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第３２２回東京都開発審査会 議事録 

開催日時 平成２９年５月２５日（木）午後４時２９分～午後５時１２分 

開催場所 都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２１ 

会議に付した 

案件 

【公開】 

〇都市計画法第２９条第１項に基づく開発許可 １件 

（町田市三輪町 基準Ｂ 既存建築物の建替え等（学校）） 

出席した 

委員の氏名 

岡田 正則 

成田 浩 

谷口 久美子 

金田 麻里子 

鈴木 一洋 

出席した 

専門調査員 

の氏名 

芳田 新一 

出席した 

幹事の氏名 

今村総務部長 

名取土地利用計画課長 

（上野都市整備局技監＜都市づくり政策部長事務取扱＞代理） 

小野田住宅政策課長 

（ 桜 井 住 宅 政 策 推 進 部 長 代 理 ） 

青柳市街地建築部長 

山下市街地整備部長 

住野市街地整備部管理課長 
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第３２２回東京都開発審査会 

 

平成２９年５月２５日（木） 

   午後４時２９分 開会   

 

○（事務局）  定刻前でございますが、皆様方おそろいでいらっしゃいますので、ただ

いまより第３２２回東京都開発審査会を開催いたしたいと存じます。 

 本日の議題に入ります前に、本年４月１日付で人事異動がございましたので報告させて

いただきたいと存じます。 

 お配りをいたしました式次第一式の最後に東京都開発審査会幹事名簿を添付いたしてご

ざいます。恐れ入りますが、そちらを御覧いただきたいと存じます。 

  [ 平成２９年４月１日付人事異動に伴う幹事等の就任報告 ] 

 続きまして、既にお知らせのとおり、委員の交代もございましたので御紹介をさせてい

ただきたいと存じます。恐れ入りますが、お手元配付の東京都開発審査会委員名簿も更新

してございますので、そちらを御覧いただきたいと存じます。 

[ 平成２８年１２月２１日付新任委員の就任報告 ] 

 次に、本日の審査会の委員の出欠状況につきまして御報告申し上げます。 

 東京都開発審査会条例では、会長及び３名以上の委員が出席しなければ会議を開くこと

ができないとされてございますが、本日、委員の皆様方、全部で５名の方々にお越しをい

ただいてございますので会議の開催をしていただくことが可能でございます。 

 なお、本日、都市整備局技監＜都市づくり政策部長事務取扱＞上野幹事の代理といたし

まして名取土地利用計画課長が出席をしてございます。また、住宅政策推進部長の桜井幹

事の代理といたしまして小野田住宅政策課長が出席してございます。 

 なお、都市基盤部長の中島幹事は欠席でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議題１に入らせていただきたいと存じます。 

 

議題１ 

【 会長の互選等 】（非公開） 

 東京都開発審査会条例第４条に基づき、委員の互選により岡田委員を会長に決定した。

また、会長の指名により、成田委員を会長代理に決定した。 

  

○（事務局）  それでは、今後の議事の進行につきまして岡田会長にお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の議事次第に沿って進行いたします。 

 本日は、議題２といたしまして、町田市長から審議を依頼されております都市計画法第
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２９条第１項に基づく開発許可案件が１件ございます。 

 それで、この審議に入ります前に、今期から新しく就任された委員の方もいらっしゃい

ますので、事務局から一般案件の付議に関して説明をお願いいたします。 

○（事務局）  では、一般案件の付議について説明いたします。 

 東京都では、奥多摩町、檜原村及び島しょ地域の一部の村を除き、都市計画法に基づき

２６の都市計画区域を指定しております。このうち、島しょ地域を除く２０の都市計画区

域では、市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めており、これを線引きと呼んでご

ざいます。 

 市街化調整区域では、市街化を抑制すべき区域として、都市計画法第３４条の各号に該

当する場合でなければ開発行為が認められません。また建築行為につきましても、同法第

４３条の許可を受けなければ建築物の建築、用途の変更、所有者の変更などが認められま

せん。 

 一方、市街化調整区域において例外的な措置として許可を行う場合があります。開発行

為については都市計画法第３４条第１４号、また建築行為につきましては同法施行令第３

６条の規定において、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市

街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難または著しく

不適当と認めるものを許可するものでございます。この審査会に付議する市街化調整区域

の案件を一般案件と呼んでおります。 

 なお、付議に関する具体的な運用につきましては、法制で当時の通達や国の技術的助言

である開発許可制度運用指針において、通常許可して差し支えないものとして考えられる

開発行為等についての例示がございます。これらを参考に、開発審査会に付議するに当た

り必要となる要件を定め、審査基準として公表してございます。一般案件の提案基準につ

きましては、ＡからＮまでの計１４の基準を定めてございます。 

 委員の皆様におかれましては、この基準に従って御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○会長  ありがとうございました。 

 御質問等ございませんでしょうか。 

 よろしいですかね。 

 後でこの開発審査会基準のＩの見直しについてというのがあるようですけれども、それ

はこの中の基準のＩということになるわけですね。 

○（事務局）  そうでございます。 

○会長  よろしいでしょうか。 

 （「はい」との声あり） 

○会長  そうしましたら、議題２の審議に入ります。 

 東京都開発審査会の会議の公開等に関する取扱要綱に基づき、一般案件の議案第１８２

３号は、基準Ｂ（既存建築物の建替え等）のため公開で開催したいと思いますが、いかが
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でしょうか。 

 （「異議なし」との声あり） 

○会長  それでは公開で開催いたします。 

 

 （傍聴人入室） 

 

○会長  では、傍聴人の方にお願いいたします。 

 傍聴に当たっては静粛にお願いいたします。また、次の事項をお守りください。 

 審査会室における言論に対して賛否を表明し、または拍手をしないでください。また、

騒ぎ立てるなど審議を妨害する行為をしないでください。 

 それから、他人に迷惑をかける行為や、その他、審議等の秩序を乱し、審議の妨害とな

るような行為をしないでください。 

 よろしいですね。 

 それでは、議案第１８２３号について説明をお願いいたします。 

 

議題２ 

【 議案１８２３号 基準Ｂ（既存建築物の建替え等（学校）） 】（公開） 

○（町田市）  それでは、議案第１８２３号につきまして町田市建築開発審査課より御

説明申し上げます。 

 本件は、市街化調整区域内にある既存の学校、鶴川女子短期大学において校舎の老朽化

が進み、耐震診断の結果、耐震補強では対応できないことが判明したため建替えを行うも

のでございます。提案基準Ｂにより審査会の議を経て、都市計画法第２９条第１項の開発

許可を求めるものでございます。 

 それでは、議案書の表紙を御覧ください。 

 申請者は、町田市三輪町字十三号１１３３番１、学校法人明泉学園理事長、百瀬和男で

ございます。 

 申請地は、町田市三輪町字十三号１１３３－１及び字十七号１３５３－１の２筆で、記

載のとおりでございます。 

 地目は学校用地となっており、土地の面積は２４，４３２．５２平米となっております。 

 予定建築物の用途は学校で、構造はＲＣ造、Ｓ造、木造の地上３階建て、建築面積が４，

６６３．０１平米、延床面積が７，１９７．００平米となっております。建ぺい率は１９．

０９％、容積率は２９．４６％でございます。 

 次に、申請の経緯について御説明させていただきます。 

 申請者は、昭和１９年３月に財団法人蒲田女子商業学校を設立し、文部大臣の認可を受

け同校を設置、運営を行っております。築５０年を経過した１号館をはじめ、全ての施設

が旧耐震によって建築され、老朽化していることから、全ての施設を改築することとなり
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ました。あわせて、新しい学科の増設に伴い、施設の機能の充実を図ることとなっており

ます。 

 ここで添付図面等に基づき申請地と建築の概要について御説明させていただきます。 

 議案書表紙の次のページが目次となっております。 

 まず、①の位置図を御覧ください。 

 赤い線と薄い網掛けで囲ってある部分が町田市となります。南側に横浜市、東側と北側

に川崎市、また西側に川崎市の飛び地がございます。町田市域の中で薄いオレンジ色で縁

取りしてある中の白い部分、それが市街化調整区域となっております。 

 また、図の中央付近の赤い細い線で示しているところが本件の申請地でございます。こ

ちらは市街化調整区域内にございます。 

 続きまして、②の案内図を御覧ください。 

 赤の一点鎖線内が申請地となっております。北側に山林、東側に幅員６．０メートルの

町田市道鶴川２１号線、南側に山林、また西側に幅員８．２５メートルの町田市道鶴川８

１４号線が面している土地でございます。鶴川２１号線、８１４号線、共に建築基準法第

４２条第１項第１号の道路でございます。 

 申請地は、鶴川８１４号線の沿線にございます鶴川女子短期大学バス停から北に約７０

メートルの位置にございます。 

 続きまして、③－１の現況図を御覧ください。 

 現在の敷地は、赤線で囲ってある部分が申請地となります。 

 申請地は、西側から東側に向かって高くなる地形となっております。グラウンドは町田

市道鶴川８１４号線より１１メートルほど高く、また、既存校舎の建っている部分は、グ

ラウンドよりもさらに４．５メートル程度高い地形となっております。 

 続きまして、建物の概要ということで③－２を御覧ください。 

 表の上段に既存建物の欄がございます。現在は、１号館、２号館、部室棟、３号館、体

育館、機械室、ポンプ室、５号館、渡り廊下がございます。新設建物の運用開始後、順次

既存建物を取り壊します。 

 続きまして、表の下段、新旧対照表を御覧ください。 

 建替え前の全体の敷地面積は３８，５６９．９２３平米、建築面積は３，８５９．７６

４平米、延床面積は９，５５２．５５０平米でございます。建替え後の敷地面積は２４，

４３２．５２０平米、建築面積は４，６６３．０１０平米、延床面積は７，１９７．００

０平米となります。従前と比べまして敷地面積は１４，１３７．４０３平米の減、建築面

積につきましては８０３．２４６平米の増、延床面積につきましては２，３５５．５５０

平米の減となっております。敷地面積が狭くなる分、建ぺい率、容積率は既存より大きく

なりますが、制限の４０％、８０％を超えるものではございません。 

 続きまして、④の土地利用計画平面図を御覧ください。 

 赤線で囲ってある部分が申請地となります。 
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 本計画は、既存のグラウンド部分を中心に新設建物を建設する予定となっております。

現在ある既存校舎等の建築物は、全て新設建物が完成した後、取り壊す計画となっており

ます。既存校舎跡地は、西側からの通路を延長し、新設建物の玄関への通路及び駐車場の

整備を行います。接道は西側の町田市道鶴川８１４号線となります。また、黄緑色部分は

緑地でございます。敷地面積の３０％以上を確保する計画でございます。 

 雨水につきましては、新設建物の地下部分に雨水貯留槽を１基設置し、オーバーフロー

は浸透槽に流出します。浸透槽は、新設建物の西側の緑地部分に１基、南側の校舎部分に

１基、また東側の町田市道鶴川２１号線との際に１基、計３基を設置する計画でございま

す。 

 汚水につきましては、町田市道鶴川２１号線にある既存の汚水本管に接続する計画でご

ざいます。新設建物東側の玄関付近に高さ１．０メートルから３．７メートルの間知ブロ

ック積み擁壁を設置する計画でございます。 

 続きまして、⑤、⑥－１、⑥－２ということで、造成計画平面、断面図を御覧ください。 

 赤線で囲ってある部分が申請地となります。既存のグラウンド部分に新設建物を計画し

ているので、大きな造成工事は発生しませんが、新設建物の東側、玄関前のロータリー部

分において一部切土が発生する計画でございます。これは、新設建物の玄関から駐車場ま

でのアクセス通路を整備するものとなっております。 

 ⑥－１、造成計画断面図を御覧いただきたいのですが、②－②断面及び③－③断面にお

いて最大約４．５メートルの切土、また④－④断面において最大約４．５メートルの盛土

が発生します。 

 次のページ、⑥－２が拡大をした図面となっております。こちらのＡ－Ａ断面につきま

しては⑥－１の④－④断面と、またＢ－Ｂ断面につきましては⑥－１の③－③断面とほぼ

同一の断面となっておりますので、拡大図として御参照いただければと思います。いずれ

も１メートルを超えるものとなりますので形の変更が生じます。よって、都市計画法第２

９条第１項の許可が必要となるものでございます。 

 続きまして、⑦－１から５の新設建物の建築平面図、⑧の立面図を御覧ください。 

 赤線で囲ってある部分が申請地となります。建物は、本棟がＲＣ造、Ｓ造、木造の３階

建てで、別棟、森のアトリエでございますが、こちらがＳ造と木造の１階建てとなってお

ります。 

 続きまして、⑨としまして写真の位置図がございます。また、その後ろに現況の写真が

掲載されております。赤線で囲ってある部分が申請地となります。 

 写真を御覧いただきたいのですが、①から④につきましては、西側の町田市道鶴川８１

４号線の接道部でございます。 

 続きまして、写真の⑤から⑧が駐車場の部分でございます。 

 続きまして、写真の⑨から⑱がグラウンドから校舎の部分でございます。 

 それから、写真の⑲から⑳が校舎の東側を写したものでございます。 
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 続きまして、写真の㉑から㉓が東側の町田市道鶴川２１号線の接道部でございます。 

 最後に、写真㉔が東側の校門を写したものとなっています。 

 以上が本計画の概要でございます。 

 ここで表の議案書に、もう一度戻っていただければと思います。 

 基準Ｂ（既存建築物の建替え等（学校））を満足しているかどうかについて確認をいたし

ました。 

 申請理由について改めて御説明いたします。 

 本件の申請者は、昭和１９年３月に文部大臣認可を取得して財団法人蒲田女子商業学校

を設立し、同校を設置しました。昭和２６年３月に法令により財団法人蒲田女子商業学校

を学校法人明泉学園に変更し、昭和４３年２月に文部大臣認可を再度取得して鶴川女子短

期大学を設置、同年４月に開校し、現在に至っております。 

 今回申請する学校は、老朽化した校舎の建替えでございます。築年数が５０年を経過し

た１号館をはじめ、全ての施設が旧耐震により建築され、老朽化が進み、耐震診断により

現行建築基準法に適しないことがわかったため、全ての施設を改築いたします。 

 改築するに当たり、形の変更があるため、都市計画法第２９条の開発許可が必要となり

ます。 

 当該建築物は、区域区分日前のものであり、また区域区分日以降も適法建築物でござい

ます。また、区域区分日以降も所有者の変動もございません。また、用途の変更もござい

ません。 

 改築後の建築物は適正な規模であり、建ぺい率は４０％、容積率は８０％を超えないも

のでございます。 

 当該地は、西側で幅員８．２５メートルの建築基準法第４２条第１項第１号の道路、町

田市道鶴川８１４号線と接道します。 

 当該地は、境界確定により官民境界は確定しております。 

 申請地は三輪町字十三号１１３３番１及び字十七号１３５３番１の２筆であり、地番の

一部はございません。 

 以上のことより提案基準Ｂを満たしていると判断いたします。 

 その他でございますが、文部科学省の平成３０年度分の私立学校施設整備費補助金の交

付を受ける予定となっております。 

 建築基準法の基準、排水等の施設基準をいずれも満たしており、本計画の経緯などから

市街化調整区域における建設もやむを得ないものと考えております。 

 説明は以上となります。 

 御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○会長  ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から質問などを受けたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員  拝見したところ、切土が多いように見受けられるのですけれども、そういった
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残土処理等については何か基準があるのでしょうか。 

○（町田市）  残土処理については、都市計画法上、特に基準はありません。 

○委員  特に問題はないということでしょうか。 

○（町田市）  問題はないと判断しております。 

○委員  そうですか。 

○会長  基準Ｂの中には残土処理については定められていないということなのですかね。 

○（町田市）  はい。 

○会長  多分大量の土砂の移動ということになると別の基準が関わってくるのかなと思

うのですが、要するにその範囲内なのですね。 

 この審査会の審議事項ではないと思うのですが、これは学校で、現在グラウンドである

ところに建物を建てて、現在建物が建っているところは駐車場とか、そういったスペース

にするのですね。グラウンドがなくなって大丈夫なのですかね。 

○（町田市）  申請者側から説明を受けた中では、グラウンドはイベント時に、例えば

駐車場が足りないときに使ったりということで、特にグラウンドの利用というのは現在は

ほとんどしていないと聞いております。 

○委員  よろしいですか。 

 確か一般的に、大学等が設置される場合は、グラウンド等の設置義務があって、同じ敷

地でなければ近場とか、いろいろあったように記憶しているのですが、今のお話ですと、

グラウンドがなくてもよいというのは、今の基準ではそういうことなのですね。 

○（町田市）  グラウンドが全くなくなってしまうということではなくて、④の土地利

用計画平面図を見ていただきたいのですけれども、東側に一応グラウンドの機能としては

バスケットのコートとかがございますので、グラウンドがなくなるわけではないと考えて

おります。 

○委員  この大学設置基準で必要とされる面積が確保されていればいいのですけれども、

何か今までと比べてあまりにも小さいですし、それから学校規模としても耐震診断の結果、

建替えるわけですけれども、学生数が何か大幅に減るとか、そういうことでもないのです

か。 

○（町田市）  学生数が減るということではないです。 

○委員  内容的なことでもう一つ教えていただきたいのですが、図面の中に「幼児保育

室」というのと「乳児・ほふく室」というのがあるのですけれども、これは保育園を併設

しているということなのでしょうか。 

○（町田市）  こちらにつきましては、保育所としての機能でなくて、乳幼児教育を行

うための実習室という扱いでございます。 

○委員  そういった保育学科というのがある学校ということですね。 

○（町田市）  そうです。 

○委員  わかりました。 
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○会長  大学の設置基準については、確か私の記憶ですと１０年あまり前に、附属施設

としてグラウンドの基準が緩和されて、多分これは満たしているのかなと。昔は現在のよ

うに一定のグラウンドがないと認可が下りなかったのですけれども、今はこの程度で体育

館がついているとか、そういったのでカバーされているのだろうなと思いますけれども、

この審査会での審議事項ではありませんので。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 では、よろしければ議案第１８２３号については許可相当と認めたいと思いますけれど

も、よろしいですか。 

 （「異議なし」との声あり） 

○会長  それでは、許可相当と認めます。 

 議題２、一般案件についてはこれで終了となります。 

 幹事の方々、町田市職員の方々は、どうぞ御退室ください。 

 

 （幹事、町田市職員退室） 

 

○会長  それでは続きまして、議題３ その他（１）報告事項について事務局から御説明

をお願いいたします。 

 

議題３ その他 

（１）報告事項 

【 開発審査会審査基準「基準Ｉ」の見直しについて 】 

国の技術的助言である開発許可制度運用指針が昨年１２月に一部改正され、市街化調整

区域における建築物の用途変更について、空き家などの既存建築物を地域資源として、既

存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、許可の運用の

弾力化を可能とする内容が示された。これに伴い、開発審査会審査基準「基準Ｉ」（市街化

調整区域内の建築物の用途変更）を見直し、許可に当たっての具体的な用件設定を検討し

ていくことについて、事務局から概要の報告があった。 

今後、市町村へのアンケートやヒアリングを行い、基準の見直しが必要な場合には、９

月ごろに素案を作成し、開発審査会の意見を踏まえながら、年内を目途に基準の改正を目

指していく。 

 

（２）次回日程 

【 次回開発審査会は、平成２９年７月１０日（月）午前１０時開催（予定） 】 

 

○会長  本日の議題は以上で全て終了いたしました。 

 これをもちまして第３２２回東京都開発審査会を閉会いたします。 
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午後５時１２分 閉会 


