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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２２年６月２９日(火) 午後１時３０分から午後３時４分まで 

２ 場所 水戸市笠原町９７８番６ 茨城県庁舎行政棟 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 

   別記付議案一覧のとおり 

 

Ⅳ 委員の変更 

 市町村長を代表する者について野髙貴雄委員，市町村の議会の議長を代表

する者について小野瀬義之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１号から第４号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中﨑委員と葉梨委員が指名された。 

 

３ 議案審議 

 

【都計諮問第１号 「下館・結城都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第２号  「北茨城都市計画道路の変更について」】 

【都計諮問第３号  「笠間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４号  「土浦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１号 「下館・結城都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 それでは，審議を始めたいと思います。 

 まず最初に，都計諮問第１号につきまして，事務局から説明をお願いいたしま

す。 
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○事務局 それでは，都計諮問第１号 下館・結城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ページ，図面は１ページでございます。本案件は，

桜川市長方から筑西市蓮沼に至る区間の国道 50 号協和バイパスを都市計画道路

長方・蓮沼線として都市計画決定するものでございます。詳細につきまして，正

面のスクリーンを使ってご説明させていただきます。 

 初めに，位置関係でございます。下館・結城都市計画区域は，本県の西部に位

置し，栃木県小山市などと隣接し，その範囲は，結城市，筑西市，桜川市の全域

となっております。 

 本区域内の主な交通網でございますが，鉄道といたしましては，ＪＲ水戸線，

関東鉄道常総線，真岡鐵道が，幹線道路としましては，北関東自動車道，国道 50

号，国道 294 号，主要地方道つくば真岡線などがご覧のように配置されておりま

す。 

 国道 50 号は，群馬県前橋市を起点として本県水戸市に至る総延長約 158 キロメ

ートルの幹線道路で，北関東の中核都市を相互に連絡するとともに，太平洋岸と

内陸部が連携していく上で重要な役割を果たす路線であり，桜川市総合計画や筑

西市マスタープランにおいても，快適で潤いのある生活環境づくりを実現するた

めに必要な都市基盤の一つとして重要な役割を果たす広域幹線道路に位置づけら

れております。 

 北関東自動車道は，平成 20 年 12 月に常磐道から東北道までが開通し，さらに，

来年春には関越道までの全線開通が予定されており，桜川筑西インターチェンジ

で北関東自動車道と接続する国道 50 号は，これらの交通を受け止める幹線道路と

してさらに重要な役割を果たすことになってまいりました。こちらが今回決定し

ようとする都市計画道路長方・蓮沼線でございます。 

 次に，地域の課題と当該路線の都市計画決定の必要性についてご説明いたしま

す。 国道 50 号は，広域的な連絡機能を有している路線であると同時に，筑西市

の旧協和地区及び桜川市の旧岩瀬地区におきましては，地域の生活道路としての

役割をも担っており，通過交通と地域内交通が混在している状況にあります。 

 そのため，本路線の主要地方道つくば真岡線との交差部である門井交差点にお

きましては，朝夕を中心に渋滞が発生していること，十分な歩道幅員が確保され

ていないため歩行者，自転車の交通安全性が確保されていないこと，家屋の密集

した市街地を通過するため，車両の騒音などによる沿道生活環境の悪化などの課

題を有しております。 

 さらに，北関東自動車道の桜川筑西インターチェンジが平成 20 年４月に開通し，

県南西部からのアクセス道路として，本路線に新たな役割が求められてきている

状況などもあり，これらの現状を踏まえた適切な対応が必要となってまいりまし
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た。 

 平成 17 年のセンサス調査では，門井交差点付近の交通量は１日約２万 7,000

台で，混雑度は 1.68 となっております。また，門井交差点付近は，国が調査した

県内の主要渋滞ポイント 29 カ所の一つとなっている状況でございます。 

 こうした地域の課題等への対応として，今般，当該区域の国道 50 号協和バイパ

スを都市計画道路長方・蓮沼線として決定しようとするものでございます。 

 本路線の概要でございます。本路線は，桜川市長方から筑西市蓮沼までをバイ

パス及び一部を現道拡幅にて結ぶ延長約 6,230 メートルの４車線道路であり，そ

の幅員は 25.25 でございます。道路規格は，第３種第１級，設計速度 80 キロ，計

画交通量は１日当たり２万 8,900 台としております。こちらが標準断面図となっ

ております。 

 次に，本ルートを検討するに当たりまして，地元との合意形成を図るため，平

成 14 年から 15 年にかけて，パブリックインボルブメント方式による住民意見の

聴取を行っております。 

 具体的には，国，県，旧協和町及び旧岩瀬町で組織する協和道路検討会を設置

し，住民への情報提供と意見を聞くため，ニュースレターを発行，その中で国道

50 号協和道路に関する意見をアンケート形式で伺い，ルート検討に当たっては，

こうした意見を参考に実施しております。最終的には，今回決定するルートのも

ととなる概略ルート案をニュースレターで公表し，意見を求めたところ，回答者

の約９割の方々から賛成の回答をいただいております。 

 ルートの選定に当たっては，国道 50 号の現道沿いには旧協和町の中心市街地が

存在し，家屋が密集していることや，国指定の史跡であります新治廃寺跡，新治

郡衙跡などの重要文化財が存在することから，これらを迂回することとし，さら

に，協和の杜公園などの大規模施設を避けて計画しております。また，本路線は，

北関東自動車道桜川筑西インターチェンジから古河市に至る筑西幹線道路の一部

を構成する路線として，古河市方面へのアクセス性をも考慮したルートとしてお

ります。 

 では，今回，当該路線の整備により期待される効果についてご説明させていた

だきます。まずは，地域の課題に対してでございますが，交通混雑緩和による移

動の円滑化，歩行者，自転車の交通安全性の向上，沿道の交通騒音の低減などに

よる生活環境の改善が図られることから，両市が目指します快適で潤いのある生

活環境づくりに大いに貢献することが期待できます。 

 また，その他の効果といたしましては，地震などの災害時において，迅速な救

急活動を可能とする代替道路が確保され，災害に強いまちづくりを支援する道路

となることや，さらには，地域医療の拠点である協和中央病院などの救急病院へ

の搬送時間短縮といった効果も期待できるところでございます。 

 なお，今回，本路線を都市計画決定することにより，県内区間の国道 50 号のう

ち桜川筑西インターチェンジより西側につきましては，すべてが都市計画道路と
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して位置づけられることから，県西部地域の広域幹線道路のネットワークが構築

されることになります。 

 続きまして，都市計画案の作成に係る公聴会の結果についてご報告をいたしま

す。 本案件につきましては，公聴会の開催を広報したところ，１名の方より公

述申出書が提出され，平成 22 年３月 23 日に公聴会を開催いたしました。公述意

見といたしましては，基本的に本ルートで賛成するという意見でございました。

賛成意見とする理由につきましては，当該地区の国道 50 号は，時間帯によって非

常に混雑し渋滞していることや，バイパスにすることで市街地内の現道での渋滞

解消が見込めること，近年の経済状況から本案は現実的なルートと思われること，

今後の少子高齢化の影響等を考慮しても，４車線の幹線道路が必要と思われるこ

となどが挙げられるとのことでした。 

 続きまして，都市計画案の縦覧の結果についてご報告をいたします。都市計画

法第17条の規定に基づき，５月17日から31日までの２週間，縦覧しました結果，

１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，

意見書の要旨にまとめておりますが，参考資料１により，意見の要旨とそれに対

する県の考え方についてご説明をさせていただきます。お手元の緑の表紙の参考

資料１をご覧ください。 

 下館・結城都市計画道路の変更についてということで，門井の五差路での渋滞

解消が見込まれるため賛成という意見でございます。 

 これに対する県の考え方としまして，次のように考えております。今回，都市

計画道路を決定することにより，通過交通と地域内交通を分散することができる

ほか，交通容量も増加するため，交通混雑の緩和が期待できます。特に，門井交

差点におきましては，バイパスにより現道の交通量が減少することが想定され，

渋滞の改善が図れると考えております。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，筑西市及び桜川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。 

 以上で都計諮問第１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，ご意見，ご質問をお願いいたします。 

○Ａ委員 国道 50 号の４車化というような見地で見ますと，栃木県とか群馬県が

ほとんどもう４車化している中で，茨城県内分はどうも立ち遅れているというの

が状況で，これについては賛成なのですが，私，前に公共事業の再評価という話

をして，これは国のあれになるから県ではないのかもしれないのですが，再評価

の段階になって初めてＢ/Ｃとかそういう話が出てくるわけです。 
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 そういう意味で，こういうものの事前の評価，定性的な評価については先ほど

ご説明があったとおりなのですが，定量的な評価というのはやられているのか，

あるいは，そういうことに対してやる方向性を持っているのか，その辺のことを

少し教えていただきたい。 

○議長 事務局の方でお願いします。 

○事務局 それでは，今，Ａ委員からございました定量的な効果ということでご

ざいますが，これにつきましては，Ｂ/Ｃということで，費用，便益につきまして

計算をしております。協和バイパスにつきましては，橋梁であるとか，トンネル

であるとか，そういう大規模な構造物がないことがございまして，工事費を比較

的抑えた構造をとっております。効果といたしましては，定量的に指標として算

出できる時間短縮効果，また，走行時間便益などの便益を計算しておりまして，

この計画段階といたしましては，Ｂ/Ｃとしては 2.5 と算出していると聞いており

ます。以上でございます。 

○議長 ほかにございますか。 

○Ｂ委員 この決定については，賛成なのですが，工事の見込みですが，計画し

てもう何年も塩漬けになって，その間に生活環境が変わって，実際には要らなく

なってしまうという道路がいっぱいあるのです。今，決定するものに対して，見

込みはどのぐらいの年数で完成させようというお考えで提案していただいている

のか，お伺いしたい。 

○事務局 事業化についてのご質問でございますが，まず，当該路線の事業の着

手時期につきましては，先ほど申し上げましたように，この 50 号につきましては，

現在，隣接する工区といたしまして，下館バイパスであるとか，また，岩瀬の一

部拡幅等々が今，国のほうで鋭意進められているという状況がございます。 

 それらの状況を見ながら事業化は検討されていくというふうに考えております

が，事業化を進めていくに当たっては，都市計画決定が正式な第一歩ということ

になりますので，引き続き，この協和バイパスは，先ほど私が説明させていただ

きましたように，非常に重要な路線であると考えてございますので，早期整備の

必要性があると認識しております。 

 そういう意味では，早期整備をさらに国のほうにお願いをしていくという考え

方になろうかと思っておりますが，隣のというか，バイパスの状況を見ながら事

業化が図られていくと考えております。以上でございます。 

○議長 よろしゅうございますか。ほかにご意見ございますか。 

○Ｃ委員 期間としては 20 年ぐらいを見ているのですか。 

○事務局 期間につきましては，具体的には，国道 50 号につきましては直轄事業

ということで，国の事業になっていくわけでございますが，何年ということは私

のほうからなかなか言える部分はないのでございますが，なるべく早く進めてい

ただけるように県としても要望してまいりたいと考えております。答えになって

おりませんが，よろしくお願いいたします。 
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○議長 よろしいですか。ほかにご意見，ご質問ございますか。それでは，ご意

見がないようでございますので，都計諮問第１号につきましては，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 ありがとうございます。それでは，ご異議なしと認め，都計諮問第１号

につきましては，原案どおり可決いたします。 

  

  

 

【都計諮問第２号  「北茨城都市計画道路の変更について」】 

 

○議長 続きまして，都計諮問第２号につきまして審議をいたします。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，引き続きまして，都計諮問第２号 北茨城都市計画道路の

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２ページ，

図面は２ページでございます。本案件は，北茨城都市計画道路二ツ島・関本中線

の変更を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。 

 初めに，位置関係でございます。北茨城都市計画区域は，本県の北東部に位置

する北茨城の臨海部がその区域となっており，北は福島県に隣接をしております。 

 今回変更しようとする二ツ島・関本中線についてご説明いたします。主な交通

網でございますが，ＪＲ常磐線，常磐自動車道，国道６号，県道塙大津港線，県

道山根大津港線，県道里根神岡上線などが配置をされております。 

 本路線は，ＪＲ常磐線より内陸側におきまして，市内の磯原地区と大津地区の

両市街地間を南北に連絡するとともに，国道６号を補完する道路として，平成５

年に磯原町磯原から関本町関本中に至る区間の延長 5,080 メートル，幅員 16 メー

トルで都市計画決定された路線でございます。 

 国道６号は，本県の南北交通の大動脈でございますが，北茨城市内におきまし

ても，市内の南北交通は国道６号に依存している状況で，通過交通と地域内交通

が混在していることから，慢性的に混雑している状況にあり，本都市計画道路は

早期の整備が望まれております。 

 このため，これまで本路線の全延長 5,080 メートルのうち，南側起点の磯原か

ら延長 2,000 メートルについては，平成 15 年に供用を開始し，さらに，県道山根

大津港線までの延長 1,300 メートルが今年度中に供用開始する予定となっており

ます。今回，ルートの変更をお願いする区間は，この残りの未整備区間である県

道山根大津港線から終点までの区間でございます。 
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 今回の変更の主な理由でございます。北茨城市には，北茨城市，高萩市，日立

市の３市を区域とします日立医療圏において，２次救急を担う市内唯一の病院と

して北茨城市立総合病院がここ大津地区に位置しております。現在の市立病院は，

築後約 40 年が経過し，老朽化も著しいことから，建て替えが急務となっておりま

すが，現在地では敷地面積も狭く長期間の休院等も困難なことから，施設の充実

を図るとともに，広域的医療拠点としての役割を果たすため，同じく大津地区の

北茨城高校跡地に移転する計画となっております。 

 しかしながら，移転先である高校跡地は高台に位置し，現計画ルートからの進

入路も狭いことから，救急車両による救急搬送等の時間短縮などの円滑な救急医

療体制を構築するには，当病院へダイレクトにアクセスできる道路が望まれてい

るところです。 また，現在，北茨城市が整備を進めています福島県いわき市ま

で連絡する市道関田・粟野線との連携により，国道６号を補完する機能がさらに

充実をし，南北交通軸の強化にもつながることから，今般，都市計画道路二ツ島・

関本中線を変更しようとするものでございます。 

 なお，今回の変更は，都市計画法第 15 条の第１項の規定に基づき，北茨城市か

ら都市計画案の申し出があったものでございます。 

 次に，変更内容でございます。二ツ島・関本中線について，救急医療拠点施設

である北茨城市立総合病院へ直接アクセスするため，病院の西側を通すルートへ

の変更及び市道関田・粟野線へ直結するよう延伸して終点を変更し，延長を 5,080

メートルから 5,510 メートルへ，あわせて車線数を２と決定するものでございま

す。また，これにあわせ，本路線と大津地区や国道６号とのアクセスを円滑にす

るため，北茨城市決定により，北町・関本中線の決定を行うとともに，北町・関

本下線を廃止しようとするものでございます。 

 今回の変更により期待される効果といたしましては，救急医療拠点施設への市

内外からのアクセス性の向上が図られるとともに，さらには，本路線と市決定の

路線を合わせまして，南北軸と東西軸の結束強化が図られ，広域的救急医療拠点

へのアクセスの利便性の向上による地域医療の充実への貢献のみならず，北茨城

の代表的な観光資源である五浦海岸や水産等の海岸地域と花園渓谷などの山間地

域とのブルーツーリズムとグリーンツーリズムとの連携による観光交流の促進が

期待されるところです。 なお，二ツ島・関本中線につきましては，都市計画の

変更後，直ちに整備に着手し，事業を進めることとしております。 

 続きまして，都市計画案の作成に係る公聴会についてご報告をいたします。本

案件につきまして公聴会の開催を広報したところ，北茨城高校北側に位置してお

ります地区の住民の方から公述申出書が提出され，平成 22 年２月 23 日に公聴会

を開催し，４名の方から公述がございました。公述の内容といたしましては，１

点目は，地区分断の懸念，２点目は，地区が孤立する懸念，３点目は，生活環境

の変化に対する懸念，４点目は，これらの懸念を踏まえ，地区を迂回するルート

としてほしいとの意見でございました。これらの意見に対しましては，当該地区
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を通過する区間を盛土構造から橋梁構造に変更することによりまして空間の連続

性を確保し，本路線への連絡路を確保することで，地区分断への影響や生活環境

に対する影響をできるだけ少なくし，事業を実施することとしております。また，

事業に当たっては，地区住民の方々の生活環境に十分配慮しつつ整備を進めてい

くこととしております。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてご報告をいたします。都市計画法

第 17 条の規定に基づき，平成 22 年５月 24 日から６月７日までの２週間，公衆の

縦覧に供しましたところ，意見書の提出はございませんでした。また，北茨城市

決定の２路線の変更案についても同様に縦覧をいたしておりますが，意見の提出

はなく，去る６月 21 日に開催された北茨城市都市計画審議会において可決答申さ

れております。 

 最後になりますが，都市計画法第 18 条の規定により，北茨城市に意見を求めた

ところ，本案件は市の申し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２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。それでは，ただいまの件につきまして，ご

意見，ご質問をお願いいたします。よろしゅうございますか。それでは，ご意見

がないようでございますので，都計諮問第２号につきましては，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 ありがとうございました。それでは，ご異議なしと認め，都計諮問第２

号につきましては，原案どおり可決いたします。 

  

 

【都計諮問第３号  「笠間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 続きまして，都計諮問第３号につきまして審議いたします。事務局から

説明をお願いいたします。 

 

 

○事務局 建築指導課と申します。よろしくお願いいたします。それでは，都計

諮問第３号につきましてご説明させていただきます。お手元の付議案３ページ及

び付議案図面３－１，３－２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 条ただし書きの規定に基づく廃棄物処理施設の立地
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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

審議会にお諮りするものでございます。 

 申請者は，岡本興行株式会社代表取締役岡本繁美でございます。同社は，砕石

及び生コンクリートの製造，販売を主な事業内容として，昭和 38 年に北海道札幌

市で設立され，また，設立当初から現在まで，旧笠間市片庭地区において砕石工

場を開設し，砕石等の製造・販売業を営んでおります。 

 今回の許可申請に係る事業計画でございますが，現在操業中の砕石工場内にお

いて，既存の破砕機を利用し，解体工事等から発生するコンクリート塊であるが

れき類の破砕処理を行い，再生砕石を生産し，リサイクル事業を展開しようとす

るものでございます。破砕機の１日当たりの処理能力でございますが，1,680 ト

ンでございまして，１日当たりの処理能力が５トン以上となることから，許可を

要するものでございます。 

 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３－１とあわせ

て正面のスクリーンをごらんください。申請地の位置する笠間市は，県の中央部

に位置し，東を水戸市，西を桜川市，南を石岡市，北は城里町及び栃木県茂木町

に面しております。鉄道は，ＪＲ常磐線及び水戸線，主要な道路といたしまして

は，常磐自動車道，北関東自動車道，国道 50 号，国道 355 号，主要地方道宇都宮

笠間線，同じく笠間緒川線，笠間つくば線，日立笠間線がございます。笠間市役

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，笠間市の北西部

に位置し，笠間市役所から北西へ約 10 キロメートルの地点でございます。なお，

申請地及びその周辺地区は山林で，民家等はなく，他社の砕石工場が立地する状

況であり，白地の都市計画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３－２とあわ

せて正面のスクリーンをごらんください。図面上が北となっております。申請地

は，現在，約 39 ヘクタールの砕石工場内に位置しております。また，申請地は，

搬入した廃棄物の選別，保管を行う保管エリアと，コンクリート塊の破砕等を行

う処理エリアの２つに分かれており，敷地面積は合わせて 8,870 平方メートルと

なっております。申請地へは，前面の県道鶏足山片庭線，幅員 8.8 メートルから

出入りいたします。なお，今回の事業計画に伴って，新たに建築する建築物等は

ございません。 

 現地の状況でございますが，正面スクリーンの航空写真は，砕石工場全体を示

したものでございます。さらに，申請地付近を拡大したものがこちらの写真にな

ります。 破砕処理を行う処理エリアは，現在，砕石製造プラントとして利用さ

れております。 

 次に，廃棄物処理のフローについてご説明いたします。県道に面する東側の出

入り口より搬入された廃棄物は，保管エリアにおいて選別が行われ，一時的にス

トックされます。その後，処理エリアに移動し，既存の破砕機により破砕処理を
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行い，所定の場所に保管され，再生砕石として搬出いたします。また，コンクリ

ート塊に混入していた鉄筋等の鉄くずは，磁選機により選別し，関係業者に売却

するとともに，その他の残渣物につきましては最終処分場へ搬出いたします。な

お，既存の破砕機は，岩石の破砕処理と廃棄物であるコンクリート塊の破砕処理

とを併用して使用いたしますが，それぞれの工程に分けて処理を行い，廃棄物の

破砕処理としての使用は週１回程度を予定しております。 

 次に，環境保全対策でございますが，別途，廃棄物処理施設としての環境部局

の審査を受けておりまして，粉塵，騒音，振動等について，環境関連法令に基づ

く基準に適合するよう計画されております。詳細につきましては，後ほど，生活

環境影響調査の結果の中でご説明させていただきます。 

 次に，搬入，搬出ルートでございますが，申請地前面の県道鶏足山片庭線，主

要地方道宇都宮笠間線を経由し，国道 50 号を利用する計画となっております。廃

棄物の搬入量につきましては，月間約 6,720 トンを予定しておりまして，１日当

たりの搬入車両は，平均で 10 トン車 28 台程度を見込んでおります。なお，廃棄

物の搬出事業者はすべて県内の事業者を予定しております。 

 次に，雨水排水でございますが，すべて敷地内に貯留し，粉塵の飛散防止を目

的として場内散水用に利用いたします。 

 申請地及びその周辺地区につきましては，笠間市の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，周辺関係者から了解が得られており，許可

申請に当たっては，笠間市長から，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。 

 付議案の概要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よりご説明させていただきます。 

○事務局 廃棄物対策課と申します。今，お話がありましたように，生活環境影

響評価の結果についてご説明させていただきます。 

 先ほどからお話がありましたように，今回の廃棄物中間処理施設につきまして

は，現在稼働中の採石場にありますバージン材を利用して，砕石製造の破砕施設

を利用するもので，処理品目といたしましては，産業廃棄物のがれき類，コンク

リートくず等でございます。それを破砕することによってリサイクル資材に広く

利用するというものでございます。 

 したがいまして，この事業の実施に当たりまして，環境省から示されています

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，生活環境への影響

が予想される項目を選定いたしますと，主に破砕施設が影響を与える施設という

ことになりますが，破砕施設の稼働，それから，廃棄物運搬車両の走行に伴いま

す粉塵，騒音，振動が考えられます。 

 ほかには，廃棄物保管場に係る粉塵，雨水沈殿池からの排水が考えられます。

このため，事業者としましては，各々の対策としまして，破砕施設及び廃棄物保



 - 11 -

管場の場内におきましては，粉塵対策ということで散水を行う形をとっておりま

す。また，破砕施設には防塵カバーを取り付けております。 

 それから，騒音対策ということで，破砕施設に近い道路側の敷地境界には遮音

壁を設置するなどの対策をとることにより，粉塵，騒音や振動の対策を引き続き

行っていくという計画でございます。 

 また，水質につきましては，雨水からの汚染が考えられますが，場内の雨水は

沈殿池に集水し，散水用に利用するという計画です。沈殿池内の堆積物は定期的

に浚渫することになっております。 

 これらの対策を行いますと，粉塵濃度については，現況調査では，破砕施設か

ら最も近距離の敷地境界，ただ，今回，調査をした日が，敷地境界が風下方向で

なかった，敷地境界としては人家のほうをとらなければならないのですが，その

逆のような風下方向で，等距離でやったところが 10 メートル地点なのですが，そ

この結果は 1.3mg/㎥ということで，これは県の生活環境条例の敷地境界の 1.5mg/

㎥以下ということでございました。ということで，今回扱うコンクリートくず，

産業廃棄物は今までのバージン材とほぼ同様の性状ということで，粉塵の基準値

を超えることはないと考えております。 

 騒音につきましては，現況調査結果で，最も近い人家側の敷地境界での測定結

果は 64 デシベルです。今回取り扱うコンクリートくず，産業廃棄物は，現在のバ

ージン材よりも圧縮強度より小さいと言われておりまして，64 デシベルを上回る

ことはないと予測され，騒音基準法の基準値であります 65 デシベル以下をを下回

ると考えられます。 

 振動につきましても騒音と同様の地点で現況調査を行いました。この結果，36

デシベルということで，振動規制法の基準値を大幅に下回るということが得られ

ました。 

 また，車両の運行に伴う騒音，振動につきましては，直接はやっておりません

が，低騒音型の重機を導入したり，あるいは場内における通行速度の遵守により

まして，大きな影響を与えるものではないという結果が得られておりまして，特

に環境への影響はないと考えております。 

 雨水ですが，先ほど対策を示しましたが，この取り扱っている産業廃棄物の品

目から考えますと，有害物質が含まれるということがございませんので，沈砂池

から地下浸透ということもありますが，地下水汚染等は考えられないと予想して

おります。また，沈砂池は定期的に浚渫しますので，雨水が溢流するということ

もないと考えております。 

 以上，環境影響調査評価の結果でございます。 

○事務局 都計諮問第３号についてのご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。それでは，ただいまの件につきまして，ご意

見，ご質問をお願いいたします。 
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○Ａ委員 私，たまたま笠間市の都市計画審議会に関わっておりまして，市長さ

んがこの意見書をつくるための会議に出させていただいたのですが，その席で，

地域の方々は，例えば，この辺にあります認可の条件であるとか，防止対策その

他，初めのうちは大丈夫だろうけれども，長期的に本当に守られているのかどう

かということについてかなり懸念されておられました。 

 そういうことを考えたときに，これは環境対策課のほうの話になるのだろうと

思うのですが，このような防止対策，その他条件が的確に守られているかどうか

ということに関わる定期検査とか不定期検査がどういうふうに行われているのか。

この辺が一つには，地域の方々に十分知られていないということと，この辺をど

うやって解消していただくかということと，それから，定期検査，不定期検査の

立入検査みたいなものを充実していただいて，その結果について公開していただ

くとか，そういう必要性を感じたわけでございます。 

 そういう意味での現状と今後の方向性についてご見解を伺えればと思います。 

○議長 では，事務局からお願いします。 

○事務局 今のご質問についてお答えいたします。こちらの規制項目といいます

と，先ほどお話ししました騒音，振動，粉塵ということです。あと，よく説明し

ないでしまったのですが，今回については，既存の施設を利用するということで，

特に環境対策も改めてやるというところはないということでございます。 

 そういう中で，現況でどうかということでお話ししますと，騒音，振動につい

ては，騒音規制法，振動規制法がありまして，市町村の方でが規制をしているわ

けですが，その指導の中で指導はされていると思いますが，市のほうで問題にな

ったということは直接は聞いていない。あとは，苦情とかそういうものを聞いて

いる状況はないということです。そういうご報告をいたします。また，粉塵につ

いても規制があるわけですが，定期的な立ち入りということで行ったりしている

中では，問題はないということで，そういう状況をつかんでいるということを報

告いたします。 

○Ａ委員 個別の場合もあるのですが，最近の都計審のあれなんかを見ています

と，廃棄物対策処理施設が多い中で，一般的にその辺の事後検査の充実を一つに

はお願いしたいということがございますとともに，市長からの意見書にも，モニ

タリングであるとか事後検査の充実が記載されていたのではないのかなと思いま

す。 

○事務局 ただいま，Ａ委員さんからご指摘いただいたとおり，笠間市長さんか

らの意見書の中に，都市計画上支障がないというほかに次のような要望がござい

ますので，恐縮ですが，読ませていただきます。 

 当該処理施設の稼働後においては，地域住民等からの意見に対する配慮や，定

期的なモニタリングを実施するなど，常に周辺の環境保全に配慮したチェック体

制の取り組みが図られるよう要望しますといった要望がございました。 

 これを踏まえまして，私ども，許可する際には，許可申請書の中に処理施設の
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維持管理計画書がついております。そういった中に，ただいま笠間市から要望が

あった内容を盛り込む形で許可を進めさせていただきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長 ほかに。 

○Ｃ委員 先ほどの説明の中では，１日大型ダンプ 28 台ぐらいということをお聞

きしましたが，この施設は大変立派で，10 トン車で日量 160 台からのダンプの処

理能力を持った施設でございますが，先ほどの説明では，１日に 28 台ぐらいだと

いうことですが，それでよろしいのですか。この処理エリアやほかのエリアのほ

うに行く道路の問題もありますので，１日 28 台のところ，１日処理能力が，８ト

ンしか積まない場合には 200 台からになってしまうから，ですから，28 台だとい

う説明とこの処理能力の 1,680 トンということでは，かなり説明と処理能力の機

械との差があるものですから，お聞きいたしました。 

○事務局 説明不足の点があったかもしれませんが，機械の処理能力は，１日８

時間稼働いたしまして 1,680 トンの処理ができるということなのですが，今回，

処理をいたしますのは月間で 6,720 トンということで，それを１週間当たりにし

ますと，今の処理能力は 1,680 トンになるということなのです。 

 したがって，今の破砕機は，例えば週 6 日稼働しましたら，5 日間は岩石の破

砕処理に使って，残りの１日をがれき類の破砕をするという計画になっておりま

すので，１週間で運ばれてきた廃棄物を１日で処理するということですから，

1,680トンを６日間で割りますと28台ぐらいということで説明させていただきま

した。 

○議長 よろしいですか。 

○Ｃ委員  はい。 

○議長 ほかにご意見，ご質問ございますか。よろしいですか。それでは，ご意

見がないようでございますので，都計諮問第３号につきましては，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 ご異議なしと認め，都計諮問第３号につきましては，支障なしといたし

ます。 

  

 

【都計諮問第４号  「土浦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 続きまして，都計諮問第４号につきまして審議いたします。事務局から

説明をお願いいたします。 

 

 



 - 14 -

○事務局 土浦市建築指導課と申します。よろしくお願いいたします。それでは，

都計諮問第４号につきましてご説明いたします。お手元の付議案４ページ及び付

議案図面４－１，４－２をご覧いただきたいと存じます。 

 本案件は，土浦市長が行う建築基準法第 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，日立セメント株式会社代表取締役株木貴史でございます。同社は，

明治 40 年に設立され，各種セメントの製造並びに販売を主たる業務といたしてお

ります。 申請地は，土浦市東中貫町 6 番地ほかでございます。本案件は，現在，

土浦市内で運営いたしております焼却施設の敷地を拡張し，新たに食品残渣，汚

泥，生ごみといった食品系廃棄物を主体としました廃棄物系バイオマスを，メタ

ン発酵と発酵堆肥化によりエネルギーと農業資材に利活用する事業でございます。 

 次に，施設計画についてご説明いたします。処理施設の概要としましては，既

存の焼却施設では，汚泥，廃油等の産業廃棄物の焼却処理を行っており，処理能

力は１日当たり 150 トンでございます。また，新設のメタン発酵・発酵堆肥化施

設では，土浦市内の家庭系生ごみ，事業系生ごみ等の一般廃棄物及び県内を中心

とした食品工場から発生する製造残渣，汚泥等を取り扱います。処理能力は，１

日当たり 135.9 トンです。また，既存の施設は，平成４年の本審議会に諮りまし

た 51 条許可施設であることから，その敷地の拡張になるため，お諮りするもので

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４－１とあわせま

して正面のスクリーンをごらんください。申請地は，土浦市北部の土浦・千代田

工業団地に位置し，西側には国道６号線が通り，常磐道の土浦北インターチェン

ジから約 2.5 キロの距離に位置しております。また，東側のＪＲ常磐線神立駅か

ら約３キロメートルの距離に位置しております。主要な道路といたしましては，

国道６号線，市道中貫白鳥線，市道東中貫５号線がございます。なお，申請地の

周辺地区は，土浦・阿見都市計画区域における市街化区域で，工業専用地域とな

ってございます。 

こちらの写真は，計画の敷地及び既存の施設の現況写真でございます。付議案

図面４－２とあわせまして正面スクリーンをごらんください。図面の上方向が北

の方角となります。赤色の実線で囲まれた範囲が建設予定地となります。申請地

の敷地面積は，接道側の青色の実線で囲んでおります既存焼却施設部分が１万

721 平方メートル，赤色の実線で囲みました新設のメタン発酵・発酵堆肥化施設

建設に伴う拡張部分が１万 9,339 平方メートル，合わせまして３万 61 平方メート

ルとなります。 

 次に，土地利用計画についてご説明いたします。敷地へは，東側の幅員 12 メー

トル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を配置いたし

ます。 
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 建築物といたしましては，既存の施設につきましては，貯留棟ほか計７棟あり，

合計延べ床面積は 1,561 平方メートルです。また，計画の施設としましては，管

理棟，鉄骨造平屋，作業員控室棟，鉄骨造平屋，バイオガス化施設棟，鉄筋コン

クリート造，鉄筋造，膜造，地下１階，地上２階，堆肥化施設棟，鉄筋コンクリ

ート造，鉄骨造平屋，廃製品保管庫棟，鉄筋コンクリート造，鉄骨造平屋の５棟

で，合計延べ床面積 3,729 平方メートルです。既設施設と計画施設の合計延べ床

面積は 5,290 平方メートルとなります。 

 次に，廃棄物の処理フローについてご説明いたします。搬入車両は，まず，ト

ラックスケールにて積載重量を計量いたします。搬入物の受け荷下ろしから初期

発酵までの工程は，こちらのバイオガス化施設棟で行います。その後，屋外のメ

タン発酵槽においてメタン生成菌が有機物を分解することでバイオガスが発生し

ます。また，発生したバイオガスは既存の焼却施設で利用いたします。メタン発

酵後の処理水は再びバイオガス化施設棟に戻します。処理水は，脱水により固形

分と分離し，水処理設備にて浄化します。また，固形分のほうは，水分を乾燥に

より調整後，堆肥化施設棟内に設置の堆肥化発酵槽に投入し，製品堆肥となりま

す。 

 これらの処理によります環境保全対策としまして，大気，騒音，振動，臭気，

排水につきまして実施いたします。ここでは臭気対策についてご説明し，その他

の項目につきましては，後ほど生活環境影響調査報告とあわせてご説明いただき

ます。 

 まず，臭気対策としましては，運搬車両には，密閉式パッカー車や水密ダンプ

等の臭気漏れ対策を講じた車両を使用いたします。また，運搬車両の荷下ろしは

建屋内にて行い，建屋内出入り口シャッターと搬入物投入口が同時に開かないよ

うインターロック機構を設けております。また，それ以降の処理工程は，配管，

タンク，コンベア等の密閉状態の処理，移送となるため，外気に臭気が漏れない

システム設計をとっております。処理工程における臭気は，発生源の各機器，バ

イオガス化施設棟，堆肥化施設棟から吸引捕集し，既存の焼却施設で燃焼する方

法と，薬液による洗浄，活性炭吸収による脱臭方法を併用することで脱臭を図り

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・搬出ルートは，国道６号線，市道川口稲吉線及び市道中貫白

鳥線，幅員 18 メーターを経由しまして，申請地前面の市道東中貫５号線，幅員

12 メーターを利用して施設の搬入門に入ります。廃棄物につきましては，搬入量

の約８割が県内の事業者からです。計画の施設における１日当たりの搬出入車両

は最大で 30 台，10 トン車 12 台，４トン車 18 台を見込んでございます。既存の

焼却施設の搬出入車両と合わせますと，最大 58 台，10 トン車 25 台，４トン車 35

台となります。なお，搬入・搬出ルートに当たる市道東中貫５号線を通過する車

両は，多くが事業系車両であり，また，通学路に該当しないため，生活交通に及
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ぼす影響は少ないとものと考えてございます。 

 次に，雨水排水計画についてご説明いたします。正面スクリーンは，雨水排水

計画図となります。計画の施設に降り注ぐ雨水は，敷地内に水勾配を設け，正面

スクリーンの青色の矢印の経路にて赤色の斜線で囲みました約 793 平方メートル

の雨水調整池に貯留した後，赤色の矢印で示した経路により，既設埋設配管に接

続し，土浦市都市下水路に放流いたします。正面スクリーンは，雨水排水計画の

広域図でございます。赤色で囲みました申請地から，既設放流配管を経まして，

東中貫都市下水路に放流いたします。 

 次に，施設内処理水の排水計画についてご説明いたします。計画の施設の処理

水は，バイオガス化施設棟内の水処理設備により，土浦市下水道排水基準を満足

する水質まで浄化した後，スクリーン青色矢印で示した占有埋設配管を経由し，

土浦市公共下水道に放流いたします。 

 こちらは，建屋の完成予想図でございます。景観的に，周辺環境に配慮した設

計としております。 

申請地及び周辺地区については，土浦市都市計画マスタープランにおいて，工

業拠点及び工業・流通業務ゾーンと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，周辺住民等の居住する地区との協定が締結されてございます。

なお，この計画は，土浦市バイオマスタウン構想の一環に位置づけられたもので，

バイオマス資源の利活用をする施設でございます。 

 続きまして，県廃棄物対策課より生活環境影響調査報告についてご説明いただ

きます。 

○事務局 引き続きまして，廃棄物対策課から説明させていただきます。今回の

施設は，廃棄物処理法の関係からいいますと，一般廃棄物と産業廃棄物を扱うと

いうことで，一般廃棄物のほうは一般廃棄物処理施設ということで，廃棄物処理

法の一般廃棄物処理施設という位置づけになります。それから，産業廃棄物は，

法律ではなくて，茨城県廃棄物の処理の適正化条例がありますが，この中の指定

処理施設という位置づけで，メタン発酵・発酵堆肥化施設という位置づけになり

ます。言葉としてこれから説明する中で，バイオガス化施設のことをメタン発酵

施設と呼んで説明させていただきます。 

 前置きが長くなりましたが，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，前の案件と同じように，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，今回のバイオ

ガス化施設に伴う生活環境影響を生ずるおそれのある項目，また，こちらから発

生しますガス，メタンガスが主ですが，こちらを利用して既存の焼却施設に燃料，

あるいは悪臭対策ということで行いますので，既存の焼却施設についても，影響

の程度，その対策を検討しております。 

 事業者が生活環境において生ずるおそれがあるとして選定した項目は，バイオ

ガス化施設では，悪臭，騒音，振動が考えられてくるわけです。そのほかに水質
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もございますが，こちらは，先ほど説明したように，下水道に行くということで，

調査そのものはしておりません。ですけれども，こういう形で選定させていただ

きました。それから，焼却施設は大気質について特に問題になるかなと考えられ

ますが，そのほかの項目も一応選定しておりますが，これから説明する調査につ

いては省略しているものもございます。 

 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，大気質につ

きましては，既存の焼却施設から排出される硫黄酸化物等の発生量は，バイオガ

ス化施設から発生しますメタンガスが，今，Ａ重油を使っているわけですが，そ

の燃料の代わりになりますので，硫黄酸化物の発生量等は少なくなり，環境への

負荷は減少されると考えられます。ちなみに，焼却炉の排ガス処理は，バグフィ

ルター，消石灰，活性炭により処理されております。大気質の主な物質を予測し

ますと，硫黄酸化物濃度は，最大着地濃度で 0.02ppm，環境基準値は 0.1ppm であ

りますので，環境への影響は小さいと考えます。 

 続きまして，悪臭でございます。悪臭の対策については先ほどご説明がありま

したので，そこは簡単に説明しますが，一つは，焼却炉の燃焼によるものと，も

う一つは，薬液活性炭による脱臭処理の２つに分かれます。建屋はインターロッ

クということで，密閉構造になっているというご説明が先ほどあったと思うので

すが，これらについての現況調査を行った結果，これは敷地境界，風下側で行い

ましたが，こちらは土浦市の公害防止協定の基準で臭気指数 12 が設けられている

わけですが，今回，10 未満でありましたので，公害防止協定基準は十分守られて

おりますし，今後も先ほどの対策をとれば十分守れると予想されます。 

 続きまして，騒音，振動についてですが，騒音，振動についても，ほとんどの

施設は建屋内にあること，それから，建屋外にあるものも防音ボックスの設置で

行いますし，振動対策としましては，コンクリート基礎へ固定するという対策を

行います。ということで，今回，現況調査として測ってみた結果は，人家に近い

敷地境界で測っているわけですが，騒音でいいますと，最大 59 デシベル，これは

騒音規制法の基準 70 デシベル，これは昼間ですが，それより下回っておりますし，

振動調査結果でも 54 デシベルということで，昼間の基準は 70 デシベルですが，

それより下回っているということです。先ほどの対策を考えますと，これらの基

準は守れるのではないかと予想されます。 

 水質は，これも先ほど説明したので簡単に説明しますが，今回のバイオガス化

施設も下水道処理でございますので，問題はないと考えます。調査そのものも特

にしておりません。雨水は，廃棄物との接触はほとんどないのですが，万が一と

いうことを考えまして，油水分離槽を設けて一般の公共用水域に流すということ

ですが，問題はないと予想しております。 

 そのほか，車両の運行に伴う大気，騒音，振動については，場内運搬車両の速

度，あるいは積載量の遵守をする。あるいは，車両の搬入時間の分散化を考えて

おりますので，その影響はほとんどないと予想しております。 
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 以上，生活環境影響調査結果のご説明でございました。 

○事務局 都計諮問第４号につきまし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。それでは，ただいまの件につきまして，ご意

見，ご質問をお願いいたします。よろしゅうございますか。それでは，ご意見が

ないようでございますので，ただいまの都計諮問第４号につきましては，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した。それでは，ご異議なしと認め，都計諮問第４

号については，支障なしといたします。 

 

 

○議長 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

はすべて終了いたしました。 

 もう一回整理いたしますと，都計諮問第１号及び第２号については原案どおり

可決，それから，都計諮問第３号及び第４号については支障なしということで，

本日付けをもちまして知事に答申をいたします。どうもありがとうございました。 

  

 

－  閉 会  － 
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関東財務局水戸財務事務所長 多田  桂 
代理 管財課長 
         久保田 清美 

関東農政局長 皆川 芳嗣 
代理 農村計画部農村振興課長 
       鹿糠 幸夫 

関東経済産業局総務企画部長 黒岩  理 
代理 総務企画部企画課総括係長 
       吉田 誠 

関東運輸局長 神谷 俊広 
代理 茨城運輸支局長 
       鬼沢 秀通 

関東地方整備局長 菊川  滋 
代 理 常 陸 河 川 国 道 事 務 所 長

児玉 好史 

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 

茨城県警察本部長 杵淵 智行 
代理 交通部交通規制課長 
      樫村 栄次 

 

 
出席 23 名 
       24 名 
欠席 1 名 

平成２２年度第１回茨城県都市計画審議会 委員出席状況 



 - 20 -

平成２２年度第１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 

１ 
下館・結城都市計画道路の変更に

ついて 
茨城県 １ １ 

 

3･3･83 長方・蓮沼線の追加   

 

（桜川市・筑西市）

２ 
北茨城都市計画道路の変更につい

て 
茨城県 ２ ２ 

 

3･4･20 二ツ島・関本中線の

変更 

（北茨城市） 

３ 

笠間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 

笠間市片庭地内 

廃棄物処理施設 

 

破砕（がれき類） 

 処理能力：1,680ｔ/日 

４ 

 

土浦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 

土浦市長 

４ 
４-１ 

４-２ 

土浦市東中貫町地内 

廃棄物処理施設の敷地の拡

張 

(既設) 

焼却（廃プラ類等） 

 処理能力：150ｔ/日 

(新設) 

堆肥化（一般廃棄物） 

 処理能力：135.9ｔ/日 

 

 

 

 

計４件 

    

 

 

 


