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Ⅰ 会議の日時及び場所 

  １ 日時 平成２０年１０月３日（金）午後１時３０分から午後３時３５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 

   市町村の議会の議長を代表する者として岩佐康三委員を委嘱したこと，及び，関

係行政機関の職員について，工藤均委員，福本秀爾委員及び菊川滋委員を委嘱した

ことが報告された。 

 

Ⅴ 議事 

  １ 議事の公開 

    都計諮問第１８号から第２３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大津委員が指名された。 

 

  ３ 議案審議 

 

 

【都計諮問第１８号 「都市計画道路潮来鉾田線環境影響評価書について」】 

【都計諮問第１９号 「潮来都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第２０号 「行方都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第２１号 「鉾田都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 まず，都計諮問第 18 号から第 21 号につきましては，いずれも都市計画道路潮

来鉾田線に係る案件でございますので，一括して審議を進めたいと思います。 

 また，都計諮問第 18 号につきましては，平成 19 年３月 26 日開催の当審議会におい

て環境影響評価専門部会を設置し，調査審議を同専門部会に付託する旨を決議しており

ますので，本日は，同専門部会における調査及び審議の結果につきまして，専門部会長

から，都計諮問第 18 号の説明に続きましてご報告をいただきたいと思います。 

 それでは， 初に都計諮問第 18 号について，事務局から説明をお願いいたします。 
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○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，都計諮問第 18 号につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 この案件は，東関東自動車道水戸線に係る環境影響評価書についてご審議いただくも

のでございます。 

 付議案は１ページ，図面は１ページ，環境影響評価書要約書，さらに，黄色の表紙の

参考資料２－１といたしまして，環境影響評価書のあらましをご用意させていただいて

ございます。 

 なお，第 18 号の後都計諮問第 19 号から第 21 号につきましては，東関東自動車道水

戸線に係る都市計画に係る案件でございます。後ほどご説明をさせていただきたいと思

います。 

 それでは，お手元の資料とともに正面スクリーンをごらんください。 

 東関東自動車道水戸線は，常磐道，北関東道，圏央道の３本の高速道路と一体となっ

て，鹿島港，常陸那珂港などの港湾群や，成田空港，茨城空港などの交流拠点を結ぶ陸・

海・空の広域交通ネットワークを形成する重要な路線となっております。 

 都市計画道路潮来鉾田線は，東関東自動車道水戸線のうち，潮来インターチェンジか

ら（仮称）鉾田インターチェンジまでの約 30.9 キロメートルの区間について，都市計

画を定めるものでございます。 

 本区間の整備により，広域交通ネットワークが形成され，鹿行地域をはじめとする本

県の発展に大きく寄与することが期待されます。 

 ルートにつきましては，潮来市，行方市，鉾田市を通過いたします。また，潮来鉾田

間には，（仮称）麻生インターチェンジ，（仮称）北浦インターチェンジの２つのインタ

ーチェンジを設ける計画となっております。 

 本環境影響評価は，潮来鉾田線を都市計画に定めるに当たり，環境への影響について

予測評価を行ったものでございます。 

 それでは，環境影響評価の内容につきましてご説明いたします。 

 こちらは，環境への影響について予測評価を行った項目でございまして，大気質，騒

音振動，動植物，日照阻害など 12 項目でございます。 

 それぞれ，工事中及び完成後の自動車の走行に係る影響について予測評価をしており

ます。 

 なお，水質につきましては，道路事業においては，環境省令で，汚水などが発生する

休憩所の供用がある場合に予測評価の対象とすることとされておりますが，当該事業計

画では休憩所の計画がないため，対象としておりません。 

 まず，大気質でございます。 

 大気質につきましては，工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の運行並びに供用後

の自動車の走行に係る影響を予測しております。 

 工事中の予測項目といたしましては，二酸化窒素，浮遊粒子状物質，粉じん等でござ

います。 

 また，供用後の自動車の走行に係る影響につきましては，二酸化窒素，浮遊粒子状物

質を予測項目としております。 
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 大気質に係る予測位置でございますが，建設機械の稼働及び供用後の自動車の走行に

係る予測地点は，集落など住居等が存在する地域などを対象といたしました。 

 また，工事用車両の運行に係る予測地点は，工事用車両の運行が想定される道路に近

接して住居等が存在する地域といたしました。 

 まず，建設機械の稼働に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果は，すべての

予測地域で環境基本法に基づく環境基準値以下となりましたが，粉じん等につきまして

は 大で 17 トンと予測され，一部の予測地域で，国の資料である道路環境影響評価の

技術手法に示されている指標をもとに設定した参考値を上回る予測結果となりました。 

 このため，散水等の環境保全措置を実施するとともに，必要に応じて粉じん等の低減

のための適切な措置を講ずることといたします。 

 次に，工事用車両の運行に係る粉じん等の予測結果でございますが，すべての予測地

域で，設定した参考値以下と予測をされております。 

 二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果についても，すべての予測地域で，設定し

た環境基準値以下となると予測されます。 

 供用後の自動車の走行に係る二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果につきまし

て，すべての予測地域で環境基準値以下となっております。 

 以上により，工事用車両の運行及び供用後の自動車の走行に係る影響につきましては，

設定した環境基準値以下となっておりますが，より影響を低減させるために，排出ガス

対策型の建設機械の使用や，工事用車両の集中を避けた分散通行などの措置を講じてま

いります。 

 次に，騒音・振動・低周波音でございます。 

 騒音・振動は，建設機械の稼働，工事用車両の運行，供用後の自動車の走行に係る影

響について予測を行ってございます。 

 また，低周波音は，供用後の自動車の走行に係る影響について予測をしております。 

 騒音振動に係る予測位置でございますが，建設機械の稼働及び供用後の自動車の走行

に係る予測地点は，集落など住居等が存在する地域などを対象といたしております。 

 また，工事用車両の運行に係る予測地点は，工事用車両の運行が想定される道路に近

接して住居等が存在する地域といたしております。 

 建設機械の稼働に係る騒音の予測結果は，潮来市小泉南で 94 デシベル，潮来市川尾

で 88 デシベルと，環境省告示に基づく規制基準の 85 デシベルを上回る結果となりまし

た。 

 これらの地域では，仮囲い・防音シート等の対策をすることで，環境省告示で示され

ている規制基準値以下となると予測をされております。 

 これら予測地域以外では，すべて規制基準値以下となると予測されております。 

 建設機械の稼働に係る振動の予測結果は，すべての予測地域で振動規制法に基づく規

制基準値以下となると予測されます。 

 工事用車両の運行に係る騒音の予測結果は 大 76 デシベルであり，一部の予測地域

で騒音規制法に基づく要請限度値及び環境基準値を上回りますが，これらの予測地域で

は，事業に伴う騒音レベルの増加分は１デシベル以下となってございます。 
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 工事用車両の運行に係る振動の予測結果は，すべての予測地域で振動規制法に基づく

要請限度値以下になると予測されます。 

 供用後の自動車の走行に係る騒音につきましては，道路端から 20 メートルまでの範

囲内の近接空間と，道路端から 20 メートル以遠の背後地で予測を行っております。 

 まず，近接空間では，遮音壁による環境保全措置を実施することによりまして， 大

値は道路端で昼間 67 デシベル，夜間 62 デシベルの予測結果となり，環境基準値以下と

なると予測されます。 

 また，背後地では，遮音壁による環境保全措置を実施することにより， 大値は昼間

63 デシベル，夜間は 59 デシベルとなり，環境基準値以下となります。 

 また，供用後の自動車の走行に係る振動の予測結果は，すべての予測地域で振動規制

法に基づく要請限度値以下となっております。 

 さらに，供用後の自動車の走行に係る低周波音の予測結果は，環境省及びＩＳＯで示

されている指標により設定した参考指標値以下となってございます。 

 以上のことから，工事中の騒音については，仮囲いや防音シートなどの保全措置を実

施することによって，設定した規制基準値及び要請限度値や環境基準値を下回りますが，

より影響を低減させるために，低騒音型や超低騒音型建設機械の採用，工事用車両の集

中を避けた分散通行などの環境保全措置を実施してまいります。 

 また，供用後の自動車の走行に係る騒音に対しましては，遮音壁による環境保全措置

を実施することによりまして，予測結果は環境基準値を下回りますが，より影響を低減

させるために，排水性舗装の敷設など環境保全対策を実施してまいります。 

 さらに，振動及び低周波音につきましては，すべての予測地点で設定した規制基準値

を下回っておりますが，より影響を低減させるために，振動に対しては，低振動型建設

機械の採用，低周波音につきましては，ジョイント部を少なくする道路構造の採用など

の環境保全措置を実施してまいります。 

 地形地質につきましては，重要な地形として巴川河口付近の湿原がありますが，計画

道路とは１キロメートル以上離れており，湿原の地質環境へ影響を及ぼすことはないも

のと考えられます。 

 次に，日照阻害につきましての予測結果は，計画道路に近接する住居における冬至日

の日影時間で 大２時間以下であり，建設省事務次官通知に基づき設定した参考指標値

以下となると予測されております。 

 動物に係る予測結果でございますが，本事業の実施により，希少な猛禽類として，オ

オタカ５つがい，サシバ 12 つがいについて，営巣中心域などが改変されるため，生息

環境が保全されないと予測されますが，営巣ポテンシャルの高い樹林地への代替巣の設

置や，営巣林の林縁保護等の環境保全措置を実施し，事後調査も実施することといたし

ております。 

 また，狩り場が一部改変されるなど，生息環境が保全されない可能性があると予測さ

れるオオタカ７つがい，サシバ７つがいにつきましては，事後調査による採餌及び繁殖

状況の確認等を実施することとしております。 

 さらに，オオタカ，サシバの営巣地周辺で工事を行う際には，繁殖に成功した年のピ
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ーク騒音レベルの数値を超えないよう，必要な措置を講じることとしております。 

 計画道路の周辺の水路に生息しているホトケドジョウ，メダカについては，生息環境

は保全されると予測されておりますが，ホトケドジョウやメダカが確認された水路等に

おいては，専門家等の助言を得ながら，工事実施前，工事中，工事施工後に，水質，水

量及び生息状況調査を行い，必要に応じて適切な措置を講じることとしております。 

 さらに，平成 19 年８月の環境省のレッドリスト見直しに伴い，新たに重要種として

追加された種のうち，スナハラゴミムシについては，予測地域内での知見が十分でない

ため，事業実施段階で補足調査を実施し，生息が確認された場合は，専門家等の助言を

踏まえ，必要に応じて環境保全措置の検討を行ってまいります。 

 そのほかの重要な動物種の生息環境は保全されると予測されております。 

 続きまして，植物に関する予測結果でございますが，カワヂシャ，キキョウ，ホトト

ギス，キンランの計４種は，本事業により消失する個体があるため，移植等の環境保全

措置を実施し，移植後も，専門家等の助言を踏まえて，種の定着が確認されるまでの期

間，事後調査を実施することとしております。 

 次に，ミズニラ，ミズワラビなど計９種につきましては，道路の近傍にあり，生育環

境が保全されない可能性があるとされることから，専門家等の助言を踏まえまして，こ

れらの自生地において，適切な期間，事後調査を実施することといたします。 

 平成 19 年８月の環境省レッドリスト見直しに伴いまして，新たに重要種として追加

された種のうち，ヒロハノカワラサイコ，フナバラソウ，トチカガミについては，予測

地域内での知見が十分でないため，事業実施段階で補足調査を実施し，生育が確認され

た場合は，専門家等の助言を踏まえ，必要に応じて環境保全措置の検討を行うこととし

ております。 

 その他の重要な植物種及び重要な植物群落について，生育環境は保全されると予測さ

れております。 

 生態系についてですが，生態系の上位性の注目種では，生息環境が保全されない，ま

たは生息環境が保全されない可能性があると予測されるオオタカが 12 つがい，サシバ

が 19 つがい，フクロウが６営巣箇所存在いたします。 

 上位性の注目種であるオオタカ及びサシバにつきましては，先ほどご説明したとおり，

環境保全措置及び事後調査を実施してまいります。 

 フクロウにつきましては，環境保全措置として，巣箱の設置を行い，生息状況のモニ

タリング等を実施することといたします。 

 そのほかの生態系は保全されると予測されております。 

 景観につきましては，主要な眺望景観が変化すると想定される道の駅「いたこ」につ

いて予測を行ってございます。 

 道の駅「いたこ」から，水郷筑波国定公園に対する眺望景観について予測した結果，

眺望景観には大きな変化は生じないと予測しております。 

 人と自然と触れ合いの活動の場については，主要なものとして，水郷県民の森，かす

みの郷公園，ほっとパーク鉾田の３カ所を抽出いたしました。 

 計画道路は，これらを改変せず，また，各活動の場へのアクセス性に大きな変化はな
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く，各活動の場の雰囲気は阻害されないと予測されます。 

 後の項目になりますが，廃棄物等でございます。 

 工事に伴う廃棄物等は，再利用，再資源化を図ることといたします。 

 また，再利用等できないものについては，関係法令を遵守し，適正に処理処分するこ

とといたします。 

 以上，環境影響評価書につきましてご説明をさせていただきました。 

○議長 ありがとうございました。 

 それでは，ただいまの環境影響評価について，先ほど申し上げましたが，専門部会に

付託をいたしまして，きょうは，専門部会長さんに調査及び審議の結果についてご報告

をいただきたいと思います。 

○専門部会長 専門部会長でございます。 

 ただいまご説明のありました環境影響評価書について，専門部会の調査審議結果につ

いて報告させていただきます。 

 環境影響評価専門部会は，茨城県都市計画審議会条例並びに茨城県都市計画審議会環

境影響評価専門部会の設置及び運営に関する要綱に基づきまして，都市計画道路潮来鉾

田線の環境影響評価に関する事項の調査審議を行うことを目的として，平成 19 年３月

26 日開催の都市計画審議会において設置されました。その中で私が部会長を仰せつか

ったわけでございます。 

 その構成員は，お手元のグリーンの表紙の資料２－２にあるとおりでございます。 

 専門部会は，平成 19 年７月 10 日に現地調査を含む第１回部会を開催して以来，計６

回開催しております。そして，都市計画決定権者である茨城県が実施しました環境影響

評価について調査審議を行ってまいりました。 

 調査審議の経過は，資料２－２の２ページ目にございます。 

 それでは，環境影響評価に関する専門部会としての見解をご報告します。 

 参考といたしまして，これから説明する該当項目に係る評価書の説明内容を表示して

いただきますので，ごらんいただきながらお聞きいただければと思います。 

 まず 初に，環境影響評価全般をどういうふうに進めるかということで，実施の枠組

みについて検討をいたしました。 

 環境影響評価の項目，調査，予測及び評価の手法の妥当性について審議いたしました。

その結果，項目の選定については，環境影響評価法の主務省令に基づく参考項目を踏ま

えて，妥当な項目が選定されていると判断いたしました。 

 また，調査及び予測，評価の手法についても，事業実施の影響を把握するための手法

として妥当であると判断いたしました。 

 続きまして，先ほど説明のありました環境影響評価の個別項目について，順次，見解

を申し上げます。 

 まず 初に，大気質でございますが，大気質については，粉じん，二酸化窒素，浮遊

粒子状物質の３項目について，工事の実施に伴う建設機械の稼働，工事用車両の運行及

び自動車の走行による影響の予測評価をしております。 

 自動車の走行に関しては環境影響の程度は小さいと予測されますし，工事の実施に伴



 - 7 -

う建設機械の稼働，工事用車両の運行に関しましても，散水等の環境保全措置，排出ガ

ス対策型の建設機械を採用することや，工事車両が集中しないよう工事の平準化を図る

ことにより，環境への影響は低減されていると判断いたしました。 

 次に，騒音・振動・低周波音ですが，騒音，振動については，工事の実施に伴う建設

機械の稼働，資機材運搬車両の運行及び自動車の走行による影響を，また，低周波音に

つきましては，自動車の走行による影響について予測評価しております。 

 自動車の走行に関しては，遮音壁の設置等の環境保全措置を講ずることにより環境影

響の程度は小さくなると予測されますし，建設機械の稼働，工事用車両の運行に関して

も，仮囲い，防音シートの設置，低騒音・低振動型建設機械の採用，あるいは工事の平

準化により環境への影響は低減されていると判断いたしました。 

 次に，地形及び地質でございますが，地形及び地質については，重要な地形である巴

川河口付近の湿地と計画道路は１キロメートル以上離れております。湿地の地質環境へ

の影響を及ぼすものではないものと判断いたしました。 

 次に，日照阻害につきましては，供用後のかさ上げ式道路の存在に係る日影への影響

の予測結果は，計画道路に も近接する住居における冬至日の日影で 大２時間以下で

ございます。公共施設の設置に起因する日影により生ずる損害等に係る費用負担に基づ

いて設定した参考指標値以下となることから，予測値は目標との整合が図られていると

判断いたしました。 

 次に動物についてですが，本事業で影響が生じると予測されたオオタカ，サシバにつ

いては，専門家の助言のもとに代替巣を設置し，営巣林の林縁保護等環境保全措置を行

うこととしております。 

 また，工事前や工事中には生息状況調査を実施し，繁殖への影響が生じるおそれがあ

る場合には，工事の一時中断を含め，専門家の助言を得て適切な措置を講じ，さらに，

生息状況を把握するための事後調査を実施することとしております。 

 さらに，オオタカ，サシバの営巣地周辺で工事を行う際には，繁殖に成功した年のピ

ーク騒音レベルの数値を超えないよう，必要な措置を講じるとしております。 

 計画道路周辺の水路に生息しているホトケドジョウ，メダカについては，生息環境は

保全されると予測されておりますが，生息が確認された小河川や水路の上流部に設置さ

れる橋梁，函渠については，設置位置，構造，規模等について十分検討し，生息環境へ

の影響をできるだけ回避，低減するための適切な措置を講ずることとしております。 

 また，ホトケドジョウやメダカが確認された水路等において，専門家等の助言を得な

がら，工事実施前，工事中，工事施工後に，水質，水量及び生息状況調査を行い，必要

に応じて適切な措置を講じることとしております。 

 これらの環境保全措置を実施することにより，環境への影響は低減されているものと

判断いたしました。 

 植物についてですが，本事業で影響が出ると予測されるカワヂシャ，キキョウ，ホト

トギス，キンラン等については，適地への移植を行うこととしており，移植先の環境が

安定し，種の定着が確認されるまでの期間は，生息状況を把握するための事後調査を実

施することとしております。 
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 本事業により生息環境が保全されない可能性があると予測されたミズニラ等９種に

つきましては，生育状況を把握するための事後調査を実施することとしております。 

 これらの環境保全措置を講ずることにより，環境への影響は低減されているものと判

断いたしました。 

 なお，先ほども話がありましたが，平成 19 年８月には環境省のレッドリストの見直

しがありました。これに対しても適切な措置がとられていると考えています。 

 生態系につきましては，上位性の種としてオオタカ，サシバ及びフクロウの生息環境

に影響が生じると予測されました。 

 オオタカ，サシバについては，環境保全措置は動物のところで述べたとおりですが，

フクロウにつきましても，巣箱の設置及び事後調査で生息状況のモニタリングを実施す

ることにしております。 

 これらの環境保全措置を実施することにより，環境への影響は低減されていると判断

いたしました。 

 次に，景観につきましては，事業実施が周辺の主要な眺望景観に与える影響を予測し，

評価していますが，眺望景観に大きな変化はなく，影響は極めて小さいと判断いたしま

した。 

 次に，人と自然との触れ合いの活動の場については，水郷県民の森，かすみの郷公園，

ほっとパーク鉾田の３カ所を抽出して予測評価していますが，すべての活動の場に対す

る影響はないと判断いたしました。 

 次に，廃棄物については，工事実施による影響を予測評価していますが，建設発生土

については，本事業における盛り土材として再利用する計画をしていること，既存工作

物の撤去に伴い発生するアスファルト殻等については，再資源化施設への搬出により有

効利用を図ることから，再利用できないものについては，関係法令を遵守し，適正に処

理処分することにより，建築リサイクル推進計画 2008，あるいは茨城県建設リサイク

ル推進行動計画のうち，厳しいほうの目標値を遵守することにしております。 

 これらのことにより，環境への影響は低減されていると判断いたしました。 

 その他，環境影響評価準備書について，知事意見に関する都市計画決定権者の見解及

び評価書についての都市計画同意権者の意見に関する都市計画決定権者の見解につい

て審議しました。その結果，都市計画決定権者の見解はそれぞれ妥当であると判断いた

しました。 

 ここで，専門部会で出ました主要な意見を２つほど加えておきたいと思っております。 

 第１には，本環境影響評価書はあくまで予測に基づくものであります。それゆえに，

事業実施時及び供用後において適宜モニタリングを行い，予測値を上回る，あるいは予

測値と異なる状況が生じていないか観察し，想定されていない事態が生じた場合には，

専門家を含め関係機関と協議し，適切な措置をとることでございます。 

 第２には，本環境影響評価では，法令上の基準値や参考値は基本的にクリアしており

ます。しかしながら，お気づきのように，お手元に都計議案に関する意見書が出ており

ます。その意味で，すべての人々に影響なしとしているわけではございません。これは，

手法上，予測はすべての沿線地域で行っているのではなく，影響が大きいと想定される
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地点を選定して行っていることが一つでございます。 

 いま一つは，予測値は基準値等を下回っているのですが，現状と比べると相当大きな

影響が生じているという場合もございます。このため，事業実施に当たりましては，地

元住民の方々の個別的事情にも十分配慮して，誠意をもって対処することが必要と考え

ております。 

 後に，総合評価を申し上げます。 

 以上のように，６回の専門部会で慎重に審議した結果，本件の環境影響評価に対して

次のような結論に達しております。 

 県当局から提示されました環境影響評価書は，環境影響評価法に基づき適切に環境影

響評価が行われており，その内容は妥当であり，都市計画道路潮来鉾田線の都市計画案

は，環境面において適切な配慮がなされており，特段の問題はないものと認められる。 

 なお，本事業の環境影響評価の内容を適切に反映するため，事業実施に当たっては次

の事項を申し添えます。 

 (１)周辺住民に対し，今後具体化する工事計画，環境保全措置等の内容を適宜十分に

説明するなど，理解と協力を求めながら事業を進める。 

 (２)工事中及び供用後において予測値を上回る等環境問題が生じた場合には，調査等

を行い，関係機関と協議の上，適切な措置を講ずる。 

 (３)工事中及び供用後における環境保全対策を的確に履行するとともに， 新の技

術・工法等を積極的に採用し，環境の保全に努める。 

 (４)環境に係る苦情の申し立てがあった場合には，直ちにその原因を調査し，誠意を

もって苦情解決のために必要な措置を講じる。 

 (５)事業の実施に当たっては，地元住民の方々の個別的事情にも十分配慮して，誠意

をもって対処する。 

 これらをお願いしておきたいと思います。 

 以上で専門部会長の報告とさせていただきます。 

○議長 専門部会長さん，ありがとうございました。 

 ただいまありましたような報告， 終にありました住民に十分な工事説明をすること

から， 後に住民の皆さんの個別的なものまで配慮をよろしくお願いしたいということ

で，専門部会長から５項目が報告されましたので，当局の事務方の皆さん，どうぞよろ

しくお願いをします。 

 それでは，続きまして，都計諮問第 19 号から第 21 号につきまして，事務局からまず

説明をいただきたいと思います。 

○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，都計諮問第 19 号から第 21 号につきまして一括してご説明いたします。 

 この案件は，東関東自動車道水戸線，国道 51 号潮来バイパスとその関連道路を都市

計画決定しようとするものです。 

 付議案は２の１ページから４ページ，図面は２ページから４ページでございます。 

 お手元の資料とともに正面スクリーンをごらんください。 

 それでは，東関東自動車道水戸線であります都市計画道路潮来鉾田線につきましてご



 - 10 -

説明いたします。 

 計画ルートにつきましては，潮来インターチェンジを起点といたしまして，（仮称）

麻生インターチェンジ，（仮称）北浦インターチェンジを経て，終点（仮称）鉾田イン

ターチェンジに至るルートとなっております。 

 なお，都市計画道路潮来鉾田線は，潮来，行方，鉾田の３つの都市計画区域を通過し

ており，それぞれの都市計画区域ごとに本路線を都市計画道路として追加することとな

りますことから，第 19 号から第 21 号という３つの諮問案件となっているものでござい

ます。 

 都市計画の概要でございますが，幅員は 20.5 メートル，車線数は４車線でございま

して，延長につきましては，潮来都市計画では約 11,600 メートル，行方都市計画では

13,870 メートル，鉾田都市計画では約 5,380 メートルでございます。 

 インターチェンジ及びその接続道路についてご説明いたします。 

 本路線の起点となります潮来インターチェンジでございますが，都市計画道路潮来鉾

田線が水戸方面に向かって延伸するとともに，水戸方面への出入り口が今回新設されま

す。 

 接続道路は，現在と同じ主要地方道水戸神栖線と潮来市道 13 号線でございます。 

 （仮称）麻生インターでございますが，接続道路は，都市計画道路粗毛石神線及び主

要地方道水戸神栖線でございます。 

 （仮称）北浦インターでございますが，接続道路は国道 354 号でございます。 

 後に，（仮称）鉾田インターでございます。都市計画道路潮来鉾田線は，インター

チェンジ本線部との接続までとなっております。 

 なお，接続道路は都市計画道路当間靭負線でございます。 

 続きまして，国道 51 号潮来バイパス及び関連道路３路線についてご説明させていた

だきます。 

 本案件は，都計諮問第 19 号 潮来都市計画道路の変更に係る案件でございます。 

 まず，位置関係でございますが，こちらが都市計画道路潮来鉾田線，ＪＲ鹿島線，主

要地方道水戸神栖線，国道 51 号，そして，こちらが国道 51 号潮来バイパスとなります

都市計画道路洲崎上戸線でございます。 

 本路線は，潮来市街地における交通渋滞の緩和を図るために，潮来市洲崎を起点にし

まして，潮来市街地を迂回しながら，潮来市上戸までの延長約 7.3 キロメートルのバイ

パス区間を都市計画に定めるものでございます。 

 都市計画の概要としましては，延長 7,260 メートル，幅員 27 メートルで，車線数が

４車線でございます。 

 次に，都市計画道路洲崎上戸線の都市計画決定に関連し定める３路線についてご説明

いたします。 

 まず，都市計画道路小泉線及び上戸線でございますが，都市計画道路洲崎上戸線と現

国道 51 号との交差部で，その影響範囲を都市計画決定するものです。 

 次に，潮来駅立兼線につきましては，都市計画道路洲崎上戸線と並行する区間につい

ては，機能が重複するために，本区間について廃止するとともに，洲崎上戸線との交差
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部分を変更するものでございます。 

 以上，都計諮問第 19 号から第 21 号に関する都市計画案について説明させていただき

ました。 

 

 

 

（この部分には，茨城県情報公開条例の規定に基づき不開示処分とした文書に関する発

言を記録した内容が含まれており，当該不開示処分については開示請求者から行政不服

審査法に基づく異議申立がなされ，現在，茨城県情報公開・個人情報保護審査会に諮問

中であることから，当分の間，公表を控えさせていただいております。） 

 

 

 

 それでは，採決に入りたいと思います。 

 まず，都計諮問第 18 号については，原案どおり可決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。それでは，第 18 号については原案どおり可決させて

いただきます。ありがとうございます。 

 続いて，一括で挙げております都計諮問第 19 号から第 21 号について，また委員の皆

さんからご意見，ご発言をちょうだいしたいと思います。いかがでしょうか。 

 第 19 号は潮来都市計画道路の変更，第 20 号は行方都市計画道路の変更，そして，第

21 号は鉾田都市計画道路の変更，この３つの諮問のものでございます。 

 ご発言がなければ，第 19 号，第 20 号，第 21 号については，原案どおり可決という

ことでよろしゅうございましょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 ありがとうございます。それでは，第 19 号から第 21 号については原案どおり

可決といたします。 

 

 

【都計諮問第22号 「常陸太田準都市計画区域の指定について」】 

 

○議長 続いて，都計諮問第 22 号について上程します。 

 都計諮問第 22 号については，事務局からまず説明をいただきたいと思います。 
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○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。 

 それでは，都計諮問第 22 号 常陸太田準都市計画区域の指定について御説明いたし

ます。 

 お手元の付議案をごらんください。付議案は，常陸太田市の大里町ほか３町の一部に

ついて，準都市計画区域の指定をするものでございます。区域については，図面のとお

りでございます。 

 次に，参考資料３をごらんください。説明は参考資料３で行わせていただきます。 

 １ページをお開きください。上段の表でございますが，常陸太田準都市計画区域の指

定に関する付議案は２件でございます。付議案件一覧表の内容と同じでございます。 

 都計諮問第 22 号が区域の指定に関する付議案，第 23 号は指定された区域に建築基準

法の集団規定が適用されますので，その容積率，建ぺい率，道路斜線，隣地斜線の数値

を定める付議案でございます。 

 第 23 号は，第 22 号のご審議をいただいた後に説明させていただきます。 

 まず，準都市計画区域でございますが，茨城県におきましては，今回の指定が初めて

の指定となりますので，簡単に制度の概要から説明いたします。 

 準都市計画区域制度は平成 12 年に創設されたもので，平成 18 年の法改正により，指

定権者が市町村から都道府県に変更となりました。 

 ５ページをお開きください。スクリーンにも参考資料と同様の内容について映してお

ります。 

 ５ページ上段の枠内でございますが，準都市計画区域とは，都市計画区域外の区域の

うち，相当数の居住その他建築物またはその敷地の造成が行われ，または行われると見

込まれる一定の地域であって，積極的な整備や開発を行う必要はないものの，そのまま

土地利用を整序し，または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば，将

来における一定の都市としての整備，開発及び保全に支障が生じるおそれのある区域を

指定する制度でございます。 

 ６ページ上段の表をごらんください。準都市計画区域の指定を行うことにより，都市

計画区域外においても，ごらんのような規制をかけることができるようになります。 

 例えば，都市計画法第 29 条の開発許可制度については，都市計画区域外の区域では

10,000 平方メートル以上でしか適用されなかったものに対し，準都市計画区域では

3,000 平方メートル以上に適用されることとなります。 

 この結果，これまで対象とならなかった開発行為についても，道路，排水，給水，公

園等が適正に設置されるよう，事前に是正指導等ができることとなります。 

 また，建築基準法第６条の規定による建築確認制度については，都市計画区域外では

木造２階建ての住宅等は対象外でございますが，準都市計画区域では，10 平方メート

ル以内の小規模な増改築・移転等の建築行為を除くすべての建築行為が対象となります。 

 この結果，接道義務などのいわゆる集団規定が適切に運用されることとなり，セット

バックによる狭隘道路の拡幅など，災害時の緊急車両に対する通行上の支障等が改善さ

れていくこととなります。 
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 規制をかけることによる効果といたしましては，市街化調整区域のように宅地化を抑

制しないため，人口定住を妨げにくく，地域振興と整合させやすいことや，開発や建築

に関する適切な指導を通じて，道路，公園，排水などの生活基盤施設や，日照，採光，

通風などの生活環境が向上しやすくなることなどでございます。 

 続きまして，常陸太田準都市計画区域の指定について説明いたします。 

 １ページにお戻りください。 

 常陸太田市は，茨城県北部にあり，周辺は，高萩市，日立市，那珂市，常陸大宮市，

大子町，福島県に囲まれております。 

 現在の常陸太田市は，平成 16 年 12 月に，常陸太田市，金砂郷町，水府村，里美村の

１市１町２村が合併して誕生いたしました。 

 常陸太田市では，旧常陸太田市の南部地域が日立都市計画区域として指定されている

のみで，その他の地域は都市計画区域の指定がない，いわゆる都市計画区域外となって

おります。 

 都市計画区域外のうち，旧金砂郷町の大里町や薬谷町におきましては，道路や排水施

設などの都市基盤整備がされないまま住宅開発が行われたために，狭隘道路による通行

上の支障や，周辺の農業用水路への雑排水の流入など，土地利用上の問題が生じており

ます。 

 このような問題について，久米地区正副区長会や住民からは規制強化を求める要望が

市に出されております。 

 市も，これらの状況については問題視しており，平成 18 年度より県と協議を行い，

住宅地開発の状況等について調査を実施してまいりました。 

 ２ページをお開きください。 

 調査結果の概略について説明いたします。 

 まず，上段の表ですが，常陸太田市内における過去 12 年間の人口の推移についてま

とめたものでございます。 

 市内全域では 2.1％の減少を示しておりますが，旧市町村別にしますと，旧金砂郷町

だけが 6.6％の増加を示しております。 

 旧金砂郷町については 24 の大字がございますが，このうちの人口が増加している７

つの大字についてまとめたものが，中段右にある表でございます。 

 増加している地区のうち，特に多いのは大里町の 1,000 人，薬谷町，松栄町の 200 人

を超える増加でございます。これは，旧金砂郷町の区域内でも局所的な３地区と言える

ものでございます。 

 次に，旧金砂郷町の区域内における過去 15 年間の建築件数についてまとめたものが

下段の表でございます。また，スクリーンはそれを図化したものでございます。 

 24 の大字のうち，大里町では年平均約 32 件，薬谷町，松栄町では年平均約 10 件と，

やはり３地区が特に多い状況にございます。 

 ３ページをお開きください。 

 この３地区につきましてさらに調査を進めましたところ，松栄町では，民間により開

発された団地が松栄団地の１カ所しかなく，上段のグラフを見ましても，赤の折れ線で
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表されている団地内の建築件数に対し，青の折れ線で表されている団地外の建築件数は

多くても５件と安定していることから，無秩序な市街化の可能性は低い状況にあること

がわかりました。 

 また，松栄町では，道路や排水についても特に支障が生じているような状況は確認で

きませんでした。 

 ４ページをお開きください。 

 次に，薬谷町と大里町の調査結果について説明いたします。 

 まず，道路関係でございますが，面的開発により，道路幅員が不十分なまま急速に宅

地化が進んでいることから，災害時の緊急車両の通行が困難な地区が多い状況にござい

ます。 

 次に，排水関係でございますが，一部の開発地においては道路側溝等がなく，路面も

舗装がされていないため，雨天時には表土が流されたり水たまりができてしまうような

状況にございます。 

 また，側溝等は整備済みであっても，流末が未整備であったり，不適切な施工により

雨水の排水ができないところもございます。 

 これらのことから，開発による無秩序な宅地化の進行が見られる地区は，薬谷町と大

里町の２地区であると言えます。 

 次に，この２地区に対する都市計画制度の活用について説明いたします。 

 案は２案でございます。 

 まず，１つめの案は，大里町に隣接している日立都市計画区域を拡大する案でござい

ます。 

 この案は，都市計画区域とすることで，都市計画法の開発許可制度と建築基準法の集

団規定を適用させる手法でございます。この案を用いますと，市街化区域の要件である

区域人口密度が 40 人／ha 以上に対し，薬谷町と大里町地区の人口密度は 5.8 人／ha で

あることから，当地区は市街化調整区域とすることとなってしまいます。これでは人口

増加を抑制することとなってしまい，過疎化が問題となっている周辺の状況を考えます

と，適切な手法とは言えません。 

 もう一つの案は，冒頭に説明いたしました準都市計画区域に指定する案でございます。 

 ５ページの中段の表をごらんください。 

 この表は，都市計画区域と準都市計画区域の共通点，相違点をまとめたものでござい

ます。 

 共通点といたしましては，どちらも合理的な土地利用を推進する必要性が高い地域に

指定するものでございますが，表の下の記載にございますように，都市計画区域は，一

体の都市として総合的に整備，開発，保全する必要がある区域を比較的広範囲に指定す

るものに対し，準都市計画区域は，ある課題を有する地域に対してスポット的に区域を

指定するものであり，指定の対象となる区域は異なっております。 

 さらに，準都市計画区域は，そのまま放置すれば，将来における都市としての整備，

開発及び保全に支障が生じるおそれのあるエリアに指定するもので，予防的な土地利用

の整序を目的とするものでございます。 
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 以上により，過疎化が進行している常陸太田市の都市計画区域外において，大里町や

薬谷町のような課題に対しては，地域の活性化を妨げることなく，土地利用の整序が可

能となる準都市計画制度を活用することが有効な手法であると思われます。 

 ６ページ後段をごらんください。 

 なお，準都市計画区域には，用途地域をはじめ，ごらんの地域や地区を定めることが

できますが，今回は建築基準法の集団規定の活用等による土地利用の整序を行うことが

目的であること，対象となる２地区において用途の混在が見られないことから，地域地

区の指定を行わないことといたしました。 

 後に，準都市計画区域の区域界の設定について説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 区域を定める方針といたしましては，①現に問題が生じている区域であること，②大

字単位や地形地物などのわかりやすい区域であること，つまり，できるだけ道路，河川

といった現地で確認可能な境界で区切ること，③，①②の両方を勘案すること，といた

しまして，市と県で協議を行いました結果，国道 293 号の中心線，市道の中心線，日立

都市計画区域の区域界，山田川の河川境界を区域界といたしました。 

 この結果，区域の北側に久米町の一部，大平町の一部が含まれることとなりました。 

 なお，この案につきまして，住民説明会を６月下旬に市と県が合同で行い，また，市

報及びホームページの掲載により，７月１日から１カ月間，案に対する意見を募集しま

したところ，住民からは，規制の内容に関する確認がほとんどで，反対意見はございま

せんでした。 

 また，本計画案について常陸太田市に意見を求めましたところ，異存ないとの回答を

いただいております。 

 今回の都市計画審議会においてご了解をいただければ，平成 21 年の年明けにも準都

市計画区域の決定を行う予定でございます。 

 以上で都計諮問第 22 号 常陸太田準都市計画区域の指定についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 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。 

準都市計画区域の新たな指定について，今，都計諮問第 22 号の説明をいただきまし

た。これについて，皆様からのご意見，ご発言をいただきたいと思います。 

○Ｄ委員 極めて良い内容で，いいと思います。 

○議長 ありがとうございます。 

 Ｅ委員，いかがですか。 

○Ｅ委員 後の地図を見ますと，住宅系の小規模開発というか，規制面積以下の宅地

開発が相当進んでいる区域であることから，この区域の中で， 小限の条件，例えば，

接道条件であるとか下水道の条件をきちっとしておかないことには非常に大きな後年

度負担が出てくるのではないかと思います。そういう意味で，むしろぜひ必要なところ
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かなと考えております。 

○議長 そのほか，ご意見いかがでしょうか。 

Ｆ委員さん，いかがでしょうか。どうぞご発言をお願いします。 

○Ｆ委員 急にご指名をいただいたのですが，先ほどの説明で，こういう新しい考え方

が入ってきた。今回，具体的に適用という方向で検討されているわけですが，全体的に

見て，準都市計画区域という形で指定される可能性があるところというのはかなり一般

的にあるということですか。その辺の全体状況というのを教えていただけるとありがた

いと思います。 

○議長 それでは，事務局から説明をお願いします。 

○事務局 準都市計画区域の指定の対象は都市計画区域外ということですので，現在，

都市計画区域外が存する市町村は県内で８市町でございます。今回の常陸太田市のよう

な，急速にというか，一部開発動向が活発に行われているような地域として，都市計画

区域外の区域である他の市町村等があるかどうかということを調べたのですが，ほかに

は同じような事例は今のところ見受けられないということで，この制度の適用について

は，概ね今回でもって当面は済むのかなと思っています。 

○Ｆ委員 現在，全体的に人口減少のところが多いわけで，この場合は非常に特殊な例

だという感じがするので，こういう形で準都市計画区域に指定して問題が解消されると

いうことは非常にいいことだと私は考えます。 

○議長 突然の指名ですいません。 

 それでは，Ｇ委員さん，ご発言をお願いします。 

○Ｇ委員 現場がよくわからないのでご質問しますが，松栄団地というのは一つのディ

ベロッパーさんがやったのですか。 

○事務局 そのようです。 

○Ｇ委員 だから，準都市計画区域の指定をやって，この地域の住民が誰も反対しない

というのはいいのだけれども，こういうのを指定すると，これより外のところに行って

やろうという人が出てこないか。逆に言うと，我々も初めてのケースですが，準都市計

画区域をかけてしまうと，この地域の地価は下がるのですか上がるのですか。周りが上

がるのですか下がるのですか。それとも影響ないのですか。そこら辺の見通しはどんな

ふうに考えているのでしょうか。 

 要するに，それによっては，この地域の人ではなく，ディベロッパーさんは，今度は

準都市計画区域の外へ行ったらいいではないかと。ここに国道 293 号があるのだから，

もうちょっと西側へ行ったほうが開発をやれるのではないかといって，準都市計画区域

を指定すると，ディベロッパーさんが外へ外へと逃げていってしまうということは考え

ていませんか。 

○事務局 県内で初めての指定ということで，過去の事例等で確認できるものがござい

ませんのではっきりしたことは申せませんが，状況として，準都市計画区域を指定した

からといって，多少規制はかかりますが，開発ができないというわけではございません

ので。 

○Ｇ委員 ディベロッパーさんから見たら余計なコストがかかるわけだ。格好だけつけ



 - 17 -

ておけばよかったところに，ちゃんとしなければいけなくなるということで。 

○事務局 それをやっていただくということで，指定をするというものでございます。 

○議長 3,000 平方メートル以上については，今度は開発許可申請を出さなくてはなら

ないのでしょうか。 

○事務局 そうです。 

○議長 公園も何もそういうものも必要になりますし，今のＧ委員さんのご発言はその

辺を考慮してのことかなと思うのです。 

○Ｇ委員 要するに，私がディベロッパーなら逃げます。 

○事務局 その場合は，状況を見て，区域の拡大を図っていくということも検討しない

とならないかと思います。 

○議長 本県では，準都市計画区域は初めて適用なものですから，今，Ｇ委員さんから

あったようなことも，事務当局としてはよく考慮に入れながら施行をしていただきたい

と思います。 

 そのほか，委員の皆さん，いかがでしょうか。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 22 号については，原案どおり異議なしということで答

申をいたします。 

 

 

【都計諮問第23号 「常陸太田準都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の

建築物に係る数値の指定について」】 

 

○議長 続いて，都計諮問第 23 号を上程します。 

 都計諮問第 23 号に関して，まず事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 建築指導課です。よろしくお願いいたします。 

 それでは，都計諮問第 23 号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案の６ページ，及び，図面の６の１ページをごらんいただきたいと存じ

ます。 

 本案件は，ただいま都計諮問第 22 号でご審議いただきました常陸太田市の準都市計

画区域の指定に伴いまして，建築物の適正な規制，誘導を図るため，同区域内における

建築物の形態規制として，容積率・建ぺい率・高さ制限について定めるため，建築基準

法の規定に基づき，本都市計画審議会にお諮りするものでございます。 

 都市計画区域及び準都市計画区域における用途地域の指定のない区域，いわゆる白地

地域におきましては，平成 12 年５月に公布され，平成 13 年に施行されました都市計画

法及び建築基準法の一部を改正する法律によりまして，特定行政庁が土地利用等の状況
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に応じて建築物の形態規制を定めることとなり，本県では，当時の白地地域におきまし

て本審議会にご審議いただき，平成 16 年４月に指定告示を行っているところでござい

ます。 

 当時の指定内容といたしましては，白地地域の一般的地域を対象とする一般基準，ま

た，一般基準をベースとしつつ，地域の実情を踏まえて基準を定めた特殊基準，この二

段階の基準をもって県が管轄する 35 市町村の白地地域について指定を行っております。 

 その内容につきましては，ただいまスクリーンでお示ししているとおりでございます。 

 本案の常陸太田市における準都市計画区域においては，市の意向を踏まえまして，既

に指定されております常陸太田市内の都市計画区域の白地地域と同じ一般基準を適用

したいと考えており，お手元の付議案６ページの表がその数値となっております。 

 具体的には，敷地面積に対する延べ面積の割合である容積率制限が 200％，敷地面積

に対する建築面積の割合である建ぺい率が 60％，前面道路の幅員に対する建築物の高

さの規制である道路斜線制限が前面道路の反対側の境界から 1.5 の勾配，また，隣地の

離隔距離に対する建築物の高さの規制である隣地斜線制限が高さの 20 メートルの位置

から 1.25 の勾配となっております。 

 付議案図面６の１ページと前のスクリーンをあわせてごらんください。 

 緑色の部分が常陸太田市内の都市計画区域となっておりまして，こちらの白地地域に

ついても今回と同じ規制値となっております。 

 なお，適用区域は赤色の部分，先ほどご審議いただきました都計諮問 22 号と同じエ

リアでございますが，準都市計画区域すべてが本案の対象となります。 

 都計諮問第 23 号についての説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

○議長 ありがとうございました。 

 ただいま，都計諮問第 23 号について説明をいただきました。これについて，委員の

皆様からのご意見，ご発言をちょうだいしたいと思います。本案件は，建ぺい率，容積

率等の数値の指定についてのものでございます。 

 Ｇ委員さん，お願いします。 

○Ｇ委員 都計諮問第２２号の内容を見ると，大体戸建て住宅の開発が進むのかなとい

う感じがするのです。常陸太田市の都市計画区域の白地のところと規制が同じになって

いたら，準都市計画はもう少し規制を強くしてもいいのではないかということは検討さ

れなかったのでしょうか。 

○議長 規制についての質問でございます。事務局から回答をお願いします。 

○事務局 今ごらんいただいている緑色のエリアが常陸太田市の都市計画区域になっ

てございますが，真ん中に用途地域の指定のある市街化区域がございます。その周辺は

市街化調整区域になっておりまして，ここが今申し上げたように容積率 200％，建ぺい

率 60％となってございます。 

 それと，土地利用の状況が，今回の準都市計画区域におきましてもほぼ同程度の土地



 - 19 -

利用になっているということを踏まえまして，同じ数字を採用したという経緯がござい

ます。 

○Ｇ委員 準都市計画区域内の規制の強化は考えなかったのですか。 

○議長 続いて，質問を先に認めますので，Ａ委員さんどうぞ。 

○Ａ委員 また確認事項で申し訳ないのですが，先ほどの案件に戻ってしまって申し訳

ないですが，これらの準都市計画区域をかけることと，今回のいろいろな規制がかかっ

て，一番住宅が主ですと，容積や建ぺい率については，あの辺は田舎ですから，そんな

に厳しくはないとは思うのです。これまでと違うのは，接道義務が一番大きい問題のよ

うな気がするのです。そうすると，今，既存不適格という扱いを受けてしまう住宅がど

の程度の割合あるのかというのを参考までに教えていただきたいのです。接道義務プラ

スセットバックされていないような場合，そういったことがどの程度の件数確認されて

いるのかを教えていただきたいと思います。 

○事務局 先ほどのＧ委員のご質問にまずお答えしたいのですが，準都市計画区域に当

たって特別な数値を検討しなかったのかというご質問ですが，検討しなかったというよ

りは，現況の状況が，容績率 200％，建ぺい率 60％という現状だったものですから，あ

まり厳しい数値を決めますと不適格建築物を多く作ってしまうということもございま

すので，現状を認識しながら，現状の市街化調整区域の値が適切ではないかという経緯

がありまして，その措置を決めたということでございます。 

 それから，Ａ委員のご質問ですが，接道義務の不適格の把握なのですが，そこまで件

数をすべて把握していなかったものですから，正確な数字が申し上げられないのですが，

ただ，不適格の件数といたしましては，建ぺい率の不適格については３件，率にして

0.3％，それから，斜線制限については不適格が２件ございまして，率にして 0.2％と

いう状況でございます。 

○Ａ委員 道路が狭隘なので，道路斜線は当然厳しくなるのは目に見えてわかっていた

のですが，ただ，こういったものの建て替えのときに，その辺の対応をきちんと行政サ

イドでも対応していただけるように，建築側サイドというのは変ですが，そういった規

制もきちっと指導していっていただけるように，よろしくお願いしたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長 ありがとうございます。 

 それでは，都計諮問第 23 号について，原案どおり可決ということでよろしゅうござ

いますか。 

 

〔「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，都計諮問第 23 号につい

ては，原案どおり可決とさせていただきます。 
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 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の審議を終了します。 

 都計諮問第 18 号から第 21 号及び第 23 号については原案どおり可決とし，都計諮問

第 22 号については原案どおり異議なしと答申するということで，本日付けをもって知

事に答申をしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

 

 

－  閉 会  － 
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