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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成１９年１２月２５日(火) 午後１時３０分から午後３時１５分 

  ２ 場所 水戸市笠原町９７８－６ 茨城県庁 １１階 １１０２共用会議室 

   

Ⅱ 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名 

    別記名簿のとおり 

 

Ⅲ 議題 

    別記付議案一覧表のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

    関係行政機関の職員について，中島威夫委員に代わり北橋建治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」】 

 

○  それでは，都計諮問第３号につきまして審議したいと思います。 

 都計諮問第３号につきましては，前回の審議会で「１．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を開催し，その対応状況を報告願いたい。２．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を報告願いたい」と

の条件をつけさせていただきました。 

 本日は，この２点を中心に事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 事務局の説明をお願いいたします。 
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○  それでは，諮問第３号について説明させていただきます。 

 東海村における産業廃棄物処理施設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。 

 本日，ご説明を予定しております内容といたしましては，第１点目といたしまして，こ

れまでの経過について，第２点目といたしまして，前回の審議会において報告を求められ

ております事項について，第３点目といたしまして，本案件についての県の考え方のまと

め，以上３点についてご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず，第１点目のこれまでの経過についてでございますが，本年６月29日の第１回都市

計画審議会に付議して以降，８月６日の第２回都市計画審議会，10月４日の第３回都市計

画審議会と，過去３回継続審議となっておりまして，本日が第４回目のご審議となります。 

 諮問案件の概要につきましては，繰り返しになりましてまことに恐縮でございますが，

簡単に述べさせていただきます。 

 正面のスクリーンをごらんください。 

 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を

するものでございます。 

 立地場所は，那珂郡東海村須和間地区，東海村の南部でございますが，こちらの平原工

業団地の縁辺部に位置しておりまして，都市計画上は市街化区域で，用途地域は工業専用

地域でございます。 

 事業者は，株式会社大豊プラント，代表取締役 根本豊でございます。 

 処理施設といたしましては，廃プラスチック類などの破砕処理施設としての処理能力１

日当たり54トン，それから，破砕処理後の焼却施設としての処理能力１日当たり44.08ト

ンを有するものでございます。 

 大豊プラントの立地につきましては，建築基準法第51条ただし書の許可基準に照らしま

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，他法令による

支障がないこと，立地場所が工業専用地域などであり，かつ他の用途地域に近接しないこ

と，あるいは，規模等について，施設の占有部分と空地のバランスが図られていることな

どから都市計画上の支障がないものであり，県といたしましては，許可相当と判断してお

るところでございます。 

 一方，委員の皆様からは，焼却施設であることから，周辺環境に及ぼす影響が懸念され

るので，慎重な審議が必要である。あるいは，東海村，村議会，地元住民が反対しており，

事業者と地元住民との調整状況を見守ることが必要であるなどのご意見をちょうだいし，

継続審議となっているものでございます。 

 さらに，前回の審議会におきまして，ただいま議長よりお話がございましたとおり，課

題といたしまして，住民説明会を開催し，その対応状況を報告すること，それと，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での考え方について報告
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するよう求められたところでございます。 

 以上がこれまでの経過でございます。 

 それでは，次に，第２点目といたしまして，前回の審議会におきまして報告を求められ

ております事項につきましてご報告をいたします。 

 まず，住民説明会の開催状況についてでございますが，県は，住民説明会の開催を大豊

プラントに要請し，また，東海村に対しましても，開催に向けた協力依頼を行ってまいり

ました。 

 その結果，12月18日午後６時半より９時20分まで，東海村の中丸コミュニティセンタ

ーにおきまして，周辺住民の方66名が参加いたしまして，今年第３回目となります大豊プ

ラント主催による住民説明会が開催されました。 

 説明会の開催状況の概要につきましては，東海村が作成いたしました報告書の写しをお

手元にお配りしてございますので，東海村の資料の表紙をめくっていただきまして１枚目

のところでございますが，そちらに概要が記載されてございますので，正面スクリーンと

あわせましてごらんいただければ幸いでございます。 

 説明会におきましては，冒頭，約30分間ほど，大豊プラント側から事業計画などについ

ての説明が行われた後，約２時間半にわたりまして住民の方と大豊プラントとの間で質疑

応答が行われました。 

 参加されました地元住民の方からの質問の主な項目といたしましては，地元反対の状況

下での事業者の対応，姿勢等について問いただす声ですとか，資金調達計画及びその目途

についてどういう状況か，あるいは技術者の配置計画，確保状況について，地元合意形成

の必要性についての事業者としての考え方，事故対応，補償等の考え方，あるいは周辺環

境に与える影響への懸念，生活環境影響調査の内容，焼却炉のシステム上の課題，排水計

画についてなどでございました。 

 大豊プラントは，質問に答える中で，これまでの対応のまずさを反省した上で，地元住

民の理解を得るため今後も説明会を行うこと，それから，技術的な質問については，事業

者側で窓口を設けまして随時受け付けを行い，文書により地元住民の方全員に回答を行う

ことなどの提案がなされたところでございます。 

 県といたしましても，地元住民の方の理解が得られるよう，引き続き東海村と連携しな

がら事業者を指導してまいりたいと考えております。 

 次に，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での考え

方についてでございます。 

 都市計画審議会からの求めに基づき，県は，東海村に対し，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での考え方について報告をするよう要請を行

いました結果，東海村から文書により報告がございました。 

 東海村からの報告は５つの論点より構成されておりまして，本文の写しをお手元にお配

りさせていただいておりますので，先ほどの資料の２ページ目以降でございますが，正面
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スクリーンとあわせてごらんいただければ幸いでございます。 

 まず１つ目は，当該地域を工業専用地域として当初設定した理由についてでございます。

東海村における都市計画の経緯といたしまして，昭和31年７月に茨城県東海都市計画区域

に指定されて以来，昭和45年２月に茨城県水戸・勝田都市計画区域に変更されたこと，昭

和 46年３月に線引きを行ったこと，昭和 48年１月に申請地を含む平原地区については，

現在の用途指定である工業専用地域に位置づけましたが，その際，平原地区の北部につい

ては，中小企業育成の観点から工業地域としたこと，さらに，昭和52年３月に平原地区の

工業専用地域においては，原子燃料工業株式会社の開発が行われたのを始めとし，昭和 63

年４月に南部工業団地の開発が行われ，現在までに20社が進出していること，また，それ

以外の平原地区の工業専用地域は，本案件の申請地である旧勝田プレスほか６社が進出い

たしましたが，バブル崩壊以降，企業の進出は見られないことなど，現在に至るまでの経

緯が述べられております。 

 工業専用地域は，皆様既にご案内のとおり，工業系用途地域の中でも最も工業の業務の

利便の増進を図るべき地域でございまして，どんな工場でも，例えば，石油コンビナート，

あるいは製鉄所などの環境悪化の可能性が大きい工場施設，あるいは花火工場などの危険

性が極めて大きい工場でもこの地域に建てられる一方，住宅，物品販売店舗，飲食店，学

校，病院，ホテル，老人ホームなどの福祉施設は建てられないなど，工業に特化した用途

地域でございますが，本報告書におきましても，特に工業専用地域については，都市計画

法の基本理念どおり，可住地域と分離し，平原地区の村街路から南側部分及び原研，原電，

動燃地区に工業専用地域を定めたとしておりますことから，用途地域の指定につきまして

は，村では環境上の観点から整理済みであると考えられます。 

 ２つ目は，都市計画マスタープランから見た土地利用計画の支障の有無についてでござ

います。 

 平原工業団地などの既存工業地は，今後とも工業生産の活動拠点として位置づけ，適切

な工場の誘致に努めていくとともに，良好な工業地の整備，拡充を図るとしており，引き

続き工業系の土地利用を行っていく方針に変わりはないこと，それから，マスタープラン

上，工業振興エリアとして整合性を有することなどが述べられております。 

 ３つ目は，工業専用地域内の未利用地の今後の整備計画，または考え方についてでござ

います。 

 現在，活用されていない区域については，今後，関係地権者との協議や，変動著しい社

会の動向を見極めながら適切な活用方針を検討していきたいとしておりますが，整備計画

は未策定とされており，整備に当たっての具体的な考え方については述べられておりませ

ん。 

 ４つ目は，工業専用地域に立地する工場が周辺環境に及ぼす影響についての考え方でご

ざいます。 

 工業専用地域といえども，進出する企業の事業内容によっては，周辺住宅地や農用地に
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対し悪影響を及ぼすことは十分考えられることから，進出企業に対しては公害防止協定の

締結を要請し，また，工業団地に進出した企業についてはすべて締結済みであるとしてお

りますことから，村として協定締結の意思を有することが読み取れます。 

 ５つ目は，村が誘致する企業についての周辺住民合意のあり方についてでございます。 

 村独自の規則等による周辺住民の合意形成は求めていないものの，産業廃棄物処理施設

の設置に当たっては，事業者は周辺住民の理解が得られるよう最大限の努力をする責務が

あり，行政も事業者に対して住民の理解を得るよう指導してきたと記述しております。 

 村としては，住民の理解を得るために，事業者に対して最大限の努力義務を果たすよう

要求する一方，村自身も事業者に対して指導する責務を認識していることがうかがえます。 

 今回，東海村からご提出いただきました報告につきましてまとめますと，東海村の工業

専用地域については，環境上の観点から整理済みであり，土地利用計画に変わりはなく，

また，マスタープラン上も整合性を有し，未利用地についての整備方針は未策定であるこ

とから，当該地域への廃棄物処理施設の立地について，土地利用計画上特段の支障はない

ものの，一方，廃棄物処理施設のように，用途指定に適合するとしても，周辺環境に影響

を及ぼすおそれのある施設については，公害防止協定の締結，あるいは事業者に対する指

導の必要性を認識し，これらの施設の立地に際しては，地元行政としての責務を適切に果

たしていこうとする姿勢が読み取れます。 

 協定の締結につきましては，事業者より申し出が本年８月27日に文書でなされ，その時

点では，村及び関係住民側が時期尚早と判断したため，内容の検討には至りませんでした

が，少なくとも事業者として協定締結の意思を有することを示すものと考えられます。 

 東海村につきましても，先ほど述べましたとおり，今回の報告書の中で，公害防止協定

締結に向けた姿勢が示されております。 

 県といたしましても，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」とする。）第

15条に基づく廃棄物処理施設の設置許可の際に，大豊プラントに対する通知文におきまし

て公害防止協定の締結を求めており，事業を行うためには，今後，早くても約１年間の工

事期間が必要となりますが，その後に廃掃法第14条の規定による処分業の許可が必要とな

ってまいりますが，関係機関と連携しながら，それまでの間に公害防止協定が締結できる

よう，責任を持って指導してまいりたいと考えております。 

 最後に，３点目といたしまして，県の本案件についての考え方のまとめを述べさせてい

ただきます。 

 東海村，それから，村議会，地元住民から反対の意向が示されている状況につきまして，

県として重く受け止めなければならないことは言うまでもありませんが，本案件の場合，

東海村及び村議会が反対の意向を示しているのは，その理由などを詳細に検証してみます

と，都市計画上の支障によるものではなく，地元住民の意向に配慮したものであると判断

をいたしました。 

 周辺住民の反対理由につきましては，周辺環境に及ぼす影響への不安が一つの大きな要
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因でございますが，施設の設置許可におきまして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いますので，基本的には問題はないものと考えます。 

 建築基準法51条ただし書の許可に際して判断すべきことは，当該施設の敷地の位置が都

市計画上支障があるかどうかということでございます。東海村長から当初提出のあった意

見書，あるいは東海村の将来的な構想を公式に表明しております総合計画，あるいは都市

計画マスタープランなど，さらに，今回提出された東海村の工業専用地域の土地利用につ

いての報告，これらは，現時点におきまして，工業系の土地利用方針について，将来構想

までも含め変わりはなく，したがって，特段の都市計画上の支障はないとする点で一致す

る内容でありますことから，県といたしましては，申請のありました産業廃棄物処理施設

の敷地の位置に関しまして，都市計画上の支障はないことを改めて確認し，許可すべきと

考えるものでございます。 

 その上で，事業者は，住民説明会などを通じ，今後も継続して住民の理解を得る努力を

していくことが必要であると考えられますので，県といたしましては，許可後も，公害防

止協定の締結に向け，地元協議が順調に進むよう，責任を持って指導を行ってまいりたい

と考えております。 

 事務局よりの説明は以上でございます。ご審議のほど何とぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

○  それでは，早速審議に入りたいと思います。 

 ただいま事務局から説明がありましたとおり，今月18日には事業者による住民説明会が

開催され，引き続き，事業者と住民の皆さんとの話し合いが行われることと思います。 

 また，東海村としての工業専用地域の土地利用についての考え方についても，ただいま

事務局から説明がありましたが，東海村からの報告によりましても，都市計画上の支障は

ないことが改めて説明されております。 

 それでは，ただいまから各委員の皆さんのご意見，ご質問を挙手にてお願いをしたいと

思います。 

 Ａ委員，お願いします。 

 

○  それでは，私から何点かご質問させていただきたいと思いますが，12月17日付

けの消印の住民の皆さん方からのご意見をいただきました。３枚の用紙に村民の方々の，

地域の方々のご意見が入っておりますので，これに則ってまず質問させていただきたいと

思います。 

 今，説明ですべて開示されたわけでございますが，この文面によりますと，東海村の水

と空気，農産物，そして，何よりも子々孫々にわたる住民の健康を守るためにこの計画に

反対しますと記載をされております。 
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 そして，３ページ目に，お二人目の方のご意見に，廃棄物を処理する機械の性能等につ

いての不安があるというご意見でございます。ごもっともなご意見だろうと思いますので，

この点についての県の考え方をまずお尋ねをしたいと思います。 

 

○  それでは，事務局，お願いいたします。 

 

○  施設の許可に当たりまして，廃棄物処理法上の法的な手続きと申しますか，我々

も，焼却施設ということで，周辺の環境等に影響があることをやはり懸念しておりますの

で，法律に基づいてその辺の指導をさせていただいております。 

 まず，施設の許可に当たりましては，周辺環境への環境アセスを義務づけておりまして，

これに基づいて事業者のほうから報告を受けております。大気汚染関係，騒音，振動関係，

いずれも環境基準等の管理目標，評価基準より下回っているという結果でございました。 

 また，この結果につきましては，許可に当たって，廃棄物処理設置専門委員会というも

のを設けておりまして，水質汚濁の専門家，それから，大気汚染の専門家，それから，騒

音，振動の専門家からなる大学の先生等でございますが，先生方の意見も聞いて判断して

おりますが，いずれも妥当であるという報告を受けておりまして，これによりまして，周

辺環境の影響は軽微であるということで許可をしております。 

 それから，２点目でございますが，メーカーに疑義があるということでございますが，

確かにこのメーカーにつきましては，住民からの要望の中にも書いてありますとおり，倒

産しているというようなことですが，ただし，このメーカーはきちんと継承している製造

メーカーがございまして，そこできちんとプラントの技術面もすべて引き受けておりまし

て，仮に部品等が今後不足したという場合は必ずこのメーカーで手当てするというような

手続きをすることになっておりますし，また，大豊プラントそのものもこのメーカーから

技術者の支援をもらうという形で運営をするということになっております。 

 

○  それでは，Ａ委員，どうぞお願いします。 

 

○  今のお話ですと，環境等についての影響はないだろう。そして，メーカーの機

械等についても対応できるというお話でございました。 

 そこで，先ほどの事務局のほうからのご説明で，今後，公害防止協定を結ぶというお話

がございました。この内容等についてご説明をいただきたいと思います。 

 

○  お願いします。防止協定の中身について説明を求められております。 

 

○  前にも公害防止協定についてはご説明したかと思うのですが，今のところ，案

の段階でございますので，まだ確定ということではないのですが，今，事業者と東海村に
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公害防止協定の案として示しておりますのは，搬入時間の制限とか，管理基準とか，大気

汚染物質の測定濃度測定の頻度とか，情報開示といった項目を入れ込んで防止協定を結ん

でいきたいということで考えております。 

 

○  ありがとうございます。 

 Ａ委員，どうぞ。 

 

○  今，搬入，管理，濃度測定，情報開示というお話がございました。東海村の進

出企業との公害防止協定はすべて同じでございますか。内容に変化はありますか。 

 

○  東海村で結んでいますのは文言規定が多くて，実際に測定の回数とか，どうい

ったことをやるという具体的な規定が少ないものですから，東海村のものよりも具体的な

規制内容を盛り込んだ協定にしていきたいと考えております。 

 

○  この公害防止協定を結ぶことによって，今後，稼動をした際の測定を１年に何

回かやるのかとか，そういう細かい規定というものはございますか。 

 

○  今のところ，まだ事務局の案でございますが，法律上は年２回の測定という項

目が決められております。ダイオキシンのほうも年１回となっておりますが，それは排出

源の測定ということなのですが，そのほかに，周辺環境のダイオキシンの測定といったも

のも必要に応じて追加しまして，協定の中に盛り込んでいきたいと考えております。 

 

○  今後起こり得るであろう測定等についてはすべてクリアするということでござ

います。 

 そこで，再度，事務局のほうに確認をしておきたいと思いますが，住民説明会を今後と

も行う予定があるのかどうか，その辺の確認をしておきたいと思いますが，それは，先ほ

どお話がありましたように，建築基準法51条のただし書に則ってすべてのことをクリアさ

れているわけだけれども，住民からの要望等に対する説明会は今後も行うのかどうか，そ

の辺を確認しておきたいと思います。 

 

○  12月18日に行われました住民説明会の席上で，技術的な事項についての質問に

ついて，文書で回答するという事業者の回答に対して，説明会を開催するようにという住

民の方のご要望がございまして，それに対応するということで，今後も住民説明会を開催

して，技術的な事項についての説明をしていくということを，事業者のほうから，席上，

確認しております。 
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○  ご説明ありがとうございました。 

 東海村長のほうからの考え方，４番，５番を中心にお尋ねをいたしましたが，今，ご説

明のありました内容等をよく見てみますと，住民の方に対する丁寧な対応が行われてきて

いるのかなという感じを持っております。 

 この問題等については，住民と，また，住民の代表たる村行政と県の行政で，今後起こ

り得ることであろうということについてはよくご協議をお願いしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

○  ご発言ありがとうございました。 

 Ｂ委員，お願いします。 

 

○  この問題につきましては，事業者への不信感が非常に強いということから住民

との対立があるように思っておりますが，せっかく，12月 18日，66名の皆様がお集まり

になって協議の場を設けた。結果的に，この報告書を見ますと，事業者への不信感は消え

ず，接点を見出すことができなかったというような記述になっております。 

 私は，本件は，事業者の職業選択の自由と，それから，住民の環境権の主張，これらが

ぶつかっている場面だと思います。したがいまして，双方がそれぞれ誠意を持ってその不

信を払拭すべく話し合わなくてはいけない場でなければならないと思うのですが，この事

業者への不信感は消えなかったというのはどういうことであるか，ご答弁をお願いしたい

と思います。 

 

○  事務局，お願いをいたします。 

 

○  先ほどご説明の中で申し上げましたとおり，今年で３回目の説明会ということ

になりますが，１回目４月，２回目５月でございましたでしょうか。２回目の説明会のと

きは，説明会を開催したとしても，やり取りがほとんどなしで終わってしまったというこ

となのですが，そういった経過もございまして，第３回目は３時間近くにわたってやり取

りがなされたということは，これまでの２回に比べまして，当然，歩み寄りとか理解とか

合意形成にはほど遠いですが，ただ，少なくとも両者のといいますか，特に事業者側のこ

れまでにない態度があらわれてきているのかなと思います。ただ，それが１回の説明会で

解消されるほど簡単なものではないということも同時に言えると思います。 

 ただ，そのやり取りの中で，事業者のほうでも申し上げていたことでございますが，今

までの対応のまずさを非常に反省しているという態度の表明がございました。 

 

○  抽象的ではなくて，こことここが事業者は何をやっているのだと，おかしいの

ではないかと，そういう具体的な言葉はなかったのでしょうか。単に集まって議論しても，
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具体的な問題を話し合わなければ，ただ集まっただけに過ぎなくなってしまうのではない

かと思うのです。私は，地元も誠意を示さなくてはいけない。そして，事業者も誠心誠意

努力しなくてはいけない。そういう会合になっていたのかどうか。事業者のどこがだめだ

というのか，具体性をもうちょっとご説明をお願いしたいと思うのです。 

 

○  やり取りの具体的な内容を若干ご紹介いたしますと，例えば，前回の説明会は，

開催日の３日ぐらい前に通知を出して，一晩で町内会といった方に区長さんが全部声をか

けて，一晩で集めろというやり方の説明会であったと。そういうやり方をしているから，

今の対立の原因は事業者側がつくったものではないかというようなやり取りがございまし

た。 

 それに対しまして，事業者のほうでは，そういうことについては大変申し訳なかったと

いう詫びの言葉が住民に対して発せられたという場面がございました。 

 

○  それから，先ほどＡ委員のほうからもご質問が出ていたようですが，システム，

機械が本当に住民が不安を抱かないような機能と取り扱いがされるのか。この辺について

の突っ込んだ意見，あるいは事業者側の答弁があったのかどうか，その辺をもう一度確認

したいと思うのですが，ご答弁お願いします。 

 

○  18日の説明会の中での質疑応答で，特に技術的な事項については，後ほど質問

内容を集約いたしまして，文書によって回答する。文書によって回答する際には再度説明

会を開催する。それは，ここの66名以外にもきちんと説明すべきである事項であるし，そ

の内容について責任を持ってきちんと残すために文書によってやり取りをしたいというよ

うな事業者側からの回答がございました。 

 

○  もう１点，協定ですが，これを見ますと，区長などが中心となっていろいろ反

対運動を展開されていると思うのです。その協定というのは村長と住民の間で結ぶのか，

それとも，関係住民が関与した形での協定になるのか，その辺のところをお聞かせいただ

きたいと思うのですが。 

 

○  協定は，他のシステムもいろいろ形はございます。住民と事業者が直接やる場

合，そこに市町村が入って締結する場合，それから，県も立ち会いみたいな形で入って協

定を結ぶと。基本は住民と事業者ですが，当然そこに市町村が入る場合もあるし，県も入

る場合もあるということでございます。 

 

○  よろしいでしょうか。 

 Ｃ委員，どうぞ。 
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○  前回の報告の中では，もちろん，公害防止協定の話は出ておりませんでしたの

で，前回，業者の方が副村長さんにお会いしたというお話がありました。今後，村と業者

さんとの話し合いが進んでいくのかどうかという問題が一つございました。 

 もう１点は，このように住民の方と業者の方が合意形成がなされるような会合，説明会

を次の都市計画審議会までにやるべきだろうというお話がありました。 

 ただ，きょう，公害防止協定の締結の話が出てまいりましたので，前回，業者の方が副

村長さんにお会いした段階からこういう状況になってきたと思っているのですが，今，お

話を聞いていきますと，公害防止協定の締結が前提となれば，今まで頑なに意見書も提出

されていた，考え方も表明されていた村長さんを始めとする村の執行部の方の意見があっ

たわけですが，公害防止協定の締結ということが前提になってくればということで，その

考え方が若干緩やかになっているのか，それとも，大局観に立った，客観的に，こういう

ことが締結されれば村のほうもまだ説得ができるのであろうというお考えなのか，この判

断といいますか，村の考え方が緩和されてきているのか，こういう合意形成がなされれば

前向きに事業が進んでいくのであろうという考え方なのか，これはどちらなのかお聞きし

ておきたいと思っております。 

 

○  それでは，今のＣ委員の質問に対して，事務局どうぞ。 

 

○  今のＣ委員のお話で，村が軟化してきたのかとかというお話ですが，現在のと

ころ，基本的には私はそこまでは確認しておりませんので，軟化してきているということ

は私のほうから申し上げられませんが，ただ，用途地域の考え方の中で，工業専用地域内

の事業者であっても，公害防止協定を締結してきちんとした指導をしていきたいという中

身を踏まえてそういうお話になっているのかなという気がしております。 

 

○  今のお話を聞いて，都市計画法に照らしても，この事業については法律的には

適正なのであろうと。それと同時に，用途についても，工業専用地域ということで問題は

ないのであろうと思います。 

 ただし，私たちとしては，市町村議会の代表として出ておりますので，実際，前回の都

市計画審議会から引き続き状況がほとんど変わっていないということであるならば，そう

いう態度をとらざるを得ないということをご理解いただきたいと思っています。 

 ただ，今，お話を聞くと，はっきりお答えをいただきたいのですが，こういう用途地域

の使用目的に従ったところの公害防止協定ということが前提であれば，これからもそうい

う合意形成もなされていくのであろうというような県の考え方だというふうに，今，理解

したのですが，はっきり申し上げて，東海村長を初めとして，村の対応の考え方としては，

今のところ，現在まで変化はないというふうに理解していいのかどうか，これだけ最後に
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お答え願いたいと思います。 

 

○  事務局，お願いします。 

 

○  現段階での判断は大変難しいところでございますが，私どもで施設の許可をす

るに当たって，先ほども説明させていただきましたが，許可条件を付しております。排出

ガス関連，それから，廃棄物の搬入時間とか，排出時間，幾つかつけております。これら

を履行していただくために公害防止協定を結ぶということを条件に許可しております。 

 今後，施設の許可があっても，処分業の許可が必要でございます。また，これも私ども

で業の許可をいたしますが，この業の許可に当たっては，我々のつけた条件がクリアされ

なければなかなか先には進めないというようなことで，今後は事業者の方には指導してい

きたいと考えております。公害防止協定を結ぶということをまた指導していきたいと思っ

ております。 

 

○  ありがとうございました。 

 Ｄ委員，ご発言いかがですか。 

 

○  ただいま，いろいろな意見を聞かせていただきましたが，現在の公害防止協定

の中できちんと結ぶ。そして，あとのしっかりとした心配のない保証をしていただけると

いう協定であれば，私は法律に則って賛成でいいのではないかと思っております。 

 

○  Ｅ委員，どうぞ。 

 

○  都市計画審議会の委員になりまして，これまで同じ付託案件で４回というのは

異例だと思っております。 

 そういう中で，都市計画審議会という位置づけの中で，これまで皆さん方が真摯な態度

で審議をした結果がこのようなことになっていると思っていまして，そもそもが事業者と

住民の皆さん方の信頼関係がない中，さらには，法律と住民の皆さん方の間での信頼関係

ということもございましょうけれども，そのような中で，私といたしましては，ようやく

歩み寄りが見られてきたというふうに感じております。 

 そういう面では，先ほど，県が責任を持って指導する等々言明をしたわけでございまし

て，ある面では，これが，今後，さらに住民の皆さん方と事業者を信頼関係で結びつける

ものだと思っております。 

 したがいまして，県の事業者に対する指導が大変重要なポイントになってくるわけでご

ざいますが，改めて，単刀直入に，はっきりと，信頼関係を結びつける努力について今後

どうやっていただけるか，その１点だけ，はっきりと伺いたいと思います。 
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○  今のお話でございますが，12月18日でございますが，説明会でやっと議論がで

きるような格好になってきたのかなという気がしております。ですから，今後もそういっ

た形で合意形成が図られるように，我々としても事業主のほうには積極的に働きかけ，指

導をしていきたいと考えております。 

 

○  責任を持ってやっていただきたい。要は，私のところにも，先ほどＡ委員がお

っしゃったような反対住民の会の皆さん方からの文書が届いております。そして，これが

12月 17日の文書でございまして，そして，18日に説明会が開かれたというわけでござい

ますが，先ほどのようなことでございました。住民の皆さん方の声が，このようなことが

なくなることが重要でございまして，さらにそのことについて努力をしていただく。そし

て，信頼関係を取り戻していただくということをここで切に要望いたしまして，私からの

質問と意見にかえさせていただきます。 

 

○  ありがとうございました。 

 Ｆ委員，お願いします。 

 

○  この案件について，非常に異例の形で審議が続いたわけです。一番基本は，最

初から事業者と住民の間でなかなか信頼関係がつくれなかった。これは，村当局，議会等

も含めての形でありますけれども。その一番大きな理由というのは，この経過を聞いてお

りますと，最初の時点での事業者の対応あたりに非常に問題があったのではないか。３回

目の説明会があって，やっと話ができるような形になってきたということですから。ただ，

それも，住民側の受け取り方とか，あるいは村側の受け取り方，それぞれまだ大きな違い

があるのではないか。そういう点で，そういう形が出てきたということは非常に好ましい

ことでありますので，このことを早急に，これまでの経過がありますから，早急にといっ

たって１週間，２週間でできる話ではないと思いますが，このことをきちんと仕切ること

が非常に大事で，今言いましたように，県の指導の努力が非常に大きな要素になると思い

ます。 

 ただ，一方では，事業者は県を相手にとって訴訟をしているという事態もあるわけです。

それから，住民側としても，今度は事業者を相手に訴訟を始める。そういう動きを見れば，

事業者としては，県のほうで対応できないのであれば法律的にでも処理しようという姿勢

も見せているわけですから，そういうことを含めて，事業者側が本当の意味で住民との信

頼関係をつくって合意形成をしていく。幸い，公害防止協定とか具体的な話が出てきたわ

けですから，これをさらに一歩進めて，本当は，きょうまでに，ある程度，こういう形だ

から大丈夫だとみんなが納得できるような形での結果が出ていればよかったのですが，ま

だそこまではいっていない。しかし，かなりいい形が出てきつつあるというところだから，
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いい形が出てきたからこれでいいのだという判断というのはまだ難しいのではないかと私

は考えております。 

 

○  ありがとうございます。 

 Ｇ委員，どうぞ。 

 

○  そもそもの建築基準法51条ただし書というところで，いわゆる焼却場であると

か，そういうものについては都市計画で決定することが原則だと。ただし，ただし書でも

できるという形に書いてある。 

 その意味というのは，僕らの言葉で言うと，バックヤードと呼ばれる施設については，

単純に用途地域に合っているからという判断ではなくて，十分な審議をしなさい。いわば

都市計画決定をするのが本来であって，ここでの審議というのは都市計画決定に代わるだ

けの重要な審議なのだと。これが基本的な認識なのだろうと思っています。 

 そういう意味で，軽微なものを除いては，地元説明においても都市計画審議会の審議に

おいてもかなり慎重にやるということ。さもないと，いわば都市計画決定しないでやれば

いいではないかという話が一般的になってしまったら 51条の本文は空文化してしまうと。

そういう意味で慎重な審議が必要なのかなと思います。 

 そういう見地から見てみると，都市計画決定においては，案の縦覧であるとか，市町村

の同意であるとか，意見書の提出であるとか，そういう手続きもかなりのいろいろなとこ

ろが確保されていて，地元利害関係者の意見表明の機会みたいなものも相当保障されてい

るところだと。 

 そういう中で，都市計画決定の手続きそのものとは言わないけれども，重要なものにつ

いてはそれにかわる措置が十分行われたのかどうかというあたりがきちんと議論されるべ

きところなのかなというような気がいたします。そういう意味での住民の意見表明の機会

が十分行われた段階であるのかどうかというようなところを感じるところでございます。 

 そういう中で，18日に開かれた地元説明会というのは，今，私が申し上げたようなとこ

ろに十分該当するものなのかどうかというようなところを私としては考えてまいりました。

そういう意味で，Ｂ委員さんからお話のありました不信感というような言葉がなお残って

いる中で，今，Ｆ委員さんのほうからご発言のありましたようなことで，１回で本当に解

消されるものなのかなというようなところを感じております。 

 そういう意味で，欲を言えば，公害防止協定の骨格が見えることが必要なのかなという

ようなことが私の今の感想でございます。 

 

○  ありがとうございます。 

 では，Ｃ委員。 
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○  これは議長のほうにお伺いをいたしたいのですが，既に諮問されてから４回の

審議会ということになりました。マスコミ等の新聞記事等でしか私は承知しておりません

が，今，各委員がおっしゃった訴訟が起こっている。県のほうは棄却を求めているとかと

いう内容の報道がなされておりまして，私たちも，諮問されている側としては，ある程度

の方向，結論は出さざるを得ないだろうという考え方を持っています。 

 その意味で，現時点での判断をするとすれば，自分の意思は決定しておるのですが，き

ょうの審議会の中でどのような形で，これがまた継続になってしまうとか，それから，き

ょう，結論づけるとかという議長の意思だけを確認をさせていただきたいと思います。 

 

○  では，その前にＡ委員が発言があるようですから，どうぞ。 

 

○  最初に議論をしていただくということで，住民の皆さん方からのご意見をお聞

きして，それで行政側に説明を求めてまいりました。 

 私の意見を申し上げますと，今，Ｇ委員もおっしゃったように，都市計画審議会にかけ

られた内容はすべてクリアされていると私は考えます。先ほど事務局のほうからも公害防

止協定等についてはこういう内容だというお話も明示されました。私は，今後，この問題

等については，業者，また，県，村の中で防止協定を結んでいく，内容を詰めていく，こ

れはまた次の段階の話だろうと思うのです。 

 そういう意味では，この都市計画審議会にかけられた真意を委員の皆さん方にもご理解

をいただいて，きょう，私は採決をしていただきたいと思います。 

 

○  Ｃ委員のほうから，今，発言がありましたように，議長はどうなのだと。私も決

めかねています。もう大体４回諮問して，きょう，ここまで来ましたので，採決というこ

とで，賛成，反対，両方ありますので，採決を取りたいと思っております。それは，挙手

でなく投票でやったらどうかと思っておりますが，そういう決し方でいかがでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○  よろしいでしょうか。私としても，この先，この先といっても，一応は都市計画

審議会の諮問として４回やって，さっきＦ委員のほうから言われましたように，本当に異

例中の異例なのです。そうかといって，各市町村代表でいらっしゃっている方もあるでし

ょうし，委員の皆さんに，お手数でもここで無記名投票による採決を行いたいと思います

が，よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○  私とＨ委員については，私は市のほうで，町村のほうでＨ委員は代表でいらっ

しゃっているということで，あわせての意見だけ申し上げたいと思いますが，今，Ａ委員

からもありましたように，法律上は問題ないだろうと。それと，前回の中から，業者が説

明会を行ったということも含めて，その積極的な対応については評価するつもりでおりま

す。 

 ただし，自治体としての対応が，先ほど確認したとおり，この産業廃棄物の施設が都市

計画審議会にかかる前後にわたっての合意形成ということになると，なかなかお互いの形

成が図られていないということ，その状況の変化は今なお変わっていないということで理

解をしております。 

 もう一つは，一番大きな点は，首長さん，要するに，村長さんを初めとして，村の議会

が全会一致でこの問題については反対をしている。それから，住民の方も反対の意見につ

いては今なお緩和されていないということも含めて，もちろん，これは法律上は問題ない

ということで私たちも認識はしておりますが，現時点で合意形成が図られていない。要す

るに，首長，議会，そして，住民の方が理解されていないという段階で，やむを得なく，

きょうについては，私たち２人については反対をさせていただくということでご理解をい

ただきたいと思います。 

 

○  Ｂ委員，どうぞ。 

 

○  採決は付帯意見付きで賛成，反対ということでしょうか。 

 

○  そういうことになると思います。付帯意見付きです。 

 

○  私はこれは付帯意見をつけなくてはいけない案件ではなかろうかと思います。

そういう場合は，投票する場合は付帯意見付きと書くのでしょうか。 

 

○  そうですね。附帯意見付きで賛成とか反対とか，それとも，そのまま反対とか賛

成とかということでしょうか。 

 

○  はい，わかりました。 

 

○  それでは，大体意見は出尽くしたかと思うのですが，よろしいでしょうか。 

 それでは，事務局に，採決ということで投票用紙を用意していただきたいと思います。 

 

〔事務局が投票用紙を配付〕 
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○  事務局，説明をお願いします。 

 

○  それでは，採決の仕方につきまして事務局のほうからご説明させていただきた

いと思います。 

 茨城県都市計画審議会条例第５条第４項の規定によりますと，「会議の議事は，出席した

委員の過半数をもって決し，可否同数のときは会長の決するところによる」と規定されて

おります。そのため，可否の過半数を取ったほうが会の議決ということでございます。 

 なお，賛成でも反対でもないという，仮に棄権された委員がいらっしゃいました場合に

は，有効投票の過半数ということで決するということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○  私のほうはあくまでも付帯意見付きで決を取りたいと思います。「県は，事業者に

対し，関係法令を遵守し，付近住民に不安を与えることのないよう適切な指導をすること」

という付帯意見をつけたいと思います。 

 

○  それでは，事務局，回収をお願いします。 

 

○  投票箱に中身が入っていないことを確認していただきたいと思います。 

 

○  間違いありません。 

 

〔事務局が投票用紙を回収〕 

 

○  では，会長代理のＩ委員に立ち会いをお願いしたいと思います。 

 とりあえず投票用紙を出してください。 

 

〔事務局がＩ委員立ち会いのもと開票し，集計〕 

 

○  それでは，発表いたします。投票総数22，賛成票 14，反対５，白票３，したがい

まして，本日，都計諮問第３号については付帯意見つきで可決したいと思います。決定を

させていただきます。 

 委員の皆さんには初めてかと思いますが，住民の皆さんのそういう意向，あるいは地区

の首長さんの意見等もあれば，４回やってきて，最終的にはここで自分たちは結論を出さ

ざるを得ないところまで来ていると思いましたので，これからは付帯意見について真摯に

事業者は受け止めていただき，地域住民の皆さんとそういう協定を早期に結ばれ，なおか

つ廃棄物対策課の次の許可のときにそれを確認していただければありがたいなと思います。 
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 したがいまして，都計諮問第３号については，もう一度申し上げます。「県は，事業者に

対し，関係法令を遵守し，付近住民に不安を与えることのないよう適切に指導すること」

の付帯意見をつけて，きょうはこの賛否を取らせていただきました。 

 以上をもちまして，今回付議された案件については審議終了となりますが，終わりに，

この件について何かご意見があれば受けておきたいと思います。 

 

○  これだけ慎重に審議したのですから，次に何かこれについての事が起こったと

きには，この審議会に報告をしていただけるとありがたいと思います。 

 

○  今，Ｉ委員からお話がありましたように，その経過については審議会に経過報告

をお願いしたいというご意見がありましたので，事務局，よろしくどうぞお願いいたしま

す。 

 それでは，以上をもちまして，今回付議された都計諮問第３号に関するものとしては，

付帯意見つきということで，本日付をもって知事に答申したいと思います。 

 ４回にわたる慎重な審議，委員の皆さんにご協力いただきまして，まことにありがとう

ございました。 

 それでは，事務局，お願いします。 

 

○  事務局を代表しまして一言発言をさせていただきたいと思います。 

 まずは，幡谷会長，それから，委員の皆様方，本諮問案件につきまして，本日を含めま

して４回にわたってご審議をいただきまして，この場をかりまして厚く御礼を申し上げま

す。 

 私ども，途中の説明でも申し上げたのですが，本案件は工業専用地域内ということで，

法的には都市計画上支障がないと判断をせざるを得ないと考えておりましたが，審議会の

ほうでは，周辺の環境の問題も含めまして多角的な視点から非常に熱心にご審議をいただ

きました。 

 本日，会長にまとめていただきまして，審議結果をいただいたわけでございますが，こ

の内容を非常に私ども重く受け止めております。付帯意見の中にあります「住民に負担や

不安を与えることのないよう適切に指導すること」という点が非常に重いと考えておりま

して，今後は，廃棄物の所管部局と連携して，きちんと責任を持った対応をしてまいりた

いと考えておりますし，Ｉ委員のほうから，その内容を，これだけ重いものであるから，

きちんとフォローして適切に報告するようにというようなご指示までいただきました。こ

の点も含めましてきちんとやってまいりたいと思いますので，引き続き，委員の皆様方に

よく見ていていただきたいと思います。私どもはきちんとやっていきたいと思っておりま

す。 

 御礼を申し上げて，私の一言とさせていただきたいと思います。 
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○  ありがとうございました。 

 それでは，これをもちまして，都計諮問第３号については，付帯意見つきということで

答申をいたします。 

 以上をもちまして，茨城県都市計画審議会を閉会いたします。 

 

－  閉 会  － 
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