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(仮称)リストレジデンス御殿山新築工事 

大規模開発基本構想に係る調整会議事録 

 

日  時 令和３年９月１日（水曜日）午後６時30分～午後７時42分 

場  所 武蔵野市役所 ４階 412会議室 

出席委員 作山康委員長、山内章委員、阿部伸太委員 

関係人 

調整会開催請求者 

請求人 A、請求人 B 

 

開発事業者  

  リストデベロップメント株式会社 代表取締役 北見尚之 

出席 代理人 リストデベロップメント株式会社 事業者 A 

株式会社サムライ 事業者 B、事業者 C 

川口土木建築工業株式会社一級建築士事務所 事業者 D 

        事業者 E 

 

事 務 局 都市整備部長、まちづくり推進課長、まちづくり推進課職員 

傍 聴 者 ２人 

 

質疑応答者 質疑応答 

事務局  ただいまから（仮称）リストレジデンス御殿山新築工事に係る調整

会を開会いたします。 

 初めに、本日の調整会請求項目について、１点ご連絡がございます。 

 本日は、３名の方から２件の請求がなされておりましたが、そのう

ち、雨水排水関係の内容で請求していた一方の方から、昨日の午後、

急遽欠席する旨のご連絡があり、本日お見えになっておりません。 

 事前に取下げ届をいただく時間がなかったことから、正式にはここ

で改めてご欠席の事実を確認したことをもって、その方の請求内容を

調整対象から外すことといたします。 

 それでは、本日の調整会の委員を紹介いたします。 

 武蔵野市まちづくり委員会から、３名の委員が出席しております。 

 作山康委員長。 

作山委員長  作山です。よろしくお願いします。 

事務局  阿部伸太委員。 
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阿部委員  阿部です。よろしくお願いします。 

事務局  山内章委員。 

山内委員  山内です。よろしくお願いします。 

事務局  本日の調整会の進行は、作山委員長にお願いいたします。 

作山委員長  それでは、これからは私が進行を行いますので、よろしくお願いい

たします。 

 事務局から、本日の出席者の紹介と運営上の注意事項について、説

明をお願いします。 

事務局  まずは、本日の出席者の紹介をいたします。 

 お名前をお呼びしますので、座られたままで結構ですので、ご一礼

お願いいたします。 

 調整会開催請求者の方から紹介させていただきます。 

 請求は１件で、２名によるものです。 

 出席者は、請求人Aさん。 

請求人A  よろしくお願いいたします。 

事務局  請求人Bさん。 

請求人B  よろしくお願いします。 

事務局  次に、開発事業者の方を紹介させていただきます。 

 開発事業者、リストデベロップメント株式会社代表取締役、北見尚

之さんの代理人で、株式会社サムライの事業者Bさん。 

事業者B  事業者Bです。よろしくお願いいたします。 

事務局  事業者Cさん。 

事業者C  よろしくお願いします。 

事務局  川口土木建築工業株式会社一級建築士事務所の事業者Dさん。 

事業者D  事業者Dです。よろしくお願いします。 

事務局  リストデベロップメント株式会社の事業者Aさん。 

事業者A  事業者Aです。よろしくお願いします。 

事務局  事業者Eさん。 

事業者E  お願いします。 

事務局  がご出席です。 

 続きまして、調整会運営上の注意事項を申し上げます。 

 発言される場合は、委員長の許可を取ってから行っていただきます

ようお願いいたします。無許可発言や不規則発言を繰り返した場合は、

ご退席いただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 

 また、傍聴の方にお願いいたします。受付時にお配りいたしました
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注意事項をよくお読みになり、静粛に傍聴していただきますようお願

いいたします。 

 なお、本日、記録のために写真の撮影とＩＣレコーダーによる録音

をさせていただきますので、ご了承くださるようお願いいたします。 

 本日の議事については、後日議事録として公開いたします。議事録

は全文録としますので、本日の出席者に発言内容をご確認いただくこ

となく公開することをご承知おきください。 

 なお、発言者については、「Ａさん」「Ｂさん」というように匿名

で表記いたします。 

 本日の調整会は、８時半終了を目途に進めたいと思いますので、ご

出席者の方のご協力をお願いいたします。 

 以上です。 

作山委員長  それでは、調整会の位置付け等について、私からご説明します。 

 調整会とは、近隣関係住民（調整会開催請求者）と開発事業者の意

見等を整理し、歩み寄りの可能性を探る場です。両者の主張が平行線

をたどり、歩み寄りの可能性が全く見出せない場合には調整不能とな

りますので、お互いに譲れるところは譲るという柔軟な心構えで臨ん

でいただきたいと思います。 

 また、今回は、大規模開発基本構想の段階の調整会であることを踏

まえ、次の手続である開発基本計画へとつながるような場にしたいと

思います。 

 調整委員は、中立的な立場に立ち、開発事業者と近隣関係住民両者

の主張を聞き、その論点等の整理を行い、歩み寄りの可能性を探るた

めに必要な提案を行います。その際、一方の主張に理があると判断し

た場合は、その立場からの提案を行うことはありますが、委員の個人

的な考えや感情により、どちらかの主張を後押しするようなことはい

たしません。 

 続いて、本日の調整会の進め方についてご説明いたします。 

 まず、開催請求者の方に、請求理由や主張等についてご発言いただ

きます。 

 次に、開発事業者のほうから、請求者の主張等に対する見解につい

てご説明をいただきます。 

 開発事業者の説明を受けて、改めてご意見を請求者の方に伺うとと

もに、調整委員から双方に対し質問等をさせていただきます。 

 その後、両者の意見の対立点を整理させていただいた上で、休憩を

挟み、調整委員は対立点の取扱いについて協議を行います。 
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 再開後、対立点について１点ずつ調整委員としての見解を述べ、双

方への確認を行います。 

 本日の進め方は以上のように考えています。 

 それでは、調整会請求者からご発言をいただきます。おおむね15分

程度でご発言ください。発言される際は、恐れ入りますが、お名前を

おっしゃってから発言くださるようお願いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

請求人A  請求者でございます。請求人Aと申します。 

 では、座って話させていただきます。 

 冒頭でございますが、本日、事業者様をはじめまして、お忙しい中

こういう会議を開催いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私の説明は、先ほど事務局の方にお渡しをして、今、お手元にある

かと思うんですが、Ａ４の冊子、左とじの冊子でご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 表紙に請求書の表紙を載せてございますが、私どもの要望事項は１

点でございます。こちらにございますように、今、計画されておりま

すマンションの居住者用の駐車場、その出入口を、敷地の南側の道路

に面したほうに変更いただきたいと、駐車場の位置を南側に変更いた

だきたいと、この１点でございます。 

 その理由は３点ほどあるのでございますが、次ページ以降でちょっ

と図も交えて載せてございますので、次ページ以降でご説明をさせて

いただきます。 

 お手数ですが、ページを開いていただけますでしょうか。各ページ

の下にページ番号を打ってございます。 

 左側、２ページでございます。 

 これは航空写真でございまして、計画地とございますのが今回のマ

ンションが建設される敷地ということでございます。 

 後ほども申しますが、ここは今、宅地ではございませんで、農地と

いうことでございまして、緑豊かな環境があるというところの土地利

用転換であるということでございます。 

 それから、右側の図をご覧いただけますでしょうか。 

 こちらは、武蔵野市さんのホームページから、道路種別のほうを引

き出させていただきました。凡例にございますように、青い色で塗ら

れている道路、こちらは、いわゆる２項道路になります。御殿山２丁

目というのは、ご案内かもしれませんけれども、かなり狭小放逸な生

活道路が占めておりまして、その中でも、今回の計画地の北側に面す
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る北面道路、さらにそことつながります西側道路、こちらは凡例の色

の青でございますように、地区の中でも最も脆弱な２項道路であると

いうのが現状でございます。 

 もう少し詳しくこの２つの道路の状況についてご説明をさせていた

だきます。 

 ページをめくっていただけますでしょうか。 

 ページ４ページ、左側でございます。 

 計画地の北側に面した北面道路、これは、矢印を書いてございます

が、東から西に向かう一方通行になっております。そして、Ａで丸を

囲っておりますけれども、ここがこの一方通行の入り口になります。

少し拡大した図を右のページの上に載せてございます。同じようにＡ

というふうに表記をしてございますが、ここの部分、その下にⒶとい

う写真を載せてございますけれども、民家さんがはり出しをしている

んです。ただでさえ、先ほど申しましたように、２項道路、多分3.6

ｍぐらいの幅員のところを、この民家さんのはみ出しがあるので、こ

この入り口部分、クランクをして曲がって車が入ってくるわけですけ

れども、この入り口部分の幅員は、図上の求積でございますが、多分

３ｍを欠ける2.8ｍぐらいの幅員しかございません。 

 かつその下の写真をご覧いただくと分かりますように、この民家さ

んも、その向かいの民家さんも、全てブロック塀を建てていらっしゃ

います。すなわち、私もここに住んでおりますので経験があるんです

が、この道に入るとき、図で申しますと、北側上からクランク上でこ

の北面道路に入るところ、ほとんど見通しがございません。非常に危

ない入り口になっております。 

 かつ逆に今度自転車でここを通ったことももちろんあるんですけれ

ども、自転車で、図でいう左から右に向かおうとすると、車が来てい

るんだか来ていないんだか分からない。正直に申し上げてですね。非

常に出会い頭の事故が起こる可能性のある、地区の中でもかなり危な

い場所であるというふうに私どもは感じております。 

 このクランクの進入路Ａの部分を通って、その後、北面道路、計画

地のほうに進むことになりますけれども、ここの部分も図上で見ます

と約3.6ｍぐらいの幅員しかございません。 

 こちらにⒷという写真を載せてございます。この写真の全て、グー

グルマップから引用させていただいているんですけれども、たまたま

車が写っております。ただ、これは、いわゆる小さい車だからこれで

いいんですけれども、３ナンバーの、あるいはＲＶといったような大
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きな車が通ると、ほとんど自転車は端っこに寄せないと通行できない

というような、現状かなり厳しい条件の道路であるということを、ま

ず申し上げさせていただきます。 

 ちなみにですけれども、ここの道路は私道でございます。もちろん

位置指定等はされていると思いますので、誰でも通行はできるんでし

ょうけれども、もともとは私道であるというのが、この敷地の北面道

路の状況でございます。 

 この道路は一方通行になっておりますので、必ず北面道路に出た方

は、西側道路、左の図でいう縦方向の西側道路を通らないと、広域へ

のアクセスができないという、一応構造になっております。この西側

道路もみなし、２項道路でございまして、3.6ｍぐらいの幅員になって

おります。 

 ただ、先ほどの北面道路と違いまして、この西側道路は、両面通行

と申しましょうか、一方通行ではございません。対面通行の道路とな

っております。ですので、車がここは出会う、見合ってしまう可能性

のある道路であるということが言えます。 

 かつ左の図でご覧いただくと、ちょっと分かりにくいんですけれど

も、グレーの丸をぽちぽち打ってございます。これは、現在ここにお

住いの、私どもも含めてですけれども、お住まいの方が、ここに駐車

場、すなわち自家用車を持っていますので、ここにお住まいの方は、

この道路を対面で利用しているという形です。 

 これだけなら大したことないんですけれども、実はここに書いてご

ざいますが、エコパークという時間貸しの駐車場が、なぜかこの北面

道路の延長上にオープンしておりまして、これは不特定多数の方が24

時間利用されるということでございます。すなわちここのエコパーク

に行こうとする方は、西側道路を、この図でいうところの南から北に

向かって通行すると、こういう、今、使われ方をされているのが、計

画地の北面道路及び西側道路ということになります。 

 これはちょっと私見、私の意見かもしれませんが、この２つの道路

についていえば、法の基準幅員を満たしていません。もともとかなり

問題がある道路だと。別に武蔵野市さんを、今、責めているわけでは

ないんですけれども、もともと問題のある道路であって、これ以上の

交通負荷を加えるべきではない私道だというふうに考えております。 

 今回の要望の根底にあるのは、この考えでございます。 

 しかるに、こちらの図にございます南面道路、今回の計画地が北面

だけ接道しているのであれば、まあしようがないかなと思うんですけ
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れども、今回の計画地は南面道路にも接していると、こういう構造に

なっております。これは、もう武蔵野市の方を前に言うのもおかしい

んですけれども、ここは市道でございます。いわゆる御殿山通りと呼

ばれる市道。これも写真を載せさせていただきましたが、幅員は10ｍ

あって、歩道と車道がきちんと分けられている一直線の道路が整備を

されております。 

 これも、歴史的には非常に昔から危ない道路だったんですけれども、

武蔵野市さんがご尽力をされて、かつ用地買収等の税金も投入をして、

拡幅の整備を完了させた市道ということでございます。こちらの、言

わば安全な道路、こちらに計画地が面しているわけでございますので、

私どもとすれば、この安全な南面道路、市道幅員10ｍ、こちらのほう

に駐車場の出入口を設けていただきたいと、こういうふうに考えるわ

けでございます。 

 ちょっと次ページ以降に少し補足をさせていただきます。 

 駐車場の計画でよくある指導、行政さんあるいは警察官の指導とい

うのが、出入口のところの安全性を確保しましょうと、こういう指導

が出るんですけれども、それもはっきり言うとおかしな話であって、

出入口だけの安全が確保されても、そこに至るルート、あるいはそこ

から至るルート、ここの安全性に問題があるとすれば、やっぱりその

駐車場出入口というのはおかしなことになっていないかということを

述べさていただきます。 

 左側、これが原案の出入口、赤い三角で書いてございますけれども、

ここに出入口を設けた場合の駐車場への入庫ルート（実線）及び出庫

ルート（点線）でございます。 

 先ほど来から申しております、非常に私は危険だと思っている北面

道路、こちらのほうから駐車場には出入口、入庫してくることになり

ます。 

 さらに、これも必ずこの計画地のマンションから出庫をされた方は、

西側道路を通らないと広域へのアクセスはできないということになり

ますので、先ほど来申し上げたこの２つの２項道路、ここを確実に使

わないと、この駐車場は成立をしないと、こういうことになります。 

 極めて、仮に駐車場の出入口の安全性、あるいは敷地の前だけ幅員

を確保したということがあっても、広域で見ると、地域全体の交通安

全性に支障を来すのは明らかではないかというふうに私どもは考えて

いるわけでございます。 

 右のページが南面道路、市道の御殿山通り、こちらのほうに駐車場
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の出入口を変更いただいた場合です。これは、ご案内のように、この

通り、三鷹市側とつながっております。よって、広域のアクセスをす

る場合にも、この御殿山通りから全てのアクセスができる。インもア

ウトも全てこの御殿山通りを使って行うことができます。 

 すなわち先ほど来、地区の中にある脆弱な生活道路、北面道路ある

いは西側道路、図を見ていただくと分かりますけれども、一切ここに

負荷をかけることがない。全く地域の生活道路には影響を与えないで

車を処理することができます。これはわざわざ書くこともない、当た

り前のことなんですけれども、これぐらい明確に北面に駐車場を設け

る原案と、それを南面に変更いただいた場合で、地域に与える交通危

険性のインパクトというのが明らかに違うというふうに我々は考えて

おります。 

 あと２ページほどでございます。 

 次のページです。 

 これは少し拡大をして、今回の計画地が南面道路とどれぐらいの間

口で接しているかということを書かせていただきました。これも図上

で見ておりますので、若干違いがあるかもしれませんが、少なくとも

10ｍ以上の間口をもって、今回の計画地は南面道路、すなわち市道の

御殿山通り、こちらと接しております。 

 図の中でたまたま出てきているのですが、このちょっと右側に、約

５ｍというふうに書かれたところがあるかと思います。ここは、もと

もと一体の敷地だったところを、分譲住宅で分割したものでございま

して、その分割するときに、地区内に位置指定道路を造ったエリアに

なります。その位置指定道路、道路の幅員が約５ｍ。これで、当然で

すけれども、車は対面交通をしておりますし、それぞれの住戸の駐車

場が出入りをしているということで。 

 すなわち計画地において、南面に駐車場の出入口を設けていただく

ことは、この間口10ｍあれば、全く問題なくできるというふうに考え

られます。また、交差点からの距離も当然５ｍ以上取れておりますの

で、いわゆる法的にもここに駐車場の出入口を設けることに何ら支障

はないというふうに捉えられるということでございます。 

 ということで、ちょっと長々と話しました。 

 右側にまとめで赤丸を書きました。すなわち１点目が、交通危険性

が、長々と申し上げましたけれども、北面に、北側道路に駐車場を設

けることで、現状よりも悪化します。これは明確です。これを南面に

変更いただければ、地区全体の生活道路、ここの安全性を確保できる。
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これも明確だろうと思います。 

 そして、最後申し上げましたが、南側に駐車場の出入口を設けるこ

と、これは技術的に、法規的に制約はないはずでございますので、事

業者様がその気になれば実施できることを、我々とすれば要望を申し

上げているということでございます。 

 その下は補足でございますけれども、もともとここは宅地ではござ

いません。現状。もともと何もなかった場所に、新たな開発がされる

と、しかも1,000坪を超えたから、すごいあまり、冒頭の航空写真をご

覧いただいても分かるように、地区全体で見ても異様に大きな敷地に

なります。すなわち、もともと何もなかったそれだけの土地を、農地

転用あるいは開発行為、こういった都市開発的な手法を使ってマンシ

ョンを建てようとされている。非常に周辺地域に、生活環境にまで影

響を与える土地利用の変更であるということは、まず大前提になろう

かと思います。 

 そういう中で、やはり能力も資力もおありになる、今回は専業のデ

ベロッパーさんが開発をされるということでございますので、少なく

とも交通危険性の排除、まあ別に開発をしないでくれと私は申し上げ

ているわけではなくて、建築をしないでくれと申し上げているわけで

もありません。ただ、もうこれだけ明確に、かつ打つ手があるわけで

すから、周辺地域の交通危険性を排除することには真摯に対応してい

ただきたいというふうに考えております。 

 以上が１点でございます。駐車場の位置の変更の要望かつその根拠

となる理由を述べさせていただきました。 

 以上でございます。 

作山委員長  ありがとうございます。 

 ただいま請求者の方の主張をお聞きしました。非常に丁寧で、我々

プロが作るような丁寧な資料の作り方でちょっと驚いておりますが、

非常に分かりやすくなっております。 

 ここで、論点を整理したいと思います。 

 主張は１点です。 

 駐車場の出入口について、駐車場の現在の出入口を計画敷地南側に

変更をしてほしいという点でございます。 

 それでは、請求者の主張に対する開発事業者の見解のご説明と、質

問に対する回答をお願いします。図面等で具体的に示すことができる

内容については、図面等を示してできるだけ分かりやすく説明をして

ください。 
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 それでは、お願いいたします。 

事業者B  それでは、私、今回の事業者側の株式会社サムライ、事業者Bより回

答させていただきます。 

 まず初めに、請求者様のほうからご提示いただいております資料の

中で、ちょっとそのコメントについて訂正をさせていただきたいとい

うのがございまして、請求者様のほうから主張する弊社のコメントと

して、所管庁から本計画の変更指示がなかったから、駐車場の入り口

については変更しないと記されておりますが、正しくは、所管庁は本

計画が現在の状況、周辺安全性から悪化させる要因にならないという

コメントがあったということを申し伝えたものでありまして、私ども

はその所管庁の指示がなかったから変更しないというものではないと

いうことだけ、初めに訂正させてください。 

 それでは、まず、請求者様の希望されておる点につきまして、まず

私どもとしましては、地域の交通安全性を悪化させると懸念されてお

る点についてなんですが、前提としましては、私どもの計画建物に設

置する駐車台数というのは19台でありまして、周辺の交通環境には影

響を与えないものというふうに考えております。 

 先ほどお伝えしましたように、本件は、当該区域を管轄している武

蔵野警察の交通規制係、武蔵野市役所道路管理課も同様の意見であっ

たということが、一つ申し上げる点でございます。 

 その他につきましては、請求者様のほうから、東側の進入路のクラ

ンク部が見通しが悪いというお話を伺いますが、繰り返しになります

が、駐車台数は19台であります。また、いわゆる商業施設の不特定多

数の車両通行というものではなくて、特定の居住者による特定の車両

の通行ということがありまして、危険性を悪化させる要因にはなりに

くいのではという、そのように考えております。 

 また、西側道路は、車両の利用、擦れ違いができないというお話が

ございますが、まずは、仮に本計画の居住者が車両の通行というふう

になった場合においても、必ずしもこの西側、提供いただいている資

料による西側のＣの私道を全ての車両が通るというものではないとい

うことが、まず一つ言えるかと思います。 

 また、請求者様は、現状において擦れ違いができずに一方がバック

しているということについては、その件の解決というものについては、

これはこういった私道というものがほかでもあろうかとは思うんです

けれども、それらの解消となると、やはりそれは相互通行ではなく一

方通行にするということが、解消することはできないのではないかと、
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そのように思慮しております。 

 また、擦れ違いができないということに関して、本計画により負荷

がかかることというものをご懸念されておりますが、やはりこれは相

互通行ができる現状というものが原因であるのかなというふうに考え

ております。 

 また、この当該私道、提供いただいている資料による西側Ｃの私道

です。こちらの道路については、私どものほうで通行を規制するとい

うことはもちろんできませんし、本マンションの駐車場を出庫する全

車両が当該私道を通行することによって、交通負荷というものがかか

るんだということは考えにくいというふうに考えております。 

 また、御殿山通りからの車両の出入りにするということで、請求者

様がおっしゃられるように、計画地の南側に駐車場の出入口を設けた

というふうになった場合においても、必ずしもこれは私どもの計画建

物の駐車場を出入りする車両が、北側道路を通行しないということは

考えにくいかと思っております。これは、やはり吉祥寺方面から、例

えばマンション方面に向かってきた場合においては、北側の、先ほど

請求者様がご指摘されている北側の私道を通って、南側の駐車場出入

口、仮にの話でございますが、そちらに出入りするというのが、やは

り一番スムーズな車両ルートになるのではというふうに考えておりま

すので、決して計画地の南側に駐車場出入口を設けるということが、

ご懸念されておる危険性というものを払拭させるという計画代案とい

うものになるものではないと、そのように考えております。 

 私のほうからは以上です。 

作山委員長  ありがとうございます。 

 ちょっと今の事業者の見解、回答に対して、ちょっと私のほうから、

ちょっと請求者さんの前に、西側道路に全部行くわけではないという

のは、もう真っすぐ一方通行、もっと先に三鷹駅のほうまで行くとい

う意味ですか。出て、計画地から駐車場から出て、大半は西側道路を

通って回ってくるように思うんです。そうではなくて、それだけでは

なくて、三鷹の駅のほうに真っすぐ行くという意味で、大体それはお

おむねどのぐらいの量というか、根拠はなくてもいいんですけれども。 

事業者B  そうですね、よろしいですか、そうしましたら。 

作山委員長  はい。 

事業者B  そうしますと、御殿山通りのほうに抜けるルートとしては、今、請

求者様がおっしゃられております西側Ｃの私道のほかにも、その先、

三鷹駅の方面に向かうと、幾つか、あと２本ほど御殿山通りに通ずる
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道路がありますので、そういった意味で、南側に抜けるには選択肢が

ほかにもある、ルートがほかにもあるということはお伝えしたまでで

す。 

作山委員長  そうですか。 

 でも、今の回答は、ちょっとあまり適切ではないような気がします。 

 実は遠回りしないといけないから、最短距離でいくのが普通なので、

むしろ突き当たりまで行ってＵターンしたほうが、まあ確実に対向車

には当たらないから、そういう選択肢をする人もいるかもしれません

が。 

事業者B  まあそうですね。 

作山委員長  ほかに同じ道があるので、わざわざ違う道を、西側の幾つかの道を

遠回りするという選択はあまりないかと思うんですが、だから、何か

その辺が、本当に、多くは西側道路を通るのではないかなと思うんで

すが、いかがですか。違うんですかね。 

事業者B  私のほうで必ずということは申し上げられないということをお伝え

しておるんですけれども、その私道の幅員であったり、そのほかの道

路の幅員、あと距離等によって、全ての車両がそこを通行するという

のは考えにくいのではないかということを申し上げたまでです。 

作山委員長  すみません、僕が質問しちゃっていいですか。 

請求人A  お願いいたします。 

作山委員長  実は19台というのは、実はそれほど多い台数ではないという主張も

一理あると思っていて、これ、実は戸建て20戸造っちゃうと、同じぐ

らいできちゃうので、その時、じゃ、出入口をどうするとかというと

ころで、南側から入り口をつくることも、途中検討されたのではない

かと思うんですよ。いや、もう最初から、もうそれは瞬時に、いや、

これはないねと思ったかもしれませんが、その辺の話をきっちりして

いただきたいなと思うんですね。 

 例えば、分かりませんが、例えばですよ。ここは本当にすばらしい

住宅地なので、玉川上水沿いの、やっぱりファサードというのはもの

すごい売りですから、こちら側に駐車場の出入口を設けるというのは、

やっぱり商品価値として、やっぱり普通はサービス動線を後ろから取

るというのは普通だから、もうそれはない。 

 ただ、動線的にやっぱり無理がある場合は、やっぱり南側から入れ

るけれども、それも検討したけれどもうまくいかなかったとか、何か

そういう話を、単にできないではなくて、南側から通らなかった理由

というものを丁寧に説明していただきたいと思うのですが、いかがで
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しょうか。 

事業者B  よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、今、ご指摘がございましたように、今回の配棟で

あったり、この駐車場の出入口というものを定めるに当たっては、や

はり私ども、大変恐縮でありますが、事業で進めております。すなわ

ち、もう先ほどおっしゃられましたように、ファサードというものも、

やっぱりこの見た目であったり、そういったものも、商品設定後のも

のもございますので、あと、また今回の、例えば歩車分離というとこ

ろを考えた場合には、いろいろと検討した結果でございますが、やは

り北側に駐車場の出入りを設けるのが最善であろうという形にはなり

ましたが。 

作山委員長  いいですか。 

 そのいろいろを聞きたいです。 

事業者B  もう一度すみません、お願いします。 

作山委員長  いろいろが聞きたい。いろいろというのはどういう意味なのかとい

う。 

事業者B  結局南側に出入りを設ける、設けないということですか。 

 そこについては、物理的にはできないことはない。当然そういうも

のではありますけれども、やはり私たちのこの事業として、このマン

ションを建て、商品にしていくといった中では、南側に駐車場の出入

りを設けるという計画はございません。そこで進めるという考えはご

ざいません。 

作山委員長  だから、なぜだ、なぜなんですかというふうに聞いているんです。 

 設計者のほうがいいですかね。設計者のほうが、設計理由を。 

事業者A  事業者Aと申します。 

作山委員長  どうぞ。 

事業者A  よろしくお願いします。 

 なぜ北側道路にしたのかという細かい理由、幾つかございまして、

やはり今、様々な役所の方からご指導いただきながら、当然道路、車

の出入口もそうなんですけれども、やっぱりこれだけの大きな開発と

いうことで、例えば緑地の面積ですとか、防火水槽を設置するだとか、

雨水貯留槽を設置するとか、様々なまちづくりに必要なご指導をいた

だきながらやっていく中で、特にやっぱり緑地を確保するというのは、

実は結構厳しいんですね。 

 そういった中で、やっぱり車路が増えていくと、なかなか緑地が、

全体の残った空地の中で緑地確保するのが難しかったりというのがあ
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ったり、あとは、どうしても配棟計画上、南、ちょっと本当にマニア

ックなことになりますが、南側から車路を取ることによって、どうし

ても住戸数が減ってしまうという、ちょっとこれはもう本当に建築設

計的なところなんですけれども、であるとか、あとは先ほども商品と

して、私どもも事業としてやっておりますので、やはり南よりも北側

の車路の出入口のほうがよりいいだろうと、ここでお住まいになられ

る方に対してもいいだろうと。 

 ご懸念されるような、やっぱり車路の安全性ということに対しまし

ては、私どもも北側の車路のところで一応駐車場のシャッターを設け

ておるんですけれども、そこで待機する人のスペースは、敷地の中で

取ったりですとか、あとは出入りのときに、車路管制装置などで、出

るときに自転車ですとか歩行者の方に出会い頭の衝突というのは防ぐ

ような対策を考えたりですとか、そういったことで周りの方の安全を

考えた中で、私どもの事業性というものを鑑みた結果、このような計

画とさせていただいたという理由でございます。 

作山委員長  ありがとうございます。 

事業者A  ちょっと補足があれば。事業者Dさん。 

事業者D  大丈夫です。 

作山委員長  よろしいですか、補足。 

 今の事業者の見解、回答に対して、請求者は何かご意見、ご質問は

ございますか。 

請求人A  何と言うんでしょうか、委員長様が非常に鋭く突っ込んでいただい

て、実は説明会のときに我々図面も拝見しているので、いわゆる事業

的には南向き住戸を目いっぱい確保しようとすると、北側に出入口を

設けなきゃいけないというのは、それは分かるんです。分かるんです。 

 もっと言いますと、はっきり言って、これは、例えばその住戸の計

画に、目隠しをしてほしいとか、壁をもう少し下げてほしいといった、

言わば私ども個人の利益のための話をしているのではないというこ

と、まずそこを、こういう場にお諮りをするという意味で、一つの大

きな理由であります。 

 すなわち武蔵野市さんがどういうふうに考えるかということだろう

というふうに、私ははっきり言うと、もう考えております。 

 これは合法的だというふうにおっしゃることについて、いや、それ

は違法ですというのは、私は全然その行政協議やあるいは警察協議み

たいなやつに同席をしているわけでもないですし、その打合せ記録を

拝見しているわけでもないので、そこを別にひっくり返すつもりもな
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いわけであって、ただし、ただしです。冒頭にあえて航空写真を載せ

ましたけれども、普通に、例えばもともと、この辺よくあるんですけ

れども、大企業さんの社宅の跡地開発のマンションというのは幾つも

あるんですよ。ご案内かもしれませんけれども。それは、もともと宅

地であり住宅でありというところを開発をされる、デベロッパーさん

が。そうしたらば、今、おっしゃったようなシャッターの問題とか何

の問題とか、そういうことの中で最大限の利益を追求されれば、それ

はもうそれでいいかなと思っているんです。地域とすれば。 

 ただ、ここは地目も宅地ではなくて、農地。それを大規模に転換す

る開発なんですから、もう少し丁寧に、あるいは事業性と公益性、あ

るいは地域の歴史性、ちょっとすみません、偉そうにだんだんなって

きちゃうんですけれども、そういうものをもっと考えていただけない

といけないんじゃないですかという問題提起をさせていただいていま

す。 

 先ほど、委員長様の発言に別に刃向かうわけじゃないんですけれど

も、戸建てでも20戸ぐらいできる。確かにそうだと思います。ただし、

ここに戸建てを造れば、その出入口は北側だけというわけにはいかな

いですよね。35ｍ超えてきますので、ここは多分貫通通路を造ること

になる。貫通というか、南北です。要は御殿山通りと北面道路をつな

ぐ通路、道路です。道路を造ることになります。 

 それは、例えば３ページ目の武蔵野市さんの道路種別図を、ちょっ

と引いて見ていただくと、先ほど来あります、この図でいうと縦の道

路、西側道路があって、その左に２本あります。この道路の間隔を見

ていただくと分かるんですけれども、まさにこの部分にもう一本欲し

いんですよ、本来あるべき場所なんです。つまり、20戸できてもいい

んですけれども、その時にはここに南面道路、市道と、この生活道路

を結ぶ道路、これを造った上で20戸造る。こういう開発になるはずな

んです。そういう場所であるというふうに捉えています。 

 そこを、道路も造らずに、言葉は悪いですけれども、道路を造らず

に、大規模に、マンションですから戸数はもっと増えますから、大規

模に造って、かつその車両の負荷を全て北面道路に負わせる。これは

やっぱり、ちょっとこの地域にはあり得ない。おかしな、乱暴な話だ

というふうに思っております。 

 ですから、その事業性云々と地域の安全性、歴史性、あるいは本来

あるべき姿、これの天秤だろうと思っていますので、我々もそんな、

いつまでもこれをごねるというか、主張するような話でもないと思っ



16 

 

ておりますので、今日はそういう問題提起をさせていただきますので、

専門の先生と、あるいは武蔵野市さん、関係部署の方もいらっしゃる

かもしれません。そういう皆様に、行政としてどういうふうにこのエ

リアを考えていくのか。将来に禍根を残さないように、その辺のご指

導、ご助言をいただければというふうに考えます。 

作山委員長  まず、今回の提案、事業者さんの提案も、違法ではありません。こ

のことに関しては明確です。ですから、違法なことというのはちゃん

と行政がチェックしていますので、関係所管がチェックしているとい

うことです。 

 それから、この調整会は、請求者さんと開発事業者さんでのお話で

すので、市または開発事業者以外の要望、回答、請求については調整

内容とはいたしません。 

 ただ、私の、ちょっと専門的なところからのコメントということで

言わせていただくと、確かに急激な変化というのは、周辺住民に不安

を抱かせるということで、そこは丁寧な説明が僕は必要だと思ってい

ます。ただ、従前に農地だったからといって、その緑が多かったとい

うことは権利ではなくて、本来はそこを開発される可能性があったわ

けですから、ここでマンションを建ててはいけないというわけではあ

りません。ですから、計画的にマンションが、今回の計画がいけない

わけではない。というか、もう建ってしまうということです。 

 今回は、主にやっぱり交通の安全性とか車の円滑な交通の流れとい

うことについて、少し気にされているということなので、この部分を

丁寧に、なかなか建築の方はちょっと苦手かもしれませんけれども、

僕は都市計画をやっているので、やっぱり交通がどうやってうまく流

れるか。確かに南側に持ってきたほうがメリットは多いけれども、そ

こはやっぱり事業性から、どうしてもやっぱりそこを天秤にかけると、

若干やっぱり南よりは不便なんだけれども、北に造らざるを得ない。

これはもうちょっと事業性を優先せざるを得ないという判断だという

ふうに思われるんですが、先ほど言ったように、通路の面積が多くな

りますし、回転のところをつくれるわけではないというようなことも

あって、しかも北側に時間貸し駐車場や、それからレンタカーの駐車

スペースとか、あと、隣のマンションなんかでも北側から入っている

現実もあるということで、そういう意味では完全に駄目だというほど

のものでもないのではないかという。 

 ですから、ただ、その影響が全くないわけではない。だから、その

影響の度合いをどういうふうに説明するかということなのかなとい
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う、問題提起と言われたので、私自身も武蔵野市のこのまちづくり条

例なり調整委員会というのは、単に法律を守ればいいというところで、

こういう歩み寄りの場を設けているというふうには思っておりませ

ん。武蔵野市がさらにやっぱり住みたいまちでも上位にいましたよう

に、よりよいまちをつくるために、法律以上のものを、周辺住民がで

きるだけ納得できて、開発者と住民がまあ合意できるような内容のも

のを造っていただけるのが理想だとは思っていますが、まあでも限界

はあるんですが、ですから、法律を守ればいいではなくて、もう少し

というところの線をここで見出したいというところでございます。 

 ただ、やっぱり毎回限界というのがあって、どこまで理想形という

か、周辺の住民の方のご意向というものを開発者さんがのめるかとい

う部分もありますので、その辺は、今回、開発基本構想なので、まだ

次、基本計画の段階で、まだ修正がもしかするとあり得るかもしれな

いんですけれども、あるいはないかもしれませんが、少しこういうお

話をすることによって、事業者さんとしても、まあ問題提起と言われ

たので、そこでどういうふうに考えているかという、新しい展開が起

こることを期待したいなというふうに思っております。 

 特に追加のご質問がないというようなことですので、委員の方、何

かご意見ございますか。ありませんか。 

阿部委員  双方に確認させていただきたいんですけれども、まず、請求者さん

のほうに教えていただきたいんですけれども、今、交通危険性の排除

ということで、車関係のご説明はいただいたんですけれども、歩行者

系のことに関してはどうお考えか。まず、車に関しては、北側に設置

した場合、駅前は通らない可能性、車が進入してくる時にです。その

可能性が高いのではないかなという、要するに南面に置いた場合、北

側から入るルートがあるんですけれども、まあ地元の方だったら多分

いい道を知っているのかもしれませんが、かなり大回りすることにな

るのではないかな。 

 だから、そういった意味では、上水の南側の、風の散歩道の南側を

通って、ターミナルの入り口を回って入ってくるような、だから、駅

前のほうを回る可能性が出てきてしまう。それがちょっとどうお考え

なのかなということと、もう一個は、歩行者、南側と北側で見たとき

に、私、地元じゃないのであれなんですけれども、今日もというか、

これ、実際に中に入ることはほとんどないんですけれども、今回の案

件の関係でちょっと通ってみた関係でいうと、南側のほうが歩行者の

ほうが何か多いような気もするんですけれども、それとの交錯という
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ことに関してはどのようにお考えかという、その２点です。 

 それと、あと、事業者さんのほうにお伺いしたいのは、北側がクラ

ンクになっているというところからすると、消防車両の関係です。一

応頂いた資料を見ていきますと、消防課のほうと、消防車両の寄りつ

きの関係のことは協議するようなお話をしているんですけれども、例

えばその際に、消防車両の進入に対しては、何か特段話はなかったの

かな。要するに、ちょっと大きめのものだと、あそこは入りにくいと

思うんですね。そうすると、南側に車のアプローチがないということ

は、住民の方々に対するそういったリスクを負わせてしまうことには

ならないか。この辺に対してはどのようにお考えだったのか。その辺

ちょっと簡単にご説明いただけると助かるんですけれども。 

請求人A  ありがとうございます。 

 そうしましたら、用意した資料でいうと６ページと７ページに基づ

いて、今のご質問に対してお話というか、させていただければと思い

ます。 

 ちょっと２点目から先に申し上げたほうがいいのかなと思うんです

が、ああ、１点目だったかな。ごめんなさい。 

 要は南側、７ページのように、南側に出入口をつくると、要は御殿

山通りの歩行者が当然いるわけで、そこを横切って南側の出入口から

車が出ることになるということの危険性ということでおっしゃってい

ますよね。 

 ごめんなさい、ちょっと生意気な回答で恐縮なんですが、仮に今の

まま、左側の、６ページの場合では、業者様いわくは西側なのか、そ

のまた西側なのか分かりませんけれども、要はどこかでこの道路に結

局出てくるんですね。現地をご覧になられると分かると思うんですが、

例えば西側道路からこの御殿山通りに出ようとするこのルート、点線

のルート、当然ですけれども御殿山通りの歩道を横切ります。 

 じゃ、どっちがということになるんですけれども、これをちょっと

若干計画論的な話にはなってくると思うんですが、例えば西側道路の

ところは、比較的この角のところは見通しがいいんです。角のところ、

見通しがいいですから、それこそ車が回ってきたというのを、御殿山

通りの歩行者は多分認知することができると思います。 

 ただ、ほかのところは必ずしもそうではなくて……よろしいですか。 

阿部委員  歩行者数的なところだけで結構です。歩行者数。 

請求人A  歩行者数。 

阿部委員  概算でいいです。認識ですね。 
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請求人B  歩行者数につきましては、多分通る時間帯にもよると思うんですけ

れども、実はその北側の狭いほうの道路なんですが、通学通勤時間帯、

かなりの人が通ります。自転車もすごい勢いで走っている状況です。

子供たちも学校への、小学校行き帰り、通っているような道路になり

ます。 

阿部委員  分かりました。 

請求人B  あと、もう一つのご質問の、駅のほうを回ってくる。確かにおっし

ゃるとおりで、必ず駅のロータリーを通ってくることになります。た

だ、そこにつきましては、三鷹は道路につきましても、歩車分離とい

うか、歩道が両側にございます。駅前も横断歩道がございます。一方

通行できちんと回る道がついております。 

 北側の武蔵野市さんが整備していただいた道路についても、歩道が

両側についております。 

 そういう意味で、裏側の道路と比べますと、全然危険性は違うのか

なという認識はしております。 

 以上です。 

請求人A  蛇足ですけれども、駅前の、要はＵターンするところに、Ｕターン

用の専用レーンがあります。 

 先ほど、不特定多数ではないということで、まさにそうで、ここに

お住まいの方はそのレーンを使えばＵターンできる。専用レーンです

から、それこそぶつかることもありませんし、その手前には横断歩道

もあるということで、当然駅前広場ですから、かなり計画的に、その

辺の安全性というのは確保された計画になっているというふうに認識

しております。 

作山委員長  では、事業者さん、すみません。どうぞ。 

事業者D  事業者Dです。どうも。 

 消防に関係の、協議のお話で、もちろん協議はしておりまして、接

道面から消防活動をするということで、入り口という話まではちょっ

となかったですね。手前の入り口が狭いからという話。 

阿部委員  狭いというのは、クランクで入ってくるそこで。 

事業者D  はい。まあ南側からでも接道はしていますので、ここからも消防活

動はできるということで、特に指導というのはいただいておりません。 

作山委員長  関連で、すみません。せっかくなので、僕、質問。 

 こっちかな。この開発行為による道路のセットバック、中心から３

ｍの歩道状空地がありますよね。お隣のマンションのところ、車を止

まらせないように看板みたいなのがあって、あれ、何か意味というか、
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それだったら可動式のバリカーチェーンのほうがいいと思うんだけれ

ども、多分ああいうのをつくっちゃいけないと思うんですけれども、

あれ、結局車を止めちゃいけないみたいな看板なんか置かれると、何

かあまり効果ないと思うんですけれども、バリカーチェーンなんかは

駄目なんですね。分からないですか。セットバックのところ。 

事務局  駄目です。 

作山委員長  駄目なんですね。そうですか。 

 何かあの辺が、これは課題としてちょっとうちのほうにも持ち帰ろ

うと思うんだけれども、実際としては看板みたいなものを置かれちゃ

っているから、何かあれ、せっかくの空間がもったいないなと思って

はいたんですけれども。 

 すみません、今日の話ではありませんが。 

 ほかに。 

 よろしいですか。 

 それでは、双方の対立点の確認を行います。 

 対立点は１点でございまして、駐車場の出入口を南側に変更という

ことで、この駐車場の出入口でございます。 

 対立点は１点だけですので、これより調整委員は今回の取扱いの協

議に入りますので、10分ほど休憩を挟みます。午後７時40分を再開時

刻といたしますので、少々お待ちいただければというふうに思います。 

 (休  憩) 

作山委員長  それでは、これより調整会を再開します。 

 双方の対立点は１点でした。駐車場の出入口に関してです。駐車場

の出入口を南側に設けてほしいということです。 

 これについては、事業者からの返答としては、計画上、事業上、ど

うしても北側から設けざるを得ないということで、変更はないという

ご説明でした。 

 調整委員としても、違法ではない範囲で事業者の選択ということで

あろうということからすると、これを変更をしてもらうというのはな

かなか難しい問題ではあるということで、請求者さんの意見、要望と、

事業者からの回答というものは対立したままということにならざるを

得ないということで、今回は不調という結論になるということでござ

います。 

 なお、今回の調整会は、大規模開発基本構想の段階ですので、今回

限りです。次の開発基本計画の段階に、今回の要望を答えられる範囲

というのはどれだけあるか、ちょっと計り知れないんですが、これ以



21 

 

外も今日の対象ではありませんでしたけれども、周辺住民として、開

発が起きる場合は、やはり丁寧に説明をしていただくことによって、

その不安というのが取り除けるのではないかなという、私としては思

っております。ですから、できるだけ丁寧に対応をお願いしたいとい

うことで、今日の調整会を終了したいと思います。 

 以上になりますけれども、よろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日の調整会を終了します。長時間お疲れさまで

した。 

 出席者、傍聴者は、ご退席ください。 

 


