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第33回岡山市都市計画審議会議事録 

平成28年1月26日（火）開催 

～ ～ ～ （開 会） ～ ～ ～ 

              午後２時00分 開会 

○事務局 

【幹事挨拶】 

◯会長選出 

◯会長 

   【定数確認】 

   【会議公開の決定】 

◯会長 

   【署名委員指名】 

～ ～ ～ （議事進行） ～ ～ ～ 

【第1号・第2号議案の審議】 

○都市計画課 岡山県南広域都市計画地区計画の決定についてご説明をいたします。 

 この地区計画の案をご説明する前に、空港南産業団地の事業について、少しご説明をい

たします。 

 こちらのスクリーンのほうをご覧いただきたいと思いまして、今回の空港南産業団地の

開発、これの開発主体は岡山県と岡山市が共同して事業を行います。 

 位置ですが、ちょうど岡山市北区の富吉地内、ちょうど岡山空港の南側、それから既存

の岡山リサーチパークのすぐ北側になりますところ、この岡山賀陽線という道路の沿線で

市街化調整区域という場所になります。 

 現状はこのような山林、ずっとこれが開発区域、赤の区域が開発区域ですけども、現状

は山林でして、もと岡山県が第２リサーチパークとして土地を取得していたところです。 

 次に、開発区域の面積は、全体の区域が27haになります。ここに赤で記しましたとこ

ろ、これが実際に開発をするところで24ha、それから分譲しますところが１号用地、２号

用地、３号用地、ちょっと階段状になっておりますけれども、この３区画、地形に沿って

３区画を計画しております。 

 それから、全体の概算事業費ですが、今のところ約48.5億円ということで、そのうち県
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が土地の買収費を含めまして約40億強、それから市の負担が約８億強ということで、県の

場合は土地の分譲収入が最終的には入ってまいりますので、実質的な負担額は約10億円程

度ということで、まさに岡山県と岡山市が共同して事業をやっていくという状況です。 

 役割分担としましては、県のほうがこの団地全体の造成の工事をやります。その後、そ

れと並行して市のほうが、ここにあります道路の整備、あるいはここに必要な上水道、下

水道の整備、それからこの分譲後の宅盤以外の管理を岡山市が引き継いでやることになり

ます。 

 ここの団地のスケジュールですけれども、平成27年5月11日、昨年、県と市との間で空

港南産業団地の開発に伴う協定というものを締結いたしました。その中では２者が共同し

て事業を行うということ、それぞれの役割分担について定めております。その後、今回お

諮りします地区計画の都市計画の決定の案を、我々都市計画部局のほうで作成をしており

ました。この都市計画の決定後、開発協議が調って初めて造成工事に入っていけるという

ことで、造成工事は平成28年から平成30年ぐらいを予定しておりまして、その造成工事

後、分譲の開始の予定です。 

 次に、この産業団地、先ほども言いましたけれども市街化調整区域にありますので、こ

の造成工事をやっていこうとすれば、都市計画法で規定します地区計画というものを定め

ていく必要があります。 

 本来、市街化調整区域といいますのは、市街化を抑制していこうというところですの

で、開発そのものが厳しく制限をされております。ここに書いております都市計画法の第

34条では、市街化調整区域の開発許可ということで、許可できる開発の内容を制限列挙し

ていると。その中の第10号というところに、地区計画の区域内において当該地区計画に定

められた内容に適合する建築物等を目的とする開発行為、これは許可できますという形に

なっております。そのために今回、地区計画を定めようとするものです。 

 この市街化調整区域の地区計画を定めるに当たりましては、平成26年度に岡山市市街化

調整区域の地区計画運用指針というものを定めまして、その中では岡山市として地区計画

に定められる地区計画の内容というものを定めております。その中で集落を保全するため

の地区計画、あるいは今回のような産業を振興するための地区計画、あるいは公共交通沿

線などで公共交通を利用促進するための地区計画、こういったもの約６タイプを活用して

いこうということで、この運用指針を定めました。 

 その中で、今回の産業振興型地区計画の適用条件としましては、高速道路インターチェ
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ンジの乗り入れ口から半径１㎞以内の区域、または都市計画マスタープランに位置づけて

いる物流軸沿線の区域ということ、かつ区域の面積が３ha以上のまとまった区域であると

いうこと、こういった条件に今回の場合、合致しておりますので、空港南産業団地地区計

画を策定することといたしました。 

 次に、地区計画の内容についてご説明をいたします。お手元にお配りしている資料でい

きますと２ページから５ページのほうに当たります。そこの部分をこちらのスクリーンの

ほうでかいつまんでご説明をしたいと思います。 

 区域の名称は空港南産業団地地区計画、位置は岡山市北区富吉地内、面積は約24haとい

うことで、こちらの区域図にありますこの赤の区域になります。これが24haになります。 

 それから、整備・開発・保全の方針ということで、その中の地区計画の目標としまして

は、当地区は主要地方道岡山賀陽線の沿線に位置しまして、岡山空港から約４㎞、それか

ら山陽自動車道岡山インターチェンジから約８㎞の距離にある面積24haの区域です。 

 本市では、市街化区域内でまとまった産業用地の確保は困難な状況にありまして、本市

の産業振興を図るために計画的な土地利用のもとに、新たな産業用地の確保が必要となっ

ております。このために当地区において県と市が共同して空港南産業団地として、周辺の

自然環境と調和した新たな産業拠点の形成を図るものです。 

 その中の土地利用の方針としましては、製造業、それから物流、それから情報関連の産

業を導入するとともに、周辺環境との調和を図るために、地形に沿った開発を行うことと

しております。 

 それから、地区施設の整備方針につきましては、道路、公園等、団地に必要な基盤施設

を計画的に整備することとしております。 

 それから、建築物等の整備方針につきましては、周辺の自然環境と調和した良好な産業

団地を形成するために、建築物等の制限を行うことしております。 

 次に、地区整備計画ということで、これは先ほどの地区計画の方針に基づきまして具体

的な計画の中身を定めるものです。 

 まず、地区施設ということで、これは団地を構成する上で必要な根幹的な施設を地区計

画の施設として定めます。それは、こちらの図面にあります、まずこちらの道路、地区の

背骨となるような、骨格となるような道路、これは空港南１号道路ということで、幅員が

12ｍの２車線の道路で、延長が860ｍです。 

 それからもう一つ、こちらに公園、こちらが空港南公園ということで、面積が約0.77ha
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ということで、この公園につきましては、この団地の従業員の方、あるいはこの隣接した

地域の方々の利用を想定した公園です。 

 それから、建築物等に関する事項ということで、これは建築物の制限に当たります。 

 まず１点目が、良好な産業団地の形成を図るために必要な制限ということで、建築物等

の用途の制限、ここの場合ですと、この団地に立地できる業種として、製造業、流通業務

施設、それからデータセンター、この３業種に限定をして立地を認めていこうとしており

ます。ただ、製造業というのは非常に幅広いものがありますので、その中でも内陸型工業

団地ということで、公害の発生をするおそれのないような、そういった業種に限定をいた

します。 

 それから、建築物の敷地面積の最低限度ということで、これが5,000㎡ということで、

団地の造成ではできる限り事業者のほうは大区画で販売をしたいというふうに言っており

ますけれども、その後、敷地が細分化されて、当初の産業環境が壊れていくのを防ぐとい

うことで、敷地が細分化されないようにということで最低面積5,000㎡を定めておりま

す。 

 それから、建築物等の高さの最高限度ということで、こちらは30ｍを限度と考えており

ます。 

 それから、自然、周辺環境との調和を図るための必要な制限ということで、１点目が建

築物等の形態または意匠の制限、これは周りが非常に自然豊かなところですので、周囲の

山並みと調和するような形態、意匠にデザイン等を工夫してもらおうということ、それか

ら建築物等の色彩につきましては、周辺に溶け込むようなアースカラー、これは土とか木

の幹の色、こういったアースカラーで周辺の山並みに溶け込むようなものにしてもらおう

と。 

 それから、広告、看板類、これについては屋上への設置を禁止して、必要なものに限る

ということと、それから建築物等と一体的なデザインのもとでやっていただくと。 

 それから、建築物の緑化、この緑化につきましては、それぞれの敷地に対して約５％の

緑化をしてもらおうと。なおかつその敷地沿いに特に外周部から見えるようなところにつ

きましては、中・高木を植えまして、自然環境への配慮をしてもらおうと、そういうふう

に考えております。 

 それから最後に、都市計画の手続関係ですけれども、まずこの地区計画を作成しました

最初の段階、原案を作成した段階ですけども、その段階で縦覧を行いました。そのときに
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縦覧者が４名、それから公聴会で公述をしたいという公述申立書が１件出てまいりまし

た。で、公聴会を開催をいたしまして公述人の方に公述をしていただきました。その後、

計画案を最終的に固めまして、案の公告、縦覧を行いました。そのときには縦覧者が１名

という状況で、今回この都市計画審議会のほうに今お諮りをしている状況で、その後、こ

こで承認をいただいた後、岡山県知事と協議を行います。その後、都市計画の決定という

ことで、今年の３月頃都市計画決定を予定をしております。 

 先ほどのこの公聴会で公述された内容につきましては、お手元の資料の６ページをご覧

ください。 

 こちらには公聴会で公述された方の意見の要旨と、それに対する市の見解を書いており

ます。 

 その主なご意見をご紹介いたしますと、公述人のご意見としては、岡山賀陽線沿い及び

公園計画地の北西に県有地が残っていますと。多分このあたりのことです。このあたりに

県有地が残っています。ここにも県有地が残っていますと。こういったところを地区計画

の区域に含めるべきではないかというようなご意見でした。 

 これに対しまして市の見解としましては、どちらも県有地でして、保安林に指定をされ

ております。地区計画の場合には、こういう保安林など開発すべきでない区域について

は、原則として含めないということにしておりますので、今回は地区計画の区域には入れ

ておりません。 

 それから３項目目、空港南１号線については、終点間のこのあたり190ｍ間は造成地計

画面より下にあるので、利用されないのではないかと。必要な道路ではないのではないか

というご意見でしたけども、これにつきましては、この道路は企業用地への接道を確保す

ることを目的とした道路でして、各企業用地の大部分が接道出来るように終点部分まで計

画を延ばす必要があります。 

 それから４項目目、地区計画全体について、立地企業従業員の住宅地を近隣につくるこ

とを考えないのかというようなお話がありました。 

 このたびの地区計画につきましては、産業の振興を図ることを目的とする地区計画です

ので、従業員の住宅等については、この地区計画の中では考えてはおりません。ただ、周

辺地域の中で、周辺の集落のコミュニティーの維持だとか、そういった面で一定程度の住

宅開発が必要だというような場合ですと、先ほど言いました集落保全型の地区計画という

ものを用意をしておりますので、そういったものが活用できる可能性はあります。 
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 以上です。以上で説明を終わりますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、審議に移りたいと思います。ご質問、ご意見等ございましたら、どなたから

でも結構ですので、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

○委員 じゃあ、１つ。 

○会長 どうぞ。 

○委員 この空港南公園について、駐車場を設けず近隣の住民の方と、あと企業の方が使

われるということで、ちょっとイメージが湧かないのですが、子供向けの公園ではないと

いうことでしょうか。 

○会長 事務局、どうぞ。 

○都市計画課 はい。この公園は、子供向けというよりはもっと広く地域の方が使えるよ

うな公園という形です。公園の種別でいきますと街区公園程度なんですけども、ここの従

業員の方々の憩いの場であり、なおかつ地域のここの人たち、市街化調整区域ですけど

も、このあたりに住宅等、富吉学区内にありますので、そういった方々も使えるような公

園という形で、今事業者のほうで計画しています。 

○委員 空港の隣に空港公園という広い公園があるのですけど、そこよりはずっと狭く

て、車で来るようなところではなくて、どちらかというと憩いの場というような、そうい

うコンセプトでしょうか。 

○会長 事務局、どうぞ。 

○都市計画課 はい、そうです。空港近くにありますのは、かなり広域の方もご利用でき

るような公園として、駐車場等も確保しておりますけども、この公園はもうまさにここに

働く人、あるいは本当にこの付近の方がご利用する公園という、身近な公園と考えていた

だければと思います。 

○委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

○会長 はい。ほかにいかがでしょうか。 

 では、次の委員どうぞ。 

○委員 非常に基本的な質問ですが、こういうふうに土地を整備するということは、そこ

を使うユーザーがいるというか、そういうものは使われる見込みがあるということが前提

だと思うんですけど、これを整備して、いつ頃から企業の誘致をされるのか、その見込み

はあるのかというところを簡単に教えてください。 
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○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 はい。岡山県がこの団地をつくるということを発表したのが平成26年１月

ですけれども、そのときにもデータセンターを含む数社からいろいろな問い合わせがあっ

たというふうに聞いています。 

 その後、いろいろ岡山県が大阪だとか東京だとか、そういったところで企業立地セミナ

ーとかをやっていますけども、その中でも非常に企業のほうから高い関心を示してもらっ

ているということです。 

 それからまた、個別にもいろいろ県のほうに問い合わせ等が企業のほうからあるという

ことですので、かなり立地の見込みは高いというふうに踏んでいますし、最終的な分譲方

式といいますのは、岡山県にとって、あるいは岡山市にとって、経済効果の一番高い優良

な企業をここに誘致してくるという必要があるものですから、今岡山県と岡山市のほうで

は、どういう形でここを分譲したらいいのか、最終的な分譲方式について、今検討してい

ると、そういう状況です。 

○会長 よろしいですか。はい。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 はい、次の委員どうぞ。 

○委員 数点お伺いしたいんですけれども、緑化率５％と公園が３％だという数字が出て

きたんですが、それぞれどういった根拠、法律などに基づいてなのか、岡山市独自の基準

なのかというところを教えてください。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 国や県や市の法律や条例の中で規定しているものではありませんが、この

地区計画を定める上での運用指針というのを定めております。その中でこういう工業団地

の場合は、できるだけ潤いのある空間にしてもらおうということで、敷地の緑化率を５％

以上確保してくださいという基準にしています。 

 それからもう一つ、公園面積としては全体の区域面積の３％をとるということを一つの

基準に据えております。 

 それから一方、開発許可の基準の中でも、区域面積の３％以上をとるというふうなこと

を求めております。 

○委員 はい、わかりました。 

 ちょっと勉強不足ではあるんだけども、緑化面積の５％は工場法なんかでいくと10％だ
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ったような気もしますけれども、そういうことではない。ちょっと低目なのかなと一瞬感

じたので、そこだけ教えていただければと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 工場立地法の中では、製造業について緑地面積率20％以上を確保するとい

うようなことが義務づけられております。 

 今回の場合、地区計画では５％ですけども、実際にここに製造業が立地するような場合

には、この工場立地法にも基づいて緑地等の配置をしていただく必要があろうかと思いま

す。 

○委員 会長。 

○会長 委員、どうぞ。 

○委員 わかりました。じゃあ、製造業だと20％になるということは確認しました。そう

いう意味ではすみません、運用指針について市が定めたということではあるんですけれど

も、この近くにもリサーチパークがありますが、そのときにはこういう地区計画はつくら

なかったけれども、途中で法律が変わって、今回地区計画をしないと市街化調整区域には

こういうものがつくれないという説明を受けた気がするんですけれども、この運用指針

は、これは何に基づいてつくられたのかだけ、すみません、確認させてください。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 運用指針は、都市計画法の中では地区計画を作成できるという規定になっ

ていまして、なおかつ先ほども説明しましたように開発許可の基準の中で地区計画が定め

ていることが一つ開発の要件になっているということがあります。 

 ただ、その地区計画をどういうふうな考え方で定めるかというのを、きちんと整理をし

ていく必要があるだろうということで、私ども岡山市独自で、岡山市市街化調整区域の地

区計画運用指針というものを作成いたしました。 

○委員 会長。 

○会長 委員、どうぞ。 

○委員 わかりました。ぎりぎり間に合ったというのか、タイミングがよかったというの

かなのかな、なんていうふうに感じたりしました。平成26年につくられたということ、運

用指針に基づいては初めての地区計画になるということなんでしょうかね。 

 この計画を変更しなければならない、今回定めまして変更しなければならないというこ

とが発生するとすれば、どういったときなのかというのを確認させてください。 
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○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 まず開発を行う場合には、この地区計画に適合していることということが

条件になっていますので、そのために必要なこの区域と、それからこの中の重要な道路の

配置だとか、あるいはその公園をここに配置をする。それから、必要な建築物等の制限を

定めておりますけれども、そういったものが何らかの事情等で道路をつけかえるだとか、

どうしてもつけかえないといけないとかというような話が出てくれば、それが都市計画

上、地区計画として妥当なのかどうかという判断をした上で、必要であれば変更の手続を

とるということになります。基本はこの形でやっていただくというのが基本です。 

○委員 最後、すみません、会長。 

○会長 委員、どうぞ。 

○委員 わかりました。今じゃあこの計画に載っていること以外が出てきたら、必ず変更

などになるというふうに認識をしておきます。 

 最後なんですけど、先ほど公園のお話が出たんですけれども、街区公園ぐらいの大きさ

というふうに聞き取れたんですが、近隣の住民の方にも利用してもらうということであれ

ば、公述人の方が言われている駐車場は、ここは少し近隣の方々も段差があるのではない

かと。気軽に平面上で寄れる位置にはないのかなというふうに感じたので、１台、２台分

ぐらいの駐車場は本当はあったほうがいいのかなというふうには感じました。 

 この計画とはまた違う話かもしれませんけれども、近隣に新斎場ができるときに、この

第２リサーチパーク、これの整備も何か要望に上がっていたように思いますので、近隣の

方々に使っていただくのであれば使いやすいようにというふうには、公述人の方の意見を

見て思いましたが、例えばここでもうつくらないというふうに言われて、計画を策定して

つくるとなれば計画変更になるのか、そういった細かいことは計画変更までは要らないの

か、駐車場をつくる可能性はもうゼロなのか、その辺教えてください。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 この地区計画では、例えば先ほど言いました公園ですね。これはこの位置

と区域と面積を決めているだけですので、その内容について決めているものではありませ

ん。この中をどういうふうにこれから整備をしていくかというのは、岡山県と、あるいは

管理者である岡山市、それから地元の方々のご意見も聞きながら、整備の内容というのを

決めていくはずです。 

 ただ、駐車場については、基本的に付近住民の方が中心になって使われる公園というこ
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とですので、確かにここの場合は少し高いところにあるとかということで、地域の方も行

きにくいところはありますけども、基本的には徒歩とか、そういう形で来ていただくとい

うのを基本に据えていますので、今の現段階では駐車場については公園の区域内にはつく

らないという、岡山県と公園管理者との今、形で協議を進めております。 

○委員 わかりました。すみません、意見だけ。 

○会長 はい、どうぞ。 

○委員 わかりました。地区計画ではその細かい内容までは決めていないということで安

心はしました。今つくらないという方針も理解をしましたが、今後是非地域の方にはご意

見だけは伺ってほしいなというふうには思いますので、お願いいたします。 

 以上です。 

○会長 はい、ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 はい、どうぞ、次の委員。 

○委員 すみません。これはお願いですけれども、言うまでもないことと思いますが、こ

れは空港へ向かう道路ですので、自分のことを考えますと結構スピードが出がちになって

おります。こういう産業団地ができて、少し車の出入りが今までよりは、ここからの車の

出入りが増えるということもありますので、道路のデザインなりサインなりで、ここから

車の出入りがありますよ、しばしばありますよということが、ドライバーから見てわかり

やすいような、そういったデザインをしていただければありがたいなと思います。 

 以上です。 

○会長 ご意見として伺っておいて。お答えがあれば何か、どうぞ。 

○都市計画課 今回、この吉備新線からこの団地に入ります出入り口はここの交差点にな

ります。今現在はこういう団地を想定したような交差点になっておりませんので、今回こ

の団地造成に合わせまして、この岡山市のほうでここの交差点そのものを改良をやる予定

にしております。安全にお互いがここで交差できるような、そういう、当面信号はつかな

いとは聞いておりますけども、安全対策は十分施してまいります。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 次の委員、どうぞ。 

○委員 流通基地ができるとすると、トラックの入ってくる数、出る数が増えるんです

が、それによる、例えば夜中の村落の住民に対する睡眠妨害とか、特に騒音によるもので
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すね。そういう環境に対する流通による影響というのはないでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 どこにその流通業務施設が立地するかとかというのは決まっておりません

が、最終的にはここに立地した企業と岡山市との間で環境保全協定を結んでもらえるよう

に、立地企業のほうに分譲する県等が要請をしていくという形で、環境保全には努めてま

いりたいというふうに考えています。 

 実際、騒音の問題がどの程度増えるかとかというのは、まだそこまでの検討は進んでお

りません。 

○委員 そういう流通業が入ったときには、それはそのときに対策をするということで、

了解いたしました。それでよろしいです。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 

 はい。どうぞ、次の委員。 

○委員 建築物のこの形態、意匠の制限というところなんですけども、建物の形態とか色

彩、それから広告とか看板、色彩計画について、これは制限とありますが、中身を読むと

努力目標のように思われますが、あとこれは届け出とかでどこかの景観審議会のようなと

ころが、そのデザインとかそういう計画を審査するのかどうか、それで改善を求めるの

か。 

 それから、先ほどありました騒音とか夜中の照明、それからそういう地域の環境につい

ては、県とかで大店法の立地審議会とかというのがありますが、そういうところでの判

断、個別の判断になって審議をして改善を求めていくのか、どういう方法を考えておられ

るのでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 地区計画は、基本的に届け出・勧告制という形で目的を実現をしていこう

というものでして、許可とか、そういったものとは違います。可能な限り、ここに書いて

あります内容に即してやってもらうと。努力義務に近いんですけども、それに即してなけ

れば、我々行政のほうとして勧告をして改善をしてもらうように勧告をすると。そういう

届け出・勧告でこれを実現していくという方法です。 

 ただ、先ほどの用途の制限等については、これはもう必ず守ってもらう、その必要があ

ります。それで、開発をするときには、予定建築物等を書き込みますので、そのときにこ

の３つに限った用途に設定をいたしますので、これは必ず守れるんですけども、今委員さ
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んが言われましたように、建築物等の形態または意匠の制限というのは、これは開発後、

そこに土地を求めてきた方が、企業がそこに建物等を建てる場合に係る制限になってまい

りますので、そのときには市のほうに、こういう内容の建物を建てますという届け出をそ

れぞれしてもらいます。 

 その内容がこれに即しておれば、それで問題はありませんけれども、それに即してなけ

れば、我々都市計画課のほうで改善をするように勧告をしてまいります。 

 以上です。 

○会長 よろしいですか。 

 特に別の審議会にそういうことがかかるということではないわけですよね。 

○都市計画課 はい。そういう審議会のほうにはかける予定はありません。 

○会長 はい、わかりました。 

 はい。どうぞ、次の委員。 

○委員 １つ、この入ってくる３種類の中の製造業なんですけれども、具体的に何かお話

があったようなことはあるんでしょうか。 

 それから、内陸型と言われましたかね。Ｅ製造業と書いてある。その中身がよくわかり

ませんので、教えていただけますでしょうか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 ここに書いています日本標準産業分類中「Ｅ製造業」というのは、これは

かなり幅広い製造業がこれに該当しています。例えば食品製造業だとか繊維工業だとかパ

ルプだとか化学工業だとか石油工業だとか、ほとんどもう幅広いものが該当しております

けれども、ここの場合ですと公害の発生をする、あるいは環境悪化をもたらすおそれのな

いものに限るという形にしていまして、それが建築基準法の中に具体的に書いてありま

す。 

 だから、思っていただければと思いますが、岡山市の市街化区域の中にでも工業系の用

途地域というものが３種類あります。工業専用地域というところですね。主に臨海型のと

ころ、装置型産業を主に立地しているようなところですね。これが工業専用地域、岡山県

でいえば水島のあたりですね。こういったところは大体工業専用地域の設定をされていま

す。 

 それから、工業地域というものがあります。これもかなり幅広く重化学工業等もできる

と。岡山市でいえば、これも港のあたりを設定しておりますけども。 
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 それからもう一つが、ある一定程度、住環境との調整も図りながら、サービス工業であ

るとか軽工業の振興を図っていこうという地域が準工業地域というのがあります。主に工

業系の地域というのは、この３つあるんですけども、今回のケースですと、やはり市街化

調整区域ですので、そういう装置型の工業自体は立地する見込みもありませんし、もし立

地しても困ると。そういう騒音だとか振動だとか、臭いがするようなものは困るというこ

とで、基本的には準工業地域に立地できるようなものに限るというふうな大きな制限をか

けております。 

 それから、食品工業であるとか、ちょっとした組み立てであるとか、そういったものは

できる形にはなります。 

○委員 はい、ありがとうございました。 

○会長 はい。ほかにいかがでしょうか。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 はい。特にないようでしたら、この件については決をとりたいと思います。 

 第１号議案、岡山県南広域都市計画地区計画の決定については、当審議会として原案の

とおり承認するということでよろしゅうございますでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 はい、ありがとうございます。それでは、本案件につきましては、原案のとおり

承認するものといたします。 

 続きまして第２号議案、岡山県南広域都市計画下水道の変更について、事務局から説明

をお願いいたします。 

○都市計画課 はい。次に、岡山県南広域都市計画下水道の変更ということで、岡南ポン

プ場についてご説明をいたします。 

 その中でまず、岡山市の都市計画下水道の概要について、簡単にご説明をさせていただ

きます。 

 岡山市の公共下水道の目的ですけれども、生活環境の改善と河川や湖沼などの水質保全

を図るために、汚水処理というものをしつつやっています。 

 それから、市街地における浸水防除、雨水を排水するという、公共下水道にはこの汚水

処理と排水処理、２つの役割を持っております。 

 その中で都市計画で定めています岡山公共下水道につきましては、こちら側に都市計画

の決めた内容を書いておりますけども、排水区域というものを決めています。この合流区
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域といいますのは、汚水と雨水を一緒に流すというところ、これは合流区域です。それか

ら、分流区域といいますのが、汚水と雨水を別々の管路で流すというのがこの分流区域に

なっていまして、主に合流区域というのはこの街なかですね。都心かいわい、中心市街地

のところで昔つくったところでして合流区域、それから今はもう新しく下水道を整備して

いますのは、それぞれ分流区域になります。 

 今雨水として決めていますのが5,167ha、それから汚水が9,795haということで、市街化

区域の面積が約１万haぐらいですので、ほぼ汚水については市街化区域全域が都市計画の

決定をしているという状況です。 

 それから、下水道の管渠についても都市計画で定めています。その排水区域にかかわる

汚水環境が６系統、雨水環境が15系統ということで、これはポンプ場から河川へ流す、あ

るいは処理場から河川、あるいは海に流す。そういう吐き出し水路、これを下水管渠とし

て決めております。 

 それから、ポンプ施設、今回の岡南ポンプ場もその一つですけども、27カ所含めており

まして、うち汚水が12カ所、それから雨水が11カ所、それから併設等がこういう形であり

ます。 

 それから、処理施設とありますのは、これは下水道の汚水の処理施設、これは岡山市内

５カ所を都市計画で定めております。 

 その他の施設ということで、これはこの公共下水道、必ずしも全て処理場があるわけで

はありません。児島湖のところに八浜に流域下水道の処理場がありますけれども、そこに

岡山市あるいは倉敷市、早島町、玉野市の下水道を集めて処理する下水道施設があります

けども、そこへの岡山市からの接続点、こういったものを決めております。 

 今現在の雨水の整備状況ですけども、ちょっと図面が小さいですが、都市計画として決

定していますのが約6,000ha強です。それに対して今約2,400haぐらいが整備済みというこ

とで、整備のほうはまだまだこれからという状況ですけども、特に浸水実績等が高くて、

緊急性の高いところから順次、こういう雨水施設については整備を進めております。 

 次に、今度は都市計画の変更の内容になりますけれども、岡山市都市計画岡山公共下水

道の岡南ポンプ場を以下のように変更いたします。 

 面積が従前が約1,550㎡のところを区域を拡大しまして、3,100㎡にしていきたいという

ふうに考えております。 

 岡南ポンプ場といいますのは、ちょうどこれが児島湾、これが児島湖になります。これ
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が岡山港で市場がこのあたりにあるということですけども、そこのここに岡南ポンプ場と

いうのがあります。岡山港のもうすぐ隣接地でして、南区の築港元町に位置します。この

北側のこの緑で囲みましたところ、これが福島排水区という約250haの区域、ここに降っ

た雨、雨水の排水を受け持つポンプ場です。 

 これはもう少し拡大した区域図になりますけれども、この中で現在の区域がこの青色の

区域で、今回拡大しようとしているところがこの赤の区域になります。 

 ちょうどここに十一番川という用水がありまして、この用水を流れてくる雨水をここで

ポンプでくみ出して、ここの吐き出し水路を通じまして岡山港へ排水をするというもので

す。 

 こちらがポンプ施設の配置を示します平面計画図になります。 

 ここの青で囲みましたところが現在の区域1,550㎡、それからここの赤の区域、２カ所

ありますけれども、ここの区域が新たに拡大をしようという区域になります。 

 それから、こちらの緑であります施設、これが今現在あります施設になります。こちら

に写真を添付しておりますけれども、こういった施設がここに建っております。これが既

存のポンプ施設になりまして、今回新たにポンプをつくるのが、こちらのピンク色のとこ

ろになります。この既存のポンプ場が老朽化をしたものですから、今回このポンプ棟を建

てかえるために、この赤の区域の拡大をしていきたいというふうに考えています。 

 あわせて、こちらの小さい赤の区域ですけれども、これは現在もポンプ場の区域の一

部、車両の出入りに使っております関係上、今回あわせてこのポンプ場の区域に含めてま

いりたいというふうに考えております。 

 このポンプ場につきましては、先ほど言いましたように福島排水区約250haの雨水排水

を受け持つ機能を持っています。昭和46年４月に運転開始をしまして、その後約45年が経

過いたしました。建物がかなりもう老朽化もしています。それから、ポンプ施設に関しま

しては、平成29年度で部品の供給が終了するということで、メンテナンスがこれから困難

になってまいります。 

 それから、耐震基準を満たしてないということで、地震時に対する耐震性能が十分でな

いという大きな欠点を抱えています。 

 それから、高潮に対する耐水性も有してないということで、平成16年の台風時には、高

潮がここへ押し寄せまして、浸水寸前であったと。そういう危機的な状況も経験をしてお

ります。 
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 こういったことから、長寿命化調査の結果、既存施設の改修というのはもう無理だとい

うふうな結論に達しまして、このたびポンプ施設の更新が必要となりました。 

 このポンプの更新を行う上で、工事の期間中も雨水排水の機能を確保しておくというこ

とが必要になりますので、現ポンプ施設を稼働させながら隣接地へポンプを新設する。そ

ういったことが必要になってまいりました。 

 これが現在ありますポンプ施設です。約45年を経過しました建屋になります。この中に

ポンプ施設と管理施設があります。 

 これがポンプになります。ポンプが１台、２台、３台ありまして、毎分約1,000ｔの排

水ができる能力を有しています。このポンプ自体も平成29年度には、このエンジン部分に

つきまして部品供給がもう終了してしまうという状況です。 

 それから、これが拡張をしようと思っている区域です。今は用水敷ですけれども、ここ

のところを埋め立てを行いまして、用地をつくって、この上にポンプ棟を建てていきたい

というふうに思っています。 

 それから、こちらがもう一つの追加する区域ということで、今現在もこのポンプ場の敷

地の一部として使われているところです。 

 それから、これが吐き出しの水路になります。ポンプ場で雨水をポンプアップしまし

て、吐き出し水路を流れて、ここの岡山港のここのところへ水が出てまいります。ちょう

どこの岡山港自体、海水面が高いものですから、自然排水ができない状況でして、いつも

用水のほうから水が流れてきますので、ポンプ１台は常に稼働しているという状況です。 

 それから最後に、都市計画の手続についてご説明をいたします。 

 都市計画の原案をつくりましたときに縦覧を行いました。そのときには縦覧者が２名、

それから公述申立書は提出がありませんでした。そのために公聴会は計画をいたしました

けれども、公述される方がいないということで、しておりません。 

 その後、案の確定をいたしまして、平成27年8月に縦覧を行いました。縦覧者の方が１

名、意見書等の提出はありませんでした。 

 で、今回この都市計画審議会でご審議をいただいた後、岡山県知事への協議を経て、都

市計画の決定という形で考えております。 

 以上です。よろしくご審議をお願いいたします。 

○会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見ございましたら、お願いいたします。 
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○委員 はい。 

○会長 委員、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。 

 特に平成16年のときの高潮被害、それから平成23年のときの高潮の被害、台風の被害と

いうかね、あれは。ありました。福島学区、平福学区はかなり水も出て、大変な思いをし

た地域でもありますので、老朽化に伴うポンプの新設ということで喜んでおります。 

 ただ、これはポンプの容量というか、水を出していくのは新しいポンプができたとして

も、これは現状と変わらないということでよろしいんですかね。それとも、排出量は増す

んですかね。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 はい。能力は従前と同じです。毎分約1,000ｔの排水能力です。 

○委員 ありがとうございます。 

 とにかく、問題があってから、平成16年ということになれば10年以上、もう待ちに待っ

たということで遅過ぎるぐらいの対応だというふうに、僕らもそこの地域の人間としては

思っておりますので、とにかく早く進んでいくように思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 

 はい、次の委員どうぞ。 

○委員 ２つあります。先ほど写真を見せていただきまして、新たに追加する用地という

のが、用水路からスクリーンを通った後の貯水的な何か用途だというのを見せていただい

たんですけど、今回のこの拡張というのは、用途の変更ということになるんでしょうか。

その下に水が流れていて、その上にその施設をつくるけれど、一応土地としては下水処理

場の区画の中に入れるという、そういう何か用途の変更ということで理解してよろしいで

しょうかというのが１つです。 

 もう一つは、前のほうにライフサイクルコストという言葉が書いてあったので、それを

削減するという話になっています。もしそういうライフサイクルコストでどれぐらいコス

トが減るのかということを試算されてましたら、少しご披露いただけたらと思います。 

 以上です。 

○会長 事務局、お願いします。 

○都市計画課 先ほどのここですね。ここは今現在はここの部分は用水路敷に、こういう
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ふうになっていますけれども、実際はここは余り使われていません。実際はここからこう

いうふうに既存のところへ入っていますので、これはある意味では今現在余分な区域と。

今は、機能としては沈砂池みたいな形で使われているところですので、今回はここにポン

プ場の建屋を建てますので、この部分は完全に埋め立てをする。現在は用水敷ですけど

も、用水としての機能はもう必要ないということで、その上を土で埋め立てて、その上を

ポンプ場の施設に使っていこうというものです。そのものにつきましては、もう岡山市の

土地です、はい。 

 それから、先ほどのライフサイクルコストの低減を図っていくというのが、お手元の資

料の８ページの変更理由書のところだろうと思うんですけれども、これは下水道施設につ

きましても既存の施設がかなり建ってから久しくなって寿命を迎えるということで、こう

いった施設をきちんとした維持管理をして、あるいは長寿命化対策を講じて延命化をして

いこうという形で下水道も動いています。これは、私ども道路の橋梁等についても同じで

すけども、そういったことで、今回の施設についてもいろいろ検討はいたしましたけど

も、何せ既存の建屋を動かしながら、あるいはポンプを稼働しながら、今現在の施設をつ

くりかえていくというのは、もうこれは技術的に不可能だという判断に至りまして、今回

の場合は新しく既存の敷地の隣に新築をするという計画を立てました。 

○委員 先ほどおっしゃられた災害に対する安全性と、それから長期的に見れば建てかえ

たほうがコスト的に、これは特に修理の部品がなくなるという話も出てましたので、そう

いう意味では長期的にはコストは安くなるだろうという理解でよろしいんでしょうか。 

○会長 事務局、回答をお願いします。 

○都市計画課 この場合は、もう施設そのものの延命化を図ること自体が技術的に不可能

だということが判明いたしました。 

 まず１点が、常にポンプを稼働させながら、そこの耐震補強なり高潮対策を講じていく

必要があるということで、技術的にポンプを動かしながら補強をするということが、一つ

物理的に無理であった、技術的に無理であったということが１つあります。そういったこ

とで、今回はもう新たな場所に建築する以外に方法がないということで、そういう計画を

立てたところです。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 はい、結構です。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 
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              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 はい。特にないようでしたら、これに関しまして決をとりたいと思います。 

 当審議会として、第２号議案、岡山県南広域都市計画下水道の変更について、原案のと

おり承認するということでよろしいでしょうか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○会長 はい、ありがとうございます。それでは、本案件につきましては、原案のとおり

承認するものといたします。 

 以上で本日の案件の審議を終了いたします。 

○事務局 ご審議ありがとうございました。 

             午後３時09分 閉会 

～ ～ ～ （閉 会） ～ ～ ～ 


