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〔午後１時開会〕 

◎都市総務課長【原清君】  大変お待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまか

ら第１６３回八王子市都市計画審議会を開催いたします。本日はお忙しいところ、お集まりい

ただき、ありがとうございます。 

 私でございますが、４月１日付人事異動により、事務局を担当いたします都市総務課長の原

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本来ですと、会長が本会の進行にあたるところでございますが、本年３月３１日をもちまし

て学識経験者の委員の任期が終了したことによりまして、会長、会長職務代理が不在となって

おりますので、しばらくの間、事務局が進行を務めさせていただきます。 

 本日の審議会には、議席番号第２番角田栞理委員、議席番号第１０番篠沢健太委員から、事前

に欠席の届け出が出ております。 

 委員定数１８名のうち半数以上の方がご出席されておりますので、定足数を満たしておりま

す。 

 初めに、審議会委員に変更等がありましたのでご紹介いたします。お手元の名簿に従い、お

名前を読み上げますので、恐れ入りますが、その場でお立ちいただきたいと存じます。 

 まずは、学識経験者の委員７名の方々ですが、本年３月３１日に２年の任期が満了いたしま

した。引き続き４名の方々が委員の任命を受けられましたので、ご紹介申し上げます。 

 まず、議席番号第３番角田誠委員でございます。 

◎委員【角田誠君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  次に、議席番号第１４番大矢恵一委員でございます。 

◎委員【大矢恵一君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  次に、議席番号第１７番村尾公一委員でございます。 

◎委員【村尾公一君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  次に、議席番号第１８番真野文惠委員でございます。 

◎委員【真野文惠君】  よろしくお願いします。 

◎都市総務課長【原清君】  また、新任の学識委員として３名の方々が任命を受けられました。

このうち、本日ご出席いただいている委員をご紹介申し上げます。 

 議席番号第６番樫﨑博委員でございます。 

◎委員【樫﨑博君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  樫﨑委員は、八王子商工会議所副会頭でございまして、八王子商

工会議所のご推薦をいただき、商工業での学識経験者としてお願いいたしました。 

 次に、議席番号第１３番栗原才委員でございます。 

◎委員【栗原才君】  よろしくお願いいたします。 

 栗原委員は、八王子市農業委員会会長職務代理者でございまして、八王子市農業委員会のご
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推薦をいただき、農業での学識経験者としてお願いをいたしました。 

 続きまして、八王子消防署の人事異動に伴いまして、関係行政機関の委員として任命された

議席番号第１番手塚徳委員でございます。 

◎委員【手塚徳君】  よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  続きまして、市側の副市長及び幹事にも変更がありましたので、

紹介いたします。副市長の駒沢広行でございます。 

◎副市長【駒沢広行君】  副市長の駒沢でございます。よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  総合経営部長の小山等でございます。 

◎総合経営部長【小山等君】  総合経営部長、小山でございます。よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  環境部長の佐久間寛でございます。 

◎環境部長【佐久間寛君】  環境部長、佐久間でございます。よろしくお願いいたします。 

◎都市総務課長【原清君】  都市計画部長の田中正雄でございます。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  都市計画部長、田中でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

◎都市総務課長【原清君】  まちなみ整備部長の池内司でございます。 

◎まちなみ整備部長【池内司君】  まちなみ整備部長、池内でございます。よろしくお願いい

たします。 

◎都市総務課長【原清君】  以上でございます。 

 それでは、ここで、市の理事者であります駒沢副市長からご挨拶を申し上げます。 

◎副市長【駒沢広行君】  それでは、第１６３回の八王子市都市計画審議会の開会にあたりま

して、一言、ご挨拶をさせていただきます。 

 皆様には、ご多用の中、お集まりをいただき、誠にありがとうございます。また、本市行政

の推進にご協力をいただいておりますことを改めて御礼を申し上げます。 

 本日は本年度最初の審議会でありまして、新たに樫﨑委員、栗原委員、篠沢委員、手塚委員

にご就任いただくとともに、大矢委員、角田委員、真野委員、村尾委員には引き続きご就任を

いただきました。委員の皆様には、それぞれのご知見からのご意見等をいただければと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本審議会は、昭和４５年に第１回の会議を開催し、本日で１６３回を数えることとな

りました。この間、都市計画規定や都市計画事業など、数多くの案件を審議いただきまして、

それぞれが本市のまちづくりの礎となっていることを実感しているところでもあります。また、

本市は、昨年の４月に中核市へ移行し、新たな施策展開ができるよう、さまざまな権限が委譲

されました。この権限を最大限活かしたまちづくりが進められるよう最大限努力いたす次第で

ございます。 

 さらに、平成２９年には市制１００周年を迎え、次の新たな１００年に向けて、皆様に好ま
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れ愛着を持って住み続けていただけるよう、八王子のまちづくりを積極的に展開していく考え

でございます。そのためにも、本審議会の果たす役割は大変重要なものであると認識いたして

おりますので、委員の皆様からのご意見、ご審議を賜りますよう切にお願い申し上げまして、

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎都市総務課長【原清君】  続きまして、会長が不在となっておりますので、新会長の選出を

議題といたしたいと思います。 

 会長につきましては、八王子市都市計画審議会条例第４条第１項の規定により、学識経験者

の委員から選出することとなっております。つきましては、新会長の選出にあたり、臨時の議

長をどなたかにお願いをして、新会長の選出をいたしたいと思います。 

 臨時議長の選任でございますが、事務局に指名をお任せいただけますでしょうか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎都市総務課長【原清君】  この場合、審議会委員の経験年数が長い角田委員にお願いしたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎都市総務課長【原清君】  それでは、角田委員に臨時議長をお願いし、会長の選出をお願い

いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎臨時議長【角田誠君】  ただいまご指名をいただきました角田でございます。しばらくの間、

臨時の議長を務めさせていただきます。皆様、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、八王子市都市計画審議会条例第４条に定めるところにより、会長を選出したいと

思います。会長の選出方法につきましては、八王子市都市計画審議会運営基準の第３に定めら

れております。この第１項によりますと、会長の選出方法は、単記無記名投票によるとされて

おります。また、同じく第４項によりますと、委員中に異議がないときは指名推薦による方法

を用いることができるとされております。 

 そこでお諮りいたします。会長の選出方法は、投票によるか、あるいは指名推薦によるか、

いかがいたしましょうか。ご意見を伺います。浜中委員。 

◎委員【浜中賢司君】  ただいま会長の選出方法につきまして、ご協議だと思いますけれども、

投票によるか、あるいは指名推薦によるかということでございますけれども、ここにおいでの

専門の学識経験者の皆様それぞれの立場でご活躍で、どなたがなっても、私はよろしいのかと

思いますが、会議の運営上、できましたら、指名推薦で選出したらいかがかなと思いまして、

意見を申し上げます。 

◎臨時議長【角田誠君】  ただいま浜中委員から、会長の選出方法について指名推薦の方法に

よるとのご提案がございました。これにご異議ございますでしょうか。 
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 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎臨時議長【角田誠君】  ありがとうございます。ご異議がないものと認めまして、指名推選

による方法にて会長を選出いたします。 

 推選する方をお願いいたします。大矢委員。 

◎委員【大矢恵一君】  引き続き村尾委員に会長をお願いするのがよろしいのではと思ってお

ります。よろしくお願いします。 

◎臨時議長【角田誠君】  ありがとうございます。ただいま大矢委員から、村尾委員を会長に

推薦するとのご提案がございました。ほかにございますでしょうか。 

 ほかにはないようでございますので、お諮りいたします。会長は村尾委員に就任していただ

くということにご異議ございませんでしょうか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎臨時議長【角田誠君】  ご異議のないものと認めまして、村尾公一委員を会長と決定いたし

ました。 

 それでは、ここで会長と交代させていただきます。皆様、ご協力、どうもありがとうござい

ました。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  ただいまご指名にあずかりまして、引き続き会長を務めさせていただ

きます、村尾でございます。この八王子市都市計画審議会、今回で１６３回を迎えますが、こ

れまでも八王子のまちづくり、八王子の未来に向けて多くの方々の意見をいただきながら、明

日の八王子を１歩でも、２歩でもすばらしい方向へ向けてつくり上げていくということで、心

を１つにして審議してまいったと思います。引き続き皆様方のご協力を得まして、１００年を

迎える八王子をさらに次の世紀に向けて発展させてまいりたいと思いますので、ご協力のほど、

何卒よろしくお願いいたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、本日の審議に当たり、配付資料について事務局から説明願

います。 

〔事務局配付資料説明〕 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、次第に従いまして進行いたします。 

 議事録の署名委員をあらかじめ指名いたします。署名委員は、議席番号順に指名してまいり

ます。本日の署名委員には、第１４番大矢恵一委員と第１５番佐藤梓委員にお願いいたします。 

 なお、作成した議事録はホームページ及び図書館等で公開していきますので、ご承知おきく

ださい。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
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◎会長【村尾公一君】  次に、会長職務代理の選任ですが、八王子市都市計画審議会条例第４

条第３項の規定によりますと、会長が指名することとなっております。会長職務代理には議席

番号第１４番大矢恵一委員を指名したいと思います。よろしくお願いいたします。 

◎会長職務代理【大矢恵一君】  よろしくお願いいたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  それでは、これより議題に入ります。 

 本日、審議会に諮問されております案件は、諮問第１号から第８号までの８件でございます。

諮問案件について説明を行った後、委員の皆様に十分なご議論をしていただき、表決を求める

順で審議を進めたいと思います。 

 諮問第１号から第６号を議題といたします。関連案件ですので一括審議といたします。 

 事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  それでは、諮問第１号八王子都市計画用途地域の変更から諮

問第６号八王子都市計画地区計画水甫地区地区計画の変更につきまして、関連する案件であり

ますので、一括してご説明いたします。 

 諮問第１号から第６号は、八王子市決定の案件でございます。まず、お手元の参考資料１の

位置図をごらんください。青色でお示しした範囲が用途地域の変更を行う区域、また、赤い点

線で囲まれた範囲が地区計画の変更を行う区域でございます。 

 本地区は多摩ニュータウンの西部、南大沢駅の西側約２キロ、多摩美術大学の東側に位置す

る新住宅市街地開発事業により、都市基盤整備が行われた地区でございますが、地区内の北側

にハイパーレスキュー隊の隊舎が立地するほかは未利用地となっている地区でございます。 

 本市都市計画マスタープランでは、本地区について、日常の買い物を中心とした利便機能や

交流の中心を担う複合的な機能が集積する生活拠点の形成及びハイパーレスキュー隊を核とし

た地域の防災力向上に資する災害時の活動を支援する拠点の形成を進めるとともに、産業、業

務、流通、物流等の機能集積やゆとりある住環境づくりを進めるなどとしております。 

 また、鑓水二丁目地区の生活拠点の形成につきましては、参考資料２に、用途の多様性を活

かす都市計画として、基本的な考え方をまとめております。また、今回の都市計画の変更の進

め方について整理しておりますので、本日、机上配付いたしました参考資料５をごらんくださ

い。本日、机上配付した資料です。下段の模式図にありますように、都市計画マスタープラン

が示す将来像を実現するために、多摩ニュータウン鑓水地区まちづくりの考え方を整理した上

で都市計画を変更するものでございます。まちづくりの考え方の概要につきましては、本日、

机上配付しました別紙に取りまとめております。 

 これらの将来像実現を目指し、適切かつ合理的な土地利用の規制、誘導を図るため、用途地
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域、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更及び都市計画の決定・変更を行うものでござい

ます。 

 それでは、諮問第１号、用途地域の変更、諮問第２号、高度地区の変更、諮問第３号、防火

地域及び準防火地域の変更について、ご説明いたします。 

 諮問第１号から第３号につきましては、計画図が重複するため、別添の参考資料３に取りま

とめておりますので、ごらんください。ページ左下の凡例の中で、赤色横線でお示しした①の

区域は、現在、第一種中高層住居専用地域、建ぺい率５０％、容積率１５０％となっておりま

すが、この面積約５.９ヘクタールの区域を準工業地域、建ぺい率６０％、容積率２００％に

変更いたします。 

 なお、①の区域につきましては、高度地区及び防火地域及び準防火地域の変更はございませ

ん。 

 次に、青色縦線でお示しした②の区域は、現在、第一種中高層住居専用地域、建ぺい率５

０％、容積率１５０％、第２種高度地区、準防火地域となっておりますが、この面積約５.８

ヘクタールの区域を第一種低層住居専用地域、建ぺい率４０％、容積率８０％、高さ限度１０

メートル、第１種高度地区に変更し、準防火地域の指定をなしに変更いたします。 

 次に、緑色斜線でお示しした③の区域は、現在、第一種中高層住居専用地域、建ぺい率５

０％、容積率１５０％、第２種高度地区、準防火地域となっており、また、紫色斜線でお示し

した④の区域は、第二種住居地域、建ぺい率６０％、容積率２００％、第２種高度地区、準防

火地域となっておりますが、この面積約１２.２ヘクタール及び約４.８ヘクタールの区域を近

隣商業地域、建ぺい率６０％、容積率２００％に変更いたします。 

 なお、③、④のこの区域につきましては、高度地区及び防火地域及び準防火地域の変更はご

ざいません。 

 次に、諮問資料第１号資料、１ページをごらんください。諮問第１号資料１ページには、変

更後の市全体の用途地域の面積内訳をお示ししております。 

 次に、諮問第２号資料、１ページをごらんください。諮問第２号資料１ページには、変更後

の市全体の高度地区の面積内訳をお示ししております。 

 次に、諮問第３号資料１ページをごらんください。諮問第３号資料１ページには、変更後の

市全体の防火地域及び準防火地域の面積内訳をお示ししております。 

 以上が用途地域、高度地区、防火地域及び準防火地域の変更についての説明でございます。 

 続きまして、諮問第４号、鑓水二丁目地区地区計画の決定について、ご説明いたします。諮

問第４号資料、５ページの計画図１をごらんください。諮問第４号資料、５ページです。本地

区計画区域の詳細をお示ししております。 

 次に、資料１ページ、地区計画書をごらんください。地区の面積は約２２.９ヘクタールで

ございます。都市計画マスタープランの土地利用方針に基づき、地区計画の目標を生活拠点に
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ふさわしい商業・サービス、業務、住宅などの日常の利便機能や、交流の中心を担う複合的な

機能、災害時の活動を支援する拠点としての機能など、多様な都市機能を一体的・複合的に集

約することにより、身近な生活圏に資する生活拠点の形成を目指すとしております。 

 次に、土地利用の方針についてでございますが、再度、資料５ページ、計画図１をごらんく

ださい。右下の凡例のとおり、一点破線でお示しした用途地域を近隣商業地域に指定する範囲

を地区計画においては複合拠点地区とし、また、網かけでお示しした用途地域を準工業地域に

指定する範囲を地区計画においては防災施設地区と区分しております。 

 資料、申し訳ありません、また戻りまして、１ページをごらんください。中段の土地利用の

方針に区分したそれぞれの地区の方針を記載しております。複合拠点地区では、身近な生活圏

に資する生活拠点として、日常生活の利便性に資する商業・サービス機能、職住近接や、地域

の利便性向上に資する業務機能の導入及び良好な住環境の形成など、多様な機能が効率的に発

揮されるよう、一体的かつ複合的土地利用を図るとしております。また、防災施設地区では、

ハイパーレスキュー隊を核とした地域の防災力向上に資する土地利用を図るとしております。 

 続きまして、地区施設の配置及び規模についてご説明いたします。資料６ページの計画図２

をごらんください。６ページの計画図２でございます。図のとおり、計画的に整備される区画

道路を地区施設として定め、将来にわたりその機能の維持・保全を図るものでございます。 

 次に、資料２ページをごらんください。すいません。また戻ります。申し訳ありません。 

 資料２ページをごらんください。地区計画の目標や方針に基づき地区整備計画を定めており

ます。左側の欄が複合拠点地区、右側の欄が防災施設地区となっております。 

 建築物の用途の制限につきましては、用途地域による建築物の用途制限に加え、本地区計画

の土地利用の方針に即して制限を定めております。その他、敷地の細分化を防ぐための建築物

の敷地面積の最低限度や、周辺の日照等に配慮するための建築物等の高さの最高限度、資料３

ページでは、道路や隣地との空間の確保のための壁面の位置の制限及び周囲からの景観に配慮

するための建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限を表のとおり定めております。 

 以上が鑓水二丁目地区地区計画についての説明でございます。 

 続きまして、諮問第５号多摩美大東地区地区計画の変更についてご説明いたします。諮問第

５号資料、４ページの計画図をごらんください。本地区の東側には、生活拠点の形成を目指す

鑓水二丁目地区地区計画を定め、また、西側は多摩美術大学の用地として、今後一体的に教育

関連用途の土地利用を図ることとし、今回、本地区計画の廃止の変更を行うものでございます。 

 資料１ページ、２ページに参考として現行の地区計画を掲載しております。 

 以上が多摩美大東地区地区計画についての説明でございます。 

 続きまして、質問第６号水甫地区地区計画の変更についてご説明いたします。参考資料４の

概要図をごらんください。参考資料４です。本地区計画は、現在、青線で囲まれた面積約４８.

８ヘクタールの区域ですが、図の紫でお示しした①及び赤い色でお示しした②の区域を鑓水二
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丁目地区地区計画に定めるとともに、本地区計画区域を赤線で囲まれた面積約３０.５ヘクタ

ールに変更いたします。また、右下の凡例の中で、青色でお示しした③の区域は都市計画マス

タープランの土地利用方針に基づき、用途地域を第一種低層住居専用地域に変更するとともに、

現在の集合住宅地区から低層住宅地区Ｂに変更いたします。その他、都市計画マスタープラン

の土地利用方針と現況土地利用との整合を図るため、緑色の④及び黄緑色の⑤の区域を誘致施

設地区及び低層住宅地区から、低層住宅Ａに変更し、黄色の⑥の区域を集合住宅地区から、一

般住宅地区に変更いたします。 

 次に、諮問第６号資料１ページの地区計画書をごらんください。土地利用方針についてでご

ざいますが、区分した５地区の方針をそれぞれ記載しております。集合住宅地区は、地区周辺

の環境に配慮しつつ、集合住宅等を計画的に配置し、良好な住環境の形成と保全を図る。一般

住宅地区は、低層住宅や小規模店舗等を計画的に配置し、良好な住環境の形成と保全を図る。

生活利便施設地区は、交通の利便性を活かし、地区内外の居住者の利便性の増進等を図るため、

店舗等を計画的に配置し、良好な地区環境の形成と保全を図るとしております。また、地区計

画の目標や方針に基づき、地区整備計画を定めております。 

 資料２ページから４ページの建築物等の用途の制限につきましては、用途地域による建築物

の用途制限に加え、本地区計画の土地利用の方針に即して制限を定めております。その他、資

料４ページから６ページでは、敷地の細分化を防止するための建築物の敷地面積の最低限度や、

道路や隣地との空間の確保のため、壁面の位置の制限、周辺の日照等に配慮するための建築物

等の高さの最高限度及び周囲からの景観に配慮するための建築物等の形態又は色彩その他の意

匠の制限や、垣又はさくの構造の制限を表のとおり定めております。 

 次に、資料７ページから１３ページの変更概要が新旧対照表でございます。左の欄に現行、

右の欄に変更後を記載し、変更箇所をアンダーラインでお示ししております。 

 低層住宅地区Ａ、Ｂ、及び一般住宅地区の新設、並びに誘致施設地区の廃止が主な内容とな

っております。 

 また、資料１４ページは位置図、１５ページは変更後の計画図となっております。 

 以上が水甫地区地区計画についての説明でございます。 

 なお、この案件につきましては、平成２８年２月１３日及び２月２５日に住民の方々を対象

とした素案説明会を行い、その上で都市計画法第１７条の規定に基づき都市計画変更の案を平

成２８年４月１５日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、意見書の提出はございませんで

した。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。委員のご発言を求めます。佐藤委員。 

◎委員【佐藤梓君】  諮問第３号についてなのですけれども、諮問第３号資料、１ページのと
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ころで、八王子鑓水二丁目地内で、これは準防火地域を外れるということなのですが、確認だ

けさせてください。 

 ここは、これまでは第一種中高層住居専用地域だったのが第一種低層住居専用地域になると

いうことで、より厳しい規定になるので、防火地域が準防火地域から外れるということで、防

火の観点から言いましても安全性は保たれるという理解でよろしいでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  本来であれば、都市計画課長が答弁するところでございま

すが、本日、忌引により欠席しております。申し訳ございませんが、主査にて答弁させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 ご質問の参考資料を見ますと、③のブルーで塗られたところですけれども、こちらが第一種

低層住居専用地域に指定されるところとあわせまして、準防火地域を今回、外すといった変更

をいたします。これは、これまで第一種中高層住居専用地域でございましたので、建ぺい率、

容積率が今回変更いたします第一種低層住居専用地域に比べまして非常に高い数値となってお

ります。変更に伴いまして、建ぺい率、容積率が厳しい規定となりますので、十分なゆとりを

確保できるという点で準防火地域を外しております。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。樫﨑委員。 

◎委員【樫﨑博君】  樫﨑でございますが、私、今日、初めてこういう会議に参加して、ご説

明を受けていると、部長のほうはよくおわかりだから何ページ、何ページと説明するけれども、

どこをやっているのかわからない。もう少しご説明するときに、我々がわかるように、ここな

のですよというのを何かうまい方法を考えていただかないと、どうもめくっているうちに大体

半分ぐらい過ぎてしまう。これでは委員の方々がよくご理解できないのではないかと思うので、

ぜひ次回からはもう少し説明の方法、場合によっては、こういういろいろな画面もあるわけで

すから、少しお考えをいただいたほうがよろしいのではないのかと思います。 

◎会長【村尾公一君】  田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  今、樫﨑委員から言われた指摘については、私も読みながら、

ページを指定するときはちょっと間を置くように心がけたつもりなのですが、ちょっと緊張し

ていまして、その間があまりとれなかったのかと反省しております。１つの案件についても、

諮問資料から参考資料に行ったりと、説明が飛んでいますので、説明の仕方については、今後

工夫の余地があると考えておりますので、検討していきたい、改善していきたいと思っていま

す。 

◎委員【樫﨑博君】  お願いします。 

◎会長【村尾公一君】  ほかに。山越委員。 

◎委員【山越拓児君】  諮問事項６件一括ということもありまして、今のようなご意見が出る

のだと思います。 
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 参考資料４〔諮問第１～６号関連〕水甫地区地区計画変更概要図を基本にちょっとお尋ねを

したいと思うのですけれども、今回の諮問事項というのは、この鑓水の未利用地を本格的に活

用していくということの背景があると思うのですけれども、その１点、凡例の中で未利用地と

なっている現況を一定、変更をするという考え方と、それから、緑で塗った④が現況土地利用

が緑地ということになっていて、誘致施設地区から低層住宅地区Ａということになっているん

ですが、この全体的に緑地・公園の確保ということで言うと、すみません、私、資料を全部、

読み切れてないんですが、そういう観点で見た場合に、この新しい鑓水二丁目地区の地区計画

の中における緑地・公園確保という考え方について、ご説明をいただけますでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  緑色の④で示しているところでございますが、現状が緑地

となっております。今回、変更に伴いまして、これまで誘致施設地区に地区計画で区分されて

いたところでございますけれども、低層住宅地区Ａに編入をいたします。緑地としての担保で

すが、別途都市計画公園として決定されておりますので、公園としての機能はそこで担保され

ていくと考えております。 

◎委員【山越拓児君】  その緑地計画、公園の面積等については、変更がないということでし

ょうか。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  変更ございません。 

◎委員【山越拓児君】  それで、全体の考え方として、参考資料５として、今日、配付いただ

いたものの中にも、南大沢駅周辺の地域拠点の機能サービスはもとより、身近な生活圏に資す

るアクセシビリティを補完する拠点として日常生活の買い物を中心とした機能、サービスの集

積を図るということで、住宅ができて、あるいは住宅を誘導して、それとの関連でこの地区に

日常生活の買い回りの商業施設ができることは当然必要なことですし、さらに、いわゆる柚木

街道より北側の旧の集落といいますか、そういう人たちにとっても便利になるというのは、大

体想像がつくことなのですが、かなり近隣商業地域ということで広くとられるのですけれども、

細かく見ていくと、住宅も排除されているわけではないというような感じになっているのです

が、この広くとった近隣商業地域における土地利用、いろいろ計画的に配置するということが

たくさん出てくるんですが、基本、ニュータウンのこの地区というのは都有地になっているの

ですが、そのまちづくりを、大枠をこのように行うということで、今回、都市計画審議会に諮

問されているのですが、事業主体ですとか、計画的な配置という場合に、誰が音頭をとってい

くのかというのは、その辺はどのように進めていかれるのか、市のお考えをお聞かせください。 

◎会長【村尾公一君】  岡都市整備推進課長。 

◎都市整備推進課長【岡功英君】  今後の東京都との調整の進め方でございますが、今回、お

示しをしております地区計画、土地利用の方針をベースといたしまして、今後、東京都が募集

をいたします募集条件等についても、まちづくりの最終責任者として私どもが最終的に調整を
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図っていくと、そういう形でございます。 

◎委員【山越拓児君】  そうすると、例えば近隣商業地域の中で、住宅は排除されてないとい

うことなので、そうすると、例えば学校施設とか、保育園だとか、そういう子供関連の施設に

ついてもどうするのかということが問題になるし、新規につくっていくまちということで、当

初は若い人向けの施設を優先して当然配置をしていくのですが、ほんとうに３０年、５０年と

いう期間でまちづくりを考えたときには、高齢者、あるいは障害者のそういった社会福祉施設

というのも考えていかなくてはいけないと思うんですが、その点の土地利用、あるいは計画と

いうことについてはどのようにお考えでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  守屋土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【守屋清志君】  こちらのほうに、本日お配りしました土地利用の考え方

というところで整理をさせていただいているのですが、私ども、こちらには、商業・業務・住

宅が一体的に、複合的に立地して、利便性のすぐれたゼロからスタートする街区ということで、

先進的な取り組みをこちらにお願いしたいと思っています。 

 今、委員のほうからお話がありました福祉施設だとか、保育施設とか、そういったものにつ

きましては、業務系も含めてしっかり考えていただきたいとは考えております。ただ、今後、

都との協議等もございますので、事業者も含めてしっかりやっていきたいと思っております。 

◎委員【山越拓児君】  そうすると、そういう社会福祉施設とか、教育施設については、いわ

ゆる公が先に持っていくという考え方でいるのか、今のご答弁で言うと、事業者というのがど

のレベルの考え方でいるのか、ちょっと判然としなかったんですね。商業施設をつくる、ある

いは進出をするという例えば企業がそういった関連する社会福祉施設についても配慮をして計

画をするというようなイメージでいるのか、市が全体のまちづくりを考えて東京都と協議をし

て、ここは将来的な人口推計も踏まえて社会福祉施設や保育施設を配置しましょうとか、そう

いうふうに進んでいくものなのか、お考えをお聞かせください。 

◎会長【村尾公一君】  岡都市整備推進課長。 

◎都市整備推進課長【岡功英君】  あくまでも東京都と調整することが前提でございますが、

先ほどもご答弁させていただきましたけれども、将来的なまちづくり、これは十分見据えた形

の中で、私どもが積極的に東京都に対して意見を申し上げて調整していく、そういう形でござ

います。 

◎委員【山越拓児君】  これまでもニュータウンの中で東京都施行で未利用地というのが民間

に処分をされていくという流れで来たのですけれども、やはり一定の期間を想定して、そうし

た新しくお住いになる方は、よそから来るという方がほとんど、まず１００％、そういうまち

になってきますので、住んでいる人の意見を聞いてつくるというのではなくて、そういう意味

で言えば、もうほんとうに八王子市と東京都がどんなまちにしていくのかということをほんと

うに重々、今までのニュータウンの成果とか、教訓とか、そういうのを活かしていかなきゃい
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けないと思いますので、十分に協議をしてということで、まだなかなか具体的なイメージとし

て、私も描き切れないところはあるのですが、今後、周辺の地域も含めて便利になることとあ

わせて、環境への配慮とか、防災に資するまちづくりという点ではそれなりに理解はしたとこ

ろですけれども、ぜひそういうまちづくりを進める上で、お住まいになっている方々の変化す

るニーズに柔軟に対応できるまちづくりを進めていただきたいということを申し上げて終わり

ます。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。浜中委員。 

◎委員【浜中賢司君】  私も今の質問にちょっと関連なのですけれども、今日、机上に配られ

た資料があると思うのですけど、これはまだちょっとよく読めてないのですけれども、ここま

で来る経過だと思うんですね。この地区を今おっしゃったように、未利用地ですから、これを

新しいまちづくりの中で東京都を含めて計画していこうということだと思うんですけれども、

ここの地区、ニュータウンそのものは、やはり長い時間かかってやって、最後、未利用地が残

ったのをどうするかということで、たまたまこの地区のちょうど鑓水二丁目の地区の東側なん

かは、わりと低層住宅をある意味、これも決まっていたのでしょうけれども、どんどん誘導し

てやってきたと。 

 その中で、最後にハイパーレスキューですね。災害ということで特化して、ハイパーレスキ

ューを呼ぼうということも、この土地の広さも条件もありますから、私も、ここはいい場所だ

と思うんですけれども、１つには、なぜここなのかなという説明がもう少し欲しいなという気

がするんです。ここの部分のもともとの都市マスの中の位置づけというのと、ここにももちろ

ん当時は、都市マスの中にハイパーレスキューはもう既に文言として入っていましたから、こ

れはいいとは思うんですが、もう少しほかの部分についても、少し都市マスの最初に検討した

のと少し進んでいる感じもします。 

 今の議論を聞きまして、当然東京都とさまざま意見を戦わせたのだと思いますし、今、これ

からは八王子市が決定して、八王子市がまちづくりに責任を持つのだというお答えもありまし

たので、東京都のほうから、こんなふうにやろうかとかいうことをここに書いてあるのかもし

れませんけど、最初のほうに東京都とゾーニングについて、基本的な考え方について検討を進

めてきたとここにも書いてありますけれども、この時点では、今、近隣商業の面積もちょっと

大きいわけですから、この辺についてはどんなお考えが、話し合いがあったのか、差し支えが

ない範囲で結構ですから、お話があるようでしたら、ちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

◎会長【村尾公一君】  守屋土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【守屋清志君】  これまでの経過でございますが、平成２７年３月に現在

の都市計画マスタープランが完成いたしました。その後、その都市計画マスタープランに基づ

きまして、用途変更という形の中で、私ども、いろいろ考えさせていただいて、今回、机上に
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配付させていただきました、まちづくりの考え方ということで整理をさせていただいておりま

す。都市計画マスタープランの策定に当たりましては、先ほど委員のほうからもご指摘のあり

ましたように、東京都としっかり協議を差し上げて、そういった形でまとめさせていただいて

おりました。 

 都市計画マスタープランができた後、用途を変えるというところで、私どもこちらの街区、

ゼロからスタートする大規模な街区、八王子における、東部地域における生活拠点という位置

づけも差し上げた中で、どういう都市計画の変更をすることが一番、土地利用のしやすさにと

いいますか、土地利用を有効的にできるのかということを私ども、議論をいたしまして、その

まちづくりの考え方を整理したわけなのですが、こちらの中身につきましては、先ほど私、他

の委員からもご質問あった中でお話ししましたが、商業・業務・住宅、これが一体的・複合的

に立地することが一番利便性にすぐれているというふうに私どもは思っております。１つの街

区の中をある一定の形できっちり分けるのではなくて、点在、混在するような形の中で土地利

用を進めることが一番、土地利用の実現にはいいだろうということで、市の中でしっかり議論

をして決めさせていただいております。 

 また、それは今、低炭素都市づくりとか、そういったものにつながりますし、環境配慮型の

まちづくりという形で実施することにおいても、商業地と住宅地とか業務地が完全に分離して

いるよりも、一体的にあることがやはり低炭素といった環境配慮まちづくりという新しい観点

からも非常にいいという形で、私ども、結論は導き出されましたので、今回の都市計画の変更

にと進めたわけでございます。 

◎委員【浜中賢司君】  よくわかりました。後から配られた資料、ここにもスマートゾーンと

いう言葉もあります。ですから、集約的にそこに集めるということも大事だと思うし、１６住

区ですか、ここの部分についてはもともと優先分譲があったりした場所ですね。当然ニュータ

ウンの事業が始まるときから、この地区はここのところに優先分譲で、地域の方にはまず引っ

越していただいたりして、当時、ここは何も決まってないのはよくわかっていますけれども、

いろいろうわさとか、そういうのもあって、学校ができるんじゃないかとかという、文教関係

のものがここにできるんだよというようなこともありました。だけど、当然、最終、時代も進

めば、こうやって低層住宅もたくさんつくろうということもありますし、それから、ここは一

応高層はあまりないような地区になるわけですけれども、低層住宅の中で買い物も含めてスマ

ートゾーンといいますか、コンパクトにある程度やろうということで、近隣商業に指定をした

のかなというふうに私どもも理解していますし、それは当然といいますか、その時点でしっか

りと進めていただければ、私も納得するのですけれども、もともと住んでいた方の近所といい

ますか、この地域では当然ニュータウンに協力した方がいますから、そういう人たちへの配慮

も含めてお気をつけいただきたいのも１つです。 

 それは、ハイパーレスキューはたしかに、防災ではもう今、熊本地震も含めて身近ですから、
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非常に理解はされるんだと思いますが、簡単に言えば、大きい施設が来て反対の方もいらっし

ゃいますから、うまく調整していただいてやるべきだなとは思います。当然、当時の都市計画

マスタープランの中の、区分けは当時はなかったわけですけれども、こんな感じかなというの

からすると少しイメージが膨らんでいるものですから、そこら辺は東京都も含めてご協議もい

ただいたし、八王子市も自信を持って、今、このまちづくりで進めようとしているのだと思い

ますので、あと残りの質問はちょっとないのですけれども、質問を１つだけすれば、何か意見

が１つもなかったと言っていたのですけど、何もなかったのですか。ここは住んでいませんか

らね、もともと。意見はなかったのでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  こちらの案件につきましては、都市計画マスタープランと

の整合というところではございませんでした。そのほか、変更後、近隣商業に変更することに

よって周りに与える影響というのは想定しているのかというご質問がございました。これに関

しましては、商業施設の立地がなされた際には当然、ある程度交通量の増加は想定されます。

それに配慮いたしまして、今回、地区計画の中では一定程度ボリュームを抑える制限をしてお

ります。 

 それから、変更後の具体的な立地が決まっているのかというようなご質問でございますが、

具体的な事業の計画については今後東京都と調整して進めていく予定でございます。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。樫﨑委員。 

◎委員【樫﨑博君】  樫﨑です。この１号から６号というのは、鑓水のこの辺をこう変えたい

という関連なのですか。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  そのとおりでございます。都市計画マスタープランの生活

拠点の形成を目標としております。 

◎委員【樫﨑博君】  であるとするなら、説明の順番をもう少し変えられたほうがよろしいの

ではないですか。最後に言ったことが最初で、その関連で用途地域だとか、高度だとか、準防

火とかとなれば、どこにウエートをかけてご説明いただくのかよくわかるのだけど、最初の前

段にこうあると、それはよく聞いていると、どうも６番目のことを言いたいために前段、説明

しているのだなと思うので、やっぱり我々初めて聞く人間からすると、その説明の順番ももう

少し工夫していただければ、ありがたいということでございます。 

◎会長【村尾公一君】  田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  今、ご指摘があった点については、再度、こういう複数の案

件の諮問を一括にかける場合は、主として何を求めているのか、その辺を整理して、説明の仕

方については検討、工夫していきたいと思っています。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。 

 ほかにご発言がないようですので、これから表決に移りますが、その前に、会長として提案
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をいたしたいと思います。当該地については、都市計画マスタープランでは商業・業務・住宅

とされておりますが、諮問第１号において用途地域を近隣商業地域とすることとなっておりま

す。都市計画マスタープランの具現化として、商業を主体として、業務・住宅の用途の多様性

を活かす一体的・複合的な土地利用を図っていくとご説明いただきましたところでございます

が、都市計画マスタープランに示されている土地利用に影響を及ぼすのではないかと私は思っ

ております。 

 ついては、都市計画マスタープランの土地利用に影響を及ぼす用途地域などの決定や、変更

に当たっては、土地利用の方針の策定などを含めた適切な手続を行うよう答申に意見を付した

いと考えております。 

 意見の内容につきましては、今、申し上げたところでございますが、文書案等につきまして

は、会長にご一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎会長【村尾公一君】  どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまの案件についてお諮りいたします。表決の方法は、審議会運営基準第２

１の規定により、挙手といたします。 

 諮問第１号八王子都市計画用途地域の変更について、諮問第２号八王子都市計画高度地区の

変更について、諮問第３号八王子都市計画防火地域及び準防火地域の変更について、諮問第４

号八王子都市計画地区計画鑓水二丁目地区地区計画の決定について、諮問第５号八王子都市計

画地区計画多摩美大東地区地区計画の変更について、諮問第６号八王子都市計画地区計画水甫

地区地区計画の変更について、意見を付して原案を妥当なものと認める方の挙手を願います。 

 〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手が全員であります。よって、本案件については、意見を付して原

案を適当なものと認める答申をすることに決定いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、諮問第７号を議題といたします。 

 それでは、事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  それでは、諮問第７号、八王子都市計画地区計画明神町裁判

所跡地地区地区計画の決定について、ご説明いたします。諮問第７号は、八王子市決定の案件

でございます。 

 諮問第７号資料３ページの位置図をごらんください。斜線でお示しした地区が地区計画区域

でございます。本地区はＪＲ八王子駅や京王八王子駅の北東に位置し、国道２０号に面した面

積約１.１ヘクタールの地区でございます。地区の現況は、東京地方検察庁と簡易裁判所が立
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地しているほか、東京地方・家庭裁判所の跡地となっております。本市都市計画マスタープラ

ンでは、本地区は公共公益施設と位置づけられ、中心拠点にふさわしい公共公益施設の機能集

積を図るとしております。また、本年３月に策定いたしました中心市街地まちづくり方針でも

同様の方針が示されているところでございます。 

 これらの将来像実現を目指し、適切かつ合理的な土地利用の規制、誘導を図るため、今回、

地区計画の決定を行うものでございます。 

 諮問第７号資料１ページの地区計画書をごらんください。都市計画マスタープラン等の土地

利用方針に基づき、地区計画の目標を周辺の市街地環境との調和を維持しながら、中心拠点に

ふさわしい公共公益施設の機能集約を図ることを目指すとしております。また、土地利用の方

針を駅至近及び広域幹線道路沿道の立地条件を活かし、周辺の市街地や緑と調和した官公庁、

教育、医療、福祉等の公共公益施設の立地・誘導を図るとしております。 

 ２ページをごらんください。地区計画の目標や方針に基づき地区整備計画を定めております。

建築物等に関する事項では、建築物等の用途の制限として、１号から５号に掲げる公共公益施

設以外の建築を規制しております。また、敷地の細分化を防止するため、建築物の敷地面積の

最低限度や、道路や隣地との空間の確保のため、壁面の位置の制限及び周囲からの景観に配慮

するための建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を表のとおり定めております。 

 また、その他、地区の整備、開発及び保全に関する事項として、地区内に現存する桜の維持

保全や、一般の通行の用に供するオープンスペースの整備、保全に努めるよう定めております。 

 以上が明神町裁判所跡地地区地区計画についての説明でございます。 

 なお、これらの案件につきましては、平成２８年１月２３日に住民の方々を対象とした素案

説明会を行い、その上で都市計画法第１７条の規定に基づき都市計画変更の案を平成２８年４

月１日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、意見の提出はございませんでした。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。委員のご発言を求めます。佐藤委員。 

◎委員【佐藤梓君】  まず、この審議会での審議を経た後の話になるので、ちょっと参考まで

にお聞かせいただければと思うのですが、こちらの跡地のところで建築物のことに関してなの

ですけれども、税務署が来るように要望していらっしゃるというふうなことをちょっとお聞き

しているのですけれども、差し支えない範囲で、あくまでも想定でということなので、進捗の

状況ですとか、及び他に候補として想定していらっしゃるようなものが現時点であるのであれ

ば、参考までにお示しいただけますでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  まず、税務署の件でございますけれども、国のほうへ要望

している状況でございますが、まだ、国のほうから回答があるというふうには聞いておりませ
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ん。それから、それ以外の施設にどのようなものが来るかということなのですけれども、地区

計画書の中の建築物の制限の中の１から５号のいずれかというふうなお答えになるかと思いま

す。 

◎委員【佐藤梓君】  いずれかということなのですけれども、素案説明会等でさまざまなお話

があったかと思いますが、住民の方の声で、このようなものがいいなというようなお声がもし

届いている範囲でございましたら、ご紹介くださいませ。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  素案説明会での意見ですけれども、公共公益施設以外の意

見というものも実際にはございました。生活の買い物ができる施設が欲しいといったこともあ

りましたけれども、本市の都市計画マスタープラン、あるいは中心市街地まちづくり方針にお

きましては、本地区を公共公益施設地区と位置づけておりますので、その旨、ご回答いたしま

した。 

 都市計画マスタープランや中心市街地まちづくり方針の中では、別のゾーンでそういった日

常生活の施設についてはゾーン分けをして示しているというお答えをいたしました。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言。樫﨑委員。 

◎委員【樫﨑博君】  関連ですけれども、法務局の動向はいかがでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  法務局につきましては、現在の法務合同庁舎、これのリニ

ューアルを経まして、平成３０年以降に東京法務局八王子支所、八王子労働基準監督署、法務

局集中書庫が入居をする予定と聞いております。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご発言ございますでしょうか。山越委員。 

◎委員【山越拓児君】  中心市街地内の一定まとまった空き地がどういうふうになるのかとい

うことは、多くの市民の皆さんの関心事でもありまして、そういう中で公共公益施設地区とい

うことで縛りをかけるということになると思うのですね。それで、底地は引き続き国有地とい

うことだと思いますけれども、その点ではしかるべき協議をしていらっしゃったと思うのです

けれども、国側との協議の経過について、ご報告をいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  国のほうから、今回の変更につきましてはおおむねご了解

をいただいているところでございます。協議の内容につきましては、国といたしましては、現

在の建物が既存不適格にならないようにしてほしいという要望がございました。結果的には、

こちらの地区計画の内容で既存不適格には当たらないということになっております。 

◎委員【山越拓児君】  確認なのですけれども、先ほどの法務合同庁舎ということで整備をさ

れていくということなのですが、現況の空地になっている部分にも新しく建物が建築をされる

ということなのか、現存、残っているもので十分に、今、言われたものが全部入るのか、ちょ

っとその辺、もう一度、ご説明いただけますでしょうか。 
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◎都市計画課主査【田口貴之君】  先ほど申し上げました法務局等につきましては、現在の建

物のリニューアルで、そこで入居すると聞いております。 

◎委員【山越拓児君】  今回の地区計画の中には、要するに掲げた建築物以外は建築してはな

らないということなので、可能性としては、今、言われたのは、官公署のほかに、学校、診療

所、病院、保育所、身体障害者その他の施設が入るということになるのですが、最近、可能性

の問題なのですけれども、病院などができた場合に購買施設といいますか、コンビニエンスス

トアが入ったりもするのですけれども、そういうのはこの地区計画としては許容されるものな

のかどうか、その辺の考え方の整理はされているか、お答えをいただきたいと思います。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  実際の施設計画によるのですけれども、一概には言えない

のですけれども、病院として一体となって、病院の売店というふうになれば認められるかと思

います。 

◎会長【村尾公一君】  よろしいですか。ほかに。浜中委員。 

◎委員【浜中賢司君】  ちょっと中身といいますか、素人っぽいのですが、今度、桜を残すと

いうのが地区計画の整備計画の中にあるのですけど、これとその壁面後退のというのは結構整

合性みたいなのがあるのでしょうか。ちょっと確認しておきたいのですが。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  おっしゃるとおり、こちらは北側に多く桜が植わっており

ますけれども、北側につきましては壁面後退を３メートルとしております。こちらは深く関連

している内容でございます。 

◎委員【浜中賢司君】  それで３メートルにこの壁面をしているということだと思うのですね。

南側と東側ですか、これは２.５メートルという高さのあれも緩和になりますね、逆に。それ

は、今の桜が一部あるのかな、こちら側にも。こちらはもうないですよね。１本あるのですか。 

そうですか。そうすると、それはあまり関係ないから、東側、南側は１号壁面に指定している

と、そんな根拠ですか。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  南側につきましても１本、桜が現存してございます。ただ、

こちらは今、ちょうど法務局の合同庁舎の東の角あたりにあるのですけれども、国道の切り下

げがございまして、ちょうど出入り口に当たる部分に１本ございます。これは今後、施設計画

が進んでいく中では大きな障害になる、支障が出るという可能性がございましたので、こちら

については外しております。 

 次に２.５メートル以上は緩和される規定でございますけれども、こちらは中心市街地のに

ぎわいですとか、魅力の向上、あるいは市街地の更新をしやすくするために規制を緩和してい

るということでございます。 

◎会長【村尾公一君】  よろしいですか。ほかにご発言ございますでしょうか。 

 ほかにご発言もないようですので、ただいまの案件についてお諮りいたします。表決の方法
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は、審議会運営基準第２１の規定により、挙手といたします。 

 諮問第７号、八王子都市計画地区計画明神町裁判所跡地地区地区計画の決定について、原案

を適当なものと認める方の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手が全員であります。よって、案件につきましては、原案を適当な

ものと認める答申をすることに決定いたします。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、諮問第８号を議題といたします。 

 それでは、事務局から案件を朗読させます。 

〔事務局案件朗読〕 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、市側から説明願います。田中都市計画部長。 

◎都市計画部長【田中正雄君】  それでは、諮問第８号、八王子都市計画地区計画南八王子地

区地区計画の変更について、ご説明いたします。諮問第８号は、八王子市決定案件でございま

す。 

 諮問第８号資料２７ページの位置図をごらんください。灰色でお示ししした地区が地区計画

区域でございます。本地区は、市の中心部から南方約２キロから５キロメートルに位置し、Ｊ

Ｒ横浜線八王子みなみ野駅がある面積約３９４.３ヘクタールの地区でございます。本地区は、

土地区画整理事業により整備が進められ、平成５年に南八王子地区地区計画が決定されました。

その後、土地区画整理事業の事業計画の変更にあわせ、用途地域や地区計画の変更が行われて

きました。 

 今回の変更は、平成２７年３月都市計画マスタープランの改定が行われ、土地利用の方針の

一部が変更になったことなどを受け、地区計画の変更を行うものでございます。 

 参考資料１をごらんください。Ａ３横の図面でございます。今回の変更内容ですが、左下の

紫色の部分、変更（１）地区区分の変更、それと中央部水色及び黄色の部分の変更（２）容積

率の最高限度の削除でございます。変更（１）地区区分の変更についてですが、改定前の都市

計画マスタープランでは東南部地域の流通、研究業務地域と位置づけられたエリアであり、地

区計画の中でも研究開発、情報等の創造性の高い施設の立地誘導を図る地区という方針でござ

いました。本エリアの現状では、研修施設、建設予定の病院、栃谷戸公園などがあり、未利用

地は約７ヘクタールとなっております。改定された計画マスタープランにおいて、本地区の位

置づけは変更され、周辺の良好な住宅地と調和し、社会情勢の変化等に対応した有効活用を目

指し、都市型複合住宅地となりました。それを受けて地区計画の地区の区分を業務施設地区か

ら生活関連施設地区へ変更し、制限内容を変更するものでございます。 

 変更（２）容積率の最高限度の削除についてですが、道路整備の進捗に合わせて容積率の最

高限度の規制を廃止するものでございます。今、ご覧いただいている参考資料１をめくってい
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ただきまして、参考資料２をごらんください。変更（１）の地区区分の変更についてですが、

生活関連施設Ｃ地区を新設し、業務施設Ａ地区を廃止するものでございます。新たに追加され

た生活関連施設Ｃ地区についてですが、主な制限内容は生活関連施設Ａ地区及びＢ地区と同様

のものとなっています。具体的には、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限の一部、建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限、垣又はさくの構造の制

限であり、表の黄色で示した部分でございます。また、これまでと同様、周囲との調和に配慮

し、１,０００平米以上の建築物の敷地に対しては、壁面の制限として隣地境界線まで３メー

トル及び道路境界線まで５メートルの壁面後退を定めています。また、高さの制限は設けてお

りません。 

 次に、変更（２）容積率の最高限度の削除についてですが、参考資料２の右側をごらんくだ

さい。広域幹線沿道Ｂ地区及び広域幹線沿道Ｄ地区の建築物等に関する事項のうち、建築物の

容積率の最高限度を削除いたします。また、広域幹線沿道Ｂ地区という地区の区分を廃止し、

地区広域幹線沿道Ａ地区に統一しています。 

 諮問第８号資料１ページをごらんいただきたいと思います。諮問第８号資料、Ａ４横の資料

をごらんください。資料１ページから１８ページに地区計画書、資料１９ページから２６ペー

ジに変更概要、２８ページから３０ページには計画書を掲載していますのでごらんください。 

 以上が南八王子地区地区計画の変更についての説明でございます。 

 なお、本案件につきましては、平成２８年２月２０日の午前及び午後に住民の方々を対象と

した素案説明会を行い、その上で都市計画法第１７条の規定に基づき都市計画変更案を平成２

８年４月１５日から２週間、公衆の縦覧に供したところ、個人２名の方から２通の意見書がご

ざいました。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  以上で説明は終わりました。 

 それでは、審議を始めます。委員の発言を求めます。佐藤委員。 

◎委員【佐藤梓君】  何点かお聞きしたいと思います。意見書も２件出ているということなの

ですが、これ、資料を拝見していても非常に理解が難しいところがあるなと私自身も思ってい

るところなのですけれども、まず最初に、都市計画マスタープランの変更に伴うものとしてと

いうことなのですが、ここの背景を改めてちょっとご説明いただきたいと思います。 

 今回、業務施設Ａ地区から、今回の新設の生活関連施設Ｃ地区となったということなのです

けれども、ここに変更になった新設のＣ地区ができたという経緯を改めてちょっと簡潔にお示

しください。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  都市計画マスタープラン変更に至った背景ですけれども、

従前、第二種住居地域が指定されておりました。こちらの制限では、工場の立地が厳しく規定
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されております。本地区につきましては、研究所、研究開発施設、そういったものを誘導した

いという方針がございますけれども、近年の研究開発施設等の立地の傾向といたしまして、生

産施設を併設する傾向がございます。そういった背景を受けまして、従前の第二種住居地域で

は工場の立地が厳しく制限されていることから、なかなか立地が進まなかったという経緯がご

ざいまして、住宅側に緩和をするという方向転換をいたしました。 

◎委員【佐藤梓君】  なかなかこれまでのとおりだと立地が進まなかったという経緯があると

いうことで、背景は理解いたしました。ただ、意見書が出ている中で、やはり住民の方の懸念

というところもわかる面がございまして、例えば従前の業務施設Ａ地区ということで、今おっ

しゃったとおり、研究開発・情報等の創造性の高い施設の立地誘導ということですと、例えば

敷地面積の最低限度で言えば１,０００平米だったものが今回、最低限度はぐっと、１６５平

米ということで小さくなるということなのですが、この建てられる施設の性質は随分変わって

くるなと思いまして、研究開発・情報等創造性の高い施設というのと商業・業務施設というの

では、実際に建ったものも違ってきますし、住民の方がやはり受ける印象も違ってくるので、

こういったご意見が意見書で届くのも理解できるなと思うところなのですが、そのあたり、現

状、住民の方のご理解は進んでいるということでよろしいのでしょうか。今のところ、理解す

る、理解はしているけれども、なかなか了承しにくいというようなお声も届いているのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  こちらの意見書なのですけれども、端的に申し上げますと、

こちらの方は住居の環境を保護するために第一種住居地域を指定してはどうかという内容でご

ざいましたけれども、本市の都市計画マスタープランにおきましては、ご存じのとおり、都市

型複合住宅地として位置づけられておりまして、商業・業務施設と住宅が共存する地区を目指

しておりますその上で、商業・業務につきましては従前と大きく変わらず、用途地域も変更し

ておりません。都市マスの中で住宅が共存するというところが大きく変わりましたので、地区

計画で住宅等の緩和をしているところでございます。 

◎委員【佐藤梓君】  こちらのことで、今、ご説明いただいたとおり、従前どおり、第二種住

居地域ということなので、大きくは、そのあたりは変わらないということなのですけれども、

やはりこれだけ変わってきますと、住民の方の懸念は、特に今回の変更される地域の境界付近

の方が特にご関心が高いのかなと思うのですが、今後、この変更が実施となった場合に騒音や

渋滞などの面も懸念材料となってくると思いますが、そのあたりの配慮はどのように図ってい

かれるか、お示しください。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  先ほど申し上げましたとおり、基本的には店舗等の規制緩

和を今回しておりませんので、従前どおりになるのですけれども、１万平米までの店舗、そう

いったものは可能となります。そういったものが立地すれば、それなりの交通量もあるかとは

思いますけれども、１,０００平米以上の店舗が立地する場合には、大規模小売店舗立地法、
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こちらに基づきまして警視庁協議等が義務づけられておりますので、そちらのほうで適切に措

置がされるものと考えております。 

◎会長【村尾公一君】  よろしいですか。ほかにご意見ございますでしょうか。山越委員。 

◎委員【山越拓児君】  今回、業務施設Ａ地区を廃止し、生活関連施設Ｃ地区にするというこ

とで、住宅側への規制緩和ということでというご説明がありましたけれども、そうすると、こ

の南八王子土地区画整理、区画整理事業としては一応収束していると思うのですけれども、八

王子ニュータウンとしての全体の計画世帯数とか、人口にも影響が出る可能性もあるのかなと

思うのですが、そうした点での八王子ニュータウン全体のこの計画との関連で言うとどんなふ

うに考えているのか、ご説明をいただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  守屋土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【守屋清志君】  先ほどニュータウンの世帯数とか、人口をどのぐらい誘

導するかというのは、区画整理事業ですので事業計画上の定めはございます。ただ、その立地

の仕方によっても、世帯数とか、人口というものは微妙に異なってまいりますので、今回、こ

こを動かすことによって、そこが大きく動くというふうには、我々は想定しておりません。そ

もそもの大まかな人口誘導を決めていますので、それが何万人も異なってくると、そもそもの

道路計画等がどうのというところまで行ってしまいますけれど、その辺については、我々とし

ては変わらないインフラで十分耐えられるというふうに考えております。 

◎委員【山越拓児君】  確かにそういう微増というようなこともあるかと思うのですけれど、

それでもう一つ、業務施設との関係でお尋ねをしておきたいのですけれども、地区計画の説明

の中に、魅力ある環境を提供する商業・業務施設の立地誘導という言葉が出てまいります。商

業施設というのは、すぐにイメージができるのはスーパーマーケットとか、そんなような商業

施設が思い浮かぶわけですけれども、その魅力ある業務施設、しかも住宅系とも共存するとい

うことになると、ほかにもＣ地区に指定されているところもあるので、具体的にどういうのが

出ているというのは見ればわかるのでしょうけれども、その点は、具体的にどんな施設がこの

地域にとって魅力ある業務施設の範囲になるのか、幾つか具体例を挙げていただきたいなと思

いますのと、それから、従前のところではボーリング場、スケート場、水泳場、その他、これ

らに類する運動施設がだめということになっているのですが、これが外れましたということは、

こういう娯楽施設としてのボーリング場、スケート場、水泳場、その他、これらに類する運動

施設というのは建築可能ということになるのかということ。 

 それから、その新しく変更案の４なのですけれども、石油類の販売に供するもの及び建築物

に附属するものを除くというのは、これは、ガソリンスタンドは設置できるという意味である

のか、ちょっと細かいことですけれども、確認をさせていただきたいと思います。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  まず、具体的なイメージなのですけれども、主には、地域
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住民の生活利便に資するものとして、先ほど幾つかご提示ありましたけれども、スーパーマー

ケットやドラッグストア、あるいは飲食店ですとか、ホームセンター、または、それらが複合

してくるような、そういった施設を想定しております。 

 それから、従前のボーリング場ですとか、スケート場、水泳場、また、これらに類するもの、

これは今回の変更によって制限されなくなりますけれども、こちらは、近年の住民のライフス

タイルを考えますと、スポーツジムとか、そういったものもあってもいいのではないかという

ところの検討をいたしまして、立地可能な形で変更をしております。 

 それから、４項の石油類の販売に供するもの及び建築物に附属するものを除くということで、

こちらにつきましては、ガソリンスタンドは立地できないということになります。例えばです

けれども、今は日野自動車の研究所がありますけれども、そこで研究所用の、この施設のため

だけのガソリンスタンド、一般に販売するものではなくて、そういったガソリンですとか、石

油、軽油、そういったものを保管することも考えられますので、そういったものであれば構い

ませんというような規定になっております。 

◎委員【山越拓児君】  わかりました。 

◎会長【村尾公一君】  その他、ご発言ございますでしょうか。ほかにご発言がないようです

ので、ただいまの案件についてお諮りいたします。表決の方法は、審議会運営基準第２１の規

定により、挙手といたします。 

 田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  すいません。先ほどの答弁なのですけれども、ガソリンス

タンドについては、立地ができるということになります。申し訳ございません。 

◎会長【村尾公一君】  山越委員。 

◎委員【山越拓児君】  書きぶりは、今、みなみ野の駅前のところにあるホームセンター、シ

ョッピングセンター、ガソリンスタンド、飲食店、こういうイメージで、この新しく変更され

るＣ地区もそんなようなイメージで行けば、大体イメージができるのかなと思ったものですか

ら、確認させていただきました。ありがとうございました。 

◎会長【村尾公一君】  お諮りいたします。諮問第８号、八王子都市計画地区計画南八王子地

区地区計画の変更について、原案を適当なものと認める方の挙手を願います。 

 〔賛成者挙手〕 

◎会長【村尾公一君】  挙手が全員であります。よって、本案件につきましては、原案を適当

なものと認める答申をすることに決定いたします。 

 以上で本日の諮問案件は終了いたしました。 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

◎会長【村尾公一君】  続きまして、報告事項の申し出が１件ございます。 

 高尾山口駅周辺地区都市計画方針の策定について、ご報告願います。田中都市計画部長。 
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◎都市計画部長【田中正雄君】  それでは、報告事項、高尾山口駅周辺地区都市計画方針の策

定についてご報告いたします。 

 最初に、資料の確認をいたします。報告書の資料はＡ４、１枚と別紙の概要版の冊子でござ

います。それと、本日机上配付しました高尾山口駅周辺地区都市計画方針の冊子でございます。

よろしいでしょうか。 

 それでは、資料をごらんください。高尾山口駅周辺地区都市計画方針の策定について、Ａ４、

１枚縦のほうをごらんください。本市では、都市計画マスタープランに掲げた本地区に関する

土地利用の方針を具現化、具体化するものとして、高尾山口駅周辺地区都市計画方針の検討を

行ってまいりました。平成２７年７月の本審議会で中間報告を行い、平成２８年３月に方針を

策定いたしましたので、ここに報告するものでございます。 

 本方針の策定に至った背景と目的について、ご説明いたします。高尾山口駅周辺地区は、本

市にとって重要な観光資源である高尾山の玄関口であり、近年では圏央道高尾山インターチェ

ンジ開通、駅舎改修、高尾５９９ミュージアムや温浴施設の建設等、さまざまな事業が展開さ

れ、今後、観光地としての魅力や利便性の向上がより一層期待されているところでございます。

このような背景を踏まえ、今後、交通環境、土地利用のあり方、住環境と観光との共存等につ

いて整理しながら、地域づくりの取り組みを適切に進められるよう、本地区の目指すべき姿を

示します。 

 次に、これまでの検討経過ですが、平成２６年度から２７年度にかけて、庁内検討会や地元

町会、各団体の代表者からなる地元懇談会、また、地域住民を対象にしたワークショップなど

を開催し、検討を進めてまいりました。 

 平成２８年１月には素案についてのパブリックコメントを行い、１５名の方から５５件の意

見をいただきました。 

 次に、高尾山口駅周辺地区都市計画方針の概要を説明いたします。概要版をごらんください。

都市計画方針概要版の２ページの図をごらんください。 

 本市における高尾山口駅周辺地区とは、下の図の紫の一点鎖線で示した落合町会、高尾町五

丁目町会、南浅川町会の３町会の区域を対象としております。また、上の図において、オレン

ジ色の楕円は関連地域のおおむねの範囲を示しており、高尾山口駅周辺地区だけでは解決でき

ない課題を広域的な機能分担やネットワークにより補完するといった考えを示すものでござい

ます。 

 次に、３ページをごらんください。左上に地区の将来像を示してございます。「高尾山の自

然と歴史文化を守り活かし、観光交流と暮らしが調和するまち」としております。 

 その下の地域構造ですが４ページに掲載しています。４ページ上段の図の中で、緑色の円で

「高尾自然・歴史・文化中心」とし、高尾山山頂や高尾山薬王院を中心とした自然や歴史、文

化の保全や、山岳信仰や自然のレクリエーションなどの多様な交流・活動の場としての位置づ
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けを示しております。また、高尾山口駅の周辺を囲むオレンジ色の円を「交流賑わい中心地」

とし、広域的な集客や生活サービスを支える機能の集積などを進めるとしております。 

 その他、赤い点線を「みどりと賑わいのネットワーク」とし、国道２０号への商業等生活サ

ービスや交流につながる機能の誘導などを示し、青色の点線を「水辺のアメニティネットワー

ク」として、案内川の水辺空間を活かした環境づくりなどを示しています。また、緑色の点線

を「みどりの連携ネットワーク」として、高尾山と周辺地域を連携させる主要な登山道を示し

ており、高尾山や地域の豊かな自然環境をレクリエーション資源として活かしていく考えを示

しています。 

 紫色の点線を「地域連携ネットワーク」として、国道２０号や八王子市南バイパスを示して

おり、道路ストックを活用した高尾駅周辺や八王子医療センターなど、高次機能としての機能

の強化を示しています。 

 すいません。また、３ページのＡ３横のページに戻っていただきたいと思います。３ページ

に戻りまして、地区の方針や施策について、ご説明します。３ページ真ん中の地区の方針です

が、土地利用、都市施設、都市防災の３つの分野に分け、方針を示しております。また、方針

を実現していくための施策をその右側に示しております。 

 まず、土地利用としては、「賑わいと暮らしやすさが共存する土地利用の推進」、「自然環

境や歴史文化を活かした景観形成」、「高尾山の山林や案内川などの豊かな自然の保全と活用」

を方針としております。 

 土地利用に関する施策の１つとして、高尾山の玄関口としての土地利用誘導を掲げており、

地域の賑わいや交流活動を支える商業サービス機能の導入など、地域と合意形成を図りながら、

用途地域や地区計画など適切な土地利用の誘導を行ってまいります。 

 次に、都市施設としては、道路ストックなどを活用した利便性、快適性の向上、地域資源を

活かした魅力ある交流の場の創出を方針としております。都市施設に関する施策の１つとして、

観光客の自動車交通等対策を掲げており、公共交通の来訪促進に向けた交通結節点における車

から鉄道、バス等への乗り継ぎ利便性の向上などを行ってまいります。 

 最後に、都市防災としては、災害に強い安全な市街地の形成としております。施策として、

災害に強い多様な主体の協働によるまちづくりの推進を掲げており、観光客を含めた警戒避難

体制の推進などに取り組んでまいります。以上で報告を終わります。 

◎会長【村尾公一君】  ただいまの報告に対し、何かご質問がありましたら、お伺いいたしま

す。浜中委員。 

◎委員【浜中賢司君】  この高尾山口駅周辺の都市計画方針というのは、大分前から市も取り

組んできていただいて、方針の策定、背景、目的のところにありますように、観光客が３００

万人も訪れるということで、ある意味一極集中でちょっと弊害も出てくるようなところがあっ

たので、高尾全体でどう取り組もうということをさまざまな提案があって、これは進めたのじ



第１６３回八王子市都市計画審議会 

 ２８ 

ゃないかなと思いますが、もともとこれをつくろうとした、もう１回、確認ですけれども、つ

くろうとした背景というのはどういうことでしょうか。 

◎会長【村尾公一君】  辻都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【辻綾君】  こちらの都市計画方針の策定につながった背景としましては、

さまざまな事業展開が行われてきて、それぞれ個別の上位計画に基づいて進められてきたとこ

ろがありまして、それらをここで一つ、見直して、都市計画方針として、今後のまちづくりと

して、さまざまな土地利用のあり方、住環境と観光との共存などについて整理するという目的

で、今回、都市計画方針を策定いたしました。 

◎委員【浜中賢司君】  ご説明、ありがとうございます。観光に特化しているのだと思います。

この方針を見ますと、観光に特化すれば、どこかにちょっと障害が出るということもご承知だ

と思うのです。例えば観光バスですね。高尾に観光バスを呼んでも、なかなか駐車場がないと

いうのはずっと言われていまして、じゃ、３００万人は電車で来て登っていただいて観光して

いただくのだということもありますけれども、その一方では、中心市街地のほうにまで寄って

いただけないのではないというのも問題が出ていたわけで、観光だけに特化すれば弊害も出る

ということで、３つの地区の方々の生活安全とか、地域防災も含めてやっているのだと思うの

ですね。これはちょっと私に感じるには少し狭いかなと思うのですねどちらかにある程度しな

いと、どちらかにというか、観光をある程度八王子が売り出すとすれば、都市計画部が今、計

画はしているのですけど、これは観光課に持っていくと結構不満が出るんじゃないかなという

イメージがあるんですね。もっと観光なら観光に特化してもいいのではないかなと思いますし、

地域の防災や何かと、住んでいる方のことも大事ですけれども、高尾のある意味で価値という

ものをもっと観光なら観光のほうに特化して、今、今度、高尾のＪＲの駅のところも橋上化し

て、相当お金もかけるわけですから、それ全体でとにかく観光に向かっているのか、あるいは

生活利便のほうにある程度大事だということで行くなら、観光も少し人数も制限すると言うの

は変ですけど、自然環境を守るためには、もう少しセーブした観光をやるのかというのがちょ

っとここではわかりづらいのですけれども、それは時期尚早なのか、今、もしお考えがあるよ

うでしたらお聞きしたいのですけど。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  高尾山口につきましては、おっしゃるように観光まちづく

りという視点もございますし、自然の保護という観点もありますし、住んでいる方々にとって

は、にぎわっていいのだけれども、最近、かなり観光客が増えてちょっと混雑し過ぎていると

いうことで、住環境の点でも考えていかなければならないということで、本方針におきまして

は、どれかに特化するということはなかなか難しくて、そういったものをどうバランスをとっ

ていくかというところが大きな課題かなと思っております。どこにウエートを置くかという点

で、ここには記載はないのですけれども、今後、そのバランスについても検討していきたいと
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思っております 

◎委員【浜中賢司君】  誤解されても困るのですけれども、別に、特化といいますか、ここに

いろいろワークショップなんかで出ている中身を見ると、地域住民利便性の向上とか、これは

ある意味、高尾地区に限定した話じゃないじゃないですか。ほかの地区の要望も当然やってし

かるべきだし、市としては、全市的にそういうことは考えなきゃいけない。 

 なぜ高尾山口駅地区の都市計画をやるかといったら、観光だと思うのですこれはやっぱり観

光にある意味、特化をなるべくしたほうがね。地域住民を犠牲にするという意味じゃないです

よ。もちろん今おっしゃったバランスをしっかりとって観光をうまくやっていくというのは、

新しい発想も必要ですけど、もう何年も前から言われているように、観光バスの駐車場という

のは一切、なかなかその案が出てきませんね。これは、地域住民の方々がなかなか、やっぱり

たくさん来ても困るよということもおっしゃる。それから、もちろんおそば屋さんのことです

とか、いろいろ問題あるわけですね。ですから、観光になれば、多少はほかも、これは、言葉

は変ですけど、犠牲じゃないのですよ、やっぱりバランスが少しどっちかにしないと、これだ

けの計画をかけるなら、ほかの地区でも生活利便性の向上というのは要求しますから、じゃ、

例えばほかの地区でもこういう周辺地区の計画方針があるのかといったら、それはあまりない

わけですから、高尾地区が今、お金も投資してＪＲの橋上化をやるというようなことになれば、

そこも含めて、もう少し何かインパクトが欲しいかなというちょっとイメージなんですねいか

がですか。最後、それだけちょっとお答えいただきたいのですが。 

◎会長【村尾公一君】  田口都市計画課主査。 

◎都市計画課主査【田口貴之君】  委員のおっしゃるとおり、観光地であるからこそ、今回、

方針の策定に踏み切ったわけですけれども、住環境に課題があるといった点で、その解決策と

して、観光地であるということを利点に、これまで住民も、観光地で混雑というマイナスのイ

メージがあったのですけれども、今後は観光地だからこそ生活利便性が向上できるのではない

かというところで視点を少し変えまして、検討を進めていきたいと思っております。 

◎会長【村尾公一君】  樫﨑委員。 

◎委員【樫﨑博君】  私も同様な感じはするのですね八王子の高尾山地区には何百万人の観光

客がお見えになる。ただ、残念ながら中心商店街には来ない。中心商店街にも実はいろいろ課

題もあるわけでございますけれども、ぜひ高尾山地区に来る皆さん方が中心市街地に来られる

ような視点をどこかで盛り込んでいただかないと、高尾だけで完結するのではないのだろうと

思うのですこれはインター北のイオンのところも同様だろうと思っておりまして、中心市街地

に対して商店街に対してどう関連づけるのか。そういう視点はぜひ持って高尾のほうもやって

いただきたいと思っております。 

◎会長【村尾公一君】  ご意見ということでよろしいですか、樫﨑委員。 

◎委員【樫﨑博君】  はい。 
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◎会長【村尾公一君】  佐藤委員。 

◎委員【佐藤梓君】  今、まさに他の委員の方からご意見としてあったところで、私はちょっ

と質問をさせていただきたいと思います。ここの高尾地区に、高尾山に訪れる観光客の方がど

れだけ全市的に八王子市を楽しんでいただくかということが議会でもこれまでさまざまと議論

になってきているところなのですけれども、そうした、今、ほんとうにまさに他の委員の方か

らご意見があったところなのですけれども、例えば中心市街地対策など、他の地区計画やプラ

ンに対してのこの今回の高尾山口駅周辺地区の都市計画との連関性について、お示しいただけ

るところがあれば教えてください。 

◎会長【村尾公一君】  守屋土地利用計画課長。 

◎土地利用計画課長【守屋清志君】  先ほど来出ております高尾の観光と中心市街地のにぎわ

いという話というのは、私ども中心市街地まちづくり方針、それから、中心市街地活性化基本

計画等々におきましても、そういう課題があるという形で、整理はさせていただいております。 

 ただ、今すぐに結論が出る話ではないと思っておりまして、確かに高尾山口に３００万人が

来ていて、ヒアリングをしたことがありまして、そのままお帰りになる方がほとんどで、素通

りというのが現状です。高尾山口の観光も含めて中心市街地の活性化、そういったものも連携

をとりながら、今後進めていきたいと思っておりますので、検討させていただきたいと思いま

す。 

◎委員【佐藤梓君】  最後に、今ご答弁あったとおり、検討を進めていかれるということだと

思うのですが、例えば中心市街地は中心市街地の中でたくさんワークショップ等、住民の方や

商店会の方とお話をなさっているとは思うのですけれども、やはり地区別ということも大事な

のですが、地域を越えて高尾のこの地域のことと、それから、例えば中心市街地のことを一緒

になって住民の方や商店会の方などが一緒に話していけるような場、今後、どのように持って

いかれるか、最後に教えていただければと思います。 

◎土地利用計画課長【守屋清志君】  場づくりということだと思うのですけど、私ども、もっ

と市域全域を見渡した都市計画マスタープランというのも所管しております。その中では、都

市計画マスタープランの評価等もしていこうと考えておりまして、そこでいろいろな委員会も

含めて検討をしていこうと考えておりますので、広く市域全域でいろいろ一つの課題に対して

どう考えられるかというものを多くの方たちが集まって議論をしていくというのはできるのか

なと思っていますので、そこでどういう市民参加ができるかわかりませんが、積極的に市民参

加も取り入れながら整理をさせていただきたいと思っております。 

◎委員【佐藤梓君】  よろしくお願いいたします。 

◎会長【村尾公一君】  ほかにご質問ございますでしょうか。 

 ほかにないようですので、これをもちまして報告を終了としまして、本日の会議を閉会いた

します。 
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〔午後２時５４分閉会〕 

 


