
 

 

 

 

平成２０年度第１回 

 

茨城県都市計画審議会議事録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  平成２０年５月２９日（木）午後１時３０分から 
 
場 所  水戸市千波町１９１８番地 

 
茨城県総合福祉会館 ４階 大研修室
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Ⅰ 会議の日時及び場所 
１ 日時 平成２０年５月２９日（木）午後１時３０分から午後３時まで 

２ 場所 水戸市千波町１９１８番地 茨城県総合福祉会館 ４階 大研修室 

 

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 

   別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

   関係行政機関の職員について，稲葉節生委員に代わり鈴木欣一委員を委嘱したこと，

及び，小林宏委員が退職したことが報告された。 

 

Ⅴ 議事 

１ 議事の公開 

都計諮問第１号から第１７号までの公開が決定された。 

 

２ 議事録署名人の氏名 

議長から議事録署名人として山形委員と須田委員が指名された。 

 

３ 議案審議 

 

 

【都計諮問第１号 「水海道都市計画区域及び伊奈都市計画区域の変更について」】 

【都計諮問第２号 「つくばみらい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３号 「つくばみらい都市計画区域区分の変更について」】 

【都計諮問第４号 「つくばみらい都市計画用途地域の変更について」】 

【都計諮問第５号 「つくばみらい都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第６号 「つくばみらい都市計画都市高速鉄道の変更について」】 

【都計諮問第７号 「取手都市計画及びつくばみらい都市計画下水道の変更につい

て」】 

【都計諮問第８号 「つくばみらい都市計画下水道の変更について」】 

【都計諮問第９号 「つくばみらい都市計画土地区画整理事業の変更について」】 

【都計諮問第10号 「つくばみらい都市計画土地区画整理事業の変更について」】 
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【都計諮問第11号 「水海道都市計画区域の変更について」】 

【都計諮問第12号 「水海道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13号 「水海道都市計画区域区分の変更について」】 

【都計諮問第14号 「水海道都市計画用途地域の変更について」】 

【都計諮問第15号 「水海道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１号から15号までに関する案件ですので，これは案

件が全部同じもので関連がありますので，一括で審議していきたいと思います。一括審議

とすることについて，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。よろしくお願いします。 

 まず，一括審議とした理由につきまして説明させていただきます。 

 お手元の黄色の表紙の１ページをお開きください。 

 今回の付議案件の一覧となっておりますが，一括審議していただく付議案件は，全部で

15件でございます。そのうち，つくばみらい都市計画に関する案件が10件，水海道都市計

画に関する案件が５件でございます。 

 都計諮問第１号及び11号は，都市計画区域の変更でございます。 

 ２号及び12号以下は都市計画区域の変更に伴うものでございまして，２号，12号が都市

計画区域マスタープランの変更でございます。 

 ３号及び13号は，区域区分の変更でございます。 

 ４号及び14号は，用途地域の変更でございます。 

 ５号及び15号，さらに６号から10号につきましては，道路，鉄道，下水道，土地区画整

理事業等の名称等の変更でございます。 

 それでは次に，これらの変更の原因となりました，今回の都市計画区域の変更について

説明いたします。 

 中段以降の模式図とともにスクリーンをご覧ください。 

 今回の付議案件でございますが，旧伊奈町と旧谷和原村の合併によるつくばみらい市と

旧水海道市と旧石下町の合併による常総市に関する都市計画区域の再編に関するものでご

ざいます。 

 現在，つくばみらい市には，旧伊奈町の伊奈都市計画区域と旧水海道市と旧谷和原村か

らなる水海道都市計画区域の２つの都市計画区域がございます。 

 つくばみらい市におきましては，今後，一体的なまちづくりを進める必要がありますの

で，これら２つの都市計画区域を１つの都市計画区域，いわゆるつくばみらい都市計画区

域として再編するものでございます。 
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 一方，常総市につきましても，水海道都市計画区域と石下都市計画区域の２つの都市計

画区域がございますが，石下都市計画区域につきましては，そのままの都市計画区域とし

て残しますことから，今回は，元の水海道都市計画区域から旧谷和原村を除いた水海道都

市計画区域に変更するというものでございます。 

 なお，今回のつくばみらい市と常総市に関する都市計画区域の再編につきましては，

下段にございますように，昨年10月の第７回都市計画見直し検討委員会において決定され

ました方針に基づいて行うものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 参考といたしまして，都市計画見直し検討委員会で決定された都市計画区域の再編と線

引きの有無に関する方針及び審議会の経緯について掲載してございます。 

 都市計画見直し検討委員会では，10市に係る都市計画の変更を行うことと決定し，平成

18年度から順次，これらにつきまして都市計画の変更を行ってまいりました。 

 今回の常総市，つくばみらい市に係る都市計画の変更で一連の変更は完了することとな

ります。 

 ３ページをお開きください。 

 ここには，今回の都市計画の変更に係る市町村に関しまして判断指標等を参考として掲

載してございます。これらの指標は，平成17年度に策定されました「茨城県都市計画の見

直しガイドライン」からの抜粋でございますが，数値的なものにつきましては，できるだ

け新しいものに置き換えてございます。 

 また，旧市町村で比較できますように，その内訳とさらに参考といたしまして，前回の

都市計画審議会にお諮りいただきました鹿嶋市の旧大野村に関するものにつきましても掲

載してございます。 

 数値の傾向といたしましては，ガイドライン策定時と同様の傾向を示しております。 

 判断指標の一例でございますが，一番上の「市街地拡散の可能性」の欄をご覧ください。 

全県の平均4.7に対しまして，旧石下町は6.4とやや高く，旧大野村は18.3と著しく高い傾

向を示しております。 

 これらの指標と，下から２段目の欄にございます市の意向等を総合的に判断いたしまし

て， 下段の欄に記載してございます区域区分の見直し結果となったものでございます。 

 １ページにお戻りいただきまして，以上のことから，旧伊奈町，旧谷和原村，旧水海道

市に係る２つの都市計画区域の再編につきましては，伊奈都市計画区域と旧谷和原村を合

わせてつくばみらい都市計画区域にすることと，水海道都市計画区域から旧谷和原村を除

くことが一連の都市計画の変更でありますことから，今回，一括審議としていただくもの

でございます。 

 以上です。 
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○議長 はい，ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが，諮問

第１号から第15号につきましては，一括審議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 それでは，異議なしという発言もありましたので，諮問第１号から第15号につき

ましては，一括審議することといたしますので，事務局から説明をいたします。よろしく

お願いします。 

 

 

○事務局 ありがとうございます。それでは，つくばみらい都市計画区域及び水海道都市

計画区域の再編に関する付議案件につきまして，概要を説明させていただきます。 

 付議案件が都計諮問第１号から第15号まででございます。そのほか，別冊として意見書

の要旨でございます。 

 参考資料につきましては，先ほどの説明でご覧いただきました黄色の表紙の参考１の他

に，水色の表紙の参考２，ピンクの表紙の参考３，緑の表紙の参考４でございます。 

 それでは，参考１の４ページからと諮問案件を併せてご覧ください。 

 まず，諮問第１号でございますが，伊奈都市計画区域と旧谷和原村を合わせて，つくば

みらい都市計画区域に再編する，都市計画区域の変更に関する案件でございます。 

 案件の次のページに図を示しております。黄色の区域を赤の区域に変更するものでござ

います。 

 参考１につきましては，都計諮問第11号に関することにつきましても，同じ箇所に記載

してございますが，11号につきましては，後ほど別途に説明いたします。 

 以後の案件につきましても，同様にご理解いただきたいと思います。 

 次に，諮問第２号でございます。「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するものでございます。 

 この都市計画マスタープランにつきましては，参考１の中段※印にございますように，

一般的には，都市計画法第６条第１項の規定に基づき，おおむね５年ごとに都市計画に関

する基礎調査を行い，変更の検討を行っておりますが，今回の都市計画マスタープランの

変更につきましては，合併に伴って２つの都市計画区域を再編することとなりましたこと

から，都市計画を変更する必要が生じたものでございまして，都市計画法第21条第１項の

規定に基づいて行うものでございます。 

 このようなことから，今回は，人口規模，市街地の面積，交通量等につきましては，伊

奈町，谷和原村，水海道市の各々の数値を２つの都市計画区域の組み合わせに応じて加減

変更するのみとしております。 

 参考１の後段には，関連する条文，指針等の抜粋を参考として掲載してございます。 
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 この都市計画マスタープランの変更点につきましては，後ほど別途説明させていただき

ます。 

 参考１の５ページをお開きください。 

 次に，諮問第３号でございます。区域区分の変更でございますが，旧町村各々の区域区

分は元のままでございます。人口フレームにつきましても，単純に合計したものでござい

ます。 

 次に，諮問第４号でございます。用途地域の変更でございますが，地域地区ごとに合計

したものでございます。旧町村各々の地域地区は元のままでございます。 

 次に，諮問第５号でございます。各都市計画道路の名称の変更となってございますが，

谷和原・三坂線と細代停車場・美妻橋線の２路線につきましては，起点，終点が変更とな

りますことから，名称の変更とともに延長の変更もしており，それぞれ筒度・細代線が延

長約3,800メートル，細代線が延長約730メートルとなってございます。 

 次に，諮問第６号でございます。都市高速鉄道常磐新線，いわゆるつくばエクスプレス

に関するものでございまして，各起点，終点の地名に「谷和原村」とあったものを「つく

ばみらい市」に変更するものでございます。 

 参考１の６ページをお開きください。 

 次に，諮問第７号及び第８号でございます。ともに下水道名称の変更でございます。 

 諮問第７号では，現在，「伊奈都市計画」と表記されているところを「つくばみらい都市

計画」に，諮問第８号では，現在，「水海道都市計画及び伊奈都市計画谷和原・伊奈」と表

記されているところを「つくばみらい都市計画つくばみらい市」に，名称を変更するもの

でございます。 

 次に，諮問第９号及び第10号でございます。土地区画整理事業の統合，及び，名称の変

更でございます。 

 諮問第９号では，「水海道都市計画」と「伊奈都市計画」と表記されている２つの土地区

画整理事業を１つに統合いたしまして，「つくばみらい都市計画」に，諮問第10号では，「水

海道都市計画」と表記されている事業を「つくばみらい都市計画」に変更するものでござ

います。 

 参考１は４ページにお戻りください。 

 諮問第11号でございます。既存の水海道都市計画区域から旧谷和原村を除いて，旧水海

道市のみとする，都市計画区域の変更でございます。 

 案件の次のページに図を示しております。黄色の区域を赤の区域に変更するものでござ

います。 

 次に，諮問第12号でございます。都市計画区域マスタープランの変更に関するものでご

ざいます。 

 主な変更点につきましては，後に別途説明いたします。 

 参考１は，５ページをお開きください。 
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 次に，諮問第13号でございます。区域区分の変更でございますが，旧市の区域区分は，

元のままでございます。人口フレームにつきましても，差引をしたものでございます。 

 次に，諮問第14号でございます。用途地域の変更でございますが，地域地区ごとに面積

を差引したものでございます。 

 諮問第15号でございます。各都市計画道路の名称の変更となってございますが，谷和原・

三坂線と細代停車場・美妻橋線の２路線につきましては，先ほどと同様に起点，終点が変

更となりますので，それぞれ川又・三坂線，延長約10,780メートルと，高野・美妻橋線，

延長約7,800メートルに変更いたします。 

 以上が各案件の主な変更点でございます。 

 次に，都市計画マスタープランの変更について説明いたします。 

 まず，つくばみらい都市計画区域の変更案から説明いたします。 

 諮問第２号と水色の表紙の参考２をご覧いただきたいと思います。 

 諮問２号の３枚目をお開きください。 

 参考２は，２枚めくっていただきますと，２枚目の裏側に３列に分かれた表が載ってご

ざいます。一番左側の欄が諮問２号の本文と同じものになっております。諮問２号の 後

のページに図面がありますが，この図面以外は，この表の中にすべて記載してございます

ので，説明は，この参考２で説明させていただきたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，参考２の２枚目の裏側をご覧ください。 

 先ほど概要説明させていただきました参考１の６ページ以降には，主だった変更点を記

載してございます。後ほど参考としてご覧いただきたいと思います。 

 参考２でございますが，新旧対照表となってございます。表は３つの欄に分かれており

まして，一番右が現在の伊奈都市計画区域の記載，中央が現在の水海道都市計画区域の記

載，一番左の欄が今回変更するつくばみらい都市計画区域の方針案でございます。 

 説明に関しましては，この左側の欄をご覧いただきたいと思います。 

 表示については，一重下線と二重下線が文章のところどころに記載してあると思います

が，一重下線につきましては，言葉の修正箇所でございます。二重下線につきましては，

追加箇所となっております。 

 今回の変更は，合併やつくばエクスプレスの開通など，社会情勢の変化によるものと，

改正都市計画法に対応するようにしたものが主なものでございます。 

 人口フレーム等につきましては，前に説明いたしましたように，加算したものでござい

ます。 

 まず，１の都市計画の目標でございますが， 下段の２つの丸印のところでございます。

「つくばエクスプレスと一体的に沿線開発を行い，職・住・学・遊などの複合機能を有す

るとともに，自然環境と調和した活力に満ちたうるおいとやすらぎのある都市を目指す」

という理念のほか，「市街地を連絡する都市幹線道路等の整備を進めることなどにより，各
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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。」としております。 

 ２ページの各地域でございますが，右の欄の伊奈都市計画の①谷井田市街地地域が，左

の欄のつくばみらい都市計画の①谷井田市街地地域に記載されております。同様に，②勘

兵衛新田市街地地域が②伊奈東市街地地域に，真ん中の水海道都市計画の③伊奈・谷和原

丘陵部市街地地域と伊奈都市計画の③が一体となって，つくばみらい都市計画の③みらい

平駅周辺市街地地域に，水海道都市計画の④，⑤がそれぞれつくばみらい都市計画の④，

⑤に記載してございます。 

 次に，３ページをお開きください。 

 ２の区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針でございます。「本都市計画区

域は，首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていることから，都市計画法第７条

第１項第１号イに基づき，本都市計画に区域区分を定めるものとする。」というふうに，根

拠法令を明確に記述いたしました。 

 次に，４ページをご覧ください。 

 この表でございますが，もとの伊奈都市計画の数値に，水海道都市計画のうちの谷和原

村に関する数値を合計した数値を，つくばみらい都市計画の変更案としたものでございま

す。 

 わかりやすくまとめたものを，参考１の７ページ上段に表として記載しております。 

 例えば，この表の１番目にあります「都市計画区域内人口」平成22年の欄でございます

が，つくばみらい都市計画区域では「おおむね48,000人」としております。その内訳は，

右の括弧に示しますとおり，旧伊奈都市計画の人口と谷和原区域の人口を足し合わせたも

のであります。逆に，再編後の水海道都市計画区域では，旧水海道都市計画から谷和原区

域の人口を除いた44,000人としております。 

 このような形で参考２の①から③の表につきましては，すべて変更してございます。 

次に，参考２の５ページをご覧ください。 

 ３の主要な都市計画の決定の方針でございます。５及び６ページを飛ばしていただきま

して，７ページの中段でございますが，二重下線のところをご覧いただきたいと思います。 

 改正都市計画法への対応といたしまして，「商業・業務地などに土地利用の転換を図る場

合は，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行うこととす

る。」と記載してございます。 

 また，８ページ 下段の二重下線のところでございますが，やはり改正都市計画法への

対応といたしまして，「大規模な未利用地については，都市活力の向上を図るため，利用促

進方策について検討を行う。」のほか，「一定規模の計画的な都市的土地利用を図る必要が

ある地域については，農林漁業との健全な調和を図りつつ，都市構造に与える影響を広域

的な範囲において十分検討した上で，地区計画制度等の活用を検討する。」と記載してござ

います。 

 以上がつくばみらい都市計画区域のマスタープランの主な変更点でございます。 
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 次に，水海道都市計画区域の変更案をご説明いたします。 

 水海道都市計画区域の都市計画マスタープランにつきましては，先ほどと同じように新

旧対照表にまとめたものをピンクの表紙の参考３としてご用意しております。 

 参考３と諮問第12号をあわせてご覧ください。 

 参考３の２枚目裏をめくっていただきますと，２つの欄に記載されている表がございま

す。左側の欄に新と書いてございまして，右側の欄が旧でございます。左側の欄の新のと

ころが諮問第12号の本文と同じものになっております。先ほどのつくばみらい都市計画と

同じように， 後の図面以外は，本文はすべてここに記載してございます。 

 説明は参考３でさせていただきます。 

 それでは，参考３のただいま開いていただいているページをご覧いただきたいと思いま

す。１ページとなっておりますが，それのまず１の都市計画の目標でございます。ここに

つきましては，水海道都市計画区域においては，現在の水海道地区の基本理念をそのまま

継続してございますので，大きな変更点はございません。 

 ２ページの各地域は，旧水海道市に係る地域のみとしたものでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 ２の区域区分の決定の有無及び区域区分を定める方針でございますが，つくばみらい都

市計画区域の変更案と同じく，根拠法令を明確にしております。 

 ４ページの表につきましても，先ほど，つくばみらい都市計画の説明の際にお話しした

ような内容になっております。現在の水海道都市計画の各数値から，旧谷和原村地区の分

を減じたものでございます。 

 わかりやすくしたものは，先ほどの参考１の８ページに掲載してございますので，後で

ご覧いただきたいと思います。 

 次に，参考３の５ページでございます。 

 ３の主要な都市計画の決定の方針でございます。これも，改正都市計画法への対応など，

つくばみらい都市計画と同じ箇所にそれぞれ追加変更したものでございます。一重下線と

二重下線は，先ほどと同様でございます。 

 主なものといたしましては，７ページの中段の二重下線のところと８ページの 下段の

二重下線のところでございます。 

 続きまして，諮問２号及び12号，さらに諮問３号及び13号につきまして，法第17条に基

づき，３月４日から18日にかけまして都市計画案を縦覧に付しましたところ，水海道都市

計画において，１人の方から意見書が提出されましたので，説明いたします。 

 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は，緑色の表紙の参考４

にまとめております。お手数ですが，参考４をお開きください。 

 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。 

 都計諮問第12号に関する意見書でございます。 

 意見書の要旨，まず，生産緑地に関するものでございます。私の住んでいる所は生産緑
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地になっており，自分は身体的に農業が出来ない状態にあるため農地は農協に貸している

が，現在の農政では小規模な農家は生活が成り立たないため，生産緑地見直しを５年位ご

とにして欲しい。 

 意見書に対する考え方ですが，意見者の所有地に生産緑地の指定はしておらず，常総市

から意見者に説明を行い，本人の勘違いであることを確認しております。 

 次に，土地区画整理事業に関する意見でございます。 

 森下土地区画整理事業（森下都市区画）の拡大をぜひ検討してほしい。 

 意見書に対する考え方でございますが，森下土地区画整理事業につきましては，旧水海

道市により，昭和41年に都市計画決定，昭和43年に事業着手がなされ，昭和48年に約19.2

ヘクタールの整備が完了しており，現在，常総市において，当該土地区画整理事業の拡大

はもちろん，周辺での土地区画整理事業の実施予定はありません。 

 以上で，意見書の要旨と意見書に対する考え方の説明を終了させていただきます。 

 後に，都計諮問第１号から10号についてつくばみらい市に，諮問第11号から15号につ

いて常総市に，また，７号及び８号について，それぞれ下水道事業で関係があります取手

市と守谷市にそれぞれ意見を聴きましたところ，関係市から異存がないとの回答をいただ

いておりますので，報告いたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

○議長 はい，ありがとうございました。一括で１号から15号についてということでござ

いますが，今の都計諮問第１号から15号についてのご質問，ご意見をちょうだいしたいと

思います。かなり事務的なところもあります。名称変更，あるいは道路の延長とか，そう

いうところも入っているようでございますが，一括で説明をいただきましたが，それにつ

いてどうぞご発言をいただきたいと思います。 

○Ａ委員 参考１の黄色の３ページで，常総市の旧石下町に関しては，今回は直接対象外

なのですが，私は石下町にちょっと関わったこともあって，開発圧力が結構あるなという

ように見ております。そういう中で，当面はともかくとして，長期的には区域区分の検討

をやらなければならないところだと思っております。特に市内に二つの制度があるという

のが長期的にいいかどうか，あるいは圏央道も通ってくる，先ほど，都市局長のあいさつ

にあったコンパクト化などという点があると思っております。ただ，これを単純に，例え

ば世帯数の増加率を見ると，この前やった旧大野村に比べて随分率としては少ないけれど

も，ただ，都市規模といったことを考えたときに，絶対数的には結構世帯数の増加という

のが起こっているのではないかと。率だけで見てしまうとこんなふうになるのかなとちょ

っと思ったのですが，かける対象になる世帯数の母数がわからないので，それを教えてい

ただいて，増加世帯数自体からいったらどんな関係になるのか，ちょっとだけ教えていた

だけませんでしょうか。 
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○事務局 この数値そのものの裏の世帯数というわけではないのですが，石下そのものに

特化はしていないのですが，ちょっとお待ちください。旧石下の地区で，ここ３年なので

すが，平成17年から20年の間に，人口と世帯数ともにやや減少傾向が見られております。

人口につきましては749人ほど，世帯数については176世帯ほど，ここ３年の数値で，とり

あえず調べられる範囲で調べた数値なので，精度的に一桁まで正しいかどうかということ

はちょっと申し上げられませんが，おおむね確認をしたところ，平成17年から20年の比較

では，旧石下地区については，人口が749人の減少，世帯数が176世帯の減少という結果が

今のところ見られております。 

○Ａ委員 ５年間には増加率が6.4％あって，ここ３年間では減少しているというのはちょ

っと納得いかないところなので，後ほど詳しく調べて何らかの形でお知らせいただければ

と思いますが，直接この件に関わらないのですが，広い意味で常総市の今後ということで

関連があると思いましたので，ご質問させていただきました。 

○事務局 はい。 

○議長 そのほかいかがでしょうか。今，私の手元に，３月１日現在の常総市の世帯数は

20,465世帯，人口が69人減って65,803という数字になっています。そのうちの石下につい

ては，合併した後の一覧表なものですから，新聞に発表したものをいただいております。 

 今，Ａ委員さんからそういうご発言がありましたので，旧石下について，もう一度検討

ということもあり得るのではないかということです。 

○事務局 つくばエクスプレスの関係とか，圏央道の開通の関係等で，今後市街化が続く

というのは十分想定されますので，今後の推移の状況等を見ながら適切に検討していきた

いと考えております。 

○議長 そのほか，委員さんからご発言，ご意見をちょうだいしたいと思います。 

 それでは，ご発言もないようですので，都計諮問第１号及び第11号については，原案ど

おり異議なしと答申し，都計諮問第２号から第10号及び第12号から第15号については，原

案どおり可決して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１号及び11号については，原案どおり異議なしと答申し，

都計諮問第２号から第10号及び第12号から第15号については，原案どおり可決ということ

で決させていただきます。ありがとうございました。 

 それでは，原案どおりという形をとらさせていただきます。 

 

 

【都計諮問第16号 「結城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」】 
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○議長 続いて，都計諮問第16号を上程します。 

 都計諮問第16号につきまして，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16号についてご説明いたします。お手元の付議案の16ページ及び

付議案図面16－１及び16－２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，有限会社岩田商事 代表取締役 岩田英明でございます。同企業は，平成17

年に設立され，現在，廃タイヤの収集・運搬及び中古タイヤの売買，輸出業を営んでおり，

今回新たに申請地において，廃プラスチック類である廃タイヤの破砕業を営む計画でござ

います。 

 今般の許可申請に係る事業計画でございますが，タイヤ販売店等から排出される使用済

みタイヤを受け入れ，破砕処理を行いチップ化するものでございます。設置する施設とい

たしましては，破砕に係る処理能力が１日当たり22.4トンであり，許可を要する施設であ

る処理能力が１日当たり５トン以上となることから，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16－１ページとあわせて正面スクリーンをご覧ください。 

 申請地の位置する結城市は，県の西部に位置し，東は筑西市，南は古河市，また西から

北にかけては栃木県小山市に面しております。 

 鉄道は，ＪＲ水戸線，結城駅，幹線道路といたしましては，国道50号，主要地方道結城

坂東線・結城野田線がございます。結城市役所は，こちらの位置になります。なお，お手

元の付議案図面16－１ページは，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，結城市南部，結城第一工業団地内に位置し，結城市役所からは南西へ約3.7キ

ロメートル，国道50号バイパスからは南へ約1.6キロメートルの位置にございます。なお，

申請地及びその周辺地区は，工業専用地域の指定を受けております。 

 次に，土地利用計画等についてご説明いたします。 

 付議案図面16－２ページとあわせて正面のスクリーンをご覧ください。 

 図面の上方向が北の方角となります。 

 敷地面積は1,702.91平方メートル，敷地は３方向が道路に囲まれ，東側のみが隣地と接

しております。敷地へは，南側の市道から出入りいたします。また，敷地の外周部には，

緑地帯が配置されております。 
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 建築物といたしましては，工場：鉄骨造：１階：延べ面積約170平方メートル，事務所：

鉄骨造：１階：延べ面積約40平方メートルの計２棟でございます。工場は既存で建築され

ているものを利用し，事務所は今回新築いたします。廃タイヤの破砕施設は工場内に配置

されます。 

 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，北側市道から計画地に向け

て撮影したものでございます。ご覧いただいておりますように，以前に建築された他社の

工場が存在しており，この建築物の一部を本計画の工場とするものでございます。 

 次に，廃棄物処理のフローについてご説明いたします。 

 申請地南側の出入口より敷地内に搬入された廃棄物は，所定の保管場所にストックいた

します。その後，ビート除去機でタイヤ内部のワイヤーを取り除いた後，タイヤを切断し，

その後50ミリから100ミリの大きさのチップに切断いたします。タイヤチップは，代替燃料，

あるいは再生ゴムの原料として販売いたします。 

 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，破砕機は建築物内に設置し，さらに緑地帯の内側に沿って高さ３メートルの

塀を設置し，防音措置を講ずることとしております。 

 次に，想定される搬入，搬出ルートでございますが，主に国道50号から市道224号線（幅

員16メートル）を経由し，計画地前面の幅員9.4メートルの市道3399号線を利用いたします。 

 廃棄物の搬入量につきましては， 大で月間約600トンを見込んでおります。また， 大

処理時の搬入車両，搬出車両数は，５トン車で１日当たり10台程度を見込んでおります。

なお，搬入，搬出ルートにつきましては，工業団地内の構内道路を予定しており，周辺交

通への影響は支障が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。また，

雨水排水につきましては，敷地内の浸透施設において処理し，汚水，生活雑排水につきま

しては，公共下水道に接続いたします。 

 申請地及びその周辺地区については，結城市の都市計画マスタープランにおいて，産業

立地地区として位置づけられております。 

 また，本事業計画につきましては，許可申請にあたり，結城市長から都市計画上支障が

ない旨の意見書が提出されておりますことをご報告いたします。 

 さらに，本計画に係る廃棄物処理施設については，別途，県環境部局の審査を受けてお

り，騒音，振動，粉じんに関する生活環境影響調査を実施した結果，いずれも環境関連法

令に基づく基準の範囲内となっていることを確認しておりますので，あわせてご報告いた

します。 

 都計諮問第16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。 
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○議長 ありがとうございました。ただいま都計諮問第16号について，結城市における廃

棄物処理施設の敷地の位置に関する都市計画上の支障について，委員の皆様にお諮りいた

します。ご意見，ご発言をお願いいたします。 

○Ｂ委員 議案のほうの施設の概要については，「新設 廃プラスチック類の破砕」という

形になっていましたが，今，スライドを見せていただくと，「廃プラスチック類（廃タイヤ）」

という形であったと思うのです。利用のところに，「使用済みタイヤの破砕処理施設」と書

いてあるので，これでよろしいのかなと思うのですが，知識が浅くて申し訳ないのだけれ

ども，いわゆる廃タイヤの限定というように受け止めてよろしいのかどうか。先ほど見さ

せていただいたスライドには，括弧して廃タイヤというように書いてありましたので，今

後，タイヤ以外の廃プラスチック類の事業の場合にも，この許可条件でそのままとらえら

れるのかどうか，この部分だけちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

○事務局 今回の案件について，搬入される廃棄物につきましては，廃タイヤのみでござ

います。 

○Ｂ委員 スライドには括弧して廃タイヤと書いてありましたので，そちらが正しいので

あろうと思うのですが，知識が浅くてと申し上げたのは，議案に「新設の廃プラスチック

類の破砕」と書いてありますので，実際に理由には廃タイヤの破砕と書いてありますが，

議案には明記されていなかったものですから，スライドと議案書が違うのかなと思いまし

たので。今後，事業を展開する中で，他のプラスチック類の破砕という事業が行われる場

合にも，諮問第16号の議案の内容で進めるのかどうかということの確認だけ，させていた

だきたいと思いました。 

○事務局 産業廃棄物の分類上，廃タイヤについては「廃プラスチック類」という分類な

ものですから，そのように書かせていただきました。 

○議長 廃タイヤは廃プラスチック類なんですよね。 

○事務局 今お話がございましたように，処理するものは廃タイヤのみということで今回

は付議させていただいております。 

○議長 分類では，タイヤはプラスチックになるのだそうです。 

○Ｂ委員 スライドの中で，括弧して廃タイヤという限定がありましたので，なぜ限定を

されるのかなと。下のほうの議案書の理由を見れば，もちろん構わないのですが，スライ

ドのほうで括弧して限定された理由は他にあるのかなという確認だけです。 

○事務局 特に意図はなかったのですが，おっしゃるように議案書でも「廃タイヤ」と書

いたほうが適切だったかと思います。以後注意したいと思います。 

○議長 差し支えなければ，Ｂ委員さんのおっしゃった件で，スライドをちょっと戻して

くれませんか。一番下のところ，処理品目に括弧して廃タイヤと書いてあるところです。

事務局では丁寧に書いたつもりでした。 
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○Ｂ委員 結構です。 

○議長 よろしいですか。事務局の方，ありがとうございました。 

そのほか，Ｃ委員さん。 

○Ｃ委員 場所，都市計画上の支障の有無ということについては，この場所は工専の区域

内ということで，作業に関しては問題ないかとは思うのですが，ただ，搬入搬出の台数自

体は，それほど交通量としては多くないと思うのですが，１日10台程度の搬入搬出のため

に車で来て，トラックの経路の問題なのですが，今ご説明があったのは，50号から南下し

てきて，現在の市道のほうから入って，またそこから戻るという説明があったかと思うの

ですが，県道結城坂東線が極端に抜けているように見えますので，そちらのほうにいくと

経路的に回っていくようなことも考えられるのかなと。そのようなことがないような指導

ではあるのかなとは思うのですが。というのは，県道結城坂東線の側には養護学校や団地

等がありますので，交通の搬入，搬出経路の確認というのを一度お願いしたいと思ってお

ります。できるだけそちらには行かないほうがよろしいのではないかと思いますので。以

上です。 

○議長 はい，ありがとうございます。通過車両の道路については，今，Ｃ委員さんのご

発言のとおり，よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それでは，16号について，他にご質問，ご意見ございましたら承ります。よろしいでし

ょうか。 

それでは，都計諮問第16号をお諮りいたします。 

 

〔「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ありましたので，都計諮問第16号については，

支障なしということで決してよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 はい，ありがとうございます。それでは，支障なしということにいたします。 

 

 

【都計諮問第17号 「水戸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17号を提案します。都計諮問第17号につきましては，事務局

から説明をいたしますので，事務局でよろしくお願いをいたします。 
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○事務局 水戸市の建築指導課です。よろしくお願いいたします。 

 都計諮問第17号についてご説明いたします。 

 お手元の付議案17ページ，及び，付議案図面17－１，17－２をご覧いただきたいと思い

ます。 

 本案件につきましても，廃棄物処理施設の敷地の位置に関する許可に伴い，その敷地の

位置に係る都市計画上の支障の有無について，建築基準法第51条ただし書きの規定に基づ

き，本審議会にお諮りするものです。 

 正面スクリーンをご覧ください。 

 申請者は，根﨑解体工事株式会社 代表取締役 根﨑正行でございます。同社は，昭和

45年1月に設立され，現在，根﨑解体工事株式会社として，建築，土木，プラント等の構築

物の解体工事を主たる業務としており，廃棄物の収集，運搬もあわせて行っております。 

 次に，事業計画概要についてご説明いたします。 

 本案件は，解体工事現場から発生する建設廃棄物を分別解体し，破砕及び減量化によっ

て再資源化を図ろうとする産業廃棄物の中間処理施設と，事業所から発生するパレット，

剪定枝，草木，廃プラ等を破砕し，溶融成型により固形燃料に加工する一般廃棄物の中間

処理施設を新たに建設するものであります。 

 設置する処理施設のうち，本許可の対象となりますのは，金属くずの切断処理施設，コ

ンクリート，アスファルト，ガラス・陶磁器くずの破砕処理施設，石膏ボードの破砕処理

施設，廃プラスチック，紙くず，繊維くず，ゴムくずの破砕処理施設，木くずの破砕処理

施設，木くず，廃プラスチック，紙くず，繊維くずの溶融処理施設でございます。 

 処理能力につきましては，正面スクリーンのとおりでございます。 

 これら廃棄物の排出事業者は，すべて県内からであり，年間で５万トンを見込んでおり

ます。処理計画では，１日当たりの処理量は８時間稼働で140トンを目指しております。 

 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17－１とあわせて，正面のスクリーンをご覧ください。 

 申請地は，水戸市谷津町字高取1182－1の一部と1182－４の一部，1183－２でございます。 

 申請地は，水戸市の西部に位置し，東には常磐自動車道が通り，水戸インターチェンジ

から北西に3.5キロメートルの距離で，近くには水戸西流通センター，水戸ゴルフクラブが

あります。 

 主要な道路といたしましては，国道50号線，幹線市道30号線，県道真端水戸線がありま

す。なお，申請地の周辺地区は，市街化調整区域となっております。 

 次に，土地利用計画図について説明いたします。 

 付議案図面の17－２とあわせて正面のスクリーンをご覧ください。 

 処理施設の配置計画図です。 

 申請地は，北側及び東側が山林斜面地に囲まれており，敷地面積は約12,000平方メート
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ルで，敷地の外周部には幅５メートルの緑地帯を設けております。西側に幹線市道30号線

があり，路地状の形態で接しております。 

 建築物といたしましては，工場１号棟，工場２号棟，事務所棟，便所棟，アスファルト

製品棟ストックヤード，ガレキ棟ストックヤード，ＲＢ・ＲＣ製品棟ストックヤードの７

棟でございます。 

 構造階数，延べ面積につきましては，正面スクリーンのとおりでございます。 

 今回の許可対象となる破砕機が設置される場所は，すべて建屋内でございます。 

 現地の状況でありますが，正面スクリーンの現状写真は，申請地前の幹線市道30号線の

南方向から撮影したものであります。 

 次は，申請地の航空写真です。赤色の実線で囲まれた範囲が申請地であります。 

 次に，廃棄物処理のフローを平面図でご説明いたします。 

 計画地に搬入された廃棄物は，トラックスケールを経て，コンクリートがらは屋外のス

トックヤードを受け入れます。アスファルトがらは，屋根つきの⑥のストックヤードに受

け入れ，ガラスくず，繊維くず，陶磁器くず等とともに，工場２号棟で破砕します。 

 処理された砕石は，大きさによって分類され，アスファルト砕石は⑤のストックヤード

に集積し，コンクリート砕石は⑦のストックヤードに集積し，出荷します。ともに屋根を

設けております。 

その他の廃棄物は，工場１号棟内に搬入され，すべての工程を建屋の中で行います。製

品につきましても，同じ建屋の中からの出荷となります。 

 次に，廃棄物の処理の流れについてご説明いたします。 

 金属くずは，切断機によって切断し，金属くずとして販売いたします。がれき類は，ガ

ラスくず，陶磁器くずと同様に二度破砕を行い，振動スクリーンで粒度を分類して，再生

砕石やアスコンの骨材となります。処理の途中で磁選機によって選別された金属，ガラス

類は安定型処分場へ送ります。 

 石膏ボードは，二度分離機にかけ，回転選別機を通して石膏と紙に分け，不純物のない

石膏はセメントの原料になります。 

 紙くずは，固形燃料として燃料になります。 

 廃プラ，紙くず，繊維くず等は，破砕機を通し，成型機を使って固形燃料といたします。 

 ゴムくずは，破砕機で選別し，ゴムくずのみを安定型処分場へ送ります。 

 木くずや剪定枝，草木は，木材破壊機を通して，木材チップとして建材の材料になるも

のと成型機で固形燃料に加工するものがあります。 

 これらに関する環境保全対策としまして，粉じん，騒音，悪臭，排水に関して，次のよ

うな対策が施されております。 

 粉じん対策としては，破砕機すべてを建屋内に設置し，粉じんの発生するおそれのある

部分には水噴霧設備を設け，飛散防止を図っております。 

 また，石膏ボードの破砕に係る粉じんの発生が考えられる部分には，集じん機を設置し，
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粉じんを集め，流出防止を図っております。 

 騒音対策としては，すべての機器を建屋内に設置し，騒音の原因となる機器は，できる

限り東側の斜面地に配置するなどの配慮をし，騒音の抑止に努めています。 

 悪臭対策としては，特に発生源となるＲＰＦ製造装置に脱臭装置を設置し，臭気の拡散

の防止を図っています。 

 これらは，環境関連法令に基づき，第三者の専門業者に調査を委託し，環境アセスメン

ト調査を実施しております。 

 排水に関しては，処理の過程で汚水は発生しないことから，処理施設からの排水はあり

ません。粉じん対策上の水噴霧についても，流れ出るほどのものではありません。事務所

や便所から生活雑排水が発生しますが，合併処理浄化槽で処理を行い，土壌拡散処理装置

で場内処理いたします。したがって，排水は雨水のみとなります。 

 斜面地に降る雨と建屋の屋根からの排水については，緑地帯周辺に排水側溝等を設けて

集水し，調整池で流出量を抑制し，また，敷地内雨水についても，場内に側溝等を設け，

雨水分離槽を経由し，調整池で流出を抑制しながら申請地西側の水路に放流します。 

 その許可は，水戸市の道路河川管理課より受けております。あわせて，その下流側の管

理者からの同意を取得しております。 

 次に，想定される搬入・搬出ルート，及び，１日あたりの車両台数についてご説明いた

します。 

 搬入・搬出ルートは，国道50号線，幹線市道30号線を経るルートを主としております。 

 このルートについては，周辺住民の方々と車両運行について通行上支障が出ないよう，

話し合いの中で決めてまいりました。また，車両については， 大の想定で10トン車とし

て１日当たり平均23台，往復計46台の運行を見込んでおります。 

 これは，建屋の完成予想図であります。景観的にも，周辺環境に影響はないと考えてい

ます。 

 申請地及びその周辺地区について，水戸市第４次総合計画マスタープランにおいても，

特に土地利用構想には抵触しないとの判断がなされております。 

 なお，この施設の設置等に係る協定書の締結について，周辺住民との間で覚書の締結が

取り交わされています。また，廃棄物処理施設の設置に係る事前審査についても，終了し

ている旨が茨城県から通知されています。 

 都計諮問第17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 はい，ありがとうございました。ただいま都計諮問第17号について説明を受けま

した。委員の皆さんからのご意見，ご発言をいただきたいと思います。 

○Ａ委員 まず，図面を見ますと，ストックヤードというのは，露天なわけですね。 
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○事務局 がれきにつきましては露天ですが，その他のものについては建屋内です。 

○Ａ委員 そうなったときに，仮に露天ですから，雨が当たって，そこのがれき類から何

らかのものが溶け出す可能性というのは残ると思うのですが。その水は，調整池のほうに

行ってしまうのですか。 

○事務局 屋外ストックヤードは，一応コンクリート関係の集積場で，不純物として考え

られるのは土砂類として考えておりますので，その雨水処理につきましては，沈殿槽，汚

水分離槽を置いて撤去し，そして調整池を経由し，水路に放流という形になっております。 

○Ａ委員 そういう形で不純物がなければ一番いいわけですが，土砂類以外の不純物が混

じる可能性が残るので，不純物が雨で溶け出すことを考えたときに，調整池に対する何ら

かの検査とかモニターとかの準備というのはあるのでしょうか。 

○事務局 一応，調整池から水路に放流する手前で，雨水については定期的に環境の測定

を行うと，業者から聞いております。 

○Ａ委員 その辺をしっかりやっていただきたいというのが１点と，もう一つ，この水路

というのは，放流過程で生産用の農地に入ることはないのですね。これは確認なのですけ

れども。 

○事務局 農業用水として使用しているかというご質問でしょうか。基本的には雨水のみ

として考えているので，農業用水としても使用されると思っております。 

○議長 はい，ありがとうございます。そのほか，ご意見，ご発言を承りたいと思います。 

 今，Ａ委員さんの心配は，水路に放流された水が農業に適正な水ならいいけれども，そ

の辺のところと，年にどのくらいの検査をするのか，検査結果の報告は義務になっている

のかという質問かと思います。その辺は。Ｂ委員さんから発言を求めます。 

○Ｂ委員 今，Ａ委員からご指摘があったことについて，水路に放流した水は間違いなく

農業用水としても使うという答弁がありましたので，各委員さんに疑念の部分が出てきた

と思うのですが，この施設については，住民の方も合意をされているということと，搬入

口の方が若干，反対ではないのだけれども，まだ話し合いに応じるいとまがないというこ

とで，反対がない施設であることは間違いないのです。ただ，今，Ａ委員さんからあった

とおり，がれきの雨水について懸念される部分がありますので，逆に言えば，検査を年に

何回ということも含めて，報告義務をつけて，ちゃんとした形で用水の立入検査もできる

ようなことの協定書も必要ではないのかなと思いますけれども。 

○議長 ありがとうございます。それでは，事務局のほうからお願いします。 

○事務局 建築指導課でございます。よろしくお願いします。 

 公害防止につきましては，当市の環境課と公害防止協定を結ぶことになっておりますの

で，そちらの中で，そういう点検や防止策については明文化していくことになろうかと思

います。 

○議長 はい，ありがとうございます。では，もう一度Ａ委員さん，ご発言をお願いしま

す。 
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○Ａ委員 今後，どうしても社会的に必要な施設ですから，作らなくてはいけないし，リ

サイクルすべきところはリサイクルをきちっとしなくてはいけないので，こういう施設を

作ること自体を反対するとか，そういうことではないのですが，やはり社会的にきちっと

処理できるような形でつくっていくべきだということで意見を申し上げました。 

○議長 ありがとうございました。いかがですか。Ｂさんよろしいですか，発言を。 

○Ｂ委員 私も，Ａ先生がおっしゃった内容と同様なのですが，どうしてもこういった施

設というのは必要不可欠なものであることは間違いないことで，幸いにも地元の方達の合

意がある程度得られているということであるならば，先ほどの心配事項等を明確にし，そ

の約束事を守っていただくことを行政の方達にも努力していただきながら，協力していた

だきながらやっていただければ，差し障りないのではないかと思います。 

○議長 はい，ありがとうございます。 

 それでは，そのほか。Ｄ委員さん，どうぞ。 

○Ｄ委員 このことについて，私は反対はないのですが，従来，昨年度までのことで言え

ば，51条ただし書きの案件は建築指導課だけが来て説明するのではなくて，環境セクター

のほうからもちゃんとここで説明していただくというのが，当審議会での慣例だったと思

うのです。今日は２件とも建築指導課だけでやろうとしているので，次回からそういうこ

とをもう少し，皆さんの合意がとれるように説明の努力をしていただきたいというのが１

点。 

 もう一つは，もう少し先になる話なのですが，今，地球温暖化の問題で，河川の治水事

業が今からの雨の降り方は，治水事業ではもう対応できない。全部100％対応するというの

が今までの日本の治水事業だったのですが，そういうことはできないので，流域のほうで

少し地下に水を流してくれないかと，要するにそっち側で処理をして全部を河川に持ち出

さないでほしいということを言っているのです。この場合，この敷地全体が1.2ヘクタール

ぐらいあって，屋根の面積が約4,000平方メートルなのです。例えば，１日50ミリの雨が降

るとすると，200トンの水が屋根の上に出てくるわけです。そうすると，あの調整池がどれ

くらいの貯留能力があるかと，それで溜めて出すのもいいのだけれども，この敷地の中に

浸透ますを作って地下に入れ，その余った分を調整池に溜めて，それを河川に流すという

ことで，要するに建築指導のほうの行政指導で雨水を全部流すのではなくて，なるべくな

ら，敷地内に溜める，要するに，今までは全部が草地だったのが一気に4,000平方メートル

分草地がなくなってしまって浸透できないわけですから，そういう工夫を行政指導してい

ただけると，今後のことにとっては良いかなと思います。以上です。 

○議長 貴重なご意見ありがとうございます。 

調整池だけではというような，この案件ではございませんが。 

○Ｄ委員 できたら，この案件もそうです。 

○議長 今後，ということで，国のほうの委員もなさっておられるＤ先生のほうからのご

発言で，そういう意向を業者に伝えながら，根﨑さんには大変負担がかかる話かもしれま
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せんが，一度そういう話をしていただきたいと思います。 

○Ｄ委員 簡単に言うと，ずっと水路に穴をあけていけばいいんですよ。それだけでいい

んですよ。 

○議長 そういうご意見を。事務局から何かお話ありますか。 

○事務局 調整池につきましては，現在の計画で，調整池とは申しましても浸透できるよ

うな構造を採用するような計画はしているところでございますが，委員さんのご提言も踏

まえまして，それ以外に何かできないかというのを検討してみたいと考えております。 

○議長 ありがとうございました。 

○Ｄ委員 調整池の貯留能力としては，どれくらいありますか。 

○事務局 貯留能力としては，153立方メートルでございます。 

○議長 はい，ありがとうございました。そのほか，委員さんからご発言を求めます。 

 よろしいでしょうか。それでは，ご意見がないようですので，都計諮問第17号について

は，支障なしとしてよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

○議長 はい，ありがとうございます。それでは，支障なしといたします。 

 

 

○議長 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いたします。 

○事務局 都計諮問第１号から第15号についてご審議いただいた際に，Ａ委員さんからの

ご質問で，世帯数の数値ということで，先ほど手元に見つからなかったものですから。世

帯数で言いますと，先ほどの黄色の表紙の３ページ目，一番上の「市街地拡散の可能性」

の隣に「世帯数の増加率」ということで，旧石下のところが6.4となっております。これの

生の数字でございますが，平成12年が7,010世帯，平成17年が7,461世帯，差し引き451世帯

が平成12年から17年には増加しているということでございます。 

○Ａ委員 ありがとうございます。旧大野と比較をしたかったのです。 

○事務局 旧大野のほうが平成12年が5,464世帯，平成17年が6,466世帯，1,000ちょっとの

増加です。 

○Ａ委員 ありがとうございます。 

○議長 はい，ありがとうございました。それでは，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。都計諮問第１号及び第11号については，原案どおり異議なしと答

申をします。都計諮問第２号から第10号及び第12号から第15号については，原案どおり可

決とし，都計諮問第16号及び第17号については，支障なしということで，本日付をもって

知事に答申をいたします。 

 ご協力ありがとうございました。 
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－  閉 会  － 
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諮問
番号

決定
機関

付議案
ページ

図　面
ページ

計　画　内　容

都市計画区域の変更
（つくばみらい市）

都市計画区域マスタープランの変更
（つくばみらい市）

区域区分の変更
区域区分の変更について （つくばみらい市）

用途地域の変更
用途地域の変更について （つくばみらい市）

道路の変更について
（つくばみらい市）

都市高速鉄道（都市高速鉄道常磐
都市高速鉄道の変更について 新線）の名称変更

（つくばみらい市）

つくばみらい都市計画区域の変更
下水道の変更について に伴う下水道（取手・藤代・伊奈公共

下水道）の名称変更
（つくばみらい市）

つくばみらい都市計画区域の変更
下水道の変更について に伴う下水道（谷和原・伊奈公共下

水道）の名称変更
（つくばみらい市）

伊奈・谷和原丘陵部一体型特定
土地区画整理事業の変更について 土地区画整理事業の名称変更

（つくばみらい市）

小絹土地区画整理事業の名称変更
土地区画整理事業の変更について （つくばみらい市）

茨城県

３

８

10－１
10－２

９－１
９－２

茨城県

茨城県

３

３

３

３

つくばみらい都市計画

８

１０

９
つくばみらい都市計画

茨城県

つくばみらい都市計画

取手都市計画及びつくばみらい都市計画

つくばみらい都市計画

１

３

４－１
４－２

３

３

－

５－１
５－２

３
つくばみらい都市計画

１

２

５

つくばみらい都市計画
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

３

４

つくばみらい都市計画

つくばみらい都市計画

茨城県

茨城県

６－１
６－２

題　　　　　　　名

１茨城県

茨城県

茨城県

茨城県

水海道都市計画区域及び伊奈都市計
画区域の変更について

道路（３・２・１小張・南太田線ほか１７
路線）の変更

平成２０年度第１回茨城県都市計画審議会付議案件一覧表

２

７

６

７
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ページ

図　面
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都市計画区域の変更
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都市計画区域マスタープランの変更
（常総市）

区域区分の変更
区域区分の変更について （常総市）

水海道都市計画 用途地域の変更
用途地域の変更について （常総市）

道路の変更について
（常総市）
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（建築基準法第５１条）
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破砕（木くず） ：処理能力 36.16t/日

（建築基準法第５１条）

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

特定
行政庁
水戸市長

水戸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

結城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

特定
行政庁
知事

１６

１７

計　１７　件

水海道都市計画

16－１
16－２

17
17－１
17－２

16

茨城県
水海道都市計画

１５ 茨城県

１２

１３

１４ 茨城県

水海道都市計画
茨城県

道路（３・３・１川又・三坂線ほか４路
線）の変更15 13

14－１
14－２

13

13 13

12 －

１１ 茨城県 11 11
水海道都市計画区域の変更について


