
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度第２回 

 

茨城県都市計画審議会議事録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時  平成２１年１１月６日（金）午後１時３０分から 
場 所  水戸市笠原町９７８番２５ 

茨城県開発公社ビル ３階 大会議室 
 
 
 
 



Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２１年１１月６日（金）午後１時３０分から午後２時５０分まで 

２ 場所 水戸市笠原町９７８番２５ 茨城県開発公社ビル ３階 大会議室 
 

 

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 

   別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

   関係行政機関の職員について，多田桂委員及び黒岩理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５号から第７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中﨑委員が指名された。 

 

３ 議案審議 

 

【都計諮問第５号 「鹿島臨海都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第６号 「研究学園都市計画事業 中根・金田台特定土地区画整理

事業の施行規程及び事業計画の変更に係る意見書につい

て」】 

【都計諮問第７号 「小美玉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」】 

 

 

【都計諮問第５号 「鹿島臨海都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 それでは，早速，審議に入ります。 
 都計諮問第５号につきまして審議を始めたいと思います。 



 まず，事務局から，都計諮問第５号について説明をお願いいたします。 
 
 

 

○事務局 都市計画課と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
 都計諮問第５号 鹿島臨海都市計画道路の変更についてご説明させていただき

ます。 
 資料は，お手元の付議案の１－１，１－２ページ，図面は１ページでございます。 
 本案件は，鹿島臨海都市計画道路押揚・宮中線ほか４路線の変更を行うものでご

ざいます。また，それに伴い起終点が変わることから，３路線の名称の変更をあわ

せて行うものでございます。 
 詳細につきまして，正面スクリーンを使ってご説明させていただきます。 
 鹿島臨海都市計画区域は，本県の東南部の鹿行地域に位置しており，その区域の

範囲を，鹿嶋市，神栖市の全域としております。 
 また，主な土地利用については，昭和 30 年代の後半から鹿島港を中心とする鹿
島臨海工業地帯の整備が進められ，本県はもとより，我が国を代表する生産拠点と

しての工業都市が形成されております。 
 また，本都市計画区域を含む鹿行地域は，昨今，都市計画決定を行った東関東自

動車道水戸線や鹿島港，茨城空港など，広域交通体系の整備が進められる中で，都

市計画区域マスタープランでは，その整備効果を生かしながら，工業，商業・業務，

文化などの都市機能が充実した都市形成を図ることとしております。 
 本都市計画区域の道路網は，鹿島臨海工業地帯の整備にあわせ，昭和 42 年に，
主要幹線街路として，国道 51号である大船津・小山線や主要地方道を含め 16路線
を決定しております。 
 また，その後，主要な道路を連絡する補助幹線街路を追加し，これまでに 30 路
線の都市計画決定を行い，順次，整備を進めてきているところでございます。 
 さらに，平成 14 年に本地域でサッカーワールドカップが開催されたことから，
カシマサッカースタジアム周辺の道路整備の進捗を図ってきたところです。 
 しかしながら，近年では，市街地拡大の収束，経済の低成長，環境問題などへの

取り組みなど，社会潮流の変化に伴い都市計画道路を取り巻く環境も大きく変化し，

20年以上も長期未着手となっている路線があることなどから，その点検作業の必要
性が重要視されてきております。 
 本県においても，長期未着手の路線を主に，現在計画決定されている都市計画道

路の方向性を判断することを目的とした茨城県都市計画道路再検討指針を平成 18
年に策定し，適宜，見直し作業を行ってきているところでございます。 
 今般，再検討指針に基づき，長期未着手となっている路線及び区間の必要性の検



証を行い，本都市計画区域の既存都市計画道路網の見直しを行いました。 
 今回，変更を行う押揚・宮中線ほか４路線は，昭和 42年に当初都市計画決定し，
整備の進捗を図ってきたところですが，今回の変更箇所は，道路のネットワーク性

の変化と安全かつ円滑な交通の確保といった２つの観点から，本案のとおり都市計

画変更を行うものでございます。 
 それでは，今回変更いたします５路線の変更案についてご説明いたします。 
 まず，位置関係ですが，こちらがＪＲ鹿島線及び鹿島臨海鉄道大洗鹿島線，鹿島

神宮駅，東関東自動車道，潮来インターチェンジ，国道 51 号，サッカーワールド
カップが開催されたカシマサッカースタジアムでございます。 
 そして，今回変更いたします粟生浜・清水線は，鹿島臨海工業地帯を起点に，国

道 51号を結ぶ延長 7,880メートルの幹線街路でございます。 
 本路線は，起終点付近及び一部区間の黄色で示す区間が未整備となっている状況

でございます。 
 本路線の起点付近は，当初，この地域を複数の街区として利用することを踏まえ，

そのアクセス道路として都市計画決定しておりましたが，今般，計画ルート東側沿

道にある県有地につきまして，隣接する企業へ売り渡す運びとなったことから，都

市計画道路としてアクセスすべきポイントとしては，こちらの既存交差点までで十

分機能するために，現在，未整備区間となっている当該区間の廃止を行うものでご

ざいます。 
 また，終点部付近につきましては，サッカーワールドカップ開催に伴い，本地域

に増加する交通を円滑に処理する必要があったことから，その先線である市道の整

備とあわせ，赤で示す箇所をワールドカップ関連道路として整備を行いました。 
 当該道路は，現在においても，水戸方面から鹿島臨海工業地帯をつなぐ幹線道路

として機能していることから，黄色で示す現計画ルートを新たに整備する必要性が

低下しており，終点部の線形を整備済みルートに変更するものでございます。 
 したがいまして，まず，起点部につきましては，アクセスポイントの変化から，

一部区間の廃止を行うことといたします。また，終点部については，代替路線とし

て同等機能を有する路線に線形の変更を行うことから，延長を 7,880メートルから
5,880 メートルとし，名称を粟生・明石線に変更するとともに，車線数を４車線と
して定めることといたします。 
 次に変更いたします押揚・宮中線は，国道124号として神栖市太田地内を起点に，
国道 51号を結ぶ延長 20,700メートルの幹線街路でございます。 
 本路線は，こちらの終点付近の一部区間を除く区間が既に整備が完了しており，

本都市計画区域の骨格をなす道路として機能している路線でございます。 
 本路線の終点部付近においても，先ほどの路線同様，ワールドカップ関連の交通

対策として，赤で示すルートとその先線である県道鉾田鹿嶋線を一体的に整備し，



供用されております。 
 その整備に当たっては，昭和 61 年に文化財保護法に基づく国指定の史跡として
指定された鹿島神宮が黄色で示す現計画ルート上に存在するため，その史跡を避け

る必要がありました。よって，迂回する形で整備された現道ルートが都市計画道路

の機能を果たすことから，ルートの変更を行うものでございます。 
 したがいまして，本路線の終点部付近は，代替となる道路があることから，整備

済みルートに線形の変更を行い，延長 20,700 メートルから 20,750 メートルとし，
車線数を４車線といたします。なお，神栖市内における一部は，６車線として定め

ることといたします。 
 次に，谷原・平井線です。本路線は，国道 124号の交差部を起点に，鹿島臨海工
業地帯を経由し，鹿嶋市東部に至る幹線街路でございます。 
 本路線は，既に県道須賀北埠頭線と県道粟生木崎線として供用されておりますが，

そのうち，こちらの箇所において，車両通行の安全性向上のため，赤で示すルート

で局部的な道路改良が行われている状況でございます。都市計画道路として安全か

つ円滑な交通を確保する観点から，整備済みルートへの線形の変更を行い，延長

6,160 メートルから 6,080 メートルとし，車線数を４車線と定めることといたしま
す。 
 最後に，須賀・佐田線と谷原・須賀線につきましては，関連しておりますので一

括してご説明させていただきます。 
 須賀・佐田線は，鹿嶋市須賀地内を起点に，鹿島神宮を経由し，国道 124号を結
ぶ延長 5,740メートルの幹線街路でございます。本路線は，既に鹿島神宮周辺の土
地区画整理区域内などの区間が整備完了しておりますが，起終点付近の黄色で示す

区間においては未整備となっております。 
 また，谷原・須賀線は，国道 124号との交差点を起点に，国道 51号を交差し，
鹿嶋市北西部に至る延長 7,000メートルの幹線街路でございます。本路線は，県道
須賀・北埠頭線としてほぼ整備が完了しておりますが，終点部付近の黄色で示す一

部区間が未整備となっている状況でございます。 
 まず，須賀・佐田線におきましては，本路線の起点部周辺の市街化調整区域を通

る区間を緑で示す主要地方道茨城鹿島線のバイパス区間として位置づけており，当

初，全線４車線の幅員で都市計画決定していたものの，今回の見直しにおいて，２

車線で対応可能と判断いたしました。 
 その際，今回，変更対象となっている箇所周辺の既存道路ネットワークに着目し，

現計画ルートに並走する紫色で示す２車線の市道を活用することが可能と考えら

れたことから，バイパス計画から２車線の現道を拡幅するルートとして起点部の変

更を行うものでございます。 
 一方，谷原・須賀線についても，主要地方道茨城鹿嶋線と連携する一般県道須賀



北埠頭線の既存道路のネットワークを活かすことが可能であることから，両県道が

交差する既存交差点に向け，計画ルートを変更するものでございます。この変更に

より，既存道路網を活かす形で都市計画変更を行うことにより，交差点の集約化に

よる安全性の向上及び円滑な交通流動の確保を行うものでございます。 
 したがいまして，須賀・佐田線は，起点部の変更として，延長を 5,740メートル
から 5,450メートルとし，名称を宮中・佐田線に変更するものでございます。 
 なお，車線数は，今回ルートを変更する区間は２車線，その他の区間においては

４車線と定めることといたします。 
 また，谷原・須賀線は，終点部のルート変更により，延長 7,000メートルから 6,550
メートルとし，名称を谷原・爪木線に変更するものといたします。また，車線数は

４車線と定めることといたします。 
 以上ご説明のとおり，再検討指針に従って検証を行った結果，本都市計画区域内

の都市計画道路の既存 30路線のうち，現時点では，25路線の存続，そして，今回，
道路ネットワークの変化，安全かつ円滑な交通の確保の観点から，５路線のルート

変更，一部区間の廃止が妥当と判断したところでございます。 
 引き続きまして，都市計画案の縦覧の結果についてご報告申し上げます。 
 都市計画法第 17条の規定に基づき，９月３日から 17日までの２週間，縦覧しま
した結果，３名の方から意見書の提出がございました。 
 その意見書の要旨は，お手元の資料，別冊１，意見書の要旨にまとめられており

ますが，緑色の表紙の参考資料１によりまして，意見の要旨とそれに対する県の考

え方についてご説明させていただきます。 
 意見の要旨は左側の欄でございます。 
 手続きについてに対する意見として２件，その他としては１件でございます。そ

の右側の欄に意見に対する県の考え方を記してございます。 
 意見の１番目と２番目でございます。現道拡幅ルートとなる本計画が決定される

と，ルート沿道の住民だけではなく，須賀・宮中地区に居住する住民に大きな影響

を与える。地元説明会の周知については，市報に掲載してあるだけでは不十分であ

り，立ち退き予定者だけではなく，対象地域に対して早急に住民説明会を開くべき

と考えるというご意見。 
 次に，今回の変更内容については市報等で案内されているとのことだが，計画地

に居住する人にももう少し詳しく案内，説明を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，県の考えとしては次のようなことでございます。 
 今回の都市計画変更にあたりましては，原案に対し住民の意見を反映させるため

の措置として，地元説明会及び公聴会を実施してまいりました。 
 その開催周知の方法としましては，市内全世帯を対象として配布している市報を



活用するのがこれまでも一般的であり，今回も，鹿嶋市，神栖市において同様の手

法で行ったところです。 
 また，これに加えて，今回は周知の機会を多くするために，両市のホームページ

においてもお知らせしたところです。市報及びホームページには変更内容の概要に

ついても記載するとともに，詳細内容については地元説明会で説明させていただい

たところです。 
 地元説明会については，ご案内を約２週間前にお知らせした上で，平成 21 年３
月８日に開催し，計画変更内容を説明するとともに，質疑の時間を設けるなど，地

元対応に努めてまいりました。なお，公聴会については，同様な手法で周知させて

いただきましたが，公述申し出はございませんでした。 
 最後に，３番目のご意見でございます。 
 現状の国道 124号沿いには街路樹が全く整備されておらず，神栖市の表通りとし
ての品位に著しく欠ける感があります。今回の変更にかかわらず，国道 124号全般
の街路樹整備の推進を希望しますというご意見でございます。 
 これに対しましては，都市内の道路は，連続した公共空間を提供し，良好な都市

環境を確保する上で重要な役割を担っております。国道 124号は，神栖市の幹線道
路として４車線化の整備が完了し，緑化につきましても，市街化区域を優先に植栽

しております。街路樹につきましては，落ち葉や日照問題などがあり，地元の理解

とご協力が不可欠であると考えております。したがいまして，今回のご意見につき

ましては，国道 124号の沿道状況を踏まえつつ，関係市などと管理手法も含めて検
討してまいります。 
 なお，補足としまして，鹿嶋市，神栖市両市におきましては，道路の環境美化の

一環としまして，地元住民のご協力，ご参加のもと，124 号沿道に花の苗を植える
などの活動も行っております。 
 意見の要旨と県の考え方は以上でございます。 
 また，都市計画法第 18 条の規定に基づき，鹿嶋市及び神栖市へ本案件に対する
意見を求めたところ，異存はない旨の回答をいただいております。 
 大変長いご説明となり大変恐縮ですが，以上で都計諮問第５号のご説明を終わり

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。ただいま，鹿島臨海都市計画道路の変更につい

て事務局から説明をいただきました。都計諮問第５号でございます。これについて，

委員の皆様からのご発言，ご意見を頂戴したいと思います。発言，よろしくお願い

します。 



 では，Ａ委員さん，お願いします。 
○Ａ委員 事業計画の変更自体には特に異議ないのですが，ご説明をお聞きしてい

ると，実質的な事業が別事業でもう先に行われてしまって，随分時間が経過してい

るような印象を受けたわけでございます。 
 そういう意味で，都市計画道路というのは，今回は影響がなかったのだと思いま

すが，住民に対しての情報でもありますし，都市計画制限等の権利の制限もかかっ

てまいりますので，もう少し速やかにこういう変更をしていただける体制を整えて

いただければと思う次第です。 
○議長 貴重なご意見，ありがとうございます。これは，事務局のほうとしては，

地域住民のため，県民のための情報発信は今後も怠りなくお願いしたいと思います。 
 そのほか，何かご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 それでは，都計諮問第５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，原案どおり可決いたします。 
 
 
【都計諮問第６号 「研究学園都市計画事業 中根・金田台特定土地区画整理

事業の施行規程及び事業計画の変更に係る意見書について」】 

 
○議長 続いて，都計諮問第６号を呈します。 
 都計諮問第６号については，また，事務局から説明をお願いいたします。 
 
 
○事務局 それでは，都計諮問第６号についてご説明いたします。 
 都市整備課と申します。どうぞよろしくお願いします。 
 本案件は，都市再生機構が施行する中根・金田台特定土地区画整理事業について，

第１回変更の施行規程及び事業計画を縦覧いたしましたところ，意見書の提出があ

りましたので，これに対する審議に係るものでございます。 
 まず初めに，都市再生機構施行地区の事業計画変更の流れにおける本都市計画審

議会に係る手続きについてご説明いたします。 
 スクリーンを御覧ください。都市再生機構の施行の場合，スクリーン左側になり

ます。中ほどの赤い枠の部分ですが，県知事あてに提出された意見書について，本

都市計画審議会の意見を聞くことになっており，本審議会の意見を付して，提出さ

れた意見書を国土交通大臣に送付することになります。そして，国土交通大臣は，

本審議会の意見を踏まえて意見書の内容を審査し，その意見書の採択，不採択を決



定することになります。 
 また，本年３月の平成 20 年度第４回の都市計画審議会において，意見書の審査
を行いました公共施行である県施行の伊奈・谷和原丘陵部地区の事業計画の変更の

流れはスクリーンの右側のとおりで，事業計画に対する意見書の内容は，本審議会

において審査を行い，その意見書の採択，不採択を決定することになっており，都

市再生機構地区の手続きとは，異なっております。 
 続きまして，中根・金田台特定土地区画整理事業の地区概要と事業計画変更の内

容について説明いたします。 
 ピンクの参考資料２の１ページの「事業の概要」及びスクリーンの方を御覧くだ

さい。中根・金田台地区は，つくば市東部に位置し，つくばエクスプレスつくば駅

から東に約２キロメートルから４キロメートルに位置しております。 
 当地区は，つくばエクスプレス整備と一体となった都市開発区域として，宅鉄法

に基づき，県が定める基本計画に位置づけられた特定地域に位置しております。 
 次に，計画概要について説明いたします。 
 施行面積は 189.9ヘクタールで，施行者は，独立行政法人都市再生機構となって
おります。施行期間は，現計画においては，平成 16 年度から平成 34 年度までの
19 年間となっており，計画人口は 8,000 人，計画戸数は 2,500 戸，事業費は 265
億円となっております。 
 当地区の特徴といたしまして，緑住農一体型住宅地があります。緑住農一体型住

宅地は，道路沿いにオープンな緑地空間が広がり，その後ろにゆったりとした敷地

の住宅，さらに，後背地に農地空間が広がる住宅地です。 
 この計画は，地元から構想提案をもとに，地元，国，県，市，機構でまちづくり

での具現化の検討を行い，仕組みを構築しました。緑住農一体型住宅は，道路沿い

に奥行き 12メートルの景観緑地 60坪，そして，その後ろに住宅地 100坪，住宅地
の後ろに 40坪の農地，計 200坪の敷地を持つ住宅地となっております。なお，農
地のない景観緑地と住宅地だけの緑住タイプも計画しております。 
 当地区のもう一つの特徴として，歴史的緑空間用地があります。平成 16 年度に
金田官衙が国指定史跡として指定されたことを受けて，金田官衙を含む歴史的緑空

間用地を設定し，既存の公園等を含めて，公園的な空間として，つくば市が整備す

ることになっております。なお，歴史的緑空間用地には，都市再生機構の先行取得

した用地を集めて，その土地をつくば市が取得することとなっております。 
 国指定である金田官衙は，古代常陸国河内郡の役所跡関連遺跡で，地区外を含め

て 9.5ヘクタールの規模です。県内では中規模の遺跡であるが，郡衙が必要な施設
である正倉院，政庁，寺院跡が一通り確認され，全国的に見ても小規模な郡衙のあ

り方が確認できる遺跡として評価されております。 
 当地区の事業手法の特徴といたしましては，全域を対象とした申し出換地があり，



緑住農一体型住宅地や歴史的緑空間用地という特殊な土地利用を実現するため，現

位置への換地で対応することが難しいことから，地区全体を対象として申し出換地

を実施しております。具体には，地区を大きく４つのゾーンに分け，希望のゾーン

及びその中で希望の土地利用を申し出していただき，希望に沿った換地ができるよ

うに進めております。 
 続きまして，当地区の事業計画の変更の内容についてご説明いたします。 
 今回の事業計画変更では，土地利用計画と施行期間の見直しを実施しております。 
 土地利用計画については，先ほど事業の特徴として説明いたしました緑住農一体

型住宅地を配置する緑住街区及び緑住農街区を新たに土地利用として設定いたし

ました。また，地権者の多様な土地活用意向に対応して，地区サービス街区，小規

模店舗街区を設定するとともに，将来の状況に対応して幅広い土地活用が可能とな

るよう計画建設用地を設定しております。 
 このほか，土地利用変更とあわせて，公共公益施設についても見直しを実施して

おります。 
 また，施行期間については，４年間を短縮し，平成 30年度までとしております。 
なお，事業収入・支出については変更はありません。 
 次に，主な変更箇所を具体的に説明いたします。 
 新たに配置した緑住街区・緑住農街区は，地区北部から筑波山を見通す景観と歴

史的緑空間用地を結ぶ地区の緑景観軸を配置するとともに，それぞれのゾーンにお

ける住宅地の景観の核となるよう，Ｃゾーン，Ｄゾーンにも配置しております。 
 また，広域道路ネットワークの結節点であり，当地区のまちづくりにおける中心

的な場所である都市計画道路の交差点部につきましては，将来の社会情勢，周辺状

況の整備等を勘案し，幅広い機能の立地が可能となるよう計画建設用地を配置して

おります。 
 道路計画については，今回，青色のついた補助幹線道路については，幅員，線形

を見直しているほか，土地利用の見直しとあわせてオレンジ色の区画道路の見直し

を行い，道路ネットワークを適正に配置しております。 
 公園・緑地については，桜川調整池の見直しに伴い，近隣公園の位置を変更して

おります。街区公園についても，土地利用の見直しに伴い，誘致圏を考慮して，５

カ所から７カ所に変更しております。 
 緑地については，地区外との連続性を考慮して新たに緑地を配置しているほか，

高圧線下の公園につきましては，その利用の制限を考慮して，緑地に変更しており

ます。 
 中学校については，既設校の歴史的緑空間内での将来的建て替えを前提に，新設

用地は廃止しております。また，小学校用地につきましては，新設中学校の廃止に

より，位置を変更しております。 



 これらの施行規程，事業計画の変更案につきまして，本年の６月 23 日から７月
６日までの２週間，公衆の縦覧に供しましたところ，55名の方が縦覧されました。 
 また，22名の方から 20通の意見書が提出されております。 
 意見書につきましては，その要旨を都計諮問第６号に，また，意見書の写しが別

冊２となっております。 
 諮問第６号，２ページからになりますが，意見書の要旨については 57 件にまと
めてあります。そのうち，都市計画変更に関するものとして 45 件，事業計画の変
更に関係しないものをその他ということで 12件ということで分けております。 
 それでは，意見書の要旨とそれに対する施行者の見解について説明いたします。 
 ピンク色の表紙，参考資料２の４ページから14ページにまとめてありますので，
そちらを御覧いただきます。 
 それでは，参考資料２の４ページから説明いたします。左側に意見書の要旨，右

側には施行者である都市再生機構の見解が記載されております。 
 まず，事業計画に関するもののうち，土地利用に関する意見から説明いたします。 
 初めに，１から３につきましては，公園についての意見であります。公園を増や

すべき，公園の小規模化に反対などの意見でございますが，事業計画案では，街区

公園の１カ所当たりの適正面積を確保しつつ，利便性の向上を図るように配置して

おります。 
 ４については，歴史的緑空間用地についての意見であります。どのような計画な

のかという意見でありますが，当計画用地は，国指定史跡等を保全・活用し，公園

的利用を目的としたものとなっております。 
 ５から６については，計画建設用地についての意見であります。意見書提出者の

自宅を計画建設用地から外してほしい，第１種住居地域にしてほしいとのことです

が，施行者の見解といたしましては，当該箇所は，広域道路ネットワークの結節点

であること，まちづくりの中心的な場所であることから，将来的な機能としては，

商業・業務などの立地が可能となる土地活用ということで計画建設用地として配置

しているとのことです。 
 ７から８につきましては，鳥類のオオタカについての意見であります。オオタカ

の営巣した場所を残してほしいという意見でありますが，当地区では，オオタカの

営巣が確認されたため，貴重動植物生態調査委員会を組織して，現生息地の将来的

な担保が困難であることから，その委員会で保護について検討し，検討結果に基づ

き，営巣環境の整備を実施しているところであります。 
 ９から 10 につきましては，植物や河川についてであります。当地区に生息する
植物の移植や河川への影響についての意見でございますが，当地区では，環境影響

評価を行っており，この評価書に基づき，植物については可能な限り移植をしてお

り，また，河川の水質汚濁については，工事実施に際して，記載されている下の３



点の対策を実施しているところでございます。 
 11から 14につきましては，森林の保全や井戸の水枯れの心配に対する意見であ
ります。事業計画の中で森林の維持や地下水については，地区周辺部に公園・緑地

及び民有緑地及び既存樹林の保全を図っており，また，そのほか，雨水浸透ますを

設置し，地下水の涵養に努めております。 
 15から 16については，小学校の配置に対する意見であります。当該地区内へ小
学校が新設され，それに伴い，近隣の小学校が廃止されることや，商業地近くへの

小学校の設置については見直すべきとの意見ですが，つくば市が策定している学校

等適正化配置計画に沿って，将来的な学校区や避難所としての機能等を勘案し，配

置を決めております。 
 17につきましては，住宅地の配置に対する意見であります。当該地区は，既存施
設でガスタンクがあるが，その近接地域に住宅地を配置するのは理解できないとの

意見ですが，計画では，緩衝帯として街区公園を設置し，住環境に配慮するように

しております。 
 18から 20については，幹線道路の整備についての意見であります。既設道路と
の接続の見通しがないので必要がないとの意見でありますが，当地区に計画されて

いる幹線道路は，広域の道路ネットワーク上必要な路線であり，地区外部分の整備

を行う県及び市と進捗を合わせるため，調整を行い整備を行っているところです。 
 次に，事業計画に関するもののうち，事業の資金計画に関する意見をご説明いた

します。 
 21から 23については，事業を行っても，土地が売れずに税金の無駄遣いである
との意見ですが，当地区では，特色あるまちづくりに取り組んでおり，その一つと

して，緑地と住宅地と農地が一体となった緑住農一体型住宅地を計画して，他地区

との差別化を図りながら魅力あるまちづくりを進めております。 
 24 については，事業効果に対する意見であります。当地区では，昨年 10 月に，
第三者機関である事業再評価監視委員会において事業評価を実施しており，費用便

益費は 1.5であり，事業の継続が認められているところです。 
 25から 26については，つくば市の財政等を考えて，借金が増えるとのご意見で
あります。都市再生機構では，補助事業等実施に当たり，毎年度，つくば市とその

負担について協議し，負担の平準化を図っております。 
 次に，事業計画に関するもののうち，換地・補償に関する意見を説明いたします。 
 27から 30につきましては，換地に関することになります。 
 27 の意見では，歴史的緑空間用地内にいても不都合ではないとの意見や，28 か
ら 30 は，換地されることに耐えられない，移転したくないなどの意見ですが，歴
史的緑空間用地につきましては，国指定史跡が確認され，その保全・活用として，

つくば市が一体的な公園利用を目的としているところであります。 



 また，移転先については申出換地というものを実施しており，地権者の意向に沿

ったものとなるように検討を行っております。 
 31から 36については，換地先に対する意見であります。換地先の住環境が不明
であること，地権者の希望どおりになるか不安であることなどの意見ですが，換地

を踏まえて宅地整備をすることが基本であることから，換地先の写真等によるイメ

ージ資料の提供や現地見学会を実施し，地権者ごとのご理解が得られるように説明

を行っております。 
 また，地権者には，申し出にあった土地利用となるエリアへの換地を検討してお

り，具体的な場所については，土地区画整理審議会の意見を聞きながら公平に定め

ることとなっております。 
 37から 39につきましては，精算金・減歩率に対する意見でございます。土地の
減歩は，区画整理事業を進める上で必要不可欠なものであること，また，精算金は，

地権者相互負担の不均衡を受益に応じて金銭による負担をしてもらうことをご理

解いただけるよう地権者に説明していくこととしております。 
 40 から 45 につきましては，補償に対する意見でございます。補償については，
都市再生機構は補償基準に基づいて算定を行っており，また，補償の期間につきま

しては，事業の進捗に合わせて支払いを実施しており，地権者の方へのご理解が得

られるよう説明していくようにしております。 
 以上が事業計画変更に対する意見書の内容とこれに対する施行者の見解でござ

います。 
 また，このほかに，意見書には，意見書提出者２名の方から，私の意見書の審査

に当たり，茨城県都市計画地方審議会にて口頭陳述でも意見を述べるということで，

意見書の中で口頭陳述の申立てがなされておりました。 
 土地区画整理法上，県，市町村の公共団体施行であれば，意見書の審査権限者は

都市計画審議会であり，当審議会において口頭陳述の機会を設けられていますが，

今回の都市再生機構施行の場合には，意見書の審査は国土交通大臣であり，口頭意

見陳述についても，国土交通大臣の審査の際に口頭意見陳述の機会が設けられるこ

とになっております。 
 県としましては，今後，口頭意見陳述の申し立てがあったことについては，国土

交通省のほうに伝えてまいりたいと考えております。 
 これで説明を終わりにします。よろしくお願いします。 
 
 
○議長 ありがとうございました。今の説明をいただきながら，中に，口頭で意見

陳述の申し立てがなされたというお二人について，これもあわせて委員の皆さんか

らご発言を頂きたいと思います。 



 なお，説明にもありましたように，審査庁は国土交通大臣であって，その大臣に

対する口頭陳述の機会が保障されているということになっておりますので，我々都

市計画審議会としては口頭意見陳述の機会を設ける必要はないと考えてよろしい

のかどうか，その辺もあわせてご意見を頂きたいと思います。 
 まず，Ｂ委員さん，ご発言を頂きたいと思います。 
○Ｂ委員 先ほど，県の方からも会長のほうからもご説明があったとおり，国土交

通大臣の審査ということで，そちらでの口頭陳述の機会が普通の形だということな

ので，また，意見書の方にも，かなり詳しく内容的に申請されている方の意見書が

事細かにご意見が述べられていると思いますので，そちらで代用という形でよろし

いのではないかと私は思います。ですから，この場での口頭陳述の必要性というの

は余り感じられないのですが。 
○議長 お隣のＡ委員ご発言を。 
○Ａ委員 口頭陳述を求める意見書，これは 23ページと 35ページに載っているの
ですが，事前に詳しく読んでみたわけでございます。23ページの意見書は，事業全
体の運営方針に関する意見でございます。この中には傾聴すべき部分もあるのです

が，しかしながら，事業の実施を求めている権利者の方が非常に多数いらっしゃる

中で，こういう事業全体の実施方針というか，継続するか廃止するかというような

議論は，地権者の協議会なり土地区画整理審議会なりに十分協議していただくとい

うのが筋であろうというふうに考える次第です。 
 そういう意味で，そういうところで自分の意見が通らないからといって，都市計

画審議会に上げてこられるのでは，都市計画審議会の立場というのがちょっとおか

しくなるのではないのかなというような感じがします。そういう意味で，今回の事

業計画の変更に関わる陳述希望ではないというふうに判断いたします。 
 それから，35ページのほうは，計画建設用地に触れているので，これは事業計画
の変更ですが，多くの部分が直接事業計画変更とは関係がない，事業の遂行そのも

のについての質問とかご意見だったと思います。そういう意味では，さきに述べま

した土地区画整理審議会とか，あるいは関係行政主体であるつくば市だとかＵＲ都

市機構，こういうところの協議が優先されるものだと思います。 
 そういう意味で，今，Ｂ委員からありましたように，計画建設用地に関する事項

についてはきちっと書いてございますので，改めて意見陳述の機会を設ける必要は

ないと考えております。 
 なお，35ページからの意見の４番と９番の中で種の保存法に触れているところが
あるのですが，それは短期的には十分慎重に扱う必要があるのですが，長期的には

必ずしも同じ場所で保存せよとか，そういう話にはなっていないはずでございます。 
○議長 ありがとうございました。そのほか，Ｃ委員さんかＤ委員のほうからご発

言いただけますか。 



○Ｃ委員 都市計画変更案も十分に私理解しているというわけではないのですが，

まず，国土交通大臣に送付するかどうかは次に述べるとしまして，計画案に緑住農

区画を，今回かなり広く採用しているという特殊な点があるのですが，私は非常に

おもしろい計画であると思うので，この事業計画の変更にこれを入れた趣旨をご説

明いただきたいと思うのですが。 
○議長 復活した理由，趣旨は。 
○事務局 先ほど説明したのですが，一応，地権者の方からの提案があったという

ことで，要は今までにないということで，中根・金田台地区の地権者の方とお話し

合いをしまして，大きな街区でほかにないような土地利用ということで，市と機構

と地権者が一緒になってこういう街区設定をしている。そして，魅力ある街区とし

て位置づけていこうというのがこの地区の特徴です。 
○Ｃ委員 もう一回説明してください。もっとゆっくり，丁寧に，わかりやすく説

明していただけますか。早口でちょっと理解できない。 
○事務局 一番右側の端が一般の区画道路です。真ん中に住宅地があります，その

間を景観緑地ということで，地権者の土地を緑用地として設定しまして，そこを市

が借地しまして，地権者がそこを管理していくということになっております。住宅

地は一般の住宅地で，その後ろは自分が家庭菜園という形でやっていくという，こ

れは全体で約 200坪なのですが，そういうのを計画しておりまして，それが地権者
の方には賛成を得られたという形で，そういう街区を新たに今回，変更で設定した

ということになっております。 
○Ｃ委員 ２ページの計画図面を見ますと，何箇所かにかなり大きな面積で計画が

されております。これは総面積はどの位あるのですか。 
○事務局 緑と住宅ということで，農地がないものがあるのですが，それが約 11.2
ヘクタール，緑住農，要は農がついているのが 8.5ヘクタールということで，ただ
いま計画しております。合わせて約 20ヘクタールです。 
○Ｃ委員 非常に画期的で私はおもしろいなと思っているのですが，この意見書な

どにはこれを評価するような話はないのですか。 
○事務局 今回の意見書の中には，そういう意見は特にございませんでした。 
○Ｃ委員 だから，そういうところも説明が少し足りないのではないですか。十分

説得して，非常に画期的でおもしろい人間に合った事業なのだと。だから十分理解

してくれとか，そういうことをして，こういう事業というのは全国的にあるのです

か。こういう緑住農などというのが一体となった事業計画というのは。 
○事務局 余り聞いたことがない。ほとんどないと聞いております。 
○Ｃ委員 だから，非常に進歩的ですばらしいと思うのですが，そういうところが

十分徹底して説明がないから，こういう国土交通大臣などに意見を回せという意見

まで出てきてしまうのではないですか。 



○事務局 そうではなくて，多分，事業計画変更にこれでいいという人は意見を出

さないというのが今回の事業計画に対する意見書なので，この計画でおかしいとい

った人たちが大体意見書を書いてくるという例が，今回，ほとんど全部その意見書

です。この計画に納得している方については意見書は出ていないということです。 
○Ｃ委員 確かに，意見書というのは不満のある方から出るのが意見書なのでしょ

うが，だけれども，都市計画全体を評価する場合は，一部の人に振り回されてもい

けないですよね。全体的にいいかどうか，バランスのとれた意味での評価をしなく

てはいけないと思うのです。だから，こういう盛り込んだ計画，どのぐらいこれが

実現するかどうか，運用してみないとわからない点もあろうかと思うのですが，画

期的なことで，そういうことを十分説明して，理解してくれというような努力をさ

らに続けていただきたいなと思うので，私の意見を述べておきたいと思います。 
○事務局 ありがとうございます。そのように機構のほうによく伝えておきます。 
○議長 ありがとうございます。それでは，皆様のご意見のあれで，口頭意見陳述

の機会は設けなくてよろしいでしょうか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 では，そういうふうにさせていただきます。それでは，ここで，今，いろ

いろお話が出ましたが，都市再生機構の職員の方で特に発言をしたいということが

あれば伺いますが，よろしいでしょうか。よろしいですね。 
 それでは，都計諮問第６号については，意見書については，いずれも施行規程及

び事業計画に必要な修正を加えるべき意見はないということに決定してよろしい

でしょうか。 
〔「異議なし」の声あり〕 

○議長 ありがとうございます。異議なしと認め，都計諮問第６号については，当

審議会の意見として，意見書については，いずれも施行規程及び事業計画に必要な

修正を加えるべきでないということで決定をいたします。 
 
 
【都計諮問第７号 「小美玉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７号を呈します。まず，事務局から説明をお願いいた

します。 
 
 
○事務局 それでは，都計諮問第７号についてご説明いたします。 
 お手元の付議案３ページ，図面は３－１，３－２ページになります。よろしくお



願いいたします。 
 本案件につきましては，廃棄物処理施設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お諮りするものでご
ざいます。 
 申請者は，株式会社沼田機業，代表取締役沼田直でございます。同企業は，平成

４年に創業し，地元において，建設業，運送業等を営んでおります。また，申請者

は，申請地において，廃棄物処理業も営んでおり，廃棄物処理施設の設置に当たっ

ては，平成 18 年３月に開催された本都市計画審議会においてご審議いただき，建
築基準法第 51条ただし書きの許可を取得しております。なお，現在の処理内容は，
樹木の剪定枝，刈草等の木くずの破砕処理でございます。 
 次に，事業計画についてご説明いたします。 
 本案件は，現在行っている剪定枝等の処理に加え，建設系廃棄物の木材の処理需

要にも対応するため，現在稼働中の木くずの破砕処理施設の処理能力を増加させる

ものでございます。また，あわせて，敷地の一部拡張を行います。なお，処理後に

発生する木材チップにつきましては，隣接地に位置する系列企業等に堆肥原料とし

て，また，果樹園農家等に地表面被覆用チップとして，さらに，製紙会社等に燃料

用チップとして，それぞれ販売し，資源の有効利用を図るものでございます。 
 平成 18年に許可を受けた施設の処理能力でございますが，１日当たり 57.6トン
であり，今回の増加後の処理能力は，１日当たり 196.48 トンでございます。排出
事業者は，すべて県内の事業所を予定しております。計画処分量といたしましては，

最大で月間 3,750トン程度を予定しております。 
 次に，申請地の位置についてご説明いたします。 
 正面のスクリーンをごらんください。 
 申請地の位置する小美玉市は，平成 18 年に，小川町，美野里町及び玉里村が合
併し，発足した市であり，東は鉾田市，西は石岡市，南は行方市，北は茨城町にそ

れぞれ接しております。 
 主要な道路といたしましては，国道６号，国道 355号，主要地方道小川・鉾田線，
同じく玉里・水戸線，県道紅葉・石岡線，同じく大和田・羽生線，同じく整備中で

ある百里飛行場線がございます。また，茨城空港，小美玉市役所小川庁舎は，ごら

んいただいている位置になります。なお，お手元の付議案図面３－１は，正面スク

リーンのこちらの部分を切り取ったものでございます。 
 申請地は，市のほぼ中心部にあり，小美玉市役所小川庁舎から東へ約 1.5キロメ
ートルの川戸地区内に位置しております。申請地周辺は山林が多く，近隣には養鶏

場等が散見される状況にございます。なお，申請地及び周辺地区に用途地域の指定

はなく，いわゆる白地地域となっております。 
 次に，土地利用計画等についてご説明いたします。 



 敷地面積は，約 5,200平方メートルでございます。また，前回許可時から増加す
る敷地面積は約 900平方メートルでございます。敷地は，前面道路である幅員７メ
ートルの市道 108 号線に接しており，敷地の一部である幅員６メートル，延長約
146メートルの進入路が含まれております。なお，進入路の中間を市道が横断して
おりますが，当該部分につきましては，前回許可時に道路管理者から承認を受けて

通行しております。また，施設用地の外周には，緑地帯が配置されております。 
 建築物は２棟ございますが，今回新築いたします作業所，鉄骨造１階，延べ面積

約 700平方メートル，既存建築物は現在作業所として使用しておりますが，倉庫に
用途変更し，規模は鉄骨造１階，延べ面積約 600平方メートルでございます。なお，
破砕施設は，作業所内部に設置されます。 
 現地の状況でございますが，現況写真１は，前面道路の市道 108号線を撮影した
ものでございます。現況写真２は，進入路となる部分を撮影したものでございます。

現況写真３は，既存施設の敷地の部分でございます。現況写真４は，今回拡張する

敷地の部分でございます。 
 次に，廃棄物処理のフローを平面図でご説明いたします。 
 申請地に搬入された廃棄物は，建設系廃材と剪定枝等に分別され，倉庫内及び工

場内の保管場所にストックされます。その後，破砕処理を行い，木材チップとして

倉庫内及び工場内の保管場所にストックされます。建設系廃材を破砕した木材チッ

プは，製紙会社等に燃料用チップとして出荷され，剪定枝等を破砕した木材チップ

は堆肥原料として，正面スクリーンに表示しております隣接地の株式会社エコリサ

イクルセンター等に出荷されます。搬入された廃棄物は，剪定枝，刈草，建設系廃

材等であり，リサイクル製品として出荷されることになっております。なお，破砕

施設につきましては，現在設置されている施設を更新し，処理能力を増設する形で

新たに設置いたします。 
 これらの破砕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，処理工程をすべて屋内で行うこと等により，周辺環境の保

全を図ることとしております。詳細につきましては，後ほどご説明させていただき

ます。 
 次に，想定される搬入・搬出ルート及び１日当たりの車両台数についてご説明い

たします。 
搬入・搬出ルートといたしましては，県道紅葉・石岡線または大和田・羽生線か

ら市道 110号線を経由し，市道 108号線を利用いたします。なお，現在整備中の百
里飛行場線の供用開始後は，こちらの道路も使用する予定でございます。 また，

車両は，５トン車を使用し，搬入・搬出とも１日当たり最大でそれぞれ約 38 台程
度を見込んでおります。 
 次に，排水計画についてご説明いたします。 



 作業場内においては処理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，油水分離槽を経由して，敷地内の既存浸透槽において処

理を行い，屋内で一連の作業を行うことにより，雨水と廃棄物との接触がないため，

特に支障はございません。 
 申請地及びその周辺地区については，小美玉市都市計画マスタープランにおいて，

特に土地利用構想等はございません。 
 また，本事業計画につきましては，周辺の関係権利者から同意が得られており，

許可申請に当たっては，小美玉市長から，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。 
 概要説明は以上でございますが，続きまして，本案件の生活環境影響調査の結果

につきまして，県生活環境部廃棄物対策課からご説明させていただきます。 
○事務局 廃棄物対策課といいます。それでは，引き続き，本事業に係る生活環境

影響調査の結果につきましてご説明いたします。調査につきましては，環境省から

示されております廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査指針に基づきまして，今

回の破砕施設の稼動に伴って生活環境影響が生ずるおそれのある項目を選定し，そ

の影響の程度及び対策について検討しております。 
 事業者が生活環境において影響が生ずるおそれがあるとして選んだ項目は，この

スライドに示しましたとおり，施設の稼動に伴う騒音，振動，粉じん，臭気であり

ます。また，廃棄物を運搬するあるいは製品を運搬する車両の運行に伴う大気質，

二酸化窒素，騒音，振動，これらの項目を選定しまして，これらの影響について検

討いたしました。 
 各々の項目につきまして，生活環境への影響を予測しましたところ，施設の稼動

に伴う騒音につきましては，破砕機が設置される建屋の北側が開放になっておりま

す関係上，施設北側敷地境界で騒音が基準値を超過するおそれがあるため，北側に

位置する入口に防音壁及び門扉を遮音ボードつきのタイプとするというような対

応をとることによって基準を満たすこととしております。スライドの上部，赤いラ

インで示しましたところが防音壁と遮音性の機能を持った扉が設置される場所で

あります。 
 この対策によりまして，敷地境界での騒音レベルを予測しますと，基準値が 65
デシベルという数値になっておりますが，予測結果は 61 デシベルとなりまして，
基準を満たすということが確認されました。 
 その他，施設の稼動に伴う振動につきましては，施設から発生する振動が小さい

ため，敷地境界における規制値 70デシベルに対しまして，33デシベルと予測され
ております。この振動レベルは，人にはほとんど感じられないレベルとなっており

ます。 
 また，粉じんにつきましては，破砕作業中に発生する場合，あるいは木くずを保



管しているときに，風によって細かい木くずが巻き上がるというような場合が想定

されますが，破砕作業中は破砕機の破砕の部分に散水をすること及び木くず等は屋

内に保管し，なおかつ入口にはカーテン等を設けるということなどの対応をとりま

して，粉じんの発生防止をすることとしております。 
 悪臭につきましては，木くず保管場におきまして，木くずが腐敗するときに発生

するというようなことが考えられますが，木くずは屋内に保管することとし，雨水

と接触することがございませんので，そういう腐敗等の心配はないものと考えられ

ます。 
 最後になりましたが，車両の運行に伴う大気質，騒音，振動，下の３つの行であ

りますが，これらにつきましては，いずれも運搬車両台数が 38 台程度，また，車
の大きさとしましては５トン車ということで，これらのいずれの項目におきまして

も影響はほとんどないものと予想されました。 
 以上がこの事業に係る生活環境影響調査結果でございます。 
 
 
○議長 ありがとうございました。ただいま都計諮問第７号について説明をいただ

きました。なお，廃棄物対策課からも追加説明をいただきました。委員の皆さんか

らのご発言，ご意見を頂戴したいと思います。 
 これは，平成 18 年ですか，一度，小規模で許可をもらって，それを拡張するも
ので，皆様からの審議をいただくものでございます。 
 ご発言がないようですので，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，ご意見がないようですので，都計諮問第７号につきましては，

支障なしということで認めさせていただきたいと思います。 
 
 
  
○議長 それでは，本日用意しました付議議案は全部審議を終了いたします。 
 確認をいたします。都計諮問第５号については原案どおり可決，都計諮問第６号

については，意見書については，いずれも施行規程及び事業計画に必要な修正を加

えるべき意見ではないということで，都計諮問第６号については支障なしというこ

とでございます。そして，ただいまの都計諮問第７号についてはそういう形をとら

せていただきますので，本当にありがとうございました。 
  

－  閉 会  － 
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        小輪瀬 良司 

茨城県教育委員会教育長 鈴木 欣一 代理  文化課長 
西野 賢一  

関
係
行
政
機
関
の
職
員 

茨城県警察本部長 小風  明 代理 交通規制課技佐兼管理官 
青木 英雄 

出席 17 名 

           24 名 

欠席 7 名 



 

 

平成２１年度第２回茨城県都市計画審議会 付議案件一覧表 

 

諮問 
番号 題      名 

決定 
機関 

付議案 

ページ 

図 面 

ページ 
計 画 内 容 

５ 
鹿島臨海都市計画道路の変更につい

て 

茨城

県 

1-1 

1-2 
1 

3･3･1押揚･宮中線ほか４

路線の変更 

 

（鹿嶋市，神栖市）

６ 

研究学園都市計画事業 中根・金田台

特定土地区画整理事業の施行規程及び

事業計画の変更に係る意見書について 

（土地区画整理法第71条の3第6項，第15項） 

－ 

2-1 

～ 

2-6 

－  

７ 

小美玉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 

（建築基準法第５１条） 

特定 

行政

庁    

知事 

3 
3-1 

3-2 

小美玉市川戸地内 

廃棄物処理施設 

破砕（木くず） 

処理能力：196.48ｔ/日 
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