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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成１９年１０月４日(木) 午後１時３０分から午後４時 

  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 

    県議会の議員について，長谷川大紋委員に代わり西條昌良委員，関係行政機関の職員

について，伊藤健一委員に代わり荒木喜一郎委員，藤田昌宏委員に代わり滝本徹委員，

宮越極委員に代わり小風明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４号から第７号及び第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黒川委員と山形委員が指名された。 

 

３ 議案審議 

 

 

【都計諮問第４号「日立都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 それでは，早速，都計諮問第４号を上程いたします。 

 都計諮問第４号について審議したいと思いますので，事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

 

○事務局 都市計画課です。よろしくお願いいたします。 

 都計諮問第４号 日立都市計画道路の変更についてご説明させていただきます。 

 資料は，お手元の付議案の１ページ，図面は１ページでございます。 

 本案件は，常陸太田市における駅周辺地区の計画において，都市計画道路３・５・72停

車場増井西線など３つの幹線街路の変更を行うものでございます。 

 付議案の１ページ中ほどにございますように，路線の名称の表記を改めることや，表の

中の位置の起点の字名及び区域の延長が変更となるものでございます。 
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 また，理由といたしまして，常陸太田駅前地区の交通動線を強化し，交通結節点機能の

向上を図るとともに，良好な市街地の形成に資するため，都市計画道路を変更するもので

ございます。 

 詳細につきましては，正面のスクリーンを使ってご説明させていただきます。 

 まず，位置でございます。 

 常陸太田市は，水戸市の北約20キロメートルに位置し，西山荘などを始めとする観光地

として，また，常陸秋そばやブドウなどの農産物の産地として広く知られております。 

 さらに，平成16年の合併により，西山荘に加え，竜神大吊り橋，プラトーさとみ，西金

砂山など観光地としての多様性を増しております。 

 本案件の駅周辺地区は常陸太田市の中心部に位置し，ＪＲ水郡線常陸太田駅，国道 349

号，国道 293号などが集まっており，市内や近隣市町村へ連絡する路線バスの発着点にな

るなど交通の要衝となっております。 

 今回変更の都市計画道路停車場増井西線，広町馬渕下線，停車場関ノ上線は，駅周辺地

区の骨格を形成しており，昭和29年に都市計画決定し，その後，終点位置や区域などの変

更を経て現在に至っております。 

 この地区の現状は，駅前の狭い位置に幹線道路による２つの交差点が近接し，変則的な

交差形状になっていることから，自動車の走行性も悪く，交通事故が多発するなど，交通

の安全確保の点で支障を来しております。毎年，約30件ほどの交通事故が発生している状

況にございます。また，歩道の整備も不十分なため，その安全確保が課題となっておりま

す。 

 駅前広場については，ＪＲ常陸太田駅と廃止された日立電鉄線常北太田駅に離れておの

おの配置されており，利用者にとりましては公共交通の乗り換えにも不便な状況にござい

ました。 

 ＪＲ常陸太田駅の駅前広場においては，幹線道路の交差点から出入りする形態になって

おり，交通の安全上大変支障を来しております。また，平成17年には日立電鉄線の鉄道が

廃止され，日立電鉄側の駅前広場は日立電鉄バスなどの利用となり，公共交通の形態に大

きな変化が生じております。 

 こうした現状に対し，上位計画に当たる常陸太田市第５次総合計画や，同市の都市計画

マスタープランにおいて，都市の将来像として次のとおり定めております。 

 課題として，今後の高齢化への対応や観光地としての振興を図るため，公共交通機関は

重要な役割を担うことになる。駅周辺は幹線道路が不規則に交差し，交通渋滞の発生が多

いため，その交差形状の改良，交通結節機能の高度化とあわせ，鉄道の利用促進を進める

ことが求められています。 

 これに対し，施策といたしましては，市の玄関口として，公共交通の利便性を向上させ

るとともに，観光機能などの充実を図るため，市のシンボル的な地区として整備するとし

ており，公益施設の整備を掲げております。具体的には，駅舎改築，駅前広場，駐車場，

駐輪場，周辺道路の整備でございます。 

 以上のようなことから，交通の安全確保や公共交通の利便性の向上など，交通結節点機

能の向上を図るとともに，市の拠点として，シンボル的な地区として，良好な市街地の形
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成に資するため，都市計画道路の変更を行うものでございます。 

 この駅周辺地区の変更計画につきましては，全体として次のように考えております。 

 まず，変則的な形状となっている２つの交差点を，一般的に広く実施されている一つの

十字交差点といたします。そして，現在ある２つの駅前広場を一つに集約し，その駅前広

場へのアクセス道路として，市道を新設するものでございます。 

 駅へのアクセスは，車両が東側から，また，自転車，歩行者は各方面から往来するもの

でございます。 

 この全体計画の内容を都市計画決定権者ごとに分けますと，県決定分は，この変則的な

形状の交差点を一つの十字交差とする道路の変更でございます。 

 また，市の決定分は，駅前広場を一つに集約し，そのアクセス道路を新設するものでご

ざいます。 

 ここで，市の決定分ではございますが，新たに一つに集約する駅前広場の計画について

ご説明させていただきます。 

 交通結節点としての機能を充実させるため，駅の利用者数や交通機関別の利用状況をも

とに計画しております。 

 この図に示すように，障害者や高齢者のための専用乗降場を１バース確保し，それから，

バスは３バース，タクシーは２バース，一般車両は３バースの乗降場をそれぞれ計画して

おります。また，バリアフリーを考慮し，車道を横断せずに車両への乗り降りができるよ

うに配置されております。 

 なお，この駅前広場の面積は4,050平方メートルでございます。 

 このような内容を平面図でご説明させていただきましたが，立体的なイメージ図ではこ

ちらのようになります。下が全体の計画，上は駅舎のイメージでございます。全体の計画

において，こちらが駅舎，横に延びる道路が国道 349号，斜めの道路が国道 293号，こち

らが一つに集約した駅前広場でございます。 

 以上が駅周辺地区の現状及び全体の計画内容でございます。 

 それでは，この計画に対する都市計画手続きとして，県決定となる本案件の３つの路線

の変更についてご説明させていただきます。 

 初めに，停車場増井西線でございます。 

 先ほど申しましたように，駅前広場を一つに集約することから，ＪＲ側の現在の駅前広

場を廃止いたします。また，道路の起点位置を新たな駅前広場の入り口となる山下町交差

点付近へ120メートルほど移動する変更となります。車線数は２車線でございます。 

 次に，停車場関ノ上線でございます。 

 先ほどと同様，駅前広場を一つに集約することから，日立電鉄側の現在の駅前広場を廃

止いたします。また，道路の起点位置を山下町交差点付近へ 210メートルほど移動する変

更となり，区域が一部変更となります。車線数は２車線でございます。 

 最後に，広町馬渕下線でございます。 

 駅前交差点の区域を一部変更いたします。車線数は２車線でございます。なお，起終点

の変更はございません。 

 以上が県決定となる本案件の都市計画変更の内容でございます。 
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 続きまして，都市計画案の縦覧の結果についてご報告申し上げます。 

 都市計画法第17条に基づく縦覧の結果，７名の方から意見書の提出がございました。そ

の意見書の要旨は，お手元の資料，別冊で付議案に係る意見書の要旨にまとめております

ものが，参考資料２となっております。これにより，意見の要旨とそれに対する県の考え

方についてご説明させていただきます。 

 なお，縦覧期間は，この８月20日から９月３日までの２週間でございます。 

 まず，意見の要旨は，必要性に対する意見としては３件，その他としては２件，同様の

意見はこれにまとめております。その欄の右側に意見に対する県の考え方を記しておりま

す。 

 意見の１番目と２番目でございます。駅前の渋滞緩和は木島橋やトンネル完成後に計画

すればよい。また，交差点改良は経済効果がなく，大都市並みの交差点改良は必要ないと

いうご意見。次に，複雑な交差点で，一日も早く整備をしてもらいたいという意見でござ

います。 

 これに対しては，ＪＲ常陸太田駅前の交差点は，限られた位置に幹線道路による２つの

交差点が近接し，変則的な交差形状になっていることから，自動車の走行性も悪く，交通

の安全確保の点で支障を来しているもので，その安全確保を図るため，これを十字路化し，

早急な整備が必要と考えております。 

 なお，トンネルの整備により，駅前の渋滞緩和を図るものでございますが，今回の交差

点改良などは，歩道の整備とあわせ，交通の安全確保を図るものでございまして，市が整

備する駅前広場を含め，この３つの整備により，市の玄関口としての機能を発揮し，良好

な市街地形成に資することができるものと考えております。 

 次に，３番目のご意見でございます。 

 常陸太田市の玄関口として市民に親しまれるよう，また，周辺の活性化が図られるよう，

道路整備と一緒に進めてほしいというご意見でございます。 

 これに対しては，常陸太田市都市計画マスタープランに位置づけられておりますように，

シンボル的な地区として市民に親しまれるよう，今後とも努力してまいりたいと考えてお

ります。 

 ４番目のその他のご意見でございます。 

 407名の駅周辺地区整備の延期・見直しを求める陳情書を市へ提出済みであるというご意

見でございます。 

 これに対しましては，常陸太田市の総合計画において，市の玄関口としてふさわしい拠

点となるよう位置づけられており，その早期実現及び交通の安全確保を図ることが緊急の

課題となっているため，早急に計画を策定する必要があると考えております。 

 なお，今回の駅周辺地区の計画に当たりましては，地元のご意見を聞くべく，地元の代

表の方に計画段階から参画していただき，計画案をまとめております。 

 また，計画案については，市議会への説明も行われております。 

 最後に，５番目のご意見でございます。 

 ＪＲなどに対し，市が鉄道施設の費用負担をすると聞いているが，市にはその余裕はな

いというご意見でございます。これは，今後，事業実施の段階で市とＪＲとの間で協議さ
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れるものと考えておりますが，駅前広場や駅舎について，その応分の費用負担になるもの

と市からは聞いております。なお，費用負担につきましては，関係機関とも確認を進めて

いるところでございます。 

 意見の要旨と県の考え方は以上でございます。 

 また，都市計画法第18条の規定に基づき，常陸太田市へ本案件に対する意見を求めたと

ころ，異存はない旨の回答をいただいております。 

 最後になりますが，先ほどご説明させていただきました市決定分の都市計画につきまし

ては，先週９月27日に開催された常陸太田市都市計画審議会に諮問され，異議なく可決・

答申されておりますので，ご報告申し上げます。 

 以上で都市計画諮問第４号のご説明を終わります。 

 

 

○議長 ただいま，事務局から詳しく説明をいただきました。 

 それでは，委員の皆さんにご質問，ご意見等をちょうだいしたいと思います。ご発言を

いただきたいと思います。 

 Ａ委員お願いします。 

 

○Ａ委員 意見書の１番目の意見の中で，駅前の渋滞緩和は云々というのは，木島橋とか

木崎トンネルができれば相当すくのではないかというご指摘なのかなと思いますが，この

辺の橋，トンネルができたり，駅前広場あたりをやったときの交通量予測みたいなものは

何らかの形でやられているのでしょうか。 

 

○事務局 ご指摘のように，トンネルが完成した後の交通量推計を行っております。トン

ネルが開通しますと，その推計によりますと，トンネル方面へ約 6,600台ほどが流れると

いうことになりまして，今現在，駅前の交通量が約１万 6,500台，これは実測値でござい

ますが，これがトンネルによりまして約半減，8,500台ほどに減少するということになりま

す。車線数としては２車線を計画しておりますので，計画値どおりの車線数と交通量対応

になるかと思います。 

 

○Ａ委員 わかりました。それだけあって，かつ複雑な交差点を形状的に改良する。それ

から，この改良において，少なくとも道路側では，それほど新しい用地とかそういう話は

なさそうなので，やはり進めていいのかなと思います。 

 

○議長 そのほか，委員さんのご意見をちょうだいしたいと思います。 

 ご意見がないようですので，都計諮問第４号については，原案どおり決してよろしいで

しょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長 ありがとうございます。異議なしと認め，原案どおりと決します。ありがとうご

ざいました。 

 

 

【都計諮問第５号「竜ヶ崎・牛久都市計画事業 牛久北部特定土地区画整理事業の事業

計画の変更に対する意見書の内容審査について」】 

 

○議長 続いて，都計諮問第５号を審議します。 

 都計諮問第５号について，まず事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第５号について説明いたします。 

 都市整備課でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 都計諮問第５号について，付議案の２ページをご覧ください。 

 本案件は，都市再生機構が施行する牛久北部特定土地区画整理事業において，第６回変

更の事業計画を縦覧いたしましたところ，意見書の提出がありましたので，これに対する

審議に係るものでございます。 

 都市機構施行地区の事業認可までの流れにおける本都市計画審議会に係る手続きについ

てご説明いたします。 

 スクリーンをご覧ください。 

 都市機構が施行する土地区画整理事業については，知事及び市長の意見を聴いた後，事

業計画変更を公告・縦覧し，知事は，利害関係者から意見書の提出があった場合において

は本都市計画審議会の意見を聴くことになっております。そして，その意見を付して，意

見書を国土交通大臣に送付するということになっております。 

 国土交通大臣は，本都市計画審議会の意見を踏まえて，意見書の内容を審査し，その意

見書の採択，不採択を決定することになります。 

 続きまして，牛久北部特定土地区画整理事業の地区の概要と事業計画内容についてご説

明いたします。 

 参考資料１のページ１－１の事業概要及びスクリーンをご覧ください。 

 牛久北部地区は，ＪＲ常磐線ひたち野うしく駅を中心としたエリアに位置しております。

施行面積は約174ヘクタール，計画人口については１万4,800人となっております。 

 まちの立ち上がり状況といたしましては，平成10年１月にまちびらきを開始し，住宅販

売も好調で，平成 18年の１年間に 1,000人を超える人口増加がありました。平成 19年８

月現在で5,743人の方が住んでおります。 

 また，商業施設等の立地状況といたしましては，平成 18年 12月に大型ショッピングセ

ンターがオープンしたほか，貝塚・中根線を中心とした沿道街区への商業施設の立地も進

んでおります。 

 次に，公共施設の整備についてですが，幹線道路につきましては，東西に北大通り線，

学園西大通り線を，南北に国道６号及び貝塚・中根線が整備されております。また，近隣
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公園を２カ所，調節池を２カ所配置しており，公園は基準の約２倍の面積を確保し，調整

池についても自然型にするなど，緑豊かなまちづくりを行っております。 

 今回の第６回の事業計画変更の内容ですが，先ほどの参考資料１ページの１－１，(12）

の事業計画書変更内容にありますように，工事がほぼ完了していることから，事業終了に

向けた公共施設面積の精査及び資金計画の精査のための変更でございます。 

 事業計画（案）を本年７月26日から８月８日まで２週間，公衆の縦覧に供しましたとこ

ろ，10名の方が縦覧されました。また，８名の方の連名で１通の意見書が提出されており

ます。 

 それでは，意見書の内容についてご説明いたします。 

 この意見書要旨につきましては，都計諮問第５号の２ページの参考の欄に記載されてお

ります。また，参考資料２のページ２－３に意見書の写しが添付されております。 

 今回の意見書の対象地ですが，スクリーンをごらんください。意見対象地と書かれた赤

い円の部分でございます。この部分を拡大いたします。黒丸で囲まれたところに赤く点滅

している三角の街区で，面積は約540平方メートルでございます。 

 意見書の要旨といたしましては，Ｅ112街区は，平成 13年５月の第４回事業計画変更に

おいて緑地から一般宅地へ土地利用を変更しましたが，当初計画の緑地に戻していただき

たく，地域住民の賛同書を添えて請願いたしますとなっております。 

 これに対して，一方，施行者の見解ですが，お手元にあります参考資料２のページ２－

１をご覧ください。真ん中の欄に都市機構の見解が記載されております。 

 当街区の周辺には近隣公園や緑地及び調整池を合わせて約５万 1,000平方メートルを整

備しております。このため，本地区の中で最も緑の多いエリアとなっております。これら

を考慮すると，今回の事業計画変更において，あえて約 540平方メートルの宅地を緑地に

戻す必要性はないと考えております。 

 なお，これまでの事業計画変更に際しまして，その内容については，地元牛久市から異

存のない旨の回答を得ております。 

 また，これまでの地価下落により土地区画整理事業の収支も悪化しており，この宅地を

再び緑地に戻すということは，事業収支上，非常に厳しい状況です。 

 このような理由から，当街区をこのまま宅地として土地利用を図りたいと思料しており

ますというのが施行者の見解でございます。 

 以上が事業計画変更に対する意見書の内容と，これに対する施行者の見解でございます。 

 これで説明を終わりにします。よろしくお願いします。 

 

 

○議長 今の写真が出ているように，あの場所を緑地に戻せというご意見でございました。

540平方メートルということです。施行者のほうは宅地でそのまま使いたいとの意向です。

どうぞ委員の皆さんのご意見をちょうだいしたいと思います。 

 

○Ｂ委員 ちょっと質問なのですが，今回の事業計画の変更内容に対する意見書というふ

うに取り扱っていいのですか。というのは，要するに，この資料によれば，今度の事業は
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完了に向かって精査のための変更ですよね。この意見書はそれに対する意見ではないよう

な気がするのですが，そこはどう扱ったらいいですか。要するに，この審議会で審議する

べきことなのかどうかということが気になるのですが。 

 

○事務局 それについては，意見書にも書いてありますように，今回の事業計画の変更で

はないということですが，事業計画に係る意見ということで，県といたしましては，土地

区画整理法の手続きに沿って本都市計画審議会に付議したということでございます。 

 

○Ｂ委員 要するに，第６回の事業変更に対する意見ではなくて，むしろ，ここに書いて

あるように，平成13年の前の変更に対する意見書みたいな気がするのですが。 

 

○事務局 それでも，事業計画に関する変更ということでとらえて，今回は都市計画審議

会にお諮りしております。 

 

○議長 ほかの委員さん，ご意見をいただきます。Ｃ委員さん，いかがですか，ご意見，

お願いします。 

 

○Ｃ委員 今回の意見書の内容なのですが，なぜ今なのかというのはすごく疑問なのです

が，それを踏まえても，それを含めての変更ということに対してのこの審議会の意見とい

うことであれば，前回の平成13年度のときに土地利用計画を変更して，そのときにそうい

った意見が上げられないで計画変更がなされたということであるならば，その必要性があ

って計画が変更になったことであって，なおかつ，この全体の計画からしましても，ここ

の 540平方メートルを緑地にどうしても戻さなければいけないという理由がこの意見書だ

けでは読み取れず，私の感じとしては，そのまま宅地といたしたほうが，収支上の問題も，

いろいろ資金繰り的にも厳しい状況のようでありますし，そのほうがよろしいのではない

かなという気はしております。 

 

○議長 そのほか，ご近所ですから，Ｄ委員さん，ご発言いかがでしょうか。ご発言をい

ただきたいと思います。 

 

○Ｄ委員 私もすぐ近くにいて，しょっちゅうあそこの状況は見ておりますが，今回の件

については特に問題ないと判断しております。 

 

○議長 どうですか，Ｅ委員さん，ご意見ありませんか。 

 

○Ｅ委員 特にございませんが，宅地にして，メリット，デメリットがどちらにあるかと

いうこともありますので，地元がそういう状況で，行政側もそういう結論を出してあるな

らば，異存はありません。 
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○議長 そのほか，委員さん，ご発言をいただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

 それでは，今，各委員さんからのご意見をいただきましたので，都計諮問第５号につい

ては，意見書については不採択とすべきであるということで決定してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございます。それでは，異議なしと認め，意見書については不採択と

すべきであると決定いたします。ありがとうございました。 

 

 

【都計諮問第６号「鹿嶋市における廃棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の

支障の有無について」】 

 

○議長 続いて，都計諮問第６号をお諮りします。 

 都計諮問第６号について審議いたしますので，まず，事務局から説明をお願いいたしま

す。 

 

 

○事務局 建築指導課でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは，都計諮問第６号についてご説明させていただきます。 

 お手元の付議案の３ページ及び付議案図面３－１及び３－２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，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，ＡＣＴトレードシステム株式会社，代表取締役滑川善也でございます。同企

業は平成16年に設立され，機械，化学品，生活産業機器などの商品販売，輸入等の事業を

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，スーパーマーケットの食品洗浄廃液な

どの食品汚泥や道路側溝にたまる無機汚泥などの廃棄物を脱水し，固形分を熱分解により

炭化させ，炭をつくる施設を建設しようとするものでございます。精製される炭につきま

しては，燃料や土壌改良材として販売し，資源のリサイクルに寄与しようとするものでご

ざいます。 

 処理施設の処理能力といたしましては，汚泥の脱水乾燥施設が１日当たり 300立方メー

トル，廃酸廃アルカリの中和施設が１日当たり 130立方メートル，木くずの破砕施設が１

日当たり6.72トン，炭化のための熱分解施設が１日当たり50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。 

 申請地の位置する鹿嶋市は，県の南東部に位置し，東側が太平洋鹿島灘に，西側が北浦
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に面しております。 

 鉄道といたしましては，ＪＲ鹿島線，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線が南北に通じ，幹線道路

といたしましては，国道 51号，国道 124号，主要地方道茨城鹿島線，一般県道鹿島港線，

同じく粟生木崎線等がございます。鹿嶋市役所はこちらの位置になります。 

 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，お手

元の図面では上がほぼ北の方向でございます。 

 申請地は，鹿嶋市の東部，鹿嶋市役所から東へ約 3.4キロメートルの平井地区内に位置

しております。申請地周辺は主に工場や倉庫が立地するほか，近隣には鹿嶋市衛生センタ

ー，浄化センター，ごみ処理場が立地しております。 

 なお，申請地及び周辺地区は工業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願います。 

 敷地面積は約 9,970平方メートル，北側が幅員20メートルの市道 0210号線に面してお

ります。また，施設用地の外周部には緑地帯が配置されております。 

 建築物といたしましては，処理施設棟，鉄骨造１階，延べ面積約 2,530平方メートル，

守衛室，鉄骨造１階，延べ面積約３平方メートルの２棟を新築する計画でございます。処

理施設並びに廃棄物や製品の保管場所はすべて屋内に設置いたします。 

 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，計画地前面の市道を西

側から撮影したものでございます。前面道路は十分な幅員を有しております。現況写真２

は，計画地を北西側から撮影したものでございます。隣接地に鹿嶋市衛生センターがござ

います。現況写真３は，北側から計画地出入口付近を撮影したものでございます。ご覧の

ように，現在は空き地となってございます。 

 次に，廃棄物処理のフローをご説明いたします。 

 廃棄物は，敷地北側の出入口より構内の計量器を経て工場内に搬入されますが，工場内

の施設配置について，正面の図面にて平面図を示しております。右側の部分が汚泥を脱水

した後，水を浄化する施設，真ん中の部分が木くずの破砕施設や炭を生成する施設，下側

が製品を出荷するための梱包作業室，右側が事務室などになっております。 

 まず，汚泥類のうち，スーパーマーケット等から排出される食品洗浄廃液などの食品汚

泥につきましては，櫛や遠心脱水機により固形分と汚水を分離いたします。分離した汚水

につきましては，水質調整を行った後，凝集剤を使用した浄化装置により処理を行い，さ

らに，膜処理装置により浄化いたします。処理水については，一部を敷地内において，処

理工程における水質調整時の希釈水や飲料水以外の生活用水として使用するほか，敷地外

へ放流いたします。分離した固形分は電気式炉に投入し，熱分解により炭を生成いたしま

す。 

 また，汚泥類のうち，側溝汚泥などの無機汚泥や工場の廃液は，同様に固形分と汚水を

分離し，汚水につきましては同様の処理をいたしますが，固形分は最終処分場へ排出し，

埋め立て処分をいたします。 

 さらに，下水汚泥など本施設へ搬入される時点で既に脱水され，固形状となっている汚

泥や，型枠材や木質パレットなどの木くずにつきましては，直接，熱分解炉に投入し，炭
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を生成することとしております。なお，木くずの一部につきましては，前処理として破砕

処理を行います。 

 生成した炭につきましては，燃料や土壌改良材，脱臭剤として資源の再利用が図られま

す。これらの処理工程のすべてを屋内で行うことにより，悪臭及び騒音，振動を抑制し，

周辺環境の保全を図ることとしております。 

 次に，想定される搬入・搬出ルートといたしましては，敷地が面しております幅員20メ

ートルの市道0210号線を利用いたします。また，廃棄物の搬入車両につきましては，30立

方メートルのタンクローリー車が１日当たり最大10台程度，10トン車が１日最大６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。 

 施設内において処理工程により発生する浄化後の水につきましては，鹿嶋市の公共下水

道に放流いたします。また，事務所内等の生活汚水につきましても同様に鹿嶋市の公共下

水道へ放流いたします。雨水排水につきましては，敷地周囲の側溝により集水し，油水分

離槽を経由し，貯留浸透槽により処理し，敷地外へは排出しない計画となっております。

本施設については，処理工程及び保管が屋内において行われることから，廃棄物と雨水の

接触がないため，特に支障はないものと考えております。 

 申請地及びその周辺地区については，鹿嶋市の総合計画及び都市計画マスタープランに

おいて工業系の土地利用を見込んでおります。 

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

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，悪臭を調査項目として選定し，環境関連法令

に基づく基準との比較検討を行ったところ，支障がないことが確認されております。 

 都計諮問第６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 ただいま，事務局から都計諮問第６号の説明を受けました。これについて，委員

の皆さんからご発言をいただきたいと思います。 

 Ａ委員さんお願いします。 

 

○Ａ委員 確認なのですが，この話を最初に聞いたときに，脱水したときに，汚泥中に重

金属とかそういうものが入っていたときに，それがどういうふうに処分されるのかなとい

う心配をしたのですが，ご説明で，汚泥は既に脱水してきて，この場で下水に関わる汚泥

というのは脱水することはないと。したがって，何か入ってくる可能性があるとすると，

側溝の汚泥程度であると理解してよろしいですか。 

 

○事務局 Ａ委員がおっしゃるとおりでございまして，その隣にあります浄化センターの

ほうから汚泥については脱水後の汚泥が搬入されるということで，今，協議を進めており
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ます。それから，側溝ですので，ほかの有害な物質は含まれていないと考えております。 

 なお，ここで処理した水などにつきましても，公共下水道に流すに当たりまして，公共

下水道への流入の排出基準等を守るということで，水質検査等も随時行うということを聞

いております。 

 

○Ａ委員 そうすると，重金属等が汚泥に含まれていた場合には，基本的には炭の中に全

部入ってしまうという感じになってしまうわけね。 

 

○事務局 炭につきましても，大学の研究者等と連携しまして，事前に試験的につくって

おりまして，その成分の調査結果では，自然界と変わらない内容だということで確認がと

れております。 

 

○議長 どうぞご発言をいただきたいと思います。 

 Ｆ委員さん，お願いします。 

 

○Ｆ委員 もう一度確認をしたいのですが，用途地域は工業専用地域ということなのでし

ょうか。そういう用途地域の問題と，それから，市のほうでは支障ないということのよう

ですが，例えば，この事業と関連する施設，将来の問題，そういう観点からは，市のおっ

しゃるとおり全く支障ないのか，その辺についてご回答いただきたいのですが。 

 

○事務局 まず，用途地域でございますが，お手元の図面で１枚目の都市計画図があると

思いますが，今回の申請地そのものは工業地域に位置しております。赤で囲まれたところ

が申請地ですが，図面では薄くなっておりますが，ここは工業地域になります。図面です

と，下側，南側になりますが，濃い水色になっているかと思いますが，こちらは工業専用

地域ということで，申請地そのものは工業地域に位置するということでございます。 

 それから，市の意見としては，市の総合計画，あるいは都市計画マスタープランにおい

てもここは工業地と位置づけておりまして，将来的な土地利用としては支障がないという

ようなことで伺っております。 

 

○議長 よろしいでしょうか。 

 Ｇ委員どうぞ。 

 

○Ｇ委員 ちょっとお尋ねしたいのですが，炭化にする技術基準というのはあるのですか。

例えば，構造物とかいろいろなものをつくるには基準というものがありますが，炭化にす

る技術基準というのは法的にあるのでしょうか。 

 

○事務局 その施設そのものの技術基準があるかどうか，それは廃棄物対策課のほうで答

えていただきますが，できました炭については，大学と連携して，事前に分析等を行った

結果においては，自然界にあるものと変わらない成分だということで，安全性は確認され
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ているということは確認しております。 

 

○事務局 廃棄物対策課からお答えします。 

 炭化物につきましては，炭化施設の技術基準というのは法令上はありませんで，熱分解

施設のみということになっております。この会社の炭化というのは2003年から実験を続け

ておりまして，対象とする物質，いろいろな汚泥の種類とか，それから，炭化の時間，そ

れから，炭化の温度といったものを突き詰めていきまして，おおよそ 98％以上炭化できた

ものを製品としてやるような実験条件をいろいろ検討して，操業条件を詰めているという

ことでございます。 

 

○Ｇ委員 いずれにしても，炭というのは，先ほどご説明があったように，脱臭であると

か，水質浄化であるとか，かなり技術も進んできて，ある種，リサイクルだと思っている

のです。そういった意味では，しっかりとしたものをつくっていただけるようにお願いを

したい。 

 先ほどお話があったように，地元の市長さんを始め了解だということであれば，それは

よろしいのではないかと思っております。 

 

○議長 そのほかご意見ございますでしょうか。 

 ご意見がないようですので，都計諮問第６号については，支障なしということで決定し

てよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございます。異議なしと認め，支障なしといたします。 

 

 

【都計諮問第７号「阿見町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７号を審議します。 

 都計諮問第７号について，まず，事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第７号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案の４ページ及び付議案図面４－１及び４－２ページをごらんいただきた

いと存じます。 

 本案件につきましても，先ほどの案件と同様，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，本都市計画審議会にお諮りするものでございます。 
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 申請者は，有限会社武田牧場，代表取締役武田豊文でございます。同企業は昭和56年に

設立され，競走馬の育成調教，堆肥の製造販売などを行っております。 

 今般の許可申請に係る事業計画につきましては，事業所の生ごみや食品工場の残渣，牧

場から出ます馬糞，樹木の剪定によって発生します木くずなどを発酵処理し，堆肥を製造・

販売することにより，廃棄物の有効利用を図ろうとするものでございます。 

 処理施設といたしましては，木くずの破砕施設の処理能力が１日当たり 16トン，また，

堆肥化施設の処理能力が１日当たり67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４－１とあわせまして，正面のスクリーンをごらん願います。 

 申請地の位置する阿見町は県の南部に位置し，東は美浦村，南は牛久市，西は土浦市，

北部は霞ヶ浦に面しております。 

 幹線道路といたしましては，圏央道が本年３月に阿見東インターチェンジまで開通いた

しましたほか，国道 125号，国道 125号バイパス，主要地方道竜ケ崎阿見線，主要地方道

土浦竜ケ崎線，同じく土浦稲敷線等がございます。阿見町役場はこちらの位置になります。 

 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，お手

元の図面では右側が北の方向でございます。 

 申請地は，阿見町の南部，開通いたしました圏央道に近接し，阿見インターチェンジと

阿見東インターチェンジのほぼ中央に位置しております。また，阿見町役場からは南へ約

4.3キロメートル，牛久大仏からは北西約２キロメートルの地点でございます。福田工業団

地に近接し，申請者の武田牧場はこちらの位置に立地しております。申請地周辺は，主に

耕作地や山林，牧場，工場等でございます。 

 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４－２とあわせまして，正面のスクリーンをご覧願います。 

 敷地面積は約１万 9,400平方メートル，南側の町道から敷地に出入りいたします。敷地

の土地利用計画におきましては，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，発酵棟，鉄骨造６階，延べ面積約 6,500平方メートル，破砕

選別棟，鉄骨造１階，延べ面積約 1,800平方メートル，ストックヤード，鉄骨造１階，延

べ面積 220平方メートル，事務所棟，鉄骨造２階，延べ面積 150平方メートルの計４棟を

新築する計画でございます。木くずの破砕処理は破砕選別棟の内部で，堆肥化処理は発酵

棟の屋内において行います。 

 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，前面道路の町道を出入口

付近から撮影したものでございます。現況写真２は，出入口付近から申請地を北の方向に

向けて撮影したものでございます。現況写真３は，逆に北側から計画地の出入口方向に向

けて撮影したものでございます。ご覧のように，現在は畑及び山林として利用されており

ます。 

 次に，廃棄物のフローをご説明いたします。 

 申請地南側の出入口より敷地内に搬入された廃棄物は，計量器を経て，木くずについて

は専用ストックヤードに，その他の廃棄物は破砕選別棟に搬入し，特に臭気の発生するお
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それのある食品残渣などについては冷凍コンテナにストックいたします。木くずにつきま

しては，破砕選別棟に搬入し，破砕処理し，チップ化した後，一部は自社の牧場の馬房の

敷きわらとして利用いたします。残りは食品残渣などとともに配分調整を行い，発酵棟へ

ベルトコンベアにより搬入されます。発酵棟内部では，適切な温度管理，水分管理のもと，

上階より順次下階へ機械により落とし込み，切り返しが行われ，堆肥化処理をいたします。

製造された堆肥は，主にＪＡや農家へ出荷することにより，資源の再利用を図ることとし

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，木くずの破砕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ととも

に，破砕機が面する外壁部分を防音構造としております。また，食品残渣につきましては，

冷凍コンテナにストックするほか，堆肥化に伴い発生するおそれがある臭気につきまして

は，消臭装置を備え，悪臭発散の防止に努めております。 

 次に，想定される搬入・搬出ルートといたしましては，主要地方道土浦稲敷線から町道

を経由して申請地前面の町道6034号線を利用いたします。途中の町道につきましても工業

団地内の整備済みの道路であり，十分な幅員を有しております。また，敷地内の通行につ

きましても，幅員６メートルの場内通路を整備いたします。 

 廃棄物の搬入量につきましては，月間1,700トンを見込んでおり，搬入車両は主に10ト

ン車，４トン車により，１日当たり13台程度，搬出車両は，４トン車により，１日当たり

４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。 

 作業所内においては水分調整のため水を使用いたしますが，処理施設内の排水につきま

しては，発酵棟の集水ますに集約し，ポンプを通じ，再度，発酵棟内における堆肥化工程

の水分調整に再利用するため，施設外に排出はいたしません。雨水排水につきましては，

油水分離槽を経由した後，敷地内の調整池にて流量調整を行い，隣地を経由し水路へ放流

いたしますが，処理及び保管が建物内で行われるため，廃棄物と雨水は接触しないことか

ら，特段の支障はないものと考えております。生活雑排水につきましては，合併浄化槽で

処理後，敷地内において処理いたす計画となっております。 

 申請地及びその周辺地区については，阿見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，阿見町長から，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，粉じん，騒音，振動，悪臭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ことをご報告いたします。 

 都計諮問第７号について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 ただいま，都計諮問７号の説明を受けました。どうぞ委員の皆さんからのご意見

をちょうだいしたいと思います。 
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 Ｃ委員さん，お願いします。 

 

○Ｃ委員 一つだけ確認させていただきたいのですが，でき上がった堆肥化された肥料等

はＪＡ等と取り引きということが先ほど出たかと思うのですが，でき上がったものすべて，

自社で使うものも含めてですが，取り引きは確実にできるというような見通し，溜まって

しまうということはないのでしょうか。つくったものが蓄積されてしまうというようなこ

とは。 

 

○事務局 武田牧場につきましては，こういう大がかりな施設ではございませんけれども，

既に牧場をやっておりまして，その馬糞等については堆肥化をしており，既にＪＡとの取

引もあります。それから，インターネット等も通じて個別の個人との取引などもやってい

るということで，販売経路は十分にあると聞いております。 

 

○Ｃ委員 わかりました。ありがとうございました。すごい近代的な施設で堆肥化させる

というようなことが見られたので，かなりの量ができてしまうのかなとちょっと思ったも

のですから。わかりました。ありがとうございました。 

 

○Ｆ委員 美浦村といえば競走馬のメッカ，トレーニングセンター等があるわけですが，

現在，これは相当の敷きわらとか廃棄物が出ているはずなのです。武田牧場もそういうと

ころに目をつけられてのこういう施設かとは思うのですが，競走馬の汚物その他等を大体

ここで処理できるような形になるのでしょうか。 

 

○事務局 今までも馬糞については露天で堆肥化していたということで，今回はそれもこ

こで処理しますし，さらに，外部から食品残渣とか木くず等も受け入れて処理するという

ことでございますので，十分に処理できると考えております。 

 

○Ｈ委員 今，美浦村のトレセンの話が出ましたので，阿見町の隣接ですが，美浦村でも

堆肥の話がありましたが，トレーニングセンターで日量70トンの馬の敷きわらが出ており

ます。トレーニングセンターでも処理していたし，農協でも処理をしています。トレーニ

ングセンターで３割，農協が６～７割ということで，その６～７割のうち３割はマッシュ

ルーム用に，３～４割は農地へ還元する堆肥をつくって，これは屋外と屋内でやっており

ますが。堆肥はほとんど処理して，もう20数年経ちますから，新たにまた競馬界がすべて

屋内で処理する施設をお金をかけてつくり始まるということですが，武田さんところは私

もよく知っておりますが，牧場ですから，前から馬の敷きわらを堆肥化して，あの周辺の

工業団地の中に薬品のツムラの工場がありますが，医薬品の残滓，薬をとったもの，漢方，

そういうものも合わせて今までも堆肥をつくって，農協が販売をしております。いろいろ

な廃棄物というか，木を切ったものとか，そういうものがかなり出ていまして，処理がで

きないということで大分要望がされていて，今までこういう方向で検討して，こういう申

請になったと思うので，地元としては，町としても問題ないということですから，恐らく
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通ると思っておりますので，よろしくお願いします。 

 

○議長 他の委員さんのほうでご意見はいかがですか。 

 なければ，都計諮問第７号については，支障なしということで決定してよろしいでしょ

うか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，異議なしということで，支障なしといたし

ます。ありがとうございました。 

 

 

【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。 

 これまた事務局から，再度，説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 引き続きまして，諮問第３号 東海村におきます産業廃棄物処理施設の敷地の

位置に関する支障の有無についてでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この案件につきましては，本日で第３回目の付議となりますので，これまでの説明と重

複する説明につきましてはできるだけ省かせていただきまして，本日は３点に絞ってご説

明させていただきたいと思います。 

 まず，第１点でございますが，第２回都市計画審議会以降の対応状況について，それか

ら，第２点目といたしまして，周辺住民の反対理由の具体的な内容について，第３点目と

いたしまして，建築基準法51条ただし書許可基準等につきましてでございます。 

 まず，第１点目の第２回都市計画審議会以降の対応状況についてでございます。 

 正面のスクリーンをご覧ください。 

 ８月31日でございますが，県建築指導課長が東海村長に面会いたしまして，村の要望書

等について事情をお伺いした後，県の考え方等につきましてご説明を申し上げたところで

ございます。 

 さらに，９月11日でございますが，同じく建築指導課長が大豊プラントの社長と面会い

たしまして，地元調整を行うよう直接要請をいたしましたところでございます。 

 この結果，９月25日でございますが，大豊プラントの社長が東海村副村長と面会をいた

しまして，大豊プラントの社長から，今後，地元協議を進める意向が示されております。 

 さらに，10月２日でございますが，大豊プラント社長より，県に対しまして，今後，地

元関係者との合意形成に向けた協議を行う旨，文書で申し出がございました。 
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 以上が第２回都市計画審議会以降の対応状況でございます。 

 県といたしましても，今後，その推移を見守るとともに，周辺住民の方々の理解が得ら

れるよう，村及び事業者に対しまして，引き続き，必要に応じて適切な助言等を行ってま

いりたいと考えておるところでございます。 

 次に，第２点目でございます。周辺の住民の皆様の反対理由について，村の意見書，あ

るいは要望書，それから，４月に行われました説明会等の記録より，私ども事務局のほう

で内容を抽出して整理をいたしますと，内容につきましては大きく３つに分けることがで

きると考えました。 

 １つ目は，雨水排水，あるいは周辺の交通など周辺のインフラに対する不安でございま

す。２つ目は，施設の技術的な事故及び施設の管理運営に関する不安でございます。３つ

目が，そもそも事業者の説明不足に対する不満という内容に分けることができると思いま

す。 

 １つ目の周辺インフラに関する不安でございますが，これは，汚染されたプラント周辺

の降雨水が用水路に流入し，水田に悪い影響を及ぼすのではないか，あるいは，生活道路

を車両が通行するため危険ではないかといったような不安についてでございます。 

 まず，汚染されたプラント周辺の降雨水が用水路に流入し，水田に影響するおそれに対

しまして，事業者側の説明を求めましたところ，そもそも汚染水は発生しない。これは，

プラントが密閉状態で焼却処理及び排ガス処理を行うためである。雨水は焼却灰や煤塵と

接触しないため，そもそも汚染水を発生しないのだとした上で，それでも万が一の場合に

備え，プラントの設置区画については雨水を外部へは放流させない構造としているので，

住民の方のおっしゃっている不安には当たらないというような説明を事業者側ではしてお

ります。 

 また，生活道路を車両が通行することによる周辺住民の方の生活への影響についてでご

ざいますが，搬出入ルートにつきまして，これは村道0105号線が12メートル，それから，

両側歩道つきということでございます。それから，もう一つのそれ以降の搬入路に当たり

ます村道0202号線のうち，計画地から東側のルートは平均幅員６メートルが確保されてお

ります。 

 なお，一部狭小区間がございまして，直線距離で約 200メートル程度の部分でございま

す。これが幅員 4.5メートルないし５メートルということでございます。その前後に８メ

ートルないし９メートルの幅員が確保され，待避所的に使用できる部分がありまして，円

滑な通行が確保されるということが現地の状況でございます。 

 搬出・搬入車両の台数の見込みの内訳といたしましては，焼却能力が44.1トン，１日当

たりでございますので，搬入のために４トン車で１日約11台ないし12台程度，往復で24

台ということになりますが，搬入経路に当たります村道0202号線の現在の交通量といたし

ましては，平成17年６月に実施しました生活環境影響調査のための交通量調査によります

と，平日で，12時間交通で，往路で164台，復路で164台でございまして，休日ですとそ

の約６割程度となっておりますので，従業員の通勤のための車両往復10台程度を加えまし

ても，交通量の増加としては，台数的には約１割程度の増が想定されるものでございます。 

 それから，村道0202号線につきましては，その一部が通学路の指定を受けておりますが，
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事業者より，搬入・搬出車両の通行については，登下校時間をなるべく避け，また，運行

速度についても30キロメートル以下とする旨の申し立てがなされております。 

 さらに，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」とする。）の許可条件とい

たしまして，搬入・搬出時間を午前９時から午後４時までに制限しております。 

 以上より，交通安全上特に支障はないものと判断いたしました。 

 次に，施設の技術的な事項に関する不安，例えば，煙突の高さですとか，近隣農家の農

作物に対する風塵や風評被害等への危惧，あるいは医療廃棄物の処理等の技術的な事故及

びメンテナンス，あるいはトラブル発生時の対応，実績，技術力等の管理運営能力への不

安等々でございますが，これらにつきましては，廃掃法第15条に基づく産業廃棄物処理施

設の設置許可におきまして，構造耐力上の安全，廃棄物，排ガス等による腐食の防止装置，

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，ある

いは排水放流の場合の水質保全，廃棄物受入施設・処理後の廃棄物貯留設備の容量，処理

品目，処理方法に応じた技術基準などの技術基準，あるいは周辺の生活環境保全に配慮し

た配置計画，維持管理計画であること，及び経理的基礎，技術的能力等の事業遂行能力に

ついて，法定審査事項とされておりますことから，厳正な審査がなされ，その結果，基準

に適合することから許可がなされておりますので，問題はないものと考えます。 

 さらに，納得がいく説明がない等誠意不足への不満についてでございますが，先ほどご

報告申し上げましたとおり，大豊プラント側といたしましても，その配慮不足について反

省するとした上で，今後，地元住民との合意形成に向けた協議を進める考えである旨の文

書が提出されておりますことから，今後，地元の納得がいくような説明会を重ねることに

より，こうした不安が解消されるとともに，先ほど申しましたような不安についても同時

に解消が図られるものと考えられます。 

 最後に，建築基準法51条ただし書許可基準などについてでございます。 

 これまでの審議会におきましてさまざまなご議論をいただいておりますが，事務局が許

可相当と判断しておりますことについて改めて御説明をさせていただくようお願い申し上

げます。 

 別添資料をごらんいただきたいと思います。 

 その中で，表紙をめくっていただきますと，１ページから２ページにわたりまして表が

ございます。この表は，左の欄に県が公表しております建築基準法51条ただし書の許可基

準を，右の欄には大豊プラントの申請内容につきまして，審査をいたしました結果を記載

したものでございます。 

 あわせまして，正面スクリーンをごらんいただきたいと思います。 

 審査事項についてでございますが，立地につきましては，①の既定の都市計画，総合計

画等の土地利用計画上の支障がないこと，他法令による支障がないこと，３番目として，

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，６番目の施設の専有部分と空地のバランス等を図ること

等が審査項目となってございます。 

 本案件につきましても，このように基準の各項目に照らして審査を行った結果，許可相

当と判断したものでございます。 
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 この中で特に重要な事項であります①の既定の都市計画，総合計画等の土地利用計画上

の支障の有無の判断についてでございますが，当然のことながら，現在の都市計画や用途

地域の設定のみならず，将来にわたる土地利用構想をも視野に入れ判断すべきものと考え

ております。 

 このため，51条許可基準におきましては，当該市町村における総合計画，市街地整備基

本計画などに基づく土地利用計画上支障がないことを基準の一つとして掲げるとともに，

さらに，その旨の当該市町村長の意見が付されていることも基準に掲げ，将来構想までも

含め，都市計画の決定権者としての意見を聴取することにより都市計画上の支障の有無を

判断しているところでございます。そうした将来的な構想や計画意思を公式に表明してい

るものとしては，東海村におきます総合計画，あるいは都市計画マスタープランが挙げら

れると思います。 

 そうしたものでございますが，まず，第４次総合計画「とうかい 21プラン」，これは計

画年度が2001年から2010年でございますが，これにおきましては，土地利用構想図では，

申請地は工業ゾーンとして位置づけられております。さらに，第４次総合計画後期基本計

画，2006年から2010年におきましては，地区別計画では，平原南部工業団地につきまして

は産業ゾーンとして位置づけられております。また，都市計画マスタープラン，これは2003

年３月に策定したものでございますが，将来都市構造図では申請地は工業ゾーン，土地利

用方針図では，これも工業地となってございます。 

 さらに，東海村長の意見書におきましては，この工業専用地域について，工業系の土地

利用を見直すこと，あるいは廃棄物処理施設の立地を抑制する都市計画を立案すること，

このような都市計画的な意見の記載が見られなかったものでございますので，村において

工業専用地域の位置づけを変更しようとする具体的な動きが認められず，都市計画上支障

がないと判断したものでございます。 

 以上，ご説明申し上げましたとおり，本案件は許可基準に適合するものと判断いたしま

した。 

 周辺の住民の方々の反対につきましては，施設自体の問題というよりも，事業者の地元

説明不足が大きな要因となったものと考えられます。しかし，事業者は，今後，その解消

を図るため，地元住民との協議を進める意向を示しているところでございます。 

 なお，周辺住民の同意の取り扱いに関しましては，国土交通省より，周辺住民の同意を

得ることを許可要件とすることは適切でない旨の通知がございます。 

 説明は以上でございます。本日の審議会でご判断をいただければ幸いでございます。ご

審議のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

○議長 ただいま，都計諮問第３号，これは継続審議の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ということで，第３回目の審議会の議題にな

るわけでございます。どうぞご発言をいただきたいと思います。 

 それでは，Ａ委員さん，まずお願いいたします。 
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○Ａ委員 ９月25日に社長さんと副村長が会ったというお話なのですが，これはどの程度

の話をなさっているのですか。具体的内容に踏み込んでの話をしているのですか。 

 

○事務局 村と大豊プラント社長との面談につきましては，県といたしましては，中に入

りまして調整はいたしました。調整はいたしましたが，同席はいたしませんでしたので，

その後，両者よりお伺いした話を私どものほうで聞いて，それを整理いたしますと，村の

ほうでは，今までの対応について大豊プラント側に率直な気持ちを述べました。それに対

して，大豊プラント側でそれをきちんと認め，今後，基本的な対地元の進め方について，

前のやり方を反省して見直していきたいという意向が村のほうに伝えられたということで

ございます。 

 

○Ａ委員 そういう意味では，具体的な内容，例えば，住民の方々が不安を持っている内

容についてお話ししたけれども，それをやりますとか，そういう話にはまだ一切入ってな

いということですね。 

 

○事務局 ９月25日のお話の中では，そのような具体的な話に踏み込んだこととしての協

議はされなかったと聞いております。 

 

○Ａ委員 その点についてはまた後で述べさせていただきますが，もう一つ，事実関係を

確認しておきたいのがあるのですが，このプラントの敷地というのは割合低いところにあ

りますよね。団地等との標高差みたいなのがどのくらいあるのですか。 

 

○事務局 標高高低でいいますと，標高30メートルと伺っております。 

 

○Ａ委員 団地は割合上のほうに上がっているように。 

 

○事務局 団地との高低差が約30メートルということでございます。 

 

○Ａ委員 煙突の高さは。 

 

○事務局 煙突の高さは25メートルと聞いております。 

 

○Ａ委員 それを考慮すると，海側から風が入って，煙突の排出口の高さからほとんど違

わない高さで，団地に直接排煙が出てくるとか，そういうことですよね。だから，単純に，

敷地で25メートルの煙突を建てればいいということではなくて，それが流れていくところ

の標高差を考えると，そこのところに，極端なことを言えば，もろに当たってくるぐらい

の高さで煙突が建ってしまう，そんな感じになるのではないですか。 

 

○事務局 標高８メートルが工場の敷地の海抜でございます。それから，標高30メートル
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というのが住宅団地の標高でございます。そこで，煙突高25メートルということになると，

団地の標高高とほぼイコールなので，横風が吹くともろに煙突の煙が当たるのではないか

というご指摘でございますが，これにつきましては，大豊プラント，それから，県の判断

といたしましてそれぞれ述べさせていただきますと，まず，大豊プラント側の回答といた

しましては，環境アセスによりますと，ダイオキシンの最大濃度の出現距離というのは150

メートルから 200メートルであります。住宅団地までの距離が 600メートルございます。

それは，最大濃度の出現距離からしますと，団地までの距離の３分の１の地点である。そ

れと，濃度の予測結果につきましては0.0407pgTEQ／ ，これは１兆分の１という単位でご

ざいますが，これが現在濃度でありまして，基準濃度が 0.6 PGTEQに比べ非常に小さい値

であるということで，周辺住民の生活に影響を及ぼすものではないと考えるということで

ございます。 

 もう一つ，風速２ｍ／secが最大濃度出現条件であります。風速が上がれば濃度が薄まる

ことから，最大濃度出現地点 151メートルから 200メートルの範囲以外ではこれを上回る

数字は出ないということでございます。 

 以上より，煙突の高さと標高高に関して，生活環境上の影響は極めて軽微であると述べ

ております。 

 

○Ａ委員 今のは団地の場合ですが，図の１を見ていると，県道豊岡佐和停車場線とか，

その辺のところに結構集落があるし，そこはまさに距離的にももう少し短いし，それから，

標高からいっても多分30メートルまでいってないようなところもあって，まさに真横から

来るといったようなことなどもあるわけです。 

 私が言いたいのは，単純に，煙突の高さと拡散が周辺敷地の中でどういう影響が出てく

るのかというのをどこまでやっているのかということが一つあるし，例えば，周辺農地が

あって，今言ったような数値的なものだけで本当に住民の皆さんが安心感を持てるのかど

うかというところを県として十分検討する必要があって，単純に数値基準を満たしていま

すから大丈夫ですということで，もしそういうことを本当に言うのだとすれば，排出のと

きの基準量だけではなくて，その精度，要するに正確さ，どれくらいの運転条件，温度差

の中で，どれくらいの上限，あるいは下限が出てくるのかというところまで全部見た，い

わゆる信頼区間を持った数値として出さない限りは信用してもらえないのではないかなと

思いますが，いかがですか。 

 

○事務局 廃棄物対策課です。 

 前にもご説明差し上げたのですが，これにつきましては，排出ガスの排出基準が法令上

決められておりまして，それに基づいて，通常，煙突から排出されるガスの影響を調べる

ということになっているわけなのですが，この事業者の場合には，法令による基準よりも

低い濃度で管理していきますということで，それが可能だということで，うちで許可する

際に許可条件としてつけております。 

 それから，シミュレーションとしまして，最大着地濃度という見方があるのですが，こ

れにつきましては，風向とか，風の具合とか，気象条件を踏まえまして，一番高い濃度が
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出る濃度を予測するというのが一つ，それから，長期予測濃度と申しまして，風とか大気

の状況がいろいろ変化しますので，そういったものを平均させて，年間どのくらいの影響

があるかということを平均して出すということで長期予測濃度を出しまして，いずれにつ

いても環境基準を満たしているという予測結果になっているということでございます。 

 

○Ａ委員 その中に地形は入っているのですか。 

 

○事務局 地形につきましては，住民の方から大分ご心配をしていただきまして，通常，

煙突は25メートルなのですが，排出そのものは，排出ガスの温度が高いものですから，実

際の煙が 50メートルから 60メートルぐらいの高さまで上っていくことになります。それ

から，風の影響を受けて横に拡散していくということになるわけなのですが，いずれにし

ましても，すぐ煙突の後ろに山が迫っているということで，風がない場合に滞留するおそ

れがあるというご指摘もございましたので，風がない場合にガスが滞留するおそれがある

場合には，操業度を下げて運転しなさいということで許可条件をつけております。 

 

○Ａ委員 私，それだけで住民の方々を納得させられるものがあるかどうかはちょっと疑

問です。ここのところはそれで受けとめておきますが。 

 もう一つ，今，法令上，問題点がないのだとご説明がございましたが，基本的には，敷

地内とか，そういう敷地条件に関わることで法令上問題ないという話で，ただ，一番最初

のところに，都市計画，あるいは総合計画的見地というようなことをおっしゃっておられ

たので，それがどれぐらいの広さをもって考えるのかというようなことがちょっと気にな

るのです。東海村のあの辺りは，県の計画で，サイエンスフロンティア21というような形

で，原子力機構の中にあるいわゆるＪ－ＰＡＲＣ，大強度陽子加速器をつくって，あそこ

に新しい科学都市をつくろう。それから，県としても，ＮＴＴの跡地を活用して先端技術

集積とか，そういうような形をつくっていく。そのような形で，東海村の南側というのは，

これから，東海村にとっても都市計画的な，茨城県にとってもこれから国際化をしていく

一つの拠点なのかなと思っております。茨城大学自体もその中の一翼を担わせていただく

予定でございます。 

 そういうことを考えたときに，この施設が入ってくるということは，少なくとも総合計

画レベルから考えたときには相当マイナス要因だなと理解せざるを得ない。だから，総合

計画という言葉の中にその辺までを考えるのか考えないのか。だから，単純に敷地をどう

位置づけているというような話ではなくて，東海村の将来にとってどういう意味を持って

くるのかということまで含めて都市計画的な見地というのであれば，私は大きな影響があ

ると理解せざるを得ないと思っております。 

 そういう中で，最終的な判断からすると，住民の皆さんとの協議というのは具体的に始

まっていない。それから，県としても推移を見守るというような言葉があった中で，推移

をもう少し見守ったらどうなのかなと考えて，先延ばしみたいで申しわけないけれども，

もう少し業者の方と住民の皆様との話し合いなり席に着いてのやり取り，そういうことを

やった段階で都市計画審議会の判断を改めてするという立場が今の時点ではいいのかなと
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思っております。 

 

○Ｄ委員 前から一連の話を聞いていれば，総合計画上は問題ないと。影響についてはこ

ういう点でという具体的な数値の話まで含めて，今，議論になったようなことまで含めて，

基本的に問題はないと。それは理屈の上ではそうかもわからないけれども，今，こういう

形になってしまったというのは，基本的な最初の段階での説明不足のままに推移した部分

があります。そういうことが影響して，お互いの信頼関係があって，最初にいい形でうま

く話ができれば，客観的にお互いに理解した上で話が進められる。そういうことができた

のだろうと思うのだけれども，今の段階では，同じ説明をしても，特に地元の側で信頼関

係がないという点が一番問題でしょう。 

 特に地方自治体という立場で私は考えざるを得ないのですが，考えた場合に，市町村長

が合意していないのに，一連の話を聞いていれば，こういう点から，こういう点から，こ

ういう点から，全然問題ないのだから認めるべきだという形になるのですが，そういうこ

とであれば，今，もうちょっと時間をかけてという話がありましたが，社長なども行って，

説明不足だったというようなことは認めているわけですから，そういう点で，もうちょっ

と時間をかけて信頼関係を取り戻していかないと，地域にとってはこれは大変な問題とし

て残るわけで，その辺のところを基本的に考えるべきではないかと思うのですが，いかが

でしょうか。 

 

○事務局 事務局といたしましては，地域住民の合意形成のための説明会の開催は，51条

許可に際しまして加味すべき事項ではあると考えておりますが，それ自体が必須の条件と

までは必ずしも言えない部分がありますので，３回目の付議ということでございますので，

今回はその意思の確認ができたということでございますので，その意思の確認をもって許

可相当と考えたところでございます。 

 

○Ｄ委員 だから，事務的にいろいろな面から詰めていけばそうだという話はわかるのだ

けれども，今までの経過の中で，このように２回も延ばして決着がつきませんでした。こ

ういう形で経緯してきているわけですから，事務的な判断だけでなくて，ある程度，村当

局からすれば政治的な判断もせざるを得ません。そういう段階になっていると思うので，

そういう配慮というものは当然考えるべきで，事務的にはこうだというだけでは済みませ

ん。だから難しい話になってきているわけですから，その辺をよく考えていただかなけれ

ばならないのではないかと思うのです。 

 

○Ｅ委員 きょうまで３回にわたって質疑もさせていただきましたし，意見も伺わせてい

ただきましたが，昨日の新聞にも，この問題について東海村住民の方の考え方もマスコミ

のほうに出ておりました。この問題を許可するならば訴訟も辞さないというような強い意

思の表示があったように思います。 

 この間，６月から付議されてきて，地元の環境というのはより悪くなっているのではな

いのかなという感じを受けるのです。前回の都市計画審議会の前の日に廃掃法のほうでは
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許可が出てしまったということで，その論議もありましたが，きょう，建築基準法の第 51

条の中では問題がないというような説明がありました。 

 しかしながら，先ほど，県の方が，国のほうの第51条に対する考え方の通達を述べられ

て，これを参考にすることはいかがなものかということで，何とか都市計画審議会の中で

許可を出していただきたいという発言があったのだけれども，我々市町村の議員の代表か

らの発言で申しわけないのだけれども，現実にそういう言い方をされてしまうと，今回の

問題というのは，皆さん方がそういう発言をなさって，私たちが受けとめられる発言とい

うのは，例えば，住民の反対，賛成が分かれたとか，議会が賛否が分かれてある程度均衡

してしまったというときにそういう発言が受けとめられるわけであって，今回の問題とい

うのは，首長も反対，村議会も全会一致で反対，住民の方も全員反対という強い意思表示

をしているときには当てはまらないのです。先ほどの発言は，申しわけないのだけれども，

県が一行政を私物化しているというふうに僕はちょっと懸念しています。ちょっと違和感

を感じる発言だったので，苦言を呈しておきたいと思っています。 

 そういう面では，今回のこの問題については，建築基準法の問題も廃棄物処理上も法的

にはクリアをしているのかもしれないけれども，住民の考え方がまとまって，これを阻止

したいという考えであるならば，この問題というのは，今後進捗しなければ，ここでは，

私たち市町村の議員の代表として申し上げることであるならば，これはだめですいう以外

にありません。 

 ただし，先ほど東海村の副村長も話し合いに応じたということと，それから，これから

住民の皆さん方にも説明をしていくという業者の積極的なお話があったという説明がござ

いましたので，一歩引くとすれば，先ほどＡ委員やＤ委員のお話があったように，今後の

推移を見ながら，住民の皆さん方の受けとめ方を私たちとしても観察していきたいし，今

後，その環境が変わるのかどうか，これも推移を見守っていきたいということで，一歩引

いた形であれば，継続は別ですが，県の皆さん方が，もし，きょう結論を出してほしいと

いうことであるならば，私たちはノーという判断をせざるを得ません。 

 

○Ｆ委員 意見を聞いていますと，住民が反対するのだから反対だというような意見が多

いようですが，私は，法律家の立場からして，行政は法に従った判断をせざるを得ないだ

ろうと思います。本件はもう既に訴訟の動きがあるのです。だから，これは審議会でける

のは簡単ですが，必ず訴訟問題になってきます。審議会の責任はどうなのだという問題が

出てくると思うのです。 

 私は，前回も言っていましたとおり，こうまでこじれてきた背景には，確かに大豊プラ

ントの不信感があると思うのです。それを払拭しなければ，県の職員の皆さんだって，許

可したくないというのは本音だと思うのです。しかし，法律の解釈からすれば，51条ただ

し書という解釈からすれば，行政の許可はやむを得ないのではないか，私はそのように思

うのです。ただし，もちろん，私も住民感情というのを無視するわけではなくて，不信感

があるわけですから，いつでも住民が立ち入って，いつでも専門家を連れて監視できると。

そこまでの譲歩をする。この前，そこはどうなのかという宿題を出しておいたのですが，

その辺もお聞きしたいのですが，そういうことをクリアしていれば法律上は許可せざるを
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得ないのではないかというような感じを私は持っているのです。法律家としてはそういう

解釈なのですが，その辺はいかがなのでしょうか。 

 

○事務局 廃棄物の処理の中でも，今回は医療廃棄物を取り扱う施設だということで，そ

の処理に対する信頼性の問題，それと，きょう，Ｆ委員から，立ち入りといいますか，メ

ンテナンス，トラブル発生時への対応についてのお話がございましたので，それを合わせ

てお答えさせていただきたいと思います。 

 まず，医療系廃棄物処理を主体とした施設への懸念に関しましては，医療系廃棄物につ

きましては環境省のガイドラインの充実，あるいは医療機関の意識の向上，処理方法の確

立などによって安全で確実な処理が可能となってきております。 

 今回の廃棄物は，医療機関で容器に密閉した状態で排出し，焼却炉内に投入されるまで

開封されることがないということでございます。それと，容器容量につきましては最大 40

キロ程度ですが，焼却炉の能力が 1,837キロでございますので，急激な温度変化等も十分

吸収できる可能な容量であるということでございます。 

 それと，施設を運営していく上で，メンテナンス，あるいはトラブル発生時への対応で

ございますが，廃棄物対策課よりお答えいたします。 

 

○事務局 施設の立ち入りにつきましては，法律でも，維持管理の内容，どういったもの

を受け入れて，どういった条件で燃焼しているかという記録を積極的に住民の方に閲覧し

て公開していくというのが原則になっております。なお，その上に，協定等を結んで，住

民の方にもいつでも施設内に立ち入って監視監督というか，いろいろ監視をしていただく

ということも事業者としてはいいですよという提案をしておりますので，そういったこと

を住民の方が受け入れていただけるような形になれば，協定ということで可能になるかと

考えております。 

 

○Ｆ委員 関連してですが，Ａ委員もおっしゃっていましたが，住民の不安を払拭する回

答としてはちょっと弱いのです。医療廃棄物だと，病気でも漏れたらどうなのだという不

安を解消するためには，もっと積極的に専門家でも何でも連れてきてくださいと，いつで

もうちの施設はお見せしましょう，資料は提供しましょうという強い施行者側の決意みた

いなものがあってもいいのかなという感じはするのです。事務局にそう言っても無理なの

かもしれませんが，この３回の議論の中で，いずれも，法律的な問題というよりも，住民

の不安の解消をどうするかということで，審議会では皆さん真剣に考えておられるのだと

思うのです。それは村長でもあるいは議会でもそうだと思うのです。ですから，私はそう

いうところがしっかりとクリアできれば許可すべきではないかという意見を持っているの

です。だけど，そういう不安が残るなら困ったなというような気持ちはあるのですが，再

度，その辺の確認はいかがなものでしょうか。 

 

○事務局 建築指導課でございます。 

 確かに，Ｆ委員の言われますように，住民とのそういった話し合いで合意をもった上で
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許可するのが最良の方法だと私も思っております。ただし，先ほど来，担当が申しており

ますように，51条ただし書の考え方に照らし合わせて我々が判断した場合は，事務局とし

ては，許可相当であるということで，当審議会に付議しているということでございます。 

 さらには，先ほど，Ａ委員のほうからも，Ｊ－ＰＡＲＣの問題であるとか，そういった

用途地域の都市計画の総合的なお話がありましたが，それにつきましても，今回の大豊プ

ラントにつきましては，全体の土地利用の考え方から，都市計画的な判断からしまして，

将来的にはここを地区計画をかけるであるとか，線引きを見直していくとか，そういった

意見書もついていないということでありましたので，工業専用地域であり，さらには51条

ただし書の基準にも合致している。それから，廃掃法等に照らし合わせても支障がないと

いうことを合わせまして，都市計画審議会に付議しているということでございます。 

 

○Ｉ委員 この前の２回目の会議のときに，保留になった原因に対する答弁は適切にされ

ていると私も思わないのです。今まで発言をされたのが，皆さんご存じのように，Ｂ委員

から始まったのですが，学識経験者を代表するＢ委員はこの道の一番の権威者です。そし

て，市町村を代表しては，Ｄ委員とＥ委員と，この人たちは地方の代表という形でこの中

に入っています。そしてまた，Ｆ委員もおっしゃられたように，地元の同意といいますか，

信頼が一番大事だと。おっしゃったように，施設はいつでも公開して見ていただきますと

いう姿勢が申し入れてあるといっても，そのことについて，今までの廃棄物処理場の問題

が出ているところはみんなシャットアウトして見せてくれないのです。そういう姿勢がま

ず最初に示されなければならないわけなのだけれども。 

 そして，きょう，第３回目のときに出す宿題は，きょうのような事務局の説明ではなか

ったはずなのです。村長さんからも，村議会からも，土地改良区からも，地域の住民の皆

さん方の代表からも意見書が出ていると。それに対して適切な返事をしているのか，対策

をしているのかという問いに対して適切な返事ができませんでした。それではだめではな

いかと。公式に出ている意見に対して何もしていないではないかという話になりました。

事務局は，それはこれから協議をして合意を取りつけるように努力しますという話だった

のだが，それに対して，いや，そうではない，これからやるのではなくて，ちゃんと話の

筋を通して，協定書を結んで，それからきょうの会議をするべきと，それだからこの10月

まで待とうということで待ったわけです。その間，全く進んでいません。したがって，今

のような意見が全部出ているのです。この意見は，一人一人の意見を聞いているわけでは

ないけれども，それぞれ代表する方々の意見がそのとおりなので，このことは，議長，真

摯に受けとめて，この前のことが決めてないのだから，もう少し許可するほうの側は汗を

かいてやらなければだめです。そのようにひとつお願いしたいと思います。 

 

○議長 それでは，その前にＢ委員さんからご発言をちょうだいしたいと思います。 

 

○Ｂ委員 私もちょっと難しい問題だと思っているのですが，Ｆ委員が言っておられるの

に私は近い意見なのですが，非常に狭い意味で，都市計画上の支障がないということにつ

いては，県が言っているような解釈の仕方が一つあるということは認めるのですが。この
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問題は，廃掃法のほうの許可が先に出てしまって，都市計画審議会に支障の有無だけが後

で聞かれているというのは都市計画審議会としては非常にやりにくいところなのだと思う

のです。 

 我々の立場というのは，中立公平な立場であったり，あるいは，今の都市計画というの

は，むしろ地元の住民のご意見をよく忖度して決めるようにという法の精神に変わってい

て，かつての都市計画というのは，お上が決めて押しつけるというのは変わったわけです。

そういう意味では，さっきＥ委員が言ったように，首長なり議会が賛同していないという

のに対して，この審議会が，それでもいいではないかというのは非常に難しい話ではない

かと考えます。 

 そういう意味では，一つは，その経緯をもう少し見守るというような言い方もあるでし

ょうし，県が行政としてどうしても都市計画上の支障の有無としてはそれほど大きな問題

ではないというのならば，審議会の同意を得ずに許可する。都市計画法の条文でいけば，

議を経て許可するというのですから，議を経るというのは，何も全部オーケーだというか

どうかというのは，そこら辺のところはむしろ別のところで，要するに，そこまで強引に

やるのかという話，そうでなければ，もう少し慎重にという意見になるのではないかと思

います。 

 

○Ｉ委員 今，お話しいただいているのは，会長代理でございますから大変重大な発言で

すが，そういう方々の意見がそれぞれ出たわけであります。それから，Ｆ委員にしても，

なかなか難しいことを発言していただいているわけですが，結局，この問題はこの前の結

論がクリアされないとだめなのです。そして，一歩下がって，ここの審議会の意見も聞か

ないでやるというのなら，これから全部やったらいい。そういうことをやったら茨城県の

都市計画はぶっ壊れますよ。だから，そんなことは絶対にできません。そして，都市計画

はあくまでも地元の市町村長さんの意見を尊重する。その意見を聞いて決定するというの

が今までの原則ですから，それから，住民の意見を聞いてやるというのが原則ですから，

それが整わなければ今まで審議もしませんでした。そういうことだから，原点に返って都

市計画審議会がやれるように県のほうも努力しなければいけないと思うのです。よろしく

お願いします。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 そのほか，委員の皆さんでご発言がなければ，私，会長として，この案件については皆

さんの意見をいろいろ聞いたのですが，まだ結論を出すには至ってないと，都計諮問第３

号についてはまだ結論を出しづらいということで，継続審議という形をとらせていただき

たいと思いますが，これは私としては条件をつけたいと思います。 

 それは，今，各委員の先生方からいろいろなご意見が出ました。その中でも，周辺住民

からの理解が得られるよう事業者による住民説明会の開催をし，その対応状況を報告願い

たいことが一つ。もう一つは，東海村の工業専用地域の土地利用について，環境保全策を

含めた現時点の考え方の報告を願うと。そういうことで条件をつけて，今回も継続審議と

いうことで取り計らってよろしいでしょうか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 それでは，異議なしという発言がございましたので，継続審議にさせていただき，

なおかつ，先ほど申し上げました条件を付して，地域住民との誠意ある話し合い，委員の

皆さんから出ましたようないろいろな条件も付しながら，誠意あることをお願いしたいと

思います。 

 それでは，以上をもちまして，今回付議されました案件については審議を終了します。 

 都計諮問第４号については原案どおり可決，第５号については意見書については不採択

とすべきである，第６号及び第７号については支障なしということで，本日をもって知事

に答申いたします。 

 また，第３号については継続審議ということにいたします。 

 これをもちまして，都市計画審議会は終わりたいと思います。 

 

 

－  閉 会  － 
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