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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成２０年３月２５日（火）午後１時から午後３時30分まで 

  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 

  学識経験者について，本年２月１９日に任期が満了したことに伴い，引き続き大津晴

也委員，黒川洸委員，山形耕一委員，中﨑妙子委員，葉梨衛委員，幡谷浩史委員及び須

田哲雄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８号から第１５号まで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葉梨委員が指名された。 

 

  ３ 会長の選出 

    茨城県都市計画審議会条例第４条第１項に基づき，会長として幡谷委員が選出さ

れた。 

    また，同条第３項に基づき，会長代理として黒川委員が指名された。 

 

４ 議案審議 

 

 

【都計諮問第８号 「水海道都市計画用途地域の変更について」】 

 

○議長 それでは，都計諮問第８号 水海道都市計画用途地域の変更についてを上程いた

します。 

よろしく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。 

 それでは，初めに，都計諮問第８号 水海道都市計画用途地域の変更について御説明さ
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せていただきます。 

 資料は，お手元の付議案の１ページ，図面は付議案図面の１ページでございます。 

 本案件は，常総市の内守谷地区において用途地域の変更を行うものでございます。 

 スクリーンのほうに表のあらましの一部を映しておりますが，この表は，水海道都市計

画区域全域における用途地域ごとの面積等を記載しておりますが，ご覧のとおりで，表の

左側から，用途地域の種類，その面積，容積率，建ぺい率，２列ほど飛ばしまして，次に，

建築物の高さの制限，右の端に，その他として用途地域ごとの面積の割合を記しておりま

す。 

 なお，表の値は，本案件に伴う計画変更後の数値等を記載しております。 

 それでは，常総市でございますが，首都圏整備法に基づく近郊整備地帯にあたりますの

で，用途地域の案件ではございますが，県の決定となります。 

 詳細は，正面スクリーンを使ってご説明させていただきます。 

 まず，位置は，こちらがつくばエクスプレス，関東鉄道常総線，守谷駅，常磐自動車道，

谷和原インターチェンジ，国道 294号，県道つくば野田線，行政界はこのようになり，常

総市，守谷市，こちらの赤で囲んだところが常総市の内守谷地区でございます。 

 この地区は，平成２年から14年にかけて，当時の住宅都市整備公団，現在の都市再生機

構が土地区画整理事業により開発したところで，全体面積は約66.3ヘクタール，計画人口

は5,400人でございます。 

 豊かな自然環境を有し，住宅誘致施設を計画的に配置する複合機能都市を目指すという

方針のもと，まちづくりが進められております。 

 人口も定着し始め，現在，1,500人ほどでございますが，戸建て住宅などの建設も順調に

進んでおります。 

 一方，少子高齢化，人口の都心回帰といった社会情勢や，つくばエクスプレスの開業に

伴い，中高層住宅の需要が変化していることなどから，都市の発展を促進するため，今回，

それに対応した土地の合理的な利用を図り，用途地域の変更を行うものでございます。 

 用途地域の具体的な変更箇所は，赤い線で囲みましたこの３カ所でございます。 

 まず初めに，Ａ地区ですが，用途地域は，現在，第一種中高層住居専用地域となってお

りますが，これを第二種住居地域に変更いたします。面積は2.3ヘクタールでございます。 

 これまで利用されていないこの地区については，業務施設を誘致し，雇用の促進を図る

ことのできる居住地を目指すというもので，この変更により，面積が 3,000平方メートル

以上の事務所や店舗等の業務施設の立地が可能となります。 

 次に，Ｂ及びＣ地区でございますが，現在は第二種中高層住居専用地域で，これを，Ｂ

地区は第二種低層住居専用地域に，Ｃ地区を準住居地域に変更いたします。 

 先ほど申しましたように，内守谷地区では低層の戸建て住宅の需要が年々増加しており，

この３年間の(グラフでは４年間ほどになってございますが)状況を見ましても，平成16年

度の 36戸から，17年度には50戸，18年度には87戸と大きく伸びております。一方，中

高層住宅の需要はつくばエクスプレスの駅周辺などにシフトしております。 

 こうしたことから，Ｂ地区については，日常生活を支援する小規模店舗の立地を可能に

しながら，低層の戸建て住宅地として計画を変更するものでございます。面積は約３ヘク
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タールでございます。 

 また，Ｃ地区については，４車線で整備された県道つくば野田線の沿道部に店舗やその

併用住宅など商業環境を形成するものとして，この県道の左右の沿道部と同様，準住居地

域に変更いたします。面積は約0.7ヘクタールでございます。 

 今回の用途地域の変更に伴い，計画人口は約3,500人の予定となります。 

 なお，上位計画である旧水海道市都市計画マスタープランにおいては，この内守谷地区

について，新しいコミュニティの形成が期待される質の高い住宅地を形成すると定められ

ておりまして，今回の都市計画変更についても，これとの整合は図られております。 

 用途地域の内容については以上でございます。 

 最後に，本案件の縦覧の結果でございますが，本年１月 10日から 24日までの２週間，

縦覧に供したところ，意見書の提出はございませんでした。 

 また，都市計画法の規定により，常総市に意見を求めたところ，本案件は常総市の申し

出によるものであり，異存はない旨回答をいただいております。 

 以上で都計諮問第８号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは，委員の皆様からご意見，ご発言をいただきたいと思います。 

 どうぞ，Ａ委員。 

 

○Ａ委員 これ，内守谷地区と守谷市とはどういう関係にあるのですか。名称が非常に似

ているのですが。 

 

○事務局 内守谷地区は常総市内の内守谷地区でございまして，守谷市ではございません。 

 

○Ａ委員 これは守谷市と同様に，現在，著しく発展している地区の一部なのですね。 

 

○事務局 平成２年から，都市整備公団，今の都市再生機構ですが，開発が始まりまして，

分譲入居は，住宅については平成９年から入居が始まっています。最近の状況を見ますと，

先ほど，人口が約 1,500人ほど張りついているということで，割合としましては約４割ほ

どの人口が張りついておりますが，先ほどのグラフでもございましたが，年々その状況が

伸びているという状況で，これは低層住宅の需要が非常に伸びているという状況でござい

ます。 

 

○Ａ委員 低層住宅と高層住宅の問題がありますが，これは高層住宅を低層住宅に変更す

るということなのですね。市民の皆様はそういうことを大変希望されているということな

のでしょうか。 

 

○事務局 おっしゃるとおりで，ただ，市民の皆様にアンケートとかそういったものをと
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ったということではなくて，都市再生機構のほうでその辺の需要を把握した上で，先ほど

申し上げましたが，中高層の需要というものは当初は想定をしていたわけですが，つくば

エクスプレスですとか，あるいは都心回帰という社会状況が変わっている状況もございま

して，例えばマンションといったものの需要についてはどうしても駅周辺ですとか，ある

いは東京の都市部へという需要の変化がございました。 

一方，低層住宅については，内守谷に限った話ではないかもしれませんが，茨城県南部

のほうで低層住宅の需要が伸びているという状況でございます。 

 

○Ａ委員 了解しました。 

 

○議長 Ｂ委員さん，どうぞ。 

 

○Ｂ委員 以前に第二種中高層住居専用地域という用途のところを第二種低層住居専用地

域にするわけなのですが，第二種中高層住居専用地域の用途で建てられているような建物

等が現在ない区域であれば，低層の需要が多いということで，第二種低層住居専用地域に

変更することはよろしいのではないかなと思います。先ほど上空からの写真で拝見した限

りでは，まだ第二種中高層住居専用地域としての用途での開発というのはちょっとなさそ

うな感じでしたので，その辺の確認がとれれば第二種低層住居専用地に変更ということも

よろしいのではないかと思います。 

 

○事務局 いわゆる中高層の建物はこれまで建っておりませんでした。そういう意味では，

先ほどＡ委員さんのほうからもご質問がありましたが，中高層の需要と低層の需要といっ

た関係で，これまでは中高層が伸びてこなかったという背景があるかと思います。 

 

○議長 Ｃ委員さん，お願いします。 

 

○Ｃ委員 この地域は，守谷とは鬼怒川という川を挟んで全く別の地区でございまして，

内守谷とは申していますが，旧水海道市であり，そしてまた，駅の一番近いのは小絹の駅

なのです。ですから，本当の守谷の市内からはかなり離れております。この地区は，中高

層で，今はせいぜい２階建ての住宅がほとんどでございまして，守谷からかなり離れてい

る所で，最初のうちは，造成するときには高層を予定していたのでしょうが，人口の減少

や何かで低層ということで，今回のは問題がないのではないのかなと，このように変更し

ていいのではないかなと思っております。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 そのほか，ご発言，ご意見をちょうだいしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長 それでは，第８号議案につきましては，原案どおり決したいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 

 【都計諮問第９号 「鹿島臨海都市計画臨港地区の変更について」】 

 

○議長 それでは，続いて，都計諮問第９号を上呈します。 

都計諮問第９号については，ただいま事務局のほうから説明をいたしますので，しばら

くの間お聞き取りをお願いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，次に，都計諮問第９号 鹿島臨海都市計画臨港地区の変更について

ご説明させていただきます。 

 資料は，お手元の付議案の２ページ，図面は付議案図面の２ページでございます。 

 本案件は，重要港湾鹿島港における臨港地区を変更するものでございます。 

 付議案の資料の中ほどの表は，中央に臨港地区の面積，また，右側の備考の欄には，臨

港地区内における港湾法に基づく分区の名称とその面積を記しております。いずれも本案

件における計画変更後の値でございます。 

 詳細は，スクリーンを使ってご説明させていただきます。 

 まず，位置は，こちらが鹿島港，国道51号，国道124号，鹿島臨港線でございます。鹿

嶋市と神栖市との行政界はこの位置になります。 

 鹿島港は，堀込部に中央航路，北航路，南航路がございまして，中央航路の北側の地区

には住友金属工業さん，南側の地区には鹿島石油さんを初めとする多くの企業が立地して

おります。 

 鹿島港は，昭和38年に重要港湾に指定され，現在では，鉄鋼，石油化学，飼料などのコ

ンビナートが形成されておりまして，本県の経済，産業に大きな役割を果たしております。

近年の取扱貨物量も年間5,800万トンに上っております。 

 初めに，臨港地区についてご説明させていただきます。 

 臨港地区は，都市計画法に定める地域地区の一つで，港湾の円滑な管理運営のため，港

湾区域と一体として機能すべき陸域でございます。 

 臨港地区においては，港湾法に基づく分区が定められることで，港湾管理者が条例によ

り一定の規制を行うことができます。 

 具体的には，工場などの新設・増設時に届出を要することや，建築物その他の構築物の

用途規制などでございます。 

 臨港地区の決定手続は，都市計画区域においては，港湾の利用促進とともに，まちづく

りの観点から，都市的な土地利用についての配慮も必要になるため，港湾管理者が地方港

湾審議会の答申を経て申出し，都市計画の手続を行うものでございます。 

 なお，本案件の臨港地区の変更については，昨年８月の茨城県港湾審議会において答申

されております。 
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 次に，今回の変更内容でございます。 

 鹿島港における臨港地区は，現在，この青い線で囲まれたところが昭和49年に都市計画

決定しております。面積は2,364.8ヘクタールでございます。 

 今回変更する臨港地区は，追加する地区が赤い線で囲んだ４カ所，面積 155.5ヘクター

ル，除外する区域が黄色の線で囲んだ２カ所，面積 26.1ヘクタールでございます。今回，

変更後の面積としては2,494.2ヘクタールとなります。 

 まず，追加する地区でございます。 

 北海浜地区でございます。 

 当初決定時には造成されていなかったところですが，造成が完了し，工場が立地してお

り，隣接する臨港地区内にある工場敷地と一体的な土地利用がなされております。面積は

107.9ヘクタールでございます。 

 次に，神之池東部地区でございます。 

 こちらは，当初決定時は南海浜沖地区が整備されておりませんでしたので，港湾の利用

には直接関係しないものとして臨港地区に指定しておりませんでしたが，その後の土地利

用の変化により，石油天然ガス資源機構による国家石油基地等が立地するもので，港湾と

一体的な土地利用が必要となりますので，今回追加いたします。面積は33.3ヘクタールで

ございます。 

 ３つ目は，北公共埠頭地区でございます。 

 こちらは，近年のコンテナ貨物の需要の増大などに対応するため追加するものでござい

ます。 

 当初決定時は港湾区域の計画でございました。面積は13.6ヘクタールでございます。 

 また，こちらの地区は，当初，港湾区域として計画しておりましたが，工場の敷地と一

体的な土地利用を図るため，今回追加するもので，面積は約0.7ヘクタールでございます。 

 今回追加するところの土地利用の状況は，工業専用地域に工場等が立地し，港湾と一体

的に利用している状況であり，都市的な土地利用の観点から支障はございません。 

 次に，今回臨港地区から除外するところでございます。 

 画面の黄色く塗りつぶしたところではなくて，真ん中ほどに黄色の枠で囲んだところが

ございますが，こちらの地区でございますが，船舶の大型化に対応した航路を確保するた

め，港湾区域に変更するということから臨港地区から除外するもので，面積は３ヘクター

ルでございます。 

 また，鹿島臨港線の外側，西側でございますが，画面でいきますと，今，黄色で塗りつ

ぶしたところが黄色の枠に変わりましたが，こちらのところは鉄道によって港湾から分断

された状況となっております。当初決定時は，鉄道の利用をもとに臨港地区に指定してお

りましたが，今日のようにトラック輸送が主流となり，港湾からの輸送の効率化に対応し

た土地利用を図ることから，今回除外するというもので，面積は23.1ヘクタールでござい

ます。今の画面でちょっと見づらかったかと思いますが，黄色の塗りつぶしが黄色の枠に

大きく変わりましたが，２段階に変わりましたが，一体として23.1ヘクタールでございま

す。 

 なお，臨港地区の除外により，建築基準法の用途地域による制限が適用となりますが，
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ここは準工業地域であり，現在は不適格な建築物もなく，特に支障はございません。 

 臨港地区の追加及び除外については以上でございます。 

 最後に，縦覧の結果でございますが，本年２月４日から18日までの２週間，縦覧に供し

たところ，意見書の提出はございませんでした。 

 また，都市計画法の規定により，鹿嶋市及び神栖市に意見を求めたところ，異存はない

旨回答をいただいております。 

 以上で都計諮問第９号の説明を終わります。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま都計諮問第９号の説明を受けました。これについて，委員の皆さんからのご発

言，ご意見をちょうだいしたいと思います。 

 Ｄ委員さんから，どうぞ。 

 

○Ｄ委員 北海浜地区というところなのですが，鹿島の港の場合，高波のときに船が避難

して座礁してしまうというあれが何度か起こっているので，ちょっとお聞きします。 

 この北海浜地区の海側は埠頭として使われるのですね。 

 

○事務局 はい。 

 

○Ｄ委員 そのときに避難が生じるような事態とか，それから，そういう意味での静穏度

等は大丈夫なのでしょうね。今まで掘込だったから少し緩和できたのかなと思いますが。 

 

○事務局 おっしゃるとおりで，外洋に面したところになりますが，ここは，土地としま

しては住友金属工業さんのところになりまして，委員がおっしゃいました沿岸部といいま

すか，海に面したころは，施設としましては全天候型のバースということで整備がなされ

るということで，委員ご指摘の，天候の悪いときの対応もできるバースになっているとい

うことでございます。 

 

○議長 そのほかいかがでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ただいま異議なしというご発言がございましたので，都計諮問第９号については

原案どおり決します。ありがとうございました。 

 

 

 【都計諮問第10号 「研究学園都市計画道路の変更について」】 
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○議長 それでは，続いて，都計諮問第10号を上程します。 

 都計諮問第10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，続きまして，都計諮問第10号 研究学園都市計画道路の変更につい

てご説明をさせていただきます。 

 資料は，お手元の付議案の３ページ，図面は付議案図面の３ページでございます。 

 本案件は，つくば市のセンター地区にある駅前広場を変更するものでございます。 

 付議案の中ほどの表でございますが，都市計画道路３・１・７号学園中央通り線につい

て記載しておりますが，本案件による計画変更後の値を記しておりまして，今回の県決定

の駅前広場が廃止になるということでございますので，道路だけの記載となっております。 

 平成17年８月につくばエクスプレスが開業し，通勤や通学だけでなく，東京方面から筑

波山への観光客が増加するなど，交通の需要が大きく変化しております。これに対し，現

在の駅前広場はさまざまな課題に対応できていないという状況にございます。 

 こうしたことから，つくば市では，新たな駅前広場を整備するため，今回，その都市計

画決定を行うものでございます。 

 今回の都市計画の手続としましては，現在の県決定の駅前広場を廃止して，新たな駅前

広場については，つくば市が決定するものとなるものでございます。 

 詳細は，スクリーンを使ってご説明をさせていただきます。 

 まず，位置は，こちらが常磐自動車道，土浦学園線，学園西大通り，学園東大通り，つ

くばエクスプレス，研究学園駅，つくば駅，こちらが県道の都市計画道路３・１・７号学

園中央通り線と駅前広場でございます。 

 これはつくば駅付近の拡大図ですが，駅前広場の周辺は，つくばセンタービルなどの業

務施設，西武百貨店やキュートなどの商業施設，ホテルなどが立地する中心街でございま

す。こちらが県道の学園中央通り線，駅前広場，つくば市道のつくば駅前広場線でござい

ます。 

 つくばエクスプレスは，つくば駅の乗車数が１日１万 4,000人を数え，駅前のバスター

ミナルにおけるバスの発着も１日 1,000本を超えております。また，商業施設をはじめと

する中心街には多くの人が訪れております。 

 駅前広場は，つくば市の玄関口として，にぎわいのある安全で快適な交通結節点として

の機能が求められるところですが，現在の駅前広場は幾つかの課題があり，こうした要請

に対応できていないという状況にございます。 

 現在の駅前広場は，画面に平面図で示しておりますが，上半分のほうがバスの乗降場と

なっておりまして，その下中ほどにタクシーの乗降場が配置されております。また，図面

の右上と左下が出入口になっております。 

 大きく３つほど課題がございますが，一つは，一般車の待機スペースがないため，周辺

の道路に路上停車が多く見られ，交通の支障となっております。次に，バスやタクシーと

一般車両の乗り入れが分かれていないため交通が錯綜しており，安全性，効率性の点で支

障が生じております。さらに，タクシーのスペースが不足しており，待機のタクシーが道
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路にはみ出して並ぶ状況になっていることや，つくばエクスプレスの出入口からタクシー

の乗降場までが遠く，乗り換えに不便な状況でございます。 

 このようなことから，つくば市では，平成18年度に，学識経験者や関係機関で構成する

つくばセンター街区再整備方針検討委員会を設け，交通の需要に対応し，つくば市の玄関

口としてふさわしい新たな駅前広場計画について検討を進めてきたところでございます。 

 つくば市が都市計画決定する新たな駅前広場に伴い，本案件の県の決定内容としては，

現在の駅前広場を廃止するということになりますが，参考に，新たな駅前広場計画につい

てご説明をさせていただきます。 

 平面図ですが，こちらがつくば駅への出入口です。県道，つくば市道でございます。 

 駅前広場の内容としては，バス・タクシーをこちら側に，一般車をこちら側に分けてお

ります。その出入り口は，バス・タクシーが市道から，一般車両が県道からとなります。

バスについては，この位置に路線バス及び高速バスの乗車場を８バース，こちらに降車場

を２バース，こちらが待機場となります。タクシーは，この位置に乗車場を２バース，降

車場を３バース，こちらが待機場，約 40台分でございます。一般車は，こちらに 32台，

企業等の送迎バスの乗降場３バース，身障者や高齢者などの専用の乗降場を２バース確保

する計画としております。 

 また，歩行者の駅へのアクセスはこのようになり，車道を横断することなく平面的に移

動できることから，バリアフリーにも対応しております。 

 この新たな駅前広場の面積は，9,880平方メートルの計画でございます。 

 平面図でごらんいただきましたが，立体的なイメージ図としてはこのようになります。

①上のほうが県道側から駅前広場を見たイメージで，②下のほうは，反対に駅前広場から

県道側を見たイメージでございまして，②の左側のほうにバス，タクシー，右側のほうに

一般のスペースという計画になっております。 

 このように，新たな駅前広場は，主たる交通である公共交通の出入口がつくば市道にな

るということから，都市計画運用指針に基づきまして，つくば市の都市計画決定となるも

のでございます。 

 簡単ですが，新たな駅前広場の概要でございます。 

 以上のようなことから，本案件としては，県決定の現在の駅前広場を廃止するものでご

ざいます。 

 なお，上位計画であるつくば市都市計画マスタープランにおいては，つくばエクスプレ

ス，つくば駅を新たな交通結節点とし，円滑な交通処理を図るため，駅前広場の整備を促

進し，駅周辺の交通施設の充実を図ると定められておりまして，今回の変更はこれとも整

合しております。 

 つくば市では，今回の都市計画変更の後は，平成20年度から新たな駅前広場の整備を予

定しております。 

 駅前広場の概要については以上でございます。 

 最後に，縦覧の結果でございますが，本年１月24日から２月７日までの２週間，縦覧に

供したところ，意見書の提出はございませんでした。 

 また，都市計画法の規定により，つくば市に意見を求めたところ，本案件はつくば市か
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らの申出に基づくものであり，異存はない旨回答をいただいております。 

 なお，つくば市の決定となる新たな駅前広場の都市計画でございますが，先週の３月 17

日に開催されたつくば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。 

 以上で都計諮問第10号の説明を終わります。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま都計諮問第10号 研究学園都市計画道路の変更ということでございます。委員

の皆様から，ご発言，ご意見をちょうだいしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 それでは，都計諮問第10号については，原案どおり決しますので，よろしくお願

いをします。 

 

 

 【都計諮問第11号 「石岡都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 続いて，都計諮問第11号を上程します。 

 都計諮問第11号について，これも事務局のほうからまず説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 次に，都計諮問第11号 石岡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４ページ，図面は付議案図面の４ページでございます。 

 本案件は，石岡市の都市計画道路３・３・17 駅前・東ノ辻線の計画幅員を変更するも

のでございます。 

 また，幅員の変更に伴いまして，都市計画道路の路線番号を３・４・17と改めます。こ

の数字中ほどの３と４は幅員の規模を表しておりまして，今回，幅員が17メートルに変更

になるということで，３・４という数字に変わるものでございます。 

 詳細は，スクリーンを使ってご説明させていただきます。 

 まず，位置は，こちらが常磐自動車道，国道６号，国道 355号，県道石岡筑西線，県道

石岡城里線，柏原工業団地，ＪＲ常磐線，石岡駅，そして，赤い線で示したところが都市

計画道路３・３・17駅前・東ノ辻線でございます。 

 この路線は，ＪＲ石岡駅から県道石岡筑西線に至る延長 1,500メートルの幹線道路で，

駅東地区の骨格をなすとともに，柏原工業団地や国道６号から石岡駅へアクセスする機能

を持つものでございます。 

 この路線は，昨年完了した駅東土地区画整理事業により，駅前広場から 300メートルの
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区間が４車線で完成し，現在，供用しております。残りの 1,200メートルの区間について

は，都市計画決定後 20年以上事業が未着手になっていることから，石岡市では，平成 18

年度に都市計画道路の再検討を行いました。 

 この路線は，上位計画である石岡市都市計画マスタープランにおいても都市の骨格を形

成する幹線道路として位置づけられておりまして，再検討の結果，土地利用計画上も道路

の必要性は確認されております。 

 しかし，今後の人口減少などの社会経済情勢の変化などから，将来交通量が減少し，概

ね 20年後となる平成 42年の計画交通量は１日当たり 9,600台と推計されましたので，車

線数を２車線とする道路幅員の変更が妥当であると判断されました。 

 なお，見直しに当たりましては，住民の意見を反映する必要がございますので，石岡市

では，今回の都市計画案の作成に先立ちまして，昨年８月に住民説明会を行っております。

約 220名の方が参加されておりますが，住民の方からこれに対するご意見というものは特

にございませんでした。 

 さらに，都市計画法53条の建築制限や家屋等のセットバックの状況についてでございま

すが，53条の許可につきましては19件ほどございました。しかし，不許可にしたというも

のはございませんでした。また，自らセットバックして家を建てているという状況は見ら

れませんでした。 

 こうしたことから，今回の1,200メートルの区間については，計画幅員，現在25メート

ルを17メートルに変更するものでございます。 

 計画の内容については以上でございます。 

 なお，石岡市では，今回の変更の後は，平成20年度から市道の整備事業に着手する予定

と聞いております。 

 次に，本案件の縦覧の結果でございますが，本年１月 17日から 31日までの２週間，縦

覧に供したところ，意見書の提出はございませんでした。 

 なお，本案件の案の作成に先立ちまして，昨年 10月 26日に開催した公聴会におきまし

ては，３名の方から公述がございました。 

 公述の内容は同様のものもありますので，次の２件にまとめられます。 

 一つは，街路としての景観に配慮して，かつて街道に見られた並木を整備してほしいと

いうご意見でございます。 

 これに対しましては，都市緑地保全法に基づき，石岡市が平成15年に定めた石岡市・緑

の基本計画において，幹線道路や駅前道路などのシンボル的な道路については積極的に道

路緑化を進めると定めており，本案件の駅前・東ノ辻線もこの対象となっておりますので，

事業実施の際に，その主体である石岡市が地元と協議しながら具体的に検討することにな

ると考えております。 

 なお，今回の変更案による計画幅員においても，街路樹等の計画は可能な幅員でござい

ます。 

 ２つ目は，交通の安全確保の観点から，道路の終点位置を変更し，既存の市道Ａ3122号

線へ接続して県道との十字交差点にすべきというご意見でございます。 

 これに対しましては，この路線は駅東地区の土地利用の骨格となるもので，この地区の
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ほぼ中央に位置しており，土地利用を初め事業における支障家屋の状況，また，交通の安

全確保については交通管理者と協議しながら総合的に検討しております。 

 ご意見の場合は，支障家屋は本案に比べて多くなります。また，ご意見の交差点位置に

は，ごらんのとおり４階建ての鉄筋コンクリートのビル等が建っております。 

 また，本案の計画では，県道石岡筑西線との交差点はＴ字交差点が１カ所増えることに

なりますが，これに対しては，信号を連動させる方法や道路交通標識を適切に配置するこ

と，交差点位置に左折レーンを設けるなど，交通の安全確保について交通管理者とも協議

をしております。 

 なお，交通の安全確保については，この路線だけでなく，道路の重要なテーマでござい

ますので，事業実施段階においても，交通管理者を初め関係機関と十分協議しながら安全

性の向上に努めたいと考えております。 

 最後になりますが，都市計画法の規定により，石岡市に意見を求めたところ，本案件は

市の申出によるものであり，異存はない旨の回答をいただいております。 

 以上で都計諮問第11号の説明を終わります。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま都計諮問第11号 石岡市都市計画道路の変更についての説明をいただきました。 

 これについて，委員の皆様からご発言をちょうだいしたいと思います。 

 どうぞ，Ｄ委員さん。 

 

○Ｄ委員 先ほどのご説明の中で，セットバックをしていた家がないとか，そういうご説

明がありましたが，それを説明された意図がよくわからなかったのですが，以前，25メー

トル幅員で都市計画決定してあって，その都市計画決定があってもセットバックして建て

ていなかったとか，そういう形の地権者はいなかった。それゆえに，25メートルの都市計

画決定をしておいたことによって今まで迷惑をかけてきていなかったというような意図な

のですか。 

 

○事務局 Ｄ委員がおっしゃるとおりのところなのですが，もともとの計画の幅員が25メ

ートルございまして，これを，今回，17メートルに変更いたします。そうしますと，中に

は，25メートルのもともとの幅員を意識して，あらかじめセットバックして構築物を建て

るというケースも考えられましたので，その場合は，逆に17メートルに道路幅員が狭めら

れますと，差し引き８メートルで，片側４メートルほど内側に入り込みますので，そうい

った意味では，あらかじめ25メートルでセットバックしてしまうと道路までの間に距離が

できてしまうという状況が生まれるかと思います。その辺の状況を，石岡市を通して確認

をいたしました。 

 

○Ｄ委員 都市計画決定をしていたために迷惑をこうむったという話で，それが古い都市

計画決定をなかなか廃止できないようなケースというのは多々あると思うのですが，その
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辺の心配というか，一つの前例みたいなものだということですね。 

 

○事務局 基本的には住民の意向が大前提となりますので，先ほど申し上げましたが，説

明会を８月に行っておりまして，その８月に行った説明会で住民の方の理解を得るという

のがまず基本だと思います。 

 

○議長 Ａ委員さん，どうぞ。 

 

○Ａ委員 私，この辺に入って道に迷ったことがあるのですが，昔の旧農道ですか，1.8メ

ートルの，そういうところが市街地になってしまったと。非常に道路整備の遅れていると

ころのような印象を強く持っているのです。 

 今回，25メートルから17メートルに後退したということは，一方で，そういう道路の必

要性が強く叫ばれるとともに，地権者の反対とか，いろいろなそういう難しい問題があっ

て非常に難航するような場所のような気がするのです。ここに道路ができるというのは非

常にすばらしいことなのですが，現実の実現可能性といったものについて，市民の要望，

要求はどんなものなのかをお尋ねしたいのですが。 

 

○事務局 この図面で，今，Ａ委員がおっしゃいました幅員の狭い道路がたくさん入り込

んでいるという状況がこれで少しおわかりいただけるかと思うのですが，その前に，今回

の都市計画変更の後は，平成20年度から石岡市としては市道として整備に入っていきたい

という意向でございます。それにあたって，住民の方の意向を確認したところ，今回の駅

前・東ノ辻線についてはぜひ早く整備をしてもらいたいという意向が大変強いと聞いてお

ります。 

 ただ，幅員の問題については，狭まるのが問題とか，そういった意見というのは出なか

ったということでございました。 

 

○Ａ委員 そうすると，この複雑な旧ラインの道路がこの道路にたくさん交差してきます

よね。そこのところの処理というのも結構難しいのかと思うのですが，そういう点は，信

号等，何か非常に難しいような気がするのですが，そういうところはどうなのでしょう。

まだそういう細かい計画はないのでしょうか。 

 

○事務局 この図面でごらんいただいた水色の線が今回の都市計画道路ですが，それと斜

めに交差するように縦に区画がきちんとなった，どうもこれは飛行場の跡地と聞いており

ますが，ここにある程度幅の広い道路がありますが，それ以外は，Ａ委員がおっしゃると

おり，幅の狭い農道のようなものがございます。実際，これから道路の設計を行っていく

上では，交通管理者等ともそういった交差点の協議が必要になりますので，一つ一つの交

差点をどのようにしていくか，これについては，道路管理者である石岡市と，それから，

交通管理者である警察と協議しながら，その位置，あるいは位置を集約するといった協議

を進める必要があると考えています。 
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○議長 ありがとうございました。 

 そのほか，Ｂ委員さん。 

 

○Ｂ委員 先ほど，住民の方からの要望の一つとして，並木の整備，道路の緑化が挙がっ

ていたかと思うのですが，17メートルに変更後でも対応できるということでお伺いしたの

ですが，それはこの停車帯とか路上施設帯とか，こういったことを利用されることを計画

されているとは思うのですが，そのほかに，この辺は自転車の通行とかはどのような状況

になっているのかをご参考までにお伺いしたいと思います。近くに高校もあるようですの

で，もし台数等のあれが見込まれるのであれば，その辺も計画の念頭に入っているのかど

うかをお伺いしたいのですが。 

 

○事務局 最近の法律改正等によりまして，それから，自転車と歩行者が自転車・歩行車

道に混在するといいますか，そういったことで事故が多発しているといった話もよく聞く

わけですが，今回のごらんの17メートルの幅員は計画変更後の標準な面なのですが，ごら

んのとおりで，車道と停車帯そのものは，車線が３メートル，それから，停車帯 1.5メー

トルは車のスペースとして確保するもので，ご質問のところは，図面の両端にありますが，

歩道と，それから，路上施設帯のところで植栽を図っていくわけなのですが，基本的には，

この路上施設帯のところを中心に植栽は可能と考えています。 

 それから，自転車の通行をどうするのかという点でございますが，現在のこの計画上は，

自転車につきましても，これは歩道と書いておりますが，特別に自転車だけを分けた幅員

を確保しているという状況ではございません。そういった点では，実際の自転車が入って

くることによる歩行者の安全をどういうふうに守っていくかというのがこれから実際の道

路の事業に当たっての課題ではあるかと思います。 

 

○議長 よろしいですか。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 ご発言がないようでしたら，都計諮問第11号については，原案どおり決したいと思いま

すが，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す。原案どおり決します。 

 

 

 【都計諮問第12号 「鹿島臨海都市計画区域及び大野都市計画区域の変更について」】 

 【都計諮問第13号 「鹿島臨海都市計画都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の 

変更について」】 

 【都計諮問第14号 「鹿島臨海都市計画区域区分の変更について」】 
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○議長 続いて，都計諮問第12号でございますが，鹿島臨海都市計画区域及び大野都市計

画区域の変更について，第13号が鹿島臨海都市計画都市計画区域の整備，開発及び保全の

方針の変更について，第14号 鹿島臨海都市計画区域区分の変更について，関連がありま

すので一括して議案を上程しますので，まず説明を受けて，ご意見をいただきたいと思い

ます。 

 それでは，よろしくお願いいたします。 

 

 

○事務局 都市計画課でございます。よろしくお願いいたします。 

 鹿島臨海都市計画の変更についてご説明させていただきます。 

 付議案件は３件ございます。 

 １つ目は，付議案の５ページ，都計諮問第12号 鹿島臨海都市計画区域及び大野都市計

画区域の変更でございます。 

 ２つ目は，６ページ，都計諮問第13号 鹿島臨海都市計画都市計画区域の整備，開発及

び保全の方針，いわゆる都市計画区域マスタープランの変更でございます。 

 ３つ目は，７ページ，都計諮問第14号 鹿島臨海都市計画区域区分の変更でございます。 

 また，別冊でございますが，諮問第15号の後ろに都市計画案に対する意見書の要旨を用

意してございます。表紙も含めまして，Ａ４サイズ，３枚のものがそうでございます。ご

確認よろしいでしょうか。 

次に，参考資料ですが，３点ご用意させていただいております。まず，参考資料１，黄

色い表紙のものです。今回の３件の付議案の概要でございます。参考資料２，水色の表紙

のものです。これは都市計画区域マスタープランの変更案の新旧対照表でございます。最

後に，参考資料３，ピンク色の表紙のものです。意見書の要旨と意見書に対します考え方

でございます。 

 それでは，案件はそれぞれ関連しておりますので，３件まとめて説明いたします。 

 説明はパワーポイントで行います。 

 お手元の資料，特に黄色い表紙の参考資料１とともに，スクリーンをごらんください。 

 本県では，市町村合併や少子高齢社会の到来などの社会経済情勢の変化に対応するため，

都市計画区域の再編や線引きの有無などの都市計画の見直しに対応するため，都市計画区

域の再編や線引きの有無などの都市計画の見直しを全県的に進めることとなりました。こ

のため，都市計画審議会のもとに都市計画見直し検討委員会が設置され，平成17年９月に

は都市計画の見直しガイドラインが策定されました。県では，このガイドラインに基づき，

すべての市町村の都市計画の見直しについて，協議・調整を進めてまいりました。 

 このガイドラインの見直し方針に沿って，都市計画区域の再編にあたっては，合併によ

って一つの市に複数の都市計画区域が併存することとなった市については，一体の都市づ

くりを進める必要があることから，原則として一つの都市計画区域を指定することとしま

した。 

 また，区域区分の決定の有無については，市街地拡散の見通しなどの客観的な判断指標
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と市町村の意向をもとに，広域的な見地などを加味し，検討を進めてまいりました。 

 この結果，昨年は，古河市など６市について，都市計画区域の再編等を行ったところで

ございます。 

 鹿嶋市の都市計画の見直しについても，鹿嶋市をはじめとした関係者と協議を進めてま

いりました。 

 鹿嶋市は，平成７年に合併してからも，線引きの鹿島臨海都市計画と非線引きの大野都

市計画の２つの都市計画が併存し，一つの市に異なる都市づくりの方針と土地利用規制が

存在していますが，一体的な都市づくりを進めることが必要となっています。また，全域

で散在的にミニ開発が進む大野区域は，区域区分を定める必要性が高くなっています。 

 このため，今回，都計諮問第12号にありますように，鹿島臨海都市計画区域と大野都市

計画区域を統合するとともに，統合に伴い，諮問第13号として，都市計画区域の整備，開

発及び保全の方針，いわゆる都市計画区域マスタープランを変更し，諮問第14号において，

区域区分，いわゆる線引きを定めようとするものです。 

 まず，都計諮問第12号でございます。 

 こちらの地図をごらんください。こちらが鹿嶋市，その南が神栖市です。現在，この区

域は，旧鹿島町と神栖市からなる鹿島臨海都市計画，旧大野村の大野都市計画の２つの都

市計画が併存しています。 

 鹿嶋市は，平成７年９月１日に合併し12年経ちますが，一つの市に線引きの鹿島臨海都

市計画と非線引きの大野都市計画が併存したままとなっています。一体的な都市づくりを

進める必要があることから，都市計画区域を統合し，鹿島臨海都市計画とします。 

 次に，諮問第13号ですが，都市計画区域の統合に伴い，都市計画区域マスタープランを

変更するものです。都市計画区域マスタープランは，長期的視点に立った都市の将来像を

明確にし，当該都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すもので，１．都市

計画の目標，２．区域区分の決定の有無，３．主要な都市計画の決定の方針，そして附図

から構成されています。 

 マスタープランの主な変更点について説明いたします。 

 まず，１．都市計画の目標ですが，都市づくりの基本理念としては，本県はもとより，

我が国有数の生産拠点として発展している鹿島臨海工業地帯を中心に産業基盤の整備を進

め，生産機能のより一層の充実を図るとともに，商業・業務，文化などの機能を整備し，

豊かな自然環境と調和した潤いと活力のある産業文化都市を目指します。 

 また，鹿嶋市北部地域については，優良農地を保全し，地域の拠点づくりや集落内道路

などの生活環境の整備に努め，快適で魅力ある田園都市を目指します。 

 さらに，合併後の一体的なまちづくりを促進するため，市街地を連絡する国道51号，国

道 124号，県道鉾田鹿島線などの都市幹線道路等の整備を計画的に進めることにより，各

市街地の連携を強化し，一体的なコミュニティの形成を図るものとします。 

 次に，２．区域区分の決定の有無です。 

 昨年12月の審議会で中間報告させていただきましたが，旧鹿島町，旧神栖町，旧波崎町

については，首都圏整備法に基づく都市開発区域に指定され，昭和48年に区域区分を定め，

鹿島開発に伴う強い市街化圧力を適切に制御し，計画的な土地利用を進めてきました。 
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 一方，旧大野村は昭和50年に都市計画区域に指定されましたが，区域区分は定められて

いませんでした。このため，東京圏や周辺都市からの市街化圧力により，全域にわたり散

在的にミニ開発が進行してきました。 

 この図は大野区域における散在的なミニ開発の状況を示したものです。赤い点がミニ開

発の行われたところです。昭和 50年から平成 19年８月にかけ，大野区域全体で 1,059件

ものミニ開発が行われております。 

 ミニ開発は舗装されていない道路沿いで行われることが多く，左側の写真でわかります

ように，既存道路はいわゆるセットバックがされただけで，舗装はされず，未整備のまま

となっています。 

 このような開発が進んだ結果，道路の舗装や排水施設の整備が追いつかず，大雨時には

道路が冠水するなどの被害が発生しています。このようなことから，土地利用の適正な規

制・誘導によるまちづくりが市の課題となっております。 

 大野区域の線引きは合併前から課題となっていましたが，平成７年の合併建設計画書で

は，大野区域の区域区分の決定は合併後に取り組むものとするとされ，平成12年の変更計

画書では，実施に向け，市民の合意形成を図り，早期に取り組むものとするとされました。 

 また，平成12年に策定された鹿嶋市都市計画マスタープランでは，早期に土地利用の区

分を行い，基盤が未整備地区への無秩序な宅地化などを防止します，と線引きも視野に入

れた土地利用のルール化を打ち出しています。 

 平成16年に県が策定した大野都市計画区域マスタープランでは，区域区分の決定に向け

た検討を進めることとしました。このような経過を踏まえ，県及び市において，都市計画

の見直しについて協議・検討を進めてまいりました。 

 区域区分の決定にあたりましては，都市計画の見直しガイドラインで示されている客観

的な判断指標に基づき検証を行いました。 

 その結果ですが，市街地拡散の見通しですが，５年間の世帯数の増加は，大野も含む鹿

島臨海都市計画区域全体で9.3％，大野区域は18.3％と県平均4.7％の４倍近いなど，拡散

する可能性が高い。 

 都市施設の整備状況ですが，市街地の道路面積率が 7.5％と県平均の 10.3％を下回って

いるなど，市街地を中心に整備の必要性が高い。 

 自然的環境の保全ですが，農地転用率は区域全体で2.11％，大野区域では3.03％と高く，

土地利用の規制・誘導が必要。 

 都市の活力への影響ですが，５年間の人口増加率は区域全体で4.3％，大野区域では8.4％

と高く，製造品出荷額等も増加しているなど，都市の活力への影響はやや高いなど，客観

的な判断指標のすべての項目で線引きの必要性が高い結果となっています。 

 また，鹿嶋市及び神栖市の意向は，区域区分が必要となっています。 

 以上から，本都市計画区域は，大野区域も含め，市街化圧力を適切に制御し，計画的，

効率的に都市づくりを進めるため，区域区分を定めるものとします。 

 次に，３．主要な都市計画の決定の方針でございます。 

 用途転換等に関する方針ですが，大型ショッピングセンターなどの大規模な集客施設の

立地は都市構造等に与える影響が大きいことから，都市構造等に与える影響を広域的な範
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囲において検証したうえで，商業系の用途地域に転換することを追加いたしました。 

 市街化調整区域における都市的土地利用の実現に関する方針に，鹿嶋市北部のまちづく

りとして，大野出張所周辺から鹿島大野駅周辺においては地区計画制度を活用することに

より公共公益施設の集積を図るとともに，地域を対象とした商業・業務地や良好な住宅地

の形成を図る。また，はまなす公園前駅や荒野台駅の周辺においても地区計画制度を活用

し，ゆとりと潤いのある住宅地の形成を図ることを追加いたしました。 

 市においては，この図に示しますように，鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の鹿島大野駅，はま

なす公園前駅，荒野台駅の周辺地区に地区計画を定めようと検討を進めています。 

 また，改正都市計画法への対応として，工場や流通業務施設などで開発面積が５ヘクタ

ール以上の大規模開発については，都市構造等に与える影響を広域的な範囲において十分

検証した上で，地区計画制度等の活用を行うことを追加いたしました。 

 さらに，交通体系の整備の方針として，原則20年以上の長期未着手等の道路については，

交通ネットワーク等を十分検証したうえで見直しを検討することを追加いたしました。 

 変更点ではございませんが，主要な施設の配置の方針について簡単に説明いたします。 

 本区域では，国道51号とバイパス，国道124号とバイパス，県道茨城鹿島線，鉾田鹿島

線など都市間を結ぶ幹線道路や市街地の骨格を形成する道路網の充実を図るとともに，鹿

島港の整備の推進，ＪＲ鹿島線や鹿島臨海鉄道大洗鹿島線などによる広域ネットワークを

構築することにより，一体的なまちづくりを進めてまいります。 

 最後に，諮問第14号でございます。 

 先ほど区域区分の決定の有無で説明しましたように，本都市計画区域は開発圧力が高く，

適切に土地利用の規制・誘導を図る必要性が高いことから，区域区分を定め，計画的・効

率的に都市づくりを進めるものとします。 

 この地図は区域区分を示す地図でございます。着色されているところが現在と同じ市街

化区域，それ以外が市街化調整区域でございます。 

 次に，都市計画案の縦覧結果でございます。 

 諮問第13号及び諮問第 14号については，法第17条に基づき，２月４日から 18日にか

けて都市計画案を縦覧に付したところ，11人の方から意見書が提出されました。 

 提出されました意見書の要旨と意見書に対する考え方について，お手元にお配りしてい

ます参考資料３，ピンクの表紙のものです。ここにまとめておりますので，お手数ですが

参考資料３をお開きください。これを読み上げてご説明をいたしますので，お手数ですが

ごらんください。 

 それでは，意見書の要旨と意見書に対する考え方について説明いたします。 

 まず，Ａ氏ほか２名及びＢ氏から，計画の妥当性について意見書が提出されています。

その要旨ですが，読み上げます。 

 計画案は，少子高齢化，産業構造の転換，地球環境問題の顕在化等の社会情勢の変化を

反映しておらず，再検討を求める。 

 鹿島臨海都市計画は当初人口30万人を前提に市街化区域が設定された。これまでに数回

の変更がされたが，計画人口を下方修正しただけにとどまり，市街化区域は縮小されてい

ない。 
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 将来の市街化区域の面積7,001ヘクタールから計画人口を計算すると40万人となり，想

定する平成22年人口16万5,000人と大きく乖離している。 

 鹿島における企業群は日本の産業構造転換の波をもろに受ける業種であり，住友金属は

インドに高炉建設の合弁事業計画を明らかにするなど，素材産業に特化している鹿島臨海

工業地帯の企業は転換を余儀なくされている。 

 このようなことを踏まえると，将来の二次産業人口，三次産業人口ともに減少し，将来

の将来像は計画が想定するものとかけ離れたものとなるであろう。 

 これに対します考え方でございますが，これもお手元の資料を読み上げます。 

 当初計画の 30万人とは，日本が高度経済成長の真っただ中にあった昭和 36年に作成さ

れた鹿島臨海工業地帯造成計画において，昭和50年を目標年次として想定されたものです。

また，昭和48年に決定された当初の鹿島臨海都市計画「市街化区域及び市街化調整区域」

においても，昭和55年に25万人の人口を想定していました。 

 本都市計画区域マスタープラン(案)における想定人口は，県長期総合計画を基本に推計

したものであり，平成 22年には 16万 5,000人と想定しています。このうち市街化区域の

人口９万 5,700人は，市街化区域面積 7,001ヘクタールから，道路や公園，広大な工業用

地などの非可住地を除いた可住地面積約1,450ヘクタールをもとに推計したものです。 

 また，鹿島臨海工業地帯では素材産業の再生により国際競争力の高いコンビナートへの

構造転換を目指しているところであり，産業動向としては，鹿島経済特区による規制緩和

の一層の推進や，企業の新規立地やプラント増設に伴う投資軽減を図るための不動産取得

税や法人事業税の軽減措置など優遇税制の創設，工業用水の低廉化，さらには鹿島港の機

能強化などの各種産業施策を総合的に展開してきたことであり，平成18年の製造品出荷額

は対前年比で11.8％増と県全体の5.6％増を大きく上回る伸びを示しています。 

 このようなことを勘案し，平成22年の第二次産業や第三次産業の人口を想定しています。 

 もう一つの意見の要旨でございますが，鹿島臨海鉄道も廃線の可能性が高く，地区計画

は空中分解する危うさがある。 

 大野地区に移住してくるのは都市の生活に飽きた団塊の世代等の高年齢層が大半で，ち

ゃちな田舎のにぎわいなどは必要ない。 

 大野既存集落はいずれ限界集落になる可能性が高い。高齢の夫婦２人だけという世帯も

多く，田舎暮らしを望んで移住してくる人も60歳以上が大半だ。こうした人たちが重大な

福祉問題に発展する。早急に持続可能な移住定住対策が不可欠である。 

 これに対します考え方でございますが，自然環境豊かな大野区域では，優良な農地の保

全とともに地域の拠点づくりを進めることにより，コミュニティの維持や既存集落の活性

化を図り，より快適で魅力ある都市を目指しています。 

 このためには，市が定める地区計画制度等の活用により鹿島臨海鉄道の駅周辺等を中心

とした計画的・効率的なまちづくりを進めるとともに，道路や排水施設などの生活基盤施

設を整備していく必要があると考えています。 

 このような都市づくりを進めていくことが，高年齢者のみならず，若年者の定住促進や

鹿島臨海鉄道の利用促進につながるものと考えています。 

 次に，Ｃ氏，Ｄ氏，Ｅ氏，Ｆ氏，４人の方から提出されています区域区分の必要性に関
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します意見書の要旨でございます。 

 旧鹿島では線引きされているのに，別の市ならともかく，同じ市となった旧大野が線引

きされていないのはおかしい。 

 旧大野に東京などから人がたくさん移り住むことはいいことだが，別荘などで住んでい

るのかよくわからない。普通，家を建てないところまで建ててあり，道路も狭く，水がは

けなくてすぐ水がたまったりもする。線引きは遅いくらいだ。 

 線引きで大切な資産の価値がなくなり担保にもならない土地となる。地域指定エリアは

将来明るい見通しがあり格差が出てくる。線一本の格差は納得できず，調整区域の今後は

どのような方法で穴埋めするのか。 

 反対者が多く，強制的なやり方は住民を無視している。他の市ではやらないところもあ

り，どうしてやらなければならないのか。 

 大野地区は，純農村地帯として，優良農地としてほとんどが整備され，大規模な乱開発

やスプロール化は進む心配はない。 

 線引きありきではないまちづくりの推進を，茨城県並びに茨城県都市計画審議会に望む。 

 これの意見に対します考え方でございますが，区域区分はスプロールを防止し，都市の

健全で秩序ある発展を図るため定めるものです。 

 大野区域は非線引き都市計画区域であることから，周辺都市からの市街化圧力が強く，

昭和50年ころから全域にわたる散在的なミニ開発等により，人口・世帯数ともに著しく増

加してきました。その一方で，多くの農地が失われたり，道路の舗装や排水施設の整備が

追いつかないなどの状況が生じております。 

 このようなことから，県としては，大野区域における豊かな自然環境を保全するととも

に，計画的な土地利用の規制・誘導を図り，快適で魅力ある田園都市を実現するため線引

きは必要であると考えており，都市計画法に基づき手続を進めています。 

 地価は，景気や金利の動向，土地の需給バランスなどの影響を受け，また，当該地の居

住環境や交通利便性などにも左右されるものであります。このようなことを勘案すると，

利便性の高い快適なまちづくりを進めていくことが必要と考えています。 

 このようなことも含め，道路や排水施設などの生活基盤施設の整備を進めるとともに，

市が定める地区計画等を活用し，駅周辺等を中心に，計画的，効率的なまちづくりを進め

ていくこととしています。 

 次に，Ｇ氏及びＨ氏から提出されております土地利用に関する意見の要旨でございます。 

 同一画地，同一地番の土地が市街化区域と市街化調整区域に分離されているものがあり，

土地利用に支障をきたす。 

 これに対します考え方でございますが，区域指定の区域とそうでない区域とに分離され

るケースに関するご意見と思われますが，区域指定は市が行うものであり，原則道路など

の地形地物を区域界としています。 

 当該地が農地の場合は，土地利用上の支障はないものと思われますが，区域指定外の宅

地としての土地利用を想定した場合でも，区域指定の区域に隣接していることから，開発

許可基準に適合する建築物であれば建築は可能です。 

 次に，鹿島灘駅東側は荒れ地も多く環境も悪い。東側は，とっぷさんて，老人ホーム，
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海，国道51号にも近く，整備すれば便利なところでもあり，周辺の発展のためにも都市計

画を機に整備を提案する。 

 これに対します考え方でございますが，鹿島灘駅東側の広い範囲が農用地区域に指定さ

れており，優良農地として保全を図ることが必要です。なお，駅に隣接する一部区域は農

用地区域外であり，今後，駅を中心とした土地利用について検討していく必要があると考

えられます。 

 次に，Ｉ氏ほか１名から建築の制限に関する意見が提出されております。 

 要旨でございますが，現在，旧大野村地域に土地を所有し，近々家を建築しようと考え

ている。当地域が市街化調整区域に変更されてしまうと計画している家が建築できなくな

り，今回の計画には反対である。 

 なお，今後の審議会での結果等についても報告願う。 

 これに対します考え方でございますが，市街化調整区域においても，都市計画法第34条

第13号に基づく既存権利の届出をすれば，届出をした自己用住宅または自己の業務用の建

築物については５年以内に建築することができます。 

 また，法第 34条第 12号に基づき，市条例で指定された区域や道路の位置の指定を受け

た区域，既存集落などであれば住宅等の建築は可能です。 

 なお，都市計画審議会の審議結果及び議事録については，毎回，審議会開催後，速やか

に県都市計画課のホームページで公開しております。 

 次に，Ａ氏ほか２名の方から提出されております農業問題に関する意見の要旨でござい

ます。 

 農業後継者が跡を継がず，農業の持続可能性は断ち切られようとしている。 

 調整区域は「準市街化区域」などという中途半端な計画ではなく，純然たる調整区域と

しての土地利用計画，すなわち農地利用計画，農村利用計画を立てるべきである。 

 これに対します考え方でございますが，鹿嶋市では，農業振興地域整備計画の中で農用

地区域を定め，概ね10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地については，計画

的，集中的に農業生産基盤，農業近代化施設等の整備を実施しています。 

 また，平成19年４月に「農業元気アップ５カ年計画」を策定し，ピーマンの集出荷施設

整備事業など，各種の農業振興策に取り組んでいます。 

 農業後継者や新規就農者などの経営安定対策としては，高収入が期待できるピーマンや

花卉などの施設園芸農業を対象とした県単独補助事業がありますが，市では20年度に上乗

せ補助制度の創設を予定しています。 

 県では，こうした各種の農業振興策を支援するとともに，「茨城県農業・農村振興計画」

に基づく県営かんがい排水事業などの農業・農村整備事業を進め，今後も各種農業振興策

の充実・強化を図っていきます。 

 市街化調整区域においては，これらの農業振興に関する施策と整合を図りながら，道路

や排水施設などの生活基盤施設の整備を進めるとともに，市が定める地区計画等を活用し，

駅周辺等を中心に，計画的，効率的なまちづくりを進めていくこととしています。 

 最後に，Ｆ氏から出されております環境問題に関します意見書の要旨です。 

 鹿島地区の調整区域，特に清水地区全域，明石，豊郷地区の一部は，惨憺たるものがあ
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る。 

 大野地区では，線引きの噂で地権者の動揺，砂利取り，残土・産廃の埋め立てなど，自

然破壊が進んでいる。 

 これに対します考え方でございますが，環境政策についてのご意見と思われますが，農

地や林地などの自然については，市と連携を図りながら，農業振興地域の整備に関する法

律や森林法などに基づく各種保全対策に努めています。 

 一方で，不法な廃棄物等の投棄が行われていることは事実であり，早期発見，早期対応

が大変重要であることから，県では，平成10年より，ボランティア監視員の配置やフリー

ダイヤル不法投棄 110番の設置などの発見通報体制の強化や，県不法投棄対策室への併任

警察官の配置，管轄する各地方総合事務所への不法投棄監視班の設置など，監視指導体制

の強化を図っています。 

 また，県残土条例に基づき，不良な土砂の埋め立ての防止に努めています。 

 さらに，各地方総合事務所においては，違法行為に対するパトロールの実施や，県外か

らの廃棄物運搬車両の深夜・早朝の運送についての点検・指導，農地改良制度を悪用した

不法投棄に対する文書指導などの取り締まりも実施しており，特に鹿行地方総合事務所で

は「土地利用適正化連絡調整会議」を設置し，市や県警と一体となった取り組みを行って

いるところです。 

 今後も引き続き，関係機関による十分な連携のもと，土地所有者の理解や地域住民の皆

様の協力も得ながら適切な監視・指導に努めてまいります。 

 提出されました意見書の要旨と意見書に対します考え方については以上でございます。 

 最後ですが，諮問第12号，第13号，第14号について，鹿嶋市及び神栖市に意見を聞い

たところ，両市からは異存がないとの回答を得ています。 

 以上で諮問第12号から第14号の説明を終わらせていただきます。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 都計諮問第 12号，第 13号，第 14号，一括で説明をいただきました。この点について，

各委員さんからのご発言をいただきたいと思います。 

 第 12号については都市計画区域の変更，第 13号については都市計画区域マスタープラ

ンの変更，そして，第14号については区域区分の変更でございます。ちょっと説明が長か

ったので皆さんあれかと思いますが，どうぞご発言をいただきたいと思います。 

 まず，Ｄ委員さんからお願いします。 

 

○Ｄ委員 ただいま意見書の説明がございましたが，しっかりと読ませていただきました。

調整区域に対する反対ばかりなのかなと思っていたら，例えば，１ページ目のＢ氏，それ

から，３ページ目のＡ氏など，農業でしっかりやろうとか，それから，福祉の問題が起こ

ってきますよとか，そういうご指摘もあって，むしろ市街化調整区域の指定をしてしっか

りやっていくという方向が見えてくるようなご意見などもあって，さまざまな意見の方々

がいらっしゃるということを理解した次第でございます。 
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 私は，都市計画審議会に加えて建築審査会の委員もやらせていただいておりますが，そ

ういうところを見ますと，農業構造改善事業の除外地などを中心に，この地域は非常にミ

ニ開発というか，ばら建ちというか，そういうものが多うございます。しかも，農業構造

改善事業でつくられた農道を建築に必要な接道条件，こういうものにあれしたような建築

物も非常に多く出てきております。そういうところを見てまいりますと，生活基盤となる

施設から見たときには，ちょっとレベルが低いというか，そういう問題がございます。 

 先ほど道路とか水たまりとか，お話がございましたが，僕が見ていて一つ心配するのは，

上水の確保と，それから，下水がほとんど浸透という形で，隣の家の井戸とこっちの家の

下水の浸透桝の距離が十分確保できない。そのような条件などもございます。あと，福祉

とか，医療とか，買い物とか，そういう条件もよろしくないのは十分わかります。 

 この地区で，これは意見書の指摘にもありましたが，計画が非常に縮小して，むしろ人

口減少に近いようなことが起こっている中で，この地区が達成しなければならないという

のは，あるレベルの生活基盤条件を持ったコンパクトな，ある程度まとまった地区をつく

っていくということなのだろうと思います。これが，例えば，行政負担，福祉とか医療と

かいう面，あるいは道路とかガスとかいう条件を整えていく。こういう意味で不可欠であ

り，これをやらない限りは，いわゆる市町村財政に後年度負担というものが起こってきて

しまうのではないのかなと思います。 

 そういう意味もございまして，この地区としては，まず調整区域ということで規制をか

けておいて，そのうえで，これからの社会にふさわしい生活条件，福祉条件，医療条件を

確保できるようなシステム，一つの地区だけでできるとは思いませんが，地区計画である

とか開発許可制度などをどう結びつけるかの中で一つのシステムとしてつくっていく，と

いうような考え方が大事なのだと思います。 

 その意味で，結論的に申し上げますと，都市計画区域の統合は当然と思いますし，調整

区域をかけるということも必要なのではないのかなと思っております。 

 以上です。 

 

○議長 ありがとうございました。 

 どうぞ，Ｅ委員さん。 

 

○Ｅ委員 参考資料３の意見書の中で，２ページの上から４つ目ですか，大野地区は純農

村地帯として優良農地としてほとんどが整備され，大規模な乱開発やスプロール化が進む

心配はないという認識が示されているのですが，実は，私はずっと前に県で農地の整備を

担当しておりまして，この大野地区については，鹿島開発が進む中で，優良農業地帯とし

て畑の整備をするということにかなり意欲を注いでやった時期があったわけですが，その

事業の成果はかなり出たのではないかと思うのですが，基本的な考え方としては，こうい

う形で農村の整備をきちんとして，優良農地として確保できるところは確保して，当然，

開発の影響は来ますから，土地利用についてもその中でまた考えるべきだという基本的な

考え方があるのですが，この辺の実態というのはどうなのですか。随分乱開発が進んでい

る。そういう乱開発が進んでいる部分が，いわゆる優良農地として整備した部分にまでか
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なり入っているのかどうか，まず，その辺の実態を確認させていただきたいと思うのです。 

 

○事務局 開発の状況です。この辺の赤く表示してあるところが道路の位置の指定などに

よるミニ開発が行われたところでございます。あと，この黄色い部分ですが，大野区域の

台地上を南北にいわゆる土地改良が行われたここは畑地の農用地区域でございます。それ

から，国道51号の海岸側に南北に農用地区域がございます。それから，北浦側に，これは

田んぼがほとんどでございますが，農用地区域があります。ごらんいただければわかりま

すように，北浦側の農用地区域，田んぼですが，ここでは開発はほとんど行われていませ

ん。ただ，この台地上の畑地の隣接区域とか，あと，一部食い込むような形で農用地区域

内でも開発が行われている現況にございます。 

 ただ，多くは農用地区域外のこういった農地などでの開発です。あと，区域指定を定め

ようとするある程度の集落が形成されているような地域において，あと荒野台駅ですが，

鹿島市街地に近い駅ということもあって，その周辺地で比較的多く開発が行われている現

況にあります。 

 ということで，農用地区域につきましては，若干ですが，台地上の畑地の中の農用地区

域内とその隣接部での開発が行われているという現況にあります。 

 

○Ｅ委員 私が問題にしたいのは，水田地帯は特に問題がないと思うのですが，畑地部分

で乱開発の現象が多く出ているとすれば問題だろうと思うのですが，実態としては非常に

少ない。そいうことであれば，現在の厳しい農業情勢の中で農業をきちんと維持するとい

うこと自体が非常に難しい要素があるのですが，市としては農業についてもてこ入れする

ような基本的な考え方があるようですから，そういうことを前提にして，優良農地として

維持できるところについては積極的に維持していくという基本的な考え方，当然，この考

え方にもそれは入っていると思うのですが，それ以外の特に乱開発が非常に多い地区につ

いては，今度の計画のような形できちんとした方向づけをして，どうしても必要な条件整

備とか環境整備をやれるような条件づくりをすべきだと考えるので，基本的には，全体の

流れとしては，長期展望に立っての話ですから，そういう方向で考える必要があるのでは

ないかという認識を私は持っております。 

 

○議長 ありがとうございます。 

 Ａ委員さん，何かご発言は。 

 

○Ａ委員 非常に難しい問題だと思うのですが，まず，非線引きだった大野と，それから，

都市計画で線引きが決まっていた鹿島が合併したと。その時が非常に問題であって，問題

が先送りされてきたのだと思うのです。当然，非線引きの大野の人は，自分の土地を自由

に使って何が悪いのだという意見でしょうし，一方，鹿島と合併してしまうと，他の市民

その他の人は，みんな平等ではないか，誰も都市については規制を受けたのだから，大野

だけ規制しないというのはおかしいのではないか，同一だ，こういう問題がぶつかってい

ると思うのです。 
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 今，事務局のほうからもいろいろ説明がありましたが，私も皆さんの気持ちはわかるの

ですが，目先のことでなくて，長期展望的に考えるのがまちづくりだろうと。そうした場

合に，鹿島という極めて近代的な工業都市と，それから，確かに農業とか神社とか，そう

いう景観の残っている部分との調和を図るということは都市づくりの理想かと思うのです。

だから，今の世代の人は，確かに新聞などで見ますと，土地が値下がりするとか，財産の

損失だと言っているようですが，もうちょっと長期的に考えると，逆に，子々孫々にわた

ってそれでよかったということになる可能性もあると思います。 

 もちろん，ただ，一方的に押しつけるのではなくて，まだまだ皆さんと調和を図りなが

ら，先ほど出ている地区計画というのですか，仮に線引きして調整区域にしたとしても，

できる限り従来の建物が建てられるようにしたり，皆さんの希望を入れられるような妥協

的な案を取り入れた上で，線引きせざるを得ないのかなと私は思っております。 

 

○議長 ありがとうございます。 

 Ｂ委員さん，どうぞ。 

 

○Ｂ委員 私も，Ｄ委員の専門的なお立場から説明されていただいた内容で，同等の考え

方をしております。Ａ委員さんのおっしゃることもすごく適切だと思っております。これ

までにある程度乱開発的なところが多く見られた区域ですので，どうしても後始末という

か，つけが生じているのではないか。当然のことながら，これから先，道路の整備，排水

施設の整備等々で行政コストが多大にかかってくることは目に見えてわかっております。

これ以上，無秩序なスプロール化といいますか，そういったことも懸念されるという区域

においては，調整区域の指定，線引きあってやむなしという考え方でおります。 

 Ａ委員のおっしゃったように，個人の権利も非常に大事なものですので，それは当然尊

重されなければいけないとは思います。Ａ委員が同じくおっしゃったような地区計画，あ

るいは区域指定制度といったものを活用して，建築制限に対してある程度の理解を得なが

ら，それを進めていっていただけたらなと思います。 

 農用地の保全も当然必要ですので，そういった意味からも，調整区域指定はやむを得な

いのかなと感じております。 

 以上です。 

 

○議長 ありがとうございます。 

 そのほか，委員さんでご発言がなければ，決をとりたいと思います。 

 都計諮問第 12号，第13号，第 14号は関連がありますので，一括で，第12号は都市計

画区域の変更でございます。第 13号は都市計画区域マスタープランの変更です。そして，

第14号は区域区分の変更，これは，全部，鹿嶋市，神栖市の両方にまたがるものでござい

ます。決として，原案どおり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〕 
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○議長 それでは，都計諮問第12号については原案のとおり変更するのが適当であると答

申し，第13号及び第14号については原案どおり決します。ありがとうございます。 

 

 

 【都計諮問第15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 続いて，都計諮問第15号を上程します。 

 都計諮問第15号について，事務局から説明をいただきたいと思います。 

 

 

○事務局 建築指導課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは，都計諮問第15号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案の８ページ及び付議案図面の８－１，８－２ページをごらんいただきた

いと存じます。 

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

い，その敷地の位置に関する都市計画上の支障の有無について，本都市計画審議会にお諮

りするものでございます。 

 申請者は，株式会社環境美化センター，代表取締役大村義雄でございます。 

 同企業は，東京電力のグループ会社として昭和53年に設立され，大きく分けて３つの事

業を行っております。 

 １つ目の事業は，地域美化事業として，電柱等の配電設備を計画的に点検し，落書きや

張り紙の清掃・除去，あるいは不法広告物の撤去を行っております。２つ目の事業は，ハ

ウスクリーニング事業として，住宅や事務所の清掃等を行っております。３つ目の事業は，

伐採木リサイクル事業として，配電線に支障となるため伐採した樹木を利用して伐採木の

チップ化を行い，おがくずを製造しております。このおがくずは，畜舎の床に敷く資材と

して利用されております。この伐採木リサイクル事業は，今回の申請地において平成15年

から営業しております。 

 今般の許可申請に係る事業計画でございますが，現在稼働中の施設の敷地におきまして，

配電線に支障となる伐採木の処理需要の増加に対応することに加え，新たに，造園業者や

建設業者からの伐採木の受け入れを計画しております。これに伴い，破砕処理の機械を更

新し，併せて建築物等の施設も更新整備を行うものですが，廃棄物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５トン未満であったものが，今回の施設

の更新により，１日当たり11.6トンとなり，許可を要する「処理能力が１日当たり５トン

以上の施設」となることから，本日，ご審議いただくものでございます。 

 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８－１とあわせまして正面のスクリーンをごらん願います。 

 申請地の位置するかすみがうら市は，県の南部に位置し，北は石岡市，西から南は土浦

市，また，正面スクリーンでは枠外となっておりますが，南部，東部はその名のとおり霞
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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，千代田石岡

インターチェンジ，国道６号，主要地方道土浦笠間線などがございます。かすみがうら市

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８－１の図は，正面スクリーンのこちらの部分を切り取った

ものでございます。 

 申請地は，かすみがうら市の北部，旧千代田町の下志筑地内に位置し，かすみがうら市

役所からは北西へ約３キロメートル，常磐自動車道千代田石岡インターチェンジからは西

へ約0.9キロメートルの地点でございます。 

 申請地周辺は主に山林でございます。 

 なお，申請地及び周辺地区は市街化調整区域となっております。 

 次に，土地利用計画等についてご説明いたします。 

 付議案図面の８－２とあわせまして正面のスクリーンをごらん願います。 

 図面の右上方向が北の方角となります。 

 敷地面積は3,561.93平方メートル，南側の市道から敷地に出入りいたします。敷地の利

用計画におきまして，外周部には十分な緑地帯が配置されております。 

 建築物といたしましては，工場，鉄骨造１階，延べ面積約 330平方メートル，工場，鉄

骨造１階，延べ面積約380平方メートル，事務所，木造１階，延べ面積約50平方メートル

の計３棟を新築する計画でございます。木くずの破砕施設は，１次破砕機がこちら，２次

破砕機がこちらの位置となります。 

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

画地の出入口付近を撮影したものでございます。現況写真２は，出入口付近から計画地の

奥行き方向に向けて撮影したものでございます。ごらんのように，現在は既存施設が稼働

しております。現況写真３は，敷地に搬入された伐採木の保管状況，現況写真４は，チッ

プ化したおがくずの保管状況でございます。 

 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，所定の保管場に

搬入いたします。薪割り機等で機械に投入できる程度に割った後，まず，１次破砕機によ

り３センチ程度の大きさのチップにいたします。このチップを２次破砕機によりさらに細

かく処理し，おがくずを製造いたします。おがくずにつきましては，冒頭にご説明しまし

たように，畜舎，特に養豚事業者の畜舎内の床に敷く資材として販売することにより，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，騒音，振動及び粉じんの発生を抑

制するために，１次破砕機，２次破砕機ともに建築物の屋内に設置し，さらに，敷地の周

囲に壁状の工作物を設置し，防音措置をいたします。 

 次に，想定される搬入・搬出ルートといたしましては，主要地方道土浦笠間線から，計

画地前面の幅員６メートルの市道８－2138号線を利用いたします。 

 廃棄物の搬入量につきましては，当初は月間約 130トンを見込んでおります。最大処理

時の搬入車両，搬出車両数は，大型車と小型車を合計して１日当たり10台程度を見込んで
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おります。前面道路の24時間交通量は約400台であり，周辺交通に与える影響は少ないも

のと考えております。 

 次に，排水計画についてご説明いたします。 

 破砕処理におきましては，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，油水分離桝を経由して，敷地内の浸透施設において処理をいたしま

すが，破砕処理は建築物の屋内において行われることから，雨水と破砕処理したチップや

おがくずとの接触はございませんので，特に支障はございません。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。 

 申請地及び周辺地区につきましては，かすみがうら市の総合計画，旧千代田町の都市計

画マスタープランにおいて，特段の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，許可申請にあたり，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担当部局の審査を受けており，その中で生活環

境影響調査を実施しておりまして，騒音，振動，粉じん，悪臭等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15号につきましては，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15号の説明をいただきました。これについて，委員の皆様からのご

発言，ご意見をちょうだいしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは，都計諮問第15号については，支障なしということで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。 

 

 

○議長 一応，これで，今回付議されました案件については審議を終了いたしますが，事

務局から補足説明があるかと思いますので，事務局のほうから説明をお願いいたします。 

 

○事務局 都市計画課でございます。 

 先ほど，都計諮問第９号のところで，Ｄ委員さんからご質問のあった点について，お答

えに一部誤りがありましたので，訂正をさせていただきたいと思います。 

 スクリーンのほうで説明させていただきますが，先ほど，画面の左上の丸で囲ったとこ

ろの北海浜地区の太平洋に面したところのこの部分かと思いますが，この部分の利用が天

候の悪いときにどういうふうに対応するのかというご質問に対しまして，私のお答えで，

全天候型のバースというお答えをいたしました。訂正させていただきますが，こちらは埠
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頭としての利用ではなくて，今現在はまだ埠頭は完成しておりませんが，埠頭が完成時に，

こちらのほうが利用されるということになりまして，ここは通常の直壁の岸壁になるとい

うことで，訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長 Ｄ委員，よろしいでしょうか。 

 

○Ｄ委員 結構です。もし外防波堤の計画があるのでしたら教えていただきたいと思いま

す。 

 

○議長 では，担当課長から説明をいただきます。 

 

○事務局 これが今の鹿島港の港湾計画でございます。先ほどお話があったところは北海

浜地区でございます。現在，これに隣接する外港地区においてバースを整備しております。

外港地区に中央防波堤を建設しておりまして，さらに今，南防波堤の延伸を図っておりま

す。これらの防波堤により北海浜航路の静穏度を確保するということで，今，工事を進め

ております。 

 なお，先ほど座礁のお話がありましたが，基本的には，今まで台風のときには 3,000ト

ン以上の船舶につきましては，港外に避難することになっており，避難勧告を出しており

ます。3,000トン未満の船舶は小さいため，港内に停泊するということですが，大きい船舶

については，護岸やバースなどにぶつかると破損するので，港外に避難するということが

ございましたが，一昨年の座礁事故以降，低気圧についても 3,000トン以上の船舶は避難

させるために，波高４メートル，風速10メートル以上についても避難していただくという

形で，港長より避難勧告を出すことにしておりまして，平成19年度は５回ほど避難勧告を

してございます。 

 以上でございます。 

 

○議長 よろしいでしょうか。 

 それでは，都計諮問第８号から第11号と，第13号及び第14号については原案どおり可

決，第 12号については原案のとおり変更するのが適当，第 15号については支障なしとい

うことで，本日付をもって知事に答申したいと思います。 

 長時間ありがとうございました。 

 

 

－  閉 会  － 
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題　　　　　　　名

平成１９年度第５回茨城県都市計画審議会付議案件一覧表

８ 茨城県 １ １
水海道都市計画

９ 茨城県
鹿島臨海都市計画

１０ 茨城県
研究学園都市計画

１１

１２ 茨城県 ５ ５
鹿島臨海都市計画区域及び大野都市
計画区域の変更について

１３ 茨城県 ６ ６
鹿島臨海都市計画

都市計画区域の整備，開発及び保
全の方針の変更について

計　８　件

１４ 茨城県 ７ ７
鹿島臨海都市計画

１５
特定

行政庁
知事

８
８－１
８－２

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

２ ２

４ ４茨城県
石岡都市計画

３ ３


