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午後２時開会 

○幹事 定刻となりましたので、第114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、現在、小田急線が不通

ということもございまして、○○委員、○○委員、○○委員につきましては、遅れるとの

御連絡をいただいております。また、○○委員につきましても遅れるとの御連絡をいただ

いております。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。５月１日付で区民委員の改

選がございましたので、私の方から新任の委員の方々を御紹介させていただきます。お配

りしております世田谷区都市計画審議会委員・幹事名簿を併せて御確認ください。 

 初めに、世田谷区町会総連合会からの推薦で御就任いただきました世田谷区町会総連合

会会長の○○委員でございます。 

 次に、世田谷区商店街連合会からの推薦で御就任いただきました世田谷区商店街連合会

副会長の○○委員でございます。 

 続きまして、一般公募の選出により今回新たに就任されました委員を御紹介させていた

だきます。 

 ○○委員でございます。 

 続きまして、○○委員でございます。 

○委員 ○○と申します。世田谷区に住んでもう30数年になりまして、世田谷区用賀とい

うところで設計事務所をやっておりまして、それで32年ほどたっております。以前勤めて

いたところが、○○というところにおりまして、「街並みの美学」という名著を書いた方
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で、その頃から街並みとか、そういったものにすごく興味を持ってやっておりまして、事

務所を始めてからも幾つか、千葉とか、それから茨城とか、群馬とかで景観賞などを頂い

てやっております。 

 都市計画というのは、街並みとか、街づくりに大変重要なものだと思いますので、ぜひ

こういう会に参加させていただきたいと思って、一般で応募いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○幹事 ○○委員、ありがとうございました。 

 区民委員の任期につきましては、令和６年４月30日まででございます。なお、世田谷区

長からの委嘱状を机上に置かせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 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 こんにちは。先ほど御紹介させていただきましたとおり、５月１日から区民委員

の改選がございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 世田谷区では、2020年10月に気候非常事態宣言というのを出させていただきまして、

2050年にＣＯ２実質排出ゼロということを宣言させていただいております。それを踏まえ

まして、現在、地球温暖化対策地域推進計画というのを検討してございまして、2030年の

温暖化効果ガスの排出削減の目標等を検討しているところです。温暖化効果ガスの削減と

いう緩和策と気候変動に対する適応策というのを両面から定める計画でございますけれど

も、その中で、建物の省エネだったり、公共交通の在り方、またウオーカブルな街づくり

であるとか、豪雨対策やみどりの創出、保全といったことも対策の柱になってまいりま

す。 

 ９月には素案としてまとめて、区民の皆様から意見をお聞きしたいと思っておりまし

て、素案がまとまりましたら、ホームページ等に掲載する予定でございますので、改めて

御案内をさせていただければと思っております。 

 本日の議題でございますけれども、諮問事項が６件、報告事項が３件でございます。御

審議のほど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、暑い中、また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。これより第114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につきましては、○○委員にお願いをしたいと思っております。よ
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ろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 議事録には○○委員と私とで確認をし、最終的に署名を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確認をお願いいたします。 

○幹事 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114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、

続きまして、諮問第381号「東京都市計画地区計画の変更について（世田谷西部地域上祖

師谷・給田地区）」、諮問第382号「東京都市計画高度地区の変更について（世田谷西部地

域上祖師谷・給田地区）」、諮問第383号「東京都市計画用途地域の変更について（世田谷

西部地域上祖師谷・給田地区）」、この３点はクリップ留めで一体となっております。続き

まして、諮問第384号「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う高度地

区の変更について」、諮問第385号「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）」、諮問第386号「東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について」、

続きまして、参考資料１「東京都市計画地区計画の決定について（祖師谷二丁目地区）」、

続きまして、参考資料２「東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定に基づく防火規制

（新たな防火規制）の区域指定について（船橋一丁目）」、続きまして、参考資料３「東京

都市計画生産緑地地区の変更について」、以上、資料は12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をお願いします。よろしい

でしょうか。 

 それでは、会長、本日の審議をお願いいたします。 

○会長 それでは、これより第114回世田谷区都市計画審議会の審議に入ります。本日の

議案は、諮問事項が６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381号から第383号までの３件は、関連案件ですので、一括して説明

と討議、そして採決まで進められればと思っております。 

 それでは、諮問第381号「東京都市計画地区計画の変更について（世田谷西部地域上祖

師谷・給田地区）」、諮問第382号「東京都市計画高度地区の変更について（世田谷西部地

域上祖師谷・給田地区）」、諮問第383号「東京都市計画用途地域の変更について（世田谷
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西部地域上祖師谷・給田地区）」の説明を○○幹事にお願いいたします。 

○幹事 烏山総合支所街づくり課長でございます。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、東京都市計画高度地区の変更、東京都市計画用途地域の変

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４月11日に開催いたしました第113回都市計画審議会で地区

計画案の御報告をさせていただいた案件でございます。お手数ですが、お手元の説明用資

料１を御覧ください。 

 １の主旨から御案内をさせていただきます。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、都市計画法第17条に基づく公告・縦覧を終えましたの

で、世田谷区西部地域上祖師谷・給田地区地区計画の変更及び関連する都市計画の変更に

ついて諮問させていただくものでございます。また、東京都決定であります用途地域の変

更について、東京都より受けた意見照会に対し回答することについて諮問させていただく

ものでございます。 

 下の２番の対象地区につきましては、後ほどスクリーンを活用して御案内をさせていた

だきます。 

 資料の２ページ目をお開きいただきまして、３、これまでの経緯でございます。令和４

年４月に本審議会に都市計画法第16条の報告、17条の予告をさせていただき、以降、本年

５月に都市計画法に基づく東京都からの用途地域の変更に関する意見照会がございまし

た。また、本年６月には、都市計画法第17条に基づく公告・縦覧を行っております。 

 お手数ですが、お手元のホッチキス留めの資料の諮問第383号、右上に番号がございま

す。383号を御覧ください。こちらが東京都市計画用途地域の変更についてでございま

す。資料を１枚お開きいただきますと、２枚目が回答案となっております。令和４年５月

20日付で照会のありました標記の件について、異議はありませんという回答になります。

こちらが東京都への回答案ということになります。 

 お手数ですが、お手元の説明用資料１にお戻りいただきまして、説明用資料１の２ペー

ジ目でございます。下の方にございます４番、地区計画変更（案）、５の関連する都市計

画の変更につきましては、前後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
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す。 

 スクリーンの方を御覧ください。初めに、対象地区でございます。青色の斜線の部分が

今回の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ございます。

このうち、南側の黒の点線の部分が都市計画道路補助54号線の沿道20メートルの部分でご

ざいまして、補助54号線沿道地区に区分をして、地区計画を変更する区域でございます。 

 なお、対象地区の西側につきましては都市計画公園、さらに西側につきましては第一種

中高層住居専用地域の区域となっておりまして、このたび変更する西部地域地区計画の区

域外となっております。 

 現在、変更予定区域及びその周辺につきましては、第一種低層住居専用地域が指定され

ておりまして、建蔽率が50％、容積率は100％、敷地面積の最低限度は80平方メートルと

なっておりますが、既存の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おります。これら

の地区計画による制限につきましては、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、解除される規定になっております。 

 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となっておりま

す。 

 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。画面に記載されておりますのは、こ

の書き加えた部分のみを表示させていただいております。 

 続いて、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、容積率の最高限度についてでございます。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は、地区計画で定める制限が解除となりまして、

沿道は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。なお、

現在、既に最低敷地面積を下回る敷地につきましては、新たに敷地を分割しない限り、建

替えが可能となっております。 

 続きまして、高さの最高限度についてでございます。補助54号線沿道地区において関連

都市計画の変更として、用途地域を第一種中高層住居専用地域に変更し、高度地区につき
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ましては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、地区計画によりまして、建築物の高さの最高限度を17メートルに制限いた

します。さらに、垣又はさくの構造制限も設けてまいります。 

 続きまして、関連都市計画の変更のうち、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おりますが、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

域に変更いたします。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、敷地面積の最低限度は80平方メートルから70平方メートルに変更いた

します。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をいたしま

す。こちらの各数値につきましては、補助216号線の東側の補助54号線が完成しておりま

す区間と同様の指定となっております。 

 地区計画の変更及び関連する都市計画の変更等のポイントについては以上でございま

す。 

 お手数ですが、お手元の資料にお戻りください。説明用資料１の２ページ目でございま

す。６番、都市計画変更（案）に対する縦覧・意見書の提出について御説明をいたしま

す。縦覧・意見書の提出期間は、令和４年６月９日から23日までの２週間行い、意見書の

提出はございませんでした。 

 ７番の方にその他（参考）といたしまして、同様の期間で世田谷区の街づくり条例に基

づいて公告・縦覧を行いました地区街づくり計画変更（案）に対して意見書の提出がござ

いましたので、御紹介をさせていただきます。 

 改めて前のスクリーンを御覧ください。主な意見の要旨といたしましては、土地の一部

が補助54号線沿道地区に含まれている場合の容積率、建蔽率は、土地の割合に応じて按分

すると聞いた。これでは容積率、建蔽率が明確に決まらず、非常に分かりづらく、今後の

土地、不動産の継承などにおいても不都合があると考えている。そのため、土地の一部が

補助54号線沿道地区に含まれている場合には、その土地全体に対して補助54号線沿道地区

の緩和された容積率、建蔽率を適用するという形に変更していただけないかという御意見

でございました。本地区街づくり計画では、区画道路の整備などによる基盤整備が行われ

た敷地について、地区街づくり計画による制限を解除いたしまして、指定されている容積

率、建蔽率が活用できる規定となっております。そのため、図のように敷地がまたがって

いた場合、それぞれの敷地に指定された容積率、建蔽率によって算定し、それを合算した
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ものが全体の敷地に対する容積率、建蔽率になってまいります。例えば北側のＡの敷地

は、100平方メートルの敷地に対して容積率が100％となりますので、活用できる床面積は

100平方メートルとなります。Ｂは、200平方メートルの敷地に対して容積率200％である

ため、活用できる床面積は400平方メートルとなります。敷地全体では、この合算した面

積、500平方メートルの床面積が活用できるというような規定となっております。この500

平方メートルを敷地面積全体の300平方メートルで割り返しますと、全体の敷地の容積率

は約166％となります。こうした按分の考えになります。 

 区の見解につきましては、下の欄にございます。本地区街づくり計画変更案における容

積率、建蔽率は、区画道路の整備が行われた敷地について、地区街づくり計画に定める制

限を解除し、用途地域で指定されている容積率、建蔽率が適用できる規定となっておりま

す。２以上の用途地域にまたがる敷地の容積率、建蔽率が、各地域に属する敷地の割合に

応じて按分される旨の規定は、建築基準法第52条第７項及び同法第53条第２項により定め

られています。そのため、御意見に沿った容積率、建蔽率を適用する変更はできませんと

いう回答になります。 

 なお、御意見をいただいた方には、直接御連絡をさせていただきまして、こうした御説

明をさせていただいて、一定の御理解をいただいているところでございます。 

 最後に、お手元の説明用資料にお戻りいただきまして、８番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８月に都市計画法第18条に基づく東京都からの意見照

会への回答を行い、９月の東京都市計画審議会に用途地域の変更について付議をいたしま

す。これを踏まえまして、10月に都市計画変更決定、告示をいたします。 

 御報告は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○会長 説明は以上ということでございます。 

 本件につきまして、御質問あるいは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。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、特に御意見、御質問等はないということでございますので、採決に移

りたいと思います。 

 先ほど来、あるいは前回を含めて御説明いただいたとおり、諮問第381号から第383号ま

では関連の案件でございますので、採決についても一括してお願いしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 ありがとうございます。それでは、諮問第381号「東京都市計画地区計画の変更

について（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）」、諮問第382号「東京都市計画高度地区

の変更について（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）」、諮問第383号「東京都市計画用

途地域の変更について（世田谷西部地域上祖師谷・給田地区）」に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381号から第383号につきまして

は、原案のとおり承認いたすことになりました。ありがとうございました。 

 

 それでは、引き続き審議をお願いいたします。諮問第384号「長期優良住宅の普及の促

進に関する法律の一部改正に伴う高度地区の変更について」の審議でございます。 

 本件の説明につきまして、○○幹事よりお願いいたします。 

○幹事 それでは、諮問第384号長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴

う高度地区の変更につきまして御説明いたします。 

 説明用資料２を御覧いただけますでしょうか。１番、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いた

しました。 

 変更に当たりましては、３ページに高度地区における総合設計許可制度等を活用する建

築物の特例についての抜粋版を添付しておりますが、都市計画審議会からの答申を踏まえ

まして、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

建築物につきまして、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ております。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、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の改善に資すると認
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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法容積率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ものでございます。 

 ２のこれまでの経緯ですが、記載のとおりでございまして、長期優良住宅法の一部改正

を受け、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、２ページに記載しており

まして、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、御説明いたします。２ペ

ージの別紙１に概要を記載しておりますが、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になります。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リ

ー性等があります。 

 また、前回、認定条件である公開空地や緑地のその後の質や量の維持について御質問が

ございました。建築物の規模により、総合設計許可権者が東京都と区で変わりますが、例

えば世田谷区におきましては、世田谷区総合設計許可要綱実施細目を本年４月に改訂して

おりまして、公開空地の質、住宅性能の維持管理を適切に行うことにつきまして、管理責

任者選任届出と誓約書を区長に提出しなければならないこととしております。また、１年

ごとに維持管理の状況につきまして区長に報告しなければならないとしておりまして、適

切な維持管理が担保されるものと考えております。 

 続きまして、高度地区変更（案）につきましては、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きまして規定するこ

ととしております。７ページの９で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

係る規定は適用しないというものに下線を引いた箇所となります「(3)長期優良住宅の普
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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。 

 都市計画の案の理由につきましては、９ページに記載のとおりでございます。 

 続きまして、高度地区変更（案）に対する縦覧・意見書についてでございます。令和４

年６月９日から６月23日まで縦覧いたしまして、意見書の提出はございませんでした。 

 最後に、今後のスケジュールでございます。本年10月に都市計画変更の決定、告示を予

定しております。 

 説明は以上となります。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が、いかが

でしょうか。○○委員から前回、質の問題が出たんですが、先ほど説明があったとおりで

すけれども、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、特に御質問等はないようですので、採決に移りたいと思いますが、よ

ろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、諮問第384号「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に

伴う高度地区の変更について」、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384号につきまして原案のとおり

承認いたします。ありがとうございました。 

 

 それでは、続きまして、諮問第385号「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 みどり政策課長の○○でございます。よろしくお願いいたします。 

 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。 

 本件につきましては、４月の本審議会で都市計画案の御報告をさせていただいたもので

ございます。本日は、この間に実施いたしました都市計画案に対する縦覧、意見書につい
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て御報告をさせていただき、都市計画案について付議をさせていただくものでございま

す。 

 お手元の資料、一番最後についております説明用資料３を御覧ください。１の主旨でご

ざいます。記載の世田谷区都市整備方針及び世田谷区みどりの基本計画の位置づけ等を踏

まえまして、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ることから、北烏山七丁目地内約3.0

ヘクタールの区域について、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のこれまでの経緯は御覧のとおりでございます。 

 ３の概要につきましては、恐れ入りますが、スライドにより御説明をさせていただきま

す。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きましては、都市公園の各種

別の中で、都市緑地に分類されます。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をいたします。計画地は、世田谷区北西部

に位置しており、東側には寺院が立ち並ぶ烏山寺町があり、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、計画地西側は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。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ございます。 

 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をいたします。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ます道路予定地は、現在、計画地とともに一帯の

樹林地となっておりますが、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、６月に区道認定を行い、今後、整備を図っていく予定でございます。また、青枠

で示す都市計画道路区域につきましては、現況は樹林地であり、将来事業化されるまでの

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。 

 そのほか周辺の都市計画の状況ですが、生産緑地が点在しており、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す。赤枠が計画地になってございます。 
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 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、北側区域の東側の様子でございます。 

 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、こちらには竹林が広がっている様子が御覧いただけま

す。 

 こちらは、南東側区域と都市計画道路の様子でございまして、手前側が都市計画道路、

奥が緑地部分となります。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

は、緑地と一体的に活用してまいります。 

 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。 

 パワーポイントによる説明は以上となります。 

 資料にお戻りください。恐れ入りますが、諮問文を御覧ください。右上に諮問第385号

と記載の資料が本都市計画に関する諮問文でございます。１枚おめくりいただきまして、

２枚目を御覧ください。こちらからが都市計画図書一式となってございます。１ページ目

は、都市計画図書となりまして、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。 

 続きまして、２ページ目が新旧対照表、３ページ目が住居表示図、４ページが計画図、

５ページが都市計画の案の理由書となります。 

 では、恐れ入りますが、説明用資料３にお戻りください。４の都市計画案に対する縦

覧・意見書についてでございます。令和４年５月19日から６月２日の間に都市計画案の縦

覧を行い、意見書の提出はございませんでした。 

 最後に、５の今後のスケジュールでございます。本日、本件諮問につきまして御承認を

いただけましたら、８月には都市計画変更決定と告示を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○会長 説明は以上ということでございます。 

 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が、いかが
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でしょうか。 

○委員 態度は賛成です。みどりの保全を求める区民の運動が実を結んだということだと

思います。今後、公園を整備するということですけれども、これまでの経緯も踏まえて、

樹林の適切な保全を第一にこれは進めていただきたい。 

 それから、整備に当たっては、地域の方から様々な御要望も出ていると思いますので、

そうした声をよく聞いて、参加と協働で公園の整備は進めていただきたいと思います。 

 それから、整備手法として、Ｐａｒｋ－ＰＦＩなどの活用も検討に挙がっていると聞い

ていますけれども、私どもは、Ｐａｒｋ－ＰＦＩは、公園を設計、施工、運営まで一括で

民間企業が担うと、指定の事業者が収益を出すために建蔽率などを緩和していく、上げて

いくという制度でもあるということで、樹林を守るためにもＰａｒｋ－ＰＦＩはなじまな

いと考えています。民間活用を検討する場合にも、その手法についても地域住民と共に検

討を進めていただきたいと思います。 

 それから、先日、区道認定されたアクセス道路については、議会でも意見を言いました

けれども、大変狭い道路に接道もしているということで、車が流入して交通量が増えるな

ど安全面の心配があるという声も伺っているので、安全安心な道路整備に努めていただき

たいということを要望して、賛成意見とします。 

○会長 ありがとうございます。御要望、御意見ということですが、事務局から何かござ

いますか。 

○幹事 御意見ありがとうございます。地域の方の御要望、様々なお声を踏まえまして、

そういった経緯から今回取得まで至っていることは、我々も十分認識した上で、既存樹林

の保全を前提といたしまして、地域の方のお声を聞きながら進めてまいりたいと思ってお

ります。 

 官民連携につきましては、Ｐａｒｋ－ＰＦＩに限らず、様々な手法がございます。地域

の方のニーズですとか、区の公園の維持管理の在り方、そういったことも踏まえながら、

最も適した形というものを考えてまいりたいと考えております。 

 道路につきましては、安全面に配慮しながら進めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○会長 これから実際には、公園整備に向けて、土地取得を具体的に話合いが進むんだろ

うと思いますけれども、前回もちょっとお話ししましたが、近くに弁天池の特別緑地もご

ざいますし、少し巡回、回遊性、みどりの回遊性を意識して、先ほどの車の問題もです
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が、人間が安全に緑地間を渡ったり、みどりの街並みを、寺町を含めて回遊できるよう

に、そんなことも含めて、地域の皆さんと、より活用できるように十分話合いをし、御説

明をいただいて、地域の皆さんにもある意味では参加して、今後とも緑地を地域ぐるみで

守っていくような、そんな展開に結びつけられるといいのかなと思っていますので、よろ

しく御配慮ください。 

 ほかに御質問はよろしいでしょうか。―それでは、採決に移りたいと思います。 

 諮問第385号「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385号につきまして原案のとおり

承認をいたします。ありがとうございました。 

 

 それでは、引き続きですが、諮問第386号「東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針

の変更について」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、諮問第386号東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更につき

まして御説明いたします。 

 お手元の説明用資料４を御覧いただければと思います。初めに、主旨でございます。住

宅市街地の開発整備の方針は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する

特別措置法第４条第１項に基づくもので、東京都が都市計画として定めるものでございま

す。都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる都市計画区域マスタープラン

や、世田谷区のマスタープランである都市整備方針と同様に、土地利用、都市施設の整

備、市街地開発事業などの個別の都市計画の上位に位置づけられております。また、本方

針は、それらの個別の都市計画を一体的に行うことにより、個々の関連事業の効果的な実

施や民間の建築活動との適切な誘導を図ることなど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、前回は平成27年に改定されております。

本都市計画審議会では、昨年８月に原案資料の作成について御報告をしております。この

たび、東京都が作成した本方針の都市計画案につきまして、都市計画法第21条第２項にお

いて準用する同法第18条第１項の規定により、東京都より受けた意見照会に対し、別紙の

とおり回答することについて諮問するものでございます。 
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 お手元の資料と併せまして、スクリーンを御覧ください。２の住宅市街地の開発整備の

方針の位置付けでございます。図は、東京都及び区の都市づくりに関する方針、計画等の

体系を示しております。都市計画区域マスタープランを補完する３つの方針、都市再開発

の方針、防災街区整備方針、住宅市街地の開発整備の方針、いわゆる３方針がございま

す。本方針はこの三方針の一つで、良好な住宅市街地の開発整備を図るための長期的かつ

総合的なマスタープランとして位置づけるものでございます。 

 続きまして、住宅市街地の開発整備の方針につきまして御説明いたします。説明用資料

の２ページを御覧ください。３住宅市街地の開発整備の方針の概要につきまして、まずは

(1)地区指定の方針でございます。方針に位置づける地区といたしまして、住宅市街地の

うち、一体的かつ総合的に整備し、または開発すべき地区を重点地区として選定し、地区

ごとに整備または開発の目標、整備方針を定め、計画や事業の積極的な推進を図ることと

しています。 

 続きまして、地区指定の考え方です。住生活基本法に基づく東京都住宅マスタープラン

の重点供給地域、区においては特定促進地区のうち、計画的に住宅市街地の開発整備を行

う地区を対象とし、概ね５年以内に都市計画決定や事業実施が見込まれる地区を重点地区

として定めます。また、対象事業や計画が完了した地区、また、計画的な住宅市街地の開

発整備に関する内容は定められていない地区計画のみが指定された地区につきましては、

重点地区の指定から外しております。 

 続きまして、(2)案の概要です。現在、重点地区には48地区が指定されておりますが、

今回、公社住宅の建替えの完了等によりまして、重点地区から削除する地区が29地区、新

たに指定する地区が５地区となります。結果としまして、24地区を重点地区に指定する方

針といたしました。削除地区29地区の内訳でございますけれども、土地区画整理事業が終

了し、市街地が概ね形成された地区、既に公社住宅や都営住宅の建替えが終了した地区、

隣接する地区を１つに統合した地区等となります。また、今回新たに指定を予定している

５地区でございます。京王線連立事業を契機に、駅周辺の活性化、後背の住環境との調

和、回遊性が高い快適な地域生活拠点の形成を図る地区といたしまして、下高井戸駅周辺

地区、明大前駅周辺地区を指定いたします。都営住宅の建替え事業中の地区といたしまし

て、野毛一丁目西部地区、北烏山二丁目中部地区を指定いたします。また、東京外かく環

状道路事業に合わせて密集市街地の整備を図る地区といたしまして、東名ジャンクション

周辺地区を指定いたします。 
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 次に、今後のスケジュールでございます。本日御承認いただきました後に、東京都へ意

見照会の回答を行い、９月の東京都都市計画審議会を経て、10月に東京都が都市計画決定

を行う予定でございます。 

 最後になりますが、諮問文の次に東京都からの意見照会に対する回答案といたしまし

て、変更案に異議はないといたしました。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○会長 説明は以上ということでございます。 

 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 外環道に絡んで、東名ジャンクション周辺地区を重点地区に加えるというお話で

したけれども、この外環道は、調布のところで陥没事故が起こったり、大泉のところでシ

ールドマシンが損傷してという重大事故が起こったりということで、本線のシールドマシ

ンについては今止まっているという状況もあり、今後の見通しというのはまだまだ立って

いないと我々は考えていますし、世田谷区としても、安全を守りながらと。この道路の整

備が前提になった事業だと思うんですけれども、今回これを重点に加えるというのは、区

としてはどういう考えなんでしょうか。 

○幹事 説明用資料４の２ページを御覧いただければと思います。住宅市街地の開発整備

の方針の概要の中に、地区指定の考え方というものを取りまとめております。今回の地区

指定の考え方におきましては、今後、概ね５年以内に都市計画決定や事業実施が見込まれ

る地区を重点地区として定めるという形にしております。外環道につきましては、事業中

で、いろいろ事故等がございまして、検証して、今後の進め方というのを検討を進めてい

るというのは承知しておりますけれども、それに関連して、これまでも地元で、外環道の

周辺という形で、事業としては密集事業であったり、周辺地区計画ですとか、様々な検討

を進めているところでございますので、この基準に従いまして、今回の新規地区に指定さ

せていただきたいということでございます。 

○委員 地元でいろいろ議論も重ねながらということではありますけれども、やはり本体

の工事に対する不安があったり、見通しがどうなのかという点もあって、今後５年間とい

うことで考えれば、今回これを入れる必要はないと考えます。 

 私どもは、そもそも、この東京都の今回の計画の定期的な見直しではありますけれど
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も、東京都住宅区域マスタープランの改正なども踏まえてということですが、東京都の計

画自身も、世田谷区というよりも都心部ですけれども、大きな開発がたくさん出ていて、

開発拡大路線ということで、マスタープランそのものにも問題があると考えています。そ

れから、世田谷区の問題としても、先ほど言ったような東名ジャンクション周辺地区につ

いては、今回入れるべきではないと考えることから、反対したいと思います。 

○会長 御意見ということでよろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 重点地区に入れて何をやるかというのは、88ページに今の東名ジャンクション周

辺地区については書かれています。街づくりを含めての基盤整備ということをここでは大

きな課題としていて、それの事業化というのはすぐには進まないと思いますけれども、広

域的なインフラとして、東京都のインフラの動向の中で、このタイミングで重点地区にし

ていこうというのが都から出てきて、区としてもそういう方向でということを考えてきた

ということかと思います。 

 先ほど御意見がございましたが、ほかに御意見等がなければ、これは諮問でございます

ので、お諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、ほかに御質問、御意見等がないということですので、採決に移りたい

と思います。 

 それでは、諮問第386号「東京都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更について」、

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

〔 挙 手 〕 

○会長 賛成多数と認めます。したがいまして、諮問第386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。 

 本日の諮問事項は以上でございますので、この後は、今日予定で報告事項が３件ござい

ます。引き続きで恐縮ですが、報告事項に移りたいと思います。 

 

 報告事項の(1)「東京都市計画地区計画の決定について（祖師谷二丁目地区）」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、東京都市計画地区計画の決定（祖師谷二丁目地区）につきまして御報
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告いたします。 

 お手元の参考資料１を御覧ください。資料の１ページ、１の主旨でございます。祖師谷

二丁目地区は、小田急線祖師ヶ谷大蔵駅北側に位置し、駅から続く商店街である祖師谷通

りに面した東京都住宅供給公社の住宅団地で、昭和31年１月決定の東京都市計画一団地の

住宅施設の区域でございます。建設から60年以上が経過して建物の老朽化が進む中、平成

28年９月には公社より街づくりの検討依頼を受けております。区は、道路、公園等の基盤

整備を図り、地域における利便性や防災性の強化を図るとともに、隣接する低層住宅地と

調和したみどり豊かな市街地の誘導に向け、一団地の住宅施設を廃止するとともに、新た

に地区計画を策定するため、意見交換を重ねてまいりました。このたび、祖師谷二丁目地

区地区計画原案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 

 ２の対象地区につきましては、こちらの下の図の斜線の範囲で、本地区の南側約600メ

ートルの位置に小田急線祖師ヶ谷大蔵駅があるという位置関係でございます。 

 ２ページをお願いいたします。３、これまでの経緯についてでございますが、先ほど主

旨で触れました平成28年９月の公社の検討依頼を受けた後、令和２年７月から４回の意見

交換会を重ねてまいりました。令和４年２月には素案説明会を開催し、33名の方に御出席

いただきました。また、区のホームページにも説明会当日の配付資料及び説明動画を掲載

し、地域の皆様から街づくりに関する御意見をいただいたところでございます。 

 ４、地区計画（原案）の決定の理由につきましては、お手元の資料の一番最後に理由書

がございますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 ５の地区計画（原案）につきましてですけれども、(1)地区計画の名称、(2)位置、(3)

面積につきましては記載のとおりでございます。 

 この(4)以降、こちらからはスクリーンで地区計画のポイントについて御説明をさせて

いただきます。スクリーンの方を御覧いただければと思います。祖師谷住宅は、昭和30年

から31年度に建設され、４階建てを中心とした合計36棟、総戸数1020戸の団地で、西側、

祖師谷通り沿いにはふれあい遊歩道、また東西２か所に広場が配置されております。建設

当時、周辺は田畑が広がる場所で、容積率は40％以下に制限されておりましたが、戦後の

都心周辺部の住宅需要の高まりを受け、大量の良質な住戸を建築するため、一団地の住宅

施設を定め、容積率を緩和して団地が建設されました。現在の都市計画につきましては、

祖師谷住宅を含む緑色の区域は第一種中高層住居専用地域で、容積率は200％、建蔽率

60％、高度地区は19メートル、第二種高度地区でございます。水色の区域は第一種低層住
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居専用地域で、団地の北側は容積率100％、建蔽率 50％、南側につきましては容積率

150％、建蔽率60％、絶対高さ制限はいずれも10メートルの第一種高度地区でございま

す。 

 次に、上位方針である世田谷区都市整備方針では、祖師谷住宅一帯を含む住宅地区につ

きましては、地域特性に応じた住環境の保全や改善、住宅相互の調和を図りつつ、生活利

便施設などが適切に配置された土地利用を誘導することとしております。同時に大規模住

宅団地の土地利用転換等の方針では、居住水準の向上を図るとともに、道路、公園などの

都市基盤整備や防災施設の設置など、地域に貢献する機能を確保するとともに、周辺と調

和した適切な土地利用を誘導することとしております。また、街づくりを優先的に進める

アクションエリアの方針では、本地区について、道路や公園などの都市基盤の整備などに

よる良好な居住環境の形成に貢献できる街づくりを進めることとしております。 

 これらの上位方針や地区の現状を踏まえ、地区計画の目標としましては、安全で便利な

道路、歩行者ネットワークの形成、地域に親しまれる公園、広場等によるみどり豊かな市

街地の形成、避難機能を確保した防災性の高い市街地の形成、周辺市街地と調和した住み

続けられる住宅市街地の形成といたします。これら目標を実現するため、土地利用の方針

を祖師谷住宅の建替えを適切に誘導するとともに、地域の利便性や防災性を高める道路、

歩行者ネットワークの形成と地域に親しまれる公園、広場の確保等を図り、周辺市街地と

調和したみどり豊かで良好な居住環境を形成することといたしました。 

 地区施設の整備の方針と配置につきましては、日常生活の利便性、安全性や防災性の向

上を図るため、街区を構成する基本的な道路を区画道路として位置づけ、具体的には、祖

師谷通りは現状のまま７メートル、けやき通りは、クランク状の線形を改善しつつ、現況

の幅員構成を維持して、８メートルと位置づけます。また、団地内の南北道路の整備とと

もに、外周道路は団地側へ拡幅し、６メートルといたします。区画道路に沿って安全で快

適な歩行空間として、赤の点線で示す歩道状空地を設けるとともに、オレンジ色の丸線で

示しました位置に歩行者通路を確保し、公園、広場へのアクセス性や災害時の避難経路を

確保するための歩行者ネットワークを形成いたします。 

 続きまして、公園、広場につきましては、図中西側、既存のふれあい遊歩道と併せ、祖

師谷通り沿いに地域の交流を促す広場も配置いたします。また、周辺地域からアクセスし

やすい位置に防災機能を備えた公園を配置いたします。広場につきましては、地区施設の

ほか、その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針の中で、こちらの図に示す緑の
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点線の既存広場の範囲に約2000平方メートルの広場を配置いたします。この結果、公園、

広場の面積は合計9750平方メートルとなり、既存の面積に比べ約2500平方メートルに増加

いたします。 

 また、地区全体ではみどり豊かな市街地環境を形成するため、既存樹木の保全や新たな

緑化の推進に努めるものとし、特にけやき通り沿いでは、既存のけやきの保全や緑地等の

整備に努めるものといたします。また、地区外周部では、緑地や小広場等の整備に努める

こととし、その他、雨水の流出を抑制する施設の整備により、浸水被害の防止に努めるこ

とといたします。 

 次に、建築物等の整備の方針とルールにつきまして、周辺市街地と調和した市街地を形

成するため、容積率の最高限度は150％といたします。 

 また、みどり豊かでゆとりある市街地の形成を図るため、建蔽率の最高限度は50％とい

たします。 

 壁面の位置の制限につきましては、ゆとりある空間の形成や周辺市街地への圧迫感の軽

減に配慮するため、建築物の外壁などを道路境界線等から２メートルから８メートル後退

させます。具体的には、地区の外周部は、周辺市街地の住環境への配慮のため、隣地、道

路境界線から５メートル、地区内の道路境界線からは、歩行者空間確保のため３メートル

とし、団地南側の一部の街区においては、街区の幅が狭いため、２メートルといたしまし

た。特に祖師谷通り、けやき通りの一部区間につきましては、ふれあい遊歩道やけやき並

木の保存のため、５メートルから８メートルとしております。 

 けやき通り西側の断面のイメージでございますけれども、幅員８メートルの区画道路の

両側に、けやきの保全のため、５メートルまたは６メートルの壁面後退を設定します。南

側には、既存樹木に配慮しながら歩道状空地を整備いたします。 

 また、壁面後退区域における工作物の設置制限といたしまして、歩道状空地には門、フ

ェンス等の工作物の設置を制限いたします。 

 建築物等の高さの最高限度につきましては、公園、広場を確保しつつ、必要な住戸数を

確保するため、28.5メートル以下といたします。また、高さを緩和しつつ、周辺市街地と

調和した市街地を形成するため、北側につきましては、斜線型の高さ制限を強化し、隣接

する低層住宅地の住環境へ配慮いたします。さらに、地区の全方位に斜線型の高さ制限を

定め、隣地斜線を強化いたします。 

 続きまして、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限につきましては、周辺市街地
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と調和した街並みを形成するため、建築物は単調かつ長大な壁状の建物とならないように

するなど、周辺環境に調和したものとするとともに、屋外広告物も周辺環境に配慮したも

のといたします。 

 垣又はさくの構造の制限につきましては、みどり豊かで快適な歩行者空間の形成や安全

性の向上を図るため、道路に面して垣、柵を設ける場合は、生け垣、またはフェンス等に

沿って緑化したものといたします。なお、地区計画の区画道路と既存道路を接続するた

め、図の青色の点線の位置に６メートルのアクセス道路を整備いたします。 

 恐れ入ります。お手元の資料の２ページを御覧ください。６の関連する都市計画の変更

について、地区計画決定と同時に一団地の住宅施設の廃止をいたします。 

 最後に、７、今後のスケジュールについてでございます。８月に16条による地区計画の

原案の公告・縦覧及び説明会を開催し、10月の都市計画審議会において17条の予告を、同

月に17条の公告・縦覧を行います。その後、令和５年１月に都市計画審議会へ諮問をいた

しまして、令和５年２月の決定を目指して進めてまいります。 

 報告は以上でございます。 

 

○会長 報告は以上ということでございます。 

 本件は初めてかなと思いますけれども、今日は報告でございますので、忌憚なくいろい

ろ御意見を伺って、今後、よりよい建替えと街並み整備等につなげていければと思ってお

ります。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 説明ありがとうございます。この資料を頂いてから私の方でも、地域の方や区民

の方に、どうしていったらいいのかという話をいろいろと聞いて回ってきましたけれど

も、その中で、やっぱりまさに今映っていますけれども、けやき並木が象徴的であるとい

うふうな御意見を多くいただいて、私も直接行ってみましたけれども、けやき並木、やっ

ぱりこれを残してほしいという声はよく分かるなということで、今日、先ほど説明を見て

いたら、ちょうど図にも出てきて、保全をしていくという話で一安心なんですけれども、

このけやき並木、今ある木をそのまま全て残して再構築をしていくという認識でよろしい

んでしょうか。 

○幹事 けやき並木につきましては、今全体で本数は47本ございます。今回、けやき通り

のクランク状の線形を変更するというところがございまして、東側に既存の公園が、ちょ

うどグリーンのハッチングしているところなんですけれども、そこに東公園がございまし
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て、その中にあるけやきを含めると、トータル55本ございます。今回、線形変更しない給

水塔がちょうどこのけやき通りの中間部ぐらいにあるんですけれども、その西側には26本

ございまして、こちらについては、壁面後退等を入れながらしっかり保全していくという

ことをこの計画の中に盛り込んでおります。線形変更する区間に今植わっているけやきに

つきましては、移植できるものは当然移植していただきますし、移植に耐えられないもの

については、代替のものを植樹していただくなど、そこも樹木医等を入れながら、しっか

り１本１本見ながら、既存樹木の保全に可能な限り配慮していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 御説明ありがとうございました。今のけやきの話で言いますと、この規模のけや

きは移植は多分難しいと思いますので、クランクの位置ですとか、あと道路の線形ってな

かなか検討は難しいものだと思いますけれども、慎重にされた方がいいかなと思います。 

 あとは、このけやきが保全されるということももちろん大事なんですけれども、ここら

辺は歩きにくい場所にはなっていると思うんです。夜間は照度がすごく低いですし、非常

にけやきは美しいんですけれども、優良な質の高い、歩きやすい歩行空間、みどり豊かな

歩行空間の整備というか、保全ということで、そこら辺は慎重に御検討された方がいいか

なと思います。 

 この規模のけやきは移植はなかなか難しいということだけちょっとまず最初に申し上げ

たかったのと、私が意見として申し上げたかったのは、今回広場が、新設も含めまして

9500平方メートル程度になるという御説明がございました。この中で、既設の広場が2000

平方メートルほどございまして、ここも現在かなり踏圧で土が硬くなってしまったりし

て、質がかなり低下しています。ですので、この地区計画の書き方の中で、それぞれの広

場、小広場や公園が整備されるということも大事なんですけれども、新設の小広場と既設

の広場、可能であれば少し質を高める。それから、この新設の公園、それからけやき通

り、全てが相まってみどり豊かなネットワークというか、このつながり、一体的にそれを

計画していきますよということを書かないと、所管によって広場は広場で舗装ばっかりの

広場が整備されて、公園は公園で別に、みどり政策で公園の方で整備されてということで

つながりがなくなってしまいますので、ぜひけやき通りとそれにひもづいている３つの公

園、広場、緑地というのをもう少し計画的に考えてつくっていくということを地区計画の

中で書けた方がいいんじゃないかなと思います。それは所管が違うので、最初にそういう

ことを言っておいた方がいいかなと思いました。 
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 あとは道路の整備も入っていますけれども、ウオーカブルとか、歩きやすさとか、居心

地がよいとみどりの話というものを道路と公園を分けずに、少しそこら辺が一体的に書け

るように御検討いただければと思います。 

 以上です。 

○幹事 既設の広場4000平方メートルが今現況である中で、2000平方メートル程度、今

回、方針の中で確保していきますという書き方をしています。これまで４回行ってまいり

ました意見交換会の中におきまして、やはり既存のあの位置にあるあの広場というものに

対して、地域の方はやっぱりなじみがあるし、私ども今回、祖師谷通り沿いに面したとこ

ろに新たな広場ということで、これは商店街と団地とが交流しやすい位置にということ

で、その交点部分にふれあい遊歩道を含めた形で、当初は御提案させていただいていたん

ですけれども、やはり今あるところを、その位置も含めて地域に受け入れられているとい

うところがあるので、ぜひここも欲しいという意見がございまして、その中で2000平方メ

ートル程度という書き方をさせていただいているところでございます。 

 その意見交換会の中でも、例示写真等を使いながら、いわゆるアスファルトを敷いてし

まって、車が通るような歩行者通路だとか、広場ではなくて、みどりを植えたりだとか、

歩行者通路１号、机上配付資料の９ページのところの計画図２のところに、既存の広場に

沿って、歩行者通路１号と今回位置づけていますけれども、緊急車両が有事の際には通れ

る道路と位置づけてはいるんですけれども、今ちょうどスライドの方にもお示ししていま

すとおり、平時は、こういったみどり豊かな、ちょっと地域の方も歩行者通路で少し一休

みできたりだとか、イベントができたりだとか、こういったような通路の整備を考えてい

きますというようなことをお話をしておりますので、今後、住宅供給公社がまた工区ごと

に建築構想、あるいは区の条例に基づく手続等を行っていきますけれども、その中で区と

しても、こういった道路にしてくれよと、そういう意見を申し述べる機会がございますの

で、その中で、今、委員からお話があった点も含めて、しっかり申し添えていきたいと思

っております。 

 以上でございます。 

○会長 公社ということで、全部これは公社ですね、団地全体が。その公社の賃貸住宅で

すか。 

○幹事 賃貸住宅でございます。 

○会長 ということは、この建替えでも事業者も全部を賃貸住宅として再生すると。要す
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るに、事業の地権者は、この地区計画に基づいて実際に設計していく主体ですが公社であ

るということでよろしいんですか。 

○幹事 一部、けやき通りと祖師谷通りに面するところに既存の商店街がございます。こ

ちらにつきましては、分譲で既にもう立ち並んでおりますので、こちらについては、今

回、手を加えないと聞いておりますけれども、残りの分につきましては公社の方で設計、

施工していくということでございます。 

○会長 その部分は商業施設ですね。住居は乗っていないんですね。 

○幹事 店舗併用住宅でございます。 

○会長 併用住宅ですか。では、そこは店舗併用でそのまま残すと。 

○幹事 そのとおりでございます。 

○会長 分かりました。そこは老朽化していないんですか。 

○幹事 平成５年に建築されておりまして、まだ建物としては十分……。 

○会長 分かりました。そうすると、要するに、今のお話を含めて、けやきは実は全然老

朽化していなくて、今が一番盛りぐらいの勢いなんだろうと思うんですね。これがソメイ

ヨシノだともうそろそろ寿命かなという話になるんだけれども、けやきなので、いわば今

が一番勢いがよくて、まだ大きくなるものだと思います。何が言いたいかというと、みど

りをどう残していくかと、今のみどりがつくった骨格が、この団地を建替えるときの、む

しろ地域の文化なり、地域の歴史を継承するための重要なインフラで、そこに、建物は基

本的に老朽化で全部建替えますので、昔、団地を造るときは、建物の配置をして、木を植

えるという発想だったのが、恐らく逆に、木がある、そこにどういうふうに建物を建替え

て配置するかと。主客転倒とは言いませんけれども、主客が少し変わるような考え方での

取組になると思いますので、多分地元の皆さんも住まいがどう変わるかというところはイ

メージが湧かないけれども、みどりは残して、全く全部変わるんじゃなくて、祖師谷団地

の歴史とか、これまでのつながりを木を通して残していきたいという思いだと思いますの

で、その辺は公社にもよろしく伝えていっていただければなと思います。 

○幹事 今の点につきましてですけれども、やはり昔の公社住宅というところで、住棟と

住棟の間にオープンスペースが非常に多くて、その住棟間にもやはり樹木があったりし

て、地域の方はそういった樹木も可能な限り残してくれよと。やっぱりみどりに対する御

関心というのは非常に高いのかなと思っております。 

 外周部も含めて、小広場を設けたりですとか、先ほどのけやきの話もそうですし、緑化
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を可能な限り行っていただいて、今以上のみどりが確保されるような団地というか、住宅

となるように住宅供給公社の方には申し入れていきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○会長 それで、先ほどの計画図の２というところで、区画道路とか、歩行者通路につい

ても、点線で書いているということは、おおよそこの辺にこんな方向でということ、公園

とか広場についてもおおよそこの辺にこんな感じでということで、楕円とか、角を丸く書

いているというふうに理解してよろしいんですか。 

○幹事 そのとおりでございます。 

○委員 ありがとうございます。私もこちらの方にちょっと行ったことがないので、分か

っていないところもあるんですけれども、一生懸命今、グーグルとかで見ておりましたけ

れども、先ほどの御意見とも重なるところですけれども、この2000平方メートルの広場

は、地区施設にはなっていないということで、要するにどのように担保するんでしょう

か。ここに、今、中央公園ということですけれども、その中央公園が、今度は、何という

名称、広場の範囲、先ほども附図に出てきたので、そういうことかと思いましたけれど

も、「広場の範囲（現状広場周辺）」というこの広場が必ず確保されるという担保はどのよ

うにされるつもりでしょうか。 

○幹事 地区施設として、具体にその位置を今回、地区計画の中で設けるわけではないで

すけれども、お手元の資料の４ページのところを御覧いただきますと、その他、当該地区

の整備、開発及び保全に関する方針というのが上から２行目にございます。その中で、２

番、「方針附図に示す広場の範囲内には、地域の交流を促進するため、歩行者通路に面し

て約2,000㎡の広場を確保する」という記載がございまして、こちらに基づき、将来的に

は、住宅の整備の際に併せて広場を確保していただくと、こういう考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員 ありがとうございます。私もそこを見ていたんですけれども、この書き方です

と、地域の交流を促進、広場といって、先ほども懸念の意見がございましたけれども、今

は少し木があるようですけれども、こういった木を伐採してハードペーブになる可能性も

非常に高いなと思っております。これだけ開発が進むと、今非常にみどりが住戸の間にた

くさんあるものが、１つの敷地になりますと、新しい計画でこれだけの樹木が随分となく

なるんだろうなということが想定される中で、この2000平方メートルの部分については、

樹木を残しながらとかいうことも少し付記できたらいいんじゃないかと思った次第でござ
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います。 

 以上です。 

○幹事 みどりにつきましては、今後、先ほどもお話ししましたけれども、公社が建築構

想、あるいは区の条例手続の中で設計していく中において、みどりの届出というところで

我々が関与していく場面もございます。その中で、むやみやたらに伐採するのではなく

て、しっかり残せるもの、あるいは新植で、また代替していくもの等、しっかりそこは見

極めた上で、今と同じようなみどりの空間を形成できるように、これはしっかり公社の方

をその段階で指導していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員 御説明どうもありがとうございました。やっぱり居住に対するニーズのとても高

いエリアだし、非常に高い人気のあるエリアだと思うので、公社さんが賃貸型の、しかも

質の高い住宅供給をしていくとなると、多くの方がやっぱりこういうところに住みたいな

と思うエリアだと思うんですね、アクセス性もいいですし、それから文化度、都心の利便

性も含めて。 

 そういう中で、この地区計画及び地区整備計画に記載されている内容や表現というの

は、恐らくこれはこういうふうな書き方しか多分できないんだろうと思っています。た

だ、それを事業主体である公社さんの方に、区の街づくりに対する意向というか、あるい

は将来目標ということで、その意図だとか、狙いみたいなものをやはり詳細にというか、

伝えていくような文章だったり、あるいは補完するようなものの説明の資料があってもい

いんじゃないかなという感じはしています。例えば先ほど来意見が出ているような多くの

ことというのは、質の問題ですよね。量とか面積のことはもちろんあるんだけれども、ど

んなようなとか、どういうふうに使えるのかとか、そういうところというのはやはり文章

でも少し補完をしていってもいいんじゃないかなと思います。例えばけやきのところもそ

うですし、街並みをつくるというようなことをどうやってこの地区整備計画の中で狙いと

して伝えていくのか、これは事業者がやっぱりやることだと思う。 

 それから、同じように言うと、かつて大震災の後に、関東大震災の話ですけれども、同

潤会が団地の設計をしたときに、街角広場みたいなものを意図的に造っていったり、授産

施設みたいなものをあえて入れていって、いわゆるコミュニティーの場をつくっていった

り、あるいは職業訓練機能を入れていったり、当時は銭湯なんていう施設を入れていった

りしたんですよね。ああいう都市のライフスタイルをやっぱり実現していくような都市型
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住宅の当時の提案というのはとても高いものがあって、ハードウエアの計画でも、いわゆ

る絵画的な街並みをつくる、ピクチャレスクな街並みをつくるための道路線形の設計があ

ったり、そこが非常にやっぱり都市のストックというか、住環境の資産として70年、80年

を超えて残ってきた大きな理由だと思うんです。だから、施設ではなくて、建築である。 

 そういうことをこの地区計画及び地区整備計画の図書なんだけれども、これの本編には

なかなか書き切れないところがあるんですが、どうやってその補完的な内容、狙いを伝え

るか。これは事業者と一緒にやっていくことになるんですけれども、それはやっぱり文章

化していくことというのはとても大事なので、そこの工夫をぜひしていただきたいと思い

ます。 

○幹事 委員、おっしゃられることはそのとおりだと思います。世田谷区がこうして目

標、あるいは整備計画、目的を持ってつくったものが、今後の公社の設計にしっかり生か

されていく、これはまさに必要なことだと思っておりまして、ただ一方で、地区計画の図

書の中にどういう記載ができるのかというのは、それはちょっとどこまでできるのかとい

うところはなかなか難しい中で、世田谷区では、区の街づくり条例に基づく街づくり誘導

指針もございまして、これは別途、こういうものをこの場所に整備してくれですとか、比

較的自由に書けるような指針というか、考え方をお示しするツールがございます。今後は

そういった活用も視野に入れながら、どのように公社に対して、この街づくり、地区計画

の本質の部分を理解してもらえるかというところを検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 この団地なんですけれども、私も何回も行ったことがあるんですが、非常にアク

セスが悪いんですよね。祖師谷通りは確かにバスも今通っていますけれども、それ以外の

道路ってほとんど車が１台通ればやっとという道路ばっかりで、この上の方に一応アクセ

ス計画と書いてある道路があるんですけれども、この道路でどこまで対応できるのかなと

考えるときに、もう少し周辺からのアクセス道路を考えた方がいいかなと思うんですけれ

ども、その辺はどう考えていらっしゃいますか。 

○幹事 机上資料の11ページのところの方針附図に、今、委員の方からお話のございまし

たアクセス道路を含めて、南北道路のこのちょうど公園１号と書かれている東側の部分で

すけれども、この南北のラインが描かれております。このアクセス道路につきましては、

今後、区の方で整備していくんですけれども、これが開通することによりまして、千歳通

り、今、画面上の方も御覧いただければと思いますけれども、ずっと上がっていきます
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と、千歳通りという広幅員道路に到達するようなルートが１本確保できるかなと思ってお

ります。それ以外に、この地区には、団地の北側に主要生活道路も位置づけておるんです

けれども、ちょっとまだ事業着手の時期については未定のところがございまして、確かに

東西方向の道路ネットワークの必要性というのも、これまでの意見交換会とか、説明会の

中でいただいてはいるんですけれども、まずはこの南北のアクセスルートの整備、あとは

今、委員からお話がございました駅から上がってくる祖師谷のバスルート、こういった複

数のルートを確保しながら、当面はこの団地へのアクセス道路として、整備、機能を確保

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 先ほどからけやき並木のお話も出ていますけれども、私も住民の方からぜひ残し

てほしいということを伺っています。それから、クランクを直すということですが、クラ

ンクをいじることでけやきが切られちゃうんじゃないかという話もありますし、そもそも

その団地内の通過交通を避けるために、車をゆっくり走らせるために機能しているわけだ

から、クランクは残すべきではないかという御意見も伺っています。その辺についてはど

うお考えですか。 

○幹事 確かにそのクランクに差しかかることによって、自動車が必然的にスピードを落

とさなくてはいけないような状況になるのはそのとおりだと思っています。ただ一方で、

ハンドルを切って、また逆ハンドルを切って、アクセルとブレーキが複雑な操作を繰り返

してというような線形の中で、やっぱり交通安全上、そのクランクの線形が必ずしも安全

性の高い線形かというと、これもまた道路法の中でも道路構造令という規定の中にその半

径の考え方があったりだとか、なかなか構造も適さない部分がございまして、ただ一方

で、スピード抑制ですとか、通過交通の抑制という地域の御意見があることは区も認識し

ておりますし、そのとおりだと思います。この道路整備の中で、どういったスピード抑制

対策ができるのか、これは今後、道路管理者と検討しながら、実際の道路整備の際に反映

していけるように今後検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 たしか新宿の西口でしたか、わざとクランク、道をくねらせてだとか、たしか国

交省がコミュニティー道路というような、バンプをつけるなり、曲がりくねらせるなりと

いう手法も推奨して、いろいろ試みられていたこともあるかと思うので、これはぜひ残す

方向で検討もしていただきたいと、研究していただきたいと思います。これは要望です。 
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 それから、アクセス道路の話もありました。先日、区道認定のときに、工事車両のアク

セス道路になるんじゃないか、周辺住民の理解が得られていないんじゃないかということ

で反対しましたけれども、その辺についての考えだとか、進め方だとか、どういうふうに 

お考えなんでしょうか。 

○幹事 今の委員の御質問は、将来的に工事車両が通るという意味においての地域の御懸

念という観点での御質問でよろしいですか。 

○委員 はい。 

○幹事 工事車両の通行ルートにつきましては、今現在のところ、公社の方から特に区の

方で情報を受けている状況ではございません。一般的なお話にはなるんですけれども、こ

うした建替え事業等に伴う工事車両の通行ルートにつきましては、工事着手の段階で、今

回整備する南北道路を含めまして、周辺道路ネットワークですとか、幅員等、状況を踏ま

えながら、工事の説明会等において周知されていくものと承知をしておりますけれども、

これまで区が行ってきました意見交換会の場においても、今、委員お話しのとおり、工事

車両の通行について御質問、御意見をいただいておりまして、その都度、公社の方には申

し伝えているところでございます。区といたしましては、工事に際して、工事の車両です

とか、あと種類、通行ルートなど、十分検討して、地域へ丁寧に説明するのと併せて、そ

うした地域からの心配の御懸念の声に配慮して、安全、適切な対策を講じるように、道路

の管理者とも連携しながら、公社に対して要請していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 本当にこの周辺の道路のアクセスが悪いところなので、そこは十分周辺住民の方

に説明し、合意も得ながら丁寧に進めていただきたいと思うんですが、自動車のアクセス

が悪い、団地の建替えの計画がどうなっていくのかという話もあるんですけれども、道路

のアクセスも悪くて、今お住まいになっている方が自動車を使う方が少ないということの

ようですけれども、今後整備していくときに、駐車場の整備だとか、その周辺の交通の関

係だとか、そういうことはどのように考えているんでしょうか。 

○幹事 駐車場の整備というのは、住宅供給公社の団地の駐車場の整備ということだと思

うんですけれども、一応世田谷区の住環境条例の中で、駐車場台数というのが規定の数字

はあるんですけれども、一方で比較的駅からアクセスしやすい立地ですとか、必ずしも一

般的な駐車台数がこの団地において必要なのかどうかという検証は必要だと思っておりま

して、今後、その点につきましては検討して、台数を減らせるのかも含めて考えていきた
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いと思っております。 

 以上でございます。 

○委員 ぜひその辺は慎重に検討もしていただきたいと思うんですけれども、住民の方が

言うには、地区計画で建築の規制をかけるという話と、それでどういう建物に建替わって

いくのかというのがなかなかイメージができなくて、建替えの計画については、これは後

なんですと言って、全然出てこないということで、なかなかイメージがつかめないんだと

いうお話も聞いています。ここは事業者ともうまくやりながらだと思うんですけれども、

こういう規制だとこういう感じになりますよというようなことをしっかり示しながら進め

るのは大事じゃないかと思うんですね。特に高さ制限のことで、周辺は低層だと。現在は

四、五階建てだというところで、今回示されているのが９階建てぐらいが建つような28.5

メートルということで、これは高過ぎる、下げてくれという声を私はたくさん聞いていま

す。 

 今回、斜線の規制を入れるという御説明でしたけれども、斜線を入れることで、周辺の

圧迫感がどうなるのかだとか、やっぱり高過ぎるんじゃないかだとか、その辺をきっちり

と住民の方に理解していただくことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。 

○幹事 これまでも、地域と意見交換を重ねてきた中で、一部の方におかれましては、建

物の高さですとか、配置など、どのような建物が建つのかということを御心配される声が

あることにつきましては、当然区も承知しているところでございます。今、高さの話、９

階建て、28.5メートルというのが出ましたけれども、区では、平成31年４月に住居系の用

途を中心に、絶対高さの制限の見直しを行っておりまして、本地区につきましては、それ

までは45メートルの絶対高さ制限だったところを19メートルに変更したという経緯がござ

います。一方、この見直しの中では、市街地環境の向上に資する建築物につきましては、

絶対高さ制限特例というものを設けておりまして、みどりとか、周辺環境に配慮し、公共

的な空地を確保することに加えて、みどりの質ですとか、あと災害対策等の観点から、総

合的に市街地環境に資すると認められる建築物つきましては、指定値の1.5倍まで高さ制

限を緩和できるものとしております。 

 今回、地区計画において、高さ制限緩和に必要な壁面後退ですとか、建蔽率の低減、あ

と空地の設置率など、定量的な基準を満たしているほか、先ほど御説明しました防災機能

を備えた公園の整備ですとか、あと将来的には福祉施設の誘致など、地域貢献としての定

性的な面も考慮した上で、19メートルの1.5倍となる28.5メートルまで絶対高さをある意
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味緩和という形になるんですけれども、高さの最高限度として定めているものでございま

す。高さの最高限度は、一定程度緩和する考え方でございますけれども、隣地ですとか、

北側への斜線は、委員からもお話があったとおり、より厳しいものとして設けまして、周

辺住宅地への圧迫感の軽減ですとか、見下ろしによるプライバシーの問題の抑止とか、あ

と日照確保など、周辺市街地の環境に十分配慮した建物として、これはルールの中でしっ

かり誘導していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 先ほど広場をたくさん取るんだという話もありましたけれども、それとの関係

で、やはり高さを一定程度緩和しないと、広場の確保が実現できないということなんでし

ょうか。 

○幹事 将来の設計戸数等が、まだこれから設計していく中において、実際にどの程度足

りるか足りないかというのは、今このルールをつくる段階においては確たる数字はないん

ですけれども、ただ、委員おっしゃったとおり、公園等でオープンスペースを供出しても

らう部分ですとか、斜線制限をより厳しいものにすることによって、やっぱり間取りと

か、一部制限、制約を受けるところもございますし、あと昭和30年代に建築された団地と

いうことで、１部屋当たりの平均の床面積が30平方メートル程度と、非常に今の居住水

準、50から60ぐらいに比べると、やはり少ないものがあって、そうした１部屋、１部屋の

間取りも1.5倍ぐらい広げていくと、やはり一定程度上の方に高さを積み上げをする部分

が出てくるのは、これは致し方ないかなと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 やはり世田谷で街づくりに関わってくると、高層マンションであったり、そうい

う大きなものが出て、反対運動がというのがかつてたくさんありましたけれども、やはり

住環境を守っていこうという思いが皆さん、強いので、大規模団地の建替えですから、そ

ういう高い数字、９階建てになりますなんていう話が出ると、それは駄目だという話にな

ると思うんです。空間を取るためにはだとか、必要な斜線を取りますとかというのが、本

当に周辺の皆さんが納得できるようなものなのか、そこが大事だと思って、そこを分かる

ような形で住民の方と一緒に考えて、やっぱりこの高さは高過ぎるというふうになるの

か、もっと傾斜をきつくした方がいいというふうになるのか、やっぱり空間を取ることが

大事だというふうになるのか、いろんなトレードオフは出てくるとは思うんですけれど

も、やはり住民の方の思いをしっかりと受け止めることが大事だと思うんです。そのため
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には、よく分かってもらうように、工夫していくことが必要だと思うんですけれども、そ

の辺についていかがでしょう。 

○幹事 実際に何で９階建てが必要なのかというところですとか、そこはしっかり設計し

ていく段階において、公社においても根拠を持った上で地域の方に対して御説明できる必

要があるとは認識しております。今回28.5メートルという高さ制限は設けますけれども、

これは街づくりの中でその高さを誘導していくというものよりは、先ほどもお話ししたと

おり、設計はこれから進んでいくという中において、１つの基準に照らして、ある意味ア

ッパーを設けているというところなんだと思っています。これからこの団地は４期に分け

て工事を行っていくわけで、これから15年とか16年とか工事が続いていくわけですけれど

も、その３期とか、４期とか終わりの方の工事をやるときには、また将来の予測値とかと

いうのもきっと変わってくると思うんですね。そういったところも含めて、あの地域に何

でその高さ、ボリュームが必要なのかというのはしっかり説明ができるように、公社の方

には要請していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員 やっぱり今、規制の在り方をまず先にやるという話になっちゃっているわけです

から、だけれども、やっぱりどういう建物が建つのかということで住民の皆さんは悩むわ

けですから、この規制はこういう効果でここまでなんですよというようなことだとか、そ

ういう具体のイメージが住民の方に分かるようにしながら、その規制のアッパーがどこな

のかというのを決めていく必要があると思います。丁寧に進めていただきたいと、これは

要望にします。 

○会長 ほかのあと２件報告があるので、そろそろ移りたいところではあるんですが、今

回初めてですし、短くお願いします。 

○委員 あと１つだけ。ちょっと所管も替わっちゃうかもしれないんですけれども、公社

の建替えで、家賃が数倍に上がっちゃうという話があって、方針で住み続けられるという

のはあるのに、今住んでいる人が住み続けられるのかという問題がありまして、特に高齢

の方も多いということで、住み続けられるための支援の仕組みであるとか、あるいはほか

に移るにしても、福祉的ないろんな手助けだとか、そういうことが必要だろうと住民の方

から言われているんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○幹事 今、ちょうど４月から６月にかけて公社の方で居住者に対して住み替えに対する

個別の御説明というのを行っていると聞いております。その中で、やはり今高齢の方、単
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身でお住まいの方もいらっしゃるというところで、住み替えに対して高齢者に特化したよ

うな住宅の間取りも設けたりだとか、その料金設定についても、契約家賃から、それは条

件が必要になるんですけれども、高齢者向けの家賃設定もあったりというところも聞いて

いますので、公社としても住み替えで、今高齢者が実態として多いというところは認識は

していると思います。 

 区としても、ちょうど祖師谷通りを挟んで向かいにまちづくりセンターとあんしんすこ

やかセンターがございまして、こちらの方も何かお困りのことがあればお声がけください

ということで周知をさせていただいたり、そこは区と公社と連携しながらという部分があ

るんですけれども、住み替えの御不安が少しでも解消できるように、そこは取り組んでい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○会長 そろそろよろしいでしょうか。住民という話がいっぱい出ましたが、多分２つあ

って、１つは、団地の居住者との話合いとか、居住者への支援を含めた議論と、それから

もう１つは周辺の、団地外の人たちとの関係性ですよね。先ほど、緑地で、周辺側に緑地

とか公園を配置することで、団地外の人との交流の場であったり、団地外の人に公園も提

供するという発想、ただ、計画の目標のところには、広域避難場所が遠い地区ですとか、

目標としては、避難機能を確保した防災性の高い団地にしますという書き方は、直接書い

ていないんですが、読んでいくと、この地域の人たちが遠くの広域避難場所ではなく、建

替えた後、この団地を広域避難場所として使えるような防災性の高い空間にしていくと、

そういう目標であるとすると、市街地に隣接した周辺側の公園というのは避難場所として

は危ない避難場所なんですよね。つまり避難空間、周りの木造の住宅が燃えたときに、そ

の公園は使えません。熱くていられませんということですので、どっちかというと、団地

の内部に大きい広場をつくって、周りをちょっと高い建物で囲っていただく、そういう空

間の方が避難場所には適している。だから、防災性を上げて広域避難を改善するような方

向ということをやはり地域の皆さんと一緒に話し合う中で、建物の高さの問題の許容性と

いうんですか、お互いに助け合う関係性というのが、建物の在り方とも関わってくるとい

うことです。この団地内と団地外の両面、これからしっかりと話合いをして、今あるみど

りのインフラを生かしながら、なるべく希望者は居住し続けられるように、そういうたく

さんの希望があると思いますが、これからぜひとも詰めていっていただければなと思いま

す。 
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 今日が最初の御報告なので、また報告事項として機会を得て、皆さんの意見を伺いなが

ら進められればなと思っておりますので、本日はこのあたりで本件はよろしいでしょう

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、あと２つ報告をいただきたいと思います。 

 

 報告事項の(2)「東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定に基づく防火規制（新た

な防火規制）の区域指定について（船橋一丁目）」の審議に入りたいと思います。 

 それでは、本件につきましては、○○幹事より説明をお願いいたします。 

○幹事 それでは、東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定に基づく防火規制（新た

な防火規制）の区域指定、船橋一丁目につきまして御説明をさせていただきます。 

 本日は、東京都建築安全条例第７条の３第１項の規定による区域指定に関する要綱の実

施細目というのがございまして、そちらに定められている指定手続の一環として、都市計

画審議会へ御報告させていただくところでございます。 

 資料はお手元の参考資料２になります。これからスライドも使って御説明しますが、ス

ライドとお手元資料は同じ内容を記載しておりますので、見やすい方を御覧いただければ

と思います。なお、一部スライドで御説明させていただく部分がございますことを御了承

ください。 

 １番の主旨でございます。恐れ入ります。お手元の参考資料２、１ページを御覧くださ

い。東京都は、平成30年２月に地震に関する地域危険度測定調査の第８回調査結果を公表

し、区内では、火災危険度が５段階のうち２番目に危険度の高いランク４の区域として、

13町丁目が指定され、それぞれの区域において地区計画や地区街づくり計画など、街づく

りの取組や検討が行われている中、船橋一丁目地区におきましては、火災危険度のほか、

災害時活動困難度を考慮した総合危険度の評価がランク４に該当し、災害発生時に大きな

被害が想定される区域となっております。このため、建築物の不燃化を促進し、災害に強

い街づくりを実現するため、東京都建築安全条例第７条の３第１項による防火規制である

新たな防火規制の区域指定を受けるものでございます。 

 続きまして、２の「新たな防火規制」の概要について御説明をいたします。本規制につ

きましては、東京都建築安全条例第７条の３に規定されているものでございます。区域指

定後、建築物の建築、増改築等を行う場合は、下の表のとおり、防火地域内の規制は指定
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後も変わりませんが、準防火地域内では、これまで建築が可能だった２階建ての防火構造

の建物が規制され、原則として性能がより高い準耐火構造以上の建築物にすることが求め

られます。また、500平方メートル以上の建築物につきましては、建物の階数にかかわら

ず、耐火構造の建築物とすることが求められます。 

 続きまして、参考として、準耐火建築物について御説明いたします。こちらはスライド

の方を御覧いただければと思います。こちらの表に記載しておりますとおり、準耐火建築

物では、壁、柱、床、はり、屋根、階段などを火災の際、一定時間燃えない構造とするな

どの必要がございますが、木造建築物でも各部材の性能を高めることによって、準耐火建

築物とすることが可能になっております。本地区は、準防火地域に指定されておりますの

で、これまで３階建てで求められていた基準が、２階建てなどにも求められていくという

ことになります。 

 お手元の参考資料２の２ページの方を御覧いただければと思います。３にこれまでの経

緯を記載してございます。平成30年２月の地域危険度調査の公表を受け、令和３年１月に

地域にアンケートを実施し、10月には新たな防火規制導入に向けた意見交換会を開催いた

しました。その後、令和４年１月に東京都に対し、区域指定の検討案を提出し、２月に東

京都より意見照会を受けたところでございます。３月に区域指定案説明会を開催し、区域

指定案の縦覧を２週間行いました。 

 続きまして、４の区域指定案についてでございます。区域は、３ページ、４ページの別

紙、区域指定案の位置図、区域図に記載のとおり、船橋一丁目全域を指定いたします。指

定理由につきましては、恐れ入りますが、５ページに指定理由を記載しておりますので、

御覧ください。本地区が地震に関する地域危険度測定調査において、火災危険度及び総合

危険度がランク４に指定されたことを踏まえた指定理由となっております。 

 ２ページにお戻りいただけますでしょうか。次に、５の区域指定案説明会の開催結果に

ついて御説明いたします。令和４年３月25日、26日に説明会を開催し、２日間で８名の方

に御参加いただき、準耐火建築物の構造についての御質問や、新たな防火規制区域指定後

の土地評価、区域指定の周知方法などについて御質問、御意見をいただいたところでござ

います。 

 続きまして、６の区域指定案に対する縦覧・意見書の受付についてでございます。縦

覧、意見書の受付は、令和４年３月25日から２週間行い、意見書の提出はございませんで

した。 
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 最後に、７の今後のスケジュールについて御説明いたします。８月に東京都の意見照会

に対して回答し、10月に区域指定告示、12月に施行を予定しております。 

 説明は以上でございます。 

 

○会長 説明は以上でございます。 

 この件につきまして、御質問あるいは御意見がございますでしょうか。 

○委員 東京都の火災の危険度ランクが４ということで、急にこういう話になったんだと

思うんですけれども、ここ以外にも幾つか、合計13か所、世田谷区においては危険度が高

いところがあるということで、なぜここが選ばれたのか、残りの場所は全てもう準備とい

うか、こういうことをしなくてもいい状況になっているのかということを簡潔に説明をい

ただければと思います。 

○幹事 まず、この船橋一丁目地区をこの区域指定、新たな防火規制区域指定に導入する

理由についてでございますけれども、先ほど御説明もさせていただきましたが、火災危険

度がランク４になったということを受けまして、地域の方に対して街づくりニュースを戸

別に配布し、その町の危険度を御説明した上で、規制の導入についてのアンケートを行っ

たところでございます。 

 今、スライドを用意します。アンケートの結果がこちらなんですけれども、日頃、防災

面で不安を感じているという方が約７割いらっしゃると、新たな防火規制の導入が必要だ

と思うかという問いに対して、必要であるという方が８割程度いらっしゃって、こういっ

た地域の声を受けて意見交換を行い、その中で新たな防火規制区域の導入について御説明

をし、規制導入について、特に賛否の御意見はなく、説明会でも同様の状況であったとい

うことで、今回、導入しようという流れになっているところでございます。 

○委員 アンケートでそういう声が大きかったというのは分かりました。 

 ランク４になっているところで、今までもう既に対処している地域もあるじゃないです

か、まだ対処していない地域にも同じようなアンケートをしたんですか。 

○防災街づくり課長 今、御質問がありました13町丁目につきましては、そのうち８町丁

目が既に新たな防火規制を導入している状況でございます。今回、船橋一丁目が新たに導

入されるという状況です。残りの４町丁目につきましては、現在、新たな防火規制の導入

というのは行ってはおりませんが、それぞれの地域におきまして、住宅市街地総合整備事

業、いわゆる密集事業ですとか、地区街づくり計画、あとは都市計画施設の整備の検討な
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ど、いろいろ各地域の課題に応じた取組を進めているというような状況でございます。 

 また、新たな防火規制ですけれども、火災危険度だけではなく、いろいろな条件がござ

いまして、今回は火災危険度で導入しておりますが、そのほかに建物倒壊危険度ですと

か、あとは東京都の防災都市づくり推進計画の中に整備地域ですとか、木造住宅密集地域

といったものが新たな防火規制を導入する条件となってございます。それぞれの条件に適

合するところで全て導入しなければならない、または全て導入できるといったものではご

ざいませんで、今回、新たな防火規制になりますと、例えば建物に制限がかかり、建築費

のことですとか、いろいろ入ってきますので、地域の方々の御意見等も踏まえて、地域の

課題を解決するためにどういった方法がいいのかというのを地域ごとに検討して進めてい

くといった考えでございます。 

 以上でございます。 

○委員 否定するつもりは全然ないんですけれども、その残りの４か所とかで、指定され

ていないところで全く同じアンケートをしないと、アンケートの結果でここが高かったと

いう理論は成り立たないと思うんですけれども、そんなことはないですか。 

○防災街づくり課長 各地域ごとの、今回船橋一丁目の件ですけれども、実際に船橋一丁

目一部に密集事業が導入されておりますが、その地域、駅前の周辺の整備等を目的とした

ものであったというところで、それから外れたちょっと奥まったところですと、敷地の細

分化が進んでいるとか、そういった検討を進めていく中で、新たな防火規制というものの

検討が必要だろうというところで、地域の課題として検討してきたというところでござい

ます。そのほかの地域につきましても、街づくりを進めていく中で、そういった必要性と

いうのが出てきた場合には、地域の方の御意見を伺いながら進めていくといったような考

えになるかと思います。 

○委員 これで最後にしますけれども、もちろんランク４になって危ないというところを

防火規制するのは大事なことで、やらなきゃいけないことですけれども、当然ほかのとこ

ろで、もう既にやっているところはいいですよ。三軒茶屋とか、下北沢の方に近いところ

はもうそれをやっていますよね。でも、やっていないところもあるわけですから、そうい

ったところにも説明していかないと、ここはやっているけれども、ここはやっていないと

いう地域差が出ちゃいけないわけですから、それにも一緒に取り組んでいただきたいと、

しっかり区民の方に説明もしていただきたいという意見をつけておきます。 

 以上です。 
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○会長 では、よろしいでしょうか。今後、どういうふうに安全な世田谷にしていくかと

いうことでの御意見ということにさせていただきたいと思います。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、今日報告ということでございますが、その方向で進めてくださいとい

うことだと思います。 

 

 では、最後ですけれども、報告事項の(3)「東京都市計画生産緑地地区の変更につい

て」です。 

 本件につきまして、○○幹事に説明をお願いいたします。 

○幹事 それでは、令和４年度の生産緑地地区の変更につきまして御報告いたします。 

 机上に配付いたしました資料及びスクリーンに映し出しますスライドと併せて御覧いた

だければと思います。今回新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、生産緑地地

区につきまして、簡単ではございますけれども、御説明いたします。 

 生産緑地地区とは、生産緑地法に基づき定める地域地区となります。この生産緑地地区

は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地の優れた農地等を計画的に保全し、

良好な都市環境の形成に資することを目的として定めております。 

 次に、生産緑地地区の位置づけでございます。まず、生産緑地法ですが、昭和49年に制

定され、平成３年に改正されております。平成３年の改正の経緯といたしましては、大都

市地域を中心とした住宅宅地供給の逼迫等があったことから、宅地化する農地と保全する

農地の明確な区分を行い、市街化区域内の宅地化農地の積極的活用による住宅宅地供給の

促進を図る一方で、農林漁業と調和した良好な都市環境の保全を図る必要があることか

ら、保全する農地は、緑地、オープンスペース等の機能を有しているものとして都市計画

上の措置を取るため、生産緑地地区に指定するものといたしました。そのため、生産緑地

地区は、平成４年より都市計画として指定されております。スライドに示すとおり、農地

の固定資産税は「宅地化する農地」は宅地並みの課税を受け、「保全する農地」は農地課

税となります。 

 次に、都市農地における国の動きです。三大都市圏の特定市において、生産緑地地区の

減少傾向が進んでいる中で、国はこれまで計画的な宅地化を推進してきましたけれども、

都市圏の農業の課題に対応するため、平成27年度に都市農業振興基本法を制定いたしまし
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た。その翌年には、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための

基本的な計画として、都市農業振興基本計画を閣議決定しております。この計画では、都

市農地の位置づけを「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」へと大きく転換

し、計画的に農地を保全するとしております。平成29年には都市緑地法等の一部を改正す

る法律が公布され、関連する生産緑地法も改正されており、その改正内容について御紹介

いたします。 

 １つ目は、生産緑地の指定面積要件が一団の農地「500平方メートル以上」を「300平方

メートル以上で、区市町村が条例で定める規模」に引下げ可能といたしました。これによ

り、小規模な農地の追加と、一団の農地等の運用改善によるいわゆる道連れ解除防止等の

対応をしております。 

 ２つ目は、生産緑地地区内の行為制限が緩和され、設置可能な建築物として、農産物等

の加工所や直売所、農家レストランを追加いたしました。 

 ３つ目に、生産緑地の買取り申出について、都市計画決定後、30年経過により、農地所

有者は区に買取り申出が可能となりますが、申出可能時期を10年延伸することができる特

定生産緑地制度が創設されました。 

 次に、上位計画における生産緑地の位置づけでございます。世田谷区都市整備方針で

は、将来目標を実現するためのテーマ別の方針がございます。「みどり豊かで住みやすい

まちをつくる」というテーマにおいて、「みどりとみずを保全し、再生・創出する」項目

に、「みどりを守り育てる」がございますが、民有地のみどりの保全策として、農地を生

産緑地に追加指定することにより、農地保全を図るものとしております。また、平成30年

には、区はみどりの基本計画を改定し、基本方針の一つ、「水循環を支えるみどりを保全

する」の中で、農のみどりの継承の取組内容として、「農地の保全」や「農との触れ合い

の推進」を位置づけており、生産緑地地区の指定などを進めていくといたしました。 

 次に、世田谷区における生産緑地に指定する際の生産緑地地区指定要領等について御説

明いたします。指定の条件は、一団の農地は300平方メートル以上の農地であること、都

市環境の保全や将来の公共施設等の用に供する農地であること、相当の期間にわたって農

業の継続が可能であることです。指定されますと、30年間の営農が義務づけられ、建築行

為等は制限されますが、固定資産税や相続税、納税猶予の税制上の優遇措置を受けること

ができます。また、削除する場合の条件といたしましては、指定から30年が経過したと

き、特定生産緑地の場合は指定後10年が経過したとき、主たる従事者が亡くなったときや
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故障により営農が継続できなくなったときとなります。 

 次に、生産緑地の削除の流れを御説明いたします。先ほどのスライドで削除の条件がご

ざいましたけれども、この条件に当てはまりますと、生産緑地法に基づき区長に対して生

産緑地の買取り申出ができます。区は、買取り申出が出された日から１か月以内に買い取

るか、買い取らないかの通知をすることとなります。買い取らない場合は農業従事者への

あっせんを行いますが、不調になれば、申出から３か月以内に所有権の移転が行われない

ということで、建築行為等の行為制限が解除されます。区では、前年の１年間に行為制限

が解除された地区につきまして、年１回まとめて都市計画の変更手続を経て、都市計画の

削除を行っております。 

 続きまして、平成３年の法改正から現在に至る生産緑地面積の指定状況の推移をグラフ

化したものでございます。平成４年度に指定された最初の生産緑地地区は629か所、都市

計画決定面積は約142.86ヘクタールでございました。その後、毎年変更を行い、前回、令

和３年度の変更で489か所、約83.93ヘクタールとなり、平成４年度と比べまして140か

所、約58.93ヘクタールの減少となっております。 

 それでは、本年度の東京都市計画生産緑地地区の変更につきまして、配付しております

参考資料１に基づいて御説明いたします。参考資料の23ページ、最後のページとなりま

す。都市計画の案の理由書を御覧ください。本変更は、市街化区域内において適正に管理

される農地等のうち、世田谷区生産緑地地区指定要領の指定要件に適合する農地を対象と

し、生産緑地地区の指定及び行為制限の解除等に伴う解除を含めて、生産緑地地区の都市

計画変更を行うものでございます。 

 参考資料の１ページにお戻りください。今回の変更内容について御説明いたします。１

の種類及び面積でございます。東京都市計画生産緑地地区は、今回全体で地区数が489件

から７件減少となり、482件、面積は約83.93ヘクタールから約1.3ヘクタールの減とな

り、約82.63ヘクタールとなります。スクリーンに映しておりますのは、５ページの生産

緑地地区変更箇所図でございます。お配りしている資料は白黒のため、スクリーンを御覧

いただければと思います。青い三角印が削除、赤い丸印が追加の地区の位置を示してござ

います。 

 お手数ですが、資料１ページにお戻りください。２の変更概要は記載のとおりでござい

ますが、３、変更内容につきましては、資料２ページを御覧ください。第２の表に削除の

みを行う地区の位置、削除面積、備考欄に地区の全部または一部を記載してございます。
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表の一番下に記載してございますとおり、合計件数は14件、合計面積は約１万7610平方メ

ートルでございます。削除の理由といたしましては、主たる従事者の方がお亡くなりにな

られたことによる行為制限の解除がなされたものや、生産緑地法第８条４項に伴う公共施

設の設置によるものでございます。 

 次に、３ページ、第３の表を御覧ください。追加のみを行う地区の位置、追加面積を記

載しております。表の一番下に記載しておりますとおり、合計件数は10件、合計面積は約

4060平方メートルでございます。後ほど追加地区の主なものについては御説明いたしま

す。 

 資料４ページを御覧ください。４ページの表は、削除、追加を含めた新旧対照表でござ

います。ページ下方の小計欄、右下に記載しておりますとおり、今回面積精査による増減

があるものは27件となり、合計で550平方メートルの増となっております。今回の精査の

多くは、平成４年の生産緑地指定以降の相続等による分合筆や、特定生産緑地の指定申請

に当たり、農地地権者において、改めて実測を行ったことによる面積変更となります。 

 それでは、追加を行う10件のうち、主立ったものにつきまして御説明いたします。 

 １件目につきましては、等々力四丁目、生産緑地番号92番の地区でございます。資料22

ページの計画図とスクリーンを御覧ください。計画図中央付近でございます。東急大井町

線尾山台駅北西側、ナオミ保育園の西側に位置する約1250平方メートルの既存の生産緑地

地区に、約180平方メートルの区域を追加するものでございます。主な作物としては、果

樹、かんきつ類となっております。 

 ２件目は、喜多見九丁目にございます397番の地区でございます。資料14ページの計画

図とスクリーンを御覧ください。計画図中央左付近にございますきたみふれあい広場の西

側に位置する約1830平方メートルの既存の生産緑地地区に、約260平方メートルの区域を

追加するものでございます。ラッキョウ、かんきつ類、ブルーベリーなどが栽培されてお

ります。 

 ３件目は、上祖師谷四丁目にございます523番の地区でございます。資料10ページの計

画図とスクリーンを御覧ください。計画図中央付近にございます。祖師谷公園近くとなり

ます上祖師谷地区会館の西側に位置する約2610平方メートルの既存の生産緑地地区に、約

600平方メートルの区域を追加するものでございます。シラカシ、ツバキ、サザンカなど

が栽培されております。 

 ４件目は、北烏山四丁目にございます599番の地区でございます。資料６ページの計画
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図を御覧ください。計画図中央付近でございます。久我山病院近くとなりまして、都立久

我山青光学園の東側に位置する約4410平方メートルの既存の生産緑地地区に、約500平方

メートルの区域を追加するものでございます。ツツジ、ジンチョウゲが栽培されておりま

す。 

 ５件目は、祖師谷六丁目にございます695番の地区でございます。資料９ページの計画

図を御覧ください。計画図中央左下付近にございます。駒大グラウンド近くとなりまし

て、大道北記念公園の南東側に位置する約1070平方メートルの既存の生産緑地地区に、約

420平方メートルの区域を追加するものでございます。ゴムの木、ポトスなどが栽培され

ております。 

 ６件目は、千歳台二丁目にございます732番の地区でございます。資料11ページの計画

図とスクリーンを御覧ください。計画図中央下付近にございます。廻沢南公園の北西側約

200メートルに位置する約860平方メートルの既存の生産緑地地区に、約900平方メートル

の区域を追加するものでございます。サツマイモ、レモンが栽培されております。 

 ７件目は、砧六丁目にございます779番の地区でございます。資料15ページの計画図と

スクリーンを御覧ください。計画図中央付近にございます。草山公園の西側約130メート

ルに位置し、約710平方メートルの区域を新たに生産緑地として指定するものでございま

す。ジャガイモ、里芋、トマトなどが栽培されております。 

 ８件目は、給田三丁目にございます780番の地区でございます。資料７ページの計画図

とスクリーンを御覧ください。計画図中央付近にございます。こちらも新規指定の生産緑

地となります。京王線千歳烏山駅北西側の成城消防署烏山出張所の西側に位置し、約360

平方メートルの区域を新たに生産緑地として指定するものでございます。こちらの生産緑

地は、平成29年10月の条例改正に伴う面積要件の引下げによる300平方メートルから500平

方メートルで新たに生産緑地となったケースになります。トウモロコシ、ナス、キュウリ

などが栽培されております。 

 最後に、資料１ページにお戻りください。４の今後の予定でございます。記載のとお

り、令和４年８月15日から８月29日に都市計画案の公告・縦覧を行いまして、令和４年10

月の本審議会へ諮問し、10月下旬に都市計画決定の告示を予定しております。 

 御報告は以上でございます。 

○会長 ただいまの報告について御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいです

か。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、御質問もないということですので、本件につきまして報告とさせてい

ただきます。 

 本日予定しておりました議案に関して、以上をもちまして終了したいと思います。 

 事務局よりその他連絡事項がありましたら、お願いいたします。 

○幹事 一般公募委員の○○様がいらっしゃいましたので、改めて御紹介させていただけ

ればと思います。 

○委員 こんにちは。区民の公募委員の○○と申します。新宿から小田急線に乗ってきた

んですけれども、途中で電車で足止めを、代々木上原駅で45分ほど待ちぼうけを食らって

しまいました。申し訳ありませんでした。 

 住まいは岡本に住んでおります。もともと小学校の教員をやっておりまして、現在は大

学で教育学を教えています。そういったこともあって、子どもの育つ環境とか、暮らす環

境というのに特に興味があります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○幹事 ○○様、ありがとうございました。 

 それでは、事務局より次回審議会の開催につきまして御連絡いたします。第115回世田

谷区都市計画審議会は、令和４年10月19日水曜日午後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、二子玉川分庁舎１階大会議室を予定しております。詳細につき

ましては、後日改めて御連絡いたします。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、最後になりますが、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て署名させていただきます。○○委員には後日事務

局より連絡がございますので、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114回世田谷区都市計画審議会を閉会したいと思いま

す。今後の街づくりに関して熱心にたくさんのアドバイスと議論をいただきましてありが

とうございました。それでは、これで閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後４時21分閉会 


