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柳井市都市計画審議会【議事録】 

 

と き 平成３０年２月２１日（水） 

ところ 柳井市役所３階大会議室 

 

（建設部長） 

 お待たせいたしました。本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとう

ございます。私は、司会進行いたします建設部長の荒田といいます。よろしくお願いいたし

ます。 

まず初めに、お配りしております資料は次のとおりでございます。 

１つ目は事前にお配りしました「議案書」と記載されたもので、本日の議案内容でござい

ます。 

２つ目は右上隅に「資料編」と書かれた、本日の議事次第でございます。ご確認をお願い

致します。 

よろしいでしょうか。 

それでは、ただいまから、柳井市都市計画審議会を開催いたします。 

次第に沿いまして、はじめに柳井市長が一言ご挨拶申し上げます。 

 

（柳井市長） 

おはようございます。本日は、平日のこういった時間でございます。本来であれば、皆様

それぞれにお立ち場・お役割等お持ちの中で、大変お忙しい中、柳井市都市計画審議会にご

出席いただきまして本当にありがとうございます。     

本市では、平成２１年度に都市計画マスタープランを策定いたしまして、それに基づいた

施策を展開しているところでございます。今現在のことを申し上げますと、山口県の土穂石

河川改修事業に伴う都市計画道路古開作線の整備など、安全で快適なまちづくりに向けた

取組を行っているというところでございます。 

そういった中で、本日のこの都市計画審議会でございますが、前回は平成２８年２月とい

うことでございますので、２年ぶりの開催ということになります。そして本日は、議案を２

件ほどご審議いただくことになります。 

第 1号議案につきましては、「柳井都市計画土地区画整理事業の変更について」でござい

ます。後ほどに詳しく説明させていただきますが、土穂石土地区画整理事業は、昭和５８年

に都市計画決定がされておりまして、平成９年から１１年にかけて、一部の区域１．５ｈａ

において土地区画整理事業が実施をされております。しかしながらそれ以外の区域につい

ては、進捗が図られず、事業が未着手のままとなっているというのが現在の状況でございま

す。 

こうした中、地権者の方々のご意向や地域の実情に即した事業の在り方について、この度
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検討いたしました結果、この土穂石土地区画整理事業を廃止し、他の事業手法により基盤整

備を行っていこう、ということでご審議をいただくものでございます。 

第２号議案につきましては、「柳井都市計画下水道の変更について」でございます。 

本市の公共下水道は、昭和６１年に中心市街地を含む約６５ｈａを排水区域として都市計

画決定がなされております。その後、平成３年、１４年、２４年に排水区域の拡大をしてお

ります。また、平成１９年、２４年に雨水ポンプ場や浄化センターの変更等を行っておりま

す。そして現在、排水区域面積は７３７ｈａとしておりまして、鋭意整備を進めている、と

いうことでございます。 

そうした中で、この度柳北排水区における浸水被害の解消を目的といたしまして、築出地

区及び広瀬地区の一部を排水区域に追加し、また、吐き出し部には東土穂石雨水ポンプ場を

整備する、そのことを決定するためのご審議をいただくものでございます。 

詳しい説明は、後ほど改めてということになりますが、どうか本日は、各方面様々な分野

から委員としてご参加いただいております。それぞれのご経験、ご見識を大いに活かしてい

ただきまして、どうか皆様、本日はそれぞれの見地から活発なご意見、ご議論をいただきた

いということを、冒頭お願いをさせていただきまして、私からのご挨拶とさせていただきま

す。本日はどうかよろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

 それでは次第２の、委員の紹介でございます。委員の皆様を座席順に、ご紹介させていた

だきます。まず、最初に前柳井商工会議所専務理事の下村委員でございます。 

 

（下村委員） 

 皆さんおはようございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、山口県議会議員の星出委員でございます。 

 

（星出委員） 

 星出でございます。よろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

続きまして、山口大学准教授の村上委員でございます。 

 

（村上委員） 

村上です。よろしくお願いします。 
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（建設部長） 

続きまして、柳井市農業委員会会長の槇本(まきもと)委員でございます。 

 

（槇本委員） 

 槇本です。よろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

続きまして、柳井警察署長の永友(ながとも)委員でございます。 

 

（永友委員） 

 永友でございます。よろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、柳井土木建築事務所長の鉄賀(てつが)委員でございます。 

 

（鉄賀委員） 

 鉄賀です。よろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、柳井農林事務所長の阿武(あぶ)委員でございます。 

 

（阿武委員） 

 阿武でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

続きまして、柳井市議会議員の賀原委員でございます。 

 

（賀原委員） 

 おはようございます。賀原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

続きまして、柳井市議会議員の坂ノ井委員でございます。 

 

（坂ノ井委員） 

おはようございます。坂ノ井でございます。本日はよろしくお願いします。 

 



4 

 

（建設部長） 

続きまして、柳井市議会議員の岸井委員でございます。 

 

（岸井委員） 

 岸井でございます。よろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、柳井市議会議員の秋良委員でございます。 

 

（秋良委員） 

 皆さんおはようございます。秋良でございます。よろしくお願いします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、柳井市母子保健推進協議会の中原委員でございます。 

 

（中原委員） 

 おはようございます。中原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

 続きまして、柳井商工会議所女性会の福田委員でございます。 

 

（福田委員） 

 福田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（建設部長） 

本日、都合がつかずにご欠席の委員さんが２名おられます。 

おひとりは徳山工業高等専門学校准教授の目山(めやま)委員でございます。 

もうおひと方は、柳井市議会議員の君国委員でございます。 

都市計画審議会委員は、以上の１５名で構成されております。 

委員の皆さま方には、平成３２年２月１４日まで２年間の任期で、本都市計画審議会委員

をお願いしているところでございます。どうぞよろしくお願いします。 

続きまして、定足数につきましてご報告いたします。 

 柳井市都市計画審議会条例第５条第３項の規定によりまして、本審議会の開催に委員さ

んの半数以上のご出席が必要となっております。 

本日は、１５名中半数以上の１３名の出席をいただいており、定足数を満たしております

ことをご報告します。 



5 

 

 次に、次第３は、会長の選出でございますので、只今から会長の選出に移りたいと存じま

す。会長の選出方法につきましては、審議会条例第４条第１項の規定によりまして、会長は

学識経験者のうちから委員の選挙によってこれを定めることとされております。また、審議

会運営規則第２条第２項におきましては、委員の皆様にご異議がない場合、指名推薦の方法

により選出することができるとも定められております。事務局といたしましては、皆様にご

異議がないようでございましたら、審議会運営規則第２条第２項によりまして、指名推薦の

方法により選出できればと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

（一同） 

異議なし。 

 

（建設部長） 

 ありがとうございます。それではどなたかご推薦いただけませんでしょうか。 

 

（賀原委員挙手） 

 

（建設部長） 

 賀原委員さん。 

 

（賀原委員） 

 大変お忙しいとは思いますが、引き続き、前会長でいらっしゃいます下村さんをご推薦い

たしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（一同拍手） 

 

（建設部長） 

 ご異議なし、ということでございます。どうも、ありがとうございます。それでは、下村

委員さんに会長をということで、お願いしたいと思います。 

それでは、下村会長さんには、ご挨拶をいただいたのち議長として議事の進行をお願いし

たいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

下村会長さん、会長席へご移動をお願いいたします。 

 それでは次第の会長挨拶でございますので、下村会長さんよろしくお願いいたします。 

 

 

（下村会長） 

おはようございます。ただいま、ご推薦を受けまして、柳井市都市計画審議会の会長に就
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任いたしました下村でございます。審議会の運営につきましては、円滑に参りますよう精一

杯頑張って参る所存でございますので、委員の皆様におかれましても、当審議会の審議がス

ムーズに進行して参りますようご協力お願いいただけたらと思います。お願いも併せて、就

任の挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

まず最初に、会長職務代理者の件でございますが、審議会条例第４条第３項の規定により

まして、私から職務代理者を指名させていただきます。職務代理者として柳井市農業委員会

長の槇本委員さんにお願いしたいと存じます。槇本委員さん、よろしくお願い申し上げます。 

 

（一同拍手） 

 

（下村会長） 

 続きまして、本日の議事録署名委員お２人を私から指名させていただきます。２号委員か

ら秋良委員さん、３号委員から中原委員さんにお願いしたいと思います。お願いできますで

しょうか。 

 

（一同拍手） 

 

（下村会長） 

それでは、議事の審議に入りたいと存じます。本日の諮問案件は、第１号議案「柳井都市

計画土地区画整理事業の変更」、第２号議案「柳井都市計画下水道の変更」の２件でござい

ます。 

この２つの議案は、相互に関連いたしますので、一括して事務局から説明をお願いできた

らと思います。よろしくお願いします。 

 

（都市計画・建築課長） 

 皆さんおはようございます。都市計画・建築課長をしております宮本と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。着座して、説明させていただきます。 

 

議案第１号は、柳井都市計画土地区画整理事業の変更に関する案件でございます。 

 始めに、お手元の議案書１ページ及び前方のスクリーンをご覧ください。 

 この度の都市計画決定事項でございますが、昭和５８年９月に都市計画決定されました

都市計画土穂石土地区画整理事業を廃止しようとするものでございます。 

 廃止する土地区画整理事業でございますが、名称は土穂石土地区画整理事業、施行区域は

柳井市大字古開作字東土穂石、西東条、中東条の一部で、現在の柳井市古開作及びニュータ

ウン南町でございます。区域面積は、約１６．１ｈaでございます。 

 次に、都市計画上の要点についてご説明します。議案書３ページ及びスクリーンをご覧く
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ださい。計画図といたしまして、土穂石土地区画整理事業の施行範囲を示したものでござい

ます。廃止いたします事業区域は、中心市街地の西部に位置し、土穂石川とＪＲ山陽本線に

接する形で黄色の線に囲まれた区域でございます。区域のほぼ真ん中を東西方向に県道光

柳井線が通っている状況でございます。 

 続きまして、この度の変更の理由でございます。議案書の２ページ及びスクリーンをご覧

ください。土穂石土地区画整理事業は、道路、公園、水路その他の公共施設の整備改善及び

宅地の利用増進を図り、調和がとれた健全な市街地を造成するため、昭和５８年９月に都市

計画決定を行い、同年１０月に基本計画が承認されました。公共団体施行による事業の推進

を図るため、平成６年に基本計画を見直し、地権者の協力を求めましたが、地元の営農意向

が高い上、減歩率など事業そのものに対する理解が得られず、事業認可を受けるに至りませ

んでした。平成９年から平成１１年にかけまして、宅地開発を望む地権者７名が土地区画整

理組合を設立し、県の認可を受けて施行面積約１．５ｈaの組合施行による土地区画整理事

業を完了させました。現在の「ニュータウン南町」に相当する箇所でございまして、前方の

スクリーンでご覧いただきますと、赤の点線で囲まれた部分でございます。現況は戸建の良

好な住宅団地が形成されております。これ以外の区域については、事業未着手のまま現在に

至っているところでございまして、航空写真でお示ししておりますが、県道光柳井線沿道に

は、大規模小売店舗や飲食店など商業業務施設が立ち並んでいるほか、ＪＲ山陽本線沿いや

土穂石川沿いは農地が広がっている状況にあります。 

 前方のスクリーンをご覧ください。こちらは、公共団体施行による事業の推進を図るため、

平成６年当時に作成されました基本計画図でございます。図面では、赤線で表示された部分

が幹線道路、区画道路を表しており、都市計画道路２路線のほか、区画道路が適切に配置、

計画されたものでございます。青い点線が、幹線水路で都市下水路を表しており、区域の西

側に環状的水路を配置して効率的な雨水排水を行う計画でございました。その他、緑色で着

色された部分が公園を表しており、区域内に児童公園 3 か所を配置して住環境の向上を図

る計画でございました。お手元の議案書２ページにお戻りください。後段の部分でございま

すが、当初の都市計画決定から３０年以上が経過しており、このまま土地区画整理事業によ

る公共施設の整備進捗が図られない状況が続いた場合、地権者の土地利用に不利益を生じ

させるだけでなく、土穂石地区を含めた市街地全体の健全な発展に影響を及ぼすことが懸

念されます。一方で、区域内の地権者のほとんどは、土地区画整理事業によらない公共施設

の整備改善を望んでおり、事業の実施は困難な状態にあります。こうしたことから、地権者

の意向や地域の実情に即した事業のあり方について検討を行った結果、土穂石土地区画整

理事業を廃止し、他の事業手法により基盤整備を行おうとするものでございます。 

 続きまして、都市計画の手続の経緯について、ご説明いたします。前方のスクリーンをご

覧ください。平成２９年７月１２日に昼の部と夜の部の２回に分けまして、後ほど議案説明

いたします公共下水道の雨水ポンプ場の計画と合わせまして、関係地権者の方を対象に地

元説明会を開催しております。地権者８３名に対し、３２名の参加がございました。土地区
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画整理事業の廃止の考え方についてご説明をし、地権者の皆さま方からは基盤整備等に対

するご意見ご要望をいただきましたが、事業の廃止そのものに反対は無く、おおむねご了承

をいただいたものと判断いたしました。平成２９年１２月２８日までに山口県との事前協

議を終了いたしましたので、年明けの平成３０年１月５日から１月１２日までの１週間、素

案の縦覧並びに意見公述申出の受付を行いました。その結果、縦覧者２名、公述の申出はご

ざいませんでした。したがいまして、公聴会の開催はありませんでした。素案の縦覧期間中

の１月９日と１０日の２日間、関係地権者の方を対象といたしまして、再度説明会を開催い

たしました。参加者は１８名でございました。土地区画整理事業廃止後のまちづくりの考え

方と前回の説明会でいただいたご意見ご要望に対する市の考え方をご説明いたしました。

説明会では、地権者８３名中１８名の参加でございましたが、説明内容につきましては全地

権者に対し資料を配布しておりまして、この度の都市計画の手続の概要につきましては、周

知されたものと考えているところでございます。その後、都市計画法に基づく「案の縦覧」

を１月３１日から２週間、実施いたしました。縦覧者１名、意見書の提出はございませんで

した。 

 ここで、地元説明会でいただきましたご意見ご要望につきまして、ご報告いたします。 

 主なものといたしまして、基盤整備に関するものが３つございました。 

 一つには緑色でお示ししております県道光柳井線のこと、二つ目としまして赤色でお示

ししております市道柳井田布施線のこと、三つ目としまして青色でお示ししております幹

線水路のことでございます。順に、ご説明いたします。 

１点目の幹線道路である県道光柳井線でございますが、地区の西側におきまして、県道と

八丁土手とが鋭角に交わった信号交差点がございます。 

この交差点は、柳井から田布施方面への通行車両のうち右折車も多いことから、写真の右

側にもありますとおり追い越し車両が区画線を越えて路側帯に進入して危険である。ある

いは右折車両があって、朝夕を中心に後続車両が渋滞するとのご意見がありました。 

２点目は、市道柳井田布施線でございます。土穂石橋を渡って、新庄余田方面へ至る幹線

市道としての役割を果たしています。 

この路線は、小学校の通学路でもあり、中学生や高校生による自転車の通行が多いにもか

かわらず、現況は歩道が無く、子どもが安全に通行できるようにして欲しいとの要望意見が

あったところでございます。このことは、現在施行中の土穂石川河川改修事業に伴います土

穂石橋の架け替えに関する地元説明会におきましても、同様の意見がございました。 

 ３点目の幹線水路でございますが、施行区域のほぼ中央を南北方向に流れる幹線水路と

して、都市下水路の古開作１号雨水幹線に該当するものです。 

 環境整備の一環としまして、地元要望を踏まえた形で、下流側から順次、水路の底張り改

修を行ってまいりました。 

 説明会におきましては、引き続き上流部の水路整備もお願いしたいとの要望意見があっ

たところでございます。 
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 最後に、土地区画整理事業を廃止した後のまちづくりの方針について、ご説明いたします。  

 １番目は、基盤整備のうち道路の整備方針についてでございます。都市計画道路柳井新庄

線につきましては、県道光柳井線として供用中の路線でございます。県道の現況としまして

は車道２車線の片側のみ歩道が整備されており、将来的には両側に歩道を整備する計画と

されていますが、県道光柳井線全体で考えますと、市内でも余田地区におきまして歩道が整

備されていない区間が見受けられますので、そういった箇所を優先して整備を進めていく

方針でございます。地元説明会でご意見のありました八丁土手との交差点につきましても、

後ほど議案説明いたします公共下水道の雨水ポンプ場の整備に合わせ、交通安全に配慮し

た形で改良を検討してまいります。 

 次に、都市計画道路土穂石線につきましては、廃止を前提に見直しをする予定でございま

すが、その代替路線として、地元説明会で整備要望のありました市道柳井田布施線を、土穂

石川の河川改修に伴う土穂石橋の架け替えに合わせまして、安全に通行できるよう整備を

進めていく方針でございます。 

 その他、区画道路といたしまして、宅地としての利用増進を図るために既存の道路拡幅や

新設について、地元要望を踏まえた形で整備を検討してまいります。 

 いずれにいたしましても、道路整備を個別に進めていくこととなり、中長期的な対応とな

りますが、民間開発を支援する形で、県道沿いは沿道利用型の土地利用を図るとともに、県

道沿い以外の箇所は住宅地としての土地利用を促進し、緩やかに宅地化を進めてまいりま

す。 

 ２番目は、水路の整備方針でございます。 

 この区域を南北方向に流れる幹線水路の古開作１号雨水幹線につきまして、平成２５年

度から平成２９年度にかけて水路の底張り改修を行ってきました。この水路の上流部分に

つきましては、これまでの整備を踏まえ、今後とも効率的で効果的な水路の整備を進めてま

いります。 

 最後に、公園の整備方針でございます。区域内におきましては、現況はニュータウン南町

に１箇所公園がございます。住環境の向上を図るために必要な公園面積は十分ではござい

ませんが、土穂石地区周辺におきましては、スクリーンの配置図にお示ししておりますとお

り都市公園が適切に配置されており、地元要望も少ないことから、現在のところ新たな公園

は整備しない方針でございます。 

 以上、土地区画整理事業を廃止した後のまちづくりの方針について、ご説明いたしました

が、このことは全ての関係地権者に対し資料をもってお示しをしております。 

 今後とも地元意向に沿った形で基盤整備を着実に進めていくことによりまして、当初の

目的でありました調和がとれた健全な市街地環境の形成につながっていくものと考えてい

るところでございます。 

これで議案第１号の説明を終わります。 

 



10 

 

（下水道課長） 

それでは、議案第２号「柳井都市計画下水道の変更」についてご説明いたします。議案書

の５ページをお願いいたします。議案第 2号は、柳井都市計画下水道の変更です。 

 変更の１つ目は、柳井市公共下水道の排水区域を拡大し、約７４４ｈａとするものです。

後ほどご説明いたしますが、拡大する区域は、新庄のマックスバリュ、パチンコ店のリッツ

等を含む区域となります。 

  ６ページをお願いいたします。２つ目の変更は、築出・広瀬地区等柳北排水区の浸水対

策として、新たに東土穂石雨水ポンプ場を整備することとし、当施設を追加するものです。

表の上から５番目です。敷地面積は、約３，６００㎡となります。 

 ７ページをお願いいたします。このたびの変更に至りました理由・経緯についてご説明い

たします。柳井市では、平成１７年と２１年に、梅雨前線豪雨により、築出・広瀬地区を始

め、市街地のかなりの範囲で浸水被害が発生いたしました。 

スライドの写真は、平成２１年７月２１日の築出団地内の様子です。水深は約４０ｃｍを記

録いたしました。平成１７年以降、ポンプ場の整備を進めてまいりましたが、この度の変更

は、築出・広瀬地区等柳北排水区の浸水対策として、排水路の整備を行います築出・広瀬地

区の一部を排水区域に追加するとともに、土穂石川沿いの東土穂石地区に新たなポンプ場

を整備することとし、その位置を決定しようとするものです。 

８ページをお願いいたします。公共下水道の排水区域をお示ししています。このたびの変

更前の区域を黄色い線で、変更後の区域を赤い線で示しています。追加する区域を拡大した

ものが、こちらのスライドとなります。新庄のマックスバリュとパチンコ店のリッツを含む

７ｈａの区域です。 

現在、市内には大小１１の雨水ポンプ場があります。平成１７年以降、ポンプ場の整備を

優先的に進め、平成２３年度に古開作ポンプ場が、平成２６年度には、江の浦ポンプ場が完

成し供用を開始しています。 

現在は、宮本ポンプ場の建設工事を行っており、今年度末には供用を開始する予定です。

今後は、築出、広瀬地区を中心とする柳北排水区の浸水対策として、東土穂石ポンプ場の整

備に着手いたします。雨水ポンプ場の建設地の選定に当たりましては、スライドにお示した

３つ条件が重要となります。 

１つ目の条件は、「雨水を支障なく排水できる放流先があること」です。ポンプは、一時

的に大量の雨水を吐き出すため、その雨水を放流できる広い河川又は水路が必要となりま

す。この周辺では、もっとも流下能力の大きい土穂石川が、放流先として最適であると判断

いたしました。 

２つ目の条件は、「排水の最下流であること」です。ポンプ場は、排水区域の末端で放流

先に近い箇所に整備することが基本となります。したがいまして、排水区域のもっとも下流

端で放流先の土穂石川に極力近い箇所で選定することとなります。 

３つ目の条件は、「遊水池、工事スペース等を含め、十分な敷地を確保できること」です。
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ポンプ場の建設には、多くの材料や大型の建設機械を使用することから、材料の仮置き場や

機械の作業空間などの広いスペースが必要となります。以上の条件に照らして、適地につい

て検討を行いました。 

９ページをお願いいたします。検討の結果、西側に土穂石川が流れ、東側には、県道光柳

井線が走り、その２つに挟まれた農地で、黄色く塗った土地が、ポンプ場の建設地として、

最も適していると判断いたしました。この土地は、放流先である土穂石川に接しており、ポ

ンプ場建設に必要な土地を十分確保できることから、ポンプ場建設地として位置決定した

いと考えております。このスライドは、選定した土地に、建設するポンプ施設を配置したも

のです。 

ポンプ場は、大きく４つの施設で構成されています。雨水をポンプ場に引き込む流入渠、

雨水を一時的に貯水する遊水池、ポンプや電気、機械を収めるポンプ棟、雨水をポンプで河

川に放流する放流渠があります。雨水の流れは、黄色い矢印で表しています。まず、八丁土

手から築出ポンプ場へ流れる既設水路を分岐し、遊水池で一旦貯水し、ポンプで加圧させた

後、放流渠から土穂石川へ放流します。なお、右側の写真は、平成２３年に供用開始した古

開作雨水ポンプ場のポンプ棟と遊水池となります。 

東土穂石ポンプ場は、これより若干規模は小さいものの、おおむねこうした建物や遊水池

ができることになります。このスライドは、既設の築出ポンプ場の能力と、新設する東土穂

石ポンプ場の能力を比較したものです。 

築出ポンプ場には、３台のポンプを設置していますが、３台のポンプ能力を合計しても、

１分当たり３０㎥の雨水を排水する能力しかありません。ちなみに、３０㎥の排水量は、一

般的な小中学校のプール（６６０㎥）の水を約２２分かけて排水する能力です。 

東土穂石ポンプ場は、古開作ポンプ場や宮本ポンプ場と同様に、１時間当たり５３ｍｍの

雨が降っても対応できるよう設計を行うこととしており、ポンプを合計３台設置する予定

です。当面は２台設置し、排水路の整備が完了次第、残り１台を設置することとしておりま

す。築出ポンプ場の排水能力と比較しますと、２台設置で約１０倍、最終型である３台設置

で、約１３．４倍となります。 

次に、本日までの都市計画手続きの経緯についてご説明いたします。昨年７月から８月に

かけまして、地元説明会を開催いたしました。説明会は建設予定地の周辺住民等を対象に土

穂石自治会館で２回、ポンプ場建設の受益地となる築出・広瀬地区を対象に西福祉センター

で１回、計３回開催し、合計５８名のご出席をいただきました。なお、説明会でいただきま

した意見・要望につきましては、次のスライドにてご説明いたします。 

次に、都市計画法に基づく県との事前協議が、１２月２８日をもって終了し、本年１月５

日から、都市計画の素案を縦覧に供し、公聴会での公述の申出の受付を行いました。期間中

の縦覧者は２名で、公述の申出はなく、公聴会は中止となりました。その後、１月３１日か

ら都市計画の案を縦覧に供し、期間中の縦覧者は１名、意見書の提出はありませんでした。 

以上の手続きを経た結果、本日都市計画の変更の案についてお諮りしているものです。 
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それでは、地元説明会でいただきました意見・要望についてご説明いたします。 まず、

ポンプ場の能力について、「Ｈ１７に記録した時間雨量６９ｍｍに対応できるポンプ場をな

ぜ作らないのか」といった趣旨のご質問を多くいただきました。本市では、これまで「１０

年確率で時間雨量５３ｍｍ（岩国・柳井地区）」という県の方針に沿って、ポンプ場の整備

を行っており、東土穂石ポンプ場も、この方針に沿って整備することとしております。なお、

財源には、国の補助金を充てることとなりますが、仮に５３ｍｍ以上の能力を持つポンプ場

を整備した場合、５３ｍｍを超える部分は補助金の交付対象とならないという事情もござ

います。 

次に、ポンプ場の完成時期について、県の進める土穂石川河川改修工事の進捗に合わせて

進めることになるとのご説明をしたところ、「県の工事が遅れた場合、ポンプ場の建設も遅

れるのか」との質問がございました。県からは、「平成３３年度を目途に尺田川との合流地

点までの改修工事を行う予定」とお聞きしており、その目標に向けて鋭意整備を進めておら

れます。したがいまして、市といたしましても、３３年度末の供用開始を目指して取り組ん

でまいる所存です。 

次に、土穂石地区の住民からは、「ポンプ場整備の受益地は築出・広瀬地区であり、土穂

石地区は協力する立場なので、今後、地元要望への対応や住民サービスを着実に進めてほし

い」との要望が出されました。 

また、遊水池の擁壁の高さについてご質問がありました。設計は、これから行うこととな

りますが、擁壁の高さを八丁土手の道路の一番高い位置から５０ｃｍ程度の高さに設定し

ておりますので、現状の田んぼの高さから２ｍ程度の高さになる見込みです。 

次に、築出・広瀬地区からは、水路の整備や浚渫への要望が出されました。ポンプの能力

を最大限に活用するには、排水路の整備もあわせて行う必要があることから、ポンプ場を整

備した後に、順次排水路の改修を実施する予定としております。また、浚渫については、従

前どおり定期的に実施してまいります。 

また、「将来的に県の整備方針が変わった場合、ポンプ場の能力を増強できるよう、今か

ら必要なスペースを確保しておけないのか」とのご質問がありました。将来的な拡張部分に

つきましては、国の補助対象とはならないため、方針変更があった時点であらためて能力増

強の必要性があるのか、必要性がある場合、どういった手法で増強するのか適当であるのか

検討を行こととなります。 

最後に今後のスケジュールですが、年度内に都市計画法および下水道法上の手続きを完

了し、設計業務委託の協定締結まで行いたいと考えております。来年度（３０年度）に入り

ますと、ポンプ場用地の取得と建物等の補償を行い、３１年度からポンプ場の建設工事に入

る予定としております。３３年度中には外構工事を除く建設工事が完了し、３３年度末には

供用開始したいと考えております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（都市計画・建築課長） 

 先程の議案第１号の説明の中で、１箇所訂正がございます。議案第１号の中で、都市計画

の手続の経緯についてご説明いたしましたが、素案の縦覧の際に、縦覧者１名とスクリーン

に表示されており、私が説明の中で２名と申し上げましたが、正しくはスクリーンのとおり、

縦覧者は１名でございました。大変失礼いたしました。以上でございます。 

 

（下村会長） 

ご説明は以上でございますね。ありがとうございました。ただいま説明のありました第１

号議案及び第２号議案につきまして、ご質疑がありましたら、挙手の上、ご発言いただきた

いと思います。 

 

（槇本委員） 

 ちょっとお聞きしておくのですが、土穂石川の潮位が一番上がった時に、どのあたりまで

逆流してくるのでしょうか。車で通った時に、すぐ下のあたりまで潮が上がってきているよ

うに見えるのですが。 

 分からなければいいですよ。別の機会に荒田さんに聞きますので。 

 

（建設部長） 

 土穂石川自体の満潮時に潮がどこまでいくのか、ということだと思いますので、土穂石川

を見ますと、だいたい新庄と余田の境あたりが、やや潮が出てくる状況でございます。 

 

（槇本委員） 

 分かりました。ありがとうございます。あまり潮が上がったら、排水が間に合わないので

はないかと思ったので。今度は逆に、土穂石川を越えたら大変ですので。 

 

（建設部長） 

 ポンプの話ということでよろしいでしょうか。ポンプですので、強制排水いたしますので、

潮が上がっても逆流することもありませんし、先ほどの説明にもありましたように、土穂石

川自体も、県が河川改修をしておりますので、河川のほうに溢れてくるということも考えら

れない、ということでございます。 

 

（槇本委員） 

 たぶん大丈夫と思うのですが、昔からあの場所は泥がたくさん溜まる場所だったんです

よね。 
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（建設部長） 

 土穂石川が飲み込みが悪くて、おそらく余田周辺のことを言っていらっしゃるのかなと

思いますが、余田の最上流のほうですね。 

 

（槇本委員） 

 ええ。 

 

（建設部長） 

 ライスセンターの辺りは、確かに土穂石川の飲み込みが悪くて、大雨が降った時にライス

センター付近の農地が冠水するという状況は、現在起きております。 

 

（槇本委員） 

 潮は絶対上がらんと思うんですがね。 

 

（建設部長） 

 潮は上がりません。 

 

 

（槇本委員） 

 とにかく大雨が降ったら、あそこは絶対に沈没ですよね。逆に、水が見えなかったら、ど

っと溜まるから、怖いことは怖いですけどね。 

 

（建設部長） 

 そういうことの解消のために、今、河川改修を進めておる、ということでございます。 

 

（槇本委員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

（岸井委員） 

 土穂石のほうですけども、この説明文書の中に、「この状況が続いた場合、地権者の土地

利用に不利益を生じさせる」という表現がありますけども。 

 

（下村会長） 

 岸井委員、何ページですか。 
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（岸井委員） 

 ２ページです。２ページの右のところ。要するに都市計画の土地区画整理事業の地域であ

るわけですけれども、そういう地域になる場合には、地権者の土地利用に不利益を生じてい

る、ということが発生するわけですか。 

 

（都市計画・建築課長） 

 ただいま、岸井委員さんからご質問がございましたのは、変更の理由のところ、議案書の

２ページで、「このまま土地区画整理事業による公共施設の整備進捗が図られない状況が続

いた場合、地権者の土地利用について、不利益を生じさせる」この内容をおっしゃっている

のだと思います。具体的に申し上げますと、ここに書いてありますとおり、公共施設の整備

進捗が図られないということがまず道路、あるいは水路におきまして、本来であればこれを

面的に土地区画整理事業の中で一括して、道路、水路、公園を整備する予定でございました。

しかしながら、この土地区画整理事業が進まないということは、この道路、水路、そういっ

たものが整備されないということですので、特に、現況ご説明しましたとおり土穂石地区に

おきましては、道路が十分でないところがたくさんございます。そういった意味で、土地利

用を、例えば住宅地にしたいですとか、商業業務地にしたいといった時に、県道沿いであれ

ば、その県道を利用して宅地利用が図られますので、現況ございますとおり、飲食店であり

ますとか、大規模店舗が容易に立地できる状況でございます。しかしながら、道路に面して

いない農地の部分、そういったところは、土地利用を図りたくてもなかなか土地利用が図れ

ない状況が続いてしまう、そういった意味で、土地利用に不利益を生じさせている、という

ところがございます。 

さらに申しますと、土地区画整理事業を都市計画決定しておる、この状況が続いている中

で、都市計画法の規制が１点ございます。具体的に申しますと、建築物を建てる際に、建物

の階数が２階建てまで、さらには建築物の構造上、鉄筋コンクリートといった堅牢な建築物

が規制されております。逆に言いますと、建物は２階までで制限され、かつ、鉄骨造ですと

か木造モルタル造、そういったものでしか建てられない、そういった規制が、この黄色い区

域、今都市計画決定されておる区域内で規制されている、そういった状況がございますので、

そういった意味で、地権者の土地利用に不利益を生じさせておる、というところでございま

す。地元説明会の中でも、そのことはきちんとお伝えしまして、この状況がもう３０年以上

続いておりますので、そういったところを少しでも解消し、地権者が望む土地利用をできる

だけ図っていきたい、そういった意味で今回、廃止の判断に至ったものでございます。以上

でございます。 

 

（岸井委員） 

 私がお聞きしたかったのは後ろのほうの話なんですけど、要するにこれを廃止すること

によって、地権者の人たちが自由にものを作れるようになったということですか。 
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（都市計画・建築課長） 

 先ほど申し上げましたとおり、現在、土地利用、宅地開発の状況といたしましては、この

県道沿いに大規模店舗、飲食店、それから住宅団地の開発も起きております。ただそれ以外

のところではなかなか宅地開発が進まない状況にありますのは、先ほど申しました道路と

かそういったところの整備が進んでおらないというのがデメリットとしてありますので、

そういったところは今後、順次整備をしていく中で、地権者の方が望まれるような土地利用

が図れるよう民間開発を支援するような形で誘導していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 

（岸井委員） 

 もうひとつこれに絡むのですが、私も今勉強不足というか、よく分からないところもある

のですが、こういった土地区画整理事業というのは、柳井市の中でこの地域だけなのですか。 

 

（都市計画・建築課長） 

 過去に、柳井市におきましては、公共団体、いわゆる柳井市が事業主体となって施行しま

したのは、市役所ですとか県の総合庁舎が建っている、いわゆる南町一丁目から、四丁目、

五丁目を除いた南町一帯、このあたりが土地区画整理事業、新しい市街地を整備する目的と

して実施された土地区画整理事業で、ご存知のとおり駅から南側におきましては、昭和の時

代、戦後ずっと、農地としての土地利用が図られてまいりましたが、高度経済成長期におき

まして、北側の市街地だけでは、市街地の形成が進まないということで、駅の南側につきま

しては、土地区画整理事業という手法を使って、計画的に新しく市街地を整備しようとした

もので、ここが一番です。 

 あと、民間の開発で、土地区画整理事業が小規模に実施されたところがございます。 

 

（岸井委員） 

 よく分かりました。それからもう一つ質問があるのですが、柳井田布施道路ですね。ここ

のいわゆる環境というか、歩道を作るというような話ですけれども、これはずっと田布施の

方向に道路が繋がっていますよね。そちらの方との関連性というのはこれから先どのよう

に考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

（都市計画・建築課長） 

 今、岸井委員さんの方からご質問がありましたのは、先ほど、私が議案説明の中でも申し

上げました市道柳井田布施線、ご案内のとおり新庄・余田からずっと田布施の方面に抜ける

幹線市道でございまして、光柳井線と並行して通っております関係上、通過交通も多い幹線

市道となっております。部分的には、余田地区で歩道が整備されたり、あるいは新庄地区に
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おきましても現在、歩道空間の確保、そういったものも検討しておりますが、ここの土穂石

地区につきましては、先ほど議案説明の中でもお話しましたとおり、当面この土穂石橋の架

け替えが必要となってまいります。河川改修に伴う橋の架け替えがございますので、その橋

の架け替えと併せまして、その前後の道路について歩道空間の確保を検討してまいりたい

と、今そういう状況でございます。 

 

（岸井委員） 

 県道光柳井線、ですか。これについては両側歩道を見合わせて、余田の方が困っているの

で、そっちに作る方を優先させると、これは賢明な判断だと思いますけれども、そういう形

で柳井全体を見渡して、例えば今の市道ですね。柳井田布施線なんかは相当車が通っていま

すけれども、歩道も無いし、そういう状況の場所が結構柳井の街なかにいっぱいあるんです

けれども、そういうものに対するいわゆる計画というものはございますか。ちょっと今日の

話から外れるかもしれないけれども。 

 

（都市計画・建築課長） 

 今、岸井委員さんからお話のありました、道路の整備につきましては、大きく２つ、都市

計画道路の計画決定をしております、都市計画道路として整備していく幹線道路と、あと市

道改良といいまして、生活道路、既存の道路を部分的に改良し、幅員が狭いところを部分的

に拡げていくですとか、そういった取組を徐々に着実に進めているところでございます。優

先順位につきましては、地元要望も踏まえ、全市的に見まして、それぞれ市街地だけではな

く、新庄・余田地区、あるいは伊陸・日積それぞれ地区の事情もございます。地元の意向も

尊重しながら、総合的に判断した上で、市道整備あるいは都市計画道路としての幹線道路の

整備を進めておるところでございます。以上でございます。 

 

（下村会長） 

 他にご意見はございませんでしょうか。では村上委員さんのほうから。 

 

（村上委員） 

 ３ページの図について、お尋ねをしたいのですが、この土地区画整理事業を廃止しようと

いうこの黄色い範囲は、用途地域は何になっているのかということと、この区域の西側とか、

川の向こう側がずいぶん宅地化がされているのですが、これは、この土地区画整理事業が進

まない三十数年の間に、そちらの方が制限が無いので市街化が進んだということなのかと

いうことと、事業を廃止して地権者の開発したい、宅地化したいという希望を叶えていくと

いうことなのですが、それはミニ開発が進むということで、生活環境が悪化する心配はない

のか、といった宅地を道路沿いにちょっとずつ５件ずつとか７件とか１０件とか、そういう

宅地をちょっとずつ造るというのは、多くの町で進んで、困った町をつくっていると思うの
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で、そういう心配はないのか、ということをお尋ねしたいです。 

 

（都市計画・建築課長） 

 今、村上委員さんからお話のございました、まず用途地域の関係でございますが、土穂石

土地区画整理事業の地区の、黄緑と緑の色分けをしておりますが、この黄色の部分が、用途

地域でいいますと第一種住居地域になります。こちらの黄緑色で表示しておる部分、現在は

このあたりだけになっておりますが、第一種中高層住居専用地域、いわゆる一中高、こちら

が第一種住居地域、こういうことになります。この土穂石川を挟んで西側、このあたりも住

宅地が広がっておりますが、こちらも第一種中高層住居専用地域ということになります。先

ほど申しました県道光柳井線沿いは、沿道利用が図られておるということで、第一種住居地

域、同じ住居地域の中でも住居専用ではなく、ある程度住居地域の中に店舗ですとか、飲食

店、そういう立地が可能な用途地域であるのに対しまして、ニュータウン南町のあたり、あ

るいは川より西側の西土穂石のあたりは第一種中高層住居専用地域ということで、ほぼほ

ぼ住居に特化した土地利用、具体的には日用品を売る程度の店舗は許容されますが、それ以

外はほぼほぼ住宅地としての土地利用が図られる用途地域となっております。 

それで、お尋ねの川より西側の住宅地でございますが、これは土穂石の土地区画整理事業

の計画決定以前から宅地開発が進んでおる住宅地でございまして、村上委員さんご指摘の

土穂石の規制があったからこちらに住宅地が広がったのかというご質問だったかと思うの

ですが、どちらかといいますと、この土穂石地区自体のほうが営農意向が強い、いわゆる農

家の宅地化意欲がそこまで高くない、ということがあるのに対しまして、西側の方につきま

しては、いわゆる開発許可制度が始まる前から、昭和５０年以前の時代から、住宅団地の開

発が進んでおります。従いまして、あくまでも想像ではありますが、地権者の営農意欲が土

穂石地区では高かった、これまでも高かったのに対しまして、西側の方は宅地化を望む地権

者が多かった、ということなのだろうと思います。 

 ２点目のご質問にありました、ミニ開発が進んでいくのではないかということでござい

ますが、現況は、道が無いのが、土穂石地区全体で申しますと、先ほど議案説明の中でも航

空写真をお示しさせていただいたかと思いますが、村上委員さんご指摘のとおり県道沿い

は、この県道を利用して、沿道利用型の商業業務施設が立地しておるのに対しまして、JR

山陽本線沿い、あるいは土穂石川沿いについては、現在も農地としての土地利用が図られて

おるところでございます。過去にもこの辺りを区画整理で大規模店舗を誘導するという話

がございましたが、その際も、地元地権者の営農意向が高いということで、何度か、話が前

に進まなかったということも聞いております。いずれにしても今後、この辺り、あるいは JR

の山陽本線沿いを宅地開発しようと思いますと、既存の市道、JR山陽本線沿いでいきます

とこちらに市道がございます、こちらの土穂石川沿いに、堤防道路みたいな形で市道がござ

います、こういった市道を拡幅整備することに併せて、そういった基盤整備と併せ、宅地化

を図っていくことが、一番望ましい姿だと思っております。現状では、幅員が４ｍございま
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せんので、逆に宅地化をしようと思っても今現在では難しい状況にございます。そういった

ところも、現在のところは地権者の営農意向が高い状況が続いておりますので、将来的な課

題として、宅地化を望まれる際にはその辺りの市道整備が必要なんだろうと思います。本来

であれば、土地区画整理事業の手法によりまして、この道路の基盤整備をすべきところでは

ございましたが、今後は個別の市道改良事業を実施することによって、民間開発を支援して

いきたいというところでございます。以上でございます。 

 

（下村会長） 

 村上委員さん、よろしゅうございますか。 

 大変失礼いたしました。それでは星出委員さんお願いします。 

 

（星出委員） 

 失礼しました。宮本さんのお答えに、半分答えはあったのですが、先ほどの説明の中で、

まだ柳井田布施線と光柳井線を結ぶ路線を、区画内で当初は計画しておった、確か名前は土

穂石線だったと思うんですけども、その道路については、説明会の中で一応廃止ということ

で検討して、地元の理解も得られたというふうに聞いておりますが、やはりあそこの道路で、

柳井田布施線と光柳井線をいかにタッチしていくか、ということは大事な問題だと思って

おりますが、その辺について、廃止を提案した際に地元から新たな路線であったり、先ほど

の営農のことも含めてですけども、何か具体的な意見は出たのでしょうか。 

 

（都市計画・建築課長） 

 地元説明会の中で出た意見としましては、市道柳井田布施線の拡幅の要望もございまし

たが、県道光柳井線とのアクセスといいますか、出入りについてもご意見をいただきました。   

具体的に申しますと、スーパーのアルクさんと、元ローソンがございました、今は台湾料

理屋さんが開店した店舗のところ、そこの交差点部分が市道柳井田布施線と県道光柳井線

との交差点になっております。特に交差点自体が、アルクからのお客さんの出入り、あるい

は市道柳井田布施線から来られて、県道へ右折、あるいは左折される車両とが交錯しており

まして、この交差点については、信号を設置してほしい、そういった要望・意見も出ており

ます。しかしながら現状では、東側にございます東条大橋の交差点との間隔が、約１００ｍ

ということで、基準上は１００ｍあれば信号としての間隔は問題ないのですが、先程ご説明

しましたとおり、交通量自体が１万台を超える主要幹線道路ということで、朝晩を中心に渋

滞が発生しております。そういった関係で、ここの交差点で滞留した車が、こちらの交差点

まで滞留しておるという状況がございますので、信号の設置につきましては地元からの要

望もございますが、そのメリット、デメリットも今後検討した上で、公安委員会、警察とも

相談した上で、設置が本当に必要か、デメリット、メリット両方ございますので、そのあた

りの判断をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 
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（下村会長） 

 他にご質問はございませんでしょうか。 

 

（福田委員） 

 黄色い区画内の世帯数と人口は、どれくらいなのでしょうか。 

 

（都市計画・建築課長） 

 今、福田委員さんからお話がございましたが、この地区の中の人口と世帯数ということで

すが、申し訳ございませんが、今資料を持ち合わせておりませんので、後ほど詳しい数字は

ご説明いたしたいと思いますが、いずれにしましても、ここの区域内に宅地の所有権あるい

は借地権を持っていらっしゃる方が、地権者全部で８３名いらっしゃるということでござ

います。そのほか、店舗とか飲食店が立地しておりますので、そういった意味では、１００

人以上の居住人口がある、との判断をしております。後程詳しい数字はご報告したいと思い

ます。 

 

（福田委員） 

 それと、この２ページの中に、地元の農業をする意欲がすごくあるというふうに言われて、

計画から今３０年経っていて、世代も代わっていると思うのですが、ずっとまだ農地のまま

で利用したい方が多いか、ポンプ場を今から造るということで、それに賛成されているんで

すけど、当時の農業をする方と今の農業をする方を比べるとだいぶ減少しているのではな

いかと思うんですけども、そういうところはどうなんでしょうか。もう地権者の方の世代が

代わっていると思うんですよね。 

 

（都市計画・建築課長） 

 今、福田委員さんからお話がございました、いわゆる農家の営農意向の世代交代のお話な

んだろうと思うのですが、確かに市内の他の新庄・余田も含めた農地の状況で考えますと、

割と新庄・余田の辺りでも宅地開発がどんどん進んでいるのに対して、この辺りは過去から

そういったことが進んでこなかったのは、やはり営農意向が他の地区より、先ほどちょっと

西土穂石の話もさせていただきましたが、これはちょっと個人的な感想になってしまうか

もしれませんが、自治会長さん、今回の手続を進めていく上で大変お世話になっておったの

ですが、自治会長さんのお話ですと、昔からの農業集落で、かなり JR柳井駅から近いとい

うことで、特に沿道利用されて宅地化が進んできたのですが、それ以外のところは、皆さん

頑張って農業を続けてこられたので、未だに農地が残って、過去には、先ほど私が申し上げ

ました大規模店舗の話もあったそうなのですが、そういったお話に関わらず、引き続き農業

を続けたいということを聞いております。世代交代は着実に進んでおりますので、今後営農

意向がどれくらいまで続くのかということは予想が難しいところではございますが、そう
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いった世代交代に合わせて今後ここの土地利用、都市計画の観点で申しますと用途地域を

指定しておりまして、先程言いました住居地域、住居専用地域の指定をしておりますので、

基盤整備を進めていく中で、そのスピードはゆっくりかもしれませんが、地元意向を尊重し

た形で基盤整備を進めていく、そういうご回答になろうかと思います。 

 

（福田委員） 

 ありがとうございました。 

 

（岸井委員） 

 今度は出相課長にお願いしたいんですけれども、７ページの理由のところで、「築出地区

及び広瀬地区の一部を排水区域に追加し」とありますが、この「追加する」という意味です

ね、要するに区域が広がったということですけれども、これはどういう意味なのでしょうか。

要するに、この区域しか排水する区域ではありませんよということなのか、どういう意味を

持たせてこの「追加」ということを行っているのでしょうか。 

 

（下水道課長） 

 今回追加する区域は、今後ポンプ場の設置に伴いまして、既存の水路の断面を拡げるなど

下水道の整備を実施することとした箇所です。柳北排水区というのは、築出・広瀬を含めま

して、柳北小学校まで連なる広いエリアで、排水区全体の流域の水が、水路を伝わって、今

回造る雨水ポンプ場に流れてきて排水をすることとなります。したがいまして、今回拡大す

る区域は、排水区全体のうち排水区域として都市計画決定されていない区域で、新たに下水

道の整備を実施することとした箇所です。 

 

（岸井委員） 

 前にも聞きましたかね。要するにその区域を、排水溝等を拡げるとかそういうふうなこと

がその地域にはあるという、そういうことなんですか。対象区域をその地域も含めて拡大す

るという意味ですよね。 

 

 

（下水道課長） 

 柳北排水区という全体の区域がございまして、今申し上げましたように、柳北小学校から

南なのですが、その中で都市計画決定という手続を経て、事業認可を受けて、実際に整備す

るエリアは、限定されたエリアでございます。ですから、全体の区域の中で具体的に工事な

り事業を進める時に、都市計画決定であるとか、事業認可であるとか、そういった法的手続

を進めたエリアから順番に整備をしていくということになります。 
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（岸井委員） 

 後でまた聞きますので、よろしくお願いします。 

 

（坂ノ井委員） 

 以前、地元説明会では、リッツ、マックスバリュ、あるいは八丁土手に向けて、水路を拡

大するという説明があったと思うのですが、これは工事を着工されるのですか。 

 

（下水道課長） 

 ３３年度にポンプ場の整備が終わりましたら、排水区域内の幹線水路を中心として整備

に取りかかります。その主なものとして、今おっしゃいましたリッツのところから興亜ガス

さんへの幹線水路は当然含まれております。 

 

（下村会長） 

 他にご意見ございませんでしょうか。 

 

（阿武委員） 

 ちょっと確認させていただきたいのですが、ポンプ場ですが、ポンプ場の流入の時に、築

出のポンプ場というのが元々あって、その水もこの雨水ポンプ場に全部引き込むというこ

とになるのでしょうか。要は既設のポンプをどうされるのかなと思いまして。流量は既設の

ポンプ、築出は築出、流量の増加分だけ今回の雨水のポンプ場にするのかどうか、そのあた

りをちょっと教えていただければと思うのですが。 

 

（下水道課長） 

 既存の排水路から分岐する形で、この度東土穂石ポンプ場の方に排水を行っていくわけ

ですが、先だってより地元説明会で既存の築出ポンプ場をどうするのか、廃止するのかそれ

とも続けるのか、こういったご質問等もいただいております。最終的には、地元のご要望で

あるとか、今後の雨の降り方であるとか、そういったものも総合的に勘案しながら決めてい

くこととなりますが、現段階ではまだ廃止するか続けるか最終決定はしておりません。 

 

（下村会長） 

 ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 特にご意見等ないようでしたら、採決に入りたいと存じますが、よろしゅうございますで

しょうか。 

 

（一同） 異議なし 
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採決につきましては、第１号議案と第２号議案について別々に行いたいと思います。 

それでは、第１号議案につきまして、承認される方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございます。議案は出席委員の過半数をもって決することになっております。 

第１号議案は承認されました。 

続きまして、第２号議案の採決を行います。第２号議案につきまして、承認される方の挙

手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

全員賛成でございます。第２号議案は承認されました。 

承認されました議案につきましては、市長さん宛に速やかに答申することとさせていた

だきます。 

 

本日の議事は以上でございますが、その他委員の皆様から何かございますでしょうか。 

特にご意見がないようですので、以上で審議を終了とさせていただきます。 

円滑な議事進行にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。厚くお礼申し上

げます。ありがとうございました。 

 

（建設部長） 

どうもありがとうございました。これをもちまして、柳井市都市計画審議会を終了いたし

ます。本日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。 


