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日 時  平成２３年４月２５日(月) 午後１時３０分から 

場 所  水戸市青柳町４１９３番地 
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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２３年４月２５日(月) 午後１時３０分から午後２時５４分まで 

２ 場所 水戸市青柳町４１９３番地 (財)茨城県建設技術管理センター  

研修センター ３階 大ホール 

 

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 

県議会の議員について桜井富夫委員，田山東湖委員，飯塚秋男委員，関係行政

機関の職員について関東財務局水戸財務事務所長の鹿糠全委員，関東地方整備局

長の下保修委員，茨城県教育委員会教育長の小野寺俊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５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１号「土浦・阿見都市計画道路の変更」ほか4件 

 

 

【都計諮問第１号 「土浦・阿見都市計画道路の変更」】 

○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。

よろしくお願いします。 

 

 

○事務局 都市計画課と申します。よろしくお願いいたします。 

 都計諮問第１号「土浦・阿見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，お手元の左上に都計諮問第１号と書いてございますのが付議案で
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ございます。図面は，１ページめくっていただきまして，Ａ３判のものが１枚つい

てございます。本案件は，土浦市，かすみがうら市が都市計画決定する神立駅西口

地区土地区画整理事業に関連して，県が土浦・阿見都市計画道路神立停車場線に駅

前広場を追加する変更と，神立駅前西通り線の追加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をさせていただきます。土浦・

阿見都市計画区域は，本県の南部，霞ヶ浦の西側に位置しており，土浦市，阿見町

の全域及びかすみがうら市の一部をその範囲としております。今回対象となります

神立地区は，土浦市とかすみがうら市の行政界に位置しておりまして，ＪＲ常磐線

神立駅の西側に商業地域や密集市街地が広がり，さらにその周辺に土浦・千代田工

業団地などが立地している地区でございます。地区の玄関口であるＪＲ神立駅は，

地域住民や周辺に立地する企業へのアクセスとして重要な役割を果たしており，土

浦・かすみがうら両市の都市計画マスタープランにおいても本地区は，ＪＲ神立駅

を中心ににぎわいのある交流拠点を創出し，調和のとれた魅力的な都市空間の形成

を目指す地区として位置づけられております。 

 本地区周辺の交通網といたしましては，ＪＲ常磐線が南北に走っており，幹線道

路としまして，国道６号，神立駅前を通過する一般県道牛渡馬場山土浦線，国道６

号と神立駅を連絡する一般県道戸崎上稲吉線が配置されており，今回対象案件であ

る神立停車場線がこちらでございます。現在のＪＲ神立駅は，１日約１万 1,000 人

が利用する重要な交通結節点ですが，現在の駅舎の改札は，西口のみとなっている

ことから，西口の駅前広場へのアクセスが集中していること，また，ＪＲ神立駅と

県道とが近接をしており，現在の駅前広場は狭小で，わずかな空間しかないことな

どから，工業団地などの企業の送迎バスやタクシー，自家用車などが錯綜し，交通

混雑を引き起こしているほか，駅前広場は歩行者と車が分離されていないことから，

歩行者の安全確保ができないなどが課題となっております。このようなことから，

交通結節点機能の向上や駅利用者の安全性の確保が必要となっているところでござ

います。 

 また，駅への東側からのアクセスは，駅北側の跨線橋を利用しておりますが，エ

レベーターがないなど利便性，アクセス性が悪く，利用者の利便性の向上とバリア

フリーに対応した施設への改修が必要となっております。そのため，平成 11 年度よ

り当時の土浦市，霞ヶ浦町及び千代田町において，神立駅を中心としたオレンジ色

で示しました約 52.6 ヘクタールを対象に神立駅周辺のまちづくりについての検討

を初め，地域住民へのアンケートなどを行い，平成 13 年度に水色で示した約 16.6

ヘクタールを整備の必要性が高い街区として，街区整備計画の策定を行いました。 

 この計画をもとに，平成 14 年度には，地元の意向や経済性なども考慮し，駅前街

区の整備を重点課題とする赤色で示した約６ヘクタールの事業促進計画を策定し，

段階的に整備を進めていくことになりました。さらに，平成 18 年には，駅前道路の

安全確保，駅の効率的利用，西口商店街の活性化などを最優先の課題として，神立

駅西口地区約 2.2 ヘクタールの土地区画整理事業を実施していくことで両市が合意
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いたしました。その後，両市で地元説明会などによる地元合意形成に努めてきたと

ころ，平成 21年 12 月に同意率が９割を超えるに至りましたことから，このたび，

土浦市，かすみがうら市の両市の決定で面積約 2.2 ヘクタール，神立駅西口地区土

地区画整理事業を都市計画に定めることとし，あわせて都市基盤として必要な道路

２路線の都市計画の変更を今般，県決定により行うこととなりました。 

 駅前の詳細な図でご説明いたします。こちらの青点線で囲まれたエリアが両市の

決定となる約 2.2 ヘクタールの土地区画整理事業の区域でございます。なお，当該

土地区画整理事業を実施するに当たりまして，土浦，かすみがうらの両市は，その

施行者としまして，平成 23 年１月 25 日に土浦，かすみがうら土地区画整理一部事

務組合を設立しております。 

 それでは，今回変更しようとします県の案件について詳細にご説明いたします。

県決定となります２路線のうち，まず，神立停車場線でございますが，当該路線は，

神立駅の西側から国道６号までを結ぶ道路として昭和38年３月に延長2,360メート

ル，幅員 18 メートルで都市計画決定された路線でございます。このたび，神立駅西

口の交通結節点機能の向上を図るため，適正な規模の広場面積を確保する必要があ

ることから，本路線の起点部に面積約 4,800 平方メートルの駅前広場を追加すると

ともに，起点を 20 メートル延伸し，延長 2,380 メートル，幅員 18 メートル，車線

数を２と定めるものでございます。 

 次に，神立駅前西通り線でございます。本路線は，神立駅西口駅前を通過する県

道牛渡馬場山土浦線のうち，区画整理事業区域内の区間につきまして，駅前広場に

集散する歩行者と自動車を安全かつ円滑に分離し，駅利用者の安全な動線を確保す

るため，延長 210 メートル，幅員 15メートル，２車線として定めるものでございま

す。また，これらの決定とあわせて，土浦市では，神立駅の効率的利用の促進と駅

東西のにぎわい交流を創出するため，神立駅舎を橋上化することとし，延長約 40

メートル，幅員６メートルの神立駅東西自由通路線を都市計画に定めることとして

おります。なお，駅東口につきましては，今回決定しようとする駅西口地区におけ

る市街地整備の状況を見据え，段階的な整備方針を示しながら，地域の実情を踏ま

えた検討を行っていくこととしておりますが，自由通路が接続する東口駅前広場に

つきましては既存の広場とあわせ，ＪＲの廃線敷をも活用し，整備を行うこととし

ております。これらの都市計画の変更によりまして，両市のマスタープランに掲げ

るにぎわいや交流の場の創出，安全で快適な交通結節点機能の確保が図れ，神立駅

を中心とした都市基盤の整備促進を図るもので，この西口駅前を中心とした約 2.2

ヘクタールの整備を契機といたしまして，神立地区のまちづくりの第一歩が踏み出

されることが期待されるところでございます。 

 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，平成 23 年１月 27 日から２月 10 日までの２週間，縦覧い

たしました結果，意見書の提出はございませんでした。また，市決定分の都市計画

につきましては，４月 12 日に土浦市，４月 13 日にかすみがうら市において開催さ
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れたそれぞれの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，土浦市及びかすみがうら市に意見を求めたと

ころ，本案件は，両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１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 はい，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，ご質問がございましたら，お願

いをいたします。 

○Ａ委員 ごく簡単なことなのですが，ここ，神立駅の場合，路線バスだとか，そ

れがどんなふうに入っているのかというのと，ここだと，いわゆる企業の送迎バス

などが入ってきているのではないだろうかということで，その辺の状況と，それか

ら名前忘れてしまったのだけれども，神立駅前西通り線ですか，ここの交通量は，

どれぐらいのことになるのか，その辺だけ教えてください。 

○事務局 続きましてそれでは，今のご質問にお答えいたします。 

まず，１点目の神立駅前のバスの運行状況でございますが，まず，西口につきま

しては，神立駅から土浦駅・神立駅間の定期バスが１日 17本程度，２系統通ってご

ざいます。また，企業バスといたしましては，こちらの西口のほうでも８社が利用

をしているという状況でございます。これらを踏まえまして，今回の計画の中では，

それらを考慮した上での計画になってございます。 

それから，２点目の交通の配分でございますが，現況といたしましては，先ほど，

委員からございました県道でございますが，現状としては，非常に交通量が多いと

いうことで１万 4,000 台程度ございます。これにつきましては，将来的には，駅前

の通過交通というものは，すべてもう１路線の真鍋神立線というもので分担をする

ことになってございまして，将来交通量の予測といたしましては，5,700 台を想定

してございます。以上でございます。 

○議長 ほかにご意見，ご質問ございますか。よろしゅうございますか。それでは，

ご意見が特にないようでございますので，ただいまの都計諮問第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 はい，ありがとうございました。ご異議なしと認めまして，都計諮問第１

号につきましては，原案どおり可決といたします。 
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【都計諮問第２号 「水戸・勝田都市計画土地区画整理事業の変更」】 

【都計諮問第３号 「水戸・勝田都市計画道路の変更」】 

 

○議長 続きまして，都計諮問第２号及び関連ございますので，第３号につきまし

ては，関連する案件でございますので，事務局から，２号，３号を一括して説明を

お願いいたします。 

 

 

○事務局 それでは，次に，都計諮問第２号水戸・勝田都市計画土地区画整理事業

の変更及び都計諮問第３号水戸・勝田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，お手元の左上に都計諮問第２号及び１ページめくっていただ

きまして，第３号と書いてございますのが付議案でございます。図面につきまして

は，その後ろに１ページめくっていただいて，Ａ３判が２枚で，図面の１枚目が今

回変更の図面でございます。２枚目は町決定の内容でございます。 

 本案件は，茨城町における前田長岡土地区画整理事業の廃止及び都市計画道路東

原矢頭線の変更とほか１路線の廃止を行うものでございます。なお，これにあわせ

まして，茨城町において，用途地域の変更，前田長岡地区地区計画の決定，都市計

画道路の廃止及び都市計画公園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。水戸・

勝田都市計画区域は，県央地域に位置し，その区域の範囲を水戸市ほか６市町村で

構成されております。今回の対象となります茨城町は，赤色で示しております場所

でございます。前田長岡地区は，茨城町の北部に位置し，北側が水戸市に隣接し，

北関東自動車道が東西に横断しており，国道６号，県道水戸神栖線に囲まれた，こ

ちらオレンジ色で示しております地区でございます。 

 まず，これまでの経過についてご説明いたします。茨城町は，道路や排水といっ

た都市基盤の整備，住工混在の解消，周辺開発の人口増加に伴う住宅地の供給や中

心部への公益的施設の建設といった複合市街地の形成及び緑豊かな市街地の形成を

行うことを柱として，平成９年３月に茨城町を事業予定者として青色で囲んでおり

ます面積約 91ヘクタールの土地区画整理事業を決定いたしました。このとき，あわ

せて東原矢頭線の幅員の変更と中央通り線の追加を県で行い，茨城町の決定で東通

り線及び中央公園を追加したものです。 

なお，区画整理の区域の設定に当たりましては，北側の開発行為による２団地は，

既に整備済みであることから，区域除外としております。その後，平成 12 年に事業

の認可を取り，事業を開始しましたが，事業計画や仮換地についての同意が得られ

ず，事業の進捗が図れなかったことから，平成 14 年に町で実施した公共事業再評価

委員会において，実現可能な事業の実施に向け，見直しによる大幅なコスト縮減と

その見直し内容について地元の合意形成を得ることの条件つき事業継続の意見書が
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提出されました。このため，町では，道路整備の見直し，減歩率の低減，保留地処

分価格の見直しや事業期間の延長といった事業計画の見直し案を作成し，事業に関

する住民の意向調査を行いましたが，地権者の約６割，面積にして約７割の方が事

業反対の意向を示しました。 

 このため，町としては，地権者の合意形成を得ていくことが困難であると考える

に至りまして，あわせて財政状況の逼迫や社会経済状況の悪化，住宅地需要の低迷

等の社会情勢の変化などの理由から平成 15 年９月に事業の中止を表明いたしまし

た。 

 しかしながら，本地区は，排水が未整備で狭隘な道路がほとんどであることから，

依然として道路や排水などの生活基盤整備が求められております。このため，町は，

平成 16 年３月から代替整備計画の方針案として，まちづくり方針書をつくり，これ

をもとに，地域住民とともにつくる地区整備基本方針の策定に着手をいたしました。

その後，地元説明会やエリア別懇談会を開催していく中で，地区の実情にあわせて

既存施設を有効に活用しながら，必要となる生活基盤の整備を行いつつ，建築物等

の規制，誘導を行うまちづくりを実施することで，地域住民との合意が図られたこ

とから，前田長岡土地区画整理事業を廃止し，同区域に前田長岡地区地区計画を決

定することとなったところでございます。また，このように，まちづくりの方針が

決まりましたことから，前田長岡地区については，茨城町の第５次総合計画におい

て，安全で快適な生活環境整備を目指して住民参加型による地区整備計画を策定し，

道路，排水整備を主体とした生活環境整備を行う地区というふうに位置づけられて

おります。 

 それでは，今回変更しようといたします県の案件についてご説明いたします。ま

ず，オレンジ色で示している前田長岡土地区画整理事業についてでございますが，

廃止をいたします。次に，都市計画道路の変更でございますが，２路線のうち１路

線目が東原矢頭線の変更でございます。本路線は，昭和 52年に幅員 12 メートルで

都市計画決定し，昭和 55 年から工事に着手し，平成元年に整備が完了しておりまし

た。しかし，平成９年の土地区画整理事業の決定にあわせて，地区の東西のメイン

ストリートとして，植栽帯を含む片側 5.5 メートル，両側で 11 メートルの広幅員の

歩道を有する全幅員 21メートルの幹線道路に拡幅することとして，都市計画変更を

したものです。今回，都市区画整理事業を廃止し，地区計画によるまちづくりの方

針を踏まえ，県道水戸神栖線との交差点付近の拡幅部を除きまして，整備済みの幅

員 12 メートル，延長 1,470 メートルに変更するものでございます。 

 次に，２路線目が中央通り線の廃止でございます。本路線は，幅員 20 メートル，

延長 660 メートルの道路として東通り線とともに地区内の補助幹線道路として都市

計画決定されたものです。今回の地区計画において，現道を基本とする代替路線が

地区施設道路として位置づけられ，既存道路を活用した生活道路網の整備を行うこ

とから，本路線の廃止を行うものでございます。 

 次に，県の決定にあわせて行う茨城町の都市計画の変更についてご説明いたしま
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す。町では，東通り線を廃止するとともに，中央公園を前田東原公園として公園の

位置と名称の変更を行うものでございます。 

 次に，用途地域の変更についてでございます。現在の用途地域は，北関東自動車

道路の北側が第一種低層住居専用地域，南側が工業地域になっております。まず，

北関東自動車道の北側につきましては，土地区画整理事業にあわせて，暫定用途と

しまして第一種低層住居専用地域としておりましたが，地区計画の決定とあわせま

して，一部を第一種住居地域へ変更し，国道６号沿線においては，工業地域へ変更

いたします。用途を変更しない第一種低層住居専用地域については，一部容積率の

変更をするものでございます。また，既存のロックシティを含みます南側の区域は，

沿道商業・サービス施設等の維持及び立地を促進する区域として準工業地域に変更

をいたします。 

 次に，地区計画でございますが，安全で快適な生活環境整備を目指し，道路，排

水整備を主体とした生活環境改善整備を行い，あわせて用途混在の抑制を図り，良

好な居住環境の形成を図ることを目標とし，具体的な土地利用の方針としまして，

用途地域と整合を図りつつ，住宅地区，沿道利用地区や生活利便施設地区などを定

めることによりまして，詳細に建築物の用途を制限し，よりきめ細やかな土地利用

の形成を図ることとしております。また，地区施設といたしまして，狭隘道路の解

消や雨水排水のための側溝整備を図るため，既存の道路を活用いたしまして，地区

内交通を担う道路及び生活道路として幅員６から 9.5 メートルの地区施設道路を定

め，早期整備を進めることとしております。 

 以上のように，土地区画整理事業の廃止及び地区計画，あわせて道路，公園の都

市計画の変更を行うことにより，地域住民との合意形成による効率的で早期整備が

図れるまちづくりへの手法転換を行い，本地区おける従来からの狭隘道路や排水整

備などの課題解消とあわせ，市街地形成の誘導，規制を適切に行い，住宅地，工業

地の良好な環境を形成し，魅力的な市街地の形成，居住環境の向上を図るものでご

ざいます。 

 続きまして，都市計画案の縦覧結果についてご説明いたします。この変更案につ

きまして，平成 23 年１月 27 日から２月 10 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。なお，町決定案件の用途の変更，

地区計画の決定，道路の廃止，公園の変更につきましても，同時に縦覧を行い，同

じく意見書の提出はなく，３月８日に開催されました茨城町都市計画審議会におい

ても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，

茨城町に意見を求めたところ，本案件は，町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。 

 都計諮問第２号及び第３号の説明は，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。 
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○議長 はい，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。 

○Ｂ委員 これは，都市計画を廃止して，地区計画に切り替えると，こういうこと

のようですね。そうすると，結果的にはどういうところが違うんですか。都市計画

を廃止して，地区計画。都市計画，ねらいは同じだと思うのですが，いわばどんな

ところが違うんですかね。 

○事務局 まず，区画整理事業でございますが，区画整理事業でございますと，当

然，町全体を大きく一つの環境整備を図るということで，道路であるとか，それか

ら緑地等を広く配置をしたような形での居住環境を図る形になってございます。地

区計画，今回の変更でございますと，それを廃止して地区計画にするわけでござい

ますが，そのような大きなコストがかかるものから，今の居住環境を維持しながら

必要なインフラ，狭隘道路であるとか，排水等々を整備していくという，どちらか

というと緩やかな形での整備というような形での変更に今回はなるものでございま

す。 

 以上のような形で，地区計画にいたしますと，そこを事業として大きく面的に整

備をするというよりは，必要な部分のインフラを地区施設道路として位置づけをし

て，それを整備していくという形の変更になるということでございます。 

○Ｂ委員 旨はよくわかりました。大体，減歩率などで達成するということが多い

と思うのですが，地区計画にすると，そういう問題というのはなくなってしまうの

ですか。 

○事務局 区画整理ではございませんので，今度は，当然道路に，沿道に，狭隘道

路に接しております皆様方にセットバックをしていただいたり，また，一部買収と

いうことになりますが，当然，区画整理でございますと，全体でございますので，

減歩率等がございますが，狭隘道路等々の沿道の方々と協調しながら事業を進めて

いくという形での買収という形をさせていただくような仕組みになってございます。 

○Ｂ委員 いろいろなところで計画が挫折しまして滞っているところが茨城県でも

たくさんあると思います。今後，この地区計画みたいなもので妥協して，それを修

正してこういうふうにやっていくというようなことは今後も考えられるのでしょう

か。 

○事務局 区画整理を廃止いたしまして，そちらに地区計画を立てていく件につき

ましては，これまでも，実は何回か審議をしていただいておりまして，22 年度はご

ざいませんでしたが，21 年度には，荒川本郷地区，それから岩井のほうの辺田地区

というところの２件を廃止させていただいて地区計画を立てさせていただいたとい

うものがございます。 

 今後でございますが，まだ県内には区画整理を決定して事業が未着手というもの

がございますので，それについては，地元との合意形成を図りながら，一部地区計

画を取り入れていくという手法は，今後あるかなというふうに思っておりまして，
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また，それについては，今，いろいろな市町村のほうで検討をしているところもご

ざいますので，引き続きというか，これからもまだ何件か案件はあろうかなという

ふうに思っております。以上でございます。 

○Ｂ委員 了解しました。 

○議長 ほかはございませんか。 

○Ａ委員 区画整理を廃止するというのは，今，Ｂ委員のご質問にもありましたよ

うに，これからも続くと思いますが，そのあたりで気になることは，区画整理の場

合，減歩による住民負担というものがあって，ある程度，その中で事業費が賄われ

るという制度になって，こういう形で地区計画に落としていくときに，そのことに

よる心配というのは，要するに，一つは，事業費というか，自治体のほうの事業費

負担というのがどういう形になるのだろうか。要するに，区画整理で考えていた場

合の自治体等の負担と，それから地区計画をやった場合では，どうも自治体の負担

は大きくなるのではないかなという感じを持って，それゆえに，期間が長引いてく

る可能性もあるのではないのかなということ，その辺のことで自治体負担がどうい

うふうに変わってくるのかというあたりを少しお話しいただければと思います。 

 ２番目は，そういうことになってくると，公共施設整備あたりが大分水準が落ち

てはしまわないだろうかということが心配でございまして，公園であるとか，下水

道であるとかが面積率みたいなものがどんなふうに変わってくるのかというような

ところを教えていただければと思います。 

○議長 事務局で答えてください。 

○事務局 それでは，まず，区画整理事業のお金の件でございます。まず，区画整

理事業で行う場合には，もともと想定をしていたものが約 170 億円程度ということ

でございます。このうち半分近くが補助金で半分近くが町の持ち出しということで

すので 80 億円くらいの地元負担という考え方だったというふうに考えます。現在，

これを地区計画の中で，道路であるとか，また，排水等々につきましては，約 30

億円程度というふうに町のほうでは試算をしておりまして，これですと，今，いろ

いろな社会資本整備総合交付金等々がございますので，これが約２分の１から 40％

等々が入ってまいりますので，それらで整備を進めていけば，持ち出しが約 15 億円

から 20 億円程度ということで 80 億円から 15億円くらいということで，そういう部

分では非常に大きく金額的には町のほうの負担は少なくという形になろうかと思い

ます。 

 それから，もう１点の密度率というか，整備率ということでございますが，これ

については，区画整理と地区計画で単純に比較したものでございます。都市計画道

路でございますと，約 3.4 が区画整理の中で，地区計画だと 1.83 ということでござ

います。一般的には，区画整理をする場合には，道路密度としては，都市計画道路

として２キロ以上ということになってございますが，それはあくまでそういう整備

をする中でということで，今，県の都市計画の見直し指針の中では大体１キロ平米

あたり１以上ということを想定してございますので，区画道路についても，少し面



 - 10 -

積的には減りますが，また，公園については，逆に計画人口が当初 4,500 人程度を

想定していたものが今 1,500 人でございますので，１人当たりの面積としては，逆

に 13 平米という状況で，区画整理をするよりは若干減る部分は当然ございますが，

それなりの整備水準というものは保てていくということが当然地区計画の中でうた

われているというふうに私どものほうとしては考えているところでございます。 

以上でございます。 

○Ｂ委員 事業内容が違うので，80 億円とか 30 億円とか減っているという部分は

単純に比較できないと思いますが，区画整理の場合だと，住民の皆様が相当の負担

をやっているから，そこにある意味で市の財源を投入するという理屈がある程度成

り立っている。かなりの部分が単独事業という形になってくると，市町村内の一種

の公平性みたいな見地で，そこのところに事業費を投入していくということに関し

ての公平性みたいなことをどういうふうに考えていくか，あるいはどういうふうに

論拠づけていくかというのがちょっと難しくなるのかなという気がいたしますが，

その辺はどのように考えていったらいいのでしょうか。 

○事務局 今回の変更の中での大きな地元の課題ということで，一つは，狭隘道路

の解消，それからもう１点が，非常にこの地区，排水が問題になっております。そ

の排水と狭隘道路を解消していくということで区画整理という手法をとった形でご

ざいますので，町としては，それを今回ちょっと手法は確かに違いますが，それら

のものを解消していくということを当然この地区の重要課題と位置づけて，地元の

合意形成を進めた形になってございますので，それらのところ，また，地元からの

声，それから要望等々を踏まえて今回の地区計画にまとまっておりますので，そう

いう意味では，町としては，この地区の重点課題をしっかり整備をしていきたいと

いうふうに伺っておりますので，そこはしっかり。実は，22 年度から一部排水等に

ついては整備をしているということで動いておりますので，そういう意味では非常

に重要な，町の中でも，特にここはポテンシャルの高い地域でもありますので，そ

ういう部分の中で地元の声を拾いながら，町として整備をしているということだろ

うというふうに考えております。 

○Ｂ委員 先ほど，狭隘道路のあれでセットバックとか，そういう話で，地元の方々

がご負担をしているということは理解した上であれなのですが，僕が言った公平性

というのは，地区内よりもその地区と，それから別の，同じ茨城町内の別の地区と

の間の事業費配分の公平性みたいな議論というのが今後起こってくるのではないで

すかという課題提起みたいな話です。結構です。 

○議長 では，Ｃ委員。 

○Ｃ委員 町決定なので，本来はここでお聞きすることではないかもしれないです

が，用途地域の変更というのは，先ほどご説明の中で，北に位置している低密度住

宅地区，容積率が変わったという話をちらっとされていたと思いますが，これは 100

が 80 にダウンしたというのでしょうか。 

○事務局 この開発行為で建てたところ以外のところにつきましては，今，40 の 60
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の容積率でございます。これを今，40 の 80 ということに若干その辺は緩和をする

というか，これは地元の要望等を踏まえ，こういう形での 40 の 80 に直すと，大き

くするということでございます。 

○Ｃ委員 はい，わかりました。あともう１点，狭隘道路というのは，セットバッ

クで広げていこうという，それぞれにということをおっしゃっていたのですが，現

実的には，やはり４メートルなのですか。それぞれの区画の細かい道路になると思

いますが。 

○事務局 その道路につきましては，まず，用地寄付に基づく狭隘道路の整備要綱

というものが茨城町のほうでございまして，その中で，幅員４メートルまでは寄付

ということになってございます。それから，今回，地区施設として位置づけている

道路等々につきましては，このような道路でございますが，これはすべて６メート

ルで位置づけておりますので，当然それを超える分については買収をさせていただ

くということでございます。 

○Ｃ委員 わかりました。ありがとうございます。 

○議長 ほかに，ご意見，ご質問ございますか。よろしゅうございますかね。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２号及び第３号

につきましては，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 はい，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号及び第３号につきましては，原案どおり可決といたします。 

  

 

【都計諮問第４号 鹿島臨海都市計画下水道の変更】 

 

○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。 

 

 

○事務局 それでは，都計諮問第４号鹿島臨海都市計画下水道の変更につきまして

ご説明いたします。 

 左上に都計諮問第４号と書いてございますのが付議案でございます。図面は，１

ページめくっていただいて，Ａ３判１枚でございます。本案件は，鹿島臨海公共下

水道の排水区域を変更するものでございます。詳細につきまして，正面スクリーン

を使ってご説明をさせていただきます。 

 鹿島臨海都市計画区域は，県東南部に位置し，その区域の範囲を鹿嶋市と神栖市

としております。まず，位置でございますが，こちらの北側が鹿嶋市，南側が神栖

市でございます。こちらが利根川，鹿島港，東関東自動車道潮来インターチェンジ，

国道 51 号，国道 124 号，県道水戸神栖線でございます。鹿島臨海公共下水道は，主
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に鹿島臨海工業地帯の汚水処理を目的に，昭和 44 年５月に都市計画決定され，下水

道事業の進捗にあわせて排水区域の拡大を行い，現在に至っております。青色で示

した範囲が現在都市計画決定されている鹿島臨海公共下水道の排水区域，約 4,544

ヘクタールでございます。鹿島臨海公共下水道は，県が事業主体のこちらのピンク

色で示した鹿島臨海特定公共下水道事業と神栖市が事業主体のこちらのオレンジ色

で示しました神栖市公共下水道事業から構成されております。これら２つの公共下

水道の汚水を緑色で示した深芝下水処理場で処理しております。 

 今回の変更は，オレンジ色でお示しした神栖市公共下水道の排水区域の変更でご

ざいますが，鹿島臨海公共下水道を構成する鹿島臨海特定公共下水道事業の排水区

域の一部が神栖市と鹿嶋市の一部を含んでおりますことから，鹿島臨海公共下水道

が２市にまたがるということになっておりますため，県決定となるものでございま

す。今回変更いたしますのは，神栖市公共下水道事業の整備の進捗を踏まえまして，

赤色で示した神栖市の約 255 ヘクタールを鹿島臨海公共下水道の排水区域に追加す

るものでございます。追加いたします分区といたしましては，大野原南部分区，高

浜分区，木崎分区，知手・日川分区，若松・太田分区の５分区，合計 255 ヘクター

ルでございます。 

 まず初めに，都市計画決定されている大野原南部分区の整備が完了したため，大

野原南部分区の 37 ヘクタールを拡大するものです。あわせて，新たに大野原南部分

区と隣接をいたします高浜分区 125 ヘクタール，木崎分区 17 ヘクタールを排水区域

に追加するものでございます。続いて，知手・日川分区でございますが，現在，都

市計画決定されている知手・日川分区の整備が概成をしてきたため，隣接する奥野

谷分区とをつなぐ 47 ヘクタールの排水区域を拡大するものでございます。最後に，

若松・太田分区でございますが，現在，都市計画決定されている若松・太田分区と

一体的に整備をしていく必要がございますため，若松・太田分区 29ヘクタールの排

水区域を拡大するものでございます。 

 以上の 255 ヘクタールを追加し，鹿島臨海公共下水道の排水区域を約 4,544 ヘク

タールから 4,799 ヘクタールに変更しようとするものでございます。これらの鹿島

臨海公共下水道の排水区域の変更の後，神栖市においては，事業認可を取得し，下

水道の整備を進めることとしております。これらによりまして，下水道の普及区域

の拡大による都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与するとともに，公共用水

域の水質保全に資するものでございます。 

 最後に，今回の都市計画変更案の縦覧についてご報告いたします。都市計画法第

17 条の規定に基づきまして，平成 23 年２月 14 日から２月 28 日までの２週間，縦

覧いたしました結果，意見書の提出はございませんでした。また，神栖市及び鹿嶋

市に意見を求めたところ，今回の都市計画変更案に対して異存はない旨の回答をい

ただいております。 

 都計諮問第４号鹿島臨海都市計画下水道の変更についての説明は，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。 
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○議長 はい，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。 

○Ｂ委員 この排水については，汚水，雨水一緒にやるのですか。 

○事務局 今回の変更は，汚水でございます。 

○Ｂ委員 そうすると，この深芝下水処理場というのは，２つの市の処理場でかな

り大きい処理能力があるんですか。 

○事務局 すみません，申しわけございません。先ほど，汚水と申し上げましたが，

今回の排水区域は，汚水と雨水，両方でございます。あと，今，委員からございま

した処理場でございますが，この深芝の処理場につきましては，特定下水道という

のは，県のほうの処理場になってございまして，そちらのほうに市のほうの公共下

水道を入れている形でございますが，当然，県のほうの施設でございますので，非

常に大きな施設になってございます。受け入れ能力が可能な施設になってございま

す。 

○Ｂ委員 最終処理はきれいにしてから海に放水するということになるのだと思い

ますが，霞ヶ浦，土浦などで富栄養化とかいろいろ問題がたくさんありましたが，

海に放水するという場合は，幾らこういう処理して放水しても，そういう富栄養化

とか，そういう問題は発生しないのですか。 

○事務局 下水の処理をいたします場合には，当然しっかりとした基準に基づきま

して，その基準以下に処理をした上で排出をしておりますので，そういう部分では

問題はないかというように考えてございます。 

○Ｂ委員 以上です。 

○議長 ほかございますか。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 はい，ではご異議なしと認め，都計諮問第４号については，原案どおり可

決といたします。 

  

 

【都計諮問第５号  「常総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 それでは，続きまして，都計諮問第５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。 
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○事務局 建築指導課と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは，

都計諮問第５号についてご説明いたします。お手元の付議案の５ページ及び付議案

図面４－１，４－２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にかかる許可に伴い，その敷地の

位置に関する都市計画上の支障の有無について，本都市計画審議会にお諮りするも

のでございます。 

 申請者は，株式会社つくばリサイクルセンター代表取締役小林博でございます。

同企業は，今回計画している事業を目的として，平成 18 年に設立されております。 

今般の許可申請にかかる事業計画でございますが，建設，解体業等から発生する複

合廃棄物の選別及び破砕処理を行い，再生原料を製造し，リサイクル事業を展開し

ようとするものでございます。 

 設置する処理施設は，破砕機が２台でございます。うち１台は，ハンマークラッ

シャーと申しまして，主としてがれき類の破砕処理を行います。１日当たりの処理

能力 84.64 トンでございます。ほかの１台は，二軸破砕機と申しまして，主として

木くずの破砕処理を行います。１日当たりの処理能力４トンでございます。なお，

今回，建築基準法の許可の対象となっておりますのは，がれき類の破砕施設である

ハンマークラッシャーの処理能力が１日当たり５トン以上となっていることによる

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４－１とあわせて

正面のスクリーンをご覧ください。申請地の位置する常総市は，県の南西部に位置

し，東はつくばみらい市，西は坂東市に隣接しております。主要な交通網といたし

ましては，国道 294 号，国道 354 号，主要地方道つくば野田線，関東鉄道常総線が

ございます。また，常総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４－１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，常総市の南西，坂東市との行政界付近にあり，常総市役所からは北西へ約

５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，市街化調

整区域となっております。また，周辺にはみどり色で表示しております工場やオレ

ンジ色で表示しております畜舎が主に立地する状況にございます。 

 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４－２とあわせ

て，正面のスクリーンをご覧ください。図面の上が北となっております。申請地の

敷地面積は，6,306.86 平方メートル，敷地へは西側の常総市道 3240 号線から出入

りいたします。また，市道 3240 号線につきましては，今回の計画にあわせて幅員６

メートルに拡幅整備をいたします。また，敷地の外周部には，緑地帯を配置いたし

ます。建築物といたしましては，工場鉄骨造１階，延べ面積約 1,300 平方メートル，

事務所鉄骨造１階，延べ面積約 100 平方メートルの計２棟でございます。２棟とも

今回新築することになります。破砕施設は，すべて工場内に配置されます。 

 次に，現地の状況でございますが，正面スクリーンの現況写真は，前面道路の市
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道 3245 号線から計画地の出入口付近を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，現在の道路は，幅員が狭く未舗装となっておりますが，今回，ア

スファルト舗装とし，６メートルに拡幅整備いたします。なお，拡幅し，道路とな

る部分につきましては，常総市に帰属されることとなっております。 

 次に，廃棄物処理のフローについてご説明いたします。申請地西側の出入口より

敷地内に搬入された廃棄物は，計量した後，工場棟内のこちらの受け入れヤードに

ストックいたします。処理する際には，受け入れピットから投入ホッパに投入し，

手作業及び機械による選別を行って後，廃棄物の大きさに応じて，ハンマークラッ

シャーと二軸破砕機で破砕処理を行い，それぞれ分別した後，保管ヤードにストッ

クし，廃プラスチック類，紙くず，鉄くず，非鉄，木くずのうち再利用可能なもの

は，再生原料として搬出し，また，それ以外は，他の焼却処理施設または最終処分

場へ搬出いたします。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，破砕機はすべて建築物内に設置いたします。 

 次に，想定される搬入，搬出ルートでございますが，主要地方道取手豊岡線から

市道 116 号線，市道 3238 号線を経由し，申請地前面の市道 3245 号線を利用いたし

ます。廃棄物の搬入量につきましては，月間約 875 トンを見込んでおり，すべて県

内の業者から排出されるものでございます。１日当たりの車両台数でございますが，

搬入は 10 トン車６台，４トン車 12 台，また，搬出は，10 トン車８台を見込んでお

ります。なお，搬入，搬出ルートにおける現状の交通量は少なく，通過交通への影

響は特に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。破砕処理に伴う工場排水はございま

せん。また，雨水排水につきましては，敷地内の側溝を経由し，浸透池において処

理し，汚水，生活雑排水につきましては，合併処理浄化槽で処理後，敷地内処理装

置にて処理いたします。 

 申請地及びその周辺地区につきましては，常総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，許

可申請に当たり，常総市長から，都市計画上支障がない旨の意見書が提出されてお

り，地域住民との合意形成につきましては，茨城県廃棄物の処理の適正化に関する

条例に基づいて，適正に手続が完了しておりますことをご報告いたします。 

 付議案のご説明は以上でございますが，続きまして，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 廃棄物対策課と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは，生活環境影響調査の結果について，正面スクリーンでご説明いたしま

す。今回の事業者の計画は，ハンマークラッシャーなどの破砕機や風力選別機を用

いてがれきや木くずの破砕，選別，リサイクルを行う内容であります。このことか

ら，調査項目といたしましては，破砕の際の粉じん，騒音，振動，木くずからの悪

臭，廃棄物運搬車両の排ガスによる二酸化窒素と浮遊粒子状物質，走行時の騒音，

振動を選定しております。また，敷地内の汚水や合併処理浄化槽の処理水を地下浸
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透処理することとしておりますので，地下水についても調査項目に選定しておりま

す。 

 次に，環境保全対策でございます。まず１つは，破砕機など施設や廃棄物保管場

の建屋内設置でございます。これにより，粉じんや騒音，悪臭の外部への影響を低

減することができます。また，雨水が廃棄物と接触しないため，地下水への影響も

回避されます。２つ目は，破砕機への散水装置の設置でございます。これにより，

破砕機の粉じんを抑えることができることとなっております。３つ目が破砕機への

防振ゴムの使用でございます。これにより，破砕機からの振動を低減いたします。 

４つ目は，消臭剤を噴霧できる携帯式噴霧器の備えつけでございます。万が一悪臭

が発生した場合にも消臭剤を噴霧し，周辺への影響を低下することができることと

なっております。次が敷地内の清掃でございます。敷地内を清潔に保つことで雨水

の汚濁を防止することができ，地下水への影響が低減されると考えられます。最後

が浄化槽の維持管理の徹底でございます。今回の計画では，浄化槽の排水を地下浸

透することとしておりますので，維持管理を徹底することで排水の水質を良好な状

態に保つことができ，これも地下水への影響の低減につながるものと考えておりま

す。 

 以上のような対策を踏まえまして，環境への影響を予測しております。施設から

の騒音につきましては，敷地境界上最大となる地点で 60 デシベルと予想されており，

基準の 65 デシベルを下回る結果となっております。また，施設からの振動につきま

しては，敷地境界上最大となる地点で 66 デシベルと計算されており，基準の 70デ

シベルを下回る結果となっております。そのほか，粉じんにつきましては，先ほど，

環境保全対策で示しましたように，破砕機の建屋内設置及び散水により低減されま

すので，環境への影響はないと考えられます。悪臭につきましては，扱う廃棄物が

がれきや木くずが主であり，悪臭の発生がないこと，保管を建屋内で行い，消臭剤

も備えつけていることから，万一悪臭が発生しても周辺環境への影響は軽微である

と考えられます。地下水につきましては，廃棄物の保管も建屋内で行い，敷地内も

清掃することにより，雨水の汚濁はなく，また，浄化槽の排水も維持管理を徹底す

ることで良好な状態に保たれることから影響は軽微であると考えております。また，

廃棄物運搬車両の走行による影響につきましても，走行台数が多いときで，１時間

に５台程度で，制限速度や積載重量を遵守することから，粉じん，騒音，振動など

環境への影響は軽微であると考えております。 

 以上，今回の事業計画による生活環境への影響は軽微であると判断しております。 

○事務局 都計諮問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 はい，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，ご質問をお願いしたいと思います。 
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○Ａ委員  最初に注文つけておきますけれども，この図の４－１，縮尺がないんで

す。縮尺がないもので，距離的な影響がわからないので，この点の図面は必ず縮尺

をつけてくれるようにお願いしたいと思います。 

 その上で，このごろこういうがれき処理がものすごく多いので，こういうものの

立地というのは，どっちかというと，山がちの町はずれにつくっていくという形で

つくられていて，これがその中で特に悪いとか，そういうのはないと思うのですが，

ただ，これだけこういう処理施設が出てくると，こういうふうにあちこちにばら建

ちみたいな形でこういう施設ができていくのが県土保全上いいのかどうか。むしろ

工業地域なり何なりにおさめていくような方向でつくっていかなければならないの

か。この辺は，建築指導課のみならず，廃棄物対策課の中で少し考えていただきた

い課題かなというふうに思います。 

 特に，ここを地図上で見ると，平地林だったところを切り払ってこういうものを

つくっていってしまうという見地からすると，国土利用計画審議会あたりで森林の

保全とかいう，平地林の保全とかやっている中からすると，余り望ましいことでは

ないなというふうに感じる次第です。 

 これを見ていて，最後に出したプロジェクターをちょっと見せていただけますか。

プロジェクターの完成図，あれを見ると，図の４－２と組み合わせて見ると，建物

の敷地外にある樹林帯はここの幅５メートルぐらいでつくっている樹林帯になるわ

けでしょう。その外にある樹林帯というのは，基本的にはないんじゃないですか。

一方向だけはありそうなのだけれども，あそこは敷地外ですよね。割合密に木が植

わっているような，そういうことって書いていいのかな。 

○議長 何か事務局のほうでご意見，お答え。 

○事務局 最初の付議案図面の４－１に縮尺が抜けておりましたのは，大変申しわ

けございませんでした。次回からは必ず入れさせていただきたいと思います。 

 それから，今ご覧いただいている，これは敷地外ですが，林がございますが，こ

の林は，先ほどの外観パースでいきますと，この部分の林になりまして，こちらは

ございます。ただ，こちらはちょっと誇張した関係がございますが，こちらは既存

にあるということでございます。 

○Ａ委員  右側はあるの。写真でうまく撮れてなかったというだけの話ですか。 

○事務局 はい。 

○Ａ委員 パースのつくり方にもやはり注意してほしいと思います。あと一つだけ

は，この地を地図で見ると，何か常総市側よりも坂東市側の住宅だとか何とかのほ

うが近いような気がするのですが，この坂東市側の住宅だとか何とかというのは，

この案件に対していろいろと知らされているのですか，それとも区域が違うから全

くそちらにはやっていないという話になるのでしょうか。 

○議長 では，事務局でお答えください。 

○事務局 県生活環境部廃棄物対策課と申します。住民同意の関係につきましては，

実は，先ほど事務局から説明をさせていただきました県の廃棄物の適正化に関する
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条例ということで，廃棄物処理施設を設置する際には，地元住民との合意形成を図

るよう努めなければいけないという規定がございまして，それに基づいて，一応事

業者のほうに求めているものでございます。 

 そちらの手続につきましては，基本的には，敷地境界からおおむね 300 メートル

の範囲に該当します住宅及び事業所の方については同意をとっていただくというこ

とになっておりますし，あと，関係される敷地周辺の方の住民説明会等をやってい

ただくことになっております。今回，敷地境界から 300 メートル範囲に該当する範

囲につきましては，坂東市側のほうに一部地域がかかっておりますが，そちらに事

業所とか住民のほう，該当はございませんでしたので，同意の対象には実はしてご

ざいません。 

 ただ，この案件につきましては，確かに坂東市のほうにも敷地が 300 メートルか

かりますので，地元の坂東市のほうにも意見照会をさせていただいて，どこら辺の

範囲まで説明会をしたほうがいいのかという意見を聞いたところ，当初のところは，

特に必要ないということでした。ただ，こちらの案件は，施設の手続の中で慎重に

対応したほうがいいということがございまして，最終的には，周辺区長の方々への，

この区長というのは，常総市側の８区長と坂東市側の 12 区長を合わせて 20 区長を

対象として説明会等を開催させていただいておりますので，個々にその周辺の住民

の方に直接というわけではございませんが，坂東市側の住民の方にも事業内容がわ

かるように，区長を通して説明をさせていただいたという経緯がございます。 

 ですので，一応手続としましては，そういうことで，坂東市側の住民の方にも何

らかの形で，この廃棄物処理施設の設置について事業者のほうから説明をさせてい

ただいたという経緯がございます。 

○議長 あと，事務局に，Ａ委員から話があった，こういうものについて申請があ

ればばらばらにつくるのか，それとも少しまとめてつくったほうがということで，

何か考えがあれば，あるいは方向性みたいなことが何かあれば，一言お答えいただ

ければと思いますが。 

○事務局 51 条の許可の考え方につきましては，過去に国のほうから許可の考え方

が示されておりまして，その中で，廃棄物処理施設の関係で言いますと，例えば，

周囲に影響範囲が小さいものとか，あるいは民間事業者で都市計画決定になじまな

いものとか，そういったものが例示をされておりまして，特に，例えば，工業専用

地域の中でなければいけないとか，市街化調整区域がいいのだとか，そういう記述

はなかったというふうなことでございます。従いまして，建築指導課としては，個

別に申請された事案を個別に判断して，この位置は適切なのかどうかというのを個

別に判断をしているといったのが今の現状でございます。確かに理想からいけば，

先生がおっしゃるとおり，工専地域に立地するのが理想かとは思いますが，国から

示されたそういった基準等にもございませんので，ここは一つ個別に判断をしてい

るといったことが実情でございます。 

○Ａ委員 やむを得ない事情等は重々承知しているのですが，やはりこれだけ出て
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くるとなると，都市に不可欠な処理施設になってきている中で，この辺の処理，ば

ら建ちでいくというのは，やはりその周辺の環境を少しずつ悪化して，結果として

県土全体を荒廃させていくというか，ちょっと大げさかもしれないけれども，そう

いう形になってしまうので，何らかの方向性が必要なのではないかという問題提起

なのですけれど。 

○事務局 生活環境部の廃棄物対策課でございます。よろしくお願いいたします。

直接のお答えではないのですが，この廃棄物の処理施設に関しましては，廃棄物処

理法に基づいて許可をしておるわけですが，これについて，ご承知のとおり法定受

託事務になっておりまして，その中で，今言ったいろいろな要件がございますが，

それに基づいて審議する際に，残念ながらそういう要件はございません。それで，

環境評価の通知におきましても，各種要件，法定要件を満たしたものについては，

それに基づいて県の裁量なく許可することになっておりますが，また一方，私ども

生活環境部で持っています環境審議会においても，直接そういうご意見をまだいた

だいておりませんが，都市計画部門と相談しながら，そのあたりについて考えてい

きたいと思います。 

○議長 ほかにご意見ございますか。 

○Ｃ委員 すみません，一つだけ教えてください。これ，道路の拡幅は敷地が面し

ているところだけを６メートル拡幅にするのではなくて，進入路も拡幅されるので

すか。先ほどの住宅とか何かいろいろ載っている細かい地図だと分かりやすいかも

しれません。 

○事務局 それでは，今のご質問にお答えしたいと思います。こちらの県道からず

っと市道を経由して申請地に至りますが，一応県道が今現在幅員が 10メートルちょ

っとございます。そこから市道の 116 号線は現状の幅員が６メートルずっとござい

ますので，これはそのままということなのですが，ここから 3238 号と 3245 線につ

いては４メートルないような状況でございますので，この２路線につきましては，

今回の計画に伴って６メートルに拡幅をするということでございます。 

○Ｃ委員 そうすると，それは，申請者さんのほうの費用負担で拡幅するという意

味ですか。 

○事務局 さようでございます。都市計画法の開発行為の中で道路を拡幅するとい

うことを審査されるということでございます。 

○Ｃ委員 そうすると，その道路に面しているところの土地の確保もしてというこ

とですね。 

○事務局 はい，さようでございます。 

○Ｃ委員 そこの道路というのは，何か一見すると，一応抜けてはいるみたいなの

ですが，ほかのそちらに住まわれている方たちが使われているような道路ではない

のですか，本来は。 

○事務局 今の現状の道路に沿って住宅があるかというご質問ですね。 

○Ｃ委員 抜けて，要するに突き抜けて使うような道路ではないのですかね。 
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○事務局 現状は，この道路で先がほとんど現状がないような状態になっています

ので，住民の方が使っている生活道路というイメージではないということでござい

ます。 

○Ｃ委員 はい，わかりました。ありがとうございました。 

○議長 ほかにご意見，ご質問ございますか。よろしいですか。 

 ご意見かないようでございますので，ただいまの都計諮問第５号につきましては，

支障なしということとしてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 ○議長 はい，ご異議なしと認めまして，都計諮問第５号につきましては，支障

なしということにいたします。 

 

 

 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

終了をいたしました。 

 もう一度繰り返しますと，本件につきましては，都計諮問第１号から第４号の案

につきましては，原案のどおり可決，ただいまの最後の都計諮問第５号につきまし

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。せっかくの機会でございますので，ほかに全体を

通してのご意見，ご質問等ございましたら，お願いしたいと思いますが。よろしい

ですか。 

 それでは，特にないようでございましたら，以上をもちまして，本日の議事審議

をすべて終了いたします。 

  

－  閉 会  － 
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