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Ⅰ 会議の日時及び場所 

１ 日時 平成２５年６月２７日(木)午後１時３０分から午後２時４３分まで 

２ 場所 水戸市笠原町９７８番６ 

     茨城県庁舎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 

  市町村の議会の議長を代表する者について田口文明委員に委嘱したこと

が報告された。 

 

Ⅴ 議事 

１ 議事の公開 

  都計諮問第１号及び第２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黒川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 「水戸・勝田都市計画新住宅市街地開発事業の変更」 

都計諮問第２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１号 「水戸・勝田都市計画新住宅市街地開発事業の変

更」】 

 

 ○議長 それでは，審議を始めたいと思います。都計諮問第１号につきま

して，事務局からご説明を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 水戸・勝田都市計画新住宅市街地開発事業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ページと，緑色の表紙

の別冊１の「付議案図面」の１ページでございます。 

  本案件は，水戸市と城里町にまたがる地区で，十万原新住宅市街地開発
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事業の廃止を行うものでございます。なお，関連して水戸市では，都市計

画道路の廃止を行うものでございます。 

  水戸・勝田都市計画区域は，県央地域に位置し，青色で示す水戸市ほか

６市町村で構成されております。今回対象となります十万原地区は赤丸で

示す場所でございます。 

十万原地区，通称水戸ニュータウンは，水戸市の北西部地域にあり，水

戸中心部から放射軸である国道123号の沿道に位置しており，南側に常磐自

動車道の水戸北スマートインターチェンジ，東に那珂インターチェンジが

あり，水戸市と城里町にまたがる水戸側127.6ヘクタール，城里側7.6ヘク

タールの合計135.2ヘクタールの，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，これまでの経緯についてご説明いたします。 

十万原新住宅市街地開発事業は，水戸都市圏の中で相体的に都市機能の

集積が低い水戸都市圏北西部において，住居，就業，生活支援機能などの

諸機能が充実した居住環境の良好な新市街地を形成し，低廉で良好な住宅

地を早期に大規模かつ計画的に供給することを目的に，平成11年６月に茨

城県住宅供給公社を事業予定者として，オレンジ色で囲んでおります面積

約135.2ヘクタールの新住宅市街地開発事業として都市計画を決定いたし

ました。当初は，戸建て住宅1,100戸，3,300人，集合住宅600戸，1,800人，

計1,700戸，5,100人を計画人口としておりました。 

その後，平成12年７月に茨城県住宅供給公社が事業計画の認可を取得し，

平成13年３月には造成工事に着手しております。現在までの公共施設の整

備状況についてですが，都市計画道路については黒で示した区間，都市計

画公園につきましては緑で示した区間が現在供用開始をしております。ま

た，造成済みの用地は約42ヘクタールであり，施行面積の約３割となって

おります。 

  戸建て住宅につきましては，平成16年６月から分譲を開始し，完成宅地

218区画のうち135区画が分譲され，そのうち建物が立地している区画は120

戸となっております。残りの83区画については，現在一括して不動産業者

に売却されております。 

 また，集合住宅として，県営十万原アパートは５棟104戸の整備が完了し，

県営藤が原アパートは，計画の６棟128戸のうち３棟64戸の整備が完了して

おり，残りの３棟についても整備に着手したところで，平成25年度末には

完成する予定となっております。その他，私立リリーベール小学校や特別

養護老人ホームが立地しております。 

  しかしながら，茨城県住宅供給公社は，住宅需要の低迷等により経営が

悪化し，多額の負債を抱え，平成22年10月に破産・解散し，これに伴い同

年11月には，十万原新住宅市街地開発事業の事業認可が取り消されました。
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また，住宅供給公社の保有地は，裁判所の破産手続において売却処分され

ることになりました。 

  本地区は，既に売却された宅地に新たな住民が暮らすとともに，自然豊

かな環境の中で私立小学校も立地するなど，新しい町としての営みが始ま

っていることから，県としても，引き続き良好な市街地形成の促進が図ら

れるよう，土地の売却に際し，情報収集や提供などの支援を行ってきたと

ころです。 

  さらに，このような状況において，水戸ニュータウンの今後の基本的な

方向等について検討するため，学識経験者や県や水戸市及び城里町の行政

機関で構成する，水戸ニュータウンに係る土地利用検討懇談会を，平成23

年２月に設置し，まちづくりの方向性を検討するとともに，住宅を中心と

する良好な市街地の早期形成のため，住宅メーカーなどに住宅団地開発の

打診を行ってきたところでございます。しかしながら，住宅メーカーは，

特に未造成エリアについて，住宅開発用地としての購入・販売は極めて困

難であるとの見解でございました。 

  今般の社会情勢の変化，今後の住宅需要を踏まえると，住宅を早期に大

量かつ計画的に供給することは困難であり，かつ，事業者である住宅供給

公社が破産・解散したこと，法律上事業者となることが可能である県，市，

町にとっては，財政的な負担が大きかったことから事業者不在となり，都

市計画事業としての十万原開発事業の事業継続は困難な状況となりました。 

  これらのことから，オレンジ色で示している十万原新住宅市街地開発事

業を今回変更し，廃止することといたしました。また，関連して水戸市も，

こちらの都市計画道路十万原環状線を廃止するものです。 

  なお，新聞等でもご案内のとおり，水戸ニュータウンの未造成エリアに

おいて，大規模太陽光発電事業，いわゆるメガソーラーの計画が進んでお

り，太陽光発電事業者が約89ヘクタールの用地を取得し，平成25年５月29

日に，関係者による起工式が行われたところでございます。 

  続きまして，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25年４月15日から４月30日までの２週間，公衆の縦覧に供

しましたところ，意見書の提出が１件ございました。 

意見書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

ますので，黄色の表紙の参考資料「付議案に係る意見書の要旨及び意見書

に対する県の考え方」をご覧ください。 

  まず，左の意見書の要旨ですが，一つ目は，都市計画法の用途地域と住

居系の地区計画が決定されており，土地利用規制に違反するメガソーラー

をつくれば，県，市，事業者は都市計画法違反となる。県と市は，業者の

ために都市計画の変更を行うものである。二つ目は，行政の都合だけで何

の合理性もなく，住民の住環境に何の配慮もない都市計画の変更である。
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三つ目は，住民への説明会は10回と聞いているが，住民すべてを対象に開

催したのは４回である。他の６回は町内会の役員対象で，反対している住

民を排除している。との意見を述べております。 

  これに対しての県の考え方といたしまして，まず一つ目の意見について

ですが，太陽光発電設備については，国交省より建築物に該当しない旨の

通知が出されており，水戸ニュータウンの現行の用途地域・地区計画の規

制の対象ではございません。また，今回の都市計画案は，事業者が不在と

なったことから都市計画事業を廃止するものであり，メガソーラーを立地

させるために廃止するものではございません。なお，用途地域・地区計画

は，水戸市が決定権者であり，変更しないと市から聞いております。次に，

二つ目の意見についてですが，県は，これまで新住宅市街地開発事業を推

進してきたことから，住民への生活環境へ悪影響を及ぼさぬよう，事業者

に対して住環境へ十分に配慮するよう申し入れをしており，事業者は，住

民代表の地元町内会と居住環境の維持向上を目的とした基本協定を締結し，

居住環境の保全に努めることとしております。最後に三つ目の意見につい

てですが，水戸地区に対する事業説明会は，地区住民全体に対して４回開

催され，都市計画の変更に関する説明会は，平成25年１月27日に住民全体

を対象に開催されております。なお，その他６回の説明会は，町内会会員

向けに行ったものであり，反対住民を排除したものではありません。意見

の要旨と県の考え方は以上でございます。 

  なお，市決定案件の都市計画につきましても同時に縦覧を行ったところ，

同様の意見書が１件提出されておりますが，去る６月５日の水戸市都市計

画審議会において原案のとおり可決答申されております。また，都市計画

法第18条の規定により，水戸市に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 まず確認が１点なのですけれども，それは要するに，このメガ

ソーラーというのが，土地利用上，現在の土地利用指定に対して合法的で

あるということが，これは国交省の統一見解なのですねという確認が１点。

それから，もう一つは，きょうの議題は，新住法を廃止するというのが本

来ですけれども，新住法のもとで計画されていた施設であるとか環境条件

というのは，ここに土地を求めたり，お住まいになられた人たちに対して，

こういう町ができますよという約束だと思うんです。お伺いしたいのは，
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この新住宅法を廃止したときに，そこで盛り込まれていた計画内容という

ものがどう実現されるかという担保がされているのかどうかということを

お聞きしたい。この中には，既に整備されているもの，それから整備され

ていないけれども，だれがやりますという責任者が決まっているもの，あ

るいは県営住宅の周りのあの辺の空地のところは全く今のところいじられ

ていないみたいですけれども，その辺はどういう体制の中でお約束してい

たことを実現していくのか，その辺の計画の実現性の担保性についてご説

明をいただきたい。以上です。 

○議長 事務局で答えてください。 

○事務局 まず，１点目のメガソーラー自体が，今の用途地域・地区計画

の中で設置可能なのかというご質問だと思うのですけれども，それにつき

ましては，先ほどもご説明しましたとおり，国土交通省の方から，太陽光

発電設備に関する建築基準法の取扱いという通知が出ておりまして，太陽

光発電設備については建築物に該当しない旨の通知が出されております。

用途地域・地区計画の規制につきましては，基本的に建築物を規制してい

るというところでございまして，建築物に該当しない太陽光発電設備につ

きましては，今の用途地域・地区計画の中で，そこに立地することは可能

な施設というふうに判断されてしまうというところなので，メガソーラー

がそこにあっても法的には支障がないというか，やむを得ないというか，

そういう状況になると思います。 

 次に，新住事業で担保されていた，まず都市施設関係がどういう状況に

なっているかということなのですけれども，まず，都市計画道路につきま

しては，途中のご説明をしましたとおり，黒の部分については既に整備さ

れて供用しております。今，赤で示された部分が未整備で残っているんで

すけれども，こちらにつきましては，県道ということで，県の方で整備を

することになります。整備の時期はまだ未定なのですけれども，周辺の整

備状況ですとか住宅の張りつきぐあいを勘案しながら，今後整備していく

というふうに聞いております。次に，公園になります。今，赤で示された

街区公園が未整備で残っているんですが，こちらの街区公園につきまして

も，メガソーラーが整備が完了する頃までには整備をするというふうに聞

いております。あと近隣公園，こちら今，色が変わったところ，近隣公園

の整備がまだ残っているんですけれども，こちらにつきましては，やはり

住宅の張りつきぐあいですとか周辺の整備状況を見ながら，今後整備をす

るというふうに聞いております。あと，地区内の下水道関係は，今，全部，

造成が完了しているところについては下水道，水道はすべて整備が完了し

ております。それと多分，県営藤が原アパートの周りの，今，赤で色が変

わった部分がまだ何もされてないのではないかというご質問だったと思う

のですけれども，そちらにつきましては，つい最近，売却先が決定をした
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ということで，これからその売却先のところで今後使い方を検討していく

というところだそうでございます。 

○議長 よろしゅうございますか。 

○Ａ委員 今，売却されたというのは，民間ディベロッパーみたいな方が

一括開発するというふうな理解でよろしいですか。 

○事務局 そちらにつきましては，すみません，住宅課の方で売却の方は

お答えしたいと。 

○事務局 住宅課と申します。よろしくお願いいたします。本当に最近の

ことなのですが，一番最後に表示が変わりました，県営アパートの周りの

大ロットで残してあった区域なのですけれども，これにつきましては，地

元の企業さんの方へ処分されたということで情報が入りまして，購入者さ

んの意向としましては，主に住宅地としての土地利用を検討中と。まだ購

入したばかりで，これから各種いろいろなところと詰めながら最終的な計

画を詰めていくのですけれども。形としましては，地区計画とか用途規制

もかかっておりますので，主に住宅地，戸建て住宅やなんかになる場合に

つきましては，２次造成が入る関係から，水戸市の方から開発許可をとっ

て，その許可の基準に応じて道路とか必要なインフラを整備しながら整備

していくというような形になるものと考えております。 

○Ａ委員 あと１点。図面でよくわからないのですが，売却した方のとこ

ろに北側斜面か何かの樹林帯があったと思うのですが，あれは売却された

のですか。 

○事務局 売却されました。されましたけれども，北斜面になっているの

で，そこについてはメガソーラーのパネルは並ばないと。そのまま樹林地

として残るというふうな計画だと聞いております。 

○Ａ委員 そこがもちろんソーラーを置くのは適さない斜面なことはわか

っているのですけれども，何らかの，例えば，保安林とかそういう形のこ

とをしなくていいのかなと。むしろ逆に言えば，鳥類なんかの環境からす

ると，あの辺，結構大事な樹林になるのではないのかなと思ったもので，

その辺の保全を少ししっかりやる必要があるのかなと思ったものですから。 

○事務局 住宅課でございます。よろしくお願いします。規制的な話では

ないのですけれども，自然環境への配慮につきましては，野鳥の会の方に

ご意見を実は県の方から伺っております。特にメガソーラーということで，

上空から見たときにかなり目立つものになるということで，それがきっか

けでお伺いしたところなのですけれども，渡りとかそういった部分には，

今までも影響が出ていた様子はないので大丈夫ですと。ただ，気になるの

が，当初の調査のときにもオオタカについて飛来があったのと，最近でも

幼鳥の飛来が見られているということで，近隣での営巣の可能性を指摘さ

れたところでございます。その辺につきましては，工事に当たって事前調
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査ということで事業者さんの方とも調整をとりまして，地元野鳥の会の方

へお願いをして営巣調査をやって，営巣は確認されなかったというような

形で進んでおります。 

  その際に，北側林地等の話が出まして，非常にえさ場とか営巣とか何か

にも使われるようないい樹林地であるということで話がありまして，事業

者さんの方では，当然ソーラーの敷地内にはなかなか樹木を残せるような

性格の事業ではありませんので，購入に当たりまして一体的に購入なさっ

た上で，自然環境をきちんと守るような形で地元環境に配慮するという形

で管理を続けていくということで話を伺っておりまして，野鳥の会さんと

の意見交換の中でもそのような話をきちんとされているという状況でござ

います。法的な規制どうのこうのではなくて，今はそういった段階できち

んと維持管理されていくという形で考えているところでございます。 

○Ａ委員 ぜひその約束が今後も担保されるような処置をとっておいた方

がいいんじゃないかなと思います。以上です。 

○事務局 ありがとうございます。 

○議長 ほかございますか。 

○Ｂ委員 ここに移り住んできた人は，一つの町として，生活の利便性や，

それから住環境のよさとかそういうのを求めてきたと思うのです。現実に

は，ショッピング関係ですね，生活に必要な。そういうのも恐らくこの計

画を進めていく上で問題になってきたと思うのですが，その進め方，ある

いは現状はどういうふうになっているのかお聞きしたいのですが，どうな

んでしょうか。 

○事務局 お店関係の誘致とかそういうことでございますか。 

○Ｂ委員 はい。 

○事務局 住宅課の方からお答えいたします。公社の方が破綻しました後，

とにかく土地を処分していく中で，地元住民さんの方からは，住宅地はも

とより，それを活性化するためのコンビニとかの商店，それから診療所，

そういった用途につきまして非常に要望が高いという状況でございました。

そのようなところには一生懸命声はかけているのですが，どうしても立ち

上がりとの兼ね合いから，いまだ誘致ができていない状況ではございます。 

  ただ，今回，最後，赤で示したところにつきましては，用途的にそうい

ったことが可能な地区になっていることもございまして，県といたしまし

ては，地元住民向けの説明会の開催とかとあわせまして，コンビニエンス

ストアとか診療所とかそういった誘致などにつきまして地元から強い要望

があると，需要があるということを購入者の方へお伝えを既にしている状

況でございまして，引き続き良好な市街地形成を図るため，そのような働

きかけを続けていくことにしています。 

○議長 ほかはございますか。 
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○Ｃ委員 すみません。今回，南側の「藤井橋十万原線」と文字が入って

いる，あの近辺のところというのは，ソーラーの事業者さんの予定地に入

ってなかったかと思うのですが，そのまま，これ一低ですよね，そのまま

そういう状況で残るのでしょうか。 

○事務局 そのままです。今のところ，まだこちらの「藤井橋十万原線」

と書いてあるあたりのところは，土地利用計画自体はまだ決まっていない

というふうに聞いております。 

○Ｄ委員 売却してあるのですか。 

○事務局 売却はしてあります。メガソーラーの事業者に売却してありま

す。 

○Ｃ委員 メガソーラーの事業者に売却してあって，ただ，メガソーラー

自体もまだそこにはできるわけではないと。 

○事務局 はい。まだ，どういう土地利用にするか未定というふうに聞い

ています。 

○事務局 申しわけございません。メガソーラー事業者の方への売却につ

きましては，未造成地区がほぼ一括で売却されまして，そのうち50ヘクタ

ール，今，薄い緑色で示してある部分でソーラー事業を行うという計画に

なっております。それ以外の，そこの北側斜面もそうなのですけれども，

南側につきましても，現在は，ほとんどが緩い斜面，未造成で山林になっ

ております。そういった部分については，どうしてもソーラー地区内には

ほとんど緑化ができないということもありまして，自然林を残してこの環

境を維持する形で管理していくということで伺っております。 

○Ｃ委員 用途地域の方の決定は，多分，市の方ということで伺っていま

すけれども，そうすると，一低という形のまま，そのまま手つかずという

ような状況がしばらくは続くということでしょうか。 

○事務局 ええ，そうなると思われます。 

○Ｃ委員 環境的にはそのまま保全されるということですね。 

○事務局 そうです。 

○Ｃ委員 わかりました。 

○議長 ほか，ございますか。では，ご意見がないようでございますので

お諮りをいたします。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 それでは，ご異議なしと認めまして，都計諮問第１号については

原案どおり可決いたします。 

 

 

【都計諮問第２号 「笠間市における廃棄物処理施設の敷地の位置に
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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２号につきまして，事務局から説明をお

願いします。 

 

 

○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２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ご説明いたします。お手元にある付議案の

２ページとあわせて正面のスクリーンをご覧ください。 

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

の立地に係る許可に伴い，本審議会にお諮りするものでございます。 

申請者は，茨城町に本社のある，株式会社ニシノ産業，代表取締役西野 

正でございます。同社は，平成５年に設立され，現在，廃棄物の収集運搬

業並びに産業廃棄物の中間処理施設を営んでおります。申請敷地の位置は，

笠間市安居字清水頭2478番１ほか２筆でございます。本事業計画の廃棄物

処理施設は，建設業，流通業及び製造業から排出される産業廃棄物の中間

処理施設でございます。また，本許可申請についてですけれども，現在，

申請敷地の一部において，平成18年より同社が営む産業廃棄物の中間処理

施設がございます。今回，廃棄物の有効利用を図るために，既存の敷地を

拡張し，産業廃棄物である廃プラスチック類及び木くずの新たな破砕施設

を設置し，その処理能力が１日当たり５トンを超えることから許可を要す

ることとなったものでございます。 

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２－１と

あわせて，正面のスクリーンをご覧ください。申請地が位置する笠間市は，

県の中部にあり，水戸市，桜川市，石岡市などに接しております。こちら

は，笠間市全体の都市計画図になります。申請地の位置は，笠間市の東南

部，画面下部，赤色でお示しする位置になります。笠間市の主な交通網と

いたしまして，ＪＲ常磐線，ＪＲ水戸線，国道355号，常磐自動車道，北関

東自動車道，主要地方道茨城・岩間線などがございます。続いて，画面の

申請地付近，青色の四角の線で表示している部分を切り取ったものをご覧

いただきます。あわせて，お手元の付議案図面２－１をご覧ください。こ

ちらは，申請地付近の都市計画図になります。申請地は，画面の中央付近

でございます。常磐自動車道岩間インターチェンジから約１キロメートル，

区域区分非設定の用途地域の指定のない区域に位置します。周辺の用途地

域には，工業専用地域と工業地域がございます。こちらは，申請地付近の

空中写真でございます。申請地の隣接地の状況につきましては，山林，雑

種地，農地，近隣工場のコンクリート製品置き場になっております。また，



 

10 

申請地付近には，学校や病院などの施設はございません。 

次に，土地利用計画についてご説明いたします。付議案図面の２－２と

あわせて，画面をご覧ください。図面及び画面の右方向が北になります。

申請地の敷地面積は１万3,994.28平方メートルでございます。なお，申請

地内に破線で，既設敷地部分と拡張敷地部分を示しております。既設敷地

の面積は9,887.15平方メートル，拡張敷地面積は，4,107.13平方メートル

でございます。敷地が接する道路は，敷地の西側の市道１－18号線，片側

歩道つき，幅員13メートルと，敷地南側の里道，幅員3.7メートル，現況約

４メートルでございます。敷地の外周部には，中木を植栽した緑地帯や門

扉，フェンスを設ける計画になっております。また，敷地南側の里道に設

けられた出入り口につきましては，従業員駐車場の出入り口になります。

こちらの出入り口は，廃棄物の搬入車両や事業車両の動線と従業員の動線

を区分し，構内の安全性を確保するため設けておるものでございます。ま

た，出入り口の開口幅については，出入りや見通しに配慮し，支障がない

よう６メートル確保しております。なお，出入り口でございますが，従業

員の出勤，退勤以外の時間帯は閉鎖いたします。この里道について補足い

たしますと，現況は行き止まりとなっており，周辺の土地利用状況といた

しまして，コンクリート製品置き場として利用しているほか，原野や雑木

林となっておりますので，コンクリート製品の搬送車両の通行以外はほと

んどなく，交通障害における周辺への影響はございません。 

次に，敷地内の施設といたしまして，既設建物は紫色で示しており，廃

棄物処理施設と事務所がございます。オレンジ色で示している建物が，今

回新築される廃棄物処理施設でございます。そのほか，敷地内には，台貫

やトラック待機所，ストックヤード，雨水浸透池，従業員駐車場がござい

ます。 

次に，現地の状況でございます。画面の写真は，前面道路の市道１－18

号線と敷地出入り口付近を撮影したものでございます。この出入り口は十

分な幅が確保されており，市道の見通しは良い状況であります。こちらの

写真は，市道１－18号線と，敷地外周部の緑地帯の状況を撮影したもので

ございます。こちらの写真は，今回，敷地を拡張する部分を撮影したもの

でございます。現在，敷地拡張部分は従業員駐車場と畑になっております。

なお，この畑部分につきましては，現在，農地法の農地転用許可申請手続

を行っているところでございます。 

続きまして，廃棄物処理施設の概要についてご説明いたします。現在，

既設の廃棄物処理施設においては，建設業，流通業及び製造業から排出さ

れるガラスくず等や，がれき類を処理する破砕施設などがございます。こ

の処理施設につきましては，県の産業廃棄物処分業の許可を取得し，平成

18年から事業を行っている施設でございますが，処理施設の種類や処理能
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力から，建築基準法第51条ただし書き許可を要する施設には該当しており

ません。 

次に，事業計画による新設の処理施設でございますが，新築の廃棄物処

理施設建屋内に，今回許可を要する廃プラスチック類及び木くずの破砕施

設，処理能力１日当たり103.28トンを設置いたします。また，そのほかの

施設といたしまして，同建屋内に廃蛍光管の破砕施設，既設の廃棄物処理

施設建屋内には，紙くず類等の圧縮施設を新設いたします。廃棄物全体の

計画処分量ですけれども，月当たり2,560立法メートルになります。トン換

算いたしますと約640トンでございます。なお，今回の事業計画におきまし

ては，新たに処理品目の追加となる廃蛍光管の破砕分の処分量，月当たり

0.5トンが増加量となりますが，今回の事業計画におきましては，処理品目

と処分量が大きく変わるものではございません。今回の事業計画で，破砕

施設を新設する理由といたしましては，既設の切断施設と処理能力の低い

破砕施設に加え，新たに破砕施設及び圧縮施設を設置することで，処理後

の廃棄物に付加価値をつけまして，さらなる廃棄物の再資源化・リサイク

ルを図るものでございます。 

続きまして，廃棄物の処理フローについてご説明いたします。廃棄物の

搬入車両は，市道１－18号線に面する敷地西側の出入り口から搬入され，

既設の事務所前にある台貫で積載量の計量を行い，廃棄物は，既設の廃棄

物処理施設建屋内，又は新築の廃棄物処理施設の建屋内に搬入されます。

その後，双方の廃棄物処理施設内で処理を行い，処理された廃棄物は屋外

ストックヤードで１日から２日ほど保管された後，再資源材は，売却先や

再処理委託先の事業者へ搬出され，残渣物は最終処分場に搬出されます。

なお，廃棄物処理後の再資源材は，ＲＰＦ燃料や建材原料，製鉄原料，製

紙原料，路盤材などに用いられます。 

それでは，引き続いて廃棄物処理施設内の作業等についてご説明いたし

ます。まず，既設の廃棄物処理施設でございます。既設廃棄物処理施設建

屋内に搬入された廃棄物は，中央の受入・廃棄物保管場において粗選別を

行い，分別不可能な混合物については，図右側にございます混合物選別設

備及び手選別ラインに移動し，さらに選別を行います。選別を受けた廃棄

物は，このまま既設内で処理されるか，または新設の一時保管ヤードへ運

び込まれます。 

既設廃棄物処理施設建屋内の各施設でございますが，図の左側より，①

既設発泡スチロールの減溶固化施設，②既設廃石こうボードの破砕施設，

③は今回新設となります紙くず等の圧縮施設，④がれき類の破砕施設，⑤

金属くず等の切断施設，⑥ガラスくず等の破砕施設となっております。こ

ちらは，新築の廃棄物処理施設でございます。新築の廃棄物処理施設建屋

内においては，廃プラスチック，木くず等の破砕と廃蛍光管の破砕を行い
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ます。既設廃棄物処理施設建屋内で選別された廃棄物及び選別が必要ない

ものとして，直接荷おろしされたものは，この建屋内の一時保管ヤードに

集められます。その後，新設の各施設で処理を行います。 

新設の各施設の位置につきましては，図の左側より，⑦廃蛍光管の破砕

施設，そして⑧に今回許可対象となります廃プラスチック類，木くずの破

砕施設，処理能力１日当たり103.28トンを設置する計画となっております。

⑦番の廃蛍光管の破砕施設でございますけれども，破砕する際に，水銀と

それからガラスくずとを分別して処理することができる吸引機つきの設備

となっておりますので，有害物質が散乱するというおそれはございません。 

なお，既設及び新設の各処理施設は，環境保全対策といたしまして，建

物内に設置し，騒音及び振動の発生を抑制しております。環境保全対策の

詳細につきましては，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，廃棄物運搬車両の搬入・搬出計画についてでございます。搬入・

搬出車両の運搬経路につきましては，主要地方道茨城・岩間線を経由し，

申請地前面の市道１－18号線を利用いたします。車両の運搬時間は，８時

から17時30分までとなっております。現在，１日当たりの運搬車両の台数

は，搬入・搬出を合わせて２トン車から10トン車，約50台でございます。

先ほど，廃棄物処理施設の概要でご説明しましたように，今回の事業計画

においては，廃棄物処分の増加量が，月間0.5トンであることから，本事業

に伴う車両台数の増加は発生いたしません。ただし，施設の処理能力から

換算した場合には，車両22台程度の増加が考えられますけれども，この将

来的な車両台数を踏まえましても，搬入・搬出の運搬経路における通過交

通量等から，周辺交通への負荷の影響は特に支障がないものと考えており

ます。また，搬入・搬出の運搬経路における通過交通量等から，周辺交通

への負荷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。廃棄物処理施設では，水の

使用がございませんので，ここから発生する排水はございません。生活雑

排水については，事務所付近に設置されている既設の合併浄化槽と敷地内

処理装置により処理いたします。雨水排水につきましては，敷地内の既設

及び新設の雨水浸透池において処理いたします。 

  なお，既設の敷地は，都市計画法の開発許可を受けている敷地であり，

また，今回の敷地拡張においても開発許可が必要となるもので，開発許可

の基準に基づき，適切に排水処理の計画がなされております。 

  申請地が位置する笠間市の安居・押辺地区は，市の都市計画マスタープ

ランの将来都市像において産業エリアとして位置づけられておりますが，

特に支障となる都市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，周辺関係者から同意が得られており，許可申請に当たっては，
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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。 

  都計諮問第２号の案件の概要は以上でございますが，引き続き，生活環

境部廃棄物対策課より，生活環境影響調査の結果についてご説明させてい

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，株式会社ニシノ産業の今回の事業計画に係る生活環境影響調査の結果

の概要についてご説明いたします。 

  今回の事業計画につきましては，建築指導課から説明がありましたとお

り，従来の中間処理に加え，敷地を拡張して新たに破砕機や圧縮機を設置

するものでございます。今回，処理品目と処分量については大きく変わら

ないという事業計画でございますが，この生活環境影響調査におきまして

は，新設施設の能力に見合う廃棄物を新たに受け入れると仮定をしまして

予測評価を行っております。 

  そのことを踏まえ，調査項目といたしましては，破砕機などの稼動によ

ります粉じん，騒音，振動，それから廃棄物運搬車両の排ガスによる二酸

化窒素，浮遊粒子状物質，それから運搬車両走行時の騒音，振動を選定し

ております。 

  また，施設からの排水はなく，悪臭が発生するような廃棄物も取り扱う

こととはしておりませんけれども，現在も廃棄物の中間処理を行っている

ことから，水質のＢＯＤ，浮遊物質量，有害物質，それから悪臭の施設か

らの漏えいについても現況把握を行い，予測評価を行っております。 

  次に，環境保全対策でございます。まず一つは，破砕機や廃棄物保管場

所の建屋内設置でございます。これによりまして，粉じん，騒音，水質，

悪臭につきまして，周辺の生活影響への影響を低減いたします。もう一つ

が，破砕機への防振ゴムの使用でございます。これにより破砕機稼働時の

振動を抑えることとしております。 

  以上のような対策を踏まえ，生活環境への影響を予測しております。ま

ず，大気汚染関係でございますけれども，破砕機の稼働による粉じんにつ

きまして，破砕機を建屋内に設置することから，周辺生活環境への影響は

軽微であると予測しております。また，運搬車両の排ガスによる影響でご

ざいますけれども，搬入道路である市道１－18号線の７時から18時の総交

通量1,211台に対しまして，今回の事業計画による運搬車両の増加台数は最

大でも22台と，約1.8％と少ないことから影響は軽微であると予測しており

ます。 

  次に，騒音，振動でございます。破砕機などの稼働による騒音，振動に

つきましては，表に示しましたとおり，事業所の敷地境界あるいは直近の

民家，いずれにおきましても，現況と同程度であり，また，基準を満足す
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ると予測されております。また，廃棄物運搬車両の走行時の騒音，振動に

つきましても，現況と同程度で基準を満足しており，影響は軽微であると

予測しております。 

  次に，水質でございます。処理施設からの排水はございません。廃棄物

の保管場所も建屋内に設置されますことから，雨水が廃棄物に触れること

はなく，影響は軽微であると予測しております。 

  また，悪臭につきましても，取り扱う廃棄物及び処理方法は強い悪臭を

発生するものではなく，保管も，先ほど申し上げましたように建屋内で行

うということで，施設外への漏えいは少ないというふうに考えており，影

響は軽微であるというふうに予測をしております。 

  以上のことから，今回の事業計画による生活環境への影響は軽微である

と判断されます。以上が生活環境影響調査の概要でございます。 

○事務局 都計諮問第２号についての説明は以上でございます。ご審議の

ほど，よろしくお願いいたします。 

 

 

○議長 ありがとうございました。それでは，ただいまの付議につきまし

て何かご質問がございましたらお願いをいたします。 

○Ａ委員 今回，対象外になっている廃蛍光管のことでちょっと教えてい

ただきたいのですが，先ほどのご説明で，廃蛍光管については水銀を含ん

でいて，それはちゃんと分離回収されるから大丈夫だというご説明があっ

たわけです。ただ，我々素人からすると，水銀というのはちょっと重みの

あるというか怖いものという印象があるので，なぜ，ここの水銀を扱うこ

とが対象外になっているかということについて何か理由がわかったら教え

ていただきたいというのが１点。それから，1.90トン／日これは毎日やる

わけではないと思うのですが，これぐらいの処理をしたときに回収される

水銀はどれぐらいになるのかなということがちょっと気になったのですけ

れども，その辺わかりましたら教えていただきたいです。 

○議長 事務局，お願いいたします。 

○事務局 廃棄物対策課と申します。今回の建築基準法のただし書きの許

可の対象施設といいますのは，廃棄物処理法上の廃棄物処理施設という位

置づけになっておろうかと思いますが，廃棄物処理施設というのは，法律

上，14施設というふうに種類があらかじめ決められておりまして，取り扱

う物質等によって，対象になる，ならないという形になっておりません。 

廃棄物の処理の種類，処理の方法，破砕ですとか，焼却ですとか，埋め立

てですとか，そういう施設に対して，あとは処理能力が何トン以上という

形で施設に該当するかどうかという判断がなされることになっておりまし

て，水銀ですとか特定の有害物質に着目した形になっていないというのが



 

15 

現状でございます。そういうことで，今回の施設については，破砕であり

ますけれども1.9トン。破砕施設で今，対象になりますのは，廃プラスチッ

ク類の破砕施設，それから木くずの破砕施設，あとがれきの破砕施設とい

うふうに限定されておりまして，日量５トン以上の処理能力があるものが

法律の許可が必要という形になっておりまして，今回の廃蛍光管の施設に

ついては対象から外れるということになります。 

  それから，1.9トンを１日処理して水銀がどのぐらい回収できるかについ

ては，申しわけございません，今，手元にデータがなくてわかりませんの

で，後で確認をしてご報告させていただきます。 

○事務局 ちょっと補足いたしますと，皆様のイメージですと，水銀とい

いますと，多分，銀色できらきら光る液体状になっているものが蛍光管に

入っているのかというような印象を抱かれているのかと思いますけれども，

実際，この蛍光管の中に入っていますのは，蛍光パウダーという形態で粉

末状という形で入っておりまして，その一部として水銀が入っているとい

うものです。先ほども，吸引型のということでご説明いたしましたけれど

も，蛍光管のガラスを破砕しながら，いわゆる掃除機のようなイメージを

持っていただければと思うのですが，その掃除機みたいなもので吸引しな

がら，その蛍光パウダーというものを吸い取って，ガラスとは別に分別さ

れると。その分別された蛍光パウダーにつきましては，こちらの方もリサ

イクルということで，また，別の業者ではございますけれども，再度，水

銀という形で再利用されるものだというふうに聞いております。 

○議長 ほか，ございますか。 

○Ｄ委員 これ，私はしようがないかと。要するに，違法性がないからし

ようがないなというのだけれども。このただし書きを都計審にかけるのは，

都市計画上支障がないかということを聞かれているので，これでいくと，

添付図面の２－２とありますが，出していただけますか，上側，東側の道

路が幾つかあってその南側，あるいは左側の道路というのは，道路の中心

線から廃棄物処理場側に２メートルの道路幅をとっていまして，全体で

3.77メートルあります。実際は４メートルぐらいありますという説明があ

ったのですが，この南側の道路は，その先をずっと行くと，岩間の工業団

地に行くのですよね。必ずしもここで行き止まりじゃないし，工業団地側

から，ここにもう１本ちゃんとした道路が通っているのは，そんなに悪い

ことではないですね，地域全体としては。そういうところを，ここは確か

に建築基準法上でいっているとおり２メートルとりましたというから合法

なんですが，もうちょっと都市計画の範囲から見ると，もうちょっと拡幅

したような，あるいは廃棄物処理場の側にあと２メートルとか全体でやれ

ば６メートルにしようとか８メートルにしようとかということを考えてと

っておけば後で何とかなると思うんですけれども，こういうふうにしてし
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まうと，後実はこれが支障でこの道路できないねという話になりかねない。

せっかくこれだけの大きなあれでしたら，そういうことを配慮して。です

から，建築指導課と廃対課だけじゃなくて，都市計画課がちゃんと都市計

画的に見て，この形状をですね，そういうことでここに出していただける

とありがたいなと。この絵でいきますと，例えば小さいことですけれども，

一番左上のところの角地，あれは隅切りしてないんですよ，この絵で見る

と。ここじゃなくて，そのちょっと先，その角，ちょっとした隅切りにし

ておくと，うんと車は楽なんです。そういうことを少し考えて，もうちょ

っと出してくれるとよかったかなと。違法じゃないから，私，これ以上は

反対しませんが，ついで出てきたら，都市計画課は何してるんだという文

句をつけたいと思います。以上です。 

○事務局 ただいまの委員のご意見につきましては，今後といいますか，

これまでもそうなのですけれども，私どもの方としましては，申請地の周

辺区域における施設の立地状況であるとか開発計画というものなど，土地

利用とか整備状況というのを勘案し，かつ市町村の。 

○Ｄ委員 20年ぐらい先まで見ているのですか。 

○事務局 そこまではちょっと。 

○Ｄ委員 だから言っているんです。 

○事務局 それにつきましては，市町村の意見など，関係課の意見も踏ま

えて，引き続き適切に対応してまいりたいと思います。 

○Ｄ委員 それでいいと思いますが，あなたが言っている「適切」と，私

が言っている「適切」が日本語が一致しているかどうかだけが問題です。 

○事務局 それはまた改めてご意見の方をお伺いしたいと思います。 

○議長 ほか，ご意見ございますか。それでは，ご意見がないようでござ

いますので，お諮りをいたします。ただいまの都計諮問第２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，ご異議なしと認めまして，

ただいまの都計諮問第２号につきましては，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の審議は終

了いたしました。先ほどの都計諮問第１号については原案どおり可決，た

だいまの都計諮問第２号につきましは支障なしとして，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。 

 ○Ｄ委員 今日の説明，例えば，十万原の話を聞いていてもそうなのです

が，確かに，この付議案件のフォーマットと添付図面というのはいいので

すが，ある程度想定した質問に対して，こうなっていますというのを少し
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具体的に示していただけると。例えば，十万原でいくと，ソーラーの業者

が来て，上の部分はソーラーを設置して，下はまだ当分やりませんという

と，ソーラーを設置したところで，さっきＡ委員が言ったように，どこら

辺までソーラーが来て，どこから少し遮断帯とか緑地帯とかでちゃんと確

保するようにしていますとか，あるいは，新しくディベロッパーさんに売

ったところに，例えば商業施設を要請していますとか，そういうことは，

我々のこの資料に来なくても，あそこにぱっと来て，今こういうことを要

請していますとか出ると，何か理解が進むと思うのですけれども，あれを

出しちゃうと，本当にできなかったらどうしようかとか，ご心配があるか

もしれませんが，やっぱりここで審議したときには，この委員会の委員が

わかるような資料を，少し余計な情報として今後用意していただけるとあ

りがたいです。以上です。 

○議長 では，ただいまの件についても，これから工夫の点をよろしくど

うぞお願いを申し上げます。それでは，以上をもちまして審議を終了とい

たします。 

 

－ 閉 会 － 
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