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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成１９年８月６日(月) 午後１時３０分から午後４時４０分 

  ２ 場所 水戸市笠原町９７８－２６ 茨城県市町村会館 １階 講堂 

   

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 

    関係行政機関の職員について，田村正司委員に代わり櫻井治雄委員，前野陽一委員に

代わり藤田昌宏委員，大藪譲治委員に代わり安原敬裕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中﨑委員と須田委員が指名された。 

 

３ 議案審議 

 

 

【前回審議会での質問事項について】 

 

○議長 前回審議会での質問事項について，いろいろ質問が出ておりますので，その質問

について事務局から説明をいたします。しばらくお聞き取りをいただきたいと思います。 

 それでは，お願いします。 

 

 

○事務局 前回の審議会におきまして，事務局の説明が不十分なため，本日，再度，ご審

議をいただくことになりましたことにつきまして，まず冒頭でお詫びをさせていただきま

す。どうも申し訳ございませんでした。 

 前回，ご質問いただきました事項について，改めてご説明をさせていただきます。 

 建築基準法第51条の規定やそれに基づく都市計画上の支障の有無の判断について及び産

業廃棄物処理施設に係る許可等の処理の流れ，あるいは審査事項につきまして，私ども建

築指導課より，また，廃棄物の県内への搬入状況，あるいは廃棄物の流通に対する主な規

制につきましては，廃棄物対策課より説明をさせていただきます。 
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 それでは，まず，建築基準法第51条におけるただし書の規定についてでございます。 

 本日お配りしております報告事項２の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

 ここに建築基準法第51条の条文を載せてございます。 

 内容でございますが，都市計画区域内におきましては，卸売市場，火葬場などのほか，

２のその他政令で定める処理施設に記載のとおり，建築基準法施行令第 130条の２の２に

より規定されております産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物につきましては，

その敷地の位置を都市計画決定しているものでなければ新築または増築をしてはならない

というものでございます。 

 しかしながら，民間施設のように，その施設が恒久的に存続する担保性が難しいものな

ど，位置を都市計画で決定することが不適当な場合もあることから，都市計画決定によら

なくてもよいという例外的な措置としてただし書の規定がございます。 

 これは，特定行政庁が，県または市町村の都市計画審議会の議を経て，その敷地の位置

が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は，新築もしくは増築ができるというもの

でございます。 

 県または市町村への付議の区分につきましては，その敷地の位置を都市計画決定する場

合の決定権者が県であるか，あるいは市町村であるかによります。 

 産業廃棄物処理施設につきましては，決定権者が県となっておりますので，この規定に

基づきまして，本審議会におきましてご審議をいただくこととなってございます。 

 次に，３番目の都市計画上の支障の有無の判断についてでございます。 

 産業廃棄物処理施設などの用途に供する建築物の敷地の位置について，都市計画上の支

障の有無を判断するに当たりましては，施設の敷地の位置が，地元市町村の定めた総合計

画に基づく土地利用計画，あるいは施設整備計画との関係において整合性がとれるか，あ

るいは搬入の道路として想定する道路などの公共施設への影響，都市計画道路にかからな

い等，将来の公共施設整備計画に及ぼす影響の有無ですとか，市街化区域の場合は，工業

系の用途地域に設置することが望ましいなど，用途地域などの地域地区との関係における

整合性及び公共施設，これは道路ですとか公園ですとかでございますが，それの都市計画

決定権者としての地元市町村の総合行政というよりも都市計画上の意見をも考慮しながら，

施設の位置について都市計画上支障があるかどうかをご判断いただくものでございます。 

 次に，４番目の産業廃棄物処理施設に係る許可等の処理の流れについてでございます。 

 資料の２ページ目をごらんいただきたいと存じます。 

 こちらの図は，左側に廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可の手順を，右側

に建築基準法に基づく許可の手順をフローとして示したものでございます。 

 左側の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」とする。）の許可でございま

すが，大きく分けまして，第 15条に基づく設置許可と第 14条に基づく処分業の許可とが

ございます。 

 まず，設置許可でございますが，これは，処理施設を設置する場合，処理方法や規模な

どによって必要となるものでございます。 

 この許可に当たりましては，処理施設の技術基準，生活環境への影響，事業者の事業遂

行能力などについて審査することとなっておりまして，事業計画概要書に基づき，県庁内
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の立地規制などを所管する関係各課，廃棄物対策課のほか10課ございます。建築指導課も

ございますが，建築指導課以外に，消防防災課，環境政策課，環境対策課，生活衛生課な

ど10課が集まりまして，それぞれ所管する法律上の支障等について調整いたします。 

 さらに，市町村への意見照会や地元関係者への説明，同意取得を行った上で，関係課と

の調整会議，あるいは関係機関約20課への意見調整などを行います。 

 許可申請書の提出がされますと，許可基準に照らして審査いたしまして，施設が焼却施

設である場合とか最終処分場の場合には，廃掃法に基づきまして，公告，あるいは縦覧，

市町村意見照会などを行いまして，さらに大気汚染，水質汚濁，振動，騒音，廃棄物処理

の各分野の専門家で構成されます廃棄物処理施設設置等専門委員会の審議などを経まして，

環境への影響などについて支障がないものは許可となります。 

 その後，施設が完成いたしますと，廃掃法では使用前検査を行いまして，申請どおりの

施設となっていることを確認いたします。 

 さらに，その後，実際に産業廃棄物の収集，運搬や処分を業として行うに当たりまして

は，廃掃法第14条の規定によります処分業の許可が必要となります。 

 これが廃掃法に基づく許可の手続きの流れでございます。 

 一方，右側の建築基準法の許可の流れでございますが，地元市町村の意見書が付された

許可申請書が提出され，審査した結果，許可基準を満足いたしますとともに，廃掃法を所

管いたします廃棄物対策課と連絡調整を行いまして，廃掃法に基づく施設の設置許可の見

込みがあるとされた案件につきまして，都市計画上の支障の有無について，本都市計画審

議会にお諮りいたします。 

 その結果，支障なしとの判断をいただいた案件について許可することとしております。 

 その後，建築確認などの手続きを経て建設工事に着手することとなりまして，施設が完

成いたしますと，建築基準法では廃掃法で使用前検査に当たります完了検査を行います。

それで申請どおりの施設となっていることを確認いたします。 

 以上のように，産業廃棄物処理施設に関しましては，それぞれ独立した関係にございま

す廃掃法と建築基準法でございますが，手続きにおきましては互いに連携しながら並行し

て進められ，各段階で必要なすべての手続きがオーケーとなった場合，初めて操業開始が

可能となるものでございます。 

 本日，改めてこれから後ご審議いただきます第１号，第２号議案につきましても，廃掃

法の施設の設置許可見込みで調整済みでございます。 

 また，第３号議案につきましては，去る６月27日に施設の設置許可がなされたものでご

ざいます。 

 次に，５番目といたしまして，廃棄物処理施設設置許可に係る審査事項等についてご説

明いたします。 

 資料の３ページをごらんいただきたいと思います。 

 廃掃法第15条に基づく許可に際しましての法定審査事項といたしましては，構造耐力上

の安全とか，廃棄物，排ガス等による腐食の防止措置，あるいは廃棄物飛散，流出，悪臭

防止のための構造，設備，騒音，振動による周辺への影響，排水放流の場合の水質保全な

どの技術基準，そして，②といたしまして，周辺の生活環境保全に配慮した設置計画，維
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持管理計画であること，あるいは，③といたしまして，経理的基礎とか技術的能力などの

事業遂行能力について審査することとされております。 

 また，廃棄物処理施設の設置などに係る事前審査要領に基づきまして，これらの事業遂

行能力，あるいは施設の構造，維持管理計画などのほか，周辺の生活環境の保全，その他

記載の事項について事前に審査する事項となっております。 

 一方，建築基準法第 51条のただし書に基づく許可に際しての審査事項でございますが，

建築基準法の中には審査事項に関する特段の定めはございません。このため，都市施設の

位置を都市計画決定する際の国土交通省が定めた運用指針として，①搬出入のための道路

の整備状況ですとか，②として，用途地域が指定されている場合は工業系の用途地域内で

あること，あるいは，③といたしまして，災害の発生するおそれの高い区域には設置しな

いなどの指針を定めておりますことから，県といたしましては，それらを参考にするほか，

他県の許可基準の事例等を勘案しながら許可基準を定めております。 

 その内容といたしましては，まず，立地についてでございますが，①といたしまして，

既定の都市計画，総合計画などの土地利用計画上の支障がないこと，その旨の当該市町村

長の意見書添付，②といたしまして，他法令による支障がないこと，③といたしまして，

立地は原則として工業専用地域，工業地域かつ他の用途地域に近接しないことなどとする

ほか，規模等につきましても，施設の占有部分と空地のバランスを図ることなどの規定を

設け，審査しているところでございます。 

 続きまして，廃棄物対策課より，廃棄物の県内への搬入状況，そして，廃棄物の流通に

対する主な規制につきましてご説明申し上げます。 

 

○事務局 廃棄物対策課でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 前回の審議会の中で，県外からの搬入比率が高い，あるいは一部の地区で県外からの持

ち込みが多いというご意見等もございました。 

 そこで，本県における廃棄物の県内の搬入状況等を含めて，県内の状況について説明さ

せていただきます。 

 資料の４ページでございます。 

 産業廃棄物というのは適正処理が原則でございますので，中間処理施設や最終処分場を

持たない地域がございます。一般的には，広域的に移動しているというのが現状でござい

ます。 

 表にありますとおり，本県における他県の搬出，搬入の状況は，関東近辺から比べて非

常に低い数値を示していると思います。 

 茨城県の総排出量は，産業廃棄物が 1,000万トン，一般廃棄物が 100万トンと言われて

ございますが，産業廃棄物の中で県内から県外に搬出しているものが66万トン，他県から

茨城県に持ち込まれているのは49万7,000トンということで，埼玉県から比べていただい

ても約10分の１です。それから，千葉県の４分の１，お隣の栃木県から比べても３分の１

以下となってございます。他県で受け入れているのは，首都圏のうち，主に東京都から受

け入れているのが現状でございます。茨城県は極端に少なくなっております。 

 この理由についてでございますが，その次のページをお開きいただきたいと思います。 
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 廃棄物の流通に対する主な規制ということでございますが，まず，①のマニフェスト制

度でございますが，本県は，立入調査，最終処分については年１回必ず実施しております。

それから，中間処理施設はかなり数が多うございますが，できるだけ数年に１回はやるよ

うな形で実施しております。特に新設された施設については，適正処理が行われるように，

随時，立ち入りを行うようにしております。その際，維持管理基準，構造基準をチェック

するのは当然でございますが，マニフェスト等もチェックして，許可された品目以外のも

のを受け入れていないかどうか，それから，中間処理であれば，その灰をどこできちんと

処分しているのか，この辺をマニフェストできちんとチェックをしております。 

 最終処分につきましては，地下水の水質検査，これは廃掃法上は年１回ではございます

が，茨城県の場合は月１回検査をしていただいてチェックをしているという現状でござい

ます。 

 それから，２点目，茨城県の場合は，搬入協議による県外からの廃棄物搬入を規制して

いるということでございます。県外から廃棄物を持ち込み，処理する場合は，事前に協議

制をとっておりますので，県に相談をして承認を得たものだけ持ち込むことができるとい

う規制を行っております。例えば，神奈川県，千葉県は今までやっておりませんでした。

ただ，千葉県は，茨城県にならって，本年の５月から搬入協議を実施したようです。それ

から，埼玉県は，最終処分場とか10トン以上といったものについて搬入協議を行っており

ますが，茨城県はたとえ１グラムからでもすべて搬入協議を行って，茨城県で認めたもの

以外は持ってこさせないという形をとっております。ですから，これからご審議いただく

案件についても，県内への搬入率が若干高いということがございますが，これもきちんと

県の搬入協議を受けてから持ち込ませるという形をとってございます。 

 全体としては，茨城県は搬入比率が高くなく，低いということをこれでおわかりいただ

けると思いますが，ただし，県境の施設で，例えば建築メーカーの下請けをやっていると，

それで下請けメーカーが例えば千葉県，埼玉県にあるといったケースで，ここには県外の

比率が高いというケースもございます。ただ，全体としては，茨城県は大変低いというこ

とです。 

 それから，これらに加えまして，特に前回の審議会の中で，特定の地域，県西地区のほ

うで県外からの持ち込みが多いという意見もございました。これらの搬入協議の規制のほ

かに新たな条例を制定して，今般，規制をするということで，この３月に茨城県廃棄物の

処理の適性化に関する条例をご承認いただいたところでございます。 

 これにつきましては，現在，廃棄物処理法では，焼却施設のうち，200kg/h，１時間で200

キロ以上のものが許可施設となってございます。ところが，この規制を免れるように，例

えば 190キロといったものにつきましては，ダイオキシン類特別措置法で単に届け出だけ

で済むというようなことがございました。これらを規制するために，今般，条例を可決し

ていただいて，施行日は10月１日ということで，今，施行に向けての準備を行っておると

ころでございます。 

 参考までに主な条例の内容についてご説明させていただきます。 

 ３番目のところでございます。①収集運搬業，処分業者に対して，事業報告書(年１回)

の提出を義務づける。要するに，どういうものを処理しているかを必ず報告いただいてチ



 - 6 - 

ェックしていく。これは小規模な焼却施設であっても，どこから持ってきているかという

ことまで必ずチェックしていくということでございます。 

 ２点目が，県外から搬入する場合の事前協議の義務づけ，ただいま説明させていただき

ました搬入協議，これは指導要綱，行政指導で行っております。これを，今期，条例に置

くということでさらに厳しくやっていこうということでございます。 

 それから３点目は，廃棄物を排出事業者が自ら処理する場合，自社処理票の作成を義務

化する。要するに，現場に立ち入りする。これは自社処理ですよ，自分のところで出たご

みを焼却していますよという形で主張するケースが多いので，これらをマニフェストと同

じように自社処理票を作成させ，これでチェックするという形をとってございます。 

 それから，産業廃棄物処理施設設置時の地域住民との合意形成，県との事前協議を義務

化する。先ほど説明した県の要綱で，地元の合意形成はあくまでも行政指導の範疇でござ

います。これを，今般，条例で義務化するということでございます。全国でもいろいろ裁

判等が行われておりますが，指導要綱ではなかなか対抗できないということで，今般，条

例化するということでございます。 

 ５番目は，冒頭申し上げました小型焼却炉 200kg/h以下の施設であっても許可制を導入

するということでございます。 

 このように，県外の受け入れも含めて，廃棄物の適正処理を担保するために，いろいろ

な形で厳しく対応していきたいと考えております。 

 なお，条例の施行に当たって，今，県西地区を中心に，これらの小規模な焼却施設の立

入検査を昨年の６月から実施しております。円滑な施行に向けて適正に処理されるよう，

今後とも規制を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

 

○議長 ありがとうございました。ただいまは廃棄物対策課からの説明をいただきました。

これについて，委員の皆さんのご意見，ご質問をいただきたいと思います。 

 Ａ委員さん，どうぞ。 

 

○Ａ委員 ただいまの説明の中で，新たな条例の規制なのですが，小型焼却炉で自社処理

の 200kg/h以下でも設置に対しての許可を導入していくということですが，これの調査に

ついて，県の職員が，200kg/h以下の小型焼却炉についても設置に対しての許可制を導入す

るということで，調査などは間に合うのですか。 

 

○事務局 先ほども申し上げましたが，県外からの搬入業者，いわゆる県外から廃棄物を

持ち込み自社で焼却処理する業者が，今，坂東市には 70業者あります。これらについて，

施行前ですが，立入調査を行っておりまして，不適正な処理があれば，それらを適正処理

するように指導を行っております。夜間調査も行っておりまして，夜間にやっているかど

うかも含めてチェックをしております。 

 施行ができるだけ円滑に進むようにやっていきたいと思いますが，これらの施設は１年
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以内に許可をとる必要があります。１年間の間に申請を出してもらって，それで県が施設

の維持管理基準，今，細かい基準を定めております。この維持管理基準に合致していれば

許可を出すということですが，それに合致していなければ我々としては許可を与えないと

いう方向で考えております。 

 

○Ａ委員 そうしますと，県内業者が小型焼却炉を設置する場合にも，自社処理の場合で

200kg/h以下でもということですよね。ですから，今，県外業者が 70社いるということを

言っていましたが，県内業者にもこれを全部これから指導するのですか。 

 

○事務局 十分に説明されなかったかもしれませんが，県内の業者も，当然，事業所と事

業所を離れて焼却炉を設置している場合に限って規制します。例えば，県北のほうの木材

業さんの方が県内で処理して，事業所内で処理をしていろいろ木くずが出ます。それを場

内の自社処理施設で処理している場合は規制から外すこととしております。あくまでも事

業所とは別なところに持っていって処理しているようなケース，先ほど言った埼玉県，千

葉県に事業所があって，処分するときだけ茨城県に持ってきて処理する場合とか，県内に

おきましても，例えば水戸に解体現場があって，それをほかの市に持っていって処理する

というケースを規制する予定でございます。 

 

○Ａ委員 余計なことかもしれないですが，例えば，河川の草木を焼却して，小型焼却炉

で燃やすといった場合のトン数などはどのようになっていますか。 

 

○事務局 トン数ですか。 

 

○Ａ委員 結局，河川の草刈りをした。それを一まとめにして運んで焼却をするという場

合にはどういう形で許可を出していますか。 

 

○事務局 河川敷の草とかは昔は野焼きをやっていましたが，野焼きが禁止されています

ので，必ず処分するということで，多分，土木サイドが発注するとき，これはどこどこの

処分場で処理してくださいというような形で発注していると思います。一般の方がやる場

合は，きちんと処分場に持っていって処分してもらうという形をとっております。野焼き

している場合は，県のほうから厳しく指導しております。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 そのほか，委員さんのほうで何かご質問，ご意見ございましたらどうぞ。 

 

○Ｂ委員 きょうは，今，建築基準法第51条とその他の説明があったのだけれども，この

前，この議案についてこういうふうにした原因についての説明をするということできょう

はやっているのだけれども，そのことについては全く説明がありません。今まで説明して

いるのは，書いてあることを読んだだけで，ひとつもこの前の審議に対する答弁にはなっ
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ていません。この前は，県が決めるのはできることになっているけれども，市町村の意見

を聞かなければいけないということも書いてあります。それから，運営についても，地元

の了解を得なければできないということも書いてあります。そういうことについてどうい

うふうにやったかということについて説明がされていません。もっと真剣に内容を検討し

なければだめです。そのことが，この前，保留になった原因なのに，そのことについて全

く触れられていません。 

 

○事務局 ただいまご指摘のありました点でございますが，地元の行政，あるいは周辺の

住民の方のご意見も尊重した上で，都市計画上の支障の有無の判断をさせていただくとい

うことでご説明をしたつもりでございます。 

 

○Ｂ委員 そこら辺について何も聞いていません。今，話があったのは，建築基準法第 51

条で決める場合に，地元の市町村長の意見を尊重して決めると書いてあるのですよね。そ

のことについてどうやったかと聞いているのです。何も説明されていません。 

 

○事務局 申請書に地元の当該村長の意見書が付されておりまして，その内容につきまし

ては，私どものほうで都市計画上の支障の有無という観点から内容を審査いたしました。 

 その件につきましては，個別・具体的な議論ということになりますので，都計諮問第３

号のご説明の際に申し上げることで予定しておりましたところでございますが，後ほどそ

の点につきましては詳細にご説明させていただきたいと思います。 

 

○議長 それでよろしいでしょうか。 

 それでは，都計諮問第３号のときに，この前の説明不足のところ，あるいは委員さんの

質問があった答えを明確に回答をしていただきたいと思います。 

 それでは，議事審議に入らせていただきます。 

 

 

【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」】 

【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」】 

 

○議長 それでは，都計諮問第１号，第２号をあわせて，これは継続審議となった案件で

ございますので，きょうは一括して説明して，審議をいただきたいと思います。 

 まず，事務局から都計諮問第１号，第２号について説明をお願いします。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第１号及び第２号について一括してご説明をいたします。 

 まず，都計諮問第１号についてでございます。 
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 お手元の付議案の１ページと付議案図面の１－１，１－２ページをご覧いただきたいと

存じます。 

 本案件は，建築基準法第51条のただし書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，前回，都市計画審議会にお諮り

いたしました結果，継続審議となりましたことから，本日，再度お諮りするものでござい

ます。 

 なお，本付議案につきましては，前回，既にご説明済みでございますので，説明は簡潔

にいたしますが，一部説明が重複いたします点につきましては，どうかご了承願います。 

 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処理施設といたしましては，がれき類の破砕処理の処理能力が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１－１とあわせまして，正面のスクリーンをご覧ください。 

 申請地は，坂東市の北側，隣接する境町との境界付近に位置しております。坂東市の猿

島庁舎からは西へ約3.2キロメートルの地点でございます。 

 県道沿いに住宅や事業所が立地し，申請者の現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，申請地及びその周辺地区は市街化調整区域となっております。 

 次に，土地利用計画などについてご説明いたします。 

 付議案図面１－２とあわせ，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ございまして，送電線が東西方向に架設されております。 

 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階建て 延べ面積 600平方メートル，事務所 

鉄骨造平屋建て 延べ面積約33平方メートルの２棟を建築する計画でございます。 

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

 現地の状況及び廃棄物処理のフローにつきましては，前回，ご説明を行っておりますの

で，省略いたします。 

 申請地及びその周辺地区につきましては，坂東市の総合計画及び旧猿島町の都市計画マ

スタープランにおきまして，特に土地利用構想等はございません。 

 本事業計画につきましては，許可申請に当たりまして，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。 

 また，廃棄物処理施設としての環境部局の審査に際しまして，騒音，振動，粉じん，こ

れらを調査項目として選定し，生活環境影響調査を実施いたしました結果，環境関連法令

に基づく基準の範囲内となっております。 
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 都計諮問第１号について，説明は以上でございます。 

 引き続き，都計諮問第２号についてご説明いたします。 

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

存じます。 

 本案件も，建築基準法第51条ただし書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，前回，都市計画審議会にお諮

りいたしました案件でございますが，継続審議となりましたことから，本日，再度本都市

計画審議会にお諮りするものでございます。 

 なお，本付議案につきましては，前回の審議会におきまして説明を行っておりませんで

したので，本日，改めて説明をさせていただきたいと思います。 

 申請者は，株式会社吉山工業 代表取締役吉山武雄でございます。 

 同企業は，昭和62年に設立され，地元において建設業を営んでおります。 

 また，平成16年には産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得しております。 

 今般の許可申請に係る事業計画につきましては，建設工事の現場で解体作業を行った際

に発生いたしますコンクリート舗装，あるいは道路側溝などのコンクリート二次製品など，

がれき類につきまして破砕処理を行い，再生品として活用しようとするものでございます。 

 処理施設の能力は，１日当たり317.6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２－１とあわせまして，正面のスクリーンをご覧ください。 

 申請地の位置いたしますかすみがうら市は，平成17年３月に，霞ヶ浦町，千代田町が合

併し誕生した新市でございます。 

 県の南部に位置し，北は石岡市，西から南は土浦市，また，南部，東部はその名のとお

り霞ヶ浦に面しております。 

 鉄道は，ＪＲ常磐線神立駅，幹線道路といたしましては，常磐自動車道，国道６号，国

道354号などがございます。 

 なお，お手元の付議案図面２－１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，かすみがうら市の中央部，隣接する石岡市との境界付近に位置いたしまして，

市役所のかすみがうら庁舎からは北西約 5.7キロメートル，常磐線神立駅からは北東へ約

3.5キロメートルの地点でございます。 

 申請地は，一般県道飯岡石岡線に面しており，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，土地利用計画などについてご説明いたします。 

 付議案図面の２－２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 1,690平方メートル，北東が幅員 6.4メートルの県道飯岡石岡線に面してお

ります。また，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，事務所，トイレを合わせまして，延べ面積約 7.5平方メート

ルでございます。 

 がれき類の破砕処理施設は屋外に設置いたします。 
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 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，前面道路の県道と申請地

の出入り口付近を東側から撮影したものでございます。 

 現況写真２でございますが，これは今回の申請地を出入り口付近から撮影したものでご

ざいます。 

 現況写真３でございますが，これは出入り口付近から北側の周辺状況を撮影したもので

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。 

 申請地に搬入される予定の廃棄物を積載いたしました車両は，一旦，申請地より北方約

1.4キロメートルの県道沿いにございます，申請事業者と契約をいたしましたアスファルト

合材製造会社の計量器にて重量を計測し，その結果について計量証明書の発行を受けまし

て，申請地にて廃棄物を下ろしたあと，再度，同様に計量を行いまして，計量証明書を事

務所にて管理いたします。 

 搬入されましたコンクリートがらにつきましては，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，自選機により金属を選別し，製品ヤードにストックいたします。 

 搬出時も搬入時と同様に計量を行いまして，路盤材や基礎材に使用する再生砕石として

建材販売会社に出荷し，資源の再利用を図ることとしております。 

 また，金属についても有価売却を行います。 

 搬入，搬出ルートといたしましては，敷地が面しております幅員 6.4メートルの一般県

道飯岡石岡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900トン，１日当たり約36トンの処理を計

画しております。 

 これに係る車両につきましては，搬入については４トン車，１日当たり10台程度，搬出

については10トン車，１日当たり５台程度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。 

 作業場内において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，敷地内に配置いたします側溝や集水枡，排水枡から雨水を誘

導し，浸透層により処理するため，敷地外への放流はございません。 

 生活雑排水につきましては，合併処理浄化槽で処理後，敷地内において処理いたします。 

 申請地及びその周辺地区につきましては，かすみがうら市の総合計画，旧霞ヶ浦町の都

市計画マスタープランにおきまして，特段の土地利用構想などはございません。 

 また，本事業計画につきましては，許可申請に当たり，かすみがうら市長から特に支障

がない旨の意見書が提出されております。 

 さらに，廃棄物処理施設としての環境部局の審査に際しまして，騒音，振動，粉じんを

調査項目として選定し，生活環境影響調査を実施いたしました結果，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２号につきましては以上でございます。 

 都計諮問第１号及び第２号について一括で説明をいたしました。ご審議のほどどうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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○議長 説明ありがとうございました。 

 それでは，委員の皆さんに，都計諮問第１号及び第２号について，ご意見，ご質問等々

をちょうだいしたいと思います。 

 前回もこの搬入，搬出についてはいろいろご質問が出たわけでございますが，先ほどＢ

委員のほうから，質問に対して回答がなっていないのではないかというご発言もありまし

たので，その辺のところ，まずＢ委員から，今，一通り説明をいたしましたので，それに

ついてご発言をいただきたいと思います。 

 

○Ｃ委員 私のほうから伺いますが，坂東市の生子地区ですが，この間，境の警察署へ行

ったのです。境の警察署長は，前，生活環境部に来ていおりまして，そういう取り締まり

もやっていました。こういうわけでございますが，この境管内は小さい焼却炉が10個ある

そうです。そういうことで，不法投棄も多いということで，私も生活環境部にいたので，

非常に苦労したという話を聞かせてもらいました。 

 特に考えてみると，あそこに境大橋があります。下総利根大橋，芽吹大橋と３つあるの

です。だから，東京から，あるいは埼玉からは自由に侵入できるというわけです。 

 そこへきて，小型の焼却炉が10個もあります。トラックがやって来て，そこの焼却炉か

ら持っていくものもあれば，持って帰って不法投棄するというので，一晩中寝ないで監視

したときもあるという話でございます。 

 そこへきて，今回，一つ出ているわけでございますが，これだけのごみが実際に出るの

ですか。ここに書いてあるだけのごみが。そういうのが私は問題だと思うのです。建築基

準法で許可しても，ごみがこれだけあるのかないのか。あるいは，ほかから持ってきてこ

れだけのごみになるのか。要するに，不法投棄というのは地元のものではないのですから

ね。東京から大体50キロ圏内しかありません。だから，全部不法投棄になるのは県外のも

のなのです。産業廃棄物，あるいは一般の生活上のごみかわからないけれども，ごみが果

たしてここに書いてあるだけの，日量これだけ処理するという，それだけのものがあるの

かないのか。建築基準法で許可しても，焼却炉をつくっても，ごみがなければ業者は潰れ

てしまうわけです。 

 そういうことで，私は，ごみがずっと続けて出れば別だけれども，そうでなくて，わず

か２年かそこらで消えてしまったら，これは投資活動になってしまって潰れてしまうとい

うことだと思うのです。その辺のバランスの問題で，建物を建てるよりは，まずごみとか

そういうものがそれだけの年間の量があるのかどうか，そういうものが出るのかどうか，

その辺の調査がどうなっているのか聞きたいと思うのです。 

 

○事務局 株式会社茨大さんの場合，先ほどの説明の中でお話しさせていただきましたが，

茨大さんというのはセキスイハウスの住宅系の施設でありまして，主にセキスイハウスの

建設会社を一手に引き受けているような形でやっているところでございます。木くず，ガ

ラスくずを含めて月1,275トンという形です。 

 本当にこれだけあるのかと，我々も受け入れる場合はよく審査をしておりまして，ただ，
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大手メーカーのほうから一手に引き受けているというお話を聞いておりますので，この部

分についてはあるものと考えております。大手メーカーであれば，当然，一手に引き受け

ていますので，これぐらいの量はあるとは思っています。 

 ただし，先ほども申し上げましたが，県外からですと搬入協議が必要だということで，

この搬入協議をクリアしてもらって初めてこれだけの量が処理できるということでござい

ます。 

 それから，お話がありました，坂東市は非常に小型の焼却炉が多くて，先ほど，県外の

業者で県内で処理しているのが70近くいましたが，このほとんどが，40幾つですが，坂東

市にあるということで，これを規制するために今回条例をつくったということで，特に不

適正処理しているもの，皆さん，新聞でもごらんになっていると思いますが，境警察署と

相談しながら，今年度に入っても４件ほど検挙しています。これは直罰規定で，不適正処

理というより，許可を得ないで，つまり，自社処理施設と言って他のものから受け入れた

ケースです。これで４件ほど検挙しております。 

 そのほかにも，今，うちのほうで夜間調査をやっておりまして，夜間調査で不適正にや

っているものを指導しているところです。 

 それから，昨年からもう10数件，坂東市にある業者についてやっております。これは１

回だけではなかなか言うことを聞かないと。２回，３回，今は３回目の指導をやっており

ます。条例が施行して，これらが守れない場合は許可をしないという方向で考えておりま

すので，これらについても厳しく対応してまいりたいと考えております。 

 

○議長 Ａ委員さん，どうぞ。 

 

○Ａ委員 ただいまはありがとうございます。 

 ただいま，月に 1,275トンというようなお話をお聞きいたしました。月に 1,275トンの

運搬をするときに，現在の坂東市道56号線，幅員6.8メートルということでございますが，

この協議の中で，搬入道路の件についての協議はどうなっておりますか。 

 

○事務局 現在，搬入道路も含めまして，坂東市役所と事業者が協議をしておりまして，

協定を締結する方向で協議が進められております。 

 道路の管理につきましても，その中で事業者のほうからの申し出が坂東市になされてお

りまして，坂東市としては，搬入に伴って破損した場合の復旧工事について，事業者のほ

うからそれをやりますという申し出，これが余り例がないということで，ただ，含めるこ

とについては全然支障がないので，破損した場合，それを補修するということも含めて協

定を締結する方向で協議が進められているという状況でございます。 

 

○Ａ委員 ただいまの答弁で，協議をするという形で許可を出した場合にはどうなのです

か。協議をするということだけの話で，業者は直しますよと言っているというお話でござ

いますが，許可をする段階で，そのようなきちんとした協議の内容をしないうちに許可を

出してよろしいものなのですか。 
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 茨城県といたしましては，皆さんの意見はいつもそうなのです。協議中だとか，話し合

いをしていますからということで，今度は許可を出してしまったら，ああじゃないこうじ

ゃないという問題を出すということですから，許可を出すときには，きちんとした協議書

なり，約束事をきちんとした書類で残すとか，そういうものがあって，業者さんが直しま

すよと言ってくれているのでは，そのようなものをもらってから許可を出すべきで，きょ

うは許可を出さないほうがよろしいのではないですか。 

 

○事務局 我々が，手続き上，許可の段階では，そういった協議上の内容を確認させてい

ただいた上で許可をしたいと思っております。 

 

○Ａ委員 これは，議長，例えば，まだきちんとしたものを決めないうちに審議会で許可

を出してよいものでしょうか。 

 

○議長 私個人としては，協議中というか，ちゃんとそういうものをしてからここへ上が

ってくるのが妥当だとは思うのですが，申請からかなりの日数が多分かかっているのだろ

うと思います。だから，その間にちゃんとそういうものを出していただければ，我々審議

会としても，今，Ａ委員さんからご指摘のあるようなことはなくなるのではないかなと思

います。 

 

○Ａ委員 県の皆様方にはこのような書類でなく，しっかりとした，こういう協定が結ば

れているから許可をしてくださいというような，審議の内容のときにきちんと審議ができ

るような書類を提出していただきたい。そうでないと，私のように，議長，これでいいの

ですかということになりますから。 

 ですから，この書類では，まだ道路の条件もついていません。そして，これは東京電力

さんの意見書か何かあるのですか。これは東京電力の土地の横で燃やしたり何かした場合

に，上に高圧線が通っていますよね。 

 

○事務局 東電の架線の下につきましては，建築物の高さについて，あるいは工作物等の

高さについて規定がございます。その規定の範囲内で工作物が設置されるということは確

認した上で，今回，付議案としてご審議をいただいております。 

 

○Ａ委員 坂東市の市道につきましての 056号線，ここに幅員は 6.8メートルと書いてご

ざいますが，延長はどのくらいありますか。搬入に使用する延長というものは 6.8メート

ル掛ける何キロ何メートルとかございますか。そうでないと，補償の協議の問題もござい

ますから，そのような協議をきちんとして提出してください。 

 

○事務局 市道菅056線の県道からの利用距離は約450メートルでございます。 

 

○Ａ委員 大通りから現地まで 450メートルの 6.8メートルですね。それは何平米になり
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ますか。例えば，舗装のときに補償してもらう場合にこのぐらいのお金がかかりますよと

か，その層が60センチで砕石を入れるのか，１メートルに入れるのか，そういう問題もあ

りますので，いろいろと協議がございますから，道路というものは。これだけのトン数を

運ぶのにはどれだけの舗装をしなくてはならないとか，そのぐらいの協議はしていると思

いますが，お聞かせ願います。 

 

○事務局 先ほども申し上げましたところでございますが，事業者からの申し出というの

が，一般にはそこまでは事業者との協定をしないというような事項ではございますが，あ

えて，今回，事業者のほうからそういう申し出があったということで，むしろ坂東市のほ

うが戸惑っているような状況で，それをその協定の中に入れていいかどうかということが

我々のほうにも話があったような状況でございます。 

 

○Ａ委員 ということは，そういうことはやらなくてもよいというのが県の指導でござい

ますか。やらなくてもよいようなことを言っていますから。業者がやってくれるというの

を，町と県はやらなくていいのかと思って。今の意見はそういうような意見ですね。 

 

○事務局 そうではございませんで，むしろそういうことについて大いにやるべきだろう

というふうに私どもは考えております。 

 

○Ａ委員 それでは，県はどのような指導をするのですか。舗装を何センチ入れなさい，

砕石を何センチ入れなさいとか，県の建設業務に携わる皆さんはそのぐらいのことは指導

できるのでしょう。ところが，協議しなくてもいいような，協議しなくてもいいけれども，

業者がやると言っているからという話はないでしょう。そのぐらいのきちんとした指導で

ないと協議にならないでしょう。 

 

○事務局 申し訳ありません。先ほど，茨大と市で協議中だということでございますが，

我々としましても，道路の復旧に関しまして，完全に協定を結ぶよう指導していきたいと

思いますし，それがなされなければ許可はしないということで考えていきたいと思います

ので，よろしくお願いしたいと思います。 

 

○Ａ委員 ただいまの答弁，これから茨城県といたしましては，このようなしっかりとし

た指導をしていただいて，それで，協議書もないまま我々に審査をかけるのではなく，し

っかりとした協議書をつけてこの審議会にかけるように。そして，議長に迷惑をかけない

ようなしっかりとした書類で協議をして，それで許可を出すようにお願いします。 

 今回の茨大さんの件については，業者の茨大さんが，私のほうでやりますと言っている

にもかかわらず，それを今協議中で，本当は茨城県としても市としても，余りいい人なの

で戸惑っているという今のあいさつでしょう。あんまり業者がいい人だから戸惑っている

のだというあいさつだから，市も茨城県も。 
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○事務局 申し訳ありません。以後，留意していきたいと思いますので，よろしくお願い

したいと思います。 

 

○Ｃ委員 道路の話が出ましたので，私のほうからも申し上げます。 

 この岩井中里線は，猿島町と岩井市が合併して坂東市になったわけで，そのときの条件

として，岩井中里線を整備しなさい，整備するということが合併の条件に入っているので

す。この周辺には七重小学校と坂東市生子小学校，小学校が２つあるのです。しかも，こ

れは歩道などもないのです。また狭いところにあるわけです。けれども，合併した際の中

心の道路なのです。そういうことで，県のほうとしても，特例債を使ってやりなさいとか

いろいろ話をしているわけです。 

 そこへきて，またダンプカーが未整備のところへ通るわけです。大変な事故を起こす可

能性もあるわけです。だから，今も取り付け道路の話が出ておりますが，ここへ出す以上

は，あなたたちも自信を持って，なるほど，こういうものが必要なのだから，では，つく

ってもいいではないかと，それならわかります。 

 工場でも何でもやれば，確かに地域の人の雇用の問題があり，利益の問題があります。

ごみ焼却炉ができて一体どのくらいメリットはあるのですか。税金が相当入るのですか，

この焼却場で。手間ばかりかかって，何もならないのではないですか，空気が汚れるだけ

で。税金が入らないでしょう。そんなところに余計なエネルギーを使わなくても，もっと

気がきいたところにエネルギーを使っていかなければいけません。 

 建物を建てて，そこへ今度は工場だ，農産物の加工場ができるというのならわかります。

ごみをほかから持ってきて，茨城にそれを焼却させるというだけのものであって，何もな

らないでしょう。そういうことも考えてやっていただきたいと思います。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 そのほか，第１号議案，第２号議案について。 

 どうぞ，Ｄ委員さん。 

 

○Ｄ委員 今，Ａ委員，Ｃ委員からあったお話に関連して，都計諮問の第２号のほうのこ

とで若干お聞きしておきたいのですが，先ほど，この施設に入ってくるのは飯岡石岡線が

アクセスの道路とお聞きしましたが，ここから大体 300メートルぐらいのところに宍倉小

学校があって，これが県道に面しているということが現実にここに明示されておりますが，

この道路についての利用というのは，この搬入については一切利用はされないということ

なのでしょうか。 

 なぜこういうことをお聞きするかというと，先ほどＡ委員からお話があった道路につい

ての整備，例えば，大型車両が入ってきたときの破損によるものが，この許可の必須条件

というか，いわゆる必要条件になるかなというようなご答弁があったものですから，例え

ば，宍倉小学校の沿道，交差点を使うとすれば，都計諮問第１号のほうは猿島高等学校に

は距離が若干あると思いますが，この宍倉小学校については距離がないということもあっ

て，登下校時の安全性の問題も含めて，安全地帯の確保というのは，ガードレールである
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とか信号機も含めて必要だろうという考えがあるものですから，そういうものも都計諮問

第２号の施設については必須条件になるのではないのかなということを懸念しておりまし

たので，この点についてご答弁をいただきたいと思います。 

 

○事務局 第２号議案につきましては，搬入経路は県道を使用します。搬入経路として，

一般県道飯岡石岡線がメインの経路になるということでございます。宍倉小学校の通学路

には，飯岡石岡線そのものは指定は受けておりません。県道でございますので，当然，重

車両の使用に耐え得る構造になっていると認識しております。 

 

○Ｄ委員 先ほど，この周辺のロケーションの写真を見せていただきましたが，それほど

幅員も確保されていません。それから，通学路にしては，歩道敷としても整備をされてい

ないということであるならば，逆に言うと，宍倉小学校に東側からアクセスしてくる登下

校時の小学生の生徒さんもいらっしゃると思うのです。そういう面では，道路の縁面を使

わないということが前提としても，登下校時にはその交差点は間違いなく小学生が通行す

る往来になること自体は間違いないですから，こういう地元の小学生の登下校時の安全確

保について，その業者さんと地元の行政がこれまでに話し合ったのかどうか。それについ

ても，先ほど関連もありますので，もう一回だけご答弁いただきたいと思います 

 

○事務局 東側からの宍倉小学校への通学路とラップするということにつきまして，前面

道路そのものは通学路の指定は受けておりませんが，おっしゃるような状況につきまして

は十分考慮されますので，安全走行について，搬入，搬出業者にも徹底を指導してまいり

たいと考えております。 

 

○Ｄ委員 先ほどの必須条件というか，許可条件に値するものではないかもしれませんが，

県の指導力を発揮していただいて，ここでこの施設ができたときに，車に対する交通の危

険性の負担を児童生徒に与えないように，こういうことだけはちゃんとした指導をしてい

ただきたいと思っています。 

 

○事務局 おっしゃることの趣旨を十分踏まえまして，許可権者として適切に指導してま

いりたいと考えております。 

 

○議長 そのほか，各委員さんのほうで，ご質疑，ご意見，ございませんでしょうか。 

 Ｅ委員さん。 

 

○Ｅ委員 第２号議案は自社から出るごみを処理するということですね。 

 

○事務局 第２号案件の吉山工業につきましては，建設現場で解体作業等に生じましたア

スファルト，コンクリートのがらを持ってまいりまして，それを破砕処理して，再生コン

クリートとして，再生砕石として活用するものでございますので，自社ということではご
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ざいません。 

 

○Ｅ委員 これは県外から持ち込むということはないのですか。こういう場合は。 

 

○事務局 搬入計画によりますと，排出業者につきましては市内の建設業者を予定してお

ります。100％県内の搬入先を予定しているということでございます。 

 

○Ｅ委員 先ほどから質問が出ておりますが，会社が苦しくなって，県外からがらを持っ

てきて処理するというように方針を転換するような場合があり得ると思うのですが，そう

いう場合はどういうふうになるのですか。 

 

○事務局 これは許可した要件と変わってきますので，簡易な変更ではございませんので，

県外から持ってくるという場合は，また住民のほうに説明をやっていただきます。それで

了解をとってから変更届けを出させるようにしております。 

 県外から持ってくる場合は，茨城県の搬入協議は当然必要になってくるということでご

ざいます。 

 

○Ｅ委員 わかりました。 

 

○議長 そのほかいかがでしょうか。ご意見をちょうだいしたいと思います。 

 ご意見がなければ，第１号議案，第２号議案，説明には，また委員の皆さんに不満足な

答弁かとは思いますが，事務局としても，今後，精いっぱい，今，委員さんから指摘され

たようなことをきちんと今後やっていくように我々からもお願いをしておきます。 

 それでは，質問もないようですので，都計諮問第１号，第２号についてお諮りをしたい

と思います。 

 支障なしということで決をとらせていただいてよろしいでしょうか。 

 

○Ｂ委員 幾つも意見が出ていて，協定してからのほうがいいのではないかという意見の

ほうが強かったわけだから，そういう条件も何もなしで支障なしという決定を簡単にする

ということは，議長，それではまずいですよ。 

 

○Ｆ委員 条件がつくのかなと思っていたのですが。実は，このただし書上に，先ほどＣ

委員からもご指摘がございましたように，合併による新たな計画，総合的計画に関与する

ということになりますと，このただし書の部分については，市との協議をしっかりやると

か，道路関係について云々とか，そういうことについてはそういう条件が必要なのではな

いですか。 

 

○事務局 許可の際に条件を付しまして，ただいまの道路の補修の問題を含めまして，き

ちんと対処をするようにという条件をつけまして，都市計画審議会の意見を踏まえまして



 - 19 - 

許可をしたいと思います。 

 

○Ｆ委員 この審議会で決定する際に，その文言を明確に出していただいて，それを決定

するという形にしたほうがいいのではないですか。許可を出すことについては，許可の条

件云々になりますので，審議会の意見としてそういうふうにしなさいということですから

ね。 

 

○事務局 それを踏まえてちょうだいしたいと思います。 

 

○議長 いかがでしょうか。Ｇ委員さんどうですか。ちょっとご発言を。 

 

○Ｇ委員 今回の場合には，そのような坂東市とのいろいろな協議内容があるということ

で，そういったことであれば協定内容を確約していただきたいという内容の意見をつけて，

審議会のほうは支障なしということでいいのではないかと私は個人的には思います。 

 ただ，一つ，ちょっと気になったのが，今回の第１号，第２号議案ではないのですが，

これ以外のものがこの次に出てきたときに，お配りいただいた資料等を見て，51条の許可

基準の立地についての許可条件的な項目を見ますと，すべてがすべて道路に対しての補修

が義務化というか，それがスタンダードになってしまうというのでは，多分，それは不可

能な形であると思うので，その辺を明確にしていたほうがよろしいのではないかと思いま

す。今回の第１号議案に関しては，そういった事前の市との協定が存在してあるわけです

から，それは遵守していただくことが当然のことだと思いますが，それがこれからのスタ

ンダードではないということだけは私は認識しているのですが，その辺は皆さんのご意見

はいかがでしょうか。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 Ｈ委員さん，ちょっとご発言を。 

 

○Ｈ委員 いろいろなご意見が出ているように思うのですが，私もＧ委員と同じように，

こういう51条のただし書の今後のもので，こういう要件を満たしていなければいけないと

いうふうに言うのにはいささか問題があるのではないでしょうか。では，このごみ焼却を

やっている人たちだけがここにダンプカーを走らせているのかということであれば，そう

ではなくて，ほかの人たちも走らせているわけですよね。ですから，これが走らせたから

この人たちに全部負担させろというのは，逆に言うと，公平感を欠く措置でございますか

ら，明らかにこの人たちが原因者になったときにどうしましょうということは言えても，

そうでないとするならば，小学校の前の道路は全部重量車両通行禁止というふうになって

いるのであればこれはしょうがないと思いますが，そこまでは51条ただし書の場合の条件

にはしないほうがいいのではないでしょうか。 

 ただ，そういう条件で申し出があるところならば，なるべくそういうところを明確にし

ておいたほうがいいのではないかと私は考えます。 
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○議長 公平なご意見，ありがとうございました。 

 51条のただし書に余りにもいろいろな付帯条件をつけたのでは公平を欠くだろうという

ことのご発言をＨ委員からいただきました。 

 それでは，再度，都計諮問第１号，第２号，皆さんの最終のご意見をお伺いしたいと思

います。そういう条件のもとでなら支障なしと。ただし，こういう付帯意見はつけますよ

ということでよろしいかどうか。この辺のところをお願いしたいと思います。 

 

○Ｆ委員 別々にして，第１号については支障はありますが，これについては条件をつけ

るということで，第２号については条件をつけなくてよいのではないですか。 

 

○議長 それでは，第１号議案，第２号議案と一挙に議案として都計諮問を挙げましたが，

まず第１号議案についてもう一度確認をいたします。 

 第１号議案については，今，ご指摘のような付帯条件をつけて，その条件の中身につい

ては，皆さんの意見を十分に入れて，会長一任ということで事務局と調整をさせていただ

くというような形でご承認をいただけるか，決をとりたいと思いますが，いかがでしょう

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号はそういう形で決をとらせてい

ただきました。ありがとうございました。 

 続いて，都計諮問第２号のほうでございますが，これについては支障なしということで

よろしゅうございましょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございました。 

 これで都計諮問第１号，第２号は，第１号についてはそういう付帯意見をつけていただ

く。そして，都計諮問第２号はそういう形をとらせていただきます。 

 

 

【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。 

 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。 
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○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３－１，３－２ページをご覧いただきたいと

存じます。 

 本案件につきましても，建築基準法第51条ただし書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，前回，お諮り

いたしました案件でございますが，継続審議となりましたことから，本日，再度，本都市

計画審議会にお諮りするものでございます。 

 なお，本案件につきましては，前回の審議会において説明済みの点につきまして一部省

略させていただきますことにつきましてご了承願います。 

 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類，

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，

食品工場などから排出される動植物性残渣，自動車修理工場などから排出される廃油，医

療機関から排出されるガーゼや包帯などの感染性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。 

 処理能力といたしましては，破砕施設の処理能力が１日当たり54トン，また，焼却施設

の処理能力につきましては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，正面のスクリーンをご覧ください。 

 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，住宅が点在してございます。 

 また，申請地には，昭和60年ごろより，既に金属プレス工場が立地しており，今回の計

画は，その跡地において，既存の工場の建築物を利用して立地しようとするものです。 

 申請地及びその周辺については，工業専用地域として指定を受けております。 

 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，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メートル以上の村道に面しております。

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は，既存工場の外周部緑地に加え，可能な限り新たに緩衝

緑地帯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，既存施設をそのまま利用し，工場，事務所兼倉庫，倉庫２棟，

合わせて４棟，延べ床面積の合計が約 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工場内に，焼却施設を屋外に設置いたし

ます。 



 - 22 - 

 現地の状況及び廃棄物処理のフローにつきましては，前回ご説明いたしておりますので，

省略いたします。 

 申請地は，既に工業専用地域の指定を受けた地域内にあり，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において，工業地，工業ゾーンなどとして位置づけされ

ておりまして，工業系以外の土地利用構想などはないため，都市計画上の支障はないもの

と判断するものでございます。 

 一方，本事業計画につきましては，許可申請に当たりまして，東海村長から事業計画に

同意できない旨の意見書が提出されており，本日，お手元にその意見書の写しを配付させ

ていただいておりますので，ご覧いただきたいと思います。 

 東海村からの意見書につきましては，同意できない理由といたしまして示された観点が

４点ございます。 

 まず第１点が道路に関すること，２点目が雨水排水に関すること，３点目が消防水利に

関すること，４点目が周辺住民などの意向の４点でございます。 

 正面スクリーンの表に東海村長の意見の要旨をまとめ，それに対応する形で都市計画上

の判断を示すものがございます。 

 まず，第１点目は道路に関することでございますが，村道0202号線の幅員が4.9メート

ルから8.9メートルであり，拡幅の計画がないこと，水路に架設する橋梁が4.55メートル

であり，狭隘であること，この道路の一部が小学生の通学路であり，また，原子力事業所

の通勤路として利用され，出退勤時には多くの車両が通行するほか，農繁期には農作業の

車両が路肩に駐車することもあることなどから，大型トラックによる経路としては交通上

の安全が確保できないとしております。 

 これらに関しまして，幅員を現地調査いたしました結果でございますが，画面にござい

ますように，200メートルほどの直線区間におきまして，有効幅員4.5ないし５メートルの

地点があることを確認いたしましたが，その区間の前後におきまして，８メートルないし

９メートルの幅員を有する待避所的な場所が確保されておりまして，また，その他の区間

につきましては６メートル以上の幅員がございます。 

 それから，交通安全上の支障についてでございますが，これは廃棄物対策課が行ってお

ります廃掃法の設置許可に際しましての許可条件といたしまして，搬入，搬出車両の通行

につきましては時間帯の制限をしております。搬出，搬入につきましては，許可条件とし

て午前９時から午後４時までに制限しております。事業者からも，運転手の安全教育を実

施することはもちろん，運搬車両の速度制限を行い，運行するとの申し立ても受けており

ます。 

 こうしたことから，県といたしましては，通行には支障ないと判断せざるを得ないと考

えております。 

 ２点目でございますが，雨水排水に関することでございます。村道側溝の排水がその先

で土地改良区の水路に流入することから，村道の占有許可に当たっては土地改良区の同意

の取得が必要となるとした上で，土地改良区は建設計画に反対の意見書を提出しているの

で，土地改良区の同意は取得できないとしております。 

 この点につきまして，計画地は既に昭和59年に開発行為の許可を受け，既存工場におき
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まして雨水を道路側溝に流入していた経緯がございます。 

 今回の計画におきましては，敷地が拡張したり，施設排水を排出したりするものではな

いことから，雨水排水量は増加いたしません。 

 村の判断としては，既設管を利用する場合であっても占用許可を取得すべきであるとし

ておりますので，県といたしましてもこの考えを尊重いたしますが，雨水排水量は増加し

ないため，引き続き従前と同じ排水が流入することにつきまして，従前と同じ判断が下さ

れるとは考えにくく，特に支障はないと判断せざるを得ないものでございます。 

 今後，事業者において，村並びに更なる流末である土地改良区のご理解を得るべく，話

し合いが継続されるよう，県としても事業者を指導してまいりたいと考えております。 

 ３点目は，消防水利に関することでございます。 

 冷却用水の受水槽と防火水槽を兼用することから，消防署との協議経過が不明であると

しております。 

 これに関しましても，建築基準法第51条ただし書許可申請が所轄の消防署に回付された

際，既に消防法による同意を得ておりますので，支障とはならないものでございます。 

 最後の４点目でございますが，廃掃法に基づき，周辺自治会や土地改良区などから反対

の意見書が提出されていることなどの状況を鑑みてほしいとの趣旨でございます。 

 周辺自治会などからの意見書は廃掃法の許可申請に対するものであり，その中で課題と

して掲げられましたすべての事項について特段の支障が見受けられないことから，都市計

画上の支障があるということによるものではないというふうに我々は理解しております。 

 さらに，廃掃法の設置許可におきまして，その意見書を勘案した上で，許可条件を付し

て，去る６月27日に既に許可処分がなされたところでございます。 

 以上より，申請地は既に工業専用地域の指定を受けた地域内にありまして，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において，工業地，工業ゾーンなどとし

て位置づけされており，工業系以外の土地利用構想などがないため，県といたしましては，

東海村長の意見にかかわらず，施設の敷地の位置につきましては，都市計画上の支障はな

いものと判断せざるを得ないものでございます。 

 東海村の意見書に関連いたしますが，８月３日，先週金曜日の夕方でございますが，突

然，東海村から都市計画審議会会長及び茨城県知事宛てに任意の要望書が提出されました

ので，ご報告いたします。 

 審議会会長宛て，知事宛て，いずれも内容は同じものでございますので，茨城県知事宛

てのものをそのまま読み上げさせていただきます。 

 

平成19年８月３日 

茨城県知事 橋本昌様 

東海村長 村上達也 

 

要 望 書 

 知事の諮問機関である茨城県都市計画審議会におかれては，先日（６/29）会議を開催さ

れ，その席で，当村川根地区に計画されている(株)大豊プラントの産業廃棄物処理施設に
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つき，地元の意向を尊重され，継続審議とされたと聞き及んでおります。地元としても強

い不安を抱いている施設であり，その意向を汲んで頂いたことに心から感謝申し上げると

ともに，本書面により重ねて当村からの要望を申し上げ，今後も同施設の許可相当との決

議をされることがないようお願いする次第です。 

 当村及び多数の村民が上記産業廃棄物処理施設の建設・操業に不同意，または反対する

主たる理由は以下のとおりです。 

① 立地場所は工業専用地域ですが，すぐに境を接して豊かな田圃に囲まれ，南側には直

近に相当数の民家が存在します。また，立地場所から見ると西北西500～600メートルの

高台に緑ヶ丘住宅団地があり，それらの地域は都市計画区域内ですが，まだ，用途地域

は指定されておりません。これら周辺地域への上記処理施設からの排煙・騒音等による

被害が強く懸念されます。 

② 欧米のように工業専用地域と住宅地区・緑地地区との間にバッファーゾーンを設けて，

工業専用地域に立地する施設の影響が直接には隣接地区に及ばないような工夫をしてい

るならば別ですが，本件のように，隣接する田圃や住宅地域に直ちに影響を及ぼすよう

な場合は，立地場所の用途だけではなく，隣接地域の実際上の用途をも勘案して，「都市

計画上の支障の有無」が判断されるべきです。そのような見地からは，上記処理施設の

建設は都市計画上支障があるものとして都市計画法51条の許可を与えるべきではないと

考えます。 

③ 上記処理施設の周辺は起伏に富み，地形も複雑なので，専門家によると同施設から排

出される煙は，地形の影響を強く受けて余り拡散希釈されずに地上に影響を与えるとの

ことです。また，同様に，上記処理計画や設計の杜撰，不適切さも指摘されております。

これらのことから，上記処理施設が建設・操業された場合には，周辺地域に甚大な被害

が生ずるおそれがあります。 

④ 本年11月に予定されている都市計画法の改正案によると，コンパクトな都市づくりを

理念として「地域の判断」を重視するものとし，当該都市施設の用途や現況だけでなく，

周辺地域の用途やその動向等も視野に入れるべきものとされています。当村が上記処理

施設に不同意の意向であることは既にお伝えしているところですが，さらに，当村議会

は，満場一致，上記処理施設建設反対の陳情を採択し，周辺住民は，訴訟をも辞さずと

の強い決意で反対運動に立ち上がろうとしております。 

 以上述べました当村及び村民の総意で強く反対している上記処理施設の建設に関しまし

ては，「地域の判断，地域の意思」を十分斟酌くださり，上記処理施設につきましては，決

して地元の意向を無視されることのないよう，慎重なご判断を重ねて要望いたします。 

以上 

 

 最後に，地域住民と事業者との調整について状況を報告させていただきます。 

 地域住民と事業者の調整，説明会等の開催でございますが，説明会の開催につきまして

は，主に廃掃法所管部局によってこれまで調整が行われてきております。地元住民は，長

らく説明会への参加を拒否をしていたところではございますが，今年の４月24日に，地元

の住民約160名程度が参加し，説明会が実施されました。また，５月22日も同様の説明会
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が実施されたところでございます。 

 事業者は，この説明会とは別に，地区代表や，村，村議会の方々ともそれぞれ折に触れ

て個別に協議を重ねてきているところだということでございますが，協定締結までの話し

合いに至っていないというのが実情でございます。 

 しかしながら，事業者としても，今後，継続して説明会などを開催するなどして，理解

を得ることに努めてまいりたいという意向を示しているところでございます。 

 仮に県の許可処分が行われた場合でありましても，操業開始までには，例えば，建築確

認申請とか，実際の工事期間，そして，廃掃法に基づきます営業の許可，すなわち，処分

業の許可などの手続きがございますので，さらに１年程度の時間がかかるのではないかと

思われます。 

 この間，仮に許可した場合でございますが，その後におきましても，県といたしまして

は，逐次，状況把握に努め，廃棄物行政所管部局と連携をとりながら，関係者間で適切な

話し合いが行われるよう指導するなど，許可権者としてできる限りの対応を図ってまいり

たいと考えております。 

 都計諮問第３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３号についての説明をいただきました。これについて，委員の皆

様から，ご意見，ご質問をちょうだいしたいと思います。 

 Ｄ委員さん。 

 

○Ｄ委員 前回，さまざまなご意見があった中で，首長さんの意見については積極的な反

対意見であります。それから，村議会についても全会一致でこれを否決された。こういう

建築の不許可についての前向きな村議会の考え方もあった。それから，住民の方について

も，これはほとんどが不同意である。それから，地元の協定書についても呈を成していな

いということで，これは事業認可の申請の段階での呈を成していないという前提で，前回，

採決をとるのであれば，私たちは市町村の議員の代表としては反対の意見を言わざるを得

ませんということで，議長のご配慮によって，今回，継続審議としていただいた経緯があ

りました。 

 今，ご報告があったとおり，前回は６月29日でありましたが，廃棄物の処理施設の許可

については６月27日に許可が出てしまっております。先ほど，２ページに処理の流れとい

うことで，許可の流れと都市計画審議会に至るまでの流れというのは，お互いに連絡調整

をとって，その中で同時進行型で許可を出していく，不許可になる，そういう審議をして

いくということが前提でありましたが，残念にも，都市計画審議会が行われる２日前の段

階で処理施設の許可が出てしまったということでありました。 

 しかしながら，皆さん方のご配慮できょうまで継続になりましたが，さらに８月３日に，

先ほど報告があったとおり，知事と会長名でさらに反対の意見の要望書が出てしまいまし
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た。この間の６月29日からきょうの８月６日に至るまで，県としては，例えば，前回のそ

ういう積極的な反対意見があったという審議会の流れを踏まえて，きょうまでの中で，状

況の変化であるとか，それから，地元と業者との流れの中の変化であるとか，こういうも

のは県が中に入って，先ほど説明があったのは，３月の意見書の段階からの道路の問題で

あるとか排水の問題であるところを説明いただいたと思うのです。ちょっと説明を聞いて

いてむかっとしたものですから，県の方ですから何も申し上げませんが，住民サイドに立

った，我々は市町村の議員ですから，そういう代表でここに来ておりますので，議会であ

るとか住民の代表，その住民の意向を県がどのぐらい汲んでいただけるかということが一

番重要であって，許可を出すためにそういう審議会に参加しているわけではありませんの

で，そういう面も含めて，前回の６月29日の審議会からきょうに至るまで１カ月ちょっと

ありましたので，その中で県がどのぐらいの努力をされて，地元の首長さんとも話し合っ

た，業者も指導監督された，この件についてお答え願いたいと思います。 

 

○議長 それでは，事務局，回答を願います。 

 

○事務局 地元住民の方，あるいは地元の行政との６月29日以降の調整状況ということで

ございますが，私ども建築行政部局として，地元行政とは，許可の背景，あるいは制度等

について意見交換をするとか，それから，実際に今後の方針等について行政の間で連絡を

行ってきたという状況，あるいは地元の住民の方の動向についてお尋ねして状況を把握す

るとか，そういったことは進めてはまいりました。 

 ただ，いかんせん１カ月ということですので，目に見えて状況の進展，あるいは成果は

ご報告できるようなものが残念ながら今ないというのが実情でございます。 

 

○Ｄ委員 改めて確認をさせていただきますが，前回と状況的な環境の変化，それから，

地元のさまざまな状況変化に変わりはないというふうに受け止めてよろしいのでしょうか。 

 

○事務局 今の時点ではそう言わざるを得ない状況でございます。 

 

○事務局 廃棄物対策課からこの間の審議会以降の動きでございますが，廃掃法上の許可

をするに当たっては，いろいろな条件というのはなかなかつけられないのですが，うちの

ほうとしては，前回の審議会でも説明しましたいろいろな条件をつけて許可しております。 

 また，地域住民の意見を反映した環境保全協定等を住民と締結するようにというような

ことで，協定の案を県のほうでつくりまして，企業は協定を結ぶということをはっきり廃

棄物対策課に申し入れがあります。その案を，今，地元に，うちのほうとして，こういう

のはどうかと。こういう施設は県内にも幾つかございまして，県の場合は，廃掃法上では，

構造基準，維持管理基準，技術基準，問題がなければこれは許可せざるを得ませんが，た

だ，住民からのいろいろな意見がある場合は，これは許可条件ではありませんが，地元と

協定を結んでやっている事例がございます。これと同じように，企業が地元に，こういう

ことをやりたい，それから，地元の住民からも，私も何回も現場に行って，地元に入って
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住民の意見も聞きました。そういうことを加味した協定案を地元に投げかけております。 

 先ほども説明の中で，今後，建設が仮に始まって，業の許可を取るまで１年と言いまし

たが，もっとかかると思いますが，早急に双方とも納得いけるような協定を結ぶように引

き続き指導をしていきたいと考えております。 

 

○議長 Ｉ委員さん，お願いします。 

 

○Ｉ委員 私も，町村の代表として，こういう議論になると一言言わざるを得ないと思う

のです。 

 私はこの前の審議会に出席できませんで，この前の審議の状況はわからないのですが，

きょう，詳しく説明をお聞きしまして，感じたのは，事業者と行政主体である村との間の

信頼関係というものが全くないのではないだろうか，そういう感じを受けました。 

 そういう中で話し合いをして，協定を結ぶという話がありましたが，本当に有効な形で

の協定が実現できるのでしょうか。これは直接の地元の関係者，関係者はいろいろいるわ

けですから，あとは議会があり，土地改良区があり，村があるということで，そういう中

で，今聞いた話を全体として考えると，どうしてもこの事業にまず事業者の側で誠意を持

ってきちんと話をして，ある見通しを少しは取っ掛かりをつけるという形で入っていかな

いと，それでまた許可したのだからというような形で具体的に事業に入った場合に，余計

問題が難しくなります。 

 これは直接関与をしている県の関係の皆さんからすれば，必ずしも実態に合わないとい

う話があるのかもわかりませんが，私たちがきょうの議論の中で聞いた限りでは，そう思

わざるを得ません。だから，その辺についてはよほど慎重に進める必要があるのではない

だろうかということを言わざるを得ないと思うので，その辺について，協定という話が出

ましたが，本当にどれだけの見通しを持っているのでしょうか。特に直接の地元の人たち

との話では何かの形が出るかもわかりませんが，村当局，あるいは議会筋と本当にそうい

う形で進んで納得するような形が出るのか，その辺の見通しについてお話をいただきたい

と思います。 

 

○議長 廃棄物対策課，お願いします。 

 

○事務局 廃掃法の許可上の観点から申し上げますと，ほかの例では，協定というのは業

者と地元の住民の方が結びますが，必要があれば県もそこに入るケースもございます。役

場も入ってもらうと，県も入ると。したがって，その協定の内容は，責任持って県あるい

は村が管理していくというようなケースもございます。 

 今回のケースも，いろいろな要望があって，難しいことがあれば，場合によっては，い

ろいろなケースがございますが，県もそこに立会人という立場で参加している場合もある

し，協定の中に県が入っているケースもございますので，それは地元の意向を尊重しなが

ら進めてまいりたいと考えております。 
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○議長 Ｆ委員さん，お願いします。 

 

○Ｆ委員 何か難しくなってしまって，よく理解できなくなってしまったのですが，先ほ

ど資料をいただきました許可要件の中の５番目の審査事項等です。この審査等を経て，建

築指導課がこの審議会に出したということで，廃棄物対策課のほうは許可を出したという

ことです。 

 その前に東海村の村長さんから許可申請についてという副申書が出されました。そして，

８月３日には，再度，会長並びに知事に対して要請書が来たと。ということは，当初の副

申書の内容については，県のほうの許可の基準とどういうふうになっていたのでしょうか。

その辺がしっかり合致していないと許可も出せないし，この都市計画審議会にもかかって

こないはずなのです。その辺が，どうも基本のもの，原点のものが忘れ去られているので

はないでしょうか。余りにも住民の方々の意見，また村長さんの意見が先行しすぎてしま

っているのではないでしょうか。公正な判断をもう一回よくしなければいけないのではな

いかということを改めてここで申し上げて，もう一度，これまでの基本に帰った経緯を説

明をいただきたいと思います。 

 

○Ａ委員 この前の審議会で，私は，庁内での横のつながりをしっかりしてくださいとい

うことを申し上げたつもりでございます。そして，今回の都市計画審議会の決定が下りな

いうちに，廃棄物対策課はこの１カ月間の中で許可を出したということですから，全く横

のつながりがなかったのですか。 

 私は，廃掃法と都市計画審議会の権限が違うというのはわかっているのです。だけど，

違うけれども，これだけの反対意見があって許可を出したというのは，横のつながりはな

かったのかと聞いているのです。 

 

○事務局 廃掃法上の基準はすべてクリアしましたが，前回のときもお話が出たかもしれ

ませんが，通常，事前審査制度，これは単に要綱上でやっているものですが，ほとんどの

事業者はこれに基づいてやっておりまして，県が許可するに当たっては，先ほども説明が

あった関係各課で協議して，目安が出た場合に許可するものでございますが，今回のケー

スはこの事前協議を経ないで出てきたということがございます。 

 これにつきましては，私どもも何度も企業のほうには指導をしてまいりましたが，こう

いう許可で，申請についての，要するに行政手続上のほうで裁判が出てきまして，我々と

してはこれについて判断せざるを得ないと。廃掃法上はすべて構造基準，維持管理基準，

技術基準もクリアしていましたので，許可をしたというやむを得ない経過がございます。 

 後出しになっているかもしれませんが，意見の中で，これは廃掃法上では許可の要件と

はならない道路に関すること，雨水排水に関すること，消防水利に関すること，周辺住民

等の意向はまた別途出てきましたので，それについては，できれば，我々としても，協定

書みたいなものに入れてできないかというようなことで，今，案の中にもこういうことを

含めて検討をしているところでございます。 
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○Ａ委員 許可を出してしまってから検討するのですか。では，きょうは協議書を見せら

れますよね。協議した許可を出した協議書。それで今も検討しているということですが，

許可を出してから検討をするのですか。 

 

○事務局 我々も非常にそこのところも苦慮しまして，うちのほうの弁護士にも相談をい

たしまして，でも，弁護士のほうから，違法性の確認の訴えをしているわけですから，判

決が７月にあるということで，これは早急に判断しなければ県は120％負けると。 

 こういう実例がもう１件ございまして，これは新聞等でも皆さんごらんになっているか

もしれませんが，水戸市全隈町の場合は，県は不許可としたことに対して，これは審査請

求を国のほうに出しておりまして，平成９年ですが，当時，厚生大臣に弁明書を提出して，

厚生大臣の裁決がありまして，これは廃掃法上の条件をすべてクリアしているので県は許

可すべきであるという処分がございました。県は，これを受けて，当時は条件を付すとい

うことはあり得なかったのですが，条件を付して許可を出したというケースがございます。 

 ただ，これについては，今，住民が建設差し止め請求を行っておりまして，高裁のほう

で闘われております。 

 このときも，我々も県の弁護士ともいろいろ相談してやりましたが，廃掃法上は，構造

基準，維持管理基準もしくは技術基準に合致していれば，これで判断しなさいと。地元の

同意形成は許可の条件にならないと。そこで我々は行政指導で今までやってきました。た

だ，行政指導では，まず県のほうは 100％負けると。これで，今回，我々も反省しまして，

先ほど説明させていただきました条例の中で根拠をそこに置きました。条例で合意形成を

設けている県もありますが，これも条例であっても，廃掃法でその辺を規定していません。

要するに，横出し規制は廃掃法というのはありません。条例でこういうことを認めてもら

えれば条例でも勝つ見込みはあるのですが，ただ，三重県の例では勝訴しています。ほか

の県で事例がありますが，これでは敗訴しています。これはケース・バイ・ケースで判断

されているケースが多いのです。 

 余計なことかもしれませんが，以上です。 

 

○Ａ委員 大変法的な問題で答弁をいただきましたが，といいますと，廃棄物対策課のこ

れからの許可の条件としては，地元住民の意見，地元の議会の意見は聞かなくてもいいと

いう条件ですね。 

 

○事務局 そういうことではありませんので，県のほうもこの条例に落としていますので，

条例できちんと地元の合意形成を図るということ，条例に根拠を置いていますので，今度

は裁判になってもある程度は闘えると思いますので，その辺はきちんとやっていきたいと

思っております。 

 こういう案件はほかに何件かございますが，すべて私どもで門前払いをかけて，地元の

合意形成を図ってくださいということで今までも極力指導してまいりましたが，今後も強

く指導していきたいと，私はそういうふうに運用していきたいと思っております。 
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○Ｂ委員 いろいろ行政のほうも難しいというか，説明をしているようだけれども，余り

余計な説明をしないほうがいいですよ。間違っているのだから。きちんとこれからやるこ

と，今までやったことを反省していかなければなりません。 

 51条のただし書の許可についても，建物のほうは条件が整ってから許可したということ

はこの前の委員会でやむを得ないと認めました。けれども，実際に処理場は動かさなけれ

ばしょうがありません。動かすほうの許可は別だということで承認しました。 

 そのことはどういうことかというと，事務局が説明しなかった51条の第３項のところに， 

都市計画上の支障の有無の判断について書いてあるとおりです。ここに書いてあるのは，

都市計画上の支障の有無の判断については，その地元市町村の意見等を尊重して判断しな

さい。そのことをやっていません。だから今度の問題はだめだと言いました。 

 なぜ皆さんがやっていないかということは，今までの経過を見てわかるように，地元の

村長，さらに議会から知事に対して反対の意見が出ています。それはいつかというと，平

成 18年１月 17日の日付で絶対反対の意見書が出ています。それも橋本知事宛てにです。

それに対して，１月に出たことについて何もやっていません。そのものが出ているのも，

今度は生活環境部長に提出されているのもそのとおり。それから，知事に対しては，村議

会議長からも反対の意見が出ています。そのことについて何もしていないのです。この間，

ここの審議会でいろいろな意見が出て，協定書を結びますよ何のと始まりました。だから，

その手続きが進まなければだめなのです。そして，皆さんが入っても，今，２回，地元説

明会をやったと言っておりますが，極めて形式的です。だから，その結論も何も出ていな

いでしょう。やったというほかに。皆さんも陪席していません。だから，本当の話し合い

はされていません。だから，この前の審議会のときに，何も地元と企業と話もしていない，

県も中へ入っていない，そういうことではだめだから，できるだけ早い時期に皆さんと話

し合って決めればいいと言ったのです。何も決まってこない，これからしますということ

だけです。そういうことではこれからもうまくいきません。したがって，これは十分に今

から検討をして，結論を出していくということについて，今まで出ている地元の意見を尊

重しながらやっていくことが必要なのです。そのことについて皆さん方がさらっと了解し

ないとだめです。進みません。 

 

○事務局 今のご質問に対して，廃掃法上の地元の意見は，実は昨年の６月以降，地元に

入りまして，表に出ていないものもありますが，直接私が行かせてもらったのは，６月以

降に行って，いろいろな意見を聞いて，その意見の集大成としまして，地元と協定を結べ

るという形でうちのほうで案をつくりまして，地元には提供させてもらっています。地元

でも，これにプラス部分はあるのか，住民はもっとこれらに対してさらに意見はないのか

というような形で，廃掃法上では，説明というか，協定書の案は提供させてもらいました。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 ちょっと時間がかかっていますので，休憩を10分ぐらい取りたいと思うのですが，よろ

しいでしょうか。 
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〔暫 時 休 憩〕 

 

○議長 それでは，ただいまより再開をいたします。 

 まず最初に，Ｈ委員さんからご発言を求められていますので，Ｈ委員さんからご発言を

いただきます。 

 

○Ｈ委員 今までの意見を聞きまして，我々としてはまだ十分に理解をできていないとこ

ろがあるので質問をしたいと思うのですが，一つは，先ほど第３号の中で，許可を出した

ときに，村長さんから出ている許可申請についての問題で，①，②，③，④があったので

すが，ちょっとプロジェクターで出していただけますか。 

 ちょっと意見を言いますが，ここについていることについて，県としては，例えば，安

全上の確保ができないとか，あるいは雨水排水については問題ないというふうに言ってい

ます。ですから，逆に言うと，51条のただし書のほうでは，地元の市町村からの意見を求

めるということだったわけですが，この意見はそういうことについて，いやそうではない

のだと言っていることについて，県の都市計画のほうが，そういうことを村長なり村議会

なり地元住民に，県の見解はこうですということを正式に，あるいは十分に説明している

のかどうか。要するに，平成 18年３月 29日に出されていることに対して，そういうこと

を説明しているかどうかということが１点。 

 もう１点は，先ほど知事と会長宛ての要望書が８月３日に出てきているということです

が，この中で言っている中で，例えば，この処理施設の周辺は起伏に富み，地形も複雑で，

専門家によると，排出される煙が地形の影響を受けて拡散希釈されないといっているのに

対して，県のほうとしては，そういうことはないのだと，あるいは，そういうことではな

いのだという説明を十分しているかどうかということについてご質問したいのですが。 

 

○事務局 ただいま委員からご質問のあった点につきまして，まず，申請書の提出に付帯

されました村長からの意見についてと，もう１点は要望書についてということでございま

すが，まず，申請書に付帯された村長の意見につきましてどういうふうに県が判断して，

また村のほうにどういう調整なり協議をしたかということについてご説明したいと思いま

す。 

 先ほど，４点ほど東海村長の意見があるということでご説明いたしました。道路，排水，

消防水利，周辺住民の意向ということでございます。 

 道路につきましては，現地で検証して，安全上支障がないということについてご説明い

たしたところでございます。 

 雨水排水につきましても，従前と変わることがないので，従前と変わらないものに対し

て，今度は別な判断が出るということについて我々としては考えにくいということを申し

上げたわけでございます。 

 消防水利につきましては，事実上同意がなされておりますので，現実的な支障とはなり

得ません。 

 周辺住民の意向につきましては，廃掃法の許可に際しての意見でございまして，我々と
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しては，都市計画上の支障によっての根拠とする意見ではないというふうに判断いたしま

したところです。 

 これらの意見書の内容につきましては，東海村の担当部局と，６月29日の審議会に先立

ちまして何回か意見交換をしております。いずれも，我々としては，都市計画上の支障と

いうことまでには判断は至らないということでご説明を村の行政のほうにはさせていただ

いているところでございます。 

 

○事務局 では，８月３日に提出されました要望書の件について見解をお話ししたいと思

います。 

 まず，なぜここまで我々事務局として都市計画審議会にかけていくのか，付議するのか

ということでございますが，当該地の立地場所が工業専用地域であるということが基本に

なっております。 

 さらに，８月３日に要望書が出された内容でございますが，例えば，工業系であるとか，

住宅地がある場合であるとか，そういう場合はバッファーゾーン，緩衝地帯を設けて対処

すべきだろうという内容がございましたが，我々は，もし村の意見がそうであるのであれ

ば，さらに村としてそのエリアをもう少し細分化させて土地利用を考えるべきではないか

と。工業専用地域のすべて，平原工業団地が工業専用地域でございますから，我々として

は，工業専用地域であるので立地上支障がないという判断でございますが，東海村として，

そこはどうしても反対であるということであれば，さらに地区計画を導入するとか，別な

手法で用途も含めた，バッファーゾーンも含めた観点から土地利用を考えていく必要があ

るのではないかと我々としては判断しております。 

 ということからすれば，現状では工業専用地域であるということで，都市計画審議会に

付議する必要があるということでございます。 

 

○Ｈ委員 先ほどの事務局の説明だと，担当部局には説明したというけれども，では，村

長とか議会には説明されていないのですか。 

 

○事務局 副村長まででございます。 

 

○Ｈ委員 だけど，意見書を出しているのは村長だったり議会だったりしているわけです

から，そこへ説明するなり県の立場を明確にする必要性はあるのではないですか。 

 

○事務局 我々としては，直接，担当部局とやっていることから，我々は村長さんにもそ

ういう意思は伝わっていると判断しております。 

 

○Ｈ委員 伝わっていると思っていますといっても，我々審議会の委員としては，それは

どういうふうになっているかわからないで，きょう，かけられているということは，我々

が判断する材料が与えられていないような気がするのですけれども。 

 私は，別なことを言うと，村長とか議会がいろいろなことを言っているけれども，ある
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意味では，その地域の人たちが本当に考えていて，その人たちの意見だけが正しいかどう

かということもわかりませんから，そういう努力を県がしたのだという事実が余り今のご

説明では聞き取れないのですけれども。 

 

○事務局 直接，村長さんにお話はしておりませんが，ただ，我々としては，執行部に対

して打ち合わせ会議を持ちながら，内部のそういう問題点であるとか，そういうことも話

してきてる経緯もありますので，それは村に対して我々は調整をしているというふうには

考えたいと思います。 

 

○Ｈ委員 ということが，我々としては，そういう県の態度も煮え切らないような気がし

て，ここで判断を求められているのかなというふうに認識せざるを得ないと思っているの

ですが，そういうことでよろしいですか。 

 

○事務局 基本的な話は随時してきておりますので，それは一貫性はあるかと思います。 

 

○議長 時間も大分押してきてしまいました。 

 Ｅ委員さん，ご発言をいただきたいと思います。 

 

○Ｅ委員 私は，この前申したとおり，日量44トンの廃棄物処理で，しかも工業専用地域

でなぜこういうふうにもめるのかということに甚だ疑問を感じております。しかも，村長，

議会までもこぞって反対する。では真相はどこにあるのだろうという疑問をこの前は提示

しましたが，残念ながらご回答いただいておりません。 

 察するところ，この処理場は，まず，医療廃棄物の処理をやるというところに住民が最

も不安を感じているところではなかろうかと思います。加えて，大豊プラントという会社

が平成６年に創立，住民との協議もうまくいっていないという遂行能力の不安，この２点

が反対の真相ではなかろうかと思います。 

 村長の出されました意見書というのは，県が言うとおり，余り説得力がないのですね。

だから，これが真の反対理由ではないだろうかと私は思っております。 

 とすれば，動植物性残渣とか，あるいは医療廃棄物の運搬，あるいは焼却は万全なのか，

これに不安を抱くのは当たり前だと思うのです。例えば，とんでもない感染症のばい菌が

ついた医療廃棄物を運ぶわけですから，それが漏れてしまったらとんでもないことになっ

てしまう。そういうことを事前に十分潰しているのか。もし潰していなければ，当然，許

可すべきではないだろうし，科学的にそういうことはないのだということまでの立証があ

れば，これはまた職業選択の自由の問題で，住民が反対するからといって，だめだという

こともどうなのかという問題に行き着くのではなかろうかと私は思っています。 

 したがいまして，私の意見としましては，もう１回，動物性残渣の処分，あるいは医療

廃棄物の運搬，運送について万全なのかということを完全に立証していただくとともに，

この人物像ですね。この会社の運営の遂行能力者が本当に誠意を持って約束を守れるのか

という点を条件として確約できれば，工業専用地区ですから許可もやむを得ないのではな



 - 34 - 

いかと私は思っております。その辺のご見解をお伺いしたいのですが。 

 

○事務局 医療系廃棄物につきましては，住民説明会においてその辺の質問がありまして，

きちんと業者のほうから回答しております。運送に当たっては，必ず密閉した容器に入れ

て，密閉した容器ごとに焼却するという回答をいたしまして，住民の方には理解してもら

いました。これは，我々が理解するのではなくて，業者が説明をして，住民の方も了解し

ていただいたと思っています。 

 東海村からの意見もその辺はありませんで，大気汚染とか騒音，振動，水質汚濁，悪臭，

粉じんといった問題は話し合いの中でいろいろ意見は出ましたが，先ほど申し上げました

が，許可の際はすべてこれらをクリアして許可したということでございます。 

 それから，この業者については，許可するに当たっては，企業の経営状況，なぜかとい

うと，許可をもらってすぐに倒産して，ごみはそのまま残っているというようなケースも

過去にありましたので，我々は非常にその辺を注意しておりまして，経営者の状況も確認

して，これなら大丈夫だろうということで許可しております。 

 なお，企業は，万が一そういう事故があった場合の対応として，これは当然ですが，保

険に入って，何か事故があった場合は対応するような形にしたいと。 

 また，我々も，これも許可条件にすることはできないのですが，その辺が一番心配な点

もありますので，協定の中にはそういったことも含めると。これは住民から，私が地元に

入って，区長さんたちと何回か話した中でこういう話もありましたので，その辺もきちん

と対応させてもらいたいということでございます。 

 企業についても，ある程度，経済力，資力もあると判断しております。 

 

○Ｅ委員 その回答を踏まえて，私の結論から申しますと，そういう資料を出していただ

いて，もう１回，この案件は審議にかけるべきではないでしょうか。しかも，もし許可し

た場合，約束を守らなければ許可を取り消すと。あるいは，住民監査を十分に行って，い

つでも立ち入りできるとか，そういう住民の不安を払拭するような条項もきちんと盛り込

んだ条件でいかがなものでしょうか。そこまでやらないと，職業選択の自由と住民の人権

との衝突の中でうまい調整ができないのではないかと私は思っておりますが。 

 

○Ｂ委員 今，Ｅ委員の質問に説明しているけれども，私が住民の皆さんなどから聞いて

いることと全く反応が違います。皆さんは説明したから了解だと思ったら大間違いで，き

ちんと皆さんには理解されていません。それをここで皆さんが理解したように話すのは誤

解を招きます。 

 

○事務局 今のお話でございますが，２月から３月にかけて住民説明会を２回ほどやって

ございますが，その中で出て，その質問があった事項についてはこういう形で回答させて

もらったということを先ほど私は申し上げましたので，もしそういうことであれば，今後，

協定の中にもそういうことを含めて我々は企業のほうには指導していきたいと考えてござ

います。 
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○議長 ありがとうございました。 

 議長としては，この案件については，残念ながら，きょう，結論を出す，委員の皆さん

に決をとるまでには至りません。したがいまして，非常に審議会としては残念なのですが，

継続という形で，再度，今までの経緯を，地域住民，あるいは村の意見も，いわゆる都市

計画ではいいと言っていて村長は反対，そういうボタンの掛け違いなところもありますの

で，その辺を含めると，きょうは皆さんに決をとるというわけにはいかないと思いますの

で，そういう形でよろしいでしょうか。 

 それでは，事務当局におかれましては，東海村，地元ともっと積極的に触れて，多分，

次回の都市計画審議会は10月早々になっていると思いますので，それまでの間，ぜひ協定

書にも，その辺のところを，こういう協定を結びましたと，地域住民と，今，Ｅ委員さん

のほうから言われましたように，そんな心配ならいつでも住民の監査を受けるというよう

なことまでひっくるめたもので協定書ができるといいのかなと思います。 

 それでは，本日の第２回茨城県都市計画審議会はこれをもちまして終了といたします。 

 

 

－  閉 会  － 
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