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 午後２時開会 

○幹事 定刻となりましたので、第115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、委員の御出欠についてでございます。本日は、○○委員、○○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、

○○委員、○○委員は、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、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。 

 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 それでは、これより第115回世田谷区都市計画審議会を開会いたします。 

 まず最初に、本日の議事録の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。よろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 ありがとうございます。それでは、本日の議事録につきましては、皆様にも確認

していただいた後ということですが、○○委員と私とで確認をし、署名をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、開会に当たり、事務局より資料の確認をお願いいたします。 

○幹事 それでは、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115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、諮問

第387号「東京都市計画生産緑地地区の変更について」、参考資料１「特定生産緑地の指定

について」、参考資料２「東京都市計画地区計画の決定（祖師谷二丁目地区）及び一団地

の住宅施設の変更（祖師ヶ谷住宅）について」、参考資料３「地形地物等の変更に伴う用
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途地域の変更及び関連都市計画の変更について」、以上、資料は７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いたしま

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。 

○幹事 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115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１件、そのほかに報告事項が３件でございます。 

 それでは、まず最初に、諮問事項に入りたいと思います。諮問第387号「東京都市計画

生産緑地地区の変更について」でございます。 

 この説明を○○幹事にお願いいたします。 

○幹事 それでは、諮問第387号東京都市計画生産緑地地区の変更について御説明いたし

ます。 

 本案件は、前回７月８日に開催いたしました第114回都市計画審議会におきまして、都

市計画法第17条に基づく都市計画案の公告及び縦覧に先立ち御報告した案件でございま

す。 

 それでは、お配りした資料の最後のページとなります説明用資料１を御覧いただけます

でしょうか。１の種類、件数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83万9310平方メートルから約１

万3000平方メートルの減となり約82万6310平方メートルとなります。 

 次に、変更の内容でございます。恐れ入りますが、お手元の諮問第387号の資料を御覧

いただきまして、１枚おめくりいただきまして１ページを御覧いただけますでしょうか。

第２に、削除のみを行う位置および区域の一覧表を記載しております。表の一番下に記載

のとおり、合計14件、削除面積約１万7610平方メートルとなります。削除の理由といたし

ましては、従事者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条第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、追加を行う位置や追加面積についてでございます。１枚おめくりいただきまし

て、２ページを御覧ください。第３、追加のみを行う位置および区域の一覧として表に取

りまとめております。合計10件、追加面積は約4060平方メートルでございます。 
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 ３ページを御覧ください。削除、追加を合わせた新旧対照表でございます。 

 恐れ入ります、説明用資料１にお戻りいただけますでしょうか。４の都市計画案に関す

る縦覧・意見書についてでございます。令和４年８月15日から８月29日までの２週間、都

市計画法第17条に基づき都市計画変更案の縦覧及び意見書の受付を行いましたところ、意

見書の提出はございませんでした。 

 ５のこれまでの経緯と６の今後の予定につきましては記載のとおりでございます。本日

御承認をいただきましたら、10月末に都市計画決定、告示を行う予定でございます。 

 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

でしょうか。 

 毎年１回これを議決というか、諮問事項として上がっていますが、よろしいですか。 

○委員 １万7000平方メートルが削除というのは大変残念だと思うんですけれども、やは

り農地を守るための取組としてどのようなことをやっているか、あとこれを今後少なくす

るためにどういう努力があるか、ちょっと説明してください。 

○幹事 おっしゃるとおりでございまして、平成４年の生産緑地の指定から農地はずっと

減り続けているといったことがございまして、世田谷区としても何とかしていかないとい

けないと思っております。また、市街化区域の中で農地は宅地化すべきものから、農地は

都市にある守るべきものというような形の位置づけに変わったことがございまして、世田

谷区としても農地の保全をしっかりとしていく必要があると考えております。また、その

ためには、単純に農地の保全と言っているだけではなかなか厳しいところがございまし

て、農業振興ですとか、またいろいろなところで農的な活用から、例えばコミュニティ農

園というものがございますけれども、そういった新たな取組なども含めて進めていく必要

があると思っております。 

 世田谷区の中でも様々な領域が絡むような取組が必要だということでございまして、庁

内でプロジェクトチームを立ち上げて、農業の振興、またそれに伴う農地の保全、その両

面でしっかりと取り組んでいく必要があると考えております。 

 以上でございます。 

○委員 世田谷区としても、例えば農福連携みたいな新しい取組だとか、非常に期待もし
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ていますし、農業振興そのものをぜひ進めていただきたいということを要望して、賛成の

意見とします。 

○会長 今日のこの資料で説明している削除が14件、追加のみ10件ということですが、こ

れは何年何月から何年何月の間の変更なんでしょうか。年に１回しか諮問事項としては出

てこないんですけれども。 

○幹事 令和３年１月１日から令和３年12月31日に買取り申出があった案件につきまし

て、それを取りまとめて今回こういった形で諮問しているという内容でございます。 

○会長 分かりました。毎年１月から12月31日で切って、今年の１月から今度の12月31日

までの分が来年の今頃また出てくるということですね。 

 先ほどの○○委員の御意見のとおり、多分一番大事なのは、まず後継者を育成できるか

どうかということだと思うんです。でも、どうしても後継者がいない場合に解除申請が出

てきますので、ほかの人に買っていただくというのも、世田谷区は地価がとても高いとこ

ろですから、なかなか営農の方が営農用地として買い取るということはできないというこ

とだと思います。そこで、いろんな形で、第三者が介入する形を取って、農を農業として

ではなくて、農をいろんな形で区民の皆さんにやってもらう。 

 先ほど農福連携とありましたが、福祉施設の、特に障害を持たれている方で若い方の多

い施設で農業をやっていただく、その指導を農業経験者にしていただきたいんですけれど

も、そういうような形ですとか、あるいは自治体によっては、学校の給食と連携して、給

食の調理に使うときに、ある意味で大量に生ごみが出た時にはそれをコンポストで肥料化

して、それを活用して農業をやっていただいて、その作物を率先して給食の食材として活

用していく。管理栄養士さんがどういう野菜を作ってほしいとかいうようなことまで含め

てお願いをしながら、そうすると、地域の中で農が回っていくということになったり、そ

れを第三者のＮＰＯや、その他の団体等で農をやりながらそういう食育にも展開してい

く。あるいは学校農園としても子どもがサツマイモ掘りをやるとか、保育園もそういうか

たちで農に親しむ。土に親しむ、そういうようなことを含めて、区民農園はもちろんです

が、多様な農を生かしながら、市街地の中に災害時にも重要な空間として農地の存在を維

持する。そういうことが大事になってきているという時代だと思います。 

 一応、昨年度から今年度にかけて30年の営農期間が過ぎる生産農地がたくさん出てきま

すので、次の議題である特定生産緑地に移行するという措置が取られていますけれども、

でも、結局、後継者問題が解決されなければ、恐らく令和３年から令和13年ぐらいの10年
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間にかなり減ってしまう可能性もあるので、ただいまの意見のようにいかに世田谷の農を

残すか。世田谷はほかの自治体でもあまりやっていない農業推進公園をつくって、その振

興エリアについては生産緑地を積極的に買い入れようということにされていますが、その

農地を活用するソフト側をもうちょっと幅を広げて考えてもいいのかなと思われますの

で、ぜひ今後、検討をしていただきたいと思っております。 

 ほかによろしいでしょうか。―それでは、ほかに御質問、あるいは御意見がないよう

でしたら、採決に移りたいと思います。 

 諮問第387号「東京都市計画生産緑地地区の変更について」につきまして、原案のとお

り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。従いまして、諮問第387号につきましては原案のとおり承

認することにいたします。ありがとうございました。 

 

 それでは、引き続きまして報告事項に移らせていただきたいと思います。まず報告事項

の(1)ですけれども、「特定生産緑地の指定について」の審議になります。 

 本件につきましても説明を○○幹事にお願いいたします。 

○幹事 それでは、令和４年度の特定生産緑地の指定につきまして御報告いたします。 

 参考資料１を御覧ください。１、主旨でございますけれども、生産緑地地区の減少に伴

いまして国は平成27年度に都市農業振興基本法を制定いたしまして、その翌年に策定され

た都市農業振興基本計画では、都市農地を都市にあるべきものと位置づけ、大きく方向転

換いたしました。その後、都市内の農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資す

るため、平成29年に生産緑地法等が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。区で

は、農地保全の観点から、本制度を適切に活用し、税制優遇等が継続される特定生産緑地

について、所有者の意向等を確認しながら指定を進めてまいりました。 

 次に、２、これまでの経緯になります。平成４年指定の生産緑地につきましては、指定

箇所数が多いため、令和元年度から３か年、３回に分けて手続を進めております。第１回

受付分につきましては、令和２年７月27日の都市計画審議会で報告し、令和２年９月30日

に公示、第２回受付分につきましては、令和３年10月22日の都市計画審議会で報告し、令

和３年11月12日に公示を行っております。本日御説明いたします第３回受付分につきまし

ては、令和３年４月から12月まで受付を行い、相続税納税猶予の適用を受けている生産緑
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地について、令和３年６月に税務署協議を行い、御了承をいただいております。その後、

令和４年６月28日に農業委員会に意見照会を行い、同月29日付で回答をいただいておりま

す。 

 次に、特定生産緑地の根拠法令について御説明いたします。生産緑地法第10条の２第１

項において、「市町村長は、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その

周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案

して、当該申出基準日以降においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成

を図る上で特に有効であると認められるものを、特定生産緑地として指定することができ

る。」としております。 

 第２項は、「指定は、申出基準日までに行うものとし、その指定の期限は、当該申出基

準日から起算して十年を経過する日」となります。この条文での注意点は、申出基準日を

経過する前までに指定を行うこと、つまり生産緑地の指定告示から30年経過する前までに

特定生産緑地として指定することが必要となります。そのため、生産緑地の指定告示から

30年を過ぎてしまいますと、特定生産緑地に指定できなくなるということになります。 

 次に、第３項ですが、本都市計画審議会に意見を聴取する根拠法令になります。「市町

村長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該生産緑地に係る農地等利害関係人

の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。」となっ

ております。都市計画運用指針では、留意事項といたしまして次の内容が記載されており

ます。特定生産緑地制度は、買取り申出期限の延伸を行うものであり、都市計画上の制限

について変更するものではないため、生産緑地地区の都市計画決定ではありません。しか

し、都市計画の決定に準じた法的効果を発生させるものであるため、都市計画審議会の意

見の聴取を行うこととしております。 

 それでは、特定生産緑地制度の概要について御説明いたします。生産緑地から特定生産

緑地に指定された場合、買取りの申出ができる時期が生産緑地地区指定から30年経過後、

継続して10年延伸されます。さらに10年経過する前であれば、改めて所有者の同意を得

て、繰り返し10年延伸が可能となります。その際は、10年を経過する前までに手続を行う

ことになります。特定生産緑地に指定しない場合、いつでも買取り申出が可能な状態にな

ります。買取りの申出をしなければ生産緑地のまま継続しますが、従来の税制措置は受け

られなくなります。 

 次に、こちらは特定生産緑地にする場合としない場合の税金関係のメリットを表したも
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のでございます。特定生産緑地を選択する場合、固定資産税、都市計画税は引き続き農地

課税となります。相続税納税猶予につきましては、次世代の方は次の相続時点で、相続税

の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出を選択ができます。特定生産緑地を選

択しない場合、先ほど説明したとおり、いつでも買取り申出が可能な状態になりますが、

買取りの申出をしない場合、これまでの農地課税から固定資産税、都市計画税は宅地並み

課税が適用されます。負担急増を避けるため、農地課税から毎年20％ずつ課税を増やして

いくものとし、５年間の激変緩和措置がございます。相続税につきましては、現在受けて

いる納税猶予のみ現世代の方に限り継続することになります。 

 次に、特定生産緑地指定手続の流れについて御説明いたします。令和元年度より特定生

産緑地の指定申請の受付を開始しておりますけれども、今回対象となる生産緑地は、平成

４年10月30日に指定告示された生産緑地となります。平成４年に指定告示された生産緑地

397地区、約65.85ヘクタール―これは令和３年度告示時点になりますけれども―につ

きまして、３か年にわたって指定手続を進めてまいりました。区では、令和元年４月に区

内に生産緑地を所有する農地所有者の皆様に、あなたの土地は間もなく指定告示から30年

を迎えますという申出基準日到来通知を送付しております。また、本制度及び手続説明会

をＪＡと連携して行ってまいりました。説明会後は、第１回目の受付期間として令和元年

５月から12月まで、第２回目の受付期間としては令和２年４月から12月まで、第３回目の

受付期間としては令和３年４月から12月まで受付を行いました。申請書の受付後は書類を

審査し、必要がある場合には都市農業課と現地確認を行っております。次に、都市計画審

議会の指定に当たって意見を聴取した上で、指定の公示を行います。公示後は農地所有者

に指定の通知を発送します。指定の流れはお手元の資料３ページのとおりでございます。 

 なお、効力発生日は平成４年の都市計画決定した指定告示より30年となる令和４年10月

30日となります。 

 以上で制度等の説明となります。 

 参考資料１の２ページを御覧いただけますでしょうか。４の生産緑地地区の指定状況及

び特定生産緑地の指定予定でございます。まず、区内農地につきまして御紹介いたしま

す。区内農地につきましては、全体で約91.5ヘクタールでございます。そのうち生産緑地

として指定されているものが、令和３年11月12日告示日時点となりますけれども、489地

区、面積総数約83.93ヘクタールでございます。そのうち、令和３年度現在で平成４年に

指定された生産緑地は397地区、約65.85ヘクタールで生産緑地全体の約78％となっており
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ます。 

 次に、特定生産緑地の申請状況でございます。スライドに示すとおり、平成４年に指定

された生産緑地地区は397地区、約65.85ヘクタールであり、このうち令和２年度に特定生

産緑地として公示された生産緑地は129地区、約18.24ヘクタールで、平成４年に指定され

た生産緑地全体の約27.7％、令和３年度に公示された生産緑地は182地区、約29.4ヘクタ

ールで、全体の44.6％となります。また、今年度公示予定の生産緑地地区は83地区、約

13.03ヘクタールとなり、こちらは全体の約19.8％となっております。この結果、特定生

産緑地の指定率、これは見込みでございますけれども、約92.1％となります。 

 なお、スライドに示す生産緑地地区数の内訳は、同一生産緑地番号で年度をまたいで申

請している場合もございまして、特定生産緑地指定予定の合計地区数とは一致しておりま

せん。 

 特定生産緑地に指定しない生産緑地の内訳につきまして、次のスライドを御覧くださ

い。指定しない面積の合計5.18ヘクタール、57地区のうち、指定の意向なしが約1.96ヘク

タール、買取り申出済みが約1.22ヘクタール、農業公園、都市計画道路事業等による収用

が約2.0ヘクタールとなっております。このうち、②買取り申出済みの生産緑地と③農業

公園都市計画道路事業等による収用により、所有権が東京都や区に移転しているものにつ

いては特定生産緑地に指定することができません。平成４年指定分における特定生産緑地

の最終指定率につきましては、特定生産緑地に指定しない生産緑地のうち、特定生産緑地

に移行することができないもの、先ほどのグラフでいいますと②買取り申出済みのものと

③農業公園、都市計画道路事業等による使用済みのものを平成４年指定の生産緑地の全体

指定面積から除して算出した、約96.8％となります。 

 続きまして、本日机上配付させていただきました別添参考資料、特定生産緑地の指定案

についてを御覧いただけますでしょうか。こちらの指定図書は、指定一覧と指定図がござ

います。本日の都市計画審議会での意見聴取をもって公示手続を行ってまいります。こち

らの資料は、審議会終了後に回収させていただきますので、お帰りの際は机上に置いたま

まお帰りくださいますようお願いいたします。なお、傍聴人の方につきましては、お帰り

の際、お近くの係員にお渡しください。 

 参考資料の１ページを御覧ください。指定一覧の左欄の番号は、特定生産緑地番号とし

て新しく番号が符号されます。生産緑地番号、面積の変更はございませんが、新たに指定

する区域は、農地所有者からの申請により農地等利害関係人の同意が得られた面積となり
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ます。申出基準日は平成４年10月30日に告示しておりますので、そこから30年を迎える日

となっております。 

 次に、特定生産緑地の指定に当たって指定図の説明をいたします。指定一覧に示す生産

緑地面積と特定生産緑地面積が同じ場合と差異がある場合がございます。生産緑地指定面

積のうち、一部を特定生産緑地に指定するケースとなります。 

 お手元の資料の39ページとスクリーンも併せて御覧いただければと思います。お手元の

図面では、特定生産緑地番号022－136及び022－320でございます。図面の中央、右下付近

にございます。こちらは２つの生産緑地が隣接しております。まず赤い丸で囲っておりま

す①の生産緑地でございますけれども、こちらは生産緑地面積が約1280平方メートルで、

権利者は１名となります。細かいメッシュで示しているＡの部分が、今回特定生産緑地に

指定予定の区域になります。なお、Ｂで示しております白抜きの部分につきましては、平

成23年指定の生産緑地となっておりまして、今回の特定生産緑地の申請対象外となりま

す。 

 次に、青い丸で囲っております②の生産緑地でございますけれども、こちらは、生産緑

地面積が約810平方メートルで、権利者は１名、①とは別の所有者となります。Ｃの大き

いメッシュで示している部分は、令和３年度に特定生産緑地の公示を済ませております。

Ｄの白抜き部分につきましては、平成25年指定の生産緑地となり、今回の特定生産緑地の

申請対象外となります。 

 続きまして、資料の32ページと前面スクリーンを御覧いただけますでしょうか。お手元

の図面ですと、特定生産緑地番号は022－333です。図面左上付近にございます。こちらは

生産緑地面積が約500平方メートルで、権利者は１名となります。細かいメッシュで示し

ているＡの部分が今回特定生産緑地に指定予定の区域となりまして、白抜きの部分が特定

生産緑地に移行しない生産緑地になります。 

 それでは、資料１を併せて御覧いただけますでしょうか。最後に今後のスケジュールで

ございます。令和４年度につきましては、10月に特定生産緑地指定の公示を行い、その

後、農地等利害関係人に特定生産緑地の指定通知を発送いたします。平成４年に指定告示

された生産緑地のうち、特定生産緑地指定の公示をした生産緑地につきましては、令和４

年10月30日をもって指定から30年を迎え、特定生産緑地としての効力が発生することとな

ります。参考に令和５年度のスケジュールをお示ししております。平成５年指定の生産緑

地に関しましては、受付が今年の４月から実施し、12月末までとなります。以降、令和５
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年６月から８月頃に都市計画審議会に意見聴取を行いまして、９月頃に指定の公示、10月

頃に特定生産緑地の指定通知の発送を予定しております。 

 以上で特定生産緑地の報告を終わります。 

 

○会長 ただいまの説明につきまして、御質問等があれば承りたいと思います。いかがで

しょうか。 

○委員 この特定生産緑地に移行しない、買わないというふうにしているのが1.96ヘクタ

ールありますけれども、その理由だとか、その後どうなっていくのかだとか、何か分かる

んでしょうか。 

○幹事 今、委員がおっしゃったのは、参考資料１の２ページの真ん中の表の特定生産緑

地に指定しない農地の①意向なしの1.96ヘクタールになります、こちらは特定生産緑地に

移行しないんですけれども、相続等は発生していない。今後、どういった土地利用にする

かということにつきまして、柔軟な対応ができるようにということで、特定生産緑地に移

行しないで、現状では畑としてやっている方もいらっしゃいますし、今後、相続等が発生

したら、土地利用転換ということもあり得るということで理解しております。 

 以上でございます。 

○委員 農地を保全するということからすれば、できるだけ特定生産緑地に指定していた

だいた方がいいということだと思うので、今後、そういうところへどう働きかけるかとい

うのはあるかと思いますけれども、農地保全のための働きかけをぜひ進めていただきたい

と思うのと、それから、先ほど諮問で生産緑地の削除とかいろいろ報告がありましたけれ

ども、特定生産緑地になった後というのはどういう扱いになっていくんでしょうか。同じ

なんでしょうか。 

○幹事 生産緑地での固定資産税の減免ですとか、そういったものにつきまして、10年

間、そのまま継続といいますか、特定生産緑地制度の中で同様の緩和措置が受けられると

いう内容になります。 

○委員 都市計画審議会の扱いとして、特定生産緑地に指定したとしても、やっぱり相続

が生じたとか、いわゆるそういうことが起こってくるんじゃないかと思うんですけれど

も、そういうのはやはりここで議論されるようなことになるんでしょうか。 

○幹事 大変失礼いたしました。特定生産緑地にはなるんですけれども、生産緑地でござ

いますので、従事者がお亡くなりになったとかで買取り申出が出てきましたら、同様の手
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続になるという形になります。 

○会長 １点確認なんですけれども、最後に事例で御紹介になった333という農地ですけ

れども、これは今日の卓上配付の資料でいうと、新たに生産緑地に指定するのが100平方

メートルかな、残りがそのまま空白というか、約500平方メートルぐらいが残るというこ

となんですが、今現状では333はこの外枠の全体で500平方メートルぐらいですよね。それ

で、Ａの部分だけ追加で今回特定生産緑地に指定をしてくださいというのは、そもそもＡ

とＢで生産緑地として指定された年次が違うんだということをおっしゃっているんです

か。ですから、Ｂの方の白地の部分はまだ30年に時間がありますということをおっしゃっ

ているんですか。 

○幹事 大変失礼いたしました。この022－333なんですが、全体で500平方メートルござ

います。こちらは平成４年に全体で指定した生産緑地になっておりまして、全てこの土地

については、今回が期限になります。その中で、こちらの方の意向として、500平方メー

トルのうち、100平方メートルだけ特定生産緑地に移行する形になりまして、残りの400平

方メートルについては移行しないという形になります。いつでも宅地化できる土地になる

ということでございます。 

○会長 生産緑地の最低限面積規模というのがそもそもありましたよね。それを緩和し

て、２つ、３つ近くにある農地をまとめて、今300平方メートルでしたか、以前は500平方

メートルだったんですけれども、それを超えると生産緑地に指定しますが、これは番号で

いうと単独で100平方メートル残るんですけれども、それが特定生産緑地として税の減免

の対象になるんですか。そうすると、特定生産緑地には最低限規模という基準がないんだ

というふうに理解するんですか。 

○幹事 すみませんでした。300というのは条例を改正して300になるんですけれども、一

団としてこの特定生産緑地の場合、概ね100以上の単位があれば指定できるという運用に

なっているということです。 

○会長 ということは、今後、100をちょっと超える、30坪、40坪ぐらいの細かい特定生

産緑地がたくさん出てきて、１宅地分しかないですよね。120平方メートルの最低限敷地

規模を指定しているところは、それを下回ったものだと単独で新規に宅地として認めるの

かどうかという課題が出てきちゃうんですけれども、そういう状況は国では全く想定して

いないんですか。 

○幹事 会長がおっしゃるとおりで、最低敷地というところはあると思います。ここの地
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域が、用途ですとか地区計画で最低敷地を定めているのであれば既存不適格になりますの

で、建てられないことは考えられます。 

○会長 今の農地ですけれども、それを新規に宅地として活用するのは、既に家が建って

いれば既存宅地だけれども、新規宅地だとできないという話になるんじゃないですかね。 

○幹事 ここのエリアはたまたま最低敷地がかかっているところではないので、その100

平方メートル、次の農地化、宅地化する場合に、そういった会長の御懸念するような事例

にはならないんですが、例えば最低敷地が125とか120とか、そういったところについて

は、宅地化できないと考えることもできるかなと思いますので、ちょっと確認をさせてい

ただいて、整理をさせていただければと思います。 

○会長 生産緑地の制度でいうと、100が３つで概ね300を超えているというと、それで生

産緑地としての指定はしちゃうし、それがそのまま移行できるんですが、それがばらけた

ときに、解除申請が出てきても、宅地、敷地としては新規に活用できませんよということ

を、やはり事前に農地所有者の方に伝えておかないと、下手に切りのいい100とかいって

残してしまうと、死に地じゃないんですけれども、駐車場にしては使えますけれども、建

築敷地としての後の利用ができなくなるので、そこは都市計画の制限にむしろ農地が宅地

化することで都市計画の制限を受けるから、そのことを十分に事前にお知らせしておい

て、もし残すなら、ここは都市計画の最低限敷地制限があるので、それを上回る形で農地

を残していただけると、どうしても農業ができなくなったときに、一宅地として転用が可

能になります。そういうケースがあれば、ひょっとすると転用できないということになっ

て、ある意味では宅地として土地が売れなくなるんですよね。ですから、そこは、これま

でそういうケースがどれぐらいあったのか分かりませんが、一度ちょっと確認をしておい

ていただいて、今後、さらにもうしばらく特定生産緑地への申請手続がありますから、そ

のときには、もし今私が感じてしまったような問題があるとすれば、そこはきちんとクリ

アにしていってあげた方がいいんじゃないかなと思いました。 

○幹事 会長、御指摘ありがとうございました。今お話しいただきましたように、この３

か年間、手続の中で同様の事例がないかをまずは確認をさせていただき、今後、もう既に

平成５年指定の分につきましては手続を進めておりますので、そういったときにこういっ

た状況になる場合は、こういう危険性がありますよと、そういったお話の中で一部を特定

生産緑地に移行して、一部を指定しない場合等々については情報提供して、しっかりと御

理解いただいた中での手続を活用していただくような形で進めさせていただきたいと思い
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ます。ありがとうございました。 

○会長 よろしくお願いします。もうちょっと早く気がつけばよかったことかもしれない

んですが、もしそういう案件があったときには、処理はできない、特定生産緑地としての

もう追加指定はできないので、その場合に、今のような状況があるんですということだけ

はお伝えしておいた方がいいかもしれませんね。それでも周りに用地があれば、それを継

ぎ足すことで最低限敷地をクリアしてもらえるようになっている土地であれば問題はない

んですけれども。 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それでは、ほかに御意見、御質問はありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○会長 それでは、引き続き、まだ少し追加申請が出てきますので、手続をしなければい

けませんので、ぜひ今の点を再確認して取り組んでいただければなと思います。ありがと

うございました。 

 

それでは、報告事項の(2)に移ります。報告事項(2)は、「東京都市計画地区計画の決定

（祖師谷二丁目地区）及び一団地の住宅施設の変更（祖師谷ヶ住宅）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、東京都市計画地区計画の決定（祖師谷二丁目地区）及び東京都市計画

一団地の住宅施設の変更（祖師ヶ谷住宅）について御報告いたします。 

 本件につきましては、前回の第114回都市計画審議会で地区計画の原案について御報告

したものでございます。 

 お手元の参考資料２の１ページ、１の主旨を御覧ください。本地区は、小田急小田原線

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あり、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、建物の老朽化が進む中、公社から街づくりの検討依頼を受け、区は、道路、公園な

どの基盤を整備し、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

宅地と調和した緑豊かな市街地の誘導に向け、地域の皆様と街づくりについて意見交換を

重ねてまいりました。このたび、原案説明会や意見書における区民意見等を踏まえ、祖師

谷二丁目地区地区計画案及び関連する都市計画の変更案を取りまとめましたので、御報告

させていただきます。 
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 ２の対象地区につきましては、図の斜線の範囲でございます。 

 続きまして、資料の２ページを御覧ください。３のこれまでの経緯については記載のと

おりでございます。前回、令和４年７月の本審議会に原案を御報告した後、８月には都市

計画法第16条に基づく公告・縦覧と原案説明会を開催しております。 

 ４の地区計画（案）の理由につきましては、資料の17ページにございますので、こちら

は後ほど御覧いただければと思います。 

 ５の地区計画の案につきましてですが、こちらからはスライドを活用し、要点を絞って

御説明いたします。 

 祖師ヶ谷住宅は昭和30年１月に一団地の住宅施設として決定し、４階建てを中心とした

合計36棟、総戸数1020戸の団地として建設されました。西側、祖師谷通り沿いにはふれあ

い遊歩道、また、東西２か所に公園が配置されております。今回地区計画の決定と併せ、

一団地の住宅施設の廃止の変更を行います。 

 現在の都市計画については、祖師ヶ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200％、建蔽率60％、高度地区は19メートル、第二種高度地区です。水色の

区域は第一種低層住居専用地域で、容積率、建蔽率は、団地北側は100％、50％、南側は

150％、60％、絶対高さ制限はそれぞれ10メートルで、第一種高度地区でございます。 

 次に、地区計画の名称、位置、面積につきましては記載のとおりでございます。 

 地区計画の目標につきましては、都市整備方針など、区の上位方針の位置づけや地区の

現状、地域住民の御意見などを踏まえ、画面の４点としております。この目標を実現する

ため、土地利用の方針や地区施設、建築物等の整備の方針を定めております。 

 地区施設の配置のうち、区画道路につきましては、日常生活の利便性、安全性や防災性

の向上を図るため、御覧のとおり配置しております。具体的には祖師谷通りは現状と同じ

幅員である約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、８メートルとしております。また、団地内の南北道路の整備とともに、外周部

の道路は団地側へ拡幅し、それぞれ幅員を６メートルとしております。区画道路に沿って

安全で快適な歩行空間として、赤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します。 

 続きまして、公園、広場につきましては、図の西側、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を配置いたします。また、周辺地域からアクセス
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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

として定めるもののほかに、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、図に示す緑の点線の既存広場の範囲内に、地域の交流を促すため、歩行者通路に面し

て約2000平方メートルの広場を配置いたします。 

 これらの結果、公園、広場の面積は合計約9750平方メートルとなり、既存の団地内の広

場面積の合計に比べ約2500平方メートル増加いたします。また、緑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、特にけやき通り沿いでは、既存

のケヤキの保全や緑地等の整備に努めるものといたします。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いて御説明いたします。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、緑豊かでゆと

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、図に示すとおり、建築物の外壁などを隣地道路境界線より２メートルから８メートル

後退させます。例としまして、図の赤丸の箇所、けやき通りの西側の断面でございます

が、こちらのイメージを示しております。幅員８メートルの区画道路の両脇にケヤキの保

全のため、５メートルまたは６メートルの壁面後退を定めます。南側には既存樹木の生育

に配慮しながら、歩道状空地を整備いたします。 

 建築物等の高さの最高限度につきましては、公園、広場などの空地を確保しながら、必

要な住宅面積を確保するため、28.5メートル以下といたします。また、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、

隣地斜線も強化いたします。このほかに、壁面後退区域における工作物の設置制限や、建

築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定めております。 

 なお、対象地区外でありますが、図の青色の点線の位置にアクセス道路を整備し、地区

外の既存道路と区画道路を接続いたします。 

 次に、都市計画法第16条に基づく地区計画等原案説明会の概要について御報告いたしま

す。説明会は８月５日、６日の計２回開催し、合計26名の方に御参加いただきました。ま

た、説明会当日より、区のホームページから説明動画を配信し、説明会に参加できない方
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へも原案の内容が把握できるよう努めております。主な御意見といたしまして、高さの最

高限度を現状の都市計画のまま維持することや、けやき通りの線形を変えずにケヤキ並木

を保全することなど、地区計画のルールに関する御意見のほか、建替えに伴う風害等、環

境への影響、工事車両の通行の在り方や安全対策などの周辺地域に配慮した建替え工事を

要望する御意見などがございました。地区計画原案に対する縦覧、意見書につきまして

は、２週間の縦覧期間、３週間の意見書受付期間を御覧のとおり設け、都市計画法第16条

第２項に規定する権利者以外の方から３件の意見書が提出されました。 

 都市計画原案に関する主な御意見を３つ御紹介いたします。１点目でございます。戸数

は現状の1020戸の水準を維持し、高さは現行の19メートル第二種高度地区とすべきという

御意見をいただきました。区の見解といたしましては、戸数を含めた建物ボリューム等の

計画内容につきましては、周辺住民等へ丁寧に説明するよう公社に申し入れるとともに、

適切な居住水準面積の確保や公園、広場等の地区施設の確保、斜線制限の強化等を勘案

し、高度地区における市街地環境の向上に資する建築物の特例に準じて、最高限度を28.5

メートルとしております。 

 ２点目でございます。けやき通りのクランク是正でケヤキを伐採するのは反対、保育園

移設の検討をするなど、線形の見直しをすべきであるという御意見をいただきました。区

の見解といたしましては、道路構造令等により、曲線の半径や長さ等技術的基準があり、

現況のクランク線形にこの基準を当てはめることは困難です。保育園につきましては、平

成25年に完成しており、園の運営や費用面などから、移転は難しいと認識しております。

ケヤキ並木につきましては、地区計画の方針の中でけやき通り沿いでは、ケヤキ並木の保

全や緑地等の整備に努めるといたしております。 

 ３点目でございます。拡幅する道路には歩道の整備と、沿道の樹木の保全を要望する、

残せる樹木はなるべく残し、建築計画の影響を受ける樹木は伐採ではなく、移植を第一に

考えてほしいという御意見をいただきました。区の見解といたしましては、区画道路に沿

って既存樹木の保全に配慮しつつ、歩道状空地を設け、安全な歩行空間の形成を図りま

す。また、地区内の樹木につきましては、地区計画の方針において、地区内では既存樹木

の保全や新たな緑化の推進に努めるとしております。公社に対しましては、樹木医の診断

等を受けながら、可能な限り既存樹木の保全を図っていくよう指導してまいります。 

 その他の御意見といたしまして、建替えプロジェクト全体のマスタープランの説明、公

社が区同席で周辺住民への説明会を開催すべき、駐車場の地下化などによって地上部の緑
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化を推進すべき、工事車両の通行の在り方や安全対策、工事期間中の既存広場や現況道路

の維持管理について、団地居住者への福祉、介護を含めた生活設計全般についての区の相

談活動が必要といった御意見をいただきました。いただいた御意見につきましては、公社

にお伝えするとともに、関係所管と調整しつつ、街づくりに取り組んでまいります。 

 恐れ入ります、お手元の資料にお戻りください。３ページの方を御覧ください。最後

に、９、今後のスケジュールについて御説明いたします。11月に第17条による地区計画等

の案の公告・縦覧を行い、令和５年１月の都市計画審議会に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す。前回にも報告を受けて議論をしたかと思いますが、

今回は、これまでの経緯の中の８月に行いました都市計画法第16条の地区計画の原案に基

づく公告・縦覧で説明会を開催し、質問、要望等が出た、それに対する区の対応として、

今日の資料の４ページ、５ページ、６ページ、７ページまでのところにまとめられている

ものがあるかと思います。これが前回から一歩進んだ中身、都市計画の手続としては一歩

進みましたということでの御報告だと思うんですが、御質問あるいは御意見があれば承り

たいと思います。もちろんこの意見書のこと以外でも結構です。いかがでしょうか。 

○委員 まず、私は７月の審議会に臨むに当たっていろいろ地域の声を聞いてきた中で、

やっぱりケヤキ並木を残してほしいという話で、多くは残るんだけれども、一部はもう伐

採せざるを得ないという話だったと思うんですけれども、確かに全部残してほしいなと私

は思っているんですけれども、やっぱりこういう会合をやると、多くの皆さんがやっぱり

残してほしいという声が多かったということだと思うんです。これを受けて、それでもや

っぱりどうしても切らなきゃいけない、ほかの方法が今からは考えられないということな

んですかね、確認ですけれども。 

○幹事 今、委員の方からお話がありましたとおり、確かにけやき通りの線形が変更する

ことによって、道路設計が変更される区間に植樹されているケヤキにつきましては、その

建替え事業の中で影響を受ける可能性がございます。 

 資料の９ページ、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、既存樹木

の保全ですとか、新たな緑化の推進に努め、特にけやき通り沿道のケヤキ並木について保

全に努めることとしております。影響を受けるケヤキにつきましては、まずは、樹木診断



 18

等により移植可能なものについては、可能な限りやっぱり移植していただくことですと

か、今、委員お話がありましたやむを得ず伐採する場合におきましても新たな植樹を行う

など、建築行為に伴う今後緑化の届出と、区の条例の中で建築行為に合わせて届出は出て

くるんですけれども、公社に対してはその辺をしっかりと指導していきたいというふうに

思っております。 

 また、恐れ入ります、資料の14ページの方を御覧いただければと思います。こちらは計

画図２がございますけれども、その中で公園１号と書かれた区域に、既存の今のけやき通

りが含まれる区間、あるいは東公園と呼ばれる、今現在ある公園の中にあるケヤキ、こう

いったケヤキについては、今後は団地整備後の、先ほど申し上げました防災公園の中の樹

木として管理できるかなど、区としても関係所管と連携して、可能な限りケヤキの保全に

努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○委員 この間、結構専門的な知識を持っていらっしゃる方が、移植はいろいろ難しいで

あるとかという話もあったと思いますし、新しい木を植樹するに当たっても、今まである

ものと比べるとやっぱり違和感が出てしまうのかなという部分もあると思うので、きっと

そういうケヤキ並木を愛する皆さんは、できる限り残してほしいということなんでしょう

から、もちろんどこまで可能で、どこまでは無理かはまだまだ考える余地があるんじゃな

いかなと私なんかは思いますので、できる限りそういったケヤキ並木を大切にされている

皆さんの声を受け止めていただきたいということを意見させていただきたいと思います。 

○委員 今日はたまたま場所が二子玉川ですけれども、二子玉川は再開発の後に風害とい

うのが大きな問題になって、多摩川沿いだということが大きいとは思うんですけれども、

あのときは事前のアセスメントを経て当然開発をしたんだけれども、建ててみたら風害と

いう問題が発生したということだったと思うんです。今回この説明会の中で、建替えに伴

う風害等の影響を意識して設計に当たってほしいというところがあって、これに対する区

の回答というか、見解みたいなものはどういうものなのか。立地上、例えばそういう懸念

があるのかとか、先ほど申し上げたように、二子玉川の場合は事前のアセスメントをやっ

て、これは大丈夫だろうということでやったにもかかわらず、風害という問題が起きたと

いうことも踏まえてですけれども、どういう見解をお持ちなのか、教えてください。 

○幹事 説明会の中でも風害等、建物が建った後の環境的なところを御懸念される声がご

ざいました。建て方ですとか、ボリューム等によってはそういったことが想定される場合
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もあるのかもしれませんけれども、これから地区計画がルールとして策定した後、住宅供

給公社の方は今度は建物の設計に入っていきます。設計の方を地域に御説明する機会とし

て、区の方では条例の中で建築構想等、まだ変更可能な段階で皆様に御説明し、御意見を

伺うような機会を設けておりまして、その中でそういった風害等に対する御懸念に対して

どういう対策があるのか、あるいはそもそも対策は要らないのか等を含めて、公社の方か

らしっかり地域に説明するように、これは区の方から申入れていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○委員 基本的には多分建物が建ってしまうと、抜本的な解決はなかなか難しくて、風が

吹いたときに隠れる場所をつくるとか、すごく場当たり的というか、少しでも何とかとい

うぐらいの対応しかできなくなってしまうというのが現状だと思いますので、計画では当

然公園が周りにあったり、託児所が中に入ったりということで、小さい子どもが風で吹き

飛ばされたりということがないように、ぜひそこはしっかりと対策を取っていただきたい

というふうに思います。 

○会長 御要望ということでよろしいでしょうか。 

○委員 先ほどの計画をお聞きして、歩道の造り方とか、それから緑の配し方とか、非常

にすばらしいなと思いました。ただ、住民の方から19メートルの高さ制限という御要望が

出ているというふうに伺ったんですけれども、それに対して丁寧な御説明をされたという

ような先ほど御説明だったかと思うんですけれども、やはりこちらに住んでいる方等は周

辺環境を考えて、６階建てぐらいだと思うんですけれども、そのくらいの高さが非常にい

いんじゃないかということかと思います。 

 先ほど北側については斜線を強化して厳しくしたという御説明があったんですけれど

も、やはり28.5メートルといいますと９階から10階ぐらいという、周辺が第一種住居専用

地域と伺いましたので、戸建て住宅のようなものが建っている中で、それに対して非常に

高いと思うんです。その辺については、住民の方の19メートルぐらいがいいなというのも

納得できるような気もしますので、その辺についてちょっとお話しいただければと思いま

す。 

○幹事 高さにつきましては、世田谷区の方では、平成31年４月に住居系の用途を中心に

絶対高さ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、見直し前は45メート

ルの絶対高さだったものを19メートルに下げた、変更したという経緯がございます。一
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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

限の特例を設けておりまして、緑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、その緑の質ですとか、あと災害対策等の視点などから、総合的に市街地環境に資

すると認められる建築物につきましては、指定地の1.5倍まで高さ制限を緩和できるもの

というふうにしております。 

 今回、地区計画において、高さ制限の緩和に必要な建物の壁面後退ですとか、建蔽率の

低減、あるいは空地の設置率など、定量的な基準を満たすほか、ソフト面で防災公園の整

備ですとか、あと区として福祉施設を誘致していくなど、その地域貢献としての定性的な

面も考慮した上で、19メートルの絶対高さが1.5倍である28.5メートルという高さ設定を

しているものでございます。 

 区といたしましては、28.5メートルと、ある意味マックスの高さの数字を設けておりま

すけれども、28.5メートルの建物を誘導していくという計画ではなくて、その範囲の中で

必要なボリュームを設計、建築していくということになりますので、今後、公社の方で、

先ほど申し上げた建築構想を含めて、地域に対して設計図等をお見せする段階において

は、なぜその高さが必要なのかだとか、なぜそのボリュームが必要なのかというところを

丁寧に地域に御説明するように、これは区の方からも強く申し入れていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○委員 私も設計をやっておりますので、恐らくマックスで区で決められている数字とい

うのは、その中でポテンシャルをいかに活かすかということから設計がスタートしますの

で、その中で、できるだけ容積を確保した中でよりよい建築をつくっていくというのが設

計者の立場だと思います。ですので、数字というのは恐らくすごく大事な決定だと思いま

すので、その辺はマックスですからというよりは、そういう街並みになっていくというこ

とを考慮されて、計画していただきたいなと思います。 

○幹事 御意見ありがとうございます。最高の高さ制限、数字として今御説明したことの

ほかに、今の状態であれば、青の点線でお示ししているとおり、第二種高度地区がかかっ

ておるものが、赤の実線で描かれたように、北側の斜線もかなり厳しく抑えているという

ところがあって、この分で少し建築のボリュームがやはり下がってしまっているところも

ございます。高さに対して御意見をいただく一方で、日照ですとか、北側に配慮したルー

ルの中で、最終的に地域の皆様に御説明しながら設計の方が進んでいくのかなというふう



 21

に考えております。 

 以上です。 

○委員 まずこの計画案ですけれども、素案のときと計画そのもので変更というのは何か

あるんでしょうか。 

○幹事 素案で御説明した内容から変更した内容はございません。 

 以上でございます。 

○委員 今、議論もあったボリュームの話ですけれども、やはり住民の方は、周辺は第一

種で10メートルということですから、大きなものが目の前にできたら大変だという思いは

当然あると思うんですね。斜線規制も入れているというようなことは、それはいいと思う

んですけれども、やはり心配があって、ボリュームは維持してほしいだとか、高さを下げ

てほしいという意見が出ているんだと思うんです。これは原案のときにも出ていて、案と

して縦覧されて、また出ているわけですから、これは周りの方が納得していないというこ

とだと思うんですよ。こういう規制をかければこういう建物が建つんだというのが理解さ

れているのかということも含めて、住民の合意というのが不十分なんじゃないかなという

のを感じるんですが、いかがでしょうか。 

○幹事 今回意見書の中で、建物の高さについては現行のルールの中で抑えてくれという

御意見もございますし、過去の説明会の中では、逆に少しボリュームを増やして、駅から

の商店街を通る方が増えることによって町のにぎわいが増えるんじゃないかといったよう

な御意見もいただいて、本当に皆さんそれぞれ、その建物に対する御心配だとか、御期待

の声というのはいろいろあるのかなと思っています。やはり公社の方から建物のそういっ

た絵が今の段階で出ていないということで御心配される方というのも多くいらっしゃるの

かなというふうに我々も受け止めております。 

 今後、建築構想等説明の機会が条例で担保されているということはございますけれど

も、その機会を待たずにでも地域へ何か情報を出せることがあれば、なるべく早く地域に

情報を出して、少しでも地域の方の御心配、御不安を和らげるような形で、今後も公社に

対してしっかり申し入れていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員 やっぱり周辺の住民の理解が得られていないんだと思うんです。たしか北沢の放

射23号線のときなんかは、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案を作って、模型も作って、こういう規制なら

ばこういう町並みになりますというようなことまでやって、住民の方と議論して、その中
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で規制をどういう規制にしていこうかという議論もしていましたけれども、やはりそうい

う取組がまだ不十分なんじゃないかという気がするんですけれども、いかがですか。 

○幹事 私ごとで恐縮ですが、以前、放射23号線、私も担当者の頃に担当しておりまし

て、そういった模型をお見せしながら地域の方へ御説明するときが確かにありました。 

 今回そのルールを決めていく中で、今後の建築構想、あるいはその前段階か分かりませ

んけれども、どこかの機会でそこを見える化して、ちゃんと丁寧に地域に御説明しながら

建物の設計が進んでいくように、公社に対して申入れというか、連携というか、地域への

丁寧な説明というのは今後も続けていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員 建築の構想が見えないという中で、住民の不安も大きいし、そこの説明を早くと

いうのは本当に言っていることなので、そこはきちんとやっていただきたいのと、やはり

こういう規制なんだからこういう建て方の可能性がありますよというのを示すというのは

大事なんじゃないかなというふうに思っています。 

 それとクランク、道のクランクの問題ですけれども、コミュニティー道路のような扱い

でできないものかというのを前回私、意見として言っていたと思うんですが、それは無理

なんですか。道路構造令に沿ったものじゃないと駄目だということなんですか。 

○幹事 地方都市等へ行きますと、例えば１つの直線道路の中で植栽対応、互い違いに配

置したりして、クランクの線形にしているような道路構造というのは確かに見られます。

今回ここについては、そもそもの線形をどう設定するかという話の中で、やはり直角的に

屈折しているような線形ですとか、あともしそこを曲線にするにしても、半径が足りなか

ったりだとかというところで、道路構造令に照らすと、やはり今あるこの現地のクランク

線形に当てはめると、そこは合致しないというところがどうしても出てきてしまいます。 

 以上です。 

○会長 この緑色のけやき通りですけれども、ここに現在と同じ戸数で1000戸入ると、そ

の方々がどれぐらい車を所有されて、団地の中に車の出し入れをされるのか、高齢者がど

んどん増えていく中で、安全に運転するということも含めると、直角に２回クランクする

ということ自体が、かなり運転者側の負担になるのも事実なので、どうしてもその道路

を、車も安全に、人も安全快適にということを考えると、やっぱりクランクは解消してお

いた方が安全かなというのが１点、私が個人的に感じていることです。 

 ただ、ここは一般市街地じゃなくて団地の中ですので、道路としてけやき通りの車道幅
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は決まりますが、その歩道部分、さらにその先の地先の部分というのは一団の土地の中な

ので、その造作の仕方によって、要するに車道と同じ幅ぐらいの緑地帯を取って、そこは

団地の緑地ですということで担保すると、よそから来た人はえらく歩道が広いねと、い

や、実はこれは団地の土地の歩道状に使っているんです。そういうような設計の工夫が一

般市街地と違ってかなりできるはずなので、今後、今、幹事からの説明の中で、もう少し

建物の設計とかが決まってくるとそういういろんな議論がしやすくなるということです。 

 それから、さっきの１枚前の図、ルールと書いてあった図をちょっと出してもらえます

か、高さの北側から28メートルの点線が入っていた図。この団地はどっちかというと、こ

れがちょうど方位に合っていて、上が北、下が南ですよね。そうすると、要するに北側斜

線でいくと、赤い点線より北側、つまり上側には28メートルの高さからだんだん低くなっ

ていく。だから、28メートルのマンションが、ぎりぎり建つ限界が点線の下側です。それ

より南側ということです。一番支障がないのは、実はそのけやき通りに沿ったところで、

沿道の建物が一番高くなる。そこからだんだん北に向かって低くなっていくというような

空間ボリュームになります。あの点線から南側は、28メートルの高さの建物はどこでも建

てようと思えば建つということになります。そういう空間ボリュームを計画していますと

いうことをまず皆さんに理解してもらう努力をもうちょっとした方がいいかなと。 

 うちの目の前に28メートル建つということでは、北側の人にとっても、ないんですとい

うことです。ただ、課題は、一般市街地がぐっとくびれてけやき通りまで入っていますよ

ね。あそこで東西に寄せて建てちゃうと、西隣、東隣に28メートル、９階建てが建つとい

うことになります。そこは北側斜線ではない形で緩衝緑地をちゃんと取っていくとか、工

夫が必要と思います。それから、高くすることのメリットというものは、高さ制限を緩和

するのに社会貢献とかいう話がありましたが、高くすることによって現在よりも建物の棟

数を半分ぐらいに減らすこともできる。つまり棟数が減るということは、団地内にいろん

な広場、空地を取ることができて、今回、以前よりも2500平方メートルほど広場空地、緑

地を増やすということができるのも、ある意味では棟数を少し絞ってちょっと高くするか

らなのです。周りに影響を与えないところで高くして、戸数を確保するということ、そう

いう設計が可能になっていくのです。具体的には、地区計画では棟の配置までは決めませ

ん。この空間のボリュームを決めるだけなんです。ですから、今後、設計を工夫すると、

先ほどの風害の問題も含めて、どういう建物の並べ方をするかで、あまり直線に同じ向き

で造らない方がひょっとしたら風害にはいいのかもしれないとか、いろんな工夫ができて
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くるということだと思います。 

 それからもう１点だけ。この団地は古いですので、この団地の住宅の面積をやっぱりも

うちょっと上げる、つまり、住宅水準を上げるということと併せて、今の容積率でいう

と、共同の階段ですとか、あるいは中廊下を造ったり、ロビーを造ったりすると、エレベ

ーターもそうですが、そういう面積は全部公共用のみんなのものということで、容積率の

積算基準の延床面積から外します。だから、マンション建替法なんかで古いマンションを

建替えると、実質の全体の建物ボリュームというものは、同じ容積率制限でも下手すると

３割ぐらい増えるんです。そういうことを考えると、棟数を減らして少しそのボリューム

を確保してあげながら、その配置を、棟数を減らす分だけ配置が自由に動かせます。 

 この団地は、昔の団地だと、みんなに南側から日を当てようとすると、もう機械的にこ

ういう配置しかないんですが、そこにもう少し自由度を持たせてあげることによって、風

害の問題、広場の問題、植栽の問題、あるいは歩く動線をもっと安全快適にする、そうし

た様々な工夫ができてくる。だから、それを今からイメージしながら議論をするというの

はなかなか難しいところではあるし、住民の皆さんにそこまで議論をお伝えすることがな

かなか難しいことではあると思いますけれども、本審議会としては、地区計画を決めなき

ゃいけないという段階で、まず皆さんで共有したいのは、この図です。これが一番ある意

味では重要で、点線より南側が最大で28.5メートル、９階建てぐらいで、それ以上はでき

ませんから、９階からもうちょっと下げて７階、８階も増やすと１棟分に棟数が増える。

しかし、その階の面積を乗せれば、９階建が増えるけれども、１棟分少なくなった分だけ

空地が使える。そういうバランスの中での設計になっていくということだけ御了解いただ

いて、この図をじっとにらんでいただけるといいかなと、私としてはそんな思いでいま

す。 

 各委員から出された御要望、それから住民の皆さんから出る要望、できれば全部包含し

たいい設計ができるようにしたいんですが、地区計画というのはその本当の外側の大枠を

つくることしかできません。そういうことを御理解いただいた上で、今後、事務局が、建

主は公社で民間ではありませんので、話もしやすいでしょうし、協力していただける可能

性も高いということを前提に、進めていただければなと思っております。ちょっと口幅っ

たく話してしまいましたけれども、そんな思いでいます。 

○委員 この６ページの(7)、(8)なんですけれども、私は一番今憂慮しているのは、やは

り工事なんですよね。いざ、ここの団地、私も何度も行っているんですが、現状、本当に
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行きにくい。道路が商店街しかないんですよね。今、このアクセス道路を１本入れるとい

う計画ですけれども、これだけで本当に工事ができるのかなというのは、私はいまだに納

得はできていないんですね。 

 区として、当然ですけれども、こうやって16年かけて工事をする計画ですので、しっか

り東京都と連絡を取ってやっていきますという話ですけれども、本当に責任区として、地

元区として、もう少し道路計画を練っていただいた方がいいんじゃないかなと思うんです

けれども、その点、どうでしょうか。 

○幹事 この団地の北側、東西方向の道路につきましては、区のせたがや道づくりプラン

の中で主要生活道路に位置づけがございます。将来的には10メートルから13メートル程度

の道路整備が進んでいく。これが千歳通りに計画としてはつながっていくということで、

今、委員お話がございましたとおり、こういった道路ネットワークがさらにもう１本ない

し２本あれば、交通の分散ですとか、あと工事の際の安全性の担保という意味でも有効だ

と思うんですけれども、やはり用地買収が絡んだり、あとは受皿となる道路の整備が不十

分だったりというところ、あるいは道づくりプランの中で、優先整備路線と整備順位を決

めながら取り組んでいるというところもあって、広幅員道路をこの工事のタイミングに合

わせて同時に整備していくというのはなかなか難しいのかなと思っております。まずは千

歳通りから下りてくる道路が今、地区施設とを結ぶ団地のアクセス道路ということで整備

されますけれども、こういった地先道路を整備して、日常生活等々御利用される地先道路

ネットワーク、あるいはこの公園と書かれているところが防災機能を持っているというこ

ともございますので、北側の千歳台の方がこの公園を有事の際に利用しやすいということ

で、まずはその地先道路の整備の方をしっかりやらせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員 それはよく分かっているんです。まず１本、これを入れるということはよく分か

っているんです。実際に、当然ですけれども、これは工事が始まると、まずは解体からで

すよね。解体工事で、そんな小さいダンプで解体工事の残土を運ぶというのも大変でしょ

うから、それなりにトラックが通るんじゃないかなと思うんですよね。そう考えると、こ

の６メートル道路１本で往復されるというのが、この周辺の方たちにとってどんなことな

のかなと考えると、やはりそれはどこかで分散するしかないと思うんですよ。商店街なの

かどうか分からない、祖師谷通りを通るのかどうか分からないですよ。だから、そういう

計画をきちっと先につくらないと、いざ工事が始まりましたけれども、これは無理でした
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みたいな話になってしまうので、少し前倒しで考えていただきたいという話です。どうで

すか。 

○幹事 一般的になんですけれども、工事車両の通行ルートですとか、日に何台通るかだ

とか、工事車両がどれぐらいの大きさのものが通るのかというところは、施工業者が決ま

って、工事説明会が行われる際に、地域の方へは丁寧に御説明されるものと認識しており

ます。ただ、説明会の中でも、今回の意見書の中でも、その工事車両がどこを通るんだ

と、長い期間通ることになるんだけれども、その安全対策はというところで御意見もいた

だいておりまして、このあたりも公社とは共有しております。ですので、なかなか施工業

者が決まらないタイミングで、ここを通る、こういう車両で通ると決めづらい、言いづら

いところがあるのかもしれませんけれども、大体こういう計画でというところは、工事の

直近ではなくて、そういうことがある程度明確になってきた段階で丁寧に地域に御説明す

るように、地元区としても公社にそこはしっかり指導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○会長 ちょっと時間があるのかないのか分からないぐらいの状況ではあるんですが、若

干時間があるとすると、区のやれることとしては、アクセス道路が工事が始まるまでに造

れるかどうか。それがあるかないかで随分工事の車の動線が変わってしまうので、建設の

完成と同時に、つまり新しい住宅に皆さんが入ると同時にアクセス道路ができるんではな

くて、工事に合わせてアクセス道路が少なくとも工事用車両が通れるような状況までいけ

ると、その工事中の交通問題も随分変わってくるかなと思いますので、そういうことも含

めて、時間のことはちょっと今分かりませんけれども、区の方としても、このアクセス道

路を頑張っていただけるといいかなと思いました。 

○幹事 道路事業につきましては、区の方で鋭意取り組んでまいります。 

 今、委員の皆様、会長からいただいた御意見も公社の方と共有して、引き続き地区計画

と手続の方を進めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員 この公告・縦覧を受けた意見として、樹木の保存ということを意識するというこ

とを住民の方がおっしゃっていただいている、○○委員からもそういった御意見もありま

したけれども、この樹木に対して、先ほど説明の中で樹木医の診断をいただくということ

の説明はありましたが、こういう樹木は切りますと、こういう樹木は切らなければいけま

せん、こういった具体の規定、規約などはありますか。 
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○幹事 具体にこの樹種を伐採してはいけないだとか、してもいいといったルールという

のは特にないんですけれども、今回地区計画の方針の中では、特にけやき通りのケヤキに

ついては、保全ですとか、緑化に努めるという書き方をさせていただいています。だから

といって、ほかの木をばさばさ伐採していいかというと、決してそういう話ではなくて、

敷地全体でやはり樹木医等の診断を受ける中で、残せるものは可能な限り残していくよう

に、これは区のみどり条例とかの手続の中でも指導していきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員 上に伸びてくる木のすばらしさは理解するところですけれども、以前、古い昔の

話ですが、この団地の歩道の部分のケヤキの盛り上がりで人がつまずいて転んで、損害賠

償を受けるというような事案もあったことを記憶しておりますので、いいものは残してい

ただきたいんですけれども、やはり剪定しなきゃいけないものは剪定しなきゃいけないと

いうことの英断、決断は樹木医としっかりと行っていただくこともお願いしておきます。 

 以上です。 

○会長 樹木医による樹木の診断というのは公社が主体でやるんでしょうけれども、基本

的に団地の中の木を全部チェックするんですか。けやき通りに面したものだけですか。 

○幹事 原則全ての樹木についてチェックするとなっています。 

○会長 分かりました。そうすると、けやき通りで切るべき木は、多分、移植できるかど

うかが１つのメルクマールで決められるんです。また、空洞化したりして、病気があった

りとかで、これはもう置いておいてもそのうち倒れるから、切るんだったら今だよという

ことで伐採する。もう一つは、クランクを解消することによってどうしても切らざるを得

なくなる木が出てきて、もしその病気のケヤキなんかがほかのクランク以外の並木にも幾

つか出てくると、移植というものはそこへ移植をし直すという移植と、それからクランク

を直したことで、１メートル、２メートルずらすような形で同じ木が移植されるというケ

ースと、そういうことが想定されるんですけれども、まずは計画で引っかかって邪魔にな

る木がどれで、そのうち健全な木がどれで、それ以外のエリアでも、今病気その他で、こ

れは長生きしないよということで植え替える予定をしなければいけない木であれば、そこ

に育った木で動かせるものは動かして移植する。そうすると、幹だけを見ると同じような

幹で、植え替えたから、こんな細い木じゃないという形での景観の維持にもつながると思

います。今お話があったように、できれば全部調べて、これは駄目、これは丸、これは移

動無理とか、そういう判別をした上で最適の移植のやり直し計画というような検討もでき
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るし、あとは団地の建物の建て方によって、新しい植栽も、植樹もしなきゃいけなくなる

と思いますから、そういう新規植栽計画というのと２つ大きな植栽の流れがあると思うん

です。そういうこともぜひ公社に伝えていただいて、やっていただければいいんじゃない

かなと思います。 

○幹事 公社の方と協議させていただきます。ありがとうございます。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。―それでは、今日も16条に

伴う住民の皆さんからの意見に対して区の対応、それを踏まえて皆さんから様々な意見を

いただいて、今後、事務局としてある方向性を持って取り組んでいただくということで、

今日の中間報告は終了にさせていただきます。 

 

 それでは、もう１点報告事項の(3)がございます。報告事項の(3)は、「地形地物等の変

更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画の変更について」でございます。 

 引き続きで申し訳ありませんが、審議に入りたいと思います。本件につきましては、○

○幹事に説明をお願いいたします。 

○幹事 それでは、地形地物等の変更に伴う用途地域の変更及び関連都市計画の変更につ

いて御説明いたします。 

 お手元の参考資料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。東京都

が決定する東京都市計画用途地域等につきまして、令和２年１月に変更に関する原案の作

成依頼を受けまして、区は令和３年度末に東京都へ原案を提出いたしました。このたび、

都市計画法第21条第２項において準用する同法第17条の規定に基づく公告・縦覧を行うた

め、御報告するものでございます。 

 次に、一括変更の理由でございます。参考資料に記載のとおりでございますけれども、

スクリーンに例を挙げておりますとおり、道路や鉄道等の基準となる地形地物を基準とし

て用途地域の区域境を定めておりましたけれども、この地形地物の拡幅や付け替え等によ

り改変が生じたことから、東京都は用途地域等の変更を一括して実施することといたしま

した。 

 ３のこれまでの経緯につきましては、参考資料に記載のとおりでございます。 

 続きまして、４の地形地物等の変更に伴い変更する都市計画の種類でございます。記載

のとおり変更する都市計画の種類は９種類となります。 

 続きまして、５、変更の対象でございますが、東京都が定めた基準により、今回区で適
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用する項目を参考資料、５の変更の対象に記載しております。地形地物の位置や形状が変

更した場合や、なくなった場合等、計８項目となります。 

 続きまして、都市計画の変更箇所数でございます。用途地域等の変更が47か所、地区計

画が11地区でございます。前回の報告では、変更する地区計画数を12地区としておりまし

たけれども、１地区減となっております。減となった理由といたしまして、世田谷西部地

域上祖師谷・給田地区におきまして個別の街づくりが進んだため、先行して手続を行って

おります。前回第114回都市計画審議会に諮問し、承認いただいたことから、当該都市計

画手続における変更箇所から削除したことによります。その他につきましては、前回報告

から変更はございません。 

 ７の都市計画変更の案につきましては、東京都と調整中でございますが、別紙１となり

ます。これらの都市計画変更の案につきまして、都市計画法第17条に基づく縦覧及び意見

書受付を令和４年12月１日から12月15日まで行う予定でございます。 

 最後に、今後のスケジュールでございます。12月に都市計画法第17条に基づく公告・縦

覧の後、令和５年の１月に都市計画審議会に諮問をいたします。２月の東京都都市計画審

議会を経まして、令和５年４月に東京都と世田谷区同日に都市計画決定、告示を予定して

おります。 

 報告は以上でございます。 

 

○会長 ただいまの説明に関して、御質問、御要望等はありますでしょうか。よろしいで

すか。 

 書類の件でちょっと確認なんですけれども、６のところで「用途地域等 47箇所」とい

うのがありますが、次の３ページの参考の変更箇所でいうと、変更番号でいうと、44プラ

ス２ですが、これは用途地域じゃないとすると、44か所しかこの表にはないように見える

んですが、22番のところに番号が２つ入っているので、箇所だけれども、変更番号ではな

くて、図書番号とか、そういうので見るんでしょうか。 

○幹事 表がちょっと小さくて申し訳ございません。一番左側の欄に変更番号というのが

あるんですが、それが並んでいて、１から44ということで、44に見えるんですけれども、

よく見ますと、左で16が２か所、地図の変更番号が同じ番号ということで、地区は違うん

ですけれども、16の番号が２つあるというようなことがございまして、これを数えます

と、47になるということで、分かりづらい資料で大変申し訳ございません。 
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○会長 １から始まっていますけれども、この変更番号というのは、そうすると、後ろに

ついている地図の番号というか、地図のページに相当するような番号なんですか。 

○幹事 そのとおりでございます。 

○会長 そういうことですか。でも、細かい図はどこから始まるのか分からないですけれ

ども。そうすると、１番の問題は、表等が描いていないけれども、一番右側の備考欄みた

いなこの番号が場所なんですかね、感じとしては。 

○幹事 大変申し訳ございません。一番右の欄のところは住居表示を記載しております。 

○会長 住居表示ですか。そうすると、47か所というのはそれでもないんですよね。これ

から縦覧されるときに、この47か所というのと、この表の数字はどこをどう照らすと47か

所になるのかということだけちょっと説明を加えておいていただいた方がいいかなと思い

ます。よろしいでしょうか。ちょっと検討して整理してみてください。 

 ほかにはよろしいでしょうか。―それでは、今回はもう機械的に変更、整理するとい

うことで、世田谷区は広いものですから、また地区計画等をたくさんつくられているの

で、変更箇所が増えているんですね。何か所と出てくるような変更としては、多分23区の

中で一番多いじゃないですかね。ですから、ちょっと担当部隊はとても細かい仕事を大変

御苦労されていると思いますが、ぜひ努力して、現状に都市計画を合わせるという、法定

都市計画としては非常に大事な仕事ですから、 表
おもて

にあまり出ない仕事かもしれませんけ

れども、大事な仕事ですので、頑張っていただければなと思います。 

 それでは、質問等がないということでございましたら、今日の説明は以上にさせていた

だきます。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議案に関する審議を終了したいと思いま

す。 

 最後に、事務局より何か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、事務局より次回審議会の開催について御連絡いたします。第116回世

田谷区都市計画審議会は、令和５年１月17日火曜日午後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―こちらの会場です―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 次回が年明けの１月17日、阪神大震災の多分29回目の記念日になりますが、そう
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いう日にやらせていただくことになりました。 

 最後に、本日の議事録でございますが、冒頭でもお願いしたところですけれども、○○

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

りますので、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115回世田谷区都市計画審議会を閉会したいと思いま

す。熱心に御議論、御審議いただきましてありがとうございました。 

午後３時51分閉会 

 

 

  


