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第３２３回東京都開発審査会 議事録 

開催日時 
平成２９年９月８日（金）午前１０時０２分～午前１１時１９

分 

開催場所 都庁第二本庁舎３１階 特別会議室２３ 

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 

（あきる野市瀬戸岡 基準Ｌ 社会福祉施設） 

出席した 

委員の氏名 

岡田 正則 

成田 浩 

北沢 俊春 

谷口 久美子 

内海 麻利 

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 

桜井総務部長 

久保田都市づくり政策部長 

佐々木住宅政策推進部長 

中島都市基盤部長 

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３２３回東京都開発審査会 

 

平成２９年９月８日（金） 

   午前１０時０２分 開会  

 

○（事務局）  定刻でございますので、本日の審査会開催に先立ちまして事務局より御

報告をいたします。 

 恐縮でございますが、本年８月１日付で人事異動がございましたので御報告させていた

だきます。 

 お配りいたしました議事次第一式の最後に東京都開発審査会幹事名簿を添付してござい

ます。そちらを御覧いただきたいと思います。 

  [ 平成２９年８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紹介を申し上げま

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、

そちらを御覧ください。 

[ 平成２９年６月１日付新任委員の就任報告 ] 

 続きまして、本日の委員の出欠の状況につきまして御報告を申し上げます。 

 東京都開発審査会条例では、会長及び３人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おりますが、本日は、会長を含めまして６名の委員に御出席いただい

ており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。 

 それでは会長、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○会長  では、ただいまから第３２３回東京都開発審査会を開催いたします。 

 本日の審査会ですけれども、お手元配付の議事次第に沿って進行いたします。審議時間

につきましては、おおむね１時間程度を予定しております。タイムスケジュールを配付し

ておりますので、御覧ください。 

 議題１の一般案件の審議に入る前に、新しく就任された委員の方もいらっしゃいますの

で、まず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２

６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おりま

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。また建築行為についても、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。 
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 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、また建築行為については同法施行令第３６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あり、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おります。一般案件の提案基準につきまして

は、ＡからＮまでの１４の基準を定めております。 

 委員の皆様におかれましては、この基準に従って審議をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○会長  それでは、議題１に入りたいと思います。 

 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いて、一般案件の議案第１８

２４号は、基準Ｌ（社会福祉施設）のため公開で開催したいと思いますが、いかがでしょ

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。 

 傍聴の希望がないようですので、このまま進めさせていただきます。 

 それでは、議案第１８２４号についての説明をお願いいたします。 

 

議題１ 

【 議案１８２４号 基準Ｌ（社会福祉施設） 】（公開） 

○（東京都）  それでは、議案第１８２４号につきまして御説明いたします。 

 本件は、市街化調整区域内における特別養護老人ホームの建築計画で、開発審査会提案

基準Ｌ（社会福祉施設）に該当する案件でございます。 

 なお、本件は既にあきる野市内の調整区域内に開設されている特別養護老人ホームの移

転計画でございます。 

 また、申請地において地目の変更が生じることから、開発審査会に付議の上、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、議案書の申請概要の欄を御覧ください。 

 申請者は、あきる野市三内７０５番地１の社会福祉法人誠愛会理事長の南澤勝久氏でご

ざいます。 

 申請地は、あきる野市瀬戸岡字霞野３０４番１外９筆の土地でございます。 

 地目は畑、雑種地で、開発区域面積は６，２３９平米でございます。なお、そのうち建
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築敷地として用いるのは、前面道路からのセットバック部分を除いた約６，０４６平米で

ございます。 

 本件の予定建築物の用途は特別養護老人ホームで、構造は鉄筋コンクリート造、地上４

階建てでございます。 

 建築面積は約２，０５９平米、延べ面積は約４，８０４平米でございます。建ぺい率は

３４．０６％、容積率は７９．４５％でございます。 

 まず、本申請の理由について御説明いたします。申請理由の欄を御覧ください。 

 本件は、昭和５７年に開設されました特別養護老人ホーム「南聖園」の移転計画でござ

います。 

 この既存施設につきましては市街化調整区域内にございまして、平成１９年の改正以前

の都市計画法においては公益上必要な建築物に該当しておりまして、許可不要として建築

されたものでございます。 

 既存の施設は老朽化が進んでおり、耐震改修等の必要が生じております。このため、現

在地での建替えを検討したところ、東京都福祉保健局で策定している特別養護老人ホーム

等施設整備基本指針に基づき入居者１人当たりの専有面積を増やす必要があることから、

同一規模の施設を建築しようとしますと、東京都で作成している開発許可の審査基準で規

定しております容積率の上限を超過してしまうことが判明いたしました。 

 また、現在地のアクセス道路は幅員が狭く急勾配であり、平成２６年の豪雪の際には、

道路が寸断されたことから孤立してしまい、施設運営や入居者の安全管理等の脆弱性が露

呈いたしました。 

 以上の理由に加えまして、入居者家族の御要望や安全安心なまちづくりを掲げる、あき

る野市の方針等を考慮し、現在地での建替えを断念し、移転する計画に至った次第でござ

います。 

 次に、資料の説明をさせていただきます。 

 初めに、添付資料の１ページ目を御覧ください。位置図でございます。 

 図の中央付近、赤い枠で示したところが今回の申請地でございます。ＪＲ五日市線、秋

川駅から北側約８００メートルの位置にございます。カラーで着色したところが市街化区

域でございまして、申請地から市街化区域までの距離は約３．６メートルでございます。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 図面の中央、赤い一点鎖線の枠で囲った範囲が申請地でございます。市街化区域と市街

化調整区域との境は、申請地南側の前面道路の黒の一点鎖線で示した部分でございまして、

申請地から３．６４メートルの位置になります。 

 申請地南側に面する都道１６５号伊奈福生線の道路幅員は４．０から４．３８メートル

でございます。 

 また、申請地東側に面する市道多西５０３号線の道路幅員は２．９１から４メートルで

ございます。 
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 次に、３ページを御覧ください。こちらには配置図を添付しております。 

 赤い枠で示した範囲が開発区域で、面積が６，２３９平米、道路後退部分を除いた面積

を建築敷地面積といたしまして約６，０４６平米となります。建築面積、延べ面積等は、

先ほど議案書で御説明したとおりでございます。 

 なお、配置図右側中央に建築計画物の規模と従前施設の規模を掲載してございます。 

 図面向かって左、南側の前面道路の中心より４．５メートルの部分、赤枠の斜線で示し

た部分と、また図面に向かって下側、東側の前面道路の中心より３メートルの部分、同じ

く赤枠の斜線で示した部分が道路後退部分となります。 

 敷地外周には緑地や植栽を設けております。 

 汚水排水は、公共下水道管へ放流して処理いたします。 

 雨水排水は、敷地内に浸透施設を設置し処理いたします。 

 次に、４ページから８ページでございますが、それぞれ各階の平面図をつけております。 

 少し飛びまして９ページを御覧ください。９ページは立面図でございます。上の段が南

側の立面図でございまして、下の段が西側の立面図でございます。 

 次に、１０ページを御覧ください。これは次の１１ページに添付しております写真の撮

影地を示した図面でございます。１０ページと１１ページを併せて御覧ください。①とい

うのが敷地の南東側角から撮影したもの、②が南側都道から敷地東側を撮影したもの、③

が南側都道から敷地西側を撮影したものでございまして、こちらの道路側が車両の出入り

口となります。続きまして④が東側市道から撮影したもの、⑤が東側市道から敷地北東角

を撮影したもの、⑥が北東角から東側市道と敷地を撮影したものでございます。 

 以上が施設の概要でございます。 

 それでは、また表の議案書にお戻りください。表の下の部分、立地基準の欄を御覧くだ

さい。 

 初めに、提案基準についてですが、本件の提案基準Ｌのうち第１項から第３項（１）、第

４項から第１１項の基準に該当しております。 

 主な事項を御説明いたします。 

 １つ目は、申請者は昭和５６年に社会福祉法人の認可を受けております。こちらは第１

項の規定に該当します。 

 ２つ目は、現施設は老人福祉法第１５条第２項の規定により特別養護老人ホームとして

昭和５７年に認可を受けております。こちらは第２項の規定でございます。 

 ３つ目は、当該施設の立地につきまして本年７月にあきるの市より同意を得ておりまし

て、これが基準の第６項に該当しております。 

 最後に４つ目でございますが、農地転用につきましても許可が見込まれておりまして、

本件については基準の第８項に該当するものでございます。 

 周辺状況につきましては、先ほど資料説明の中で申し上げたとおりでございますが、都

道と市道に面しております。またＪＲ五日市線秋川駅から北へ約８００メートルの位置に
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ございます。 

 技術基準の欄を御覧ください。 

 開発区域内には都市計画法上必要な緑地を確保しております。 

 雨水は敷地内で浸透処理を行い、汚水は前面道路（都道）の下水道管に放流を行います。 

 その他の欄を御覧ください。 

 本件は、東京における自然の保護と回復に関する条例（開発の許可）に該当しておりま

す。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○会長  御質問等ありましたらお願いいたします。 

○委員  地目・面積のところで畑と雑種地とありますが、それぞれどのぐらいなのか、

面積を教えてください。 

○（東京都）  農地がほとんどでございまして６，２０７．３８平米でございます。雑

種地が３１．６２平米でございます。 

○委員  私から２点ほどお伺いします。 

 １つは現在地ですけれども、１ページの位置図で見るとどっちの方向のどのぐらい離れ

たところにあるのですか。 

○（東京都）  ＪＲ五日市線の終点、武蔵五日市駅、この図面でいうと西側ですけども、

かなりの北側になります。ＪＲ五日市線から北西約１．４キロ。現在地から計画地への直

線距離は約５．７キロでございます。 

○委員  それで、以前の基準だとこういった場所ということだったのでしょうが、現在

は、基準が変わったから比較的市街化区域に近いところに移るという、こういうことなの

ですか。それとも、移るには、先ほど説明がありましたが、現在地では非常に不適当な事

情があると、こういうことでしょうか。 

○（東京都）  先ほど説明しましたとおり、現在地の建替えを検討したのですが、審査

基準による容積率を超えてしまうということ、それと過去に大雪等で不便を被ったという

ことで、その辺の事情を考慮して、高齢者の方々ですので、いざというときに動きやすい

ようにということで市街化に近い方に、ということだったと聞いております。 

○委員  それからもう一点ですけれども、接道義務についてですが、計画ですと配置図

３ページ、これでセットバックして基準を満たすと、こういうことでよろしいのですか。 

○（東京都）  はい、そのとおりでございます。 

○委員  それで、奥の方に駐車場が設けられるのですけれども、このセットバックした

道路から駐車場に至る、ここについても基準を満たしているということでよろしいのでし

ょうか。 

○（東京都）  本件につきまして、建築指導の内容を事前に確認しておりますけども、

特にそのような指摘はございませんでした。 

 参考までに、道路の動線でございますけども、配置図の図面の下側に矢印が書いてある
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かと思うのですが、これは職員専用の駐車場になるということでございます。それで、手

前の下側の緑地の上にあります駐車場が一般用の駐車場となる予定でございます。 

○会長  ほかいかがでしょうか。 

○委員  １点目が、３ページにありますように、従前の施設との比較がなされています。

ここで従前の施設と比較して、入居定員が増加しているということだと思うのですけれど

も、まずその確認と、それによっての影響というのはどの程度なのかというようなことを

お聞きできたらと思います。 

 また、２点目ですけれども、それに関連して、周辺の環境にも影響を及ぼす搬出入の位

置とか周辺との関係、あるいはごみ集積施設など、この施設での機能と周辺との関係など

をお教えいただければと思います。 

○（東京都）  まず１点目の、定員が１００名から１２０名に増えているということか

と思いますけども、これにつきましては、基本的には需要増に対応するということでござ

います。 

○委員  要するに２０名ぐらい増えても施設としての機能が大きく変わるということで

はないのですか、こういった施設において。 

○（東京都）  大きく変わるものではないと理解しております。 

 あともう一つは、地元のあきる野市から、仮に空きが出た場合には地元の方々のために、

ショートステイとして活用してほしいという要望がございました。その辺を加味して少し

増やしているという事情がございます。 

○委員  はい、わかりました。 

○（東京都）  ごみ収集の関係につきましては、基本的にあきる野市の市道になります

けども、３ページの配置図右下に、緑地の反対側に廃棄物保管場所というのが黄色く色塗

りでされているところがあるかと思うのですけども、こちらに集めまして、それで収集車

が、回収して持っていくことになるかと思います。 

○委員  はい。ありがとうございます。 

 恐らく紙おむつとか、かなりごみ処理というのが難しいのではないかという観点から質

問させていただきました。 

 １点目の質問で、周辺の方々もこちらの施設にいらっしゃるというようなことを、デイ

ホームのような形でいらっしゃるというようなことをおっしゃっていたのですけれども、

その人たちを受け入れるような施設配置ということでは、どういった点が特徴的なのでし

ょうか。 

○（東京都）  基本的には特別養護老人ホームなんですけども、満室にならない、また

空きが出た状況のときには、地元の人のためにショートステイとして活用してほしい、ぜ

ひ使わせてほしいと市から要望が出ていると聞いております。 

○委員  はい、わかりました。ありがとうございました。 

○会長  よろしいでしょうか。 
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 ほかはいかがでしょうか。 

○委員  ４階建てになったときに北側の農地とかに日照とかの関係はございますか。こ

れの配慮とかは何かありますか。 

○（東京都）  詳しくは聞いておりませんが、北側の方にも当然話をしておりまして、

３ページの配置図、右上の駐車場がありますが、植栽と植栽の間に挟まれたところに農地

への出入り口がございます。この辺も隣地の方の要望を受けての設置だと聞いております

ので、いわゆる斜線等も含めて御了解いただいているものと理解しております。 

○委員  ありがとうございました。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。 

○委員  今の質問に関連して１つ、隣地のところに通路があるというお話でしたけれど

も、これは、隣地の方が左側、この配置図でいうと左側、南面道路に抜けるために使用さ

れるということなのでしょうか。 

○（東京都）  今回の建物ができますと農地への出入りができなくなってしまうという

こともあるので、出入り口を造ってほしいという申請者の要望があったと聞いております。 

○委員  ということは、現在は空き地状態になっているところを通っているという、隣

地の方はそこを通り抜けているということですね。 

○（東京都）  はい、そうです。 

○委員  東側には出られないのですか、隣地の方の現状がよくわからないですけど。 

○（東京都）  詳しくは確認しておりませんけど、恐らく現在では東側から出ないと思

われます。 

○委員  隣地というのは畑だと思うので、畑の場合は、直接出る道がここしかないとい

うのがいいのかどうか、畑についてどういう基準になっているのかわからないですけれど

も、ほかにもルートがあるのですか。 

○（東京都）  案内図２ページを御覧いただきたいと思うのです。今お話のとおり、東

側の道路沿いには建物が建っておりますので、こちらの方からの出入りはできないかなと

思います。 

 それで、市街化調整区域でございますので、今回は特別に審査会の議を経て建替えです

けれども、基本的に調整区域内の畑ですと建築できませんので、そういう懸念はないのか

なと思われます。 

○委員  この畑へのアプローチ、２ページの案内図でいうと西側からはアプローチでき

るということですか、その隣接の畑へ。 

○（東京都）  案内図の申請地左側の赤道ですか。細い道路からということですか。 

○委員  そうです。 

○（東京都）  茶色く塗った細い道路からはアプローチができるようです。 

○委員  そうすると、常にこの敷地内を通らなきゃいけないというわけではないという

理解でよろしいですか。 
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○（東京都）  はい。 

○委員  わかりました。 

 それと、結構駐車場が多いような気がしたのですけれども、職員用とかはともかく、１

階の平面図に入っている駐車場は全部ここの入居者用というイメージなのでしょうか。で

も、特養に入るような方は御自身で運転することはないと思うので、訪問される御家族と

か。 

○（東京都）  そうですね。 

○委員  多分、１階部分に３０台分ぐらいあって、さらに外にも１０台分ぐらいある。 

○（東京都）  ４ページ、１階平面図に記載されている駐車場につきましては、入居者

家族用の駐車場と聞いております。 

○委員  サービスヤードに搬出入の車も入るということですか。 

○（東京都）  そうです、はい。 

○委員  わかりました。 

 駐車場がすごく多いなと思ったのと、こういうところなので車で皆さんいらっしゃるの

かもしれないですけど、サービス用のものが一緒になっている感じだったのが気になった

のと、先ほど御指摘があった廃棄物の保管場所に関しては小さいような気がしたので、最

終的にまた変わってくるのかもしれませんけれども、適切な規模にしていただければと思

います。 

○委員  議案書１ページの一番下、その他のところですけども、先ほど御説明で、東京

における自然の保護と回復に関する条例（開発の許可）に該当するというお話だったので

すけども、これは条例に基づいて開発の許可が必要だけども、都市計画法上にいう開発許

可でそれがクリアできるということなのか、そのあたりがわからなかったのを御説明いた

だきたいのですが。 

○（東京都）  本件の開発許可と自然保護の回復に関する条例（開発の許可）とは別物

でございます。 

○委員  それで、聞きたかったのは、条例に基づく開発の許可が必要で、それが既にク

リアされていますので問題ありませんという意味なのか、あるいは、本件であればこれが

クリアできるのかという、そういう質問の趣旨なのですけど。 

○（東京都）  通常ですと、自然保護の回復に関する条例と、本件みたいな開発の許可

は同時なのですが、あきる野市に関しましては、自然保護条例の許可をもって市が動いて

おり、既に自然保護の条例については許可がおりております。 

○委員  既におりているのですか。 

○（東京都）  はい。 

○委員  はい、わかりました。 

○会長  ほかはいかがでしょうか。 

 よろしければ、これで議案第１８２４号については許可相当としたいと思いますけれど
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も、いかがでしょうか。 

 （「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１、一般案件についてはこれで終了となります。 

 幹事の方々、多摩建築指導事務所の方々は、どうぞ御退席ください。 

 

 （多摩建築指導事務所・幹事退席） 

 

○会長  では続きまして、議題２その他（１）報告事項について事務局から説明をお願

いいたします。 

 

議題２ 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 】 

 事務局より、開発審査会審査基準「基準Ｉ」の見直しについて、以下のとおり進捗状況

の報告があった。 

市街化調整区域を有する市町へのアンケート調査及びヒアリングの結果、新たに既存集

落の維持や観光振興等を目的とした既存建築物の用途変更の基準を制定することにより、

国の開発許可制度運用指針の一部改正の主旨にしっかりと対応していきたいと考えている。 

併せて、同運用指針において、自己用住宅等を賃貸住宅とすることは用途変更であると

いう考え方が示されたことから、賃貸住宅への用途変更にも対応できるよう必要な条件等

を見直し、審査基準に追加することを検討している。 

 

（２）次回日程 

【 次回開発審査会は、平成２９年１１月１３日（月）午後４時３０分開催（予定） 】 

 

○会長  それでは、本日の議題はこれで全て終了いたしました。 

 これをもって第３２３回東京都開発審査会を閉会いたします。 

 

 

午前１１時１９分 閉会 

 


