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平成２９年度第１回伊賀市都市計画審議会 議事録 

 

１  開催日   平成２９年６月３０日（金） 

２  開催時刻 午後１時４０分 

３  閉会時刻 午後２時４５分 

４  開催場所 阿山保健福祉センター １階ホール 

５  議  事 審議事項：第２９－１号議案 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

 報告事項：伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画について 

６  出席委員 柘植満博委員、浦山益郎委員、森正美委員、淺野潤憙委員、 

靎﨑正宣委員、田中覚委員、近森正利委員、福村教親委員、 

西條エリ子委員、石山淑子委員、澤井成行委員、福本智一委員、 

西澤浩委員（１３名） 

７  欠席委員 藤井淳夫委員（１名） 

８  出席幹事 大橋人権生活環境部長、清水建設部長、山本建設部次長兼都市計画課長 

９  事務局  都市計画課 城主幹、谷岡主任、中林主任、西澤技師、稲森主任 

 

午後１時４０分開会 

除斥事由の有無 

 なし 

傍聴の有無 

 なし 

議事録署名人の指名 

 森委員、石山委員 

議事開始 

審議事項：第２９－１号議案 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

（事務局） 議案説明（略） 

（議長） 説明が終わりました。ご質問、ご意見等ありましたら発言をお願いしま

す。 

（委員） 要領の良い説明だったので、結論は都市計画上支障が無いということで

よかろうかと考えますが、確認のため２、３質問します。 

 ひとつが、搬入経路が白樫インターから入ってくるという設定がありま

した。ということは、廃プラスチックは主として市外から持ち込まれる

産業廃棄物という理解でよろしいか。市内から持ち込まれるとすればど

ういうルートか。 
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 もうひとつは、環境評価の件ですが、ある推計式を使って予測されたと

理解しましたが、推計した結果基準値内におさまっているということな

のですけども、質問は、推計ではなく実態、現状はどうなんでしょうか。

この件で操業は始まっていないと思いますが、現在における操業におけ

る実測値を教えてください。 

（議長） 事務局、回答をお願いします。 

（事務局） ひとつめ、搬入経路についてです。市外から搬入されるのかという質問

ですが、現在は主に兵庫県からの搬入となっています。兵庫県地域から

の搬入がほとんどです。現在市内からの搬入はありません。 

 ２番目の環境評価についてですが、推計となっていますが、騒音・振動

については自社で測定しています。実際測定したところ、プラスチック

の破砕機以外の機械も同時に動いているので、その破砕機以外の騒音・

振動も拾っているため推計値としていますが、騒音については 56db、51db、

振動はそれぞれ 30db以下に抑えられています。 

（委員） 予測の結果、基準値内というのはよく理解できましたが、実態はどうで

しょうか。この企業が自主的に測定しているという説明がありましたの

で、その騒音・振動が基準値内であれば、現状も将来予測もオッケイと

いう判断をしてもいいのかなと思うので質問しました。 

（事務局） 前段に説明しましたとおり、一般廃棄物について同じ処理をしていると

ころに産業廃棄物を入れるので許可が必要だと説明させていただきまし

た。今回新たな機械の増設等はありません。ですので、今動いている機

器自体は変わらないので、ここに挙げた数値は今実際動いている状態で

測った数字ですので、仮に産業廃棄物を今後入れたとしても、この数字

になります。 

（委員） 実態ということですね。 

（事務局） そうです。 

 

（委員） さきほど、持ち込みの話がありましたが、兵庫からという説明でした。

具体的に教えてください。 

（事務局） 兵庫からと説明しましたが、現在は一般廃棄物の廃プラスチックが入っ

てきています。毎年容リ協会、日本容器包装リサイクル協会の入札によ

り、今年度は神戸など兵庫県方面の落札がありましたので、主に兵庫県

方面からの搬入があります。 
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（委員） 産業廃棄物の処理ということで、本来はしていなくて新しく処理をする

ということではなく、今までも５トン未満で処理をしていたと私は捉え

ているのですが、それでいいですか。議案２ページの理由のところには、

従来は５トンとしても今後 8.71トンとおよそ 1.6倍なのですが、機器の

稼動は 70％から 100％とある。数字的に合わないのですが説明をお願い

します。 

（事務局） 産業廃棄物については、平成１５年２月に県の環境部局で事業や施設設

置の許可を適正に取得しています。その許可と合わせて５１条但し書き

の許可についても、本来必要であったと思われますが、一般廃棄物につ

いて平成１３年に許可を受けた処理量の範囲内で産業廃棄物事業を行う

ということで、許可不要との当時の県の判断がありました。５トン以上

の産業廃棄物処理施設は「政令が定めるその他の処理施設」に該当して

いましたが、その根拠は建設省通知の取り扱い方針によるものでした。

翌年の平成１６年にその取り扱い方針が政令に位置づけられ、法令によ

る根拠となったものです。 

実際の産業廃棄物処理量の現状も、一般廃棄物の１日あたりの処理量は

12 トン、産業廃棄物については現在のところ０トンです。産業廃棄物を

この先受け入れる理由としましては、先に説明しましたが、一般廃棄物

の廃プラスチックの受け入れについては、年１回の入札で決まります。

落札できた場合単年の委託契約を結びますが、落札できなかった場合、

施設が１年間遊んでしまうことになるため、処理できる枠を増やしてお

くため産業廃棄物の受け入れを行う、今回正規に許可を受けるとなりま

した。 

（委員） 分かりました。ありがとう。 

 

（委員） 周辺環境に関する影響の妥当性について、雨水排水等実際に測定をされ

ていると。これは会社自体の測定器、市の環境部が行った測定、どうで

すか。測定の値を提出させているのか。 

（事務局） 測定につきましては、会社独自に振動、騒音、臭気について測定してい

ます。加えて第三者機関である MCエバテックにより環境アセスメントの

事後調査報告のために年１回の測定も行っています。 

（委員） 会社が測定した値、第三者機関が測定した値に大きな差は無いですか。 

（事務局） はい。 

（委員） 何項目位測定しているのですか。 
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（事務局） 例えば、環境保全計画において悪臭については２２項目を測定して記録

するものとなっています。 

（委員） 分かりました。臭いを測る機械はあるのですか。 

（事務局） 簡易の測定器がありまして、何段階かで数値が出るようになっています。 

 毎日臭気パトロールを行っておりまして、その数値が高ければ消臭剤を

撒く対応をしています。 

（委員） よく分かりました。 

 

（委員） 敷地の位置の妥当性は大丈夫だと考えますが、今回は稼動を 70％から

100％めいっぱい動かすということが分かりました。今まで一般廃棄物の

廃プラスチックを破砕していたのを、産業廃棄物の廃プラスチックを破

砕するということで、廃プラスチックに関してどのような種類があるの

か。 

 100％動かすということで、今まで 70％のときはトラブルや事故が無かっ

たのか、これから 100％稼動するにあたり安全面の措置が確保されている

のか。 

（事務局） 産業廃棄物の中身なのですが、廃プラスチックが一般廃棄物と産業廃棄

物にわかれるのですが、自治体から出てくる廃プラスチックは一般廃棄

物、事業所から出てくる廃プラスチックは産業廃棄物となります。中身

は同じもので出てくる所が違います。 

 70％稼動から 100％稼動に変更後の騒音、振動は第三者機関の測定により

変化がありませんでした。事故については、過去に事故が起こったとは

聞いておりません。 

 

（委員） 周辺環境に関する影響の妥当性について、雨水排水環境保全措置のこと

ですが、洗浄水は循環しているとの説明を受けました。それは良いので

すが、雨水について、例えば工場の屋根に降った雨は樋を通って側溝か

ら排水されると思うのですが、工場内の敷地の地べたに降った水は循環

水のほうにまわるのか、それとも道路側溝を流れて調整池へいくのか。 

 説明いただきたい。なぜかというと、雨水まで調整池へ入れるというよ

りも雨水は側溝を流れて河川へ流せば良いのでは、あえて調整池へ入れ

ずなるべく早く河川へ返すほうが自然環境にとっては良いのかなと思い

ます。 

 もうひとつは、工場内の洗浄水の循環処理ということですが、どんな循
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環処理をしているのかということ、最初は透明な水が汚れていく、その

汚れた水をどう処理しているのか、含めて回答いただけたらと思います。 

（事務局） 雨水排水につきましては、開発許可を取った際に敷地面積が大きいので、

その敷地に降った雨が全ていきなり外へ出ていくというのは問題があり

ますので、一旦調整池に溜め、そこから徐々に放流するという方式をと

っています。雨水排水が循環へ入るということはありません。雨水は雨

水だけの独立した放流となっています。 

 循環処理ですが、全く排水は発生しない、ろ過及び科学的処理により浄

化され循環して利用しています。 

（委員） 開発申請時に、一定の面積のとき調整池へというのは分かりました。し

かし、説明いただくと、雨水はまず前面道路の側溝をつたうということ

なのですが、それはおかしい話ではないのかな、まずは開発エリアでの

水の流れがあって、調整池を敷地内に作り、調整池から側溝へ流れてい

くというのが正しい水の流れではないのかな。 

（事務局） 雨水が流れる側溝なのですが、企業の敷地の中にありまして、開発の敷

地内に入っておりますので、一旦その道路の側溝に入りまして、そこか

ら調整池へ入り、最終的にそこから外へ、開発区域外へ流れるというル

ートになっています。 

（委員） つまり、法律にもとづいて許可されている中での雨水排水、循環水の処

理と受けとめて良いですか。 

（事務局） そうです。 

（委員） 速やかに流すのではなく、速やかに流さないほうが良いです。調整とい

う意味で必要です。建屋で覆われていますが、敷地内の雨が一旦調整池

へ溜めると調整池そのものも検査できますし、敷地が全面アスファルト

で浸透しない、保水ができないので、一時（いっとき）に流れて下流の

河川が溢れてはまずいので、そういう観点からも調整池の役割は大きい

し、環境面でも役割があると思います。 

 

（議長） 他にご意見、ご質問はよろしいですか。 

 今までの質疑からしますと、審議会から特別に意見をする項はありませ

んので、第２９－１号について、都市計画審議会として原案通り承認す

ることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（委員） 異議なし。 

（議長） 以上をもちまして、本日提出されました議案は終了しました。 
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伊賀市都市計画審議会意見  

第２９－１号 産業廃棄物処理施設の敷地の位置について、都市計画上支障が無い 

 

報告事項：伊賀市土地利用条例及び立地適正化計画について 

（事務局） 前回の３月９日の都市計画審議会で説明いたしましたとおり、伊賀市都

市計画区域再編及び立地適正化計画につきまして、去る４月１８日から

５月２５日にかけまして、市全域を対象として計１２会場で地域説明会

を開催し、また、４月２４日から５月２６日の間、パブリックコメント

を実施いたしました。 

都市計画区域再編に伴う土地利用条例の制定については、伊賀市土地利

用管理手法検討委員会で素案を作る際、地域の意見をヒアリングしなが

ら策定されたこともあり、条例制度の運用形態について、大幅な変更を

要するような意見質問は出されませんでした。             

説明内容である統一した制度の必要性、人口減少社会での支所等身近な

拠点の重要性、開発や建築行為を拠点や集落に誘導する意味など、今後

の伊賀市に必要な制度として、概ね内容をご理解いただけたものと考え

ております。                              

質問の内容としましては、保全区域の運用内容、地域のかかわり方、税

への影響が市民の強い関心事項であることが明らかとなったことにより、

本条例制定後も引き続き市民に理解してもらえるよう、当該制度につい

て広く啓発してまいります。                             

今後の進め方については、実際の運用を想定して、土地利用条例施行規

則の詳細検討や運用マニュアルの作成を進めてまいります。    

また、実施に向けた執行体制については、適正な指導審査が図れるよう

先進地からの情報も収集し、組織体制を整えてまいりたいと考えていま

す。                             

なお、本条例の議会上程は、９月を予定しており、三重県の国との本協

議（都市計画区域統合、線引き見直し）は、伊賀市での条例議決後の予

定となっています。                         

次に、立地適正化計画についてですが、パブリックコメントの意見があ

りませんでしたので、今後は、国の策定の手引きに基づき都市計画審議

会後に市議会への報告を経て三重県に提出する予定としています。                              

        以上、ご報告させていただきます。 

(議長) 説明が終わりましたが、ご質問、ご意見ありましたら、発言をお願いし
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ます。 

（委員） 説明会の、私も参加した中で、太陽光発電の話が出ました。今県でもガ

イドライン最終案を出したということを新聞記事で見ましたが、設置者

と住民の方の間で太陽光発電のトラブルが起きているという意見があっ

たので、そういう内容を入れるのかどうか、それとも県のガイドライン

が出来上がった状況をみて、それでできるのであれば入れないというこ

とか教えて下さい。 

（事務局） まず、説明会１２回行いました中で、そういった太陽光についての意見

がありまして、今回の伊賀市の適正な土地利用の条例の中には、太陽光

の施設に関連した条項があるかということですが、ありません。あくま

でも都市計画法上太陽光発電の施設については、適用除外となっており

ますので、同じく今回の条例にもありません。ただし、太陽光発電に関

わる経緯がありますので、都市計画課とは別に建設１課、２課で太陽光

発電 1,000㎡以上については届出、5,000㎡以上については技術的審査と

いう網掛けは事前に要綱でありますので、その要綱に照らし合わせて行

政として関わりたい。ただ、今言われていますのが、1,000㎡以上はよい

が、300㎡や 400㎡の小規模なものはどうなのかという意見はいただいて

おります。今回、太陽光は都市計画の工作物ではありませんので、条例

にもありません。別の要綱で指導をしていきたいと考えます。 

（委員） 分かりました。 

 

（委員） 配られたペーパーでは議会への上程が９月というのが分かったのですが

現在の段階でこの条例の運用はいつからを想定しているのか教えてくだ

さい。 

（事務局） 平成３０年４月１日を予定しています。 

（委員） 都市計画区域の一体化、線引きの廃止は県と合わせないといけないと思

うのですが。今県は圏域マスタープランをこれから検討すると言ってお

りましたが、それと整合をみて平成３０年４月１日の運用開始という判

断をされているのか。 

（事務局） おっしゃるとおり、区域区分制度の見直しについては、県の権限、国の

同意です。県のスケジュールでは、市が９月議会で条例の承認を得てか

ら、国との協議を本格始動するということです。市の条例と、県の現在

の伊賀都市計画区域マスタープランの変更等は同時に行われると聞いて

おります。 
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（委員） 分かりました。 

 

（議長） 他にご質問、ご意見はありませんか。 

 無いようですので、報告事項に関することを終了します。 

 以上で本日の議事を終了します。 

 

午後２時４５分閉会 

以上 


