

て住め、かつ魅力的な街並みの住宅市街地への再生を図る事項を定めることを目的として

おります。本方針は、概ね５年ごとに見直しを行っておりまして、前回は平成26年12月に

東京都が変更しております。 

 続きまして、２、防災街区整備方針の位置づけ及び内容について御説明いたします。図

の都市づくりの体系を御覧ください。本方針は、都市再開発の方針、住宅市街地の開発整

備の方針とともに、都市計画法第７条の２により、都市計画に定めることができるものと

なっております。また、東京都が定める都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即

し、都市再開発の方針等と整合を図り、定めるもので、木造住宅地域を中心とした地域を
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対象とする都市計画のマスタープランとして、防災街区整備地区計画や防災街区整備事業

など、個別の都市計画の上位に位置づけられております。 

 なお、本方針では、防災再開発促進地区、防災公共施設などを定めております。防災再

開発促進地区とは、住宅市街地総合整備事業や防災街区整備地区計画など、地域の防災性

を向上させる事業や制度などを重点的に行うことにより、建築物等の不燃化、共同化及び

公共施設の整備を促進し、安全で良好な環境を備えた街として再生を図るため、本方針に

定める地区となっております。 

 本方針の目的の中で再開発について触れさせていただきましたが、本方針における再開

発とは、土地区画整理事業や市街地再開発事業といったスクラップ・アンド・ビルドによ

って新しい市街地の建設を目的とした事業だけではなく、個々の建築物が建替える時期を

捉えて規制することにより、少しずつ街を変えていく地区計画のほか、住宅市街地総合整

備事業といった特定の市街地の整備を目的とした助成事業なども含んだ、街づくり全体を

捉えた広い意味での再開発と捉えております。 

 お手元の資料を１枚おめくりいただきまして、３、これまでの経緯を御覧ください。令

和２年５月に東京都により、都市計画法第15条の２に基づき、本方針の原案資料作成の依

頼がありまして、同年10月に都市計画審議会に報告、11月に回答を行い、令和３年９月に

は原案の縦覧を実施しております。都市計画法第16条に基づく公聴会につきましては、新

型コロナウイルス感染症の蔓延に伴いまして、令和３年３月から10月に約７か月ほど開催

が延期となっておりました。この公聴会は、事前に公述の申出の募集を行いまして、申出

がなかった場合には開催されないということになっております。なお、今回、公述の申出

がなかったため、開催がされておりません。 

 また、世田谷区に関する部分の意見はなかったと都から伺っております。令和４年に入

りまして、２月１日付で最初にお話しいたしました防災街区整備方針の都市計画案につい

て、都から区への意見照会があり、都市計画法第17条に基づく公告・縦覧が２月17日から

３月３日まで実施されております。 

 ４、防災街区整備方針案についてを御覧ください。本方針の見直しに際しまして、区で

は現行の防災再開発促進地区、こちらはスライドの画面で青色の部分６地区の事業進捗状

況及び地区計画の策定状況等に応じた時点修正のほか、区域の修正を行っております。ま

た、新規に防災再開発促進地区に指定する黄色の６地区を抽出しております。 

 防災街区整備方針の世田谷区に関する部分の詳細につきましては、お手元の別紙１に、
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防災街区整備方針案から、冒頭の部分と世田谷区に記載の部分を抜粋しております。こち

ら別紙１は、本方針の最終的な形となっておりまして、新旧を比較した図がないので、別

紙２を新たに作成いたしまして新旧の対照の図をつけておりますので、詳細につきまして

はこちらも含めて御覧ください。 

 それでは、スライドをお示ししています青い地区、既に指定されている６地区につきま

して、先ほどお話ししました事業の進捗状況や地区計画の策定状況に応じた時点修正や区

域の修正を行っております。既存の６地区の主な変更点につきましては、説明用資料１の

２ページ目の下の表に主な内容を記載しております。 

 変更６地区のうちの一つの例としまして、５番目、上馬・野沢地区について御説明させ

ていただきます。上馬・野沢地区につきましては、先ほど申し上げた事業の進捗の修正の

ほか、スライドでお示ししている都市計画道路補助50号線につきまして、東京都防災都市

づくり推進計画に延焼遮断帯として位置づけられていることから、改めて防災公共施設に

追加をしております。 

 続きまして、防災再開発促進地区に新規に指定する６地区について説明をいたします。

お手元資料の３ページ目の表を併せて御覧ください。新規地区につきましては、防災街区

整備方針に記されている防災再開発促進地区の指定要件の一つに、防災街区の整備に資す

る事業・制度等が導入されている地区という項目がございまして、その事業・制度等に該

当する住宅市街地総合整備事業を既に導入し、密集市街地改善の取組みを進めております

表に記載の６地区について、新たに指定しているというものでございます。 

 新規６地区のうちの一つの例としまして、下高井戸駅周辺地区について御説明させてい

ただきます。下高井戸駅周辺地区は、住宅市街地総合整備事業、いわゆる密集事業により

地区の防災性を高め、安全で快適な街となるよう取り組んでおります。防災再開発促進地

区として指定する区域は、地区街づくり計画及び住宅市街地総合整備事業と同様の区域と

しております。また、防災公共施設として、延焼遮断帯として位置づけられている補助

128号線を指定しております。 

 ただいま御説明いたしました変更、新規、それぞれの地区につきまして、本審議会へ御

報告させていただいた時点からの変更点につきましては、ほかの自治体との表現等を統一

するための文言修正などとなっておりまして、大きな変更点はございません。個別の詳細

につきましては、別紙１及び別紙２を後ほど御確認いただければと思います。 

 ５、今後のスケジュールについてを御覧ください。本日御承認いただけましたら、今月
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中に東京都へ回答いたしまして、５月に東京都の都市計画審議会に付議をし、６月に決

定、告示を予定しております。 

 最後になりますが、お手元の諮問文第380号を御覧ください。こちらの諮問文の次に意

見照会の回答案として、こちら、変更案に異議はありませんとしております。 

 こちらの裏面に都市計画の案の理由書を添付してございます。案の理由書は、御説明い

たしました方針の目的とともに、東京都防災都市づくり推進計画との整合や、事業・制度

等の実施状況を都市計画に反映するため変更するとの内容となっております。 

 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○会長 説明は以上でございます。 

 本件につきまして、御質問、御意見等がございましたら、承りたいと思います。いかが

でしょうか。 

○委員 都市計画道路が延焼遮断帯として定義されているということですけれども、道路

が延焼遮断帯として有効かどうかということでは、私は大変疑問を感じているところです

し、計画そのものに住民が反対をしていたり、現道がないところに通すような計画があっ

たりということで、ここは慎重になるべきだというふうに思うんです。事業化されている

ところであっても、たしかさっきの上馬でしたっけ、あそこは住民合意を非常に大切にし

て道路を進めていると思いましたけれども、そこはどのような進め方をしていますか。 

○防災街づくり課長 上馬の具体的な取組み内容を私の方で把握ができておりませんが、

地域の意見を聞きながら進めていると伺っております。 

○幹事 上馬・野沢地区につきましては、都市計画道路以外につきましても、主要区画道

路として、４路線不燃化に対して事業を進めております。その４路線につきましては、修

復型の建替えを基にして進めておりますので、地域の方の合意が得られたところから、順

次建替えを行い、不燃化を進めている状況となっております。 

 以上です。 

○委員 修復型で進めるというのが非常に重要だと思いますし、世田谷はそれで成果も上

げてきていると思うんです。都市計画道路が延焼遮断帯だと言いますけれども、これはや

はり疑問がありますし、この間の議会で、東京都の審議会でその効果が検証されているの

かということであれば、それはエビデンスはないというようなやり取りもあったというこ

とですので、ここは慎重にするべきだし、道路の整備については修復型住民合意を徹底し
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ていただきたいと要望します。 

○会長 最後は要望ということで。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、御質問、御意見がないようでございますので、本日諮問でございます

から、採決をさせていただきたいと思います。 

 それでは、諮問第380号「東京都市計画防災街区整備方針の変更について」です。賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

〔 挙 手 〕 

○会長 全員賛成と認めます。したがいまして、諮問第380号につきましては原案のとお

り承認いたします。ありがとうございました。 

 

 それでは、続いて報告事項に移りたいと思います。まず最初に、報告事項(1)「東京都

市計画地区計画の変更（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）、東京都市計画用途地域の

変更（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）及び東京都市計画高度地区の変更（世田谷西

部地域上祖師谷・給田地区）について」の審議に入ります。 

 本件につきまして、説明を○○幹事にお願いいたします。 

○幹事 それでは、東京都市計画地区計画、世田谷西部地域上祖師谷・給田地区の変更、

関連都市計画の変更について御報告をいたします。 

 本件につきましては、本年１月17日に開催いたしました第112回都市計画審議会で、地

区計画原案の御報告をさせていただいた案件でございます。 

 初めに、お手元の参考資料１の表紙を御覧ください。１、主旨でございます。本地区

は、都市基盤施設が未整備なまま市街化が進行した住宅地であり、世田谷西部地域地区計

画を指定し、これまで建替えを契機とした街づくりを進めてまいりました。平成16年の都

市計画道路補助第54号線の事業認可を契機として、地域住民の皆様と意見交換を重ね、当

該地区沿道に適した街づくりの検討を進めてまいりました。このたび、地区計画変更原案

説明会等でいただいた御意見を踏まえまして、世田谷西部地域上祖師谷・給田地区地区計

画の変更案を取りまとめたので、報告するものでございます。 

 ２番の対象地区につきましては、後ほど前のスクリーンで御案内をいたします。 

 ３番、これまでの経緯につきましては、資料の１ページから２ページにわたりまして記
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載のとおりでございます。 

 ４番、地区計画案の理由につきましては、15ページにございます。後ほど御確認いただ

ければと思います。 

 ５番、地区計画変更案、６番、関連する都市計画の変更につきましては、前のスクリー

ンを活用して、要点を絞って御説明をいたします。前のスクリーンを御覧ください。 

 初めに、対象地区について御説明をいたします。青色の斜線の部分が対象地区となる世

田谷西部地域上祖師谷・給田地区地区計画の区域です。このうち、南側の黒の点線の都市

計画道路補助第54号線沿道20メートルの部分をこのたび補助54号線沿道地区に区分し、地

区計画等の変更を行うものでございます。 

 なお、対象地区の西側は、都市計画公園、さらに西側は第一種中高層住居専用地域であ

り、このたび変更する西部地域地区計画区域外となっております。 

 現在、変更予定区域及びその周辺は、第一種低層住居専用地域、建蔽率は50％、容積率

は100％、敷地面積の最低限度は80平方メートルとなっております。しかしながら、世田

谷西部地域地区計画の制限によりまして、建蔽率は40％、容積率は80％に、敷地面積の最

低限度は100平方メートルに制限されています。これらの地区計画による制限は、敷地に

接する道路を区画道路として整備することによりまして解除される規定となっておりま

す。 

 次に、地区計画の名称、位置、面積、地区計画の目標については記載のとおりでござい

ます。 

 また、それぞれの方針につきましては、画面のとおりとなっておりまして、補助54号線

沿道地区に関する内容を書き加える形で変更しております。画面には書き加えた部分のみ

表示しております。なお、原案からの変更はございません。 

 続きまして、地区整備計画の建築物等に関する事項について御説明をいたします。初め

に、建蔽率、容積率の最高限度でございます。補助54号線沿道地区は、現行の地区計画と

同様の制限内容の、建蔽率40％、容積率80％とし、敷地部分の全ての区画道路、都市計画

道路等が整備されている敷地の場合につきましては、地区計画で定める制限が解除とな

り、今後、用途地域で定める建蔽率60％、容積率200％が適用されます。 

 次に、敷地面積の最低限度についてでございます。補助54号線沿道地区につきまして

は、地域の防災性の向上のため、最低敷地面積を125平方メートルといたします。 

 次に、高さの最高限度についてです。補助54号線沿道地区において関連都市計画の変更
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として、用途地域を第一種中高層住居専用地域に変更し、それに伴いまして、高度地区は

25メートル第二種高度地区といたします。その上で、低層住宅地の街並みとの調和を図る

ため、地区計画により、建築物の高さの最高限度を17メートルに制限してまいります。さ

らに、そのほか、垣又はさくの構造の制限を設けてまいります。 

 続いて、関連都市計画の変更等のうち、用途地域の変更について御説明をいたします。

現在、地区計画の全域は、第一種低層住居専用地域が指定されていますが、このうち、今

回の地区計画等の変更に合わせて、補助54号線沿道地区を第一種中高層住居専用地域にい

たします。用途地域の変更に伴いまして、建蔽率は50％から60％に、容積率は100％から

200％に、最低敷地面積は80平方メートルから70平方メートルに、高度地区は、第一種高

度地区から25メートル第二種高度地区に変更いたします。区画数値につきましては、補助

216号線の東側の補助54号線の完成区間と同様の指定としております。 

 なお、用途地域の変更に当たっては、現在、東京都と協議を進めております。 

 お手数ですが、お手元の参考資料１の２ページにお戻りください。７、地区計画変更

（原案）の説明会の開催の概要でございます。説明会につきましては、令和４年２月４日

に行いまして、３名の方に参加いただきました。主な意見といたしましては、防災性を向

上させる観点があることは望ましいとの御意見をいただきました。また、区画道路の整備

に伴う補償などの御質問をいただき、道路事業と地区計画の違いなどを御説明させていた

だきました。さらに、他の区域で用途地域の変更しない理由について御質問をいただきま

した。 

 改めて前のスクリーンを御覧ください。例えば駒澤大学野球場から成城通りの区間につ

いては、既に第一種中高層住居専用地域が指定されているということ、あと都市計画公園

が間にあるということなどを御説明いたしまして、御理解をいただきました。 

 また、補助54号線と都道118号線の間につきましては、狭隘な道路や狭小敷地が多く、

補助54号線沿道との状況の違いがあること、仮に狭隘道路を区画道路として拡幅した場

合、再建が難しい敷地が生じる点などを御説明し、御理解を得たところでございます。 

 例えば前のスクリーンを御覧いただきますと、南北に走っております茶色い道路につき

ましては、４メートル未満の狭隘道路になっております。建物につきましては、赤い色の

部分、こちらについては80平方メートル未満の狭小敷地になっておりまして、一番小さい

もので50平方メートル台の敷地などがございます。こういったところを拡幅いたします

と、沿道の建物の再建が難しくなる敷地が生じるというような御説明をさせていただいて
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おります。 

 なお、このたびの都市計画道路補助54号線沿道の街づくりにつきましては、この赤の点

線の範囲の皆様に街づくりニュースを配布しまして、意見を募って検討を進めてまいりま

したが、補助54号線沿道地区周辺からの御意見等はございませんでした。 

 今後も沿道地区周辺の街づくりの機運が高まった場合には、改めて街づくりに取り組ん

でまいります。 

 次に、お手元の資料３ページにお戻りください。８の地区計画変更（原案）の縦覧・意

見書についてでございます。縦覧につきましては令和４年１月31日より２週間、意見書の

提出につきましては３週間行っております。意見書の提出は１通ございました。 

 お手元の資料の４ページ、主な意見の要旨を御覧ください。左側が主な意見でございま

す。地区計画等の変更による影響について、利点と欠点とを説明してほしい、今後も閑静

な住宅地の空間を維持してもらいたいといった御意見でございました。このたびの区の見

解が右側になります。今回の地区計画等の変更は、都市計画道路補助第54号線の道路事業

の進捗に伴い、みどりのある周辺環境と調和した街並みや防災性の向上と生活利便施設が

適切に配置される、沿道に相応しい住宅地の形成を誘導することを目標としております。

地区計画に敷地面積の最低限度や建築物の高さの最高限度を定めることで、閑静な住宅地

の住環境や街並みとの調和を図ってまいりますという回答になります。 

 最後に、３ページにお戻りいただきまして、一番下の９の今後のスケジュールについて

御説明をいたします。令和４年６月に都市計画法第17条に基づく公告・縦覧、その後、７

月の都市計画審議会で諮問を経まして、10月に都市計画変更決定、告示を行う予定でござ

います。 

 説明については以上でございます。 

 

○会長 説明は以上ということでございます。 

 ただいまの説明に関して、御質問、御意見がございましたら、承りたいと思います。い

かがでしょうか。 

○委員 説明会の参加が３人だったという話ですけれども、この地域は街づくり協議会な

り、住民が街づくりについて議論をするような場というのはないんですか。 

○幹事 こちらの地域につきましては、沿道で大体36軒ぐらいしかなく、個別に御意見を

伺えるような環境でもございます。今回、意見交換会を令和元年から３回ほど積み重ねま
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して、素案をお示しし、御意見をいただき、さらに今回原案で御説明をさせていただいて

います。その間に、回によってそれぞれ人数が違いますが、御説明をさせていただいてお

り、皆さん、沿道の方は理解をされていると認識をしております。 

○委員 そうすると、周辺の方、区も個別に状況はほぼ掌握していると、つかんでいると

いう理解でよろしいんですか。 

○幹事 全数回っていないんですが、ただ、今回、影響の大きい敷地面積が500平方メー

トル以上の大規模な敷地のお宅には戸別に回らせていただきまして、今回敷地面積の最低

限度125平方メートルを入れますので、将来的な細分化が難しくなりますという御案内を

させていただき、皆様方に御理解をいただいた状況でございます。 

 以上です。 

○会長 今回、全体の地区計画の道路、54号線に伴う部分だけ、さっきの赤い点線の範囲

で説明などをされてきたということですが、全体に対してこういうふうに変更になります

よということをお知らせする機会というのはあったんでしょうか。 

○幹事 これまで、先ほどの令和元年以降にやらせていただいた意見交換会ですとか、素

案説明会、原案説明会のときに、街づくりニュースを作りまして、全戸配布をしておりま

す。そういう点では、周知はさせていただいていると認識しております。 

 以上です。 

○会長 分かりました。 

 ほかによろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 ありがとうございます。それでは、報告でございますので、御質問、御意見等が

ないようですから、報告事項(1)については以上にさせていただきたいと思います。 

 

 続きまして、報告事項(2)です。「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正等

に伴う高度地区の変更について」の審議に入ります。 

 本件の説明につきまして、○○幹事よりお願いをいたします。 

○幹事 それでは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正等に伴う高度地区

の変更について御説明いたします。 

 参考資料２を御覧いただけますでしょうか。主旨でございます。区では、平成31年に都

市整備方針で目指す将来都市像の実現等のため、区内全域の高度地区を変更しておりま
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す。 

 変更に当たりましては、３ページの参考２を御覧いただけますでしょうか。参考２に総

合設計許可制度等の箇所の抜粋版を添付しておりますけれども、都市計画審議会からの答

申も踏まえ、建築物の高さと敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方を策定いた

しまして、その中で一般規制として、地域の実態等を踏まえた建築物の高さの最高限度の

見直しと、公共的な空地の確保や敷地内の緑化の推進等、市街地環境の向上に資する建築

に対して一般規制を超える高さの上限を設定し、住環境の向上を誘導することといたしま

した。 

 この考え方に基づきまして、総合設計許可制度等を活用する建築物の特例として、３ペ

ージに記載のとおり、総合設計許可制度及びマンション建替法容積率許可制度を活用する

建築物について、市街地環境の整備改善に資する建築として許可を受ける容積率を活用で

きる絶対高さ制限の上限を定めました。このたび、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律の一部改正により、一定敷地面積を有し、市街地の環境の改善に資すると認められる長

期優良住宅について、許可による容積率制限の緩和が規定されました。このことにつきま

して、高度地区の変更の際に策定した高さ等のルールの見直しに関する基本的考え方に即

し、市街地の環境改善に資すると認められる場合の高度地区の特例として定めた総合設計

許可制度や、マンション建替円滑化法の容積許可制度と同様の誘導が期待できることか

ら、高度地区の特例を追加する変更案を取りまとめたので、報告するものでございます。 

 続きまして、２でございます。これまでの経緯でございますが、記載のとおりでござい

まして、改正を受けまして、東京都の総合設計許可に関する要綱が令和４年２月に改正さ

れております。また、区におきましても、令和４年４月１日に、区の総合設計許可要綱を

改正しております。 

 ３の長期優良住宅法第18条による制度の概要につきましては、恐れ入りますが、２ペー

ジを御覧いただけますでしょうか。一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資

すると認められる場合に、容積率制限を緩和することができるというものでございます。 

 ここで、長期優良住宅につきまして、簡単ではございますが、説明いたします。２ペー

ジの参考１に概要を記載しておりますけれども、長期優良住宅とは、長期にわたり良好な

状態で使用するための措置が講じられた優良住宅としております。これは特定行政庁に申

請し、基準に適合する場合に認定を受けることとなります。この認定に必要な主な要件と

いたしましては、劣化対策や耐震性、維持管理、更新の容易性、省エネルギーやバリアフ
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リー性などがございます。 

 続きまして、４の高度地区変更（案）の理由でございます。11ページに都市計画の案の

理由書として記載しております。後ほど御覧いただければと思います。 

 続きまして、５、高度地区変更（案）でございます。総合設計許可制度等を活用する建

築物の特例に、長期優良住宅法第18条に基づく許可を受けた建築物について規定すること

としておりまして、恐れ入りますが、10ページを御覧いただけますでしょうか。10ページ

の９のところに記載しております総合設計許可制度等を活用する建築物の特例として、各

号に該当する建築物で区長が認めたものについては、絶対高さ制限に関わる規定は適用し

ないというものにつきまして、下線を引いた箇所となります「(3)長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第18条に基づく許可を受けた建築物で、当該建築物の高さが60メートル

を超えないもの」を追加するものでございます。 

 最後に、今後のスケジュールでございます。本年６月に都市計画法第17条による案の公

告・縦覧を行いまして、７月に都市計画審議会に諮問し、10月に都市計画変更の決定、告

示を予定しております。 

 説明は以上でございます。 

 

○会長 説明は以上ということでございますので、本件につきまして、御質問、御意見が

ございましたら、承りたいと思います。いかがでしょうか。 

○委員 今、最後に読み上げたところで「60メートルを超えないもの」とありますけれど

も、これは緩和して60メートルの高さ制限になるという意味なんですか。 

○幹事 10ページの９を御覧いただければと思いますけれども、高度地区の中で緩和の規

定がございます。これは、平成31年度に高度地区の規制をしたときに、絶対高さを規制す

るとともに、一定程度の規模の中で、市街地環境に資する計画であれば緩和をすると、そ

ういう考え方を定めております。それに基づきまして、これまでは総合設計制度を活用し

たりですとか、マン建法に基づくマンションの建替えのものを定めまして、60メートルを

超えないものについては特例で緩和をするといった規定にしております。 

 今回、長期優良住宅につきましても、同様の効果が期待できるということがございまし

たので、同様に、60メートルを超えないものについては規定は適用しないという形の緩和

をしているというものでございます。 

 以上でございます。 
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○委員 その60メートルを超えないものって、具体的にどういうことなんですか。例えば

絶対高さが25メートルになっているようなところで、これで緩和の規定になりますという

ときに、60メートルを超えない計画だったら、そのまま全部認めますということなんです

か。 

○幹事 今回、高度地区の緩和ということになりますので、絶対高さについては、例えば

25メートルというものは緩和ができるというものになります。ただ、この際、斜線が高度

地区は定められておりますので、その敷地の規模によって、最大で60メートルまでしか緩

和できないというものになります。 

 以上でございます。 

○委員 それから、もう一つ質問なんですけれども、緩和をするというようなときに、私

は、いろんな建築計画が起こったときに、大規模なマンションなんかでは、やはり周辺の

住民の合意というのが大切だと思うんです。環境に資するとか、いろいろ緩和の要件があ

るにしても、それが住民が納得できて、それならいいというふうになるかどうかというの

が非常に大事だと思うんですが、周辺の住民合意の考え方についてはどうなんですか。 

○幹事 今回、都市計画で高度地区の緩和の考え方ということで、長期優良住宅を何とか

推進していこうといった形で定められていると承知しております。 

 また、世田谷区の場合ですと、そういった大規模な建築計画でありますと、世田谷区の

街づくり条例の中で、例えば変更可能な段階での建築構想といった形での住民への説明で

すとか、様々な条例の中で、その時々でしっかりと説明をしているといった形で、そうい

った近隣への影響が大きいと想定されるようなものにつきましては、そういった条例の方

で誘導していくというか、そういった形で考えております。 

 以上でございます。 

○委員 そういうときに、例えばこれは緩和の規定で、緩和の要件も区としてきちっと基

準をつくっているんだと思うんですけれども、要件に合うから、区としては緩和を認める

というふうにこの規定でしたときに、だけれども、周辺住民はやはり納得できないとなっ

たときに、やはり緩和ですから、もともとの基準というのもあるわけですから、そこにつ

いては、住民合意を前提にするなりなんなりというのが必要かと思うんですが、その辺に

ついていかがですか。 

○幹事 まず、都市計画法上は高度地区の緩和という形で、アッパーの条件といいます

か、そういったものは定めさせていただくと。これはあくまでも長期優良住宅というもの
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を施策として進めていくというものに合致すると思っております。その上で、今回長期優

良住宅の容積率の緩和というのがありますので、ある程度大規模なものになると、そうい

ったものになりますので、世田谷区としては、街づくり条例ですとか、住環境条例ですと

か、様々な条例がございますので、その時々で周辺住民の方との話合い等によって、何と

か合意といいますか、納得ができるような計画に誘導していきたいと、そういう考えで進

めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員 長期優良住宅の認定の主な要件ということがここに挙げられているんですけれど

も、まずこの要件というのはどういうふうに決まるのか、例えば世田谷区は世田谷区で決

めるものであり、例えばほかの自治体はそれぞれの自治体で決めるものなのかということ

が知りたいのと、あと居住環境とか維持管理、更新の容易性みたいなところというのは、

定量的に示すのは難しいような気がしないでもないんですけれども、具体的にどういうふ

うな基準になるんでしょうか。 

○幹事 基本的には、世田谷区内の場合ですと、延床面積１万平方メートル未満ですと、

世田谷区が認定をする形になりまして、延床面積が１万平方メートル以上になりますと、

東京都が認定する形がございます。その中で、基準ですが、正確に把握はしていないんで

すが、基準は国で定めた基準であるかなと。ちょっと確認をさせていただきますが、国で

統一された基準があるというふうに思っております。また、長期優良住宅は、これまで戸

建て住宅等でかなり使われてきたものでございまして、それはある程度の、例えば減税で

すとか、そういった優遇措置がございましたので、戸建て住宅で促進されてきたというこ

とがございます。なかなか共同住宅等で推進がされなかったということがございまして、

今回の改正があったわけですけれども、そういった中で、やはりマンションですと、居住

環境もそうですし、空地ですとか、緑地もありますけれども、しっかりとした管理組合が

あって、しっかりと維持管理を継続的にできると、そういった趣旨でございますので、そ

ういったものが定められているというふうに承知しております。 

 以上でございます。 

○委員 ちょっと今、正確なところが分からないということであれば、後ほど教えていた

だきたいんですけれども、そのときでももちろん構いませんが、要は世田谷なら世田谷の

地域性みたいなものが反映されるような仕組みにはなっていないということの理解でよろ

しいんですか。 
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○幹事 今回の法改正に伴いまして、容積率の緩和が使えるようになるといった形になり

ます。その中で、総合設計制度というものを活用していくわけですけれども、それに関す

る要綱というものを世田谷区で定めております。また、高度地区の緩和の規定の中で、そ

ういった基準がございますので、例えば空地ですとか、緑地ですとか、そういった高さの

緩和につきましては、世田谷区の考え方、基本的考え方に基づいたもので定めていく形に

なります。そういった意味では、世田谷区の地域性というものが反映できると考えており

ます。 

○会長 今日報告を受けていることですが、何が変更されるのかというのは、世田谷区が

都市計画決定をした高度地区にもう一つ規制手法を加えますということで、10ページのと

ころにありますように、総合設計制度が(1)、(2)がマンション建替法、そして今回が長期

優良住宅の普及の促進に関する法律で、戸建てから集合住宅対応ということに適用範囲が

広がったと考えればいいんですか。つまりそれが１つの結果、気になって、今回これを加

えておくということにして、60メートルというのは、最大45メートルまでの高さ制限を世

田谷区の街づくりで決めてきたことですが、そこにより良い条件を整えて良い住宅を建て

る場合には60メートルまで許しますと。これがないとどんと高くなってしまう可能性もあ

るわけですが、その60メートルというところが世田谷で決めてきたことということになる

かと思います。 

 平成20年に法律ができていて、戸建てでずっとやってきているんですが、それを集合住

宅に対応するというのは最近のことなんですか、それとも国の方で少し状況が変わったと

いうことなんですか。 

○幹事 制度的にはこれまでの共同住宅では適用できたわけですけれども、なかなかメリ

ットといいますか、戸建て住宅で感じるメリットほどなかったというのが実態だろうと考

えております。そういった意味で、今回、総合設計制度という形で、容積率が割増しにな

りますので、そこがメリットと共同住宅で感じれば、長期優良住宅型の共同住宅が推進さ

れるだろうと、そういう狙いがあると思っております。 

○会長 これは(2)のマン建法の建替えのときにも、要するに建替えて新しいマンション

に建替わりますから、そのときに(3)を使ってやるという、つまり併用で、マン建法プラ

スこれでやるというようなこともあり得る。高さは同じで60メートルでやっぱりリミット

なんですけれども、そういう事態も起こり得るというふうに考えておけばよろしいんでし

ょうか。 
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○幹事 総合設計制度上は、それぞれの法律に基づくものの、適用というのがございまし

て、今回、長期優良住宅が、例えばいろいろ空地ですとか、緑地面積なんかの計算式が緩

和されております。敷地とかによりますそこの計画に、どちらが有利かというものを事業

主さん側が判断されて、どれかを適用していくだろうというふうに思っております。 

○幹事 少し補足をさせていただきますが、今回の長期優良住宅というものは、これまで

総合設計制度、あとはマンション建替円滑化法を使ったときの建替えにおいても、一般的

にはこの制度を使って建替えはできます。ただ、この長期優良というのは、ここがみそで

ございまして、環境に配慮していく、脱炭素、少なくしていく、これが国としての目的で

あるといったところでございます。これを推進、あるいは促進していくためにも、制度的

に国の方も、建築基準法に基づく総合設計制度を活用し、どんどん増やしていきましょう

といったところになっています。世田谷区としても、環境共生都市といったところも含め

た中で、何とか推進していきたいといったところもございます。 

 今回のこの長期優良住宅についても、長期優良住宅型総合設計制度というまた名前もご

ざいますので、基本的には総合設計制度と同じというふうに考えていただければと思いま

すが、建物につきましては、そういった意味で環境に配慮していくというふうな意味合い

もございます。 

 以上でございます。 

○会長 マン建法も適用される古いマンションで、建替えるものを、要するにストック型

対応で長期優良住宅化していきたいと。両方選べるんだけれども、どっちが有利かでどっ

ちかを選ぶと。両方対応というか、両方を活用するとか、誘導するという目的を持ってい

るわけではないと考えてよろしいんでしょうか。 

○幹事 さようでございます。どちらか一方という形になります。 

○会長 分かりました。というようなことで、マン建法にしても、長期優良住宅の普及促

進にしても、その本体はマンションを建替える、マンションをよりよいストックにする。

ところが、それが周辺に、委員が御指摘されたような、街の環境に必ずしも適合するかど

うかということがありますので、それをいわば東京都、世田谷区で定めてきた高度地区で

制御していく。それを申請するに当たって、事前に対話する機会も取れますので、そこで

話合いをして、世田谷らしいマンションにしてくださいということも議論することが、対

話することができる、そういう仕組みになっているのかなと思っております。そういう意

味で、世田谷らしい仕組みの中にもう一つ加えましたということになるかと思います。 
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○委員 ２ページ目の公開空地に関してなんですけれども、先ほどの御説明で総合設計の

運用の中で、要綱として、この公開空地をどう考えていくかということが、世田谷区の中

で独自に書いていくことができるんじゃないかなと思っております。今、東京都もそうな

んですけれども、公開空地の量です。ここにも書いてありますけれども、公開空地を確保

すること、それから、緑量、みどりの量ということは決まっておりますけれども、今必要

なのは公開空地の質の話じゃないかなと思っていまして、例えば滞留空間の量であると

か、その場所、その場所によって、先ほど委員からも御質問がありましたけれども、世田

谷の地域性を反映していくという意味でも、公開空地の質を世田谷区の方で要綱で積極的

にどうあるべきかということを、それをガイドラインがいいのか、今、都度協議されてい

ると思うんですね。ですけれども、いつもこの場合、面積を確保されて、みどりの量がで

きていれば、何となくそれで収まって、どうも同じような公開空地ができているのが、東

京都の中での現状だと思っております。ですので、ぜひ世田谷区から東京都より先駆けて

公開空地の質をどうするかという議論をできればと思っているんですけれども、その辺、

今回の18条の制度だけの話ではないと思うんですけれども、お考えをお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○幹事 そういった意味で、長期優良住宅の認定の条件として、常日頃の維持管理といっ

たところも認定の条件に入っていきます。これは１回きりのものではなくて、継続的に管

理していることを確認していく制度になっておりますので、そういったところで、緑地な

り、公開空地等を含めて、ある程度の質は担保できるのかなと思いつつも、公開空地、面

積だけ確保できればいいだろうと、そういったような考え方ではなくて、より世田谷らし

い公開空地、緑地の質の在り方というものをこれから考えていって、それをどう担保して

いくかといったものを検討してまいりたいと思っております。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 世田谷区はみどりの街づくりの条例を持っていますよね。それはこれとは別に適

用されるわけですよね。 

○幹事 世田谷区の場合ですと、住環境条例もございますし、みどりの基本条例もござい

ます。その中で、緑化の面積だけではなくて、質等につきましてもしっかりと条例の中で

担保しております。 

 以上でございます。 

○会長 ですから、このマンションの開発事例の案件が出てきた場合に、協議の対象とし
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て、これはこれですけれども、みどりの基本条例も同時にあり、住環境条例もあり、それ

らを合わせた議論ができる、協議ができるようになっていると考えておいてよろしいんで

しょうか。 

○幹事 総合設計制度、住環境条例、みどりの基本条例、それぞれ適用されますので、総

合的に世田谷区としては事業者とも協議が進められるものと考えております。 

 以上でございます。 

○会長 一応そういう仕組みになっていますが……。 

○幹事 今のみどりの件についても、例えばマンションを建てる際に、そのみどり率自体

は確保していると、でも、それがマンションのいわゆる道路沿いじゃなくて内側に確保す

るだとか、そういったことではなく、もともとが高さ制限を緩和する際にも、地域に貢献

できるようにオープンスペースとして、あるいは道路沿いから見られるようにみどりを配

置するだとか、空地を確保するだとか、そのような形で、こちらの方からもお願いだと

か、協議をさせていただきながら、緩和については、緩和をしていく取組みをしていると

いったところでございまして、基本的に数字がどうだというよりも、その数字に基づいた

中で、周りにも配慮していただくと、そういうような取組みをしています。 

 以上です。 

○委員 世田谷の中では、風景資産という取組みもございます。私は風景づくり委員会に

も入っているんですけれども、風景資産の方は、風景そのものと、それから活動主体が存

在しないと資産として認められないということで、少しこれと同列で話すことではないの

かもしれませんけれども、合意形成の話だけではなくて、その後どういうふうにして公開

空地が、本当に世田谷区民の財産として運用できるのかということは、多分、合意形成の

協議会の仕組みだけではなくて、もう少しどういうふうにしてそこで議論をして、よりよ

い公開空地をつくっていくのかという議論の仕組みとか、関わり方の仕組みも必要なんじ

ゃないかなというふうに思っています。ですので、世田谷区の中には様々な条例や、総合

設計の中で運用できるものもあると思うんですけれども、公開空地の質の議論はぜひ庁内

で連携して進めていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員 今の議論にも少し関連をするところかもしれませんが、例えば歩道状の公開空地

にしても、広場状にしても、それから、場合によっては、敷地の中の貫通通路みたいなも

のの扱いにしても、この長期優良の制度とか、マンションの建替え促進の趣旨と、それか
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ら総合設計の制度上の趣旨を踏まえると、要するに、開発事業者に対してインセンティブ

を与えて、その代わりに、公共公益的な基盤施設を整えていくということですよね。その

ときに、面積要件ということだけではない、質の部分が大事ですよというのは、まさに今

の議論のとおりだと思うんですが、例えば被災時のいっとき避難の話が入っていたり、そ

れから防災に資するような施設の整備の話が入っていたり、やっぱり現代的な課題という

意味でいうと、平面の、要するに道路が狭いから広げましょうとかというだけではなく

て、周辺の住宅系市街地の安全安心の性能自体を高めていくのに、どうやって貢献できる

かという観点から総合設計というのはやっぱり積極的に評価されるべきだろうとは思うん

ですよね。 

 そのときに、ここにも書かれているように、そういう様々なインセンティブの要点があ

るんですが、こういうものを事後検証というか、実際に整備したんだけれども、どうだっ

たのかといって、それを次の事業に反映できるようないわゆる仕組み、フィードバックし

ていくような仕組み、だから、面積は整ったけれども、実際あまりよく機能できていなか

ったような事例もあるよとか、あるいは逆にうまくいったものは、次の事業者にこういう

ような考え方でうまくやってほしいとか、そういうふうにフィードバックしていくような

ものが、地区街づくり計画とか、あるいは街づくりの協議の中で、協議型の進め方の中で

うまく仕組みとして定着してくるといいし、あるいはそれが事前に公開されると、事業者

の方も事前に参考になるようなものができてくるんだと思うんですが、そういうものとい

うのが、本来はできてくるといいんじゃないかなと。だから、国のマニュアルに上乗せす

る形になるんだと思うんですが、そんなような形があればと思いますね。コメントです。 

○会長 良化が悪化を駆逐するように、良化探しをしようと、それを公開することによっ

て、世田谷のいわば街づくり財産として、こんな街なんですということを広めていくこと

がよりよい街づくりにつながるだろうということで、１回制度をつくったら、あとは運用

するだけではなくて、いわばアウトプットじゃなくて、アウトカムとしてどんな街ができ

て、どんなふうに継続されてきたのということをやはりきちんと評価し、国と共有してい

かないといけないんじゃないですかという御示唆だと思いますので、御検討いただければ

なと思います。 

 そういう意味で、このマン建法による単なる建替えよりも、この長期優良住宅等のメリ

ットというのは、ちゃんとマンションを管理しなさいと、それは建物の管理だけじゃなく

て、共有している敷地内の財産も含めてのことだと思うので、当初設定された公開緑地等
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の問題を含めて、適正な維持管理ができるということが、いわば担保の条件になっていま

すが、マン建法の方は、管理問題というのは全然入っていないと思うんですね。そういう

意味では、こちらをうまく使っていく方が、ただ単に容積率がどんと割り増しして建替え

られるだけよりは、住環境条例とか、みどりの基本条例を絡めて、それをずっと担保して

いくことも、皆さんの、区分所有者の管理組合の義務になりますよということで、この追

加された法律を運用する方が、世田谷らしい街づくりを維持していく上では大事なのかな

と改めて思いましたので、ぜひそういう観点からも御検討いただければと思いました。 

 よろしいでしょうか。ほかには。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 ありがとうございます。それでは、報告事項の(2)は以上にさせていただきま

す。 

 

 報告事項の(3)に移りたいと思います。報告事項(3)「東京都市計画緑地の変更について

（第101号北烏山七丁目緑地）」の審議に入りたいと思います。 

 本件の説明を○○幹事にお願いいたします。 

○幹事 それでは、東京都市計画緑地の変更について（第101号北烏山七丁目緑地）につ

いて御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、お手元の参考資料３を御覧ください。１の主旨でございます。世田谷区都市整備

方針におきましては、公園や緑地について、計画的な配置と面積を確保し、地域の特性に

合った整備を進めるとしており、地域整備方針におきましては、計画地を含む北烏山七丁

目地区について、良好なみどり、みずの環境を維持、育成した街づくりを進めるとしてお

ります。 

 世田谷区みどりの基本計画におきましては、エリア別の取組みとして、烏山寺町周辺み

どりの拠点について、まとまりのある樹林を大切にする、歴史を感じさせる風景の保全に

努める、オープンスペースの確保やみどりの保全を図ることとしております。 

 世田谷区北西部に位置します本計画地は、寺院が多く立ち並ぶ住宅地にある大規模な樹

林地となりまして、地域の風景を特徴づける重要な要素となっております。計画地のまと

まりのある既存樹林を保全し、周辺の都市計画道路や地域住民の日常生活を支える生活道

路と調和した地域住民が利用できる緑地とすることで、地域のみどり豊かで良好な生活環

境を確保することができます。 
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 こうしたことから、北烏山七丁目地内約3.0ヘクタールの区域につきまして、第101号北

烏山七丁目緑地として都市計画決定するものでございます。 

 ２の内容は御覧のとおりとなります。恐れ入りますが、詳細につきましては、スクリー

ンにより御説明をさせていただきます。 

 まず、今回の北烏山七丁目緑地の法令に基づいた位置づけについて御説明いたします。

こちらの表は、区内における都市公園法及び世田谷区立公園条例に基づいた主な公園、緑

地の種類と、それぞれの代表的な公園をまとめたものでございます。公園、緑地の種類に

つきましては、規模や形態、管理者などから主にこの表にあるような種別がございます

が、今回の北烏山七丁目緑地は、この中で都市緑地に分類しております。都市緑地は、都

市の自然的環境の保全並びに改善、市街地における都市生活の安定性及び快適性の確保を

図ることを目的としております。また、都市計画法の位置づけでは、都市施設の中の緑地

となります。 

 続いて、今回の計画地の位置について御説明いたします。計画地は、世田谷区北西部に

位置しており、東側に寺院が立ち並ぶ烏山寺町がございまして、周辺には北烏山七丁目公

園、北烏山ほととぎす公園などがございます。また、計画地西側が烏山通りに面してお

り、東側には寺町通り、南側には中央高速道路がございます。計画地は、京王線千歳烏山

駅から北西に約1.6キロメートルのところに位置しております。 

 続いて、計画地及び周辺の都市計画の状況について御説明いたします。計画地は、北側

約1.2ヘクタール、南西側約1.7ヘクタール、南東側約0.05ヘクタールの３つの区域に分か

れております。計画地の中央に位置しております地先道路予定地は、現在、計画地ととも

に一帯の樹林地となっておりますが、今回取得する土地所有者との協議の中で、道路とし

て整備することとなっております。また、青枠で示しております都市計画道路区域につい

ても、現況は樹林地でございまして、将来、道路の事業化がされるまでの間、今回の都市

計画緑地と一帯の緑地として活用する予定でございます。 

 周辺の都市計画の状況ですが、生産緑地が点在しておりまして、計画地の北東側には烏

山弁天池特別緑地保全地区がございます。 

 こちらは航空写真でございまして、赤枠が計画地でございます。 

 続いて、現地の写真でございます。こちらは、北側区域の中央部で草地が広がっている

様子でございます。 

 こちらは、北側の区域の東側の様子でございます。 
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 こちらは、北側区域の西側で、写真右側に白色の樹皮が特徴の大きなスズカケノキがご

ざいます。 

 こちらは、南西側区域の中央部の様子でございます。 

 こちらも、南西側区域の様子で、竹林が広がっている様子でございます。 

 こちらは、南東側区域の様子でございまして、手前が都市計画道路の区域、奥が緑地部

分となっております。都市計画道路につきましては、事業化されるまでの当面の間、緑地

と一体的に活用をしてまいります。 

 こちらは、烏山通りから計画地を撮影した写真になります。 

 スライドによる説明は以上でございます。 

 では、資料の方にお戻りください。恐れ入りますが、１枚おめくりいただきまして、裏

面２ページを御覧ください。都市計画図書でございまして、今回の都市計画は、東京都市

計画緑地に新たに北烏山七丁目緑地を追加するものでございます。内容については記載の

とおりでございます。 

 続きまして、３ページが新旧対照表でございます。おめくりいただきまして、裏面４ペ

ージが住居表示図、右側５ページが計画図でございます。 

 最後、裏面の６ページ目が都市計画案の理由書となりまして、記載については主旨のと

おりでございます。 

 では、恐れ入りますが、１ページ目にお戻りください。最後に、３のスケジュールでご

ざいます。本日御報告の後、５月19日から６月２日までの期間で都市計画案の縦覧を行い

まして、７月の本審議会に諮問をさせていただきたいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○会長 説明は以上でございます。 

 本件につきまして、御質問、御意見がございましたら、承りたいと思います。いかがで

しょうか。 

○委員 緑地を保全するためだということですけれども、さっき写真の中でサッカーゴー

ルみたいなのが見えたんですけれども、ここはグラウンドか何かとして使っているんです

か。 

○幹事 こちらにつきましては、ちょっと分かりづらいんですが、もともと今回の樹林地

の中央部にあります建物のようなものが見える部分がございまして、そこは岩崎学生寮と
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いう学生の寮がございます。今回区が取得することになった土地でございますけれども、

もともとこの岩崎学生寮の周辺に広がっていた同じ敷地のいわば庭のようなものだったと

いうものでございます。平成14年にこの岩崎学生寮が、寮自体は残したままで、周辺の土

地を売却したという経緯の中で、購入した土地所有者の方が開発を目指してやってきたと

いうものでございます。ただ、現地の状況は、もともと岩崎学生寮という寮が持っていた

土地の状態のままだったという中で、これは学生さんが恐らく置いて使っていたものであ

ろうというふうには思われますけれども、今後、世田谷区の方で取得をさせていただきま

して、緑地整備に向けて着手する中では、適正に管理をさせていただきたいというふうに

考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員 緑地というと、自然のまま、そのまま手つかずで保存するようなイメージがある

んですけれども、整備して活用するという考えがあるんですか。 

○幹事 先ほど申し上げましたけれども、都市緑地の意味づけといたしましては、都市の

自然的環境の保全並びに改善、都市計画の向上を図るといったような形で、通常のいわゆ

る公園に比べますと、委員おっしゃっていただいたとおり、緑地の保全という意味合いが

濃いものというふうには考えております。ただ、一方で、単純に閉鎖して、緑地だけを、

樹林地だけを保全するということではなくて、やはり地域の方に使っていただくというこ

とは大事な視点であると思っておりますので、既存の樹林地を保全しつつ、地域の方にど

のように活用していただくのかということについて、今後、検討してまいりたいと考えて

ございます。 

 以上でございます。 

○委員 この岩崎学生寮の敷地、私はあそこへ40年、近くに住んでおりまして、虫とか、

鳥とかがたくさんいる場所ですよね。それと寺町の周辺のみどりと一帯になっていて、言

ってみれば、自然の宝物が残されている場所ですよね。今後検討されるということなんで

すけれども、例えば東京農大の研究室とか、学生、専門家の力を借りて調査するとか、あ

るいは今残っている緑地として、奇跡的に残っているわけですから、その調査、認識みた

いなものと、今後、どういうことが課題として考えられるかというのは、それはやっぱり

ぜひとも専門家の方たちの指摘、あるいは調査が常に必要だろうと私は思います。 

 先ほどの話でもあったんですけれども、やっぱりリードしていく、あるいは指針を示す

のは行政の役目だけではなくて、ぜひとも専門家である、こういった人たちとか、あるい
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は都市計画のコンサルタントだっているわけですよね。そういうぜひ専門家の力を借り

て、それを行政の中に取り入れて検討していただければと思います。 

 以上です。 

○幹事 御意見ありがとうございます。この場所につきましては、おっしゃっていただい

たとおり、この地域では貴重な樹林地であるということは区でも認識しております。ま

た、昭和年代から地域の方から保存を求める声をいただいておりまして、様々な経緯の中

で、このたび区が取得する経緯になったといったところでございます。 

 区といたしましては、この後、まずは現地の方の調査をさせていただきまして、今お話

しいただいたような専門的な知見も含めまして、調査をさせていただきまして、どういっ

たところであるのかという部分を十分把握した上で、地域の方の御意見も伺いながら、貴

重な樹林地として保全していけるような活用を考えてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○委員 ぜひそうしていただきたいんですけれども、余計なことですが、今は板塀とか、

非常に質素な囲いがあったりして、なかなかいいんです。ぜひともネットフェンスで囲わ

ないでいただきたい。ネットフェンスで囲った途端に、都市のデッドスペースができてし

まいますから、管理上はネットフェンスが必要だというふうなことをそこに当てはめない

で、ぜひとも周辺と調和としますか、不適切なものをそこにつくらないようにしていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○幹事 ありがとうございます。まず、景観ですとか、そういったことにも配慮しなが

ら、地域の方の御意見を伺いながら、開園後の管理につきましては検討してまいりたいと

考えております。御意見ありがとうございました。 

○会長 もともとはもっと木があったんですかね。そのはるか昔、武蔵野の雑木林だった

んですかね。 

○幹事 先ほど平成14年と申し上げたんですが、土地の売却がなされたのは平成19年でご

ざいました。それ以前どうであったのかというところは、なかなかちょっと私どもの方も

詳細は把握していないんですが、ただ、新たに土地を所有した所有者の方で、管理上の伐

採等も行われたということは地域の方からも伺っておりまして、もう少し現状よりは樹林

が広がっていたのではないかと思われますけれども、現状でも十分な樹林地が残っている
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ものというふうに考えてございます。 

○会長 どう生かすかということについて、地域の皆さんの御意向ももちろんあります

が、かなりの広さですし、世田谷区全体として、都市緑地としてここをどう位置づけてい

くのか。そのためにも今、航空写真が随分整理されてきていますので、少なくとも戦後に

ついては終戦直後、どんな状況だったかというのは分かると思いますので、ある種復元型

で自然保全、創造的保全と言った方がいいのかもしれません。そういうようなことも考え

られるし、今の状況ですと、何となく周り、中心部が草地化しているので、そこで思いっ

きり子どもが遊びたいとか、ドッグランしたいとか。もう少し広域的に考えたときに、そ

れだけが本当にいい道なのかということも含めて、これまでこの地域というか、このブロ

ック、この烏山の街づくりの展開の中で、この地区というのがどういう位置づけなり、土

地利用されてきたのか、それを一度きちんと整理しておいていただくことが大事かなとい

うふうに改めて感じました。御検討ください。 

○幹事 御意見ありがとうございます。地域の安全性ですとか、道路ネットワークのこと

も含めまして、単に緑地の整備というだけではなくて、街づくり課とも連携いたしまし

て、街づくりの視点からも公園づくりに取り組んでまいりたいと考えてございます。あり

がとうございます。 

○会長 それと、これは都市緑地として都市計画決定をするということで今日報告を受け

ているんですけれども、土地の手当てというか、買収、譲渡、それは都市計画決定後にな

るんですか、それともそれと別に並行して行われているんですか。 

○幹事 基本的には都市計画の手続と並行してやっておりまして、今月中に相手方とは土

地売買の契約を締結する予定でございます。ただ、今回、広いということと、区の財政事

情等もございまして、４回に分けて取得する予定になっておりまして、今後、４か年にわ

たって順次取得をしていくというような形になってございます。 

 以上です。 

○会長 それから、補助217号線というのは、都整備の道路ということになりますか。 

○幹事 こちらは、優先整備路線にも位置づけられていないということで、事業化の見込

みが立っていないという路線になってございます。そのため、実際事業化された際、どこ

が担当するかという部分については未定というような路線になってございます。 

○会長 分かりました。未定だと、恐らく都市緑地として整備し、公開する方が先になる

と思うんですが、そのときに、一応まだ優先整備路線ではないにしても、都市計画路線が
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将来計画として残っているとすると、都市緑地としてどういう出入り口なり、利活用する

か。そのときに、一応都市計画道路が予定されていますので、特に南側のブロックは、道

路ができると細長く一部取り残されてしまうんですよね。当初は全部合わせて暫定的に都

市緑地として決定して買うんですよね。そして、その将来のことも、道路の結末がつくま

でちょっと両にらみで考えておかなきゃいけないのかなというふうにも思いますので、そ

の辺も含めて、ぜひ進めていただければなと思っています。 

○幹事 ありがとうございます。今、おっしゃっていただいたとおり、南東側の区域につ

きましては、500平方メートル程度残るという形にはなってございます。現状では、まだ

道路の事業化の予定は立っておりませんので、一体的な緑地として整備は図ってまいりた

いと考えてございます。道路事業ができました後は、道路を挟んでいたとしても、一体的

な緑地としてどのような活用ができるのかということについて、十分そちらも考慮しなが

ら、検討を進めてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○会長 この北と南のブロックの間は通路なんですか、敷地内通路というような扱いにな

っているんですか。その図でいうと、黒く塗られていますよね。我々の手元の地図だと白

く抜けているんですけれども、この土地というのは道路ではない。 

○幹事 こちら側につきましては、地先道路ということで、区の方で事業化をしまして、

区道に認定する形になりますので、敷地内通路ではなくて、道路、公道ということで今後

整備をする予定でございます。 

○会長 今後ですか。現状もですか。 

○幹事 現状は、周辺の樹林地と一体的な樹林地になっておりますので、今後は同様に整

備するという格好になってございます。 

○会長 その間を空けて区画を取っているというのは、筆界か何かが入っているんです

か。つまり土地の所有界が入っているんですか。 

○幹事 もともと所有者としては一体だったんですけれども、中央部にある岩崎学生寮の

敷地に通じる道路という、予定地という意味合いで、筆は現状分かれております。 

 以上です。 

○会長 なるほど。岩崎学生寮は、この左側の道路から林の中をずっとどんどんと歩いて

いって入るアプローチになっているんですか。 

○幹事 現状は、そちらにある、地先道路予定地と書いてあるところの少し下にある細い
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……。 

○会長 点線の。 

○幹事 そうですね。そこが通路のような形で通っているという状況でございます。 

○会長 これを土地を売られたときに、通路確保として切り離して、間、スリットという

か、通路部分を取られているという意味ですね。分かりました。 

○幹事 今回、取得する交渉の中で、もともとの土地所有者の方から、もともとの売買の

約束の中で、中央部に道路を造るということがあったものですので、ここの地先道路予定

地につきましては、区の方で寄附をいただきまして、緑地部分は取得をするんですけれど

も、中央部の道路については、寄附をいただきまして、地域の道路として区の方で造って

いくということで話がまとまっているところでございます。 

 以上です。 

○会長 分かりました。 

○委員 ○○課長、ありがとうございました。少し補足ですけれども、このエリアを緑地

そのものの在り方みたいなことは今、たくさん御意見が出たんですが、周辺を少し、500

メートルぐらいの圏内で見ていきますと、日本女子体育大学さんだったりとか、それから

お寺があったりとか、集合住宅があったりして、それから生産緑地もありますよね。地区

計画上、今、地区計画があるか、私はちょっと今頭の中では分かっていないんですけれど

も、みどりの基本計画の中でも、この緑地を組み込んだ上での今後のこの地区のエリアの

在り方というものがすごく大事なんじゃないかなと思ったんですね。この緑地そのものの

在り方ということも大事なんですけれども、もう少し引いたときに、地区全体の、この地

区計画の中でどういうふうにしてこのみどりの位置づけをしていくのかということも大事

かなと思ったんですけれども、今、ここは地区計画はない、ありますか。 

○幹事 地区計画につきましては、西部地域の地区計画が入っております。 

 以上です。 

○委員 そうすると、この新たな購入される３ヘクタール分を組み込んだ地区計画の中で

の、少しみどりの位置づけみたいなものも議論していく必要があるんじゃないかなという

ふうに思ったんです。どうしてかというと、多分、この道路が取りついて、真ん中の土地

が開発をされたときに、周辺の緑地に与えるインパクトであるとか、それから日本女子体

育大学さんの敷地とも少し関係をしてくると思うので、かなり周りにはみどりは点在して

いると思うんですけれども、この緑地がきちんと世田谷区さんが買われて、相乗効果を上
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げる意味では、この周辺500メートル圏内ぐらいの緑地の関係性というものをしっかり整

備されておいた方がいいんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

○幹事 ありがとうございます。地区計画を変更するという部分までは考えているもので

はないんですけれども、当然、地域においてこれだけの緑地ということになりますし、防

災性ですとか、交通ネットワークという観点からの取得ということでもございますので、

街づくりの視点というものも持って、整備の事業を進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

 以上です。 

○会長 この地図の北の方にある日本女子体育大学のサイドの東側が高源院の緑地になっ

ているところですよね。鴨池があるところですよね。 

○幹事 はい、そうです。 

○会長 だから、烏山散策、寺町を散策する人の、一応南から入っていくと、高源院でゴ

ールなので、そこから左に折れて、妙寿寺さんの塀のところを通っていくと、今度の緑地

にどんと出るんですよね。だから、そういう周辺地域だけではない、区民の皆さんの一つ

の回遊路として、みどりのネットワークの一つとして、そういうことも含めて少し周辺と

の関連性も考えていただけるといいのかなと思います。 

 貴重な意見をたくさんいただきましたが、今後にぜひ生かしていただければと。緑地だ

けを計画しないで、周りのことをしっかりと考えて、この緑地、都市緑地に整備すること

によって、さらに北烏山の街がいい街になっていったねというふうに言われる展開が望ま

しいということだと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにはよろしいでしょうか。―ありがとうございました。 

 本日予定しておりました議案に関しては以上でございます。本日、報告事項を３件いた

だきましたけれども、多分次回になると思うんですが、７月の都市計画審議会では諮問と

いう形で出てくる予定で、採決をお願いすることになると思います。その際には、アドバ

イスを含めてまたよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、以上でございますが、事務局より連絡事項がありましたら、お願いいたしま

す。 

○幹事 それでは、事務局から報告及び連絡事項が３点ございます。 

 まず、１点目でございます。資料の説明です。令和３年度に本審議会において答申を受
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けました東京都市計画案件について、その後、東京都及び区において決定いたしましたこ

とを報告する資料を配付しておりますので、御一読いただければと思います。 

 続きまして、区民公募委員の任期が今月末日をもって満了となります。任期中の審議会

は今回が最後となりますので、任期満了を迎えられる区民公募委員の○○委員、○○委員

より一言御挨拶をいただければと思います。 

 まずは、○○委員からよろしくお願いいたします。 

○委員 区民委員として２年間、都市計画審議会に参加させていただきまして、ありがと

うございます。 

 世田谷区に今在住する者としまして、生活に最も影響する都市のフレームが、こういっ

た都市計画審議会でしっかりと審議されて決められているということを改めて認識させて

いただきました。世田谷区の街が区民にとって住みやすく、また暮らしやすい街になって

いきますように、都市計画審議会で活発な意見が今後もなされていくことを期待しており

ます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○幹事 ありがとうございます。 

 続きまして、○○委員、お願いいたします。 

○委員 私は、２期４年間務めさせていただきました。この４年間でたくさん勉強させて

いただきました。ふだんは建築士として、個人の住宅だったりとか、共同住宅だったりと

か、設計をしているんですが、日頃建物を建てる上で、その建物だけじゃなくて、その建

物が周辺にどんな影響を与えるかということも考えながら設計をしてきたつもりなんです

が、街づくり全体ということは専門分野ではないので、今回の都市計画審議会でたくさん

のことを学びました。 

 今日のような内容ですと非常に分かりやすくて、長期優良住宅を採用されるということ

で、維持管理の面でよくなるとか、そういうことはすごく分かりやすいんですが、もっと

以前に、農業の方のお話で、それをどう続けていくか、残していくかというようなお話な

んかは、ほぼ勉強しているばかりでした。ただ、世田谷区というのは、みどりが多くて、

世田谷区に住みたい方は、やっぱりみどりのある街に住みたいと思ってこの街を選んでい

ると思いますし、昔からここに住んでいらっしゃる方は、そのみどりを残していきたいと

思っていらっしゃると思うんですね。防災的にも安心ができ、安全で、みどりがあって、

区の中でいろんなことが循環するというか、持続するというか、補えるというか、そのよ
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うな街づくりが世田谷区にとって進んでいって、区が持続可能な、何か大きなことが起こ

った際にも、区の中でいろんなことができていけるような、そういう街づくりであればい

いなというふうに思っているのですが、今回、勉強ばかりでしたが、引き続き、街づくり

を見ながらというか、自分の住んでいる世田谷区がどんなことをやっていて、どんなふう

にしようとしているかということを注目して、そして自分自身の設計活動もしていきたい

と思います。 

 長い期間、ありがとうございました。今後も都市計画審議会が活発に活動されていくこ

とを願っております。ありがとうございました。 

○幹事 改めまして、○○委員、○○委員、どうもありがとうございました。 

 また、本日御欠席となりましたが、世田谷区町会総連合会から推薦のありました○○委

員と、世田谷区商店街連合会から推薦のありました○○委員につきましては、引き続き、

本審議会の区民委員として御就任いただきます。よろしくお願いいたします。 

 最後に、今年度の審議会の開催日時等について御連絡いたします。お手元の資料の令和

４年度世田谷区都市計画審議会開催日時・会場を御覧ください。今年度は御覧のとおり、

今回を含めまして５回の審議会を予定しておりまして、次回の第114回世田谷区都市計画

審議会は、令和４年７月８日金曜日、午後２時からの開催を予定しております。会場につ

きましては、成城ホール１階ホールを予定しております。詳細が決まり次第、御連絡をさ

せていただきます。お忙しいところ、大変恐縮ではございますが、御出席くださいますよ

うお願いいたします。 

 事務局からの連絡は以上でございます。 

○会長 それでは、以上でございます。 

 最後に、本日の議事録につきましては、冒頭でも申し上げましたが、○○委員と私とで

確認をし、署名させていただきます。○○委員には後日事務局より連絡があると思います

が、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これをもちまして、第113回世田谷区都市計画審議会を閉会いたします。熱

心に、かつ貴重な御意見等をたくさん賜りました。ありがとうございました。 

午前11時11分閉会 


