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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成１９年６月２９日(金) 午後１時３０分から午後４時５０分 

  ２ 場所 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発公社ビル ３階 大会議室 

   

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 

    別記付議案一覧表のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

    学識経験者について，飯塚勲委員に代わり須田哲雄委員，市町村長を代表する者につ

いて，村田省吾委員に代わり串田武久委員，市町村議会の議長を代表する者について，

小松﨑常則委員に代わり伊藤充朗委員を委嘱したことが報告された。 

 

Ⅴ 議事  

１ 議事の公開 

    都計諮問第１号から第３号の公開が決定された。 

 

２ 議事録署名人の指名 

  議長から議事録署名人として大津委員と葉梨委員が指名された。 

 

 

３ 議案審議 

 

 

【都計諮問第１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 それでは，都計諮問第１号を審議したいと思います。 

 都計諮問第１号につきましては，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でございます。まず，事務局のほうから説明をいたしま

すので，しばらくの間説明をお聞き取りいただきたいと思います。それでは，事務局，お

願いします。 

 

 

○事務局 建築指導課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは，都計諮問第１号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案の１ページ及び付議案図面１－１，１－２ページをご覧いただきたいと
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存じます。 

 本案件は，建築基準法第51条ただし書きの規定に基づく廃棄物処理施設に係る許可に伴

い，そ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，本都市計画審議会にお諮

りするものでございます。 

 申請者は，株式会社茨大代表取締役大久保泰男でございます。同企業は，昭和63年に設

立され，プレハブ住宅の内装に使用する木枠材等の製造を行っております。 

 今般の許可申請に係る事業計画につきましては，同企業の製品納入先である住宅工事の

現場で解体される家屋や，自社の工場から発生いたします廃棄物，端材を選別して破砕処

理を行い，主に製品の原料や燃料として販売しようというものでございます。 

 処理施設といたしましては，がれき類の破砕施設の処理能力が１日当たり 432トン，ま

た，木くずの破砕施設の処理能力が１日当たり200トンでございます。 

 次に，申請地の位置についてご説明いたします。 

 付議案図面の１－１とあわせまして正面のスクリーンをご覧願います。 

 申請地の位置する坂東市は，平成17年３月に岩井市と猿島町が合併し誕生した新市であ

り，県の南西部に位置し，南部の利根川を挟み，千葉県との境に面しております。 

 幹線道路といたしましては，圏央道の開通が予定されているほか，国道 354号，主要地

方道結城坂東線，一般県道土浦坂東線，同じく中里坂東線等がございます。 

 なお，お手元の付議案図面１－１は，正面スクリーンの一部を切り取ったもので，お手

元の図面では左側が北の方向でございます。 

 申請地は，坂東市の北部，隣接する境町との境界付近に位置し，坂東市役所猿島庁舎か

らは西へ約 3.2キロメートル地点でございます。県道沿いに住宅や事業所が立地し，申請

者の所在地も県道沿いにございます。また，申請地周辺は主に耕作地や山林でございます。 

 なお，申請地及び周辺地区は市街化調整区域となっております。 

 次に，土地利用計画等についてご説明いたします。 

 付議案図面の１と２とあわせまして正面のスクリーンをご覧ください。 

 敷地面積は約 5,300平方メートル，南が幅員６メートル以上の市道菅 056号線に面する

ほか，西側，北側とも市道に接しております。東側には東京電力の鉄塔があり，送電線が

東西方向に架設されています。敷地の利用計画におきまして，外周部には十分な緑地帯が

配置されております。 

 建築物といたしましては，工場，鉄骨造１階，延べ面積 600平方メートル，事務所，鉄

骨造１階，延べ面積約33平方メートルの２棟を新築する計画でございます。 

 木くずの破砕処理施設は屋内に，がれき類の破砕処理施設は屋外に設置いたします。 

 現地の状況でございますが，正面のスクリーンの現況写真１は，前面道路の市道と出入

口付近を西側から撮影したものでございます。 

 現況写真２は，今回の工場棟を設置しようとする位置を出入口付近から撮影したもので

ございます。 

 現況写真３は，出入口付近から鉄塔の方向を撮影したものでございます。 

 ご覧のように，現在は申請事業者の資材置き場として使用されており，写真中の防護塀

につきましては，緑地帯の内側に移設する予定でございます。 
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 次に，廃棄物処理のフローをご説明いたします。 

 申請地に搬入された廃棄物は，計量機を経て，種類ごとにそれぞれの保管場所にストッ

クされます。がれきでありますコンクリートガラにつきましては，金属くずを除去した後，

重機にて破砕機に投入し，所定の大きさに破砕処理を行います。破砕後は，ベルトコンベ

ヤーで篩機により２次選別を行い，それぞれ再生砕石として出荷いたします。 

 木くずにつきましては，重機にて破砕機に投入し，所定の大きさに破砕処理を行い，磁

選機により金属くずを選別後，屋内のストック場にてストックされ，発電用燃料材として

出荷し，資源の再利用を図ることとしております。 

 また，金属くずについても有価売却を行い，有価売却できない廃棄物につきましては，

処理を委託し，他の施設にて処理をすることとしております。 

 これらの処理に係る環境保全対策といたしましては，木くずの処理につきましては，騒

音，振動及び粉じんの発生を抑制するため，処理機械を屋内に設置しております。また，

がれきの処理につきましては，騒音を抑制するために防護塀の内側にさらに高さ４メート

ルの防音壁を設置することとしております。 

 次に，想定される搬入・搬出ルートでございますが，一般県道中里坂東線から，敷地が

面しております幅員６メートル以上の市道菅056号線を利用いたします。 

 また，廃棄物の搬入量につきましては，月間 1,275トン，１日当たりに換算しまして約

60トンを見込んでおります。 

 次に，排水計画についてご説明いたします。 

 作業所内において廃棄物処理に水を使用しないため，工場排水の発生はございません。

雨水排水につきましては，敷地内の浸透側溝及び貯留浸透槽により処理し，敷地外への放

流はございません。 

 申請地及びその周辺地区については，坂東市の総合計画及び旧猿島町の都市計画マスタ

ープランにおいて，特に土地利用構想等はございません。 

 また，本事業計画につきましては，許可申請に当たり，坂東市長から，都市計画上支障

がない旨の意見書が提出されておりますことをご報告いたします。 

 また，別途，廃棄物処理施設として環境部局の審査を受けており，その中で生活環境影

響調査を実施しておりまして，騒音，振動，粉じんを調査項目として選定し，環境関連法

令に基づく基準の範囲内となっております。 

 都計諮問第１号について，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。 

 ただいま都計諮問第１号の説明をいただきました。これについて，委員の皆様からのご

発言，ご質問等をお受けしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 Ａ委員さん，お願いします。 

 

○Ａ委員 ただいまのご説明の中で，出してある書類の中では，日量，がれきが432トン，
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木くずが200トンというように書いてありますが，ただいまの説明で，日量60トンぐらい

というような説明を受けましたが，日量432トンの中で60トンぐらいの量をこなすという

ことですが，432トンの設備を要しながら60トンということなのですか。 

 

○事務局 委員ご指摘のとおり，機械の処理能力については，がれきの破砕施設について

日量 432トン，木くずの破砕については 200トンという機械を設置すると申請者のほうか

ら上がっております。実際の搬入量につきましては，先ほどご説明申し上げましたとおり，

月間で1,275トン，１日当たりにして60トンを見込んでいるというような事業計画となっ

ております。 

 

○Ａ委員 そういうことで説明を受けましたが，これは自社処理なのですか，それとも外

部からの処理を委託されるのですか。 

 

○事務局 申請者はプレハブメーカーの住宅の木枠材等を製造している会社で，自社の工

場から発生する端材と，それから，取引先でありますプレハブメーカーの現場で古い家屋

を解体して，そのがれき類，あるいは古い木材といったものをここで受け入れて処理をす

ると聞いております。 

 

○Ａ委員 先ほどの60トンの処理ということなのですが，がれきが日量432トン，木くず

が 200トンということですが，木造家屋でこれほどのがれきが１日に出るということなの

ですか。それとも，よそからのものも持ち込んで処理をするということなのでしょうか。

そのあたりをしっかり調べていただかないと，自社処理で許可を受けながら，よそのもの

を商売的に受け入れるというようなことも見受けられるので，そのあたりはどうなのです

か。 

 

○事務局 自社の分としては75トンを見込んでおりまして，それ以外についてはほかから

受け入れるというような計画になってございます。 

 

○Ａ委員 自社の75トンというのは月ですか，１日なのですか。 

 

○事務局 これは月でございます。 

 

○Ａ委員 そうすると，月に自社からは70何トンで，ほかからは1,100トンぐらいを処理

するということですか。 

 

○事務局 自社の工場から75トンで，それ以外については取引先のプレハブメーカーから

搬入すると聞いております。 

 

○Ａ委員 そうすると，自社のは 70何トンですから，1,100トンは営業的にやるというこ
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となのですね。 

 

○事務局 そうでございます。 

 

○Ａ委員 その場合に，この地域が，何メートルぐらいに住居があるのか，住民の同意な

どはどうなっているのですか。 

 

○事務局 周囲 300メートルで，住宅は８戸ございます。全員同意済みでございます。一

番近い住宅で84メートルの距離がございます。 

 

○Ａ委員 了解しました。 

 それと，先ほど地元の市長さんから都市計画上支障がない旨の意見書をいただいている

ということですが，では，道路の破損や道路の状況においての修理の問題などはどのよう

になっておりますか。これだけ日量のがれきを積んだダンプカーが走るということだと，

市道だと思いますが，市道の破損状況やそういう後の問題はどうなっていますか。 

 

○事務局 事業者と市のほうで，事業者に起因する破損については事業者のほうで負担を

するということで話し合いを進めていると聞いております。 

 

○Ａ委員 了解しました。それでは，事業者のほうでの負担と，そして，近隣の同意を求

めておいたということなのですね。 

 

○事務局 そうでございます。 

 

○Ａ委員 了解しました。 

 

○議長 ありがとうございます。 

 そのほか，どうぞご質問，ご意見をちょうだいしたいと思います。 

 Ａ委員さん，お願いします。 

 

○Ａ委員 もし，同意者から，同意との約束が違うとか，騒音に対するいろいろなことに

つきましては申請者があとは責任を持ってやるということの条件か何かありますか。 

 

○事務局 事業者と市，それから，地元との協定書を締結するということで，現在，協議

を進めていると伺っておりますので，そのような中で対応できるのではないかと考えてお

ります。 

 

○Ａ委員 許可を出すにいたしましては，地元との協議，協定書をしっかりと結んでいた

だけるよう，よろしくお願いいたします。 
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 あと，トラブルの問題のときの処理状況について，しっかりとしたトラブルの処理がで

きるような形で許可のほうをお願いしたいと思います。 

 

○議長 ありがとうございます。 

 そのほかどうでしょうか。 

 

○Ｂ委員 私は坂東市に住んでいるのですが，つくるところは元の猿島町なのです。私は

随分離れていますが，この辺は東京のごみが年がら年中捨てられている場所なのです。ち

ょっとした山林などがあると，そこがごみの山になっているのです。硫酸ピッチなど持っ

てきて置いていかれたり，そういうところなのです。茨城県のごみは茨城県で処理すると

いうのはわかるけれども，ここへ処理場をつくって，そして，東京のごみか埼玉のごみか

わからないが，それを処理するというのを茨城県で許可するということについてどうなの

かと思うのです。 

 都市計画法上はやむを得ないということかもしれないが，いずれにしても，茨城県のご

みを処理していくというのなら私は理解できるのです。そのために交通上の障害もでてく

るし，道路も破損するし，税金を納めるわけではないから，これはデメリットばかり多く

て何もない。 

 こういうことを法の改正なり何なり，これは考える必要があるのではないでしょうか。

例えば，茨城県の家を壊したと，それを処理するとかというのならまだわかる。県内のも

のをやるというのならわかる。ところが，東京なり遠くのものを持ってきて，それを茨城

県で処理する。これは何にもないですよ。税金を取るわけではないし。そういうところは

もっと考えてもらいたいと思うのです。うちの方へ来てもらうとわかるけれども，ごみの

山で大変なんです。茨大という会社はどこにあるのですか。 

 

○事務局 茨大は坂東市内でございまして，今回の申請地から400～500メートルのところ

の県道沿いに位置する会社でございます。先ほど申しましたように，プレハブの内装材の

木枠材等の製造を行っている会社でございます。 

 

○Ｂ委員 60トンのごみは大体どことどこから集まってくるのですか。それは申請の中に

あるわけでしょう。どこからどうするとか。処理能力を持っているのですから。 

 

○Ａ委員 関連なのですが，先ほど私が聞いた中で，自社が70トン，よそから1,100トン

というようなことで，よそからの1,100トンと自社の70トンでは大分差があるから，これ

は持ち込む先をきちんと調べておいてもらったほうがいいのではないですか。どこから持

ってくると。埼玉県内か東京なのか。月に1,100トンも持ち込まれるのが，自社では70ト

ンだということなので，持ち込み先が県外なのか県内なのか，どこからの排出のものをそ

こで処理するのか，それを確認していただきたいと思います。 

 

○事務局 自社から 75トンということで，全体としまして，今，想定しておりますのは，
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県内で発生するものが31％，県外から69％となっております。いずれも取引先の大手のプ

レハブメーカーの現場から発生するがれき類，木くず類ということでございます。 

 

○議長 ご質問の方，遠慮なくご発言をいただきたいと思います。 

 余りにも自社より他社から持ち込まれる数が多すぎるのではないかというご意見が圧倒

的なものですから，その辺のところを事務局サイドでももう少し説明をいただきたいと思

います。 

 

○事務局 廃棄物対策課です。 

 廃棄物関係のほうは別に審査しているところなのですが，廃棄物で県外からの搬入の場

合には，県内搬入への協議というのがありまして，その中で協議をして，許可をされたも

のが搬入されるということになっておりますので，県外からのものはそういうシステムで

制限するということになっております。 

 廃棄物の搬入の割合なのですが，申請書には記載されておりますので，それに基づいて，

許可の際には業者に指導するようにしております。 

 

○Ｂ委員 県外から持ってくるのは 70％近く，７対３だから，それをコントロールするの

に，誰がどこで取り締まってどうするのか，おかしいのではないですか。処理するところ

でわかるわけですから。 

 

○事務局 この施設につきましては，まだ許可申請の前の施設ですので，これから許可申

請がされるということになるわけです。県外からのごみということで，県外からのごみを

搬入する場合には，県のほうに申請していただきまして，どういうごみをどのぐらい，ど

こに入れますよという協議をしていただくことになっております。それを受けまして，問

題がないということであれば，その事業所に受け入れるというようなシステムになってお

ります。 

 

○Ａ委員 今回のこの申請を受け付けるに対しまして，県外からの 69％はどこからとか，

そういう申請は全然受け付けなくて，今回の申請書類についてはそういうのを出す必要は

ないのですか。 

 

○事務局 今，事前協議という段階ですので，事業者から，粗々のこういう計画ですよと

いうことを出していただいておりまして，実際にこれから許可申請になったときには詳し

いデータを出してもらうということになります。 

 

○Ａ委員 今回，都市計画審議会にかける許可申請を出すに当たって，そのようなことは

必要ないということなのですか。どこから持ち込んでどうだというのは，我々審議会にお

いて審議する場合に，69％は県外だということを聞いたときに，では，県外のどこから持

ってくるのだといったときに，答弁のないような書類で受け付けるのですか。 
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○事務局 きょう，ご審議いただいておりますのは，建築基準法第51条の都市計画上の支

障の有無についてご審議いただいておりまして，今，廃棄物対策課で答えましたが，廃棄

物対策課で所管しておりますのは，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」

とする）に基づく廃棄物処理施設の許可，それに当たっては細かい審査がなされるという

ことで，そちらを事前に我々と協議しておりますが，基本的にオーケーのものを今回の都

市計画審議会にお諮りをしているということで，きょう，ご審議いただいておりますのは，

その位置について都市計画上支障がないかということでございまして，詳しい施設の内容

の許可については別の許可で，廃棄物処理施設の許可がなされるということでございます。 

 

○Ａ委員 今，別の許可でということを言いました。土地を許可しておいて，今度は廃棄

物の許可は出せないということができるのですか。今，別の許可でこれはまた許可を出す

のだということを申しました。都市計画審議会で土地を許可しておいて，今度は廃棄物対

策課で許可を出さないということができるのですか。 

 

○事務局 それにつきましては，事前に十分調整をしまして，基本的には許可できるとい

うような両方の見込みでかけさせていただいております。 

 

○Ａ委員 見込みで都市計画審議会にかけるようなことをしないほうがいいと思います。

申請を受けるときに，土地も許可するのだから，廃棄物対策課も許可できるような状態で

申請者はやっていると思います。申請者が，土地だけは建築指導課で許可を出してもらっ

たが，今度，廃棄物対策課で出なかったというときには，申請者としては，土地を許可し

てもらって，許可をいただけると思ったものを，今度，廃棄物対策課で断るというような，

そんな縦割りの行政はいけないと思うのです。横とのつながりがきちんとしたもので，廃

棄物対策課と審議をし，そして，今度は，建築指導課で許可を出したら廃棄物対策課も許

可するというのが道ではないでしょうか。申請者に対して失礼だと思います。 

 

○事務局 もう一度説明させていただきます。建築指導課でございます。 

 今，Ａ委員のお話のありました，土地のほうの許可をして，それから，廃掃法に基づく

廃棄物処理施設が許可にならないかというお話でございますが，これについては，建築基

準法，廃掃法の両方で検討いたしまして，最終的に都計審の意見をお伺いいたしまして，

それで最終的に許可をしていくということでございます。 

 

○Ａ委員 ということは，前に建築指導課では，廃棄物対策課との打ち合わせは済んでい

て，許可を出すという段階において都市計画審議会にかけたわけですか。 

 

○事務局 さようでございます。 

 

○Ａ委員 ということは，そこまで決まっているのでは，搬入先の，持ち込み先の場所は
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どこから持ってくることになっていますか。 

 

○事務局 申しわけありません，きょう，申請書を持ってきてないものですから。 

 

○Ａ委員 ここの会議に申請書を持ってこないで，どこの先から持ち込まれるかも答えら

れないような，そんな無様なことをしたのでは困ります。ちゃんとどこから持ち込んで，

こういうものを受けているから，審議会において申請するのだから，許可していいですか

とか。それを，どこから持ち込むのか，書類を持ってきませんという話ではないでしょう。 

 

○事務局 申しわけありません。メモがありましたので，説明をさせていただきます。 

県内の排出事業者は，古河市の積水ハウスから木くずとがれき合わせて 320トンほど，

それから，茨大という会社のほうが木くずが75トンということで，県内分あわせて395ト

ンということになっております。これは毎月ということです。 

 それから，県外の排出事業者は，越谷市の積水ハウスから，木くずと合わせて 880トン

ということになっております。 

 

○Ａ委員 木くずとがれきのパーセントが，普通のプレハブにおいては，プレハブの基礎

に対してがれきがこんなに出るはずはないのだよ。上の木くずが，例えば，今のように395

トンの中で，申請はがれきが何パーセントで木くずが何パーセントになっているのか。 

 

○事務局 これは重量パーセントですので，木くずが 200トンでがれきが 120トンという

ことで，木くずのほうが重量的には多くなっています。ただ，がさが大分違うものですか

ら，木の場合は比重が 0.8ぐらいになりますが，がれきのほうは比重が３から４ぐらいに

なりますので，実際のがさ量としては大分違ってくるかと思います。 

 

○Ａ委員 ですから，木くずのトン数がそれだけ出るということは，木くずのトン数とが

れきのトン数の比例が，建物に対しての比例が違うというのですか。 

 

○事務局 その辺は，再度，事業者に確認して，指導したいと思います。 

 

○Ａ委員 だから，私は，県外からがれきをたくさん持ち込む。先ほどの話のように，69％

も県外だというから，県外からのがれきのトン数が余りにも違うので，そういうことを聞

いていたのです。だから，コンクリートのガラが，県外から運ぶガラが余りにも多すぎる

のではないかと思ったから，これは積水ハウスさんだけのがれきなのかということを確認

して，越谷市から 800トン出るとか，県外から 350トンだとかという話の比例に対して，

積水ハウスさんだけのものかどうかがきちんとしているのかということを聞きたかったの

です。 

 

○事務局 わかりました。早速精査して，業者を指導したいと思いますので，よろしくお
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願いいたします。 

 

○Ａ委員 ここで答えを出せますか。審議会で審議したことを決めなければなりません。

審議会で通ってから，違っていたという話では困ります。 

 

○事務局 建築指導課でございます。今，廃掃法に基づいて廃棄物処理施設の精査をして

おります。さらに，それを受けて，都計審の議を経て，建築基準法51条ただし書きの許可

をするという基本的な考え方で進んでおりまして，今，Ａ委員がおっしゃるのは廃掃法に

関するごみの精査でございます。これは，再度，廃対課のほうで精査をしたいと。それを

受けまして，都市計画上支障があるかどうかということをここでご審議いただければ，そ

れを調整して，最終的に許可へ持っていきたいということで考えたいと思います。 

 

○Ａ委員 了解しました。 

 

○議長 Ｃ委員さん，どうぞ。 

 

○Ｃ委員 施設について１点だけ確認をさせていただくのに質問をさせていただきますが，

先ほど，この施設の処理段階における粉じん公害，いわゆる騒音等も含めて，それについ

ては基準以下だというお話がございました。南側のほうの施設に対する壁面については防

音壁をつけるという説明がございました。 

 それとあわせて，この施設は処理するための水は使わないので排水の心配はないという

話もありましたが，ちょっと懸念される部分で１点確認させていただきたいのは，北側の

ほうに，木くず，がれき，それから，搬入ガラスストックというストックヤードがござい

ますが，隣接した市道に面するところの壁面の高さによって，ここにある程度の高さがな

いと，南からの風，いわゆる南からの風というのは，木くずの影響は市道 074号線に影響

すると思いますし，西側の風，東側の風が，先ほど粉じんに対しては影響がないとおっし

ゃっておりましたが，隣接の一番近いところが84メートルあるという，この住宅地も含め

て，この市道に対するストックヤードにおける木くずの粉じんの影響がないのかどうか，

これを防ぐ手法をこの施設が兼ね備えているのか，ここだけ確認させていただきます。 

 

○事務局 建築指導課ですが，防護塀につきましては，先ほど写真でご覧いただきました

が，高さ４メートルの防護壁がございまして，それを今回の図面でいいますと緑地の内側

に移設するというような計画でございます。 

 それから，その内側に搬入した木くず，がれき類を一時的にストックして，搬入された

ものですから，基本的には大きなものになるかと思いますが，そこから，木材については

屋内で破砕処理をして，破砕した最終的に細かくなったものについては屋内で保管すると

いうようなことでございますので，そういうことも鑑みて，周辺への影響はないと判断し

ております。 
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○Ｃ委員 処理後の話ではなくて，搬入された木くずをストックする場合は，先ほど水を

使わないということが前提でありましたので，例えば，そのまま木くずを搬入してそこの

ストックヤードにストックしていくという話であると，要するに，市道に，この図面であ

ると，隣接している部分が近いという，ストックヤードと市道の壁面があるにしても，そ

の距離が近いということで，例えば，風に対する粉じんの影響が，立地した後に，住民か

ら，それから，風が強い日等における近隣住民からの苦情が出ないという前提があってし

かるべきであろうと思いましたので，改めて確認をさせていただきますが，立地後の風等

による影響について，住民の皆様方に迷惑をかけるようなことは一切ないとおっしゃって

いただければ結構ですけれども。 

 

○事務局 地元とは協定を結ぶという方向で協議も進めておりますので，そういう中で周

りに迷惑をかけるようなことがあれば対応するというようなことになると思います。 

 現在の粉じん等の影響については，検証した結果，現段階の検証結果では，影響を及ぼ

さないというような結果になってございますが，それ以後について，実際に操業が始まっ

てからのことについても，周りに影響を及ぼすことがないように事業者のほうには指導し

てまいりたいと考えております。 

 

○議長 そのほか，Ｄ委員さん，お願いします。 

 

○Ｄ委員 先ほどから伺っておりますと，廃掃法と都市計画の支障の有無は別なのだとい

う話のようなのですが，確かに，我々茨城県民としては，県外のごみが入ってこないのに

越したことがないのであって，廃掃法でその辺をシャットアウトするような決定とか許可

とか，そういうことができるようになっているのかどうかお尋ねしたいのですが。 

 

○事務局 県外からのごみの搬入なのですが，これにつきましては，これまで，県は，要

領ということで，県外からごみを県内に搬入する場合に事前に協議してください，という

ことを事務処理要領で定めておりました。これを，今回，条例ということで，廃棄物の適

正化に関する条例を３月につくりまして，事前協議を条例で義務づけるようにしておりま

す。しかし，環境省では，ごみというのは広域的に処理するというのが原則だということ

で，こういうことを条例とかで各県で決めるのはおかしいということで，環境省からの指

摘は受けておりますが，茨城県としては県外からの搬入をなるべく防ぎたいということで，

そういうシステムをとっているということになっております。 

 

○Ｄ委員 国のほうでは，全国どこも平均に運んでいいような見解を示しているのですか。

あるいは行政指導みたいなことをしているということなのですか。 

 

○事務局 国のほうでは，どこの県でもほかの県からのごみの搬入を禁止されるというこ

とになるとごみが偏在化してしまうということで，ごみの処理は広域的に処理したいとい

う考え方を環境省として持っているということです。 
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○議長 Ｅ委員さん，どうぞ。 

 

○Ｅ委員 素人でよくわかりませんので，この諮問に対してどういう考え方をしたらいい

かというフロー図をしっかり出してもらって，どこでどういう協議が行われて，そして，

最終的にこうなのだということを親切丁寧にしてもらわないとさっぱりわからない。わか

っていらっしゃる方が多いと思うが，僕はわかりません。そういう意味では，しっかり，

どこでどういう協議を行って，どこでどういう規制をしているのだというところまで見え

ないと審議できません。 

 

○議長 どういう過程のもとで都市計画審議会にかけるのですかと。 

 

○Ｅ委員 そういう説明をしてもらいたい。そして，そういう資料を出してもらいたい。

その上で審議をするというようにぜひしていただきたいと思います。要望でございます。 

 

○議長 わかりました。 

 事務局，今のＥ委員さんの要望に対して何か。 

 

○事務局 建築指導課です。 

 今のフローの話でございますが，詳しい資料は今後お出しすることでございますが，フ

ローについて若干説明をさせていただきますと，廃棄物処理法に基づく許可につきまして

は，長い期間の事前協議を経て許可というところまで行くものでございまして，書類でい

いますと，事業計画概要書というものがまず申請者のほうから，これは我々の所管ではご

ざいませんが，廃棄物対策課に出されまして，その後，地元の説明会，あるいは地元の同

意等が行われまして，その後，事業計画書というものが提出されます。その後に県庁内の

関係課が集まりまして調整会議というものが開かれまして，概ね了承となった段階で許可

申請ということで，かなりの事前協議を要している段階でございます。 

 この調整会議，県庁内の各課で，立地について概ね支障がないという確認がとれた段階

で都市計画審議会へ付議しているというような状況でございます。 

 

○Ｅ委員 説明ありがとうございます。フロー図をしっかり出していただいて，そういう

一つ一つの説明をしていただく。それはなぜかといいますと，県民に対して，私たちはこ

の諮問案に対してどういう考えを持って審議をし，そこで結論を出すということを明確に

しなければいけないわけです。そういう意味では，しっかり理解をした上で，今説明を聞

いたから，はいわかりましたということではないわけです。そういう意味では，しっかり

した資料と説明をしていただいて，そして結論を出させていただきたい。その説明をしっ

かり出していただきたいという要望でございますので，これについては，きょう，今ここ

で話を聞いたからといったって結論を出せるものではありません。県民の生活に密着した

問題ですから，それについてはしっかり審議をして，県民に説明責任を果たすということ
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がこの審議会の責務だろうと思いますので，お願いしたいと思います。 

 

○議長 わかりました。 

 

○Ｆ委員 １点だけご確認したいのですが，がれき，いわゆるコンクリートや廃材の処理

は建築資材として再利用はできることは間違いないと思うのですが，需要はあると思うの

ですが，木くずは先ほど燃料用に再生して発電用とか言ったのですが，この説明ができる

段階になっているということは，申請者のほうと燃料を消費してくれる側との契約書とか

覚え書きとか何かあるのかどうか，１点，ご確認をしたいと思います。 

 

○事務局 まだ契約書までには至っていないということなのですが，受け入れてくれると

いうことで，事前の協議は進んでいるということでございます。 

 具体的には，直接プレハブメーカーのほうで受け入れて，そちらが製紙会社に納入する

というような形になると聞いております。 

 

○議長 そのほか，大事なことですから。これに似たようなのは，今，廃棄物対策課で頭

を悩ましているのが硫酸ピッチでございます。県で約３億円くらい処理代にかかるのでは

ないでしょうか。至るところにドラム缶が放置されている。これは廃棄物対策課でやって

いるようですけれども。 

 それと，今，各委員さんから出た質問だと，７割がほかから来るということになると，

今，Ｅ委員さんが言われたように，ある程度フローチャートを示してもらって，ここでこ

ういうふうにしたという説明があって諮問に乗ってくると，審議する委員の皆さんにも発

言しやすくなるのかなと，私，議長として思います。 

 いかがでしょうか，都計諮問の第１号については皆様から大変質問が出ております。 

 廃棄物対策課は来ているのですよね。では，廃棄物対策課の方，今，Ｂ委員さんのほう

からも質問があるようですので，聞いていただきたいと思います。 

 

○Ｂ委員 建築のごみ処理をこうやってやるのだということはできるわけですね。それぞ

れ能力を書いて出すと同時に，できるのでしょう。申請した茨大という会社から。それに

ついて大体話は聞いたけれども，内容について 我々はよくわからない。もっと県内からど

うだとか，どういうものがどうするのだかということがよくわからない。だから，先ほど

言ったように，これを出すについては，建築指導課へはこうだ，あるいは廃棄物対策課は

こうだと。そういうもので決まったのでここへ出したのだということを聞きたいわけなの

です。だから，ここでこの建物を認めてくれと。そうでしょう。だから，建物を認める以

上は，中身の問題だから，中身があって建物を建てるわけだから，その中身のことがわか

らないわけです。それで聞いているわけです。 

 

○Ａ委員 ただいま，Ｂ委員ほうからの意見は，はっきりしたことがわからないという意

見でしたが，結局，今回のこの申請については，都市計画の問題で，この地が許可を出し
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てもいいかという審議だと思います。そしてまた，建築指導課によって申請地が許可され

たという時点において，今度は，廃棄物対策課では，それでは処理場の問題について審議

して，これは建築指導課で許可は出したが，廃棄物対策課で許可は出せなかったという例

が今までありますか。 

 

○事務局 そのような例はございません。 

 

○Ａ委員 そうすると，結局，建築基準法によってきょうの審議会で許可を出していただ

いたというときには，廃棄物対策課は，例えば，どこから持ってきて，どうであっても，

せっかく建築基準法に基づいて建築指導課が土地の許可を許した場合には，建築物は建築

指導課ですが，今度は許可の問題においての廃掃法においてはどんなものを持ち込むかと

いうことで先ほど説明がございました。そして，県外から69％，地元から31％だというよ

うなことも聞きました。ですから，そのようなお話の中で，では，越谷の積水ハウス以外

に持ち込むことのないようなしっかりとした対策は，廃棄物対策課で，現在，ダンプの取

り締まりはどのようにやっているか，ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 持ち込みの検査ですから，ダンプカーがどこで積んでこっちに持ってきて，ここで処理

されたというダンプカーの発着については，よそのことについても，こればかりでなく，

廃棄物対策課では，今，芽吹橋も大利根大橋もダンプが渡っています。そのダンプについ

ての取り調べはきちんと行われていますか。 

 

○事務局 取り調べは年に１回やっております。 

 

○Ａ委員 毎日走っているダンプを年に１回だけやっているのですか。 

 

○事務局 マニフェストという制度がありまして，排出者がどういう運送業者に依頼して，

どこでどういう処理をしてもらうという流れを書面で把握できるシステムとなっておりま

す。 

 

○Ａ委員 わかりました。では，きちんとしたチェックをしているということですから，

これからは，茨城県内においては，廃棄物対策課において，事件，事故はないということ

でよろしいですね。 

 

○議長 どうぞ遠慮なくご発言をいただきたいと思います。 

 結局，私から思うと，これだけ茨城県内に不法のごみが入ってしまっている。またここ

へこう来たら大変ではないかというのが各委員さんの心配事だと思うのです。実際に持ち

込まれてあけられたら，それをどこから誰が持ってきたのかというのがわからない。そう

いう意味では，最初にそういうマニフェストはあるけれども，その辺のところを，今，Ａ

委員さん，Ｅ委員さんから，そういう心配事を地元としてどうなのだろと，協定書はどう

なっているのだろうと，こういうことだと思います。 
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○Ｂ委員 ごみの問題ですよ。例えば，県外のは３割，７割は県内，それ以上は認めない

とか，何かそういう規制ができないでしょうか。だから，許可するについては，県内のご

みを主体にして認めているから，７割とか８割にして，あと余力として２割とか。さっき

の話は逆だから，７対３で，３は県内，７割は県外だから。 

 

○事務局 法律上難しいです。 

 

○Ａ委員 条例をつくっても，茨城県内だけというわけにいかないから，日本全国どこに

でも持っていってもいいというような国の方針だから，茨城県もそういうわけにいかない

という説明ですね。 

 

○議長 遠慮なく委員さんのご発言をいただき，どう採決するか，もう少し時間をいただ

きたいと思います。 

 Ｇ委員さん，いかがでしょうか。ご発言いただきたいと思います。 

 

○Ｇ委員 県の方のご説明ですと，県内，県外問わず，要するに，境がないということで

すね。ある程度受け入れていかなければならないということであれば，こういった施設を

適正に活用していただいて，逆に，今起こっているような廃材がその辺に散らばることが

ないように県のほうで指導していただくということに私たちは期待するという形で，今回

のこの諮問に関しましても，都市計画上の支障の有無ということについて考えるのであれ

ば，こういった場所であれば，都市計画上の支障というその１点だけで考えれば，支障は

ないと私は考えております。 

 

○議長 Ｈ委員さん，いかがでしょうか。ちょっとご発言をいただきたいと思います。 

 

○Ｈ委員 個別課題と，それから，全体方針という問題が２つあって，きょう，ご指摘の

ありました，県全体として，県外からの持ち込みごみというのは，県の政策的な問題から

考えたときに，あるいは県民感情から考えたときに，非常に大きな問題であると考えて，

きょうの貴重な意見を伺わせていただきました。 

 ただ，そのことと今回の個別の課題というのは全部ここの場で議論しきれるかというこ

とについては多少議論の余地はあるのではないかと思います。この場所で都市計画上支障

がないかどうかということについては，一応支障がないということは言えるのだと思いま

すが，これを議会なり何なりのところでしっかりとその辺の持ち込みごみということに関

する議論というのはしかるべくされて，それはもう都市計画審議会より上の議会とかそう

いうところの責任かなとちょっと感じております。 

 

○Ｅ委員 Ｈ委員のお話はよくわかるのです。ただ，ここの審議会で，場所がいいからと

決定してしまうと一人歩きするのではないかという心配を持っているわけです。そういう
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意味では，どこでどういう協議が行われて，どこが最終的に責任を持つのだということが

どうも明確になっていない。これは法律の不備だという部分も感じているのです。そうい

う意味では，もう一回原点に戻って，この審議会が，こういう案件については，こういう

フロー図でこうこうなのだと。そうであれば，ここはもう少し審議をして，また内容を出

してもらいましょうとか，そういう原点に戻ってやるべきだろうということを私のほうか

ら会長に申し上げたということでございますので，よろしくお願いします。 

 

○Ｈ委員 今言ったことは，必ずしもここで決めるというつもりで言ったわけではなくて，

審議過程とか，皆様方がきちっとそういう理解をされた上で決めたいということについて

反対する意図ではございません。ですから，ここは，ある意味からすると，廃棄物対策課

が決定を下す上の必要要件という理解なのだと思います。51条ただし書きですか，それは，

都市計画上既に決めてあるか，許可するに当たって，特定行政庁が都市計画審議会に諮っ

ていいという許可をもらった上でできるという形だと思いますので，そういう意味では，

その辺の関係をもっと明確に説明してもらって，委員の皆さんにご理解いただけるのだっ

たら結構ですし，理解いただけないのだったら，もう一回フローをつくっていただいて，

それで理解した上でやっていただくというのが筋であろうと思います。 

 

○Ｅ委員 僕は予備調査が必要だと思うのです。ただし書きの要件でここの場所を決める

ということなのですが，そのための資料といいますか，検討材料が少ないのではないかと

感じているのですが，ただし書きについて説明してください。 

 

○事務局 データのご説明が質問を受けてから断片的に出てくるというところで，まず，

フローがわかりづらいというところがございますが，そういったところも委員の皆様方が

非常にわかりづらいところかと思います。 

 最初に，少しだけ建前的な話になってしまうのですが，法体系そのものが，都市計画審

議会は都市計画法に基づいて立地が都市計画上いいかどうかという議論，それから，もう

一つ，廃棄物が環境上問題がないか，周辺の住民の健康等に影響がないかというのが廃掃

法の中で流れている。建前上，法律はそうなっていて，それぞれの決定権限は，都市計画

法上の権限は，廃棄物もどちらも知事にあるのですが，都市計画上の審議につきましては

建築指導課，それから，廃棄物は廃棄物対策課になっています。ただし，それが別々に動

いていては，先ほど委員の何人かの方からご指摘のあったように，片や立地のほうが仮に

いいという結果を出したとしても，廃棄物対策課が許可を出さないということがあっても

おかしいというご指摘がありました。その逆もまたおかしなことになると思います。 

 そういうことがあるので，これは行政の内部で，事前協議ということで，廃棄物対策課

と建築指導課で事前に調整をして，建築基準の立場からも環境上の話を聞いておりますし，

その逆もやっております。行政内部ではそういうことをやった上で諮っておるわけなので

すが，そういったプロセスが，ここの場では，逆に皆様方にお話をせずに議論をして，質

問を受けてお話ししているということで，そこが非常に申しわけなかったところだと思い

ます。 
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 まず，フローにつきましては，先ほどお話がございました。きょう，用意してなくて申

しわけありません。もう一度，フローは次回以降はきちっとお出していきたいと思います

し，それから，環境上の話も，最終的に，環境上の影響，細かなアセスメントもまたやっ

ておるようです。そこの技術的な中身までこちらで逐一ご審議いただくのも何ではござい

ますが，少なくとも影響があるのかないのか，それから，先ほどの協定書を結ぶとか，そ

の後の担保をどのように廃棄物対策課のほうで考えているのか，そちらについてはお話を

させていただかないと委員の皆様方も非常に判断に困ろうかと思います。そちらにつきま

しては，持ち帰って，責任を持って，また県の部局の中で整理をしたいと思います。 

 今後の手続きにつきましては，次回以降，もう一度整理をしたいと思います。 

 

○Ｉ委員 一番初めにＡ委員から話があった，協定書をしっかり結んでいるのか，道路が

壊れたり何かしたりしたときの補償のことについてもきちっとしているのかという質問が

ありました。それについてはできていません。これからやります，これから協定するつも

りですということなのです。 

 許可するときに，許可をされるほうは，施設なり，機械なり，建物なり，運ぶ方法なり

の説明は専門家がやるのだから完全です。だから，県がその書類だけ見て許可するときに

は，不許可にする理由は見つからないと思うのです。要は，では，その後，本当にそうい

うふうにやれるかどうかという問題，交通についてもそうだけれども，そういう支障がど

ういうふうに想定されるかについてきちっと詰めて，それに対して明快な答えがないとだ

めなのです。 

 今，我々の県北のほうだけれども，捨て場はいっぱいあります。どこも迷惑しています。

廃棄物対策課に頼んでも一つも取り締まりができていません。夜中に住民が一生懸命見て

いても抑えられません。向こうのほうが専門家ですから。そういうところがいっぱいあり

ます。 

 先ほどＢ委員からも話があったように，捨てられるところが随分あります。そういうこ

とを見過ごしていて，許可することは，もっと進んでしまうということで心配しているわ

けです。だから，こういうのを決めるときには，事前にそういうことについて協定をする

なり，処理についてきちっとやるなり，違反の車を１台でもしたら１年停止するとか，そ

ういうことをきちっと協定の中で結ばなければいけません。 

 法律があって，条例をつくってもだめだという皆さんの声だけれども，今は国がやって

いるから条例をつくってだめだなどという時代ではないのです。法律は法律としてやって

もいいのだけれども，条例をつくる。地方というのは地方自治なのですから。 

 今，道路をつくるのでも，河川をつくるのでも，河川局はものすごく行政の権力の強い

ところだけれども，今，パブリックインブロメントというのをやっています。正式な日本

名は何と解釈するかわかりませんが，公衆は参加する，公衆の意見を聞く，そして，相談

をして物事を決定する。それを最初に全部やっています。今，川もやっている。そういう

時代に入ったのです。 

 県が地元の皆さん方の意向を一生懸命聞いて，同意書を取りまとめて持ってきてくださ

いと。そうしたら許可しましょうということで，同意書を確かに持ってきます。そのとき
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の同意書の中でも，こういう協定を結んでください，こういうふうなことをしてください

という要望はいっぱい出ているのです。それはこれからやることですよということで言わ

れると，我々は大丈夫だと言えないのです。その辺のことを，きょう，持ってくるときに

は事前にきちっとしてこなければいけないのです。だから，そういうことについての資料

をつくることも急いでやっておかなければいけなかったのです。 

 そんなことで，にわかにいいわと言うのは簡単だけれども言えないのです。私はそのよ

うに思っているのですがね。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 Ｄ委員さん，ちょっとご発言を。 

 

○Ｄ委員 Ｇ委員さんもおっしゃっていましたが，都市計画法上支障があるかどうかが

我々の審議の対象なのですが，その中で，確かに県外のごみまで予測した廃棄場を許可し

てもいいのかという問題が出てくるわけですが，どうもそれは別な観点のような気がして

しようがないのです。だから，廃掃法とかできちっと，あるいはＩ委員さんもおっしゃっ

ているとおり，地方自治の本旨に基づき，茨城県はこれは入れないと，そっちから規制す

べきではないでしょうか。だから，都市計画法上の支障があるかどうかと観点が違うよう

な気もするのです。私は弁護士なので，こういう問題は行政訴訟でも起こされるのではな

いか。だから，法律的にはっきりとけじめをつけるべきではないかという感じを受けるの

です。 

 

○議長 既にこの第３号の議案についてはそういう気配があるのです。 

 

○Ｄ委員 廃掃法の視野まで入れて審議すべきなのか，それは切り捨てて，都市計画の支

障の有無だけに絞って審議するのか，その辺の明確な基準づくりが必要なのではないかと

いうような感じを持っております。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。都計諮問については，廃掃法その他とはまた違う意味のことでの審

議ということは，今度は，逆に言わせれば，廃掃法を初め廃対課のほうで許可，そういう

ものを地方自治の中できっちりスタンスを決めてくれないと，逆に，我々が都計諮問で支

障なしと出してもアンバランスになってしまうというようなことかと思うのですが。 

 どうぞ，Ａ委員さん。 

 

○Ａ委員 先ほど事務局が，これから４者合同会議をして，しっかりとしたものをまとめ

て後で出すということでございますので，先ほどの事務局の意見によって，これからしっ

かりとしたものを出してもらって，再協議するということでよろしいのではないですか。 

 

○議長 そうしますと，第１号議案は審議保留ということでしょうか。それとも，支障な
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しというような形で，そういうものをきっちりやるのか，それとも，都計諮問に再度議題

として出していただくのか。継続審議ということでしょうか。 

 そうしますと，私は，議長として，第１号も第２号も，ある意味では第３号も同じなの

です。むしろ第３号は地元からはノーという意見が一応出ております。そうなりますと，

きょう，都計諮問第１号，第２号，第３号を議長としてこれをどう処理するか。 

 それでは，今，Ｊ委員のほうから，暫時休憩をとって，少し事務局サイドの整理もお願

いしたらどうだということでございますので，暫時休憩ということで，10分ないし15分休

憩をとりたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

〔暫 時 休 憩〕 

 

○議長 委員の皆さんには，長時間，申しわけございませんが，もうしばらくお時間をい

ただきたいと思います。 

 それでは，会議を再開いたします。 

 まず，第１号，第２号についての考え方でございますが，同じ案件でございますので，

今日は立地のところでよろしいかどうかというところくらいをご審議いただいて，いわゆ

る支障なしではないのですが，とりあえずここへこういうものを建ててよろしいかという

内諾を得ながら，向こう１カ月以内に都市計画審議会を開いて，先ほどＥ委員さんのほう

からお話がありましたように，それまでのフローチャートといいますか，経過をもっと委

員さんによくわかるようにしながら，なおかつ地元での対応はこうだよと，道路の損傷に

ついてはこうすると，地元との協定はこういうふうになっておりますと，そういうものを

大体とれたところ，というと１カ月あれば多分できると思いますので，１カ月以内に都市

計画審議会を開くということで，第１号，第２号議案は，今日，位置の確認だけ内諾を得

たいと思うのですが，いかがでしょうか。 

 Ｈ委員，どうぞ。 

 

○Ｈ委員 まず，一番最初に，都市環境を確保するという見地から，廃棄物の持ち込みと

いうことに関して幅広く議論されたことは非常によかったと私はまず思います。 

 その上で，都市計画審議会としての審議が何を論拠に審議するのかというのが，今のと

ころ，この件に関しては不明確であったのではないのかなと感じております。確かに，都

市計画法上の都市の健全な発展とか，健康的で安全な生活という見地から広く解釈すれば，

県全体に対するごみの持ち込みということも議論できるということがある一方で，そうい

う見地から見たときに，個別の箇所に関しての議論というようなところにどこまで議論の

論拠をこの中に持ち込めるかというところ，局所的な意味での健康で安全な生活という見

地から見たときにどう判断するのかというのが狭義の意味での都市計画的な判断というこ

とになるのかなと思います。 

 そういう意味で，幅広い議論をしていくとともに，今回の場合は，局所的な意味で，そ

の中での健康で安全が確保されるか，あるいは，もう少し加えて，市町村負担上どういう

あれがあるのかというようなところまでで判断せざるを得ないのかなというような感覚が
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ございまして，今の議長の提案に賛成いたします。 

 

○議長 よろしいでしょうか。 

 それでは，お諮りをいたします。 

 都計諮問第１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，建築基準法第51条，都計諮問第２号 かすみがうら市における廃棄物

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，同じく建築基準法第 51

条，この第１号，第２号に関しましては位置の確認というところだけで，１カ月以内にお

手数でももう一度委員の皆さんにお集まりいただいて，そういう形での再度審議会に付議

し直すという形で，第１号，第２号はご承認いただけますでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 よろしいでしょうか。 

 それでは，都計諮問第１号，同じく第２号については再度審議会に付議する処置をさせ

ていただき，近々，早急に，１カ月以内には会議を持ちたいと思いますので，その節はよ

ろしくお願いをいたします。 

 

 

【都計諮問第３号「東海村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 続いて，都計諮問第３号を審議します。 

 都計諮問第３号でございます。東海村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条に基づいての審議でございます。 

 それでは，事務局のほうで説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第３号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案の３ページ及び付議案図面の３－１，３－２ページをご覧いただきたい

と存じます。 

 本案件は，先ほどの案件と同様でございますが，建築基準法第51条ただし書きの規定に

基づく廃棄物処理施設に係る許可に伴い，そ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，本都市計画審議会にお諮りするものでございます。 

 申請者は，株式会社大豊プラント，代表取締役根本豊でございます。同企業は，平成６

年に設立され，平成14年に今回の申請地に本社を移転しております。 

 今般の許可申請に係る事業計画につきましては，産業廃棄物である廃プラスチック，ゴ

ムくず，紙くず，木くず，繊維くずを受け入れ，焼却の前処理として破砕処理を行い，食

品加工工場における食品残渣である動植物性残渣，廃油，ガーゼ，脱脂綿など医療機関か
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ら出ます医療廃棄物を加えて焼却処理を行い，ごみの減量化に寄与しようというものでご

ざいます。 

 処理施設といたしましては，破砕施設の処理能力が１日当たり54.0トン，また，焼却施

設の処理能力が１日当たり44.08トンでございます。 

 次に，申請地の位置についてご説明いたします。 

 付議案図面の３－１とあわせまして正面のスクリーンをご覧願います。 

 申請地の位置する東海村は，県の中央部に位置し，村の北部は久慈川，東部は太平洋に

面し，原子力関連施設が多く立地する場所として全国的にも知られる場所でございます。 

 鉄道といたしましてはＪＲ常磐線東海駅，港湾といたしましては常陸那珂港，幹線道路

といたしましては国道６号，国道245号，主要地方道常陸那珂港山方線等がございます。 

 なお，お手元の付議案図面３－１は，正面スクリーンの一部を切り取ったものでござい

ます。 

 申請地は，東海村の南部に位置し，東海村役場からは南へ約 3.7キロメートルの地点で

ございます。申請地周辺は主に水田や山林であり，住宅が点在しております。 

 なお，申請地には既に金属プレス工場が昭和60年ころより立地しており，今回の計画は，

その跡地において既存工場の建築物を利用して立地しようとするものでございます。 

 また，申請地は市街化区域内の工業専用地域となっております。 

 次に，土地利用計画等についてご説明いたします。 

 付議案図面の３－２とあわせまして正面のスクリーンをご覧ください。 

 敷地面積は約 6,400平方メートル，南が幅員８メートル以上の道路に面しております。

東側にはプラスチック製品の金型製造工場がございます。敷地の利用計画におきまして，

既設工場の外周部緑地に加えまして，可能な限り新たに緩衝緑地を形成した緑地帯が配置

されております。 

 建築物といたしましては，既存の建築物をそのまま利用し，工場，事務所兼倉庫，倉庫

２棟，合わせて４棟，延べ面積の合計が約 2,160平方メートル，すべて鉄骨造の平屋建て

でございます。 

 処理施設につきましては，廃棄物の破砕施設を屋内に，焼却施設を屋外に設置いたしま

す。 

 現地の状況でございますが，正面スクリーンの現況写真１は，前面道路と敷地の出入口

付近を西側から撮影したものでございます。 

 現況写真２は，出入口付近より計画地を撮影したものでございます。 

 現況写真３も，同じく出入口付近より計画地を撮影したものでございます。 

 現況写真４は，計画地の遠景を撮影したものでございます。 

 次に，廃棄物処理のフローをご説明いたします。 

 申請地に搬入された廃棄物は，計量機を経て，破砕処理を行うものについては，一度，

こちらの倉庫に荷下ろしし，重機による選別ないしは手選別を行い，可燃物について種類

ごとにそれぞれの保管場所にストックされます。 

 破砕機により破砕処理を行った後に，搬送コンベヤーにより焼却炉に投入され，焼却処

理を行います。また，破砕処理を行わない動植物性残渣，感染性廃棄物につきましては，
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保管庫にて保冷措置を行い，搬送コンベヤーにより焼却炉に投入して焼却処理をいたしま

す。廃油につきましては，焼却炉の燃焼燃料として投入し処理いたします。 

 処理後の燃えがら，飛灰は，所定の場所に保管した後，管理型の最終処分場へ搬出し，

埋め立て処分がなされます。 

 これらの処理施設の技術的な詳細事項，生活環境への影響評価等につきましては，別途，

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物処理施設の許可申請がされ，環境部

局の審査を受けております。 

 この環境影響評価におきましては，周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれのある項

目といたしまして，大気汚染，騒音，振動，悪臭を調査項目として選定いたしまして，影

響を予測した結果，いずれも基準を満足するものと認められております。 

 次に，想定される搬入・搬出ルートといたしまして，村道 0105号線から村道 0202号線

を経由して，敷地が面する道路を利用いたします。すべて舗装され，十分な幅員を有して

おりますことから，安全は確保されていると考えております。 

 また，廃棄物の搬入量につきましては，月間1,200トンを見込んでおります。 

 次に，排水計画についてご説明いたします。 

 プラントに使用する水でございますが，焼却炉及び発生ガスを冷却するための水につい

ては水蒸気として大気中に放出されますことから，外部には流出いたしません。また，破

砕処理時の粉じんを抑制するために霧状の水を噴霧いたしますが，床が湿潤する程度の霧

状の水であることから，同様に外部には流出いたしません。これらのプラント使用水につ

きましては，防火水槽兼用の受水槽に貯留した水を使用いたします。 

 雨水排水につきましては，これまでの土地利用と同様，敷地内の既設側溝で集水し，前

面道路の側溝へ放流いたします。この側溝への放流につきましても，既存の管をそのまま

利用いたします。ただし，雨水と廃棄物や燃えがらが接触することがない設計となってお

りますが，さらなる万全を期するため，焼却炉周辺の雨水につきましては，新たに設置い

たしますＵ字溝により集水し，雨水処理槽に貯留することにより，外部に流出させない計

画としております。この焼却炉周辺雨水につきましては冷却水として使用いたします。 

 生活雑排水につきましては，合併浄化槽で処理後，さらに水処理装置において処理し，

雨水同様に前面の道路側溝へ放流いたします。 

 また，廃棄物運搬車両の洗車に要した水につきましては，油水分離槽を経由した後，水

処理装置にて処理し，同様に道路側溝へ放流いたします。 

 申請地及びその周辺地区については，既に工業専用地域として指定を受け，今後の計画

においても，東海村の総合計画，国土利用計画，都市計画マスタープラン等において，工

業地，工業ゾーンなどとして位置づけられ，工業系以外の特段の土地利用の構想等はござ

いません。 

 それでは，続きまして，本案件が焼却施設を有しておりますことから，生活環境影響調

査のうち，大気汚染の項目に関しまして，調査結果の詳細を，担当部局であります生活環

境部廃棄物対策課からご説明させていただきます。 

 

○事務局 それでは，お手元にＡ４一枚でお配りしてあります「大豊プラントの焼却施設
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設置に伴う環境影響ついて」という表が３つ載った用紙があるかと思いますが，それをご

らんいただきたいと思います。 

 まず，１番目の排出ガスというところでございます。 

 この排出ガスと申しますのは，焼却炉の燃焼によって発生しましたガスでございまして，

バグフィルターと呼ばれます処理装置で有害物質を除去した後，煙突から排出されるとい

うことになっております。排出される有害物質につきましては，大気汚染防止法という法

律によりまして基準が定められております。表に示しました排出基準１)というのが今申し

上げました大気汚染防止法による基準でございます。 

 その右側にあります設計値２）と書いてあるものでございますが，これは先ほどご説明

しましたバグフィルターと呼ばれる処理装置で処理した後の設計上の数値ということにな

っております。 

 比較していただきますと，いずれの項目も法令で定められた基準よりも低い値になって

おりまして，今回の許可に当たりまして，設計上の数値を順守するようにということで条

件を付しております。 

 次に，２番目に，大気環境への影響予測でございます。 

 大気汚染物質の濃度は，風の向きとか強さ，大気の状態などによって変化していきます。

真ん中に載せました長期予測と申しますのは，そうしたいろいろな気象条件を踏まえまし

て，１年間の平均的な濃度を予測した数値でございます。 

 ２の（１）というところに示しました長期影響予測，年平均と申しますのがその濃度に

なっております。その左側の欄に評価基準と書いてありますのが環境基準という数値でご

ざいます。環境基準というのは，生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準と

して国が定めているものでございます。いずれも，年平均値で見ますと，環境基準よりも

低い値ということになっております。 

 次に，（２）の短期影響予測でございますが，これは風の強さとか大気の安定状態などを

いろいろ変化させまして，最も汚染の濃度が高くなるという気象条件をもとに算出した数

値でございまして，これは１時間値の値で示すことになっております。これにつきまして

も，評価基準としまして，１時間値の環境基準がございます。それと比較していただきま

すと，いずれも環境基準よりも低い値になっております。 

 以上で環境影響評価を終わりにしたいと思います。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは，都計諮問第３号，ただいま廃棄物対策課の説明も受けましたので，委員の皆

さんのご意見，ご質問をちょうだいしたいと思います。 

 

○Ｉ委員 僕は地元だから，皆さんが大変ご苦労なさってここまで持ってきた経過を聞い

ておるのだけれども，もうちょっと経過を説明したほうがいいのではないでしょうか。 

 

○議長 それでは，Ｉ委員から，もう少し説明をしたほうがよろしいということですので，
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廃棄物対策課で説明をしていただきたいと思います。 

 

○事務局 それでは，簡単にこれまでの経過をご説明させていただきたいと思います。 

 大豊プラントにつきましては，平成 15年 12月に概要書が提出されました。同意をとっ

てくださいということとか，地区の説明会をやってくださいということで指導していたわ

けでございますが，そうしているうちに，なかなか同意がとれないということで，平成 16

年７月９日に許可申請書が提出されました。 

 許可申請書が提出された後，平成 16年 10月８日に，県の不作為ということで提訴があ

りまして，平成 17年４月 28日に不許可処分を一度やっております。この不許可につきま

しては，環境省に対しまして，審査請求ということで不服申し立てが平成17年５月６日に

出されております。 

 事業者は，再び，今度は申請書を直しまして，平成 17年９月 30日に申請書を提出して

おります。 

 これにつきましては，審査を進めまして，廃棄物の処理施設専門委員会を開催しました

り，住民に対する公告縦覧，それから，住民の方の意見を伺うということ，それから，東

海村，ひたちなか市長さんのご意見をもらうというような手続きを進めてきたところでご

ざいます。 

 その間に，住民の方の反対がありましたので，十分に納得してから許可したいという話

をしていましたが，県の不作為ということで，平成19年２月５日に提訴されまして，それ

を受けまして，許可手続きについて進めてきたところでございますが，何とか住民の説明

会をやってくださいということで，平成19年４月24日と５月22日に住民説明会を開催し

ております。 

 これにつきましては，東海村の方に大分ご協力いただきまして，計画の概要を住民の方

に知ってもらう機会を設けるということで，専門委員会からの要望もありまして，説明会

を実施したところでございます。 

 ただ，十分なご理解をいただけないということなのですが，提訴の締め切りということ

もありまして，許可基準に合致しているということでございますので，平成 19年６月 27

日に許可処分をしております。 

 処分に当たりましては，周辺の住民の方がいろいろ心配されておりますので，３つほど

条件を付けさせていただきました。 

 許可条件は，生活環境上支障がある，あるいは保全上問題があるというような場合に条

件を付けられるということになっておりまして，一つは，先ほど申しました排出ガスの基

準が法令で定めます基準よりも大分低い濃度にはなっているのですが，施設の劣化とか維

持管理によりましては設計値を上回る場合もありますので，そういったことのないように，

申請書に記載しました先ほどの管理値の濃度以下に管理しなさいという条件を付しており

ます。 

 それから，住民の方が，周辺の地形が複雑であるので，予測式だけではきちんとした予

測ができないのではないかというようなご心配の声がありました。それにつきましては，

いろいろ専門家の方にご相談しまして，気象条件，冬の11月ごろ逆転層という現象が起こ
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るわけですが，通常は大気中の気温は地面から上にいくほど温度が低くなるわけなのです

が，冬のある期間だけ地面のほうが温度が低くなりまして，大気中の100メートルとか200

メートルぐらいの層が一番高い温度の層になるという状況がありますので，そんなときに

排出ガスが滞留する可能性があるということで，そういう場合には生活環境に影響が及ぶ

ことのないように適切に運転管理を行うということで，操業条件を下げてくださいとか，

そういうことを条件として付けてあります。 

 それから，施設の出入口周辺に住居がございますので，この方になるべく夜間等の騒音

の影響が及ばないようにということで，廃棄物の搬入・搬出時間を午前９時から午後４時

までということで制限しております。 

 以上が許可の今までの現況ということでございます。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 Ｉ委員さん，ご発言を。 

 

○Ｉ委員 今，お話がありましたように，許可をしなかったことについて提訴をされ，国

に対して事業者は申し入れをしたけれども１回不許可になった。そうしたら，また，許可

をしないのは不作為だというので，今，県が提訴されている。そういう状況です。 

 ここは，見てわかりますように，工業団地なのです。工業団地ですが，その大半は原子

燃料工業株式会社の工業団地なのです。だから，あそこでは，原子燃料ですから，原子力

発電所に納めるウランの原子燃料をつくっている工場が敷地の大半であります。ほとんど

７割ぐらいは。その一部は平原工業団地と称して，それらに対する関連の会社，高度な会

社が多いのですが，そういう会社があります。その端に，ここだけぽつんと使用残りのと

ころがありまして，そこに今の企業が２つあったわけですが，その一つがこれに転身する

わけでありますが，そういう状況の土地なのです。極めて高度な工業団地であります。 

 そして，その下は極めて優秀な農地であり，周りが極めて優良な住宅団地になっており

ます。そういうところがここの土地なのです。 

 ところが，工業団地ですから，工業団地の中には，都市計画上はどういう形の工場でも

できるのです。だから，工場をつくることについてまとまっていれば許可せざるを得ない

のが一つなのですが，そういう中で都市計画上の51条の問題で手続きをするということに

なるのですが，都市計画上でもこれを断る理由はないのです。工業団地の中でということ

だそうです。 

 それで許可をするということが，県としては，最終的には，ここ１カ月ぐらいのうちで

すが，諦めまして許可することにしたのです。何で諦めたかといいますと，提訴が激しい

ものだから。 

 そこでバックグラウンドを見ますと，東海村の村議会は反対の決議をしております。反

対の決議はまだ解かれておりません。それから，東海の村長からは，反対ということで，

取り消すようにということを知事あてに要望書が出ております。それについても結論は出

ておりません。 

 そういう中で，村長からは，地元の了解を得，それから，そこは公害の防止協定はやっ
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てますから，公害の防止協定を結んだり，地元とよく話し合いをしてくださいというよう

な要望書が出ている段階であります。 

 地元の会議というのも，やったほうは一生懸命やったということになるのですが，１回

かわずか２回ぐらいでしょうか。全部集まったかどうかわかりませんが，私は出ておりま

せんから，同意を得ないまま，論争がないまま，一方的に説明して終わりになったという

形であります。 

 そういう背景があってやっているのですが，私はそこは解せないのですが，今の法律，

条例では，この審議会でこれを否決するという理由はないというのが県の説明なのですが，

それは工業団地であるし，この施設の中身は施設としては間違いないということですから。 

 そこで，先ほど来出ておりますように，国のものを全国から持ち込んでやってもいいの

かというのを抑えることができないというのと同じように，ここでやることについて抑え

ることができない。その場合に，茨城県は，今まで，ゴルフ場をつくるのでも，工業団地

をつくるのでも，ここでやるのについても，必ず事前審査をやりました。事前審査の中で

地元の了解を取りつけて，同意がほぼ出来上がらない限りは本審査をしませんでした。そ

れが今までの茨城県のやり方なのです。事前審査も全然しないままに，事前審査の申請書

が出ないで施設の許可申請書が出たわけですから，事前審査と同じように，県としては，

地元と話し合いをしてください，何してくださいとやったのですが，この事業者は全くや

りませんでした。そして不作為でもって提訴しました。また不許可して，今度は業者は直

して出してきたということなのです。 

 その間，地元との話し合いができてないのです。そういう中で許可せざるを得ないとい

うことについては，私どもは住民の代表として非常に不安があるわけです。公害防止協定

もできない，地元の協定書もできないままでやっているわけですから。 

 そこで，先ほど来申し上げていますように，どういう形でか，そういうときの事前審査

の中で，地元との了解を得たり何かすることが必要だということを入れておかなければい

けないわけです。そういうことが条例でも法律でも決まっていないので，そういうことは

行政がやる仕事ではないというのが関係者の言うことなのです。 

 そこで，県としては，そういう場合に，条例上，地元の了解を得たり同意をとることが

必要だというようなことを県のほうでもやってもらいたいと思います。同意するなり，住

民なり，あるいは県が調べて，そして本申請書を出してもらっているという手続きを省い

てあるわけだから，そういうものが出てくると，これからは，業界としては，申請書は出

して，その間に中身を調べて，早急に出さなければだめだというやり方がまかり通ってく

ると，普通は２～３年かかっているのだけれども，早いのは結構だけれども，早くやらな

ければ不作為だという形になるのです。やり方の手順については，これをよく検討して，

これからのやり方について僕は勉強してもらいたいと思っています。 

 したがって，このままで結構ですという言い方は私からはなかなか言いづらい。そうい

う状況であります。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 都計諮問第３号についてもいろいろ委員の皆様からご質疑があると思います。先ほどの
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説明ですと，工業専用，いわゆる工専の地区の中の一角に入っているということです。こ

れに関してご発言をいただきたいと思います。 

 Ｅ委員さん，お願いします。 

 

○Ｅ委員 今の件ですが，これは工業団地の用途変更等については支障ないのですか。 

 

○議長 お願いします。用途変更の必要があるかどうかという質問です。 

 

○事務局 建築基準法上の用途変更には当たりません。 

 

○Ｅ委員 この廃棄物処理場というものについては普通の一般製造業と同じという扱いで

すか。 

 

○事務局 工場の扱いになります。 

 

○Ｅ委員 今の件についてはわかりました。 

 

○Ｃ委員 東海村の村長さんからも不同意であるという意見書が提出されているというこ

とと，村議会でも全会一致でこの問題については否決をされている。これは，ご存じかど

うかわかりませんが，こういう廃棄物の施設という施設自体の問題だけで不同意であるの

か，先ほどバグフィルターの問題もございまして，例えば，排出ガスのダイオキシン類に

ついても，私どもの個人的な見解を申し上げますと，水戸市の清掃工場などは排出基準の

設計値は 0.1，10分の１に排出基準が設定されているものですから，地元の方についても

ダイオキシンについては違和感を持たれている方がないという現状で，設計値と排出基準

の数値が同じというのがちょっと気になった部分もあったものですから，こういう排出基

準の環境影響評価まで含めて首長さんから不同意であるという意見書が出ていらっしゃる

のか，その点は県のほうでご存じでしょうか。 

 

○事務局 私ども，建築基準法 51条許可に当たっての東海村長からの意見書については，

基準値の数値といったことでの反対ではございませんで，例えば，搬入路が狭いですとか，

あるいは消防水利について消防と協議していないので，うちのほうでは防火上安全かどう

か確認できないとか，そういった観点の理由を挙げて反対というようなことでございまし

て，それについては，私どものほうで一つ一つ現地検証なども行いまして，安全上支障が

ないということで判断をいたしまして，今回，都市計画審議会に付議させていただきまし

た。 

 

○Ｃ委員 私ども市町村の議員としましては，首長さんの意見書，それから，行政区の議

員の議決でありますが，Ｉ委員からも経緯についていろいろな形での説明がございました

とおりですので，同意書であるとか，議決事項であるとか，行政区の権限というものを尊
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重していきたいという立場でおりたいと思っております。 

 

○Ｅ委員 ２点だけお尋ねいたします。 

 今，用途変更と申し上げたのは，資料を見ますと，当初の工業団地に進出する際には倉

庫業としての申請だったのでしょうか。最初から廃棄物の処理場ということで出たのです

か。 

 

○事務局 そうではございませんで，昭和60年ごろに位置しておりましたのは，金属プレ

ス工場が立地しておりまして，その跡地を今回の申請者が求めまして，今回の申請に至っ

ているというようなことでございます。 

 

○Ｅ委員 前にプレス工場があって，それをこの大豊プラントが買ったと。だから，それ

をやることに関しては別に自由だということなのですね。わかりました。 

 それと，もう１点，お願いします。 

 先ほどＩ委員からもお話がありましたように，村並びに村民が大変不安を感じていると

いうことなのです。先ほどの産業廃棄物の廃掃法関係については，年に１度，トラックを

調査するということをおっしゃっていました。そうしますと，この処理施設における各種

の影響調査といいますか，環境調査といいますか，そういうものについては，法律上，年

に何回やるとか，どういう検査をするとかという決まりはあるのですか。 

 

○事務局 排出ガスにつきましては，ダイオキシンにつきましては年１回，その他の項目

につきましては年２回です。先ほどお示ししました項目があるかと思うのですが，それに

ついては年２回測定というのが法律で義務づけられている回数でございます。 

 

○Ｅ委員 都市計画審議会で，何回やるとか，年４回やるとか，そういうようなことが義

務づけられれば村民もある程度理解をしてもらえるのではないかなと思うのですが，そう

いう権限があるかないか。そして，何回やればいいのか，そういう点はどうなのですか。 

 

○議長 廃棄物対策課でお願いします。 

 

○事務局 今，住民との協定ということで事業者と話を進めておりまして，測定の回数と

かそういったものも含めまして，何回対応できるかというのを詰める予定はしております。

ただ，今，住民が協定というところまでまだ入ってないものですから，住民はまだ反対と

いう声が大分ありまして，協定には入りたくないということでございますので，入れるよ

うな状況になれば，事業所とうちで調整しまして，測定の回数等も調整したいと考えてお

ります。 

 

○Ｅ委員 先ほどの議論にまた戻るのですが，この建築基準法上の51条についての立地に

ついては問題はないけれども，しかし，そこにおいてはいろいろな問題点があるので，そ
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の辺を明確にしなければ，決定するとどうもこの都市計画審議会の性格として一人歩きを

されてしまうということなのではないかと思うのです。 

 そういう意味では，都市計画審議会で，検査関係については年何回ぐらいやったほうが

いいとか，そういう付帯意見をしていただければ，多少は住民の方が。 

 

○議長 例えば，協定書をちゃんと，それから，今，委員がおっしゃったようなものをや

るとか。 

 

○Ｅ委員 そういうことをやってもらえれば，今，この協議が進行しているということで

すが，しかし，都市計画審議会としては早く結論を出さなければいけないということでご

ざいますので。 

 

○議長 そのとおりなのです。 

 

○Ｅ委員 その辺のことについて，できれば協定をしなさいということを明記していただ

ければありがたいかなと思います。 

 

○議長 事務局はどうですか。今，付帯意見を付けたらどうだということですが，それに

ついてお答えをいただきたいと思うのですが。 

 

○事務局 都市計画審議会に付議いたしまして，答申をいただくのは県知事でございます

ので，我々のほうで，県に対して，そういったことを指導しなさいというような付帯意見

をいただければ，私どものほうで検討いたしまして，今後，対応していきたいと考えてお

ります。 

 

○議長 ですから，付帯意見で，今，Ｅ委員さんのほうから出たようなものは付けること

はよろしいのかなということを聞いている。事務局サイドとして，それはできないとか，

それは権限外だとかというようなことをお聞かせいただきたいのですが。 

 

○事務局 今の年１回，年２回の都計審での付帯意見を付けられるかというＥ委員のお話

でございますが，それは，基本的には，建築指導課といたしましては，上屋ではございま

せんで，廃棄物処理施設に対しての１～２度の点検を義務づけることができるかどうかと

いうことは，ちょっと難しいのかなという気がしております。 

 ただ，１～２度の点検ではなくて，事業所に対して，村，周辺住民と十分に協議をして

安全管理に努める，そういった付帯条件を付けることはできるのかなという気がします。 

 

○議長 そうしますと，そういう点検等々というのは廃棄物対策課であって，我々都市計

画審議会は，第51条では全然テリトリー外と解釈することになるのでしょうか。 
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○事務局 一応，住民との公害防止協定が何例か結ばれている事例がございまして，その

中では排出ガスの測定の回数を決めたり，住民の方に情報を開示したり，あるいは住民の

方が立入検査をできたりというようなことを申し合わせで決めている事例が非常に多いと

いうこともありますので，事業者とは，協定を結んでくださいということで調整はしてお

ります。 

 

○Ｈ委員 私は，この件は，先ほどの件と違って，都市計画上，健康的で安全な生活を守

るという見地で，その場所について，都市計画上支障がないということを判断する余地の

ある問題ではないのかなと思っております。 

 ですから，今のお答えからすれば，そういう見地から，例えば，付帯決議とかそういう

ことはまず可能ではないのかなという考え方をしておりますので，申し上げたいと思いま

す。 

 少し元に戻りますが，６月27日に許可をしたというのは，県から，これをやってよろし

いという許可をしたということなのですか。 

 

○事務局 施設をつくってもいいという許可になります。これから施設を建設しまして，

施設ができた後，使用開始前検査というのがございまして，使用前検査を合格しますと，

今度は業の許可という手続きがありまして，それで初めて廃棄物処理業ができるという手

続きになります。 

 

○Ｈ委員 それは51条の要件ですね。この要件を満たさなくてもそれは許可できるという

ことになるのですか。 

 

○事務局 廃掃法上の基準上はできるということになっております。 

 

○Ｈ委員 そうすると，これは建築基準法上許可しないということは，先ほどの議論と同

じなのですが，並列的に起こるということですね。廃掃法上は許可したことはあるけれど

も，建築基準法上許可をしないという状況が起こるということがあってもやむを得ないと

いうことなのですね。 

 

○事務局 廃掃法と建築基準法は別の許可になっておりますので，片方が許可になって，

片方が許可にならないというのは想定されますが，そういうことを避ける意味で，県の内

部では事前に調整会議を重ねまして，それぞれが許可できるという見込みがついて初めて

都市計画審議会に付議しているというような状況でございます。 

 

○Ｈ委員 その意味では，都市計画審議会としては一種の見切り発車をされているという

理解をしていいのですか。 

 

○議長 そうすると，今回の場合には，廃棄物対策課のほうが先行して，住民協定という
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もので，測定，あるいは情報の開示，そういうものを前提に先に許可を出したと理解して

いいわけですか。 

 

○事務局 そのとおりでございます。 

 

○Ｉ委員 私は，今までの経過が非常に不透明でというとおかしいけれども，皆さん方，

一生懸命やったのだけれども，地元の人たちはブラインドになっていて知らなかった。そ

ういうことで，ここわずか半年かその間で急速に展開して許可になるのです。結果として，

そこのところが地元から見れば不自然なのです。県から見れば，平成17年の９月だから１

年半ちょっとです。正式な申し入れがあったときに，県からは，地元と話し合いをしてく

ださい，地元の同意をとってくださいと言ったのだけれども，業者は何もしませんでした。

そういうことでごちゃごちゃしていて，それから調査を始めたというか，許可する状況を

整え始めたから時間がかかってしまった。時間がかかったといってもまだ半年も過ぎない

のですから。それで許可することになるのです。この形をとることになっていくと，これ

から地元の住民の意思などというのはなくなってしまう。 

 別な話をして申しわけないのだが，大宮の宮の郷工業団地も業者があって，あそこは手

の出るほど業界に出てもらいたいのだけれども，地元でも県でもそうなのだけれども，地

元では，これは公害の出る工場だから反対だというので，町村長から県会議員からみんな

であそこの地域の人が反対陳情しました。知事は許可しないということで受け付けません

でした。そういう例もあります。そういうことで，茨城県の今まで工業団地なり工場の受

け付けのときには地元の同意を非常に重要視してやってきたのです。その形がこの場合は

崩れます。それでこれからできますかと僕は考えて，それを心配しているのです。 

 そこで，村長も言うように，協定書など地元の同意も急いでつけてくれるようにと，県

が許可するのでしようがないから村長もそこまで折れました。それで許可してください。

許可するについては，協定書も公害協定もやってくださいと言っているのだけれども，今，

業者のほうは全く動いていません。そういうことでこの許可が出ていったら，許可になる

のは当たり前なんだというやり方でできる。これが特殊なケースならそれでいいのだけれ

ども，そういうふうに思うのです。 

 あそこは，土地柄，原子力でも何でもあれだけの危険だと思われる施設についていまだ

かつて一回も反対したことがないのです。誘致に反対といってのろしを上げたことは一回

もないのです。そういうふうなところなのです。ところが，今度の場合には，議会のほう

も，与野党二つに分かれているところはあるけれども，与野党の分かれている議会がどっ

ちもこぞって反対なのです。反対決議をしたのですから。もう一回，議会のほうに迫って，

協議してくださいと言っても協議にならないのです。そのくらい先鋭化しているのです。

そういう中で進んでしまっていいのかなと思って，僕も本当に心配しているのです。 

 ただ，県が今からやろうとすることについて，僕は，賛成とか反対とか，反対する立場

でありませんから，とやかく言いませんが，こういう例がこれからもできては困るから，

この際，よく検証して，条例をつくるものなら条例をきちっとつくるとか，方法を決めて

いかなければいけないなと思って，きょうはそういうことの意見だけを申し上げておこう
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と思って話しているのです。 

 

○Ｈ委員 違った見地からなのですが，まず，手続きからいったら，都市計画審議会の議

を経て，それで判断されてからやるというのが，県の中でいろいろ各部課が調整して，そ

の上で総合的判断をするのだという筋からしたらちょっとおかしいのではないかな，矛盾

する返事をしているのではないかなということを感じる次第だということをまず申し上げ

ておきたいと思います。 

 私自身は，これは工業専用区域内だけの影響ではなくて，周辺区域への影響が懸念され

るということの見地で少し状況を見させていただきたいと思うのです。今，いただいてい

る見取り図からすると，周辺に結構建物が建っているような図になっているので，その辺

の詳細を少し見せていただけませんか。 

 

○議長 画面を出してくれませんか。工場の申請地のところはクローズアップできないの

でしょうか。 

 

○事務局 別の画面をご用意いたします。 

 中央で赤で囲んである部分が今回の申請地で，赤のマークが工業系の施設でございます。

それから，青のものが住居系の施設でございます。点線の円が書いてございますが，内側

の円で半径 300メートルのライン，外側のラインで半径 500メートルのラインとなってお

ります。ですから，300メートルの内側で住居系のものが６棟ぐらいあるというような状況

でございます。 

 

○Ｈ委員 これは農家ですか。 

 

○事務局 詳細は確認してございませんが，農家ではないかと考えております。 

 

○Ｈ委員 これを影響評価するときに，敷地境界だけで判断しているのか，どういうふう

に敷地外への影響を見ているのか，その辺をご説明いただけますか。 

 

○事務局 大気の場合は最大着地濃度ということで，煙突から 150メートルの地点が地上

で一番高い濃度を示す地点ということになりますので，住宅地からは大分遠いところに最

大着地濃度があらわれるというシミュレーションになっております。 

 もう一つ，騒音のほうが一番心配になりますので，騒音につきましては敷地境界で判定

するということになっておりまして，騒音につきましても，シミュレーション上は基準を

満たしているということになっております。 

 

○Ｈ委員 150メートル地点だったら２～３軒ある地域ですが，あと，道路が通ったりとか，

そうしたときに大気汚染系の問題がないのかどうかというところ，これは廃棄物対策課の

審査会の判断になると思うのですが，資料提供されている濃度からすると，例えば，評価
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基準の最大２分の１というようなものが出ると。それから，これがどのくらいの時間継続

する可能性があるのかとか，そういうことを考えると，その辺の問題もあるのかなと。 

 それから，さらに言えば，これだけ条件が違う，例えば，年平均濃度が 0.041に対して

最大濃度が0.31と７倍から８倍の数値が出てくる。これは運転状況によって相当出てくる

濃度とかそういうのが違ってくるのではないかとか，そういう点があると思うのですが，

そういうところはどういうふうに評価されているのですか。 

 

○事務局 先ほど表に示してあります設計値が排出源の元になっておりますが，長期予測

と短期予測がありまして，短期予測，資料の（２）のところに示してある最大濃度が，風

向きとか風の強さとか大気の状況などで濃度が大分変化するものですから，そういういろ

いろなものを変化させて，一番悪い条件で予測したときの濃度ということで最大濃度とし

ております。 

 その上の長期影響予測というのは，そういう特殊な条件だけではなくて，いろいろな気

象条件があるものですから，そういったものをならして，長期的に年平均としてならして

みるとこういう濃度ですということになっております。 

 

○Ｈ委員 今ご説明のあったぐらいはわかるのですが，最大というのは，これを絶対超え

ないという意味の最大ですか。 

 

○事務局 そういう計画になっております。 

 

○Ｈ委員 あと，こういうことをやる上で非常に重要なことは，安定的な運転条件をどう

いうふうに担保するかという話は相当あります。これがどういうふうにされているかとい

うことの検討次第では，最大条件ですね。ダイオキシンもそんなに詳しくないのですが，

例えば，焼却温度の安定性で随分違ってくるとか，そういうことがあるようですが，そう

いうところはどういうふうに仮定されて算出されている数値なのかというのをちょっと教

えていただけますか。 

 

○事務局 ダイオキシンの規制が平成14年に始まりましてから，焼却炉の構造が大幅に規

制が強化されまして，一つは，ダイオキシンとか燃焼炉の内部の温度を 800度以上という

ことで，通常，ダイオキシンが発生するのが 500度から 600度ということですから，ダイ

オキシンが発生しない高温ということで，800℃以上で確保しなさいということになってお

ります。 

 確保のために温度を連続的に測定するという装置をつけることが義務づけられておりま

す。連続的に温度を記録しておくということで，ダイオキシンが発生しない温度条件で運

転しているということの裏づけをとるということになっております。温度が下がりますと，

またダイオキシンが再構成されるということになりますので，800度以上に熱した中で，そ

れを 200℃まで急激に温度を下げるということも義務づけられておりまして，200℃に下げ

たという確認のための温度計を付けることを義務づけられておりまして，そういう管理で
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ダイオキシンの発生をきちんと制御するというような仕組みになっております。 

 

○Ｈ委員 それを聞いて少し安心しましたが，それを事後モニターとか，記録をとってお

くとか，先ほどＥ委員からお話がありましたが，年何回見るということでなくて，常時，

後から記録を見られるとか，それから，いつ行ってもそういう装置を住民の方が点検でき

るとか，そういう体制をとることは，住民の安心，それから，ちゃんとやられているとい

うことを確認する見地から不可欠だと思うので，それをぜひやってもらうことが，都市計

画上の見地から必要なのではないかと思います。 

 

○事務局 一つは，そういった記録を住民の求めに応じて公開しなさいという法律上の規

定はあります。協定では，それ以上に，随時，住民の方が立ち入りしてチェックできると

か，そういった仕組みを設けているところもありますので，協議の内容によってはそうい

うことも入れて協定を結ぶということも可能かというように考えております。 

 

○Ｇ委員 先ほど，許可を下ろして，その後，仮に施設が出来上がって検査という運びに

なる予定ですというお話を伺っていると思うのですが，協定を結ぶなり地元との方たちの

同意を得るという作業はその条件にはもちろん入るということなのでしょうか。要するに，

協定を結んだ地元の住民の方の同意を得られなければ操業開始には至らないという意味で

よろしいのでしょうか。 

 

○事務局 それとはちょっとリンクできないかと思いますので，今，住民の方が協定に応

じるというような状況にないものですから，状況を踏まえまして，できればその施設が稼

働する前には協定を結んでやりたいと考えております。 

 

○Ｇ委員 協定を結んでやりたいということであれば，それを条件にするということは不

可能なのですか。開始までには必ず履行しなさいというような。 

 

○事務局 通知のほうで結びなさいということで指示してあります。 

 

○Ｇ委員 指示というのは，許可条件に入っているという意味でしょうか。 

 

○事務局 許可条件というのは，生活環境上の保全のために必要な許可条件ということし

か付けられないものですから，法律上，協定を結ぶという条件を付けてしまうと法律違反

になってしまうものですから，それは条件としては付けられないということで，通知のほ

うで指示したということでやっております。 

 

○Ｇ委員 そういうものを結ぶ手立ては何かほかにはないのですか。 

 

○議長 ですから，都計諮問第３号については，そういう付帯意見が付いたということで
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許可を出さざるを得ないのかなとも思うのですが，いかがなものなのでしょうね。 

 

○Ｊ委員 最初の説明を聞いていて，私，全然理解していなくて，Ｉ委員から，もうちょ

っと説明してくださいと言われて，説明したので，少しわかったのですが。審議会に対し

て，あれだけの情報しか渡さないで審議してくださいという態度はいささかおかしいなと

いう感じがするのです。 

 それから，さっき，Ｅ委員が言われたことは，この審議会はどんな付帯条件を付けても

構いません。ただ，知事が受け取って，行政機構の中でどうするかということについては

問題があって，やりにくいことは余り書かれてしまうと困ってしまうという実態はある。 

 ただ，今度の問題を聞いていると，建築指導課としてできること，廃棄物対策課ができ

ることというのを，さっきＨ委員が言ったように，非常に広義な意味での安全・安心とい

うところまで行けばいろいろなことを書けると思うのです。 

 ちょっと心配しているのは，この会社がまた訴訟を起こすということになると，裁判官

から見たら，この都市計画審議会がこんな付帯意見を付けたのはおかしいのではないかと。

常識的にいって都市計画上の支障のないという話はこの程度であって，そこまで敷衍して

いくと，その付帯意見は無視してもいい，それがゆえに不許可だとするのはちょっと重た

いのではないかというおそれは出てくるのではないかと思うのです。 

 ですから，そこら辺は少し考えて，私は，基本的には，今のままでいくと，都市計画的

に見ると，もう少し地元の住民の意見を聞きなさいという都市計画法に変わったのです。

建築基準法は変えなかったけれども都市計画法は明らかに変えていて，都市計画審議会は

そういうことをベースに審議するということになっていますから，ここへ出てくれば，今

みたいな周りの住民の公聴会なり住民説明会が非常に形式的だということであれば，それ

については，我々としてはもう少しちゃんとした説明会をして，協定を結ぶことというこ

とが付帯意見に付いても今回は構わないのではないでしょうか。 

 

○議長 ご意見ありがとうございました。 

 

○Ｉ委員 Ｈ委員とＪ委員からいろいろお話があって，ありがとうございました。結局は，

ここまで来たので，村自体，村長さんもそうですが，住民の皆さんもできるだけ安心でき

るような手立てを真剣にやっていただきたい。説得してやるのでなくて，本気で県も考え

てやっていますという形を示してもらって，そしてやっていけば誠意が通るだろうと思う

のです。行政指導でできないとか何とかといういろいろな意見があるわけですから，そん

なことでなしに，明日からでもやってもらいたいと思うのです。まだ詳しい説明をしてい

ませんから，やったほうがいい。 

 

○Ｊ委員 さっき質問をし忘れていたのですが，平成 17年４月に１回不許可をしていて，

その後，再申請を出してきて，平成19年６月に許可したのですが，最初の申請がなぜ不許

可であって，次にはどういうことを直してここに出てきたかということをちょっと補足説

明していただけませんか。 
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 もう一つ，さっき，事務局が，廃掃法の許可のときに，協定を結ぶという条件にしてし

まうと法律違反になると。私は，本当に必要なら法律違反になるような条件にすべきだと

思ったのです。それを条件にしないという判断はなぜか，というところをどういうふうに

考えるかだと思うのです。法律的にはできるはずなのに県はしなかったというだけの話で

すからね。それも補足があったら説明していただきたい。 

 

○事務局 不許可のときの条件なのですが，書類の不備が一つありまして，処理能力とか

処理設備についての説明とかが不十分だったということが不許可の条件になっております。

そういったものを補充しまして再申請してきたということになっております。 

 それから，許可の条件ということで，これは非常に難しいことなので，先ほどのお答え

ではなかなかわかりにくいかと思うのですが，具体的なもので，生活環境を保全するため

の条件を付けなさいというようなことになっております。 

 

○Ｊ委員 ただ，それは，今回は県の裁量でしょう。 

 

○事務局 県の裁量というか，それが法律違反がどうかということになるとまたあれにな

ると思うのですが。 

 

○Ｊ委員 あなたは，法律違反になると困るから，法律に基づくほうの条件にはしません

でしたと言われたのではないですか。 

 

○事務局 許可条件につきましては不服申し立てとかができることになっているのです。

そういう不服申し立てで却下されることのないような条件ということで，今回，絞らせて

いただきました。 

 

○Ｊ委員 裁判長の判断としてやってもいいのではないですか，不服申し立てで却下とい

う。却下するのは誰ですか。 

 

○事務局 そういうことも可能だったかとは思いますが。 

 

○Ｊ委員 この場合は却下するのは誰なのですか。申し立ては誰にするのですか。 

 

○事務局 最終的には上級審査庁が審査するということになります。 

 

○Ｊ委員 判断によれば，それでもいいのではないかと思うのです。要するに，住民に対

する説明会もしない何もしないというならば，村長さんとか議会の意見も聞かないという

のならば，そういうこともあってもいいのではないでしょうか。 

 

○事務局 もう一つは，今，協定の相手方がまだ定まらないということがありまして，今，
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住民の方が２つに割れておりまして，ある程度協定とかで条件を付けて運営させたほうが

いいという方と，そういう協定とかの話には乗りたくないという方がいまして，今のとこ

ろ，いつ協定に入られるかというのが不透明な状況ということですから，そういうことも

ありまして，許可の条件というふうに付しますと非常に不透明性があるかなということも

考慮してやっております。 

 

○Ｃ委員 そろそろ時間で，方向性を見出すという話になってくると思いますので，１点

だけお話をさせていただくと，先ほどの都計諮問第１号，都計諮問第２号とは全然内容が

違うと思うのです。要するに，行政区の首長さんの中から賛成の意見書が出てきて，これ

がどうなのだという上で，都計諮問第１号と第２号については，その上での環境アセスで

あるとか，搬入の問題であるとか，県外からの産業廃棄物の搬入であるとかという論議が

出てきましたが，この都計諮問第３号については，もうここに立地がだめなんだと，これ

を立地することは，首長としても，今，Ｉ委員からお話があった，異論がある村議会の議

員さん同士であっても，全会一致で，住民の代表が，ここの立地はもうだめなんだよとい

う話があった経緯がありましたが，僕自身は市町村議員の代表としてここに来ております

ので，首長さんの意見，例えば，村議会が割れて，賛成，反対運動が起こっているとか，

こういうことであるならばまた審議にもということが考えられるのだけれども，稼働する

には住民の同意とか協定書があってしかるべきで，これが不可能なのですかというお話も

ございましたが，これを住民もだめ，村議会もだめ，首長さんがだめというのを，法律で

許可されているからということで許可を出してしまってゴーをかけてしまう。同意が得ら

れないままゴーをかけてしまうというのは，私たちは同意できないというか，この部分は

持っているわけです。 

 いろいろな形の全国の裁判の判例を見ても，逆に法律上で規定されたもので許可を出し

たものが，住民が同意できない，首長さんも同意できないという部分が，全体的に許可で

きない，そういう整理されたものであるとするならば，裁判自体は行政が間違いなく負け

るのです。そういう時代背景ですから，今は，住民，市民，国民の目線に立った判断をす

べきと思いますので，もし方向性をきょう判断されるならば，ここは反対の立場をとらせ

ていただきたいと思っています。 

 

○議長 Ｃ委員さんはそういう住民の立場からということで，わかりました。 

 事務局に聞きたいのですが，この付帯条件というものを明確にして，きょう，許可を出

すということになったときには，その付帯条件は絶対条件になるのでしょうか。それとも，

まだ法律がどうのこうの，これは廃棄物対策課，これは建築指導課，これはどこかと言わ

れてしまうと付帯条件がぼけてしまうのですが，その辺はどうなのでしょう。Ｃ委員さん

の反対も，あるいはＩ委員さんの反対もあるかとは思いますが。 

 

○Ｋ委員 この問題は大分議論を尽くしましたが。私も，先ほどＣ委員が言ったように，

東海の村長さん，そしてまた議会が不同意ということは尊重しなければならないと思うの

です。いろいろな周辺の影響なども先ほど議論されましたが，我々はここで説明されたわ
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けですから，あの現場もどういう状況かわからないわけです。ですから，現場をよく知っ

ている地元が，首長を初め議会が不同意ということは，都市計画法上問題ないといっても，

この審議会ではオーケーだろうと出せないと思うのです。私も出すべきではないと思って

います。 

 

○議長 わかりました。 

 事務局から発言を。 

 

○事務局 許可の条件を，許可する際の絶対条件にそれがなり得るかどうかという判断で

ございますが，それは，今，即答はできかねます。ただ，建築指導課としましては，用途

地域が工業専用地域であるということを踏まえ，さらに，用途地域は，村がそこの土地利

用を積極的に図っていくところであるということで工業専用地域の指定をしたということ

で理解しております。 

 そういうことを踏まえまして，51条のただし書きの中で，それぞれの施設，汚物処理場

であるとか，火葬場であるとか，種々あります。その中で今回の施設が51条ただし書きに

該当するということで，きょうの都市計画審議会に付議したという経緯がございます。 

 ということで，我々としては，用途地域を踏まえるのであればやむを得ないのかなとい

う判断をしております。 

 

○Ｊ委員 議長さんが心配されているから言いますが，付帯意見を付けてどうするかは県

の勝手です。こっちの審議会としてはこういう付帯意見を付けますということはこっちが

決めることで，県の決めることではないというところははっきりしておけばいい。ただ，

知事が受け取ったとき，ではそれをどうするかというのは県の裁量権ですから，その付帯

意見を全部やらないと，我々としては，後で報告したとき，それをやってなかったらどう

ですかという追求は，もう１回，報告していただいて，またそういう質問をすればいいの

です。だから，付帯意見はこういうのでなければいけないということはないので，気楽に

お考えください。 

 

○Ｉ委員 今までは路線決定するときに反対の意見も出ますよね。こういう反対があった

と文書で出てきます。そのときに，皆さん方は，反対の意見に対して，説得して決めます

とか，相手の条件で合わせてやりますとか，みんな条件を付けました。そして任せてくだ

さいと言ったのです。無条件で決めたのなんてありません。だから，こういう意見が出た

ら，そのとおりに我々はやりますというのは皆さんの当たり前のことなのです。それを四

の五の言ったらおかしい。それはやる気がないととられてしまいます。住民だって了解し

ません。しっかりやりますと言えばいいのです。 

 

○Ａ委員 審議会の意見として，先ほどの村長さん，議会，住民が反対だと言っているの

に，審議会が賛成だということは私はできないと思います。ですから，審議会の意見とし

ては審議会の意見として，これは地元の意見を尊重しようというのが道ではないかと私は
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思っております。 

 

○議長 それでは，Ｄ委員さん，ご意見を伺いたいのですが。 

 

○Ｄ委員 非常に難しい問題だと思うのですが，反対しているのは，恐らく医療廃棄物の

焼却だからだと思うのです。要するに，迷惑施設は来てほしくない。これは当然だと思う

のです。住民もそうだし，村長もそうだし，議会などはましてやそのとおりだと思うので

す。大豊プラントも本当にどのぐらい信用できる企業なのかという点もあるのではないか

と思うのです。そういう本質的なものが置き去りにされた議論だったかなという感じがす

るのです。 

 ですから，さっきも出ましたが，全国の医療廃棄物などをトラックで持ってきまして，

そして，信頼できない業者などが，こういうものを焼く場合に，恐らく 1,200度とか 800

度とかものすごい高温で焼かなければだめだと思うのです。1,000度の炉で焼くということ

はものすごいコストがかかるのです。そういう実践も大丈夫なのかということになります。 

 確かに，都市計画上は，こういう小さい建物で，10トントラック５台かそこら運び込む

のは工業地区で支障はないとは思うのですが，訴訟をやるとそんな問題が出てくると思う

のです。だけど，皆さんが，この議論の中にあらわれないけれども，やっている人が大丈

夫なのかと。それから，運び込むのも，医療廃棄物，動物性残渣などという死骸を燃すの

かと。そうしたら病原菌をばらまかれたらそれこそ大変だと。そこがあると思うのです。 

 だから，もし付帯意見を付けるのならば，本質を見抜いたような付帯意見を付けて付議

すべきではなかろうかと私は思っているのです。 

 私は，都市計画に支障がないという問題だけなら無条件で賛成しようかなと実は思って

いたのですが，諸先生方のお話を聞くと，何でこんな小さい産業廃棄物の施設に対して，

村長とか議会が全員一致だとか，いろいろな党派があると思うのですが，それが本質が見

抜けなくて何とも言えなかったのですが，本当はその辺ももうちょっと調査していただき

たいと思っております。 

 

○議長  それでは，反対ということで，Ａ委員さん初めＣ委員さんもそういうお話です。

ましてや，そういう反対を押し切るということになると，付帯意見というものが，では，

付帯意見がどこまで知事が深く受け止めて審議会を受けてくれるのかというと，ちょっと

わからないし，今のＤ委員さんの話ではないけれども，業者がどこまで信頼をおけるのか

と言われると，私たちの眼中には書類ですら来ません。業者の名前だけです。 

 

○Ｋ委員 時間はかけられないのですか。もう少し時間をかけて意向を尊重するなり。 

 

○Ｊ委員 今の時間的な制約があるのですかというのだけちょっとお答えいただきたいで

す。きょうは廃掃法の許可は出してしまっているわけでしょう。 

 

○事務局 廃掃法の許可が既に出ておりますので，うちのほうの許可も時期を合わせるの
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がベストかなとは思っております。 

 

○Ｊ委員 いつまでに出さなければいけないという期限があるのですか。 

 

○事務局 期限はございませんが，廃掃法で，先ほどありましたが，不作為で訴えられて

いるというような現状もありますので，そういったこともこちらも考えられるのかなとは

考えております。 

 

○Ｊ委員 だけど，きょう決めなければいけないのですかという質問です。あとどのぐら

い時間があるのですかということを聞いているのだけど。 

 

○議長 今，メモが入ってきまして，都市計画審議会の日程が８月６日，月曜日，１時半

からというメモが入りました。そのくらいまで待てるのかどうかですね。廃棄物対策課は，

昨日か一昨日，許可を出したようでございますが。 

 

○事務局 待てるかどうかというお話ですが，基本的には，51条のただし書きは都市計画

審議会の議を経て許可するということになっておりますので，きょうの都市計画審議会で

同意ということで議了案件にされなければ，それは許可はできないと判断したいと思いま

す。 

 

○議長 そうすると，継続審議ということで，８月６日に，都計諮問第１号，都計諮問２

号，そして，これを上げました都計諮問第３号もそのときにということで，そのくらいの

時間はよろしいのでしょうかね。 

 

○事務局 それは大丈夫かと思います。その間に，諸々調整することがあればさらに調整

したいと思います。 

 

○議長 それでは，８月６日，月曜日，１時半から予定しておりますので，ご都合のつく

委員さんはぜひお願いをしたいと思います。 

 なお，終わりに，Ｊ委員さんから発言をいただきます。 

 

○Ｊ委員 私，提案なのですが，この８月６日にやって，もしかして，今，いろいろなこ

とで，これに付帯意見が付くようになるなら，その付帯意見の原案作成を会長に一任して，

事務局と相談して，そういう案を付けて審議に入ったらいいのではないかと思うのですが，

そういう点はいかがでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございます。 
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 そういうことで，付帯意見については私どものほうに一任をしていただきながら，８月

６日までには，委員の皆さんのほうにそれなりの説明のできる資料をお届けしたいと思い

ます。 

 きょうは，本当に長時間，有意義な皆さんからのご発言，ご質問ありがとうございまし

た。 

 

 

－  閉 会  － 
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