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平成２８年度第２回東大阪市都市計画審議会 

午後２時００分～午後３時１１分 

＜議長＞ 

・ 日程第２、議案第１号  東部大阪都市計画生産緑地地区の変更（東大阪市決

定）の件について、議案の説明をお願いする。 

＜説明課＞ 

・  プレゼン用ソフトを用いて議案第１号 平成２８年度東部大阪都市計画生産緑

地地区の変更（東大阪市決定）について説明。 

 ◎平成２８年度生産緑地地区の変更の概要について 

 ・  区域の変更を伴うものについて、変更箇所を図で示し、追加変更及び廃止変更

をそれぞれ説明、続いて、今年度のまとめとして地区数や面積の増減について説

明、最後に、今回の変更にあたって手続きに関する報告。 

 ・  議案書５ページの位置図で、区域を変更する地区を図上赤色で着色いたしてお

ります。枠で囲んでおります地区名称は、赤色が地区追加、オレンジ色が区域変

更、黄色が地区廃止を示している。 

・  今回は、新たに地区を追加するものが３地区、区域の変更を行うものが８地

区、地区を廃止するものが１５地区、合計２６地区の変更を行う。 

・  本市では、市街化区域内の農地等を計画的、永続的に保全し、良好な都市環

境の形成に資することを目的として、生産緑地の指定を行っている。 

追加変更する箇所は、平成２７年６月１日から平成２８年５月末までの１年

間に生産緑地指定希望の届け出を受けた５地区である。 

・  西堤楠町２-Ｂ -１４の農地は、東大阪市洪水ハザードマップにおいて、浸水

想定区域に位置し、保水機能上有効なオープンスペースであると判断して、新

たな生産緑地地区として追加指定する。 

・  稲田新町３-Ｇ -８の農地も、東大阪市洪水ハザードマップにおいて、浸水想

定区域に位置し、保水機能上有効なオープンスペースであると判断して、新た

な生産緑地地区として追加指定する。 

・  下小阪５ -Ｃ -２２の農地も、東大阪市洪水ハザードマップにおいて、浸水想

定区域に位置し、保水機能上有効なオープンスペースであると判断して、新た

な生産緑地地区として追加指定する。 
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・  次に、新たに指定しようとする農地が、既に指定されている生産緑地地区と

一団化を図ることができるものは、稲葉２-Ｊ -１６の農地は、東大阪市洪水ハ

ザードマップにおいて、浸水想定区域に位置し、保水機能上有効なオープンス

ペースであることから、既に指定されている地区と一団化を図る区域変更を行

う。 

・  玉串町東１-Ｅ -２-２３の農地は、既に指定されている地区と隣接しており、

一団化を図ることができると判断し、区域変更を行う。 

・  生産緑地法第１０条に基づき、買い取りの申し出がされ、生産緑地としての

行為制限が平成２８年６月末までに解除となった地区について、１５地区を廃

止し、６地区を区域変更する。 

    まず、衣摺５-Ｉ -２７を含め１５地区は、主たる従事者死亡等を理由とした 

買い取りの申し出により、地区全体が生産緑地地区としての行為制限を解除さ

れ、農地として計画的・永続的な保全ができなくなったため、地区を廃止する。 

    続いて、三島Ｂ-２-２を含め６地区は、主たる従事者死亡等により、買い取 

りの申し出がされ、地区の一部が生産緑地地区としての行為制限が解除となり、 

農地として計画的・永続的な保全ができなくなったため、買い取り申し出され

た部分を廃止し、区域の変更を行う。 

・  以上の変更をまとめると、追加変更については、地区追加するものが３地区

０．２５ｈａ増、区域拡大するものが２地区０．３８ｈａ増、廃止変更につい

ては、地区廃止が１５地区１．７３ｈａ、区域縮小するものが６地区０．９２

ｈａ減となり、合計では、地区追加は３地区で０．２５ｈａ増、区域変更は８

地区で０．５４ｈａ減、地区廃止は１５地区で１．７３ｈａ減となります。全

体では、１２地区減となり、面積は２．０２ｈａ減少する。 

・  これによって、本市の生産緑地地区全体としては、変更前が、６８３地区約

１１６．５６ｈａであったものが、１２地区減、約２．０２ｈａ減となること

で、変更後は、６７１地区約１１４．５４ｈａとなる。 

 ◎都市計画法に基づく手続きについて 

・  都市計画法に基づく手続として、都市計画の案の縦覧を平成２８年１０月 

１７日月曜日から１０月３１日月曜日までの２週間行い、その間に意見書の提

出はなく、大阪府との協議では「異議なし」の回答を得ている。また、変更内

容の施行は、平成２８年１２月中の告示を予定している。以上で、議案第１号、

東部大阪都市計画生産緑地地区の変更（東大阪市決定）の説明を終わる。 
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＜議長＞

 ・  委員の皆様のご意見・ご質問をいただきたい。 

＜審議委員１＞

・  東大阪市の目標と一人あたりの必要な数値があると思うが、今も人口５２万

のときの基準でやっているのか。 

＜説明課＞

 ・  生産緑地の本市が指定する目標の面積に関する御質問と思うが、現在、東大阪

市では、生産緑地１３０ｈａを目標としているところである。この１３０ｈａは、

質問の中にもあったとおり、東大阪市民５２万人に対して、条例で定めている公

園として必要な面積１人あたり５㎡という形で定められている。  

これは、都市公園法に基づいて定められているものである。目標人口５２万人

に対して、５㎡であるので、東大阪市として必要な公園の面積が約２６０ｈａと

なる。 この２６０ｈａに対して、本市の公園の計画面積が、市街化区域に限る

と、約１３０ｈａが計画されているので、差し引き１３０ｈａが公園として足り

ないことになるので、この生産緑地の面積で１３０ｈａを補完していくというこ

とで、目標値を定めたものである。 

   次に、将来、人口が減ることを国は予測しており、本市も、本市の人口ビジョ

ンでの予測では、２０４０年で４２万人としている。当然、将来、生産緑地の必

要な目標面積についても、この人口減に伴って、目標値を下げていく必要がある

と考えているが、今現在、計画されている約１３０ｈａの公園が、全て整備でき

てない状況であるので、約４０ｈａ整備ができてない状況であるので、引き続き、

１３０ｈａの公園の整備が一定進むまでは、生産緑地の計画面積を１３０ｈａ持

ち続けたいと考えている。 

＜審議委員１＞

・  目標が１３０ｈａということはわかった。  しかし、ここ最近は生産緑地の

廃止が多くなっていて、追加指定されるのは少ない。  このままでは、保水機

能も期待できないのではないかという心配もある。これは、市街化区域内だけ

でなしに、市街化調整区域も含めて考えてはどうか。  市街化調整区域で保水

機能をもってもらうことはできないのか。そもそも、市街化調整区域では建物

はたてられないはずであるがどうか。 

＜説明課＞

・  市街化調整区域は、自ら居住する住宅やその地区に必要であると特別に認め
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られた建物以外は建築できない。 

＜審議委員１＞

・  市街化調整区域では建物が建てられないという前提で、公園の面積で足らな

いものは、市街化調整区域で補えるのではないか。すでに、不足分に充ててい

るのだということであれば、きちんと履行ができているのか聞きたい。 

  市街化区域は市街化が進行するものなので。  話しは変わるが、生産緑地の

３０年間とは、いつからいつまでの期間の事を言うのか教えてほしい。  

＜説明課＞

・  生産緑地が当初指定されたのが平成４年。一度生産緑地に指定されると、主

たる従事者が死亡、もしくは農業に従事できない故障をしない限り、３０年間

は解除の申し出をすることができない。 

平成４年から平成３４年までは、主たる従事者、農家の方がみずから生産緑地

を解除したいということができないというのが平成３４年。解除できるようにな

るのは平成３４年になる。 

＜審議委員１＞

・  人口が減っていく中で、目標の数値は実態に合うように定期的に見直しを行

う必要があると思う。生産緑地制度は基本的に農業に従事されている方にお願

いしていかなければならない制度なので。  話は変わるが、市街化調整区域で

形式上農地にしていて、実際は農業をやっていないような土地はないか。これ

は農業委員会に聞かなければ分からない話しかもしれないが。 

＜審議委員２＞

・  生産緑地は、平成４年に農地に宅地並み課税を実施されるようになり、税金

を抑えるため、（市街化区域内の）農地においては生産緑地であれば、固定資

産税を少なくできる制度をつくってもらった。先ほど、事務局から説明があっ

たように、生産緑地の場合には、主たる従事者が死んだ場合以外は重病になっ

たときでしか宅地に出来ない。市街化調整区域は、また別の考え方である。 

   東大阪市であれば池島のあたりを調整区域という。生産緑地は、（主たる従事

者が）死亡され、後継の耕作者がいなければ、農地として維持できない場合があ

る。そうなると、買取申出をして、宅地化するということになる。 

＜審議委員１＞

・  税制について言及していない。生産緑地は基本的に保水機能とか緑化とかを

担保するために農業を基本的にやってもらって、農業をするために税制をする。
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税制は別の話であり、今それについて言及していない。 

しかし、農地の絶対数が足らない現状にあっては、市街化調整区域の農地も視

野にいれるべきであるが、そもそも市街化調整区域の農地はルールに基づいてき

ちんと管理されているのかを聞いている。 

＜審議委員２＞

・ 一年に一回、届出されている農地の調査を実施している。 

             （聴取不能） 

＜審議委員１＞ 

 ・  生産緑地と市街化調整区域農地の違いは理解している。  税制もやっていか

なければいけない事も理解している。  しかし、生産緑地は平成３４年に制度

上一定の制限が終わる。この後法律がどう改正されるかわからないが、市は農

業生産者が農業を継続する動機づけをどうしていくのかということを聞いてい

る。 

＜審議委員２＞ 

 ・  農業委員会で平成３４年の到来を見据え、その陳情に来月の１日に代表が内

閣府へ行く。 

＜審議委員１＞ 

 ・  委員に答弁を求めているわけではない。これからどうするのかということを

理事者に聞いている。 

＜審議委員２＞ 

 ・  建設省が、市街化区域内農地を宅地並み課税になったときに、生産緑地にし

てくれたのではないか。 

＜審議委員1＞ 

 ・  それは、少しでも農地が転用しないように保護していこうという趣旨のもの

と違うか。 

（聴取不能） 

＜議長＞ 

 ・  制度の説明は、事務局でしてもらう。 

＜説明課＞

・  まず、市街化調整区域の農地という質問について、現在、東大阪市には市街

化調整区域が約１，２００ｈａある。このうちのほとんどが山地である。この

中の市街化調整区域の中の農地は、約４８ｈａであり、池島地区の農地がその
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ほとんどとなっている。 

   また、次に生産緑地がきちんとした形で耕作がされているかどうかという質問

があったが、こちらは、農業委員会及び本市固定資産税課で調査をしている。   

これは、法律に基づいて、国土交通省のほうから農業委員会、また課税部局で

調査をしなさいという形になっている。 生産緑地の中で、耕作がされてないよ

うな状況が発見されれば、農業委員会と都市計画室共同で指導に当たっている。 

   次に、平成３４年以降に農地、生産緑地が大量に買取申出がされ、生産緑地が

なくなっていくおそれがあるのではないかという質問については、市では土地を

処分してお金に変えたいという思いをお持ちの方からたくさん相談を受けている。 

しかし、今後人口が減少するような状況で、住宅等も過剰供給の状況になって

くる時代である。 現在、本市が指定している生産緑地約１１６ｈａのうち、約

４０ｈａほどが相続税の納税猶予を受けている農地になるので、約４０ｈａにつ

いては、３０年が過ぎても、しばらくの間生産緑地で存在しているものと考えて

いる。 

平成３４年以降も、引き続き、市街化区域内に生産緑地が確保できるよう、さ

まざまな広報を行い、生産農家の方にもお願い等周知に努めて、生産緑地の面積

の維持・確保に努めてまいりたいと考えている。 

＜審議委員１＞

・  今平成２８年であるから、あと６年しかない。農地を継続してもらう施策を

とって、生産緑地また、生産緑地では足らないものは調整区域の農地も使途を

明確にして、緑化に資するものとして認めていかなければならないのではない

か。方向性として平成３４年以降も生産緑地が継続されるかわからない。 

だから、市の政策として生産緑地を維持できるようにしないといけないのでは

ないか。保水機能や緑地機能は今後どうなっていくのかが課題である。 時間は

少ないが経済部局も一緒になって今の内に対策をしておくべきである。 市街化

調整区域農地の実態も事務局からの説明で理解しました。 真面目に農業をされ

ている方に悪いのではないかという思いで生産緑地がきちんとした形で耕作がさ

れているかどうかという質問もさせていただいた。  

さて、保水機能や緑地機能の観点から買取申出された農地を買取った例は今ま

でありますか。 

＜説明課＞

・ ない。 
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＜審議委員１＞

・  買取った例がないならば、なおさら生産緑地は継続させていかなければなら

ない。僕は今回の議案に対して異議を申し上げているわけではなく、生産緑地

の将来を心配している。平成３４年を過ぎたら市街化区域で生産緑地の継続は

望めないのではないかと思うが、都市整備部長、その対策は取られるのか？ 

＜都市整備部長＞

・  生産緑地に関してさまざまな指摘を受けたが、緑の少ない東大阪市において

は、農地の持つ様々な機能をこれからも引き続き担保していくことは非常に重

要である。一方、先ほどから議論があった指定後３０年経過したときの生産緑

地の取扱等についても課題がある。国においても生産緑地地区の面積要件の緩

和等検討されていることも伝え聞いている。そういうことも考えて農地の保全

について今後とも精一杯努めてまいりたいと考えている。 

＜審議委員１＞

・  今部長に発言いただいたように、永続的にやっていただきたい制度だと思っ

ている。  国の制度であるが、市として保全していかなくてはいけないという

気持ちをお持ちであるということで安心した。  ちゃんと担保できてやってい

ただけるならそれで良い。 

＜審議委員２＞

・  大阪府の農業委員会の代表者が来月１日に、引き続き現状と同じく制度をし

てほしいと陳情に行かれる。東大阪市の農家は２４０軒ちょっとしかない。大

阪府は耕作面積の内７１％が米を生産している。全国が３５％なので大阪ひい

ては東大阪の農家は皆熱心である。税制の話をしたが、生産緑地を解除して欲

しいというのは、死亡すると、相続税がかかってくることによる。  兄弟が４

人、５人おれば、お金でほしいとなる。農地でほしいという人は少ない。そう

するとその土地を処分しないといけなくなる。そこに大きな悩みがある。だか

ら、だんだん農地が減ってくる。相続税は生産緑地で相続すれば無税なので、

兄弟１人の場合ならば出来るが、兄弟が３人４人になればそれが全部出来ない。 

なので、一部を宅地にして処分しなくてはならなくなる。  大阪の農家は熱心

なので、それを思って皆さん税制の件、協力お願いします。 

＜審議委員１＞

・  農家がそうやって折角頑張っているので、平成３４年で終わるのではなく、

あと６年しかないが、もっと頑張って市の方針として国の制度が変わろうが、市   
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としてそれを担保していく必要があるのではないかと提言している。 

  僕は、税制のことは勉強していて知っているが、税制について文句を言った

わけではない。 

＜審議委員２＞

・  農業委員会も行動を起こしている。ただ、国がどうするか今のところ分から

ない。 

＜審議委員１＞

・  生産緑地地区だけでは足らないところは、市街化調整区域もある。皆で助け

合ったらもっと条件緩和できるのではないか。税制が優遇されるのは結構。 

   平成３４年で終わると聞いたので、生産緑地を長く保っていけるように、この

都市計画審議会委員の先生方にも助けてもらおうと提言している。 

＜議長＞

・  面積的に毎年減少し続けており、しかも３０年という期間を考えると、将来

的にはどういう方向性に持っていくのかという質問があった。余談であるが、

この生産緑地制度は、東大阪市は日本の制度設計に非常に深く関わっている。

塩川大臣が現役の頃、生産緑地の規模が、当初国の案では１，０００㎡であっ

たのが、都市近郊農業の先進地域の東大阪を見ると、それでは面積が大きすぎ

るということで５００㎡にされたという。  だから、生産緑地地区５００㎡指

定というのは、東大阪の実態から出てきたところもあると思う。 

＜審議委員１＞

・ 議会選出で見識があるという方で、農業委員会に議員が行っておられる。 

 そういう議員の先生に都市計画審議会に入ってもらうべき。 

  都市計画審議会の委員という形でこうして議員の方々おられるがその中に一

人入ってもらったら、言い合いになることもならなかったのではないでしょう

か。  税制のことについて何も言ってない。むしろ保護してほしいと言ってい

る。 

＜審議委員２＞

・ 税制が絡んでくるので。 

＜審議委員１＞

・ 税制のことは知っている。話しをすると長引くのでやめておく。 

 さて、農業委員に一名、識見があるということで議会で役選があった。 

ついては、提言するが、都市計画審議会委員にその議員に常時入っていただいた
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らどうか。そうすれば、農業に従事される人の意見がもっと反映できるのではな

いかと思う。議長から求めていただければいいのではないか。 

＜議長＞

・  他に意見は無いか？  それでは、議案第１号の東部大阪都市計画生産緑地地

区の変更（東大阪市決定）について、原案のとおりとしていいか。 

         （「異議なし」の声あり） 

＜議長＞

・  異議なしと認め、議案第１号、東部大阪都市計画生産緑地地区の変更（東大

阪市決定）については、原案のとおりとする。 

＜議長＞

・  続いて、日程第３、報告案件「住工共生のまちづくりの推進に向けた都市計

画手法の検討」について、事務局に説明をお願いする。 

＜説明課＞ 

・  プレゼン用ソフトを用いて「住工共生のまちづくりの推進に向けた都市計画手

法の検討」について報告。 

 ◎住工共生のまちづくりの推進に向けた都市計画手法について 

・  ５月に開催した前回の都市計画審議会において、モノづくりのまち東大阪を

推進するため、工業地域の土地利用のあり方について、現に相当規模で工場等

が集積している地域では、住工混在問題の発生を未然に防止し、工業機能の維

持・保全を図るため、住宅等の立地を制限する特別用途地区を検討すること、

また工場等が集積する街区と住工の混在が進む街区とがモザイク状に存する地

域では、住工双方の十分な合意のもとに、住工が調和できる環境の形成と街区

単位での工場集積を図る地区計画を検討することとすることを報告した。 

・ その考え方を踏まえ、水走地区については特別用途地区、高井田中一丁目地 

区については地区計画の適用を検討することについて、承認いただいた。本日 

は、現在の状況を報告する。  

・  まず、水走地区における特別用途地区検討の現状を報告する。 

  水走地区は、市の北東部の川田四丁目、水走五丁目地内の区域で、面積は約２ 

３ヘクタール。区画整理事業の実施により、整った区画で道路等が整備されて 

おり、国道３０８号、国道１７０号などの広域幹線道路へのアクセスも容易な 
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状況にある。また、住工の混在はほとんど見られない一方、農地や駐車場など土

地利用の転換が容易な土地が目立ち、十分に土地利用がされている状況ではない。 

   そこで、水走地区をより魅力ある工業地とするため、水走地区の将来像を現在

の恵まれた操業環境を生かし、施策の実施により工場集積を促進することで、大

阪府を代表する魅力ある工業地の形成を目指すと設定し、その実現に向け、特別

用途地区（工業保全地区）を指定するとともに、水走地区での工場の集積を図る

ため、地権者、企業向けの支援施策を展開していく。 

   内容としては、土地利用の混在を未然に防ぎ、良好な操業環境を保全するため、

特別用途地区（工業保全地区）の指定により、住宅やマンション、老人ホームや

身体障害者福祉ホームなどの居住を伴う建物を制限するとともに、物販店や飲食

店、ボーリング場やゴルフ練習場などの運動施設、マージャン屋、ぱちんこ屋な

どの遊戯施設のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が３，０００㎡を超

える建物を制限する。 

   それとあわせて、市内の住宅地等で操業している企業を初めとした、元気のあ

るモノづくり企業の水走地区への移転を促進し、市全体としての住工混在問題の

解消を図るため、現在実施している支援施策の内容を充実させる。 

   また、これらの施策実施後に地価や土地利用の状況を、一定期間、おおむね５

年ごとに評価し、地価が大幅に下落するなどといった状況によっては、建物の用

途制限の内容や支援施策について、見直しを実施する。 

   土地利用の制限と工場の立地促進のための支援策をセットで実施することによ

り、農地や駐車場、また工場以外の施設に利用されている土地について、工場へ

と土地利用の転換を誘導していきたいと考えている。このことから、土地利用の

転換を制限する生産緑地地区の指定など、地区の目標と合致しない土地利用の制

限を課す都市計画の指定は、今後行わないことも視野に入れて検討を行っている。 

   この案について、１０月５日と７日に地元説明会を開催し、合わせて２１名の

参加があった。いただいた意見としては、「どのような状況のときに制度を見直

すのか具体的に示してほしい。」「地区内で既に工場をしている場合支援策はな

いのか。」といったものがあった。 

   公聴会については、１０月３１日に開催する予定であったが、公述申し出がな

かったため、中止した。 

・  次に、高井田中一丁目地区における地区計画検討の現状を報告する。 

  高井田中一丁目地区は、高井田地域の南に位置し、面積は約５．６ｈａ。産業技
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術支援センターを中心とした地区と、住工の混在が進んでいる地区において地区

計画を検討している。 まず、地区計画の内容について説明する。 

   高井田中一丁目地区は、土地利用の目標として、住環境及び工場の操業環境が

今以上に悪化しないように維持改善しながら、モノづくりのまちを目指すものと

し、住工が調和して共存するモノづくりのまち高井田と設定した。 

   この目標を実現するために、まちづくりの方針として、次の３点を掲げた。 

１点目は、東大阪市が誇るモノづくりのまちを継承していくため、住民と企業が

ともに誇りに思えるモノづくりのまち高井田を守る。２点目は今現在の環境がこ

れ以上悪化しないようにするため、住民と企業がお互いに居住し操業する上で、

環境を悪化させることのないようにする。３点目は、これからの環境をよくして

いくため、住民と企業がともに安心して居住し、操業し続けたいと思える環境に

つくり変えるとした。 

   このまちづくりの方針に沿って、住工が混在する地区西側を、住工共生を目指 

すＡ地区、混在が見られない地区東側を、工場集積を図るＢ地区と設定し、ま 

ちづくりのルール案を作成した。 

   案の内容については、建物の用途制限に関するものと、そのほかの制限があり

ますので、それぞれについて御説明いたします。 

   建物用途の制限について、Ａ地区、Ｂ地区ともに制限するものとして、地区内

の環境を悪化させないようにするため、大規模な店舗、遊技施設、騒音・振動の

大きい工場を、地区内の安全を確保するため、危険物の貯蔵や処理を行う施設で

取り扱う量の多い施設を制限する。 

   次に、Ａ地区のみで制限するものとして、地区内に永く住み続けられる良質な

住宅を供給するため、１戸の面積が狭小なマンションを制限する。 

   また、Ｂ地区のみで制限するものとして、新たな住工混在問題を未然に防ぐた

め、住宅や定住型老人ホーム、マンションを制限する。 

   そのほかの制限としては、地区内の日照を確保するため、建築物の高さの最高

限度を２０ｍ程度とする。また、ゆとりある地区環境を創出するため、新たに建

物を建築する場合、最低敷地面積を８０㎡とすることとする。 

   この案について、東大阪市地区計画等の案の作成手続に関する条例に基づき、

９月１日から１４日まで、地区計画の原案の縦覧を行い、９月２３日まで意見募

集を行った。 期間中に意見書は３通提出された。内容としては、「まちづくり

ルールに賛同する。」「既存の工場への規制、誘導、対策を検討してほしい。」



－12－ 

というもの、さらに「Ｂ地区で土地利用上の規制をしないでほしい。」という意

見があった。 

   その後、１０月５日、６日に地元説明会を開催し、両日であわせて４１名の参

加があった。いただいた意見としては、「公園をなくしたり、市営住宅跡地を工

場へ売却することは地区計画とセットなのか。」「用途が制限されると土地の買

い手がつかなくなるが、市は買い取ってくれるのか。」「なぜこの地域を地区計

画の区域に選んだのか。」といったものなどがあった。 

   公聴会については、公述申し出がなかったため、中止した。 

  今後のスケジュールは、水走地区での特別用途地区と高井田地域における地区計

画ともに、説明会や個別にいただいた御意見等を検討し、都市計画の案を作成し

ていく。 その後、大阪府などの関係機関と協議を進め、１２月ごろに都市計画

案を縦覧し、来年２月に都市計画審議会へ付議し、４月に都市計画決定の告示を

行う予定で進めていく。 以上で、報告を終わる。 

＜議長＞ 

・  こちらは、報告案件なので、本日審議しない。しかし、今後市が検討や手続を

進めるに当たり、御意見、御提案があれば御発言をお願いしたい。 

＜審議委員３＞ 

・  意見ですが、このような都市計画なり、特別工業地区の指定をされること自体、

別に異論を挟むものではない。高井田のほうの地区計画、あるいは、今の説明

資料にもあったが、資料の中に建物用途が出ているが、ほとんどの場合、用途

の記載が建築基準法の別表の２に書かれている用途を使われていると思う。 

具体的に書いていかないと後々問題が生じるのではないかと考えるので、検討

いただいたほうがいいのではないか。 その理由として、ある市の工業系の用途

を誘導する都市機能のあり方を検討する会議の場でも、モノづくり用途というの

はそもそもどういうものを含むのか、それは、モノづくり用途であれば容積を緩

和するというような特別用途地区を計画されていて、議に付されたときにも申し

上げたが、ここにも御専門の委員いらっしゃるので、その方にお聞きいただいた

らと思うが、モノづくりに必要な用途というのはいろいろあって、現在、技術も

変わっているし、社会状況も変わっておれば当然のことながら、いろんな機能を

そこに必要とするといったときに、古くに定められたこの建築基準法の別表の２

の用途というのは、実態に合ってないのではないかという意見が相当増えている。

その根拠として、全国建築審査会長会に代理で出席した際、建築基準法の運用の
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中で、建築基準法４８条のただし書き許可の事案が増えているという事が話題に

上り、その中でも東京都の審査会の委員で建築学会の特別委員会のメンバーであ

る先生からも発表があったが、別表の２で書いてある用途で、括くれないものが

いっぱいできているとの事であった。 それで、全国にわたって審査請求が出て

いる。 

私が、審査会をやらせていただいているところも、どの用途に当たるのかとい

うことが、議論の対象になるような形の審査請求を複数件受けて、新聞記事をに

ぎわすような大きな問題に発展している。 どれがいいかという話は、知見はな

いが、将来的に見直しをしていける、あるいは、何を要件とするかというところ

をちゃんと地区計画の地区整備計画なりに用途の欄で書かれていないと、何をつ

くっていいのか、何をやっていいのかというのを、民間の方が迷われるようなこ

とになりかねないと思う。 

今後、建物投資なり、固定資産の投資を、水走のようなところでうながしてい

く、あるいは、住宅に関しても、求められる居住機能というのはいろんなものが

あると思うので、実態にあった、あるいは、社会的に要望の高いものを整備して

いくというのをこの地区計画ないし、特別用途地区の中で、実現させていくため

には、少し工夫が必要であると考える。 

＜説明課＞

 ・  委員のご提案を踏まえて、今後の検討に活かしてまいりたいと考える。 

＜審議委員１＞

 ・  今、委員から発言があったように、建築基準法だけでは括れない新たなものが

出てきたときに、要綱でやっていくのか、あるいは条例で担保できるような形で

進んでいくのか。 要綱であればお願いで終わってしまう。 いろんな意見を精

査した上で反映した条例を制定すれば、先ほどの委員の発言は反映していけると

思うがどうするのか。 

＜説明課＞

 ・  都市計画決定があれば、その後市議会へ条例案を提案したいと考えている。 

  条例案については、今建築部局と協議を始めたところであり、委員の指摘や提言

を踏まえてうまく反映できるように検討したいと考えている。 

＜審議委員１＞

 ・  そういう形でやっていただければ幸いである。一旦決まったことは、条例化し

てやっていただけたらと思う。 しかし、地権者から公述の申出が無かったから
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公聴会をしませんといったような形式的な話しではなく、いざ施行となって反対

されたら、せっかくやってきた事が水の泡になってしまうのではないかと思うの

で、意見を尊重して、意見を言っている人が分かっているのならば、もう少し詰

められていってはどうか。 

＜議長＞

 ・  他によろしいか。他にご意見、ご提案が無いので、本日の日程は終了する。 


