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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２８年３月２４日（木） 

午前１０時００分から午後１時３０分まで 

２ 場所 水戸市笠原町９７８番６ 

     茨城県庁舎１１階 １１０２共用会議室 

 

Ⅱ 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

  別記名簿のとおり 

 

Ⅲ 議題 

  別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 議事 

１ 会長の選任 

   中川喜久治委員が会長に選任された。 

 ２ 議事の公開 

  都計諮問第６～４６号の公開が決定された。 

３ 議事録署名人の氏名 

議長から議事録署名人として山形委員と米川委員が指名された。 

４ 議案審議 

以下のとおり 

 

 

【都計諮問第６号 「大子都市計画 道路の変更」】 

 

○議 長 それでは，付議案件の審議に入っていきたいと思います。 

 「都計諮問第６号 大子都市計画 道路の変更について」をお諮りしたいと思いま

すので，第６号につきまして，事務局からの説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 都市計画課です。よろしくお願いいたします。 

 都計諮問第６号 大子都市計画道路の変更について，ご説明させていただきます。

資料は，お手元の付議案の１ページ，図面につきましては，別冊１の１－１から１－

３ページとなっております。詳細につきまして，正面スクリーンでご説明させていた

だきますので，正面をご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 大子都市計画区域は，大子町の一部，面積約540ヘクタールの非線引き都市計画区域

となっております。 

 次に，都市計画区域を拡大した図をお示しいたします。向きが変わりまして，右側

が北となります。 

 町内の主要な交通網でございますが，ＪＲ水郡線が水戸と郡山を結んでおり，道路
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としては，水戸から会津若松に至る国道118号，日光と高萩を結ぶ国道461号が骨格と

なり，県道とあわせて幹線道路網を構築しております。都市計画道路は，市街地を中

心にご覧のようなネットワークを形成しております。 

大子町の都市計画道路は，現在までに８路線，約11.6キロメートルが決定されてお

ります。県では，20年以上の長期未着手の都市計画道路を対象に，社会経済情勢の変

化を踏まえ，必要性等の再検討を行うための指針を策定し，市町村とともに順次見直

しを進めているところでございます。 

 大子町におきましても，当初決定の昭和41年から約50年が経過することから，都市

計画道路の見直しが必要となる様々な環境の変化が生じております。まず，少子高齢

化・人口減少の面では，町の老齢人口の割合が平成22年時点で約37％に達しており，

さらに，国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば，人口は今後約30年で約５割

という大幅な減少が予測されております。また，国道のバイパスなど幹線道路の整備

進展により，交通の流れが大きく変化してきております。 

 一方，まちづくりに関する住民意識も変化してきていることから，大子町ではワー

クショップなどを通じ，町民とともに町の将来像を見据えながら，平成27年３月に総

合計画や都市計画マスタープランなどを補完する「大子町中心市街地活性化基本計画」

を策定いたしました。 

 この基本計画におきましては，「板倉や歴史的な建造物，路地や町堀など，昔ながら

の雰囲気を生かし，大子らしい魅力的なまちづくりを進める方針」とされております。 

 都市計画道路の再検討に当たりましても，これと整合を図り，町なかの交通は既存

の商店街や歴史資源を維持・保全し，現道を生かした整備を行うことを基本に検討が

進められました。 

 再検討の結果の概要をお示しします。都市計画道路８路線のうち２路線の存続，２

路線の変更，４路線を廃止する方針といたしました。なお，変更若しくは廃止の内訳

は，県決定・町決定，それぞれ３路線ずつとなっております。 

 路線の変更や廃止の判定に当たりましては，交通処理に支障のないことを検証・確

認しております。 

 続きまして，各路線の詳細をご説明いたします。 

まず，砂古多八石線です。本路線は，延長2,760メートル，幅員16メートルの幹線街

路であり，昭和41年に決定したものです。南北軸の広域幹線としての機能及び中心市

街地へのアクセス機能を有する路線となっており，大部分に現道が存在しております。 

 現状としては，家屋の連担等も影響し，全区間が都市計画の16メートル幅での整備

には至っておらず，おおむね４メートルから８メートル程度の幅員となっております。

再検討の結果，南北の広域幹線としての機能は，国道118号バイパスによりまして代替

されております。 

 また，その国道118号から，中心市街地へのアクセス機能につきましては，国道461

号の整備進展によりまして代替されております。さらに沿道には，有形文化財の指定

が見込まれます「旧外池呉服店」などがあり，歴史的資源を保全する必要がございま

す。 

 以上の観点から，道路拡幅の必要性が低下したため，現道を生かした整備を行うこ
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ととし，都市計画道路としては廃止しようとするものでございます。 

 次に，駅前松沼線です。 

 本路線は，延長560メートル，幅員20メートルの幹線街路であり，昭和41年に決定し

たものです。中心市街地の骨格として，商業環境を形成する機能や国道118号から常陸

大子駅へのアクセス機能を有する路線となっており，全区間に現道が存在しておりま

す。現状としましては，家屋の連担等も影響し，全区間が都市計画の20メートル幅で

の整備に至っておらず，おおむね６メートルから８メートル程度の幅員となっており

ます。 

 再検討の結果，常陸大子駅へのアクセス機能につきましては，国道461号の一部が整

備されたことにより代替されております。また，沿道には，既存の商店街のほか，有

形文化財の指定が見込まれます「旧樋口病院入院棟」などがあり，歴史的資源や既存

の町並みを保全する必要がございます。 

 以上の観点から，道路拡幅の必要性が低下したため，現道を生かした整備を行うこ

ととし，都市計画道路としては廃止しようとするものでございます。 

 次に，北田気高瀬線です。本路線は，延長2,090メートル，幅員16メートルの幹線街

路であり，昭和44年に当初決定し，その後，順次整備が進み，現在では国道118号とし

て広域幹線軸の一部を形成しております。 

 変更箇所を拡大します。今回の変更は，本路線が接続する町道天神平上ノ内線につ

きまして，町が久慈川橋梁区間を廃止いたしますことから，この影響範囲として終点

部の位置を約10メートル延伸変更するものでございます。あわせて，定められていな

かった車線数を２と決定いたします。 

 続きまして，本案件とあわせて町が決定する関連都市計画である「町決定分の都市

計画道路の変更」及び「地区計画」の二つをご説明いたします。 

 まず，町決定分の都市計画道路につきまして，変更及び廃止する路線といたしまし

ては，３路線ございます。これら路線につきまして再検討の結果，国道バイパスの整

備進展等により，当該都市計画道路の通過交通量が減少し，現道で十分機能を果たし

ていること，また，将来交通量も増加の見込みがないことから，道路拡幅の必要性が

低下したため，現道を生かした整備を行うこととし，２路線の廃止，１路線の一部廃

止と，名称変更を行うものとなっております。 

 なお，廃止区間に久慈川を渡る橋梁一つが含まれますが，既存の橋梁がこのように

整備されており，東西の市街地を連絡する機能は，現状で確保されております。 

 次に，「大子駅前地区 地区計画」についてご説明いたします。 

 本地区計画は，人口減少下においても，大子町らしい市街地の誘導を図ることを目

的としており，建築物等の色彩や装飾に一定の制限をかけることで，町並み景観を保

全するとともに，廃止する都市計画道路を含む６路線の道路及び１公園を地区施設と

して位置づけ，整備を図る内容となっております。 

 なお，地区施設に位置づける道路につきましては，現道幅員内でカラー舗装を行う

など，歩行者の安全に配慮した整備を行う予定となっております。 

 ここで，改めて変更前後の道路ネットワークをご確認いただきたいと思います。 

 まず，こちらが変更前の都市計画道路ネットワークとなり，市街地を中心とした都
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市計画道路網が配置されております。今回，町決定も含め４本の都市計画道路を廃止

する案としており，変更後の都市計画道路は密度が下がる印象となりますが，地区施

設や現道によりまして，将来道路ネットワークを維持できる計画としております。 

 最後に，都市計画の手続の状況についてご報告いたします。公聴会に関しましては，

公述の申し出はありませんでした。都市計画案の縦覧に関しましては，意見書の提出

はございませんでした。 

 なお，大子町の都市計画審議会は，去る３月11日に開催され，町決定案件が原案ど

おり可決答申されるとともに，本案件に対し，「異存なし」の回答をいただいておりま

す。 

 都計諮問第６号の説明については以上となります。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，皆様からご意見，ご質問あればお受けしたいと思います。何かお気づき

の点，ございますでしょうか。Ａ委員。 

○Ａ委員 いろいろ時代は変わってきておりますので，このような考え方で計画を変

えられるということは，私は非常に賛成でございます。 

 １点だけコメントです。橋梁部分がちょっと気になっておりまして，拡幅はしない

ということですが，いずれは，架け替えはしないといけないとか，流されたら付け替

えなければいけないということがあって，実は一番コストがかかる部分で，本来は都

市計画道路で面倒を見ようと思っていたところが，それで面倒を見ないというか，計

画とは別になってくるということだと思います。全県下でも，橋梁の将来について，

コストを考えながら，どうやって維持していくかということを考えていかなければい

けない部分かと思いますので，そういうインフラに関しては，また県の中でもご議論

をしていただければありがたいなと思っております。コメントでございます。 

○議 長 これは，ご説明の中にもそういうような意味のこともあったと思いますけ

れども，ぜひ，市民の要望とマッチしていけるように，県のほうも配慮をしていって

いただきたいということだと思います。よろしくお願いします。 

 ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 特にご意見がほかにないようでしたら，都計諮問第６号につきましては，

原案どおり可決としてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 異議なしということで，原案どおり可決といたします。 

 

 

【都計諮問第７号～３５号 

「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更」(２９区域)】 
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○議 長 次に移ります。 

 これまで３回にわたって報告を受けてまいりました都計諮問第７号から35号までの，

都市計画区域マスタープランの変更の審議に入りたいと思います。効率的に進めるた

めに一括して説明をいただいた後に，まとめて質疑の時間をとりたいと存じますので，

よろしくお願いいたします。 

 それでは，事務局の説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 都計諮問第７号から35号までの「都市計画区域の整備，開発及び保全の方

針の変更」につきましてご説明いたします。 

 資料といたしましては，白い表紙の付議案の２ページから30ページと，青い表紙の

別冊２の「都市計画区域の整備開発及び保全の方針（案）」，ピンクの表紙の別冊３の

「付議案に係る意見書の要旨及び意見書に対する県の考え方」，以上４種類となります。 

 また，お手元には右肩に「説明資料」と記載しましたＡ４横のものをお配りしてお

りますが，こちらは，前方の画面でお示しするものと同じとなっております。本日は，

画面とこの説明資料でご説明いたしますので，あわせてご覧いただければと思います。 

 これから審議いただきます「都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」は，都市

計画法に規定される名前でございまして，通称「都市計画区域マスタープラン」と呼

ばれております。本日の説明ではこれを略しまして，「区域マス」と呼ばせていただき

ます。 

今回の区域マスの案件は，都市計画の定期見直しに伴うものでございまして，都市

計画の定期見直しとしましては，都市を取り巻く経済や社会情勢の変化などを踏まえ

まして，おおむね５年ごとに実施しているもので，本県では今回が７回目となります。 

 こちらの画面は，今回の定期見直しの全体像となります。これまでの中間報告でも

ご説明してございますが，簡単におさらいさせていただきます。 

 定期見直しでは，具体的に「茨城県都市計画マスタープラン」，いわゆる「県土マス」

の見直し，区域マスの見直し，そして「市街化区域の編入などを行う区域区分の変更」，

いわゆる「線引きの変更」の三つの見直しを行います。 

 第７回見直しに当たっては，平成22年の国勢調査を基準年として調査などを進め，

県土マスにつきましては，平成24年度に「震災対策編」を追加策定したのに加え，昨

年度には内容について検証を行い，集約と連携のまちづくりを掲げる現行計画を継承

するという結果を，当審議会において報告させていただいたところでございます。 

 その後，この結果を受け，市町村の意見を反映しながら，区域マス及び区域区分の

変更の素案作成などの作業を進めてまいりました。 

 続きまして，今年度の手続の経過についてご説明いたします。 

 第１回と第２回の都市計画審議会において，県の素案の概要などをご報告し，その

後，10月からは広く県民の意見を聞くため，原案の閲覧及び公聴会の開催をいたしま

した。 

 12月の第３回審議会では，公聴会の公述意見や審議会のご意見などを踏まえた県の

対応方針をご報告させていただいたのに加え，国土交通省と事前協議を行い，その後，
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さきの２月４日から18日まで都市計画案の縦覧に供し，意見書の受け付けを行いまし

た。そして，市町村への意見の照会を経て，本日の審議会に付議という経過でござい

ます。 

 ここで，本県内の都市計画区域の状況について，おさらいさせていただきます。 

 現在，県内には29の都市計画区域がございます。このうち，区域区分を定めている

「線引き都市計画区域」は16区域，区域区分を定めていない「非線引き都市計画区域」

は13区域となります。これら29全ての区域マスの変更を，今回一斉にお諮りするもの

でございます。 

 なお，区域マスの上位計画となる県土マスでは，こちらの画面のように，地域固有

の特性や一体的な地域づくりの観点を踏まえて，県内を，県央，県南，県西，県北，

鹿行の五つのゾーンに分けております。本日は，これらのゾーンの区分を踏まえまし

て諮問番号を付しておりますので，ご留意いただければと思います。 

 画面には，県土マスにおける五つのゾーンの基本方針を示しております。本日は，

詳細についてのご説明は割愛させていただきますが，区域マスはこの方針を踏まえて

策定しているものでございます。 

 続きまして，区域マスの構成についてご説明いたします。 

 その構成は，本文と付図で構成されており，本文の内容は，画面の左側のような目

次となり，全体的には，基準年から20年後の都市の姿を展望した上で，都市計画の基

本的方向を示す内容となっております。 

 また，第２章の区域区分の方針に記載される市街化区域の規模等に関する内容や第

３章の主要な都市計画の決定の方針のうち，都市施設等の整備目標については，基準

年の10年後を目標年次とした内容となります。 

 今回の説明においては，これまでの審議会において中間報告を行ってきたこと，ま

た，時間の都合などを勘案しまして，今回の改正で主に変更した記述等を中心にご説

明させていただきます。 

 主な見直しのポイントとしまして，こちらの表に示しますとおり，大きく六つござ

います。 

 「将来都市構造の実現に向けた取り組み」，「災害に強いまちづくりへの対応」，「新

拠点形成に向けた対応」，「良好な景観の保全及び創出への配慮」，「自然環境保全への

配慮」，「まちづくりの進捗を踏まえた情報の更新」といったポイントとなっておりま

す。 

 それでは，ここから先ほどの見直しのポイントを踏まえた上で，区域マスの目次構

成に沿って，全区域を俯瞰した観点から主な改正点を中心にご説明させていただきま

す。 

 まず，第１章の「都市計画の目標」でございますが，全都市計画区域とも，区域の

再編の変更はございません。 

 「都市づくりの基本理念」では，基準年から20年後の都市の姿を展望した上で，都

市計画の基本的な方向を示しております。一定の継続性と安定性を踏まえる必要があ

りますことから，基本的に前回を踏襲しつつ，上位計画や市町村のまちづくりの方針，

近年の情勢などを踏まえて，一部変更してございます。 
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 画面には，水戸・勝田都市計画区域における記載を例として示します。全区域共通

の視点となりますが，引き続き，集約と連携の視点に基づいた将来都市構造を目指し

ていくこと，また，東日本大震災や近年増加する集中豪雨などの自然災害を踏まえま

して，災害に強い都市づくりの視点について記載しております。 

 また，個別の変更点として，研究学園都市計画区域を例として表示しておりますが，

低炭素社会の実現や田園都市を構築する方針などを盛り込んでございます。 

 続きまして，「地域ごとの市街地像」でございます。 

 ここでは，区域を構成する主な地域ごとの基本的な方針を記載しております。こち

らも，基本的には前回を踏襲しておりますが，上位計画や市町村のまちづくり方針，

近年の情勢などを踏まえて一部変更してございます。 

 例としまして，水戸・勝田都市計画区域の水戸市街地地域では，時代の変化に対応

できるコンパクトな都市構造を展望することや，駅周辺を中心とした都市基盤整備，

複合的な機能集積の推進により，魅力とにぎわいのある都市空間の形成を図ることを

盛り込んでおります。 

 続きまして，第２章「区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針」でご

ざいます。 

 まず，「区域区分の決定の有無」につきましては，線引き都市計画区域，非線引き都

市計画区域ともに，現行のとおり維持することといたします。この区域区分の有無の

判断につきましては，過去の審議会において検討委員会を設けて作成しました「茨城

県都市計画見直しガイドライン」に基づき調査するとともに，全市町村長への意見照

会やヒアリングを通して総合的に判断したところでございます。 

 また，線引き都市計画区域につきましては，区域区分の方針として，平成32年のお

おむねの人口などを記載しておりますが，将来人口の設定に当たっては，県の総合計

画を踏まえて県全体人口を285万人としております。 

 続きまして，第３章の「主要な都市計画の決定の方針」でございます。 

 この章はご覧のように，「土地利用」，「都市施設の整備」，「市街地開発事業」，「自然

的環境の整備又は保全」の各方針で構成されております。 

それでは，「土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針」について，主な改正点

などをご説明いたします。 

 まず，「主要用途の配置の方針」です。広域的な交通ネットワークの整備効果を生か

した新たな工業，流通，商業等の産業機能の集積に向けた視点を強化しております。

工業団地の拡張が進む「つくばみらい都市計画区域」を例にご説明いたしますと，幹

線道路等の整備効果を踏まえて，福岡地区や常磐道谷和原インターチェンジ隣接部な

どに工業地を配置して，生産・物流機能の強化及び維持・向上を図る旨を追記してお

ります。 

 また，ここでは，岩井・境都市計画区域を例としますが，圏央道の沿線を初めとす

るその他の都市計画区域においても，高速道路のインターチェンジ周辺等における産

業機能の誘導・集積の視点を記載しております。 

 次に，「市街地において特に配慮すべき土地利用の方針」の主な改正点の視点として，

大規模未利用地の活用の検討の視点を強化してございます。公務員宿舎跡地の土地利



- 8 - 

用転換などに直面している研究学園都市計画区域を例にご説明いたしますと，用途転

換，用途純化又は用途の複合化に関する方針」において，未利用地における適切な都

市機能の導入や小中学校の統廃合などにより発生する大規模な未利用地について，新

たな土地利用の検討を行い，地域の活性化に努めることを追記しております。 

 また，今回の改定では，居住環境の改善や維持の視点も強化してございます。 

 職・住・近接型の都市を目指している龍ケ崎・牛久都市計画区域を例にご説明いた

しますと，都市基盤施設の老朽化や居住者の高齢化，空き家の増加など，課題が生じ

ている市街地において，都市施設の更新や既存ストックの活用促進などにより，住み

続けられる環境の維持に努めること，また，空き家や空き地については実情を踏まえ

て除却や利活用などの対策を進めるという方針を追記してございます。 

 土地利用におきましては，自然環境保全に対する意識の高まりを踏まえた視点も強

化してございます。 

 東京圏に近接し，近郊整備地帯に位置づけられている取手都市計画区域の例でご説

明いたしますと，「市街地内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針」として，農地

が有する緑地機能を良好な都市環境の形成に役立てるため，生産緑地の指定や市民農

園などへの活用を検討するという方針を追記してございます。 

 その他，良好な景観形成の推進に向けた視点も強化してございます。 

 水戸・勝田都市計画区域を例としますと，「良好な景観の保全及び創出に関する方針」

として，景観行政団体となっている大洗町における景観計画の策定について，追記し

てございます。また，土浦・阿見都市計画区域の例でございますが，文化財を初めと

する固有の資源を生かした魅力ある景観づくりや自然資源を生かした景観形成に努め

るという方針を追記してございます。 

 なお，他の区域につきましても，地域固有の文化財を初めとする資源を活用した景

観形成に努める方針を盛り込んでございます。 

 続きまして，「市街化調整区域の土地利用の方針」についてでございます。 

 ここでは，広域的な交通ネットワークの整備効果を生かした新たな工業，流通，商

業等の産業機能の集積に向けた視点を強化してございます。 

 圏央道インターチェンジ周辺に産業系土地利用を計画している岩井・境都市計画区

域を例にご説明いたしますと，秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針として，

インターチェンジ周辺など計画的な都市的土地利用を図る必要がある地域については，

農林漁業との健全な調和を図りつつ，都市構造等に与える影響を広域的な範囲におい

て十分検証した上で市街化区域への編入や地区計画制度の活用等を検討する，という

方針を引き続き記載してございます。 

 また，既存の工場や流通業務施設の跡地等において，跡地利用による地域の維持活

性化を図るために，土地計画制度の活用等を検討するという方針を新たに盛り込んで

ございます。 

 続きまして，「災害の防止に関する方針」でございます。 

 この方針は，今回の改定において最も大きな改正点でございまして，平成24年度に

策定しました県土マス震災対策編に示す方針や，近年の集中豪雨などによる被害を踏

まえまして，内容を強化したものでございます。 
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 昨年の関東・東北豪雨で甚大な被害を受けた常総市が位置する水海道都市計画区域

を初め，県内の全区域において，防災機能の体系的な配置，建築物や避難場所などの

耐震化，河川・都市下水路の整備，ハザードマップの活用による住民の防災意識の向

上などの方針を盛り込んでございます。 

 また，鹿島臨海都市計画区域や潮来都市計画区域においては，東日本大震災におい

て被害が大きかった液状化への対策を推進する旨の方針を追記してございます。 

 続きまして，「都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針」についてご説

明いたします。 

 まず，交通施設につきましては，災害に強い安心・安全な都市づくりに関する視点

を強化してございます。これは，全区域共通で強化したものでございますが，土浦・

阿見都市計画区域を例にしてご説明しますと，東日本大震災などの経験を生かし，災

害に強いみちづくりの実現に向けた取り組みを推進していくことや，大規模災害時に

おいて早期に緊急輸送道路ネットワークの機能を確保するため，緊急輸送道路の強化

や代替路の整備などを進めることを新たに追記しています。 

 また，長期未着手の都市計画道路の検証や必要な見直しについても，継続して方針

の中に位置づけてございます。 

 また，この項目では，事業の方針等を踏まえた変更も反映させております。 

 下妻都市計画区域を初め県西の都市計画区域では，茨城県西南部地域と東京都心方

面を直結する鉄道などの整備を見据えた環境整備を進めるなど，広域交通ネットワー

クの構築を図ることを新たに追記してございます。 

 土浦・阿見都市計画区域では，自転車・歩行者ネットワークを整備するための交通

施設として，桜川市と土浦市を結ぶ「つくばりんりんロード」や，霞ケ浦を一周する

「霞ケ浦自転車道」について言及してございます。また，日立都市計画区域では，バ

ス高速輸送システム「ＢＲＴ」の整備や利用促進について，追記しているところでご

ざいます。 

 続きまして，「下水道及び河川の方針」についてでございます。ここでは，主に事業

の方針等を踏まえた変更をしてございます。 

 下水道につきましては，例として，石岡都市計画区域では長寿命化計画に基づき，

計画的な点検・調査，改築・修繕を推進する旨の方針を追記してございます。 

 河川につきましては，水海道都市計画区域を初めとして，洪水による浸水被害から

地域の安全を確保するため，河川改修など適切な治水対策を進める方針を，引き続き

踏襲してございます。 

 また，土浦・阿見都市計画区域では，土浦市や阿見町で進めている「かわまちづく

り計画」などについても追記してございます。 

 続きまして，市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針」でございます。

ここでは，土地利用の転換に対する需要の高まりへの対応を追記してございます。 

 龍ケ崎・牛久都市計画区域を例にご説明いたしますと，幹線道路の整備進展などに

より，工業や商業・業務など都市的土地利用への転換に対する需要の高まりが予想さ

れる区域では，土地区画整理事業等による基盤整備を検討し，都市機能の集約による

良好で計画的な市街地形成を図るという方針を新たに記載してございます。 
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 また，そのほかに，事業の進捗等を踏まえた情報の更新もしてございます。 

 続きまして，最後の方針となる「自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計

画区域の決定の方針」でございます。 

 この方針では，まず，事業の進捗などを踏まえた情報の更新をしてございます。例

として，水戸・勝田都市計画区域では，国際的に重要な湿地を指定するラムサール条

約に涸沼が登録されたこと等を反映させてございます。 

 その他，自然環境保全に対する意識の高まりを踏まえた視点を強化してございます。

良好な環境を維持するため用途地域を除く全域に，特定用途制限区域を指定してござ

います八郷都市計画区域を例に，具体的に追加した文面を画面に表示してございます。 

 また，この方針においては，公園についても，進捗を踏まえた情報，本日の説明で

は継続する方針の例となりますが，その更新を反映させてございます。 

 風光明媚な自然的資源を有し，県内有数の観光地である大子都市計画区域では，レ

クレーション機能を持つ大子広域公園の利用促進について，引き続き記載してござい

ます。 

 また，水戸・勝田都市計画区域では，広域公園として国営ひたち海浜公園や偕楽園

公園の整備を進める旨の方針を継続してございます。 

 以上，簡単ではございますが，今回の改定における主な変更点などを中心にご説明

させていただきました。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてご報告いたします。 

 平成28年２月４日から２月18日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたところ，土

浦・阿見都市計画区域で１名，岩井・境都市計画区域で２名，合計３名の方から意見

書の提出がございました。 

 ここで，お手元の説明資料の28ページと29ページをご覧願います。最後の２枚にな

ります。意見書の要旨とそれに対する県の考え方についてご説明いたします。まず28

ページでございます。 

 土浦・阿見都市計画区域の区域マスへのご意見でございます。 

 ご意見は，「荒川沖周辺のコンパクトなまちを目指すことや，魅力ある都市景観形成

を盛り込んでいる点に賛成する」とした上で，具体的なプランの提案があったもので

ございます。提案としましては，「荒川沖周辺の都市計画道路荒川沖寺子線の沿道につ

いて，３層３階建ての集合住宅等の連続配置による景観に配慮した中層住宅街の形成

により，高さを生かすコンパクトな都市づくりを目指す先駆けにしてもらいたいこと」，

「沿道の除草対策として防水カラーコンクリートで覆うこと」，「公共トイレやごみ箱

など，スポット的な施設整備を進めること」となってございます。 

 これに対する県の考え方でございますが，「関係市町と連携して，区域マスに即した

コンパクトなまちづくりや魅力ある都市景観の形成に努めていくこと，また，ご提案

につきましては，市や町に情報を提供させていただくとともに，今後の参考とする」

としてございます。 

 続きまして，都計諮問第21号 岩井・境都市計画区域の区域マスへのご意見でござ

います。29ページをお開きください。 

 まず１人目のご意見は，坂東市の都市計画道路について，「50年前に計画された都市
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計画道路篠山藤田線は，中心市街地内の大部分で県道と重なっているが，都市計画道

路の必要性の客観的な評価など再検討が行われないまま，都市幹線街路として位置づ

けられている。コンパクトな都市形成を目指した都市計画のためには，多角的見地の

もとで中心市街地の道路のあり方を再検討すべきと思う」というものでございます。 

 これに対する県の考え方でございますが，区域マスにおいては，「長期にわたり未着

手の都市計画道路については，交通ネットワーク，道路整備上の課題や代替路線の有

無などについて検証し，必要な見直しを行う」としており，坂東市では，圏央道の開

通等の交通状況の変化を見ながら，市内の長期未着手の都市計画道路の再検討を行う

こととしていることから，県といたしましては，今後，市とともに連携して見直しを

進めていくこととしてございます。 

 続きまして，２人目のご意見は，境町を流れる染谷川の治水対策として，染谷川の

バイパスとなる新染谷川を計画してもらいたいというものでございます。また，これ

に関連しまして，「川の両岸を親水公園にし，渡良瀬遊水池のように整備すること」や，

「川の両岸の整備された区域に住宅環境をつくること」，「工業地を計画すること」と

いった具体的な計画の提案がございました。 

 ご意見に対する県の考え方としましては，区域マスにおいて河川の整備の方針とし

て，「地域の安全を確保するため河川改修など適切な治水対策を進める。また，河川流

域において親水性などを生かした憩いや交流の場の整備を進める」という方針を示し

てございます。 

 ご提案のあった計画は，境町管理の準用河川である染谷川の整備の進め方やその周

辺の土地利用のあり方に関するものであり，これらは境町が地元住民等と合意形成を

図りながら検討していくべきものでありますことから，県といたしましては，「境町に

情報提供を行うとともに，区域マスに即した治水対策が進むよう，境町と調整してい

くこと」としてございます。 

 また，この方からは，「（仮称）親水公園の計画に賛成する」という意見もいただい

てございます。 

 最後になりますが，各都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」の変更について，

各市町村に意見を求めたところ，全ての市町村から異存ない旨の回答をいただいてお

ります。 

 以上，都計諮問第７号から35号までご説明いたしました。 

 ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，皆様からのご意見，ご質問を承りたいと存じます。いかがでしょうか。 

 Ｂ委員，お願いします。 

○Ｂ委員 全体を説明を受けまして，私が寂しいと思うのは，茨城空港が国際化をし

ていますよね。2,000万人ぐらいの観光客も来ようとしている。それから，中国・東南

アジアの人もたくさん来ているというような中で，茨城空港との結びつきが，都市づ

くりがちょっと欠けているのは寂しいというような感じがします。また，ひたちなか

港の例えば世界的な大型客船の寄港によるまちづくりとか，そういう県民に大きな夢
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を与えるような何かが欠けているかなというような寂しさを感じますので，質問させ

ていただきます。 

○議 長 Ｃ委員。 

○Ｃ委員 同じような感想を持ったんですけれども。今，茨城県はこれまで投資して

きたインフラが開花している時期だと思うわけですね。その意味で北関東自動車道は

もう全通しましたけれども，圏央道が開通する，あるいは東関東の潮来線での成田。

それからもちろん常陸那珂港，茨城空港とあるわけですけれども，そういうものを考

えたときに，その成果というものが非常に広く出てくると思うんですね。 

 例えば圏央道だとかその辺を考えると，もう横浜だとか湘南だとかのほうまで全部

視野に入れた計画というものが必要になってくる時代かなと思います。その辺の点を

もう少し広域的に見たような書き方，これが必要なのかなというのが，どちらかとい

うとコメントなんです。 

○議 長 いかがでしょうか，事務局から。 

○事務局 まず，茨城空港につきましては，小美玉の都市計画区域マスタープランに

おいて，主要な施設の配置の方針に空港というものを出させていただいて，北関東に

おける空の玄関口として茨城空港を配置する。また，空港の利用促進の観点から，空

港駐車場を配置するなどの方針を書いてございます。また，石岡のスマートＩＣ駅か

ら茨城空港に結ぶ道路なども位置づけているところでございます。 

 また，常陸那珂港でございますけれども，水戸・勝田都市計画区域において，ひた

ちなか地区市街地地域ということで，本地区は，ビジネス＆プレジャーの実現できる

国際港湾公園都市づくりを目指して，北関東自動車道や茨城港，常陸那珂港を活用し

た首都圏の新たなゲートウェイとして，物流機能の高度化とともに，臨港地区や工業

団地等の産業集積を図ること，また，都市施設の方針としても港湾を特出しして書い

ているところでございます。 

 それと，広域的な観点の記載ということでございますけれども，一つの例としまし

ては，県西にあります古河都市計画区域につきましては，基本理念のところになりま

すけれども，首都圏中央連絡道路や新４号国道，筑西幹線路等の整備効果を生かしな

がら，商業・業務，工業・流通業務等の産業系土地利用を積極的に推進し，さいたま

新都心や小山・宇都宮圏と連携し，東京都市圏の機能の一翼を担う，自然や歴史，文

化等から見て地域にふさわしい都市を目指すという方針を書いてございます。 

 また，大子都市計画につきましては，以前からありますＦＩＴ構想，福島・茨城・

栃木の県際の構想でございますけれども，ＦＩＴ構想などについても位置づけている

ところでございます。 

○Ｃ委員 いろいろ留意されているようではございますけれども，やっぱり一つは圏

央道が開通したときに，首都圏を背負う，物流施設なんかもいろいろ入ってきている。

さらには，常陸那珂港の整備とともに，東京湾港との物流の大きなルートができてく

るんじゃないのかなと。 

 その辺で今後茨城県の構想というのはかなり変わってくる。そういう意味でもう少

し書き込みがほしかったわけですけれども，今回は見直しということで，次回５年後

にその辺のところを配慮した，少し全体的な見方を取り込んでいく方向が必要なんじ
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ゃないかということをコメントさせていただきます。 

○議 長 いかがですか。 

○Ｂ委員 私も関連で申し上げます。 

 都市づくり，非常に手がたいとは思うんですが，やはり茨城県は全国第２位の農業

産出国ですよね。東京都なんかも農産物が全国第１位というような中で，やっぱり農

業者に目を向けた都市づくりも必要だろうと思うんです。 

 だから，議会なんかで聞いていますと，やっぱり農業者はいろいろな要望を出して

おります。東南アジアへの輸出の道を拡大してくれとか。そういう都市づくり，土地

づくりというのは，やっぱり農業者の立場というのも配慮してあげるべきじゃないか

と。そういう視点が少し，これを見ると不足しているのかなという感じがするんです

よね。 

 もちろん，こういう都市計画の定義の中で運用の妙で，今説明を受けました空港の

問題とか那珂港の問題とか，そういう問題をやってくれるのは十分理解できるんです

が，むしろ華々しく，県民に夢を与えるような，都市計画の目玉というのも必要じゃ

ないかと思うんです。 

 この前，私，会議で千葉へ行ったら，幕張メッセという大都市が忽然とできて，や

っぱりそれなりの魅力があると思うんですよ。だから，茨城でもそういう思い切った

構想をして，そして，「関東に茨城あり」というような目玉ができる余地を残すべきじ

ゃないかと考えております。私が言っているのは非常に理想論で申しわけないんです

が，そういう夢のある計画を望みたいという希望でございます。 

○議 長 いかがですか。 

○事務局 農業につきましては，今回の方針にはたくさん書かれているわけではあり

ませんが，優良な農地との健全な調和の方針で農業のことについて，農業経営をする

上で優良農地は重要なものであるとか，農地が有する自然的環境とかそういう観点で

書いているところでございます。本日いただきました意見は重く受けとめまして，次

回また見直しをさせていただくことになると思いますが，そのときは広域的な観点や

もう少し農業者のほうにも目を向けたそのような計画にしていくよう，努力していき

たいと考えてございます。 

○議 長 よろしいでしょうか。 

 とにかく，陸・海・空，圏央道が完全に全通したら，それこそもう大変な。港があ

って飛行場があって道路の拠点ということですので，外国人の観光客の2,000万人とい

うお話が出ましたけれども，そういうことの受け皿とか，ＴＰＰに対する茨城県内農

業の攻めの問題，攻めていくというような意味を含めての活用など，大きなテーマだ

と思いますので，ご指摘いただいたご意見を十分にこれからも反映して，詰めていっ

てもらいたいということをお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。Ｄ委員，お願いします。 

○Ｄ委員 私が今気になっていますのは，いわゆる太陽光発電のための山林の開発と

いう件があるかと思うんですけれども，この間もちょっと話題になっていたようで，

筑波山麓のことですか，そういった地元との問題，またそれを縛る法律がないという

こともなかなか難しいところがあるとは思うんですが。 
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 農地のほうは農地法で庇えるんでしょうが，山林のほうがなかなかそういった手が

回らないということで，皆様もお気づきのとおり，水戸市内をざっと見回しただけで

も，里山的なところの山林が甚だしく開発が進んでいると。自然エネルギーの普及と

いうかそういったことも，国のお考えも当然あるというのはよくわかるんですが。危

険な区域，いわゆる傾斜地的なところまで開発が進んでしまうのは，やっぱり安全・

安心ということを考えますと，ちょっと問題ありではないかと。 

 だから，こういったものに対しての取り扱いというのは，ちょっと都市計画法でど

うのこうのという問題では，なかなか難しいものがあるのかもしれないんですが，今

のところ建築物というか工作物では，建築基準法では縛れないというような内容があ

るらしいので，そういったものに対しての，これからもますます広がっていくであろ

うと思っています。そういったものに対しての県としての考え方というか，各市町村

とどういうふうに折り合いをつけていくのかとか，その辺をちょっとお伺いしたいな

と思いました。 

○事務局 太陽光発電につきましては，当然推進していかなければいけませんけれど

も，ただ，どこにでも作っていいかというようなことにつきまして，いろいろ課題が

あるとは聞いてございます。県としましては，市町村等関係機関と連携をしながら，

立地を避けるべきエリア等の指定や適正な維持管理，また，住民との合意形成などを

盛り込んだガイドラインを策定するという方針にしてございます。 

 今後，関係課等と調整しながら太陽光発電に係るガイドラインをつくりまして，対

応を図っていくというという方針になってございます。 

○議 長 よろしいでしょうか。ほかにご意見ございますでしょうか。Ａ委員，お願

いします。 

○Ａ委員 何点かあって，大きく二つのグループになるんですが，一つは，ちょっと

分厚いほうで申しわけないんですけれども，本日，これの案が取れるということなの

で，案を取るとなったときに，ここの点，これで大丈夫ですかということが何点かあ

るので，それはご指摘させていただこうと，質問もあるんですけれども。 

 あと，もう一つのは個人的な意見が何件かあるんですが，本日はちょっとお時間も

きついということなので，全体的に見て，もし時間的余裕があれば，会長からお許し

をいただければ，その段階でそれはお話ししようかなと思っています。 

 まず，案を取るときに，これでいいんですかと気になったのは，本日のご説明では，

新しい部分のご説明は結構あったんですが，削除したりしたほうがいいんじゃないか

なという，要するに20年先の話をするのに，ちょっとこれは古いんじゃないですか，

残していいですかというのが何点かあります。 

 例えば赤の大きなほうの冊子で13番でいきますと，取手・守谷の11ページのところ

の４）なんですけれども，「つくばエクスプレスを配置する」とかですね。10年前に配

置されているものなのですが。 

 あと同じような文言が，例えば赤の16ページのところで「筑波」のところの，「研究

学園都市」の13ページなんかにも同じような文言があります。あと，茨城空港に関し

ても同じような文言が残っているところがたしかあったと思いますが，例えば赤の「小

美玉」の９ページ，「交通」のところですけれども，二つ目のパラグラフのところに，
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「今後，茨城空港の開港や」とか，何かまだ開港していないような文章があったりし

ますので，そのあたりはやっぱりちょっとまずいんじゃないかなと思っているという

ところが１点です。 

 あと，同じような事実確認なんですけれども，後ろのほうなんですが，赤の33のタ

ックのところには「潮来」がございますが，潮来の10ページ「交通体系の整備」の真

ん中よりちょっと下，「さらに道路交通の」というところなんですが，「コミュニティ

バスなどの公共交通機関の積極的な利用を促す」とあるんですが，去年の夏の段階で

すけれども，県の公共交通，活性化の委員会とかで出てきた経緯を拝見しますと，潮

来はコミュニティバスはないエリアになっていて，同じように35番の「行方市」など

も，「コミュニティバスの積極的な活用をする」と書かれているんですが，行方もたし

かコミ・バスはないエリアに県の資料ではなっていたということがあります。だから，

そのあたりの事実確認だとか整合性を確認していただいたほうがいいのではないかと

いうことですね。 

 あと，もう１点だけ。赤の25のタック，下妻の９ページの下のところで，「下水道の

整備水準の目標」とあるんですが，27.0％が基準年で，平成42年には99.6％になると。

それはほかの市町村の整備水準の傾きから見るとものすごく急なので，この数字は本

当に合っていますか。 

 もう時間がなくなるので，そんなところで，案として取るときにその辺のところが

ちょっと気になりましたというコメントでございます。 

○議 長 これは今，お答えできますか。 

○事務局 この区域マスにつきましては，最終的に市町村のほうに最近投げて，中身

が間違っていないかということを再確認はしてもらっているところでございます。 

 ただ，先ほどコミュニティバスは潮来市や行方市で，ないという話ですけれども，

ちょっと今，手元に資料がないこともありまして，先生のご意見を踏まえまして，今

指摘された内容につきましては，もう一度確認をさせていただきたいと考えてござい

ます。 

 下水道等につきましても，基本的には一度全て市町村に確認をしていただいている

ところでございますが，誤植等もあると問題になりますので，再度確認をさせていた

だきたいと思います。 

 また，つくばエクスプレスにつきましては，都市計画として位置づけているものに

ついては，茨城空港やつくばエクスプレスは今も走っているわけでございますけれど

も，そちらについては「配置する」というのは，改めて配置するというよりは，ある

ものを配置するという書き方をしているところだとご了解してください。 

○Ａ委員 何となくちょっと，ちょっと目から見たら違和感がある。 

○議 長 あるものを配置するというのはどういう意味なんですか。 

○事務局 その都市構造として，そこに「つくばエクスプレスを配置する」というよ

うな表現になって，公園なども全て，既存のもの，今あるものも表現としては「配置

する」という表現にしてございます。 

○議 長 単純な間違いとかそういうものであれば，それは事務局で確認して直して

もらうということで，Ａ委員，よろしいでしょうか。 
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 はい，ありがとうございます。 ほかによろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 では，特にないようでございましたら，都計諮問第７号から第35号までの

都市計画区域マスタープランの変更については，原案どおりの可決ということでよろ

しいでしょうか。ご承認いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 特に異議がないようでございますので，都計諮問第７号から35号については，原案

どおり可決ということにさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

【都計諮問第３６号～３８号 「鹿島臨海都市計画区域区分の変更」等】 

 

○議 長 続きまして，都計諮問第36号から38号の鹿島臨海都市計画区域区分の変更

等について，事務局の説明を求めます。お願いします。 

 

 

○事務局 引き続き，よろしくお願いいたします。 

 ここからは，定期見直しにおいて，区域区分の変更などの案件を都市計画区域ごと

に諮問させていただきます。 

 区域区分の変更，いわゆる線引きの見直しにつきましては，大きく二つの方法がご

ざいます。 

 一つ目は，おおむね５年ごとに実施している都市計画基礎調査を踏まえ，区域マス

タープランとあわせて，一斉に実施する「定期的な見直し」でございます。 

 二つ目は，人口や産業の将来見通しの範囲内において，定期見直しの時期にかかわ

らず，市街地整備に実施が確実になった段階で市街化区域の編入を行う「随時見直し」

でございます。 

 今回の区域区分の変更は，定期見直しに当たり，決定権者である県が，「第７回市街

化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の見直し基本方針」，いわゆる「線引き見

直し方針」を策定しまして，これを踏まえ，市町村から都市計画法第15条の２に基づ

き，都市計画案の申し出があった地区について，市街化区域の編入を行うものでござ

います。 

 「線引き見直し基本方針」は，巻末の参考資料に添付しております。正面のスクリ

ーンには，この「線引き見直し方針」における市街化区域編入要件と今回諮問する案

件の対応関係を示しております。 

 隣接する住居系区域と実質的に一体となっている１地区，隣接する工業系区域と実

質的に一体となっている２地区，港湾の埋立事業区域である２地区，いわゆる飛び市

街地の要件に該当する１地区でございます。これらを都市計画区域ごとに順次諮問さ

せていただきます。 

 まず，鹿島臨海都市計画における３案件でございます。 
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 都計諮問第36号から38号までについて関連がございますので，一括してご説明いた

します。お手元の付議案は31ページから33ページ，図面は，「別冊１ 付議案図面」２

－１，２－２ページ及び３－１，３－２ページの計４枚となります。 

 三つの案件は，鹿島港において港湾計画に基づく公有水面埋立事業が行われるなど，

都市的土地利用の進展に伴い，必要となる都市計画の案件でございます。 

 都市計画区域の変更は，これらの公有水面埋立事業によって生じる土地の区域を含

めて，一体の都市として総合的に整備・開発・保全するために行うもので，また，区

域区分の変更は，公有水面埋立竣工，または竣工が確実な区域について計画的な市街

化を図るため，市街化区域に編入するものでございます。 

 さらに，臨港地区の変更は，港湾管理者からの申し出に基づき，市街化区域への編

入区域などについて，土地利用を適切に規制・誘導するため，臨港地区の追加指定を

行うものでございます。 

 それでは，まず，鹿島臨海都市計画区域の変更についてご説明いたします。 

 本都市計画区域は，鹿嶋市及び神栖市の全域で構成され，区域の一部は首都圏整備

法に基づく都市開発区域に指定されております。また，本都市計画区域は，平成20年

５月に旧大野都市計画区域との統合を図る再編をしたところでございます。 

 都市計画区域の指定は，都市計画法第５条に基づき県が指定するものであり，変更

に際しましては，あらかじめ関係市町村及び県都市計画審議会の意見を聞いた上で，

国土交通大臣と協議し，同意を得ることとなります。 

 今回の変更は，鹿島港において公有水面埋立事業が進展していますことから，これ

らの港湾等の公有水面の埋め立てによって生じた土地が都市計画区域内として取り扱

われるよう，鹿嶋市及び神栖市の全域の地先公有水面を本都市計画区域の範囲に含め

る変更を行うものでございます。 

 次に，区域区分の変更と臨港地区の変更についてご説明いたします。 

 鹿島港の位置関係でございます。画面では，左上を北にしております。こちらがＪ

Ｒ鹿島線，鹿島臨海鉄道・鹿島臨港線，主要幹線道路として，国道51号，国道124号が

ございます。赤く囲んで示しておりますのが，今回市街化区域に編入する区域であり，

薄い赤で色づけしたところが，今回，臨港地区に指定する区域でございます。 

 上位計画の位置づけでございますが，都市計画区域マスタープランにおいて，鹿島

港については，首都圏の流通機能の一翼を担う物流拠点として鹿島港の整備を推進し

て，商港機能の拡充を図ることとしており，鹿嶋市都市マスタープランにおいては，

活力ある工業・流通業務地の形成と位置づけております。 

 次に，鹿島港の港湾整備の状況についてご説明いたします。 

 現在，港湾計画に基づき，北公共埠頭，南公共埠頭，外港公共埠頭などの整備が進

められ，工業港としての機能のみならず，商業港としての機能の拡充が図られており

ます。平成25年４月には，外港公共埠頭の耐震強化岸壁が水深13メートルで暫定供用

を開始しており，また，鹿島港の陸域には，鹿島臨海工業地帯として約160の企業の集

積が進み，外港公共埠頭に近接する北海浜地区では，金属及び木材を中心とした企業

が立地し，操業を開始してございます。 

 今回，区域区分の変更として市街化区域に編入する区域は，公有水面の埋立竣工が
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確実な外港地区の一部，及び埋め立てが竣工し供用開始している北海浜第二船だまり

地区，合わせて面積約38.5ヘクタールの区域でございまして，計画的な市街化を図る

ため編入するものでございます。 

 また，臨港地区の変更として新たに指定する区域は，今回の市街化区域の編入区域

のほか，鹿嶋市浄化センターなどの用地を除く外港地区と密接な関連があり，一体と

して管理する北海浜地区の工業用地でございまして，港湾施設の拡張や鹿嶋市におけ

るまちづくり計画を踏まえ，土地利用を適切に規制誘導するため，指定をするもので

ございます。 

 ここで，臨港地区の指定に関連する事項を補足としてご説明いたします。 

 都市計画法の臨港地区の指定は，臨港地区の区域のみを定めるものでございますが，

この指定と同時に，港湾管理者において港湾法に基づく「分区」が指定されます。指

定された分区内では，建築物その他の構築物の用途は県の分区に関します条例で定め

られているものに限られ，容積率，建ぺい率のみ，都市計画法の用途地域の規定が適

用されます。これにより，港湾計画に基づく土地利用の適切な規制誘導が図られるこ

とになります。 

 スクリーンには，指定しようとする分区の状況を表示しております。また，参考と

しまして，お手元の付議案図面３－２ページにも同じものを添付させていただいてご

ざいます。 

 ここで，今回新たに，臨港地区に指定する区域を拡大して表示します。外港地区の

埠頭及び港湾関連用地の区域は，旅客または物流関係事業者が事業を行う「商港区」

に，北海浜地区の工業用地の一部は，港湾を利用した製造事業等の工場等のための「工

業港区」に，北海浜第二船たまり地区の埠頭用地は，水産物を取り扱う「漁港区」に，

外港地区などの緑地部分は，「修景厚生港区」に指定されます。 

 また，県が行う区域区分の変更及び臨港地区の変更と同時に，鹿嶋市が用途地域を

定めることになり，今回市街化区域に編入される区域を「準工業地域」，容積率200％，

建ぺい率60％に指定いたします。 

 次に，公聴会及び都市計画案の縦覧結果などについてご説明いたします。 

 都市計画法16条に基づき，都市計画素案の閲覧及び公述を受け付けましたが，公述

の申し出はございませんでした。 

 また，都市計画法17条に基づき，２週間，都市計画案を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。また，国土利用計画法に基づく審議会において，

「都市地域の拡大」及び「農業地域の縮小」についてご了承をいただいていることを，

あわせてご報告いたします。 

 最後になりますが，都市計画区域の変更について，鹿嶋市及び神栖市の両市に意見

を求めたところ，異存ない旨の回答があり，区域区分の変更及び臨港地区の変更につ

いて鹿嶋市に意見を求めたところ，異存ない旨の回答をいただいてございます。 

 鹿島臨海都市計画における都計諮問第36号，37号，38号の説明は，以上でございま

す。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 
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 それでは，皆様のご意見，ご質問を承りたいと存じますが，何かございますでしょ

うか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 特にご意見ないということでよろしければ，都計諮問第36号の都市計画区

域の変更に意見を求められたことについては，原案に異議なしで，37号及び38号の区

域区分の変更等については，原案のとおり可決ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 それでは，異議なしということで，都計諮問の第36号については異議なし，37号及

び38号については原案のとおり可決ということにさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

【都計諮問第３９号～４１号 「日立都市計画区域区分の変更」等】 

 

○議 長 続きまして，都計諮問第39号から41号の日立都市計画区域区分の変更等に

つきまして，事務局からの説明を求めます。お願いします。 

 

 

○事務局 日立都市計画における３案件でございます。 

 都計諮問第39号から41号まで，関連がございますので一括してご説明させていただ

きます。お手元の「付議案」は34－１ページから36ページ，図面は，「別冊１ 付議案

図面」の４－１から４－３ページと，５－１から５－２ページの５枚になります。 

 都市計画区域の変更は，茨城港日立港区において，港湾計画に基づく公有水面埋立

事業が行われるなど，都市的土地利用の進展が見受けられることから，これらの区域

を含めて一体の都市として，総合的に整備・開発・保全するため行うものでございま

す。 

 また，区域区分の変更につきましては，港湾計画に基づき埋立竣工が確実に見込ま

れます日立市の「茨城港日立港区地区」と，平成25年に開発行為が完了し，引き続き

良好な住環境の維持をしていく必要がある常陸太田市・「四季の丘はたそめ地区」の２

地区について，計画的な市街化を図るため，市街化区域の編入を行うものでございま

す。 

 さらに，臨港地区の変更につきましては，港湾管理者からの申し出に基づきまして，

茨城港日立港区において港湾機能の充実や港湾における諸活動の円滑化を図るため，

臨港地区の追加指定をするものでございます。 

 それでは，まず日立都市計画区域の変更についてご説明いたします。 

 本都市計画区域は，日立市の一部及び常陸太田市の一部の区域で構成され，首都圏

整備法に基づく都市開発区域に指定されております。 

 今回の変更は，さきの鹿島臨海都市計画区域と同様に，茨城港日立港区において，

公有水面埋立事業が進展していることから，これらの港湾等の公有水面埋め立てによ
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り生じた土地が，都市計画区域内として取り扱われますように，太平洋側に面する地

域の地先公有水面を本都市計画に含める変更を行うものでございます。 

 また，あわせて，指定の公告の表記を現在の町名に改めます。 

 市街化区域に編入する区域の位置関係でございます。 

 こちらが，ＪＲ常磐線，ＪＲ水郡線，主要幹線道路として常磐自動車道，国道６号，

国道245号，国道293号，国道349号がございます。 

 赤く囲んで示しておりますのが，今回市街化区域に編入する区域であり，薄い赤で

色づけしてあるところが，新たに臨港地区を指定する区域でございます。 

 まず初めに，茨城港日立港区について詳細をご説明いたします。 

 上位計画の位置づけでございますが，都市計画区域マスタープランにおいて，茨城

港日立港区は，完成自動車等を中心とした内外貨物の輸送拠点として順調な発展を遂

げていることから，引き続き港湾利用者等の需要に応えて機能の充実を図るとともに，

利用促進を図ると位置づけてございます。 

 また，日立市都市計画マスタープランにおいては，流通業務・研究業務等，新産業

拠点として位置づけてございます。 

 茨城港日立港区の整備の状況についてご説明いたします。 

 現在，港湾計画に基づき整備が進められており，これまでに四つの埠頭に14の公共

岸壁が供用されているほか，第５埠頭には，間もなく稼働開始を控えた日立ＬＮＧ基

地の試運転が進められるなど，今後とも石油製品・鋼産品などのほか，輸出入自動車，

エネルギーなどを扱う国際物流拠点としての発展が期待されているところでございま

す。 

 今回市街化区域に編入する区域につきましては，公有水面の埋め立てが竣工した第

１・第２埠頭地区間の港湾関連用地並びに，埋立竣工が確実な第３埠頭地区の埠頭用

地及び港湾関連用地，合わせて面積約14.6ヘクタールの区域でございまして，計画的

な市街化を図るため，市街化区域に編入するものでございます。 

 また，臨港地区の変更につきましては，市街化区域に編入する赤枠で囲った区域を

臨港地区に含めます。また，平成26年度に都市計画変更を行った国道245号の計画変更

により生じた区域について，臨港地区界と道路界の整合を図るため，あわせて臨港地

区に指定するものでございます。これにより，港湾機能の充実や港湾における諸活動

の円滑化を図るものでございます。 

 指定しようとする分区の指定状況について，スクリーンを表示してございます。ま

た，参考としまして，お手元の「付議案図面」５－２ページにも同じものを添付して

ございます。 

 今回新たに臨港地区を指定する区域は，いずれも港湾関連用地，または埠頭用地で

あることから，旅客または物流関係事業者が事業を行う「商港区」に指定されます。 

 また，県が行う区域区分の変更及び臨港地区の変更と同時に，日立市が用途地域を

定めることになり，今回市街化区域に編入される区域を準工業地域，容積率200％，建

ぺい率60％に指定いたします。 

 続きまして，市街化区域に編入する常陸太田市の四季の丘はたそめ地区について，

詳細をご説明いたします。 
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 まず，上位計画の位置づけでございますが，都市計画区域マスタープランにおいて，

計画的に整備された住宅地においては，今後とも良好な居住環境の維持に努め，道路・

公園等の都市施設の整備を図るなど，住宅地として良好な環境の形成に努めることと

しており，常陸太田市都市計画マスタープランにおいては，街路や公園など都市基盤

が整備された大規模開発団地等においては，現在の良好な居住環境の維持・保全を図

ることとし，市街化区域への編入を検討するとされております。 

 はたそめ地区の現況でございます。 

 本地区は，ＪＲ水郡線常陸太田駅から北東方向に約2.4キロメートル，市役所から北

東に約１キロメートルに位置する，丘陵地に広がる良好かつ大規模な住宅団地であり，

平成２年から民間事業者により開発され，現在では大部分が低層の戸建て住宅地とし

て利用されております。 

 また，都市計画道路の沿道には，地区センターや商業施設，デイサービスセンター

が立地し，当地区及び周辺地区を学区とする小学校も立地してございます。地区内に

は現在，人口約3,000人，900世帯が居住しております。 

 今回，市街化区域に編入する区域につきましては，一つの独立した市街地として，

いわゆる飛び市街地となりますが，国道293号の一部や都市計画道路西宮幡線など，都

市施設が供用済みであるほか，民間事業者の開発行為が平成25年に完了し，引き続き，

良好な住環境を維持していく必要があることから，面積約52ヘクタールの区域を市街

化区域に編入するものでございます。 

 県が行う区域区分の変更と同時に，常陸太田市が用途地域の変更，地区計画の決定，

下水道区域の変更を行います。 

 市では用途区域を，画面に示すように建物立地状況を踏まえて設定し，地区計画に

ついては，既存の建築協定を生かしながら，建築物等の用途の制限をきめ細かに設定

いたします。下水道区域については，公共水域の保全に資するため，市街化区域に編

入する約52ヘクタールについて，排水区域の拡大を行います。 

 次に，公聴会及び都市計画案の縦覧結果などについて，ご報告いたします。 

 都市計画法第16条に基づき，都市計画素案の閲覧及び公述の受け付けを受け付けま

したが，公述の申し出はございませんでした。また，都市計画法17条に基づき，２週

間，都市計画案の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。 

 また，国土利用計画法に基づき，審議会において都市地域の拡大や農業地域の縮小

についてご了承をいただいていることは，あわせてご報告いたします。 

 最後に，都市計画区域の変更について，日立市並びに常陸太田市の両市に意見を求

めたところ，異存ない旨の回答があり，区域区分の変更については日立市及び常陸太

田市に，臨港地区の変更については日立市に，それぞれ意見を求めたところ，いずれ

も異存ない旨の回答をいただいております。 

 日立都市計画における都計諮問第39号，40号，41号の説明は，以上でございます。

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございます。 

 それでは，ご意見，ご質問をお願いしたいと存じます。何かお気づきの点，ござい
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ますでしょうか。Ａ委員，お願いします。 

○Ａ委員 臨港地域のほうは，そのとおりかなと思うのですが，やっぱり，はたそめ

は，本来，順番的には計画が先にあるべきもので，開発したから後から用途地域に入

りますというのは，何となく順番的には違うかなという感じがしています。 

 資料の赤の27の日立のプランで，そもそも日立はこれから，常陸太田地区で人口が

２万人ぐらい減って，市街化区域の人口自体が1.5万人ぐらい減るわけなので，空き家

とかそういう問題も含めてトータルで考えられた場合に，全体的にいつの段階でどう

いうプランをしないといけないかということは，やっぱりちょっと考えながらやらな

いといけないのではないかなと，感想ではございますけれども，コメントとさせてい

ただきます。 

○議 長 それに対して，事務局，いかがですか。 

○事務局 今回のはたそめの市街化区域の編入につきましては，平成25年に民間の開

発が終わったということで入れているわけでございますが，県の市街化区域に入れる

方針としましては，計画的な市街地が確実に行われる地区について入れるということ

でございまして，民間事業者に関しては，どうしても用地の買収等が進んで最終的に

計画的な市街地ができるとわかった時点，確実になった時点ということで入れるので，

後になってしまうことがございます。 

 区画整理等につきましては，初めに，区画整理を始める前に，区画整理，都市計画

決定と一緒に市街化区域に入れるというような対応をしているところでございます。 

○Ａ委員 トータルなことなので，町全体で長期的に考えていただきたいということ

です。 

○議 長 そうですね。ぜひ，それはもう留意していただいて検討してください。 

○事務局 はい，わかりました。 

○議 長 ほかにございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 特にご意見ないようですので，それでは，都計諮問第39号の都市計画区域

の変更に意見を求められたことについては，原案に異議なし，40号及び41号の区域区

分の変更等については，原案どおり可決ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 異議なしということで，都計諮問第39号については異議なし，40号及び41号につい

ては，原案のとおり可決ということにさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

【都計諮問第４２号 「土浦・阿見都市計画区域区分の変更」】 

 

○議 長 続いて，都計諮問第42号につきまして，事務局から説明を求めます。 

 

 

○事務局 引き続き，よろしくお願いいたします。 
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 都計諮問第42号 土浦・阿見都市計画 区域区分の変更についてご説明をさせてい

ただきます。お手元の付議案は37ページ，図面は，「別冊１ 付議案図面」の６－１，

６－２ページになります。 

 本案件は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域として，既に県営アパ

ート及び市営住宅が立地している土浦市・都和３丁目地区について，良好な住環境の

維持・形成を図るため，市街化区域に編入する案件でございます。 

 本案件に係ります土浦・阿見都市計画区域についてご説明いたします。 

 本都市計画区域は，土浦市及び阿見町の全域とかすみがうら市の一部で構成され，

首都圏整備法の都市開発区域に指定されております。 

 市街化区域に編入する都和３丁目地区の位置関係でございます。こちらがＪＲ常磐

線，常磐自動車道，国道６号，国道125号，国道354号でございます。赤く囲んで示し

ておりますのが，今回市街化区域に編入する区域でございます。 

 上位計画の位置づけですが，ご審議いただいた都市計画区域マスタープランでは，

市街地における住宅建設の方針において，「茨城県住生活基本計画」に基づき，既存公

営住宅ストックの適切な維持保全及び更新・再編に努めるとしております。 

 また，土浦市都市計画マスタープランにおいては，都和３丁目地区について，地域

の状況に合った計画的な市街地の維持を図るため，市街化区域への編入について検討

するとされております。 

 地区の現況についてご説明いたします。 

 今回，市街化区域に編入する都和３丁目地区は，国道125号の南側に位置し，県営都

和アパート，市営都和団地といった公営住宅が立地する約4.0ヘクタールの区域であり，

現在，人口約670人，360世帯が居住しております。周辺には農地が介在する住宅地な

どがございます。 

 都和３丁目地区は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域として県営ア

パートなどの住宅系土地利用がされており，今後も既存の市街化区域と一体的に良好

な住環境の維持・形成を図るため，約４ヘクタールの区域を市街化区域に編入するも

のでございます。 

 また，県が行う区域区分の変更と同時に，土浦市が用途地域の変更と地区計画の決

定を行います。市では用地地域を，図面に示すとおり既存の市街化区域との連続性を

考慮して設定し，地区計画については，隣接する県営住宅地を含めて一体として指定

を行い，今後の更新等を考慮しながら安全で利便性の高い良好な住宅市街地を形成す

ることとしております。 

 次に，公聴会及び都市計画案の縦覧結果などについてご説明いたします。 

 都市計画法16条に基づき，都市計画素案の閲覧及び公述を受け付けましたが，公述

の申し出はありませんでした。また，都市計画法17条に基づき，２週間，都市計画案

を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。 

 なお国土利用計画法に基づく審議会において，「農業地域の縮小」についてご了承を

いただいておりますことを，あわせてご報告いたします。 

 最後になりますが，区域区分の変更について，土浦市に意見を求めたところ，異存

ない旨の回答をいただいてございます。 
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 土浦・阿見都市計画における都計諮問第42号の説明は，以上でございます。ご審議

のほど，よろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございます。 

 それでは，ご意見，ご質問をお願いいたします。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 よろしいでしょうか。特にないようでしたら，都計諮問第42号の区域区分

の変更については，原案のとおり可決ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 では，異議なしということで，都計諮問第42号については，原案どおり可

決といたします。 

 

 

○議 長 時間が今，37分ですか。午前中にどれぐらいまでで説明できるか，事務局

からありますか。 

○事務局 予定している案件はあと２本ございまして，説明そのものが１件５分程度

かなとは思ってございます。 

○事務局 次の都計諮問第43号について，質疑含めて10分程度で御審議いただけると

思いますので，よろしくお願いします。 

 

 

 

【都計諮問第４３号 「八千代都市計画区域区分の変更」】 

 

○議 長 では，そのまま引き続いてお願いしたいと思います。都計諮問第43号につ

いて御説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 都計諮問第43号 八千代都市計画区域区分の変更について，ご説明させて

いただきます。 

 お手元の付議案は38ページ，図面は「別冊１ 付議案図面」の７－1，７－２ページ

になります。 

 本案件は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域である八千代町西山工

業団地拡張地区について，工場の操業環境の向上を図るため，市街化区域に編入する

案件でございます。 

 本案件に係ります八千代都市計画区域についてご説明いたします。 

 本都市計画区域は，八千代町の行政区域全域から成り，首都圏整備法の近郊整備地

帯と隣接した区域であります。 

 市街化区域に編入する西山工業団地拡張地区の位置関係でございます。 

 こちらが関東鉄道常総線，主要幹線道路として首都圏中央連絡自動車道，国道125号
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があり，圏央道・境古河ＩＣから約６キロメートル圏内にある工業団地でございます。 

 赤く囲んで示しておりますのが，今回市街化区域に編入する区域でございます。 

 本区域の上位計画の位置づけですが，ご審議いただいた都市計画区域マスタープラ

ンにおいて，西山工業団地は，「周辺の自然環境に配慮しつつ，既存工場との一体性を

踏まえ工業地を拡大し，良好な生産環境の維持・向上と機能強化を図る」としており

ます。また，八千代町都市計画マスタープランにおいては，「周辺の緑豊かな環境との

調和に配慮した工業生産施設等が集積立地する工業地を形成する」工業振興ゾーンと

位置づけされております。 

 続きまして，地区の現況でございます。今回，市街化区域に編入する区域は，茨城

県開発公社が造成した西山工業団地に隣接し，工業団地内に立地する「合成樹脂製簡

易容器」，いわゆる食品トレーを製造する企業が平成19年に開発許可を受けて新工場を

整備し，平成24年４月から操業開始している区域でございます。 

 西側には幅員９メートルの町道，北側は幅員10メートルの町道に接しております。 

 西山工業団地には食品トレー工場のほか，車両部品製造工場，精密機械加工業など

10社の企業・工場が立地しており，今回編入する約7.5ヘクタールの区域とともに，企

業立地促進法に基づく重点促進区域に指定されております。 

 西山工業団地拡張地区は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域として

工業系土地利用が行われており，既存の工業団地と一体的に工業振興ゾーンとして，

工場の操業環境の向上を図るため，面積約7.5ヘクタールの区域を市街化区域に編入す

るものでございます。 

 また，県が行う区域区分の変更と同時に，八千代町が用途地域の変更と地区計画の

決定を行います。町では用途地域を，図面に示すとおり，既存の市街化区域と同様に

工業専用地域に指定し，地区計画については，西山工業団地地域と一体的に定め，良

好な産業系市街地の形成を図ることとしております。 

 次に，公聴会及び都市計画案の縦覧結果などについてご報告いたします。 

 都市計画法16条に基づき，都市計画素案の閲覧とともに公述を受け付けを行いまし

たが，公述の申し出はございませんでした。また，都市計画法第17条に基づき，２週

間，都市計画案を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。 

 また，国土利用計画法に基づく審議会において，「農業地域の縮小」についてご了承

をいただいていることを，あわせてご報告いたします。 

 最後になりますが，区域区分の変更について八千代町に意見を求めたところ，異存

ない旨の回答をいただいております。 

 八千代都市計画における都計諮問第43号の説明は，以上でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，ご意見，ご質問をお受けしたいと存じますが，何かお気づきの点，ござ

いますでしょうか。Ｄ委員，お願いします。 

○Ｄ委員 前にちょっとレクチャーで教えていただいたかもしれないんですけれども，

これ南側のところにも建物が何軒か，今回の工専地区のほうの南側のあたりですね。



- 26 - 

この辺というのは，やっぱり現状として工場が立ち並んでいるのでしょうか。今回の

計画には一緒には入らなかったということなのでしょうか。 

 南・西というか，建物の大きいのが，この都市計画決定時のほうでは入っているよ

うに見えたのですが。 

○事務局 下にも食肉処理加工業がありますが，そちらについては，土地を住宅と兼

用で使っていますので，一体の工専としてはくくれないということがございます。 

 それと，八千代町としては今回，編入する区域を企業立地促進法の重点促進区域と

して，上位計画上に位置づけていますので，今回はそれに限って位置づけるというこ

とにさせていただいてございます。 

○Ｄ委員 これからこの南側のほうのところに新たに工場が例えば建て直しとかそう

いう考え方というのは今のところは予定されていない。 

○事務局 今のところはそのようなことは聞いてございません。 

○Ｄ委員 そうですか，はい，わかりました。 

○議 長 よろしいでしょうか。ほかにご意見ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 それでは，ご意見がないようですので，都計諮問第43号の区域区分の変更

については，原案のとおり可決ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 異議なしと認めさせていただきまして，都計諮問第43号については，原案

のとおり可決といたします。ありがとうございました。 

 午前中は43号までということでよろしいですかね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 先ほどのＡ委員からのご意見というかご指摘について，お昼休み中に事務

局で考えることがあるなら，させますけれどもいかがでしょうか。 

○Ａ委員 すみません，覚えておいていただきましてありがとうございます。 

 何点かというのは，まず書かれていることでいきますと，例えば，赤の７の水戸・

勝田の15ページで見ていただきますと，交通施策のところで交通需要マネジメントを

推進する，ＴＤＭを推進するというのがあって，これが水戸・勝田だけじゃなくて，

いろいろな町で決まり文句のように出てきているんですが，正直言ってそれほどＴＤ

Ｍを推進しているように見えない，ということです。 

 本当にやっているのですかと言ったら悪いですけれども，バスの時刻表に紙を張っ

ているぐらいでは人の行動は変わらないので，ＴＤＭじゃなくて，心理的方策に訴え

るモビリティマネジメントに変えましょうという流れにこの10年ぐらいずっと変わっ

てきていますので，だから，記述自体が現在のそういう交通施策の新しい流れに追い

ついていないという感じがしたというのが１点です。 

 あと２点目が，同じく水戸・勝田でいきますと，水戸・勝田の23ページのところで，

公園なんですが，下のイの「緑地の確保目標水準」というところで，平成42年度，「全

区域10平米以上」となっています。公園が１人当たり大体10平米ぐらい，全区域10平

米以上必要ということで，一応，これは国のベースで書かれていることなんですが，「全

区域10平米以上」となっているんですけれども，やっぱりこれは，その地域に応じて
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目標は変えてもいいんじゃないかということですね。 

 ちなみに平成６年の建設省，国交省になる前の時点で，一度，社会資本整備審議会

で20平米以上ぐらいは必要じゃないかという議論がかなりあって，一度20平米以上と

いう議論になったことがあるんですが，いつのまにか10平米に目標がまた下がっちゃ

っているということとか，あと，どうしても確保できないところは５平米ぐらいを目

標にしてもいいですよとかということもあったので，そのあたりはいろいろ配慮され

てもいいんじゃないかなと思っています。 

 ちなみに海外の都市，ロンドンだと27平米，ベルリンが27平米，ニューヨーク30平

米ですよね。水戸はたしか平米はニューヨークに勝つかとかという議論があったと思

うんですが，そういう意味ではもっと高い目標を持ってもいいんじゃないかなと思っ

ています。公園に関してです。 

 あとが，ちょっと個別の市町村の話で申しわけないんですが，12ページのつくばみ

らい市なんですけれども，つくばみらい市，守谷市もそうなんですが，つくば市もそ

うかもしれませんが，つくばエクスプレス沿線で今，非常に人口が増えていると。こ

れはきちんとインフラ整備をしていただいたおかげで成長しているということで，非

常にポジティブに捉えていいかと思うんですけれども，例えば，昨日の夜とかもＴＸ

に乗ると，夜の10時で満員ということで，開発が加熱している部分も結構出てきてい

るというところなんですね。 

 つくばみらい市なども，人口が将来増加しますよという形でプランをつくっている

んですが，これもやっぱり心配するのは，今オールドニュータウンということで，い

ろいろな町で昔，成長期につくったニュータウンが高齢者ばかりになっちゃって，維

持管理が大変になっていると。先のことを考えないで，人口が増えるときに一所懸命

増やしちゃった結果が，何十年か後にツケに出てくるということなので，それに対し

て学んでいないような感じがするというのが，今のつくばエクスプレス沿線。自分も

住んでいるところなんですけれども。 

 とにかく駅前にマンションをどんどんつくっちゃって，若い人を入れるだけ入れよ

うというようなことで，あんまりやっちゃうと，それはほかの市町村にもやっぱり迷

惑になる影響があって，これは全部，全体的なバランスを見ながら抑えていくという

視点も必要なんじゃないかと感じている。これは意見です。どう書き込むということ

ではないですけれども，そういうことを感じました。以上です。 

○議 長 貴重なご意見をありがとうございました。 

 すぐお答えできることがあれば，事務局，どうですか。 

○事務局 まず，１点目のＴＤＭに関しましては，全区域について，ＴＤＭをどんど

んやっているところとやっていないところがありますけれども，県の方針としては，

交通施設のところの交通需要マネジメントを推進するという方針で書かせていただい

ているところでございます。先ほどの，もう少し進んでいるというご意見でございま

すが，そちらについては，今後勉強させていただきたいと考えております。 

 それと，公園につきましては，公園の目標を，これは全区域，茨城県全体で１人当

たり10平米にしましょうということで，国の方針に基づいて設定させていただいてご

ざいます。都市計画区域ごとの目標ということも考えましたけれども，広域公園等が
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ございまして，広域公園は，一つの都市計画区域を超える，もう少し大きな位置づけ

がございますので，例えば偕楽園公園は，一つの都市計画区域を超える区域が対象で

あるということを踏まえて，茨城県としては全区域で１人当たり10平米というような

目標にさせていただいているところでございます。 

 三つ目のつくばエクスプレスのニュータウンの関係につきましては，ご意見をご参

考にさせていただきます。 

○議 長 Ａ委員，よろしいでしょうか。 

 それでは，午前中の審議は以上でございます。 

 また，昼食後の時間について，事務局からご案内いただければと思います。 

○事務局 午前中のご審議，ありがとうございました。 

 再開は，13時からとさせていただきます。 

 恐れ入りますが，５分前にはお席にお戻りいただけますようご協力をお願いいたし

ます。 

 

午前１１時５５分休憩 

――――――――――――――――――――――――― 

午後 １時００分開議 

 

○議 長 休憩前に引き続き，会議を開きます。 

 

 

 

【都計諮問第４４号 「水海道都市計画区域区分の変更」】 

 

○議 長 では，都計諮問第44号について，事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 都計諮問第44号 水海道都市計画区域区分の変更についてご説明をさせて

いただきます。お手元の「付議案」は39ページ，図面は，「別冊１ 付議案図面」の８

－１，８－２ページになります。 

 本案件は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域である常総市大生郷工

業団地拡張地区について，一体の工業団地として操業環境の向上を図るため，市街化

区域に編入する案件でございます。 

 本案件に係ります水海道都市計画区域についてご説明いたします。 

 本都市計画区域は，常総市の一部，旧水海道市の行政区域から成り，首都圏整備法

の近郊整備地帯に指定されております。 

 市街化区域に編入する大生郷工業団地拡張地区の位置関係でございます。 

 こちらが関東鉄道常総線，主要幹線道路としては整備が進められている首都圏中央

連絡自動車道，国道294号，国道354号があり，圏央道・常総ＩＣから約３キロメート

ル圏内にある工業団地でございます。赤矢印で示しておりますが，今回市街化区域に
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編入する区域でございます。 

 本区域の上位計画の位置づけですが，都市計画区域マスタープランにおいて，大生

郷工業団地は「周辺の居住環境や自然環境に配慮しつつ，産業系機能の維持・更新を

図る」としており，また，常総市都市計画マスタープランにおいては，「市の重要な産

業基盤として，団地内の操業環境の維持を図る」としています。 

 地区の現況をご説明いたします。 

 今回，市街化区域に編入する区域は，昭和48年に旧水海道市から委託を受けた旧住

宅・都市基盤整備公団が工業団地造成事業により開発し，昭和55年に造成が完了した

大生郷工業団地に隣接する約0.4ヘクタールの区域であります。 

 大生郷工業団地には，現在，製造業，加工業を中心とした34社が操業しており，工

業団地は，幅員16メートルの都市計画道路美妻橋大生郷線により，県道土浦坂東線に

接続しております。 

 編入する区域の詳細についてでございますが，工業団地において工場を有する企業

２社が，それぞれの所有する土地において，ユニフォームクリーニングの企業が平成

22年に開発許可により排水処理施設を建築，また，業務用洗剤・ワックス製造等の企

業が平成25年に倉庫を建築し，既に工業系土地利用がされております。 

 なお，大生郷工業団は，先ほどの西山工業団地と同様に，企業立地促進法に基づく

重点促進区域に指定されております。 

 大生郷工業団地拡張地区は，既存の市街化区域に隣接し，実質的に一体の区域とし

て既に工業系土地利用がされており，今後も市の重要な産業の基盤として，一体的に

工業団地の操業環境の向上を図るため，面積約0.4ヘクタールの区域を市街化区域に編

入するものでございます。 

 また，県が行う区域区分の変更と同時に，常総市が用途地域の変更と地区計画の決

定，下水道区域の変更を行います。市では，用途地域は画面に示すとおり，既存の市

街化区域と同様に工業専用地域に指定いたします。 

 地区計画については，大生郷工業団地区として一体の区域に定め，企業の操業環境

の向上を図り，企業活動の活性化，周辺環境と調和した良好な産業系市街地の形成を

図ることとしております。 

 下水道区域については，公共水域の保全に資するため，市街化区域に編入する約0.4

ヘクタールについて排水区域の拡大を行います。 

 次に，公聴会及び都市計画案の縦覧結果などについてご報告いたします。 

 公聴会に関しましては，公述の申し出はありませんでした。 

 都市計画法16条に基づき，都市計画素案の閲覧とともに，公述を受け付けましたが，

公述の申し出はございませんでした。また，都市計画法第17条に基づき，２週間，都

市計画案を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。 

 最後になりますが，区域区分の変更について，常総市に意見を求めたところ，異存

ない旨回答をいただいております。 

 水海道都市計画における都計諮問第44号の説明は，以上でございます。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 
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○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，皆様のご意見を承りたいと存じますが，何かお気づきの点，ご意見ござ

いますでしょうか。Ｃ委員，お願いします。 

○Ｃ委員 何でこれは今まで一体化されなかったのか，工専に組み入れられなかった

のかというその辺の理由というのは何かあるんですか。 

○事務局 二つの企業が開発行為等で建築したのですけれども，そのときに，市街化

地域に入れるかどうかということかと思いますが，市のほうとしても，小さな区域で

ございますので，今回開発行為で施設が立った後，定期見直しのタイミングで入れた

いというようなことでございましたので，この定期見直しというタイミングにおいて，

この区域を入れることとしました。 

○議 長 一応，正常な状態になっていくんだということでしょうかね。 

 ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 それでは，ご意見がないようでございますので，都計諮問第44号の区域区

分の変更については，原案のとおり可決ということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。原案のとおり可決とさせていただきます。 

 

 

【都計諮問第４５号 「坂東市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都

市計画上の支障の有無について」】 

 

○議 長 では，続きまして，都計諮問第45号につきまして，事務局から説明をお願

いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第45号についてご説明いたします。 

 本案件は，産業廃棄物処理施設の設置に係る建築基準法第51条ただし書き許可に伴

いまして，都市計画審議会にお諮りするものでございます。お手元の「付議案」40ペ

ージをご覧ください。 

 申請者は，キャノン株式会社の子会社であります「キャノンエコロジーインダスト

リー株式会社」でございます。 

 申請者は，再生・再利用が不可能となったキャノン製品の複写機などを破砕処理し，

再資源化する事業を，平成17年から行っておりますが，現在は，廃棄物受け入れ量に

対し，破砕施設の処理能力が小さいため，処理ができない廃棄物を再委託先に搬出し

ております。これを自社で対応していく方針から，今回破砕施設を増設することにな

りまして，１日当たりの処理能力が５トンを超えるため，許可を要することとなりま

した。 

 次に，別冊１の図面９－１をご覧ください。 

 申請地の位置は坂東市馬立であり，坂東市の東側に位置しております。 
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 赤枠の区域を拡大いたします。スクリーンの赤色でお示ししたところが申請地であ

り，工業団地「つくばハイテクパークいわい」の北側に位置します。 

 申請地周辺を含めた地域は，工業系土地利用を図るため，「馬立・幸田地区 地区計

画」が設定されており，産業廃棄物の処理施設が立地可能な地域になっております。 

 次に，別冊１の図面９－２をご覧ください。 

 申請地内の建築物をオレンジ色で示しております。廃棄物の処理施設は全てこちら

の工場棟内に設置いたします。それでは，赤色の部分を拡大いたします。 

 廃棄物の処理についてご説明いたします。 

 スクリーンの平面図と工場棟の１階部分になります。産業廃棄物の処理施設は，工

場棟の１階部分になります。産業廃棄物の処理施設はこの部分のみでありまして，今

回の事業計画は，廃棄物の受け入れる量は現在と変わらず，破砕施設を４台に増設す

ることで，受け入れた廃棄物のほとんどを再委託先に搬出することなく，製品化させ

るものです。 

 破砕した灰プラスチック類は，プラスチック製品の再生材料として売却されます。

また，木材は，バイオマス発電の燃料などの木材チップとして売却されます。 

 次に，排水計画ですが，廃棄物の処理による排水はございません。 

 生活雑排水につきましては，浄化槽処理の後，専用の地中埋設管を経由し，飯沼川

に放流いたします。 

 雨水につきましては，敷地内調整池を経由し，坂東市管理の水路に放流いたします。 

 次に，運搬経路ですが，歩道が整備された国道354号バイパス，県道土浦坂東線など

の幹線道路を通行いたします。 

 今回の事業計画による１日当たりの運搬車両の台数ですが，廃棄物の搬入量が変わ

らないことから，現在と変わらず10トン車で搬入40台，搬出20台の計60台になります。 

 今回の事業計画は，運搬車両の台数が変わらないことから，交通量を増大させるも

のではなく，また，国道354号岩井バイパスが全線開通するなど，周辺の交通状況が向

上していることから，交通上の支障はないものと考えております。 

 次に，生活環境影響調査についてご説明いたします。 

 調査項目は，スクリーンにお示しします５項目を選定しております。今回の事業計

画に係る生活環境影響調査の予測結果は，全ての項目で環境保全目標を満足しており，

問題がないものと評価されております。 

 最後になりますが，本案件につきましては，坂東市の都市計画において支障となる

都市利用構想はございません。また，本計画施設の立地について，坂東市に都市計画

上の意見を求めましたところ，支障ない旨の回答をいただいております。 

 都計諮問第45号についての説明は，以上でございます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，皆様方からのご意見，ご質問を承りたいと存じますが，何かお気づきの

点，ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長 特にないようでございましたら，都計諮問第45号については，都市計画上

支障なしということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 都計諮問第45号については，支障なしといたしたいと存じます。 

 

 

【都計諮問第４６号 「土浦市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都

市計画上の支障の有無について」】 

 

○議 長 続きまして，都計諮問第46号につきまして，事務局から説明をお願いいた

します。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第46号についてご説明いたします。 

 本案件は，産業廃棄物処理施設の設置に係る建築基準法第51条ただし書き許可に伴

いまして，都市計画審議会にお諮りするものでございます。お手元の「付議案」41ペ

ージをご覧ください。 

 許可申請者は，茨城県土浦市に本社を置きます日東エンジニアリング株式会社でご

ざいます。申請者は，昭和62年９月に会社を設立し，建築物の解体工事等の事業を行

っている会社でございます。 

 今回の事業計画は，建築解体工事から発生する瓦れき類などの破砕を行う産業廃棄

物処理施設を新たに建設するものでございます。 

 本案件の許可対象施設は，瓦れき類と木くずの破砕施設になります。本案件の処理

能力は１日当たり，瓦れき類は645トン，木くずは197トンであることから，建築基準

法第51条の許可が必要となります。 

 次に，申請地の位置についてご説明いたします。別冊１の図面10－１とともに，ス

クリーンをご覧ください。スクリーンに赤色で示したところが計画地のある土浦市で

ございます。そして，拡大図の赤い丸が申請地の位置となります。 

 それでは，赤枠の区域を拡大いたします。申請地は，東筑波新治工業団地の南側の

市街化調整区域に位置いたします。主要な道路につきましては，常磐自動車道，国道

125号，県道小野土浦線などがございます。次に，別冊１の図面10－２をご覧ください。 

 新築する建築物は全部で４棟ございまして，廃棄物の搬入・搬出を管理する事務所

などを計画しております。敷地面積は8,608.52平方メートル，建築物全体の建築面積，

延べ面積は，いずれも689.11平方メートルでございます。 

 廃棄物の処理についてご説明いたします。 

 こちらは瓦れき類を破砕する施設です。重機により，破砕機に投入いたします。一

次破砕により破砕された後，規定サイズより大きいものは，二次破砕が行われ，路盤

材などに使用する再生砕石として製品化されます。 

 こちらは木くずを破砕する施設でございます。重機により投入して破摧いたします。
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破摧したものは燃料として使われる木質チップとして製品化されます。 

 次に，排水処理計画についてご説明いたします。 

 産業廃棄物の処理に伴う排水はございません。 

 事務所からの生活雑排水については，土浦市公共下水道に接続して排出いたします。 

 雨水につきましては，雨水側溝に集水し，地中埋設浸透槽に貯留させ，自然浸透さ

せます。また，緑地帯である法面雨水につきましても，浸透性側溝等を利用いたしま

して浸透させます。 

 続きまして，計画地周辺における廃棄物の搬入・搬出ルートについてご説明いたし

ます。 

 計画地は，スクリーン中央付近の位置になります。搬入・搬出とも同じルートであ

り，国道125号または県道つくば千代田線を経由し，県道小野土浦線から入出庫いたし

ます。なお，事業計画では収集元及び搬出先ともに，茨城県内の業者を予定しており

ます。 

 次に計画処理施設による交通量への影響についてご説明いたします。 

 この表は，計画地の進入道路であります県道小野土浦線の交通量でございます。午

前８時から午後５時までの交通量は，4,169台です。今回の処理施設の運行時間は，午

前８時半から午後５時までとなっており，この時間の処理施設からの搬入・搬出に係

る交通量は，製品搬出車両を含めまして１日当たり最大76台としております。１日当

たり最大76台増加することについて，土浦警察署交通課と県警本部交通規制課と協議

を行いまして，問題ないとの回答を得ております。 

 次に，生活環境影響調査についてご説明いたします。 

 調査項目は，スクリーンに示してございます５項目を選定してございます。今回の

事業計画に係る生活環境影響調査の予測結果は，全ての項目で環境保全目標を満足し

ており，問題がないものと評価されております。 

 最後になりますが，本案件につきましては，土浦市の都市計画において支障となる

都市利用構想はございません。 

 都計諮問第46号につきましての説明は，以上でございます。ご審議のほどどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議 長 ありがとうございました。 

 それでは，皆様からご意見，ご質問をお受けしたいと存じます。何かお気づきの点。 

 Ｄ委員，お願いします。 

○Ｄ委員 交通量のお話なんですが，台数の増加というのは今のところの搬入・搬出

量に対しての増加量ということでよろしいでしょうか。これから先，増えるというよ

うな懸念はございますか。この会社さん自体が解体工事を行っているようなんですけ

れども，自社の解体するべき廃棄物以外にも，ほかの会社から受け入れる体制とかが

あって，量が増えるとか搬入・搬出の台数が増えるとかという懸念がないのかなとい

う気がしましたのでお伺いしたいと思います。 

 というのは，県道小野土浦線の北のほうの位置に小学校とか児童館とかが比較的近

いので，どうしてもこの県道を通るとそのような危険が増加しないのかなとちょっと
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心配をしましたのでお伺いいたします。 

○事務局 今回の計画につきましては，瓦れき類・木くず類を取引先と予定しており

ますのが，28社ございまして，そのうち市内が24社ございますが，そちらから受け入

れます。その処理量が年間4万7,000トンほど計画してございまして，これは10トン車

で換算いたしまして，年間の稼働日数を250日としておりますので，それで割返すと19

台。搬入が19台入ってきまして，出るのに19台。また，それの製品化されたものを搬

出するのがまた19台で，出るのが19台。19×４の76台が最大で見込まれる交通量とし

て増える分ということで計算してございます。 

 あともう一つご質問のありました通学路の問題でございますが，北側に山ノ荘小学校

というものがございます。ただし，通学路について，教育関係部門のほうに照会した

のですが，こちらのほうは通学路としての指定はされていないということでございま

す。 

 ということでございますので，台数が増えることによっての影響もございませんし，

通学路としての位置づけもないということで考えております。以上です。 

○Ｄ委員 それでしたら結構なんですが，くれぐれも交通事故等に気をつけていただ

くように業者の方にもお願いいたしたいと思います。 

○事務局 はい。ちなみに，台数がふえることによる懸念もございますので，繁忙期

につきましては，入り口に誘導員を設置するという予定になっております。 

○Ｄ委員 わかりました。ありがとうございました。 

○議 長 ほかにお気づきの点，ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 特にないようでしたら私から，この案件は，開発審査会でも審議をさせて

いただいた案件でありまして，廃棄物処理施設でございますので，地域の同意という

んですか，そういうことも含めてどうなっているんだという話が，議論になった経緯

もあるんですけれども，それについてはいかがですか。 

○事務局 こちらのほうは，廃棄物対策関係におきまして，周辺の300メートル以内の

周辺住民の同意と，あと隣接の同意が必要となってまいります。周辺住民につきまし

ては14人，隣接地主については６人，計20名の同意が必要という状態になっています。 

まず周辺住民につきまして，お一人の方につきましては，「同意できない」と。経緯

といたしましては，約１年間の間に14回訪問いたしまして，面会できたのが８回。い

ずれも，「同意しない。理由はない，帰れ」ということで，事業者のほうで説明に行っ

ているんですが，全く門前払いというような状況になってございます。 

 同意できないという方がもう一人いらっしゃるんですが，その方は，処理場だから

必要なもの，できるのは仕方ない，反対はしないと。ただ，この方は梨園をやってい

る方でして，梨園が今回，事業所という扱いで同意が必要になると。県の統計調査で

も事業者扱いはされていないのに，今回ばかり事業所扱いされるのは納得できないと。

したがって，同意はできないと。反対はしないけれども，同意はできない，という方

がいらっしゃいます。 

 もう一人，隣接の方で１人，同意が取れなかった方がいるんですが，これは，土地

所有者のご本人が死亡されています。相続権者として養女の方がいらっしゃるんです
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が，この方は，その養父の土地は相続しない。今後の土地利用もない。同意について

は一切関係ないということでして，計３名の方から同意はいただいていない状況にご

ざいます。 

 市としての見解につきましては，一人は理由なき反対，一人は施設に反対しないけ

れども，事業所として扱われることに納得できないと。もう一人の方については，相

続放棄，相続拒否という状態なものですから，これは同意が取れなくてもやむを得な

いのかなという判断をしております。以上でございます。 

○議 長 ありがとうございました。 

 ほかに，何かご意見ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 これ以上，ないようでしたら，都計諮問第46号については，都市計画上支

障なしということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長 ありがとうございます。 

 それでは，都計諮問第46号については，支障なしといたします。 

 ありがとうございました。 

 

 

○議 長 それでは，以上で本日付議された案件につきましての審議は，終了とさせ

ていただきます。 

 都計諮問第６号の大子都市計画道路の変更，都計諮問第７号から35号の都市計画区

域マスタープランの変更，都計諮問第37号，38号並びに40号から44号の区域区分の変

更等については，原案のとおり可決。 

 都計諮問第36号及び39号の都市計画区域の変更については，異議なし。 

 都計諮問第45号及び46号の，廃棄物処理施設案件については，支障なしとし，本日

づけをもって，知事に答申いたします。ありがとうございました。 

 それでは，本日の審議については以上でございます。 
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平成２７年度第４回茨城県都市計画審議会付議案件一覧表 

諮問 

番号 
題    名 

決定 

機関 
計 画 内 容 

６ 大子都市計画 道路の変更 茨城県 

3･4･1 北田気高瀬線の変更 

3･4･2 砂古多八石線及び 3･4･4 駅前松沼線の廃止 

 

                  (大子町) 

７ 

水戸・勝田都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

      (水戸市，ひたちなか市，那珂市， 

       茨城町，大洗町，城里町，東海村) 

８ 

常北都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (城里町) 

９ 

笠間都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (笠間市) 

１０ 

小美玉都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 
都市計画区域マスタープランの変更 

                 (小美玉市) 

１１ 

竜ヶ崎・牛久都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

           

         (龍ケ崎市，牛久市，利根町) 

１２ 

つくばみらい都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

              (つくばみらい市) 

１３ 

取手都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

              (取手市，守谷市) 

１４ 

土浦・阿見都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

      (土浦市，かすみがうら市，阿見町) 

１５ 

石岡都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (石岡市) 

１６ 

研究学園都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                 (つくば市) 
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１７ 

稲敷東部台都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

              (稲敷市，美浦村) 

１８ 

稲敷東南部都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

              (稲敷市，河内町) 

１９ 

八郷都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (石岡市) 

２０ 

水海道都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (常総市) 

２１ 

岩井・境都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

           (坂東市，五霞町，境町) 

２２ 

古河都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (古河市) 

２３ 

下館・結城都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

          (筑西市，結城市，桜川市) 

２４ 

八千代都市計画都市計画区域

の整備，開発及び保全の方針の

変更 

茨城県 
都市計画区域マスタープランの変更                 

(八千代町) 

２５ 

下妻都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (下妻市) 

２６ 

石下都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (常総市) 

２７ 

日立都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

            (日立市，常陸太田市) 

２８ 

高萩都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (高萩市) 

２９ 

北茨城都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                 (北茨城市) 
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３０ 

大子都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (大子町) 

３１ 

大宮都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                (常陸大宮市) 

３２ 

鹿島臨海都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

              (鹿嶋市，神栖市) 

３３ 

潮来都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (潮来市) 

３４ 

鉾田都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (鉾田市) 

３５ 

行方都市計画 

都市計画区域の整備，開発及び

保全の方針の変更 

茨城県 

都市計画区域マスタープランの変更 

 

                  (行方市) 

３６ 
鹿島臨海都市計画 都市計画区

域の変更 
茨城県 

都市計画区域の変更 

 

              (鹿嶋市，神栖市) 

３７ 
鹿島臨海都市計画 区域区分の

変更 
茨城県 

市街化区域への編入  約３８．５ｈａ 

 

 鹿島港地区            (鹿嶋市) 

３８ 
鹿島臨海都市計画 臨港地区の

変更 
茨城県 

臨港地区への編入   約１２０ｈａ 

 

 鹿島港地区            (鹿嶋市) 

３９ 
日立都市計画 都市計画区域の

変更 
茨城県 

都市計画区域の変更 

 

            (日立市，常陸太田市) 

４０ 日立都市計画 区域区分の変更 茨城県 

市街化区域への編入  合計約６６．６ｈａ 

 

 茨城港日立港区地区        (日立市) 

 四季の丘はたそめ地区     (常陸太田市) 

４１ 日立都市計画 臨港地区の変更 茨城県 

臨港地区への編入   約１５ｈａ 

 

 茨城港日立港区地区        (日立市) 
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４２ 
土浦・阿見都市計画 区域区分

の変更 
茨城県 

市街化区域への編入  約４．０ｈａ 

 

 都和三丁目地区          (土浦市) 

４３ 
八千代都市計画 区域区分の変

更 
茨城県 

市街化区域への編入  約７．５ｈａ 

 

 西山工業団地拡張地区      (八千代町) 

４４ 
水海道都市計画 区域区分の変

更 
茨城県 

市街化区域への編入  約０．４ｈａ 

 

 大生郷工業団地拡張地区      (常総市) 

４５ 

坂東市における廃棄物処理施設

の敷地の位置に関する都市計画

上の支障の有無について(建築

基準法第５１条) 

特定行

政庁 

知事 

坂東市馬立地内 

廃棄物処理施設 

 破砕(廃プラスチック類・木くず) 

          処理能力：55.36ｔ／日 

４６ 

土浦市における廃棄物処理施設

の敷地の位置に関する都市計画

上の支障の有無について(建築

基準法第５１条) 

特定行

政庁 

土浦市 

土浦市沢辺地内 

廃棄物処理施設 

 破砕(がれき類・木くず) 

          処理能力：645.00ｔ／日 

  計４１件     

 


