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第１ はじめに 

 

平成 23 年３月、環境の保全に関する施策を、総合的かつ計画的に推進す

ることを目的として、環境分野全般にわたり、長期的な視点に立った取り組

みを、市民、事業者、市が協働して総合的、計画的に推進し、将来に良好な

環境を引き継いでいくための基本方針である「新・湖西市環境基本計画」が

策定された。この計画の中では、かおり環境の保全への取り組みとして、「悪

臭防止法などの法令遵守・徹底」が掲げられ、畜産臭気について、大学・県

と連携し、対策を実施するとされている。しかしながら、平成 27 年度に実

施された「新・湖西市総合計画中間見直しのための市民意識調査  市民まち

づくりアンケート報告書」によると、湖西市に住み続けたいと思わない理由

として、「悪臭が気になる」との回答が 22.4％に上っており、市内の畜産臭

気の問題は、未だ改善・解消されるに至っていない状況であることがうかが

える。 

また、平成 27 年度に中間見直しが行われた「新・湖西市総合計画」の中

では、市内の土地利用について、自然環境や歴史的・社会的な条件を考慮し、

市内を北部・中部・西部・南部・東部の５地域に区分し、市街化区域内にお

いては、未利用地などの活用を優先的に進め、市街化調整区域においては、

その地域の課題・特性、地域住民の総意を踏まえた上で、地区計画制度や指

定大規模既存集落制度の活用などによる住宅地の創出、農用地の保全・活用、

生活道路の整備を計画的に進めていくとされている。こうした取り組みの中、

新居町を編入合併した平成 22 年３月末に 62,784 人を数えた湖西市の人口は、

平成 28 年３月末時点で 60,628 人、平成 29 年１月末時点で 60,339 人と、減

少の一途をたどっている。特に、市街化調整区域においては、地区の住民か

ら、著しい人口減少が見られるため、住宅用地の確保による人口増・集落維

持を求める声が上がっている。  

以上のことから、当委員会では、畜産臭気の解消及び住宅用地の確保につ

いて、調査研究を行ったので、会議規則第 45 条第２項の規定により中間報

告を行うものである。  
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第２ 委員会及び勉強会における調査研究等の経過 

 

開  催  日  内    容  

平成 27 年５月 25 日  年間活動計画について  

平成 27 年６月 26 日  平成 27 年度主要事業説明（都市整備部）  

平成 27 年７月 14 日  平成 27 年度主要事業説明（環境部）  

平成 27 年７月 23 日  平成 27 年度建設環境委員会活動計画について  

平成 27 年８月 10 日  
臭気問題についての説明（環境課、農林水産課）  

視察について  

平成 27 年８月 19 日  住宅地問題についての説明  

平成 27 年 10 月 20 日  

管外所管事務調査（一般財団法人畜産環境整備機

構畜産環境技術研究所）  

畜産臭気について  

平成 27 年 10 月 21 日  
管外所管事務調査（山形県米沢市）  

悪臭問題特別委員会について  

平成 27 年 11 月９日  
今後の委員会活動について  

畜産事業者団体との意見交換会について  

平成 27 年 12 月 11 日  
主要事業の進捗状況について（都市整備部）  

主要事業の進捗状況について（環境部）  

平成 28 年１月 18 日  代表質問について  

平成 28 年２月８日  
当局からの報告事項  

委員間の意見交換  

平成 28 年４月６日  平成 28 年度活動計画について  

平成 28 年４月 21 日  平成 28 年度主要事業説明（環境部）  

平成 28 年４月 27 日  平成 28 年度主要事業説明（都市整備部）  

平成 28 年５月 10 日  都市計画について  

平成 28 年６月 30 日  管外所管事務調査について  

平成 28 年７月 13 日  当局との意見交換 (都市計画課 ) 

平成 28 年７月 28 日  
管外所管事務調査（岡山県笠岡市）  

線引き廃止について  
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開  催  日  内    容  

平成 28 年７月 29 日  
管外所管事務調査（京都府綾部市）  

線引き廃止について  

平成 28 年８月 16 日  
当局からの報告事項（環境部）  

管外所管事務調査についての意見交換  

平成 28 年 10 月 26 日  区域区分の検討について  

平成 28 年 11 月 15 日  不動産業者との意見交換  

平成 28 年 11 月 24 日  当局からの報告（環境部）  

平成 28 年 12 月８日  当局からの報告・意見交換（都市計画課）  

平成 29 年２月２日  提言について  

平成 29 年２月９日  中間報告および提言について  

平成 29 年２月 17 日  中間報告書（案）について  

※今回の中間報告の内容に該当しない委員会及び勉強会における調査研

究等の経過については掲載していない。  

※このほか任意の活動として、市内の畜産事業所の見学（平成 27 年９月

25 日、同年 10 月２日）や、市が実施する臭気対策資材の実験（平成 27

年 11 月 20 日、平成 28 年１月 22 日）に参加した。  
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第３ 調査研究等のまとめ 

 

１．畜産臭気の解消について  

(1) 湖西市の現況  

ア 悪臭防止法第３条に基づく規制地域及び同法第４条に基づく規制基準  

規制地域の範囲及び規制基準に係る区域の区分  

規制地域の範囲  規制基準に係る区域の区分  

湖西市の区域のうち、都市計

画法（昭和 43 年法律第 100

号）第７条の規定により定め

られた市街化区域  

第１種区域  

第１種区域を除く湖西市全域  第２種区域  

 

規制基準  

規制基準に係る区域の区分  臭気指数  

第１種区域  15 

第２種区域  18 

 

イ 苦情の状況  

年度 件数  地区 内容  

Ｈ24 ６ 

鷲津（３）  

南上の原（２） 

市場（１）  

畜産臭が臭くてたまらない。市として対

策を考えてほしい。  

Ｈ25 １ 白須賀（１）  畑に撒かれた鶏糞が臭い。  

Ｈ26 ５ 

新所原（１）  

新居（２）  

南上の原（２） 

夜中、臭い。何とかしてほしい。  

10 年以上、臭いに悩まされている。  

豊橋市内の事業場の臭いがひどい。  

臭気測定の依頼。  
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ウ 市の取り組み  

(ｱ) 臭気モニター  

平成 25 年 10 月から、市職員による臭気モニタリングを実施し、

市内全域における臭気の実態把握に努めている。  

 

年度 職員数  時間帯  調査項目  

Ｈ25 38 人  6:45 ～  7:15 

19:15 ～ 20:15 

風向・強さ  

天候 

臭いの種類  

臭いの強度  

Ｈ26 38 人 

Ｈ27 38 人  5:00 ～ 15:00 

15:00 ～  5:00 Ｈ28 40 人 

 

(ｲ) 平成 26 年度以降の臭気指数 1測定結果（臭気指数測定）  

平成 26 年度  

臭気採取場所  実施日  測定結果  規制基準（参考） 

谷上公園  

６月 23 日  午前  10 未満 

15 

６月 23 日  午後  13 

８月 20 日  午前  10 未満 

８月 20 日  午後  10 未満 

10 月 20 日 午前  10 未満 

10 月 20 日 午後  10 未満 

市場公会堂  

６月 23 日  午前  10 未満 

18 

６月 23 日  午後  10 未満 

７月 30 日  午後  10 未満 

８月 20 日  午前  10 未満 

10 月 20 日 午前  10 未満 

10 月 20 日 午後  10 未満 

南上ノ原西公園  

６月 23 日  午前  10 未満 

15 

６月 23 日  午後  11 

８月 20 日  午前  10 未満 

８月 20 日  午後  14 

10 月 20 日 午前  10 未満 

10 月 20 日 午後  10 未満 

                                                   
1臭気を感じなくなるまで試料を無臭空気で希釈したときの希釈倍率（臭気濃度）を求め、

その常用対数値に 10 を乗じた数値。値が大きいほど、臭気強度が強い。  
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平成 27 年度  

臭気採取場所  実施日  測定結果  規制基準（参考） 

南台三丁目  
７月 27 日 正午  14 

15 
12 月 11 日 午前  13 

 ※苦情を受けた時点で、職員が現地へ出向き臭気採取地点を選定し

測定（敷地境界から約 10m の地点）  

 

平成 28 年度  

臭気採取場所 日 時間 天候 気温 風向  採取場所  嗅覚測定  規制基準  

古見 8/2 8：45 晴 29℃ 無風  
敷地境界  10 未満  18 

堆肥化施設  28 －  

白須賀  8/2 9：30 晴 29℃ 無風  
敷地境界  22 18 

堆肥化施設  27 －  

山口 8/5 8：40 晴 29℃ 南  
敷地境界  10 未満  18 

堆肥化施設  34 －  

※畜産事業所から発生する臭気の実態を把握し、今後の対策の検討資

料とするために実施  

※平成 27 年度のモニタリング結果に基づき、臭気採取日を設定  

※敷地境界での測定は、現地を踏査し、臭いを強く感じる地点を選定  

※白須賀で規制基準を超えた数値を観測した事業者は、その後臭気対

策を強化している  

※平成 28 年度からは、苦情を受けた時点で、職員が現地へ出向き臭気

を採集できるよう資機材を配備（それまでは、専門業者が臭気採集

を実施していたため、苦情受付から測定までに時間差が生じていた） 
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(ｳ) その他  

・湖西市畜産環境衛生対策協議会補助金  

畜産に関する苦情等に対応し、畜産環境の向上及び進行を図る

ため、市内の畜産農家で協議会を設立し、臭気対策やＰＲ活動、

防疫対策を実施している。  

 

・湖西市畜産環境衛生対策協議会臭気対策事業費補助金  

平成 17 年度から、湖西市畜産環境衛生対策協議会に参加してい  

る畜産農家を対象に、臭気を抑えるための施設改善費用や消臭剤

の購入等に対する補助を実施している。  

 

平成 22 年度以降  

内容  補助率  上限  

堆肥舎及び堆肥化装置の密閉化  事業費の２／３  75 万円 

脱臭装置の設置  事業費の２／３  150 万円  

消臭飼料、消臭剤の購入補助  事業費の２／３  20 万円 

 

・強制発酵機（コンポスト）等のリース補助事業  

一般財団法人畜産環境整備機構が実施する家畜糞尿等処理施設

の貸付事業を利用した畜産農家に対し、事業費の２／３を補助（上

限７年間）している。 

 

・臭気モニタリング結果の送付  

平成 25 年 11 月から、市職員で実施している臭気モニタリング

の結果を、畜産事業者へ毎月送付し、臭気対策への活用を促して

いる。  

 

・畜産臭気の苦情への対応状況  

市民から畜産臭に対する苦情が入った場合、環境課職員が現地

を確認し、市内の畜産事業者に対し情報提供と注意喚起を行って

いる。  
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(2) 管外所管事務調査の概要  

ア 一般財団法人畜産環境整備機構畜産環境技術研究所（福島県西白河郡

西郷村）：平成 27 年 10 月 20 日視察  

(ｱ) 調査項目  

・臭気の特性  

畜産事業所における臭気の発生源は主に２つあり、１つは低濃

度だが大風量の臭気が発生する「畜舎周辺」、もう１つは小風量だ

が高濃度の臭気が発生する「堆肥化や乾燥処理施設などのふん尿

処理施設」となっている。  

畜舎周辺においては、嫌気状態で発生する硫黄化合物や低級脂

肪酸を中心とした臭気が多い。悪臭防止法で規制されている悪臭

物質の中でも、硫黄化合物（４種類）と低級脂肪酸（４種類）は

日常生活環境の中にほとんど存在しない物質であるため、少量で

も異臭と感じやすい。防止策の基本的な考え方として、臭気の発

生源を特定し、発生源からの臭気を発生させないようにする対策

が求められる。具体的には、畜舎等の清掃・飼養管理、家畜の健

康管理、新鮮ふん尿の早期分離と搬出、敷料による水分や臭気成

分の吸着、畜舎の通風・換気の励行などが挙げられる。  

一方、ふん尿処理施設では、堆肥化の過程で臭気の発生状況が

変わってくる。そもそも、ふん尿の堆肥化とは、好気性の微生物

によって易分解性の有機物質を分解し、安定化を図ることであり、

堆肥材料に対して、いかに空気（酸素）を供給できるかが鍵とな

る。堆肥化の適正条件としては、新鮮な堆肥材料を使用すること、

適当な水分（湿度 55～72％）を与えること、十分な酸素（ 50～

100L/min/㎥）を確保すること、適度な温度（０℃を下回らない）

を保つことが挙げられる。この条件が満たされている場合、発生

する臭気はアンモニアが主成分となり、条件が満たされていない

場合は、発生する臭気は硫黄化合物と低級脂肪酸が多く含まれ、

悪臭を感じやすくなってしまう。  

 

・畜産業（主に養豚）の悪臭対策の事例  

悪臭防止法の施行以降、様々な脱臭技術が開発されてきた。微

生物を利用した生物脱臭法による脱臭装置は、苦情対策として有

効な技術ではあるものの、導入・維持には多額の費用がかかるこ

とから、主に共同利用型の堆肥センターなどの大型施設での導入
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が進められている。欧米に見られるウィンドレスの畜舎も導入さ

れつつあるが、開放型畜舎の多い日本では、欧米の技術をそのま

ま使うことはできず、実情に適した脱臭技術の開発が求められて

いる。  

最近の事例として、ウィンドレス豚舎において換気口付近に併

設または壁と一体型にしてハニカム構造のフィルターを設置し、

上部より少量の循環水をかけながら脱臭しているものがある（図

１）。フィルターの通気抵抗も小さく、畜舎用の換気扇がそのまま

使用できるため、新たに送風機等を設置する必要もなく、アンモ

ニア以外に低級脂肪酸も脱臭できる。また、密閉縦型堆肥化装置

の排気口からまとまって出る臭気を、粒状化したロックウールに

有機物資材を加えた脱臭層に送り、約 10 分の１まで低減できる脱

臭装置も開発されている。  

 

 

（図１：ハニカム構造のフィルターによる臭気対策） 
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（写真：畜環研式ニオイセンサと臭気指数 15～18 の臭気体験の様子）  

 

イ 山形県米沢市：平成 27 年 10 月 21 日視察  

(ｱ) 調査項目  

・悪臭問題の経緯と現状  

米沢市における悪臭問題は、最上川上流に位置する大規模養豚事

業所と、その付近に位置する食物残さを利用した堆肥製造事業所を

原因とするものであった。２事業所から発生する臭気が複合臭とな

り、最上川沿いに市街地へと流入し、広範囲にわたって悪臭を漂わ

せていた。  

市では、平成 16 年 11 月に、悪臭防止法による県の規制基準（臭

気指数 19）を設定しており、養豚事業所の臭気指数は平成 19 年に

21 を計測し、平成 20 年８月、法に基づく第１回改善勧告を行った。

平成 21 年には、市民 25 名による臭気モニターを導入（図２）し、

データ収集を行っていたが、またも臭気指数 21 を計測したため、８

月に、法に基づく第２回改善勧告を実施した。この臭気モニターに

ついては、平成 22 年以降、業務の負担が大きいことを主な理由に、

市民の担い手が減少しており、現在は市職員がモニタリングの空白

域を埋めている。  

また、平成 21 年７月には堆肥製造事業所の位置する工業専用地域

にも悪臭防止法の規制を追加適用（臭気指数 17）した。計測値は規

制数値を超えることはなかったが、地元町内会役員で構成する南原

地区自然環境保全推進協議会による県公害審査会への調停申請や撤
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退を求める署名活動を受け、平成 26 年、堆肥製造事業所は事業継続

は不可能と判断し、工場を閉鎖した。 

その後、養豚事業所については、改善努力に結果が伴わないこと

から、平成 25 年３月、飼育頭数を 6,500 頭から 3,500 頭へ半減し、

悪臭を大幅に低減させた。しかしながら、事業所近隣の地域では、

依然として悪臭が続いており、市農林課を中心に移転先を検討して

いる段階であった。 

 

 

（図２：臭気モニターの分布 /米沢市）   
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・悪臭問題特別委員会について  

養豚事業所及び堆肥製造事業所から発生する悪臭が、市内の広範

囲にわたって大きな社会問題になっていることから、平成 20 年 12

月定例会において、悪臭問題特別委員会が設置された。湖西市と同

様、環境規制と産業振興とを所管する常任委員会がそれぞれ異なっ

ており、組織横断的な対応が取れない弊害を解消することも、特別

委員会設置の目的の１つであった。  

 

＜主な活動＞  

 

平成 21 年１月  

 

 

２月 

３月 

 

８月 

平成 22 年６月  

平成 24 年 10 月 

 

平成 27 年３月  

南原地区自然環境保全推進協議会との懇談会  

養豚事業所及び堆肥製造事業所を参考人として

招致し、現地を視察  

県議会議員・県当局を交え意見交換を実施  

悪臭に関する議員研修会を実施（公益法人にお

い・かおり環境協会）  

臭気モニターの募集に関する会議  

地元住民との懇談会  

「悪臭問題の解決に向けた堆肥製造事業所に対

する指導の強化・徹底を求める意見書」提出  

最終報告  

 

※この間、当局からの説明や報告、関係者との意見交換、現地視察に

よる改善計画や実施状況の確認を随時行った。また、住民との接触

に強い抵抗を示した堆肥製造事業所に対して、市や住民との間に入

り、中間的存在としてパイプ役を担った。  
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２．住宅用地の確保について  

(1) 湖西市の現況  

ア 湖西市が目指す土地利用  

新・湖西市総合計画では、土地利用構想について、地域の特性を生か

し、地域住民の総意と公共の福祉のための有効な利用を考える必要性が

述べられている。現在の土地利用を検証し、それぞれの地域にあった新

しいまちづくりのため、４つの基本方針が掲げられている。  

 

(ｱ) 自然と共生したうるおいのある土地利用  

心地よさを感じる環境づくりのため、浜名湖や遠州灘、湖西連峰な

どの自然景観を守る。暮らしにうるおいを与える歴史的・文化的な景

観や資源を未来へ伝える。  

 

(ｲ) 快適な生活環境をめざす土地利用  

住宅地の需要に対し、市街化区域内の未利用地の活用を優先的に進

める。市街化調整区域においては、地域の課題・特性、地域住民の総

意を踏まえ、周辺の土地利用との調和を図りながら住宅地の創出、農

用地の保全・活用、生活道路の整備を計画的に進める。  

 

(ｳ) 活力ある産業振興を図る土地利用  

優良な集団的農地を保全し、耕作放棄地の発生を未然に防ぐきめ細

やかな施策を行うとともに、恒常的に耕作が放棄されてしまった農地

などの有効活用を図る。また、バランスの取れた産業構造化に向けた

企業誘致を進め、周辺の土地利用との調和を図りながら工業用地の開

発を進める。  

商業振興については、ＪＲ鷲津駅や新所原駅、新居関所周辺などの

市街地の核となる場所が、それぞれの特徴を生かした商業機能を発揮

できるよう土地利用を進める。  

 

(ｴ) 災害に強い安全な土地利用  

市民の生命・財産の安全を確保するため、風水害や予想される東海

地震などに備え、宅地のほか農地・森林の保全や、河川などの整備を

図り、災害に強く安全な市となるような土地利用を進める。  
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イ 現在の都市構造（湖西市都市計画マスタープラン）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図３：湖西市の都市構造）  
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(ｱ) 区域区分制度の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図４：市街化区域の変遷 /湖西市）  

 

区域区分とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るた

め、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する（線引き）

制度で、市街地として積極的に整備する区域（図４）と、市街化を抑

制する区域とに区分することによって、限られた都市整備財源の集中

投資、市街地の計画的な整備・改善、開発行為の抑制と自然環境の保

全を行うことを目的としている。  

高度経済成長期以降、人口が増加傾向にあった今日までは、無秩序

な市街地拡大を防止する一定の効果があったと評価する一方で、市街

地における都市基盤整備の遅滞や中心市街地の空洞化、市街化調整区

域における個別の無計画な開発の進行や既存集落の衰退など、解決す

べき問題を抱えている。  

平成 12 年の都市計画法の改正により、それまで必須であった都市計

画区域の区域区分が選択制となり、全国で 11 の区域において線引きが

廃止されている。  
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(ｲ) 指定大規模既存集落制度 2の状況  

指定大規模既存集落における自己専用住宅の許可基準では、申請者

について、指定区域内（図５）に概ね 10 年以上居住する者またはその

分家であることが要件として掲げられている。このため、区域外から

の人口流入は見込めず、既存集落の維持を阻害する要因の１つとなっ

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図５：指定大規模既存集落の区域 /湖西市）  

                                                   
2市街化調整区域内に長年居住していたことのある方（またはその子）で、持家がなく世

帯を有している方が、居住していた指定区域内に住宅を建築できる制度。  
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(ｳ) 地区計画制度 3の状況  

平成 19 年度以降、市街化調整区域内において、良好な住宅地が不  

足していることから、良好な居住環境の形成が可能な北部地域（知波

田）と南部地域（白須賀）の２候補地の開発計画について、土地所有

者と実現可能性に向けた折衝を行うも、理解と協力が得られず、難航

している。  

また、広域の都市行政を所管する静岡県都市計画課や、開発業者な

どの関係機関との協議調整を進めているが、本制度を用いて既存集落

の集約整備を進めたい国・県と、既存集落の隣接地への集落拡大を意

図する市との間に、目的のズレが生じており、計画の具現化に向けた

事業の進展は見られない。  

  

                                                   
3それぞれの地区でまちづくりのルールを定める制度。住民が主体となってつくるもので、

きめ細かなルールを定めることができる。  
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(2) 管外所管事務調査の概要  

ア 岡山県笠岡市：平成 28 年７月 28 日視察 

(ｱ) 調査項目  

・区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

笠岡市では、昭和 47 年に福山市等とともに備後地区工業整備特別  

地域に指定されたことを契機に、区域区分制度を導入した。当時は、

高度経済成長の中にあり、第２次、第３次産業従事者の増加や核家

族化の進展などから大量の住宅需要が生じ、市街地を計画的に整

備・誘導し、郊外における無秩序な市街化を防止することは、都市

の健全な発展と秩序ある整備に十二分に効果を発揮してきた。しか

し、現代においては、少子高齢化の進行に伴い、都市への人口集中

は沈静化してきており、人口減少社会の到来という新たな局面を迎

え、区域区分の現状と課題及び将来にわたる見通しについて、あら

ためて検討する必要が生じていた。  

笠岡市は、港町を中心とした旧笠岡町と、複数の農山漁村との合

併により成立した都市であり、平地が少なく、人口の約６割が面積

割合にして約１割の市街化区域内に居住し、残りの４割が広大な市

街化調整区域内に居住していた。市街化区域内の人口は、増減を繰

り返しているものの、長期的には減少傾向にあり、大規模な産業振

興プロジェクトも予定されていないことから、今後も同様の社会

的・経済的条件のもとで都市活動が行われると予想され、急速に市

街地が拡大する可能性は少なかった。  

市街化調整区域においては、人口減少、高齢化、耕作放棄地の増

加等が深刻な問題となっており、このまま推移すれば、より一層深

刻化することが予想され、若者等の定住促進による後継者の確保、

集落の維持は大きな課題であった。今後の農村集落等の土地利用と

して、「人と自然、都市と農村が共存し、地域のコミュニティが豊か

で２世代３世代と続く多世代居住のまちづくり…共生型土地利用」

の方針が示されており、農山漁村の合併によって形成された奥行き

の深い市街化調整区域において定住を進めるためには、ライフスタ

イルの変化に応じた日常的な都市的サービスを一定距離内で享受で

きる必要があり、共生型土地利用が可能となる手法の検討が求めら

れた。  

この共生型土地利用をどのように進めるのかは、市街地までの距

離、市街地の規模や地形、都市基盤の整備状況、市街地の郊外の役
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割分担等の地域特性によって定められるべきで、区域区分によって

一律に定めることは適当ではないとの視点から、笠岡市では区域区

分を定めないものとした。  

平成 21 年４月１日の区域区分廃止以降は、旧市街化区域内につい

ては、従来どおり用途地域を定め建物の用途、容積、形態等を規制

し、旧市街化調整区域については、新たに特定用途制限地域（図６）

を設定し、建築制限について市の条例で定めた。これは、良好な環

境の形成または保持のために制限すべき特定の建物等の用途の概要

を定めるもので、地域の特色に応じて、田園居住地区、環境共生地

区、特定沿道地区の３地区を設定していた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６：特定用途制限地域における建築制限 /笠岡市）  
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・区域区分見直し検討の経緯  

 

平成 13 年５月  

６月 

 

平成 14 年７月  

９月 

11 月 

 

平成 15 年５月  

 

平成 16 年５月  

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

平成 17 年２月  

 

 

３月 

 

 

 

５月 

 

 

７月 

10 月 

 

 

 

11 月 

 

改正都市計画法施行  

区域区分見直しに係る庁内関係課調整会議（～

12 月）  

土地利用に関する現況調査（～平成 15 年３月） 

土地利用アンケート調査  

笠岡市土地利用調整基本計画等策定委員会（７

回開催）  

土地利用ワークショップ（～平成 16 年２月）  

※21 地区、約 500 人参加  

笠岡市都市計画区域マスタープラン決定告示

（岡山県策定）  

笠岡市土地利用調整基本計画等策定委員会  

※委員会報告提出  

笠岡市都市計画審議会  

※都市計画マスタープラン審議  

笠岡市都市計画マスタープラン策定  

笠岡市土地利用シンポジウム  

※パネルディスカッション、基調講演、約 200

人参加  

国土利用計画（笠岡市計画）策定  

第１回笠岡市区域区分等検討プロジェクトチー

ム会議  

※経緯の整理、今後の進め方など  

第２回笠岡市区域区分等検討プロジェクトチー

ム会議  

※代替方策たたき台の提示、問題点の洗い出し  

先進地アンケート調査  

農地の利用に関するアンケート調査  

第３回笠岡市区域区分等検討プロジェクトチー

ム会議  

※代替方策案の検討、問題点への対応方針  

第４回笠岡市区域区分等検討プロジェクトチー

ム会議  
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平成 17 年 12 月 

 

 

 

 

平成 18 年１月  

 

 

 

 

３月 

 

 

 

６月 

 

 

７月 

 

９月 

平成 19 年３月  

 

年９月 

 

平成 20 年６月  

 

平成 21 年４月  

※農地アンケート速報、市民説明内容など  

「あたらしい笠岡の都市計画（案）」作成  

市広報誌「線引きを考える」掲載（～平成 18 年

２月 全３回）  

笠岡市都市計画審議会  

※あたらしい笠岡の都市計画（案）について  

線引き見直しに関する市民説明会（～３月）  

※13 地区、約 500 人参加  

笠岡市農業委員会、(社)岡山県宅地建物取引業

協会へ説明（～２月）  

※あたらしい笠岡の都市計画（案）について  

第５回笠岡市区域区分等検討プロジェクトチー

ム会議  

※市民説明結果、都市計画案の修正、今後のス

ケジュールなど  

笠岡市都市計画審議会  

※「あたらしい笠岡の都市計画（案）」の修正に

ついて  

岡山県知事へ区域区分廃止に関する要望書提出  

（市長、議長連名）  

都市計画基礎調査  

「岡山県における都市計画区域等のあり方につ

いて」答申（岡山県都市計画審議会）  

笠岡市都市計画区域の区域区分廃止に関する都

市計画の案の申し出  

線引き廃止に係る都市計画法に基づく手続き開

始  

線引き廃止  

平成 15 年５月  
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イ 京都府綾部市：平成 28 年７月 29 日視察  

(ｱ) 調査項目  

・綾部市が目指すまちづくり  

綾部市では、「地域資源を活かした田園都市」として、美しい自   

然環境や豊かな里山・田園と農村の暮らしに配慮しつつ、人口減少、

少子高齢化に対応するため、居住環境の維持・向上を図るとともに、

地域資源を活かした産業、観光、交流を促進することにより地域の

活性化と定住化を実現しようとしていた。  

また、近畿自動車道敦賀線や京都縦貫自動車道等の整備による広

域交通網の結節点としての利便性と、綾部工業団地・綾部市工業団

地等の産業基盤を活かし、主要な幹線道路沿いの都市機能の充実を

図り、更なる工業、業務等の集積を促し、「広域交通網と工業集積を

活かした産業拠点都市」の形成を目指していた。  

さらに、「基盤整備を活かした中心市街地の再生」のため、鉄道網

の主要な結節点であるＪＲ綾部駅の周辺整備や、道路・下水道など

の生活基盤の改善を活かし、商業・業務機能の向上や商店街の活性

化を図るとともに、まちなか居住の促進を実施していた。  

 

・区分見直しの必要性と廃止後の土地利用  

地域固有の問題や要請に、迅速かつ柔軟に対応するためには、法

令の制約的制限、法的制限のみでは限界があり、地域の特性に応じ

たきめ細やかなまちづくりを実現するためには、現行法令の制度を

活かした自主条例等を制定し、独自のまちづくり制度を確立する必

要があった。  

市街化調整区域では、建築行為や開発行為等が厳しく制限され、

定住人口の流入や、地域活性化の阻害要因の１つになっている可能

性があった。高齢化が進行する中で、利便性向上のための都市機能

の充実や、身近な生活圏内に日常生活上の諸機能を配置すること等

も望まれており、地域の特性を踏まえ、地域住民の生活環境が確保

され、地域コミュニティの活力が持続的に発揮できるまちづくりを

目指す上で、区域区分による厳しい土地利用の制限を行うことは、

これらの実現に支障があると考えられた。  

区域区分制度は、高度経済成長期の、急激な人口増加などの高い
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開発圧力によって引き起こされるスプロール現象 4の防止を目的に

設けられたものであり、長期にわたって人口が減少し続け、産業等

の大幅な経済活動の成長や増加が見られない現状においては、その

必要性は低く、優良農地や森林なども、現行法によって一定保全が

されており、区域区分廃止後も、土地利用の規制・誘導方策等を利

用することにより、豊かな自然環境を確保することは可能であると

判断された。  

区域区分の廃止後は、都市の環境保全や利便の増進のため、地域

における建物の用途に一定の制限を行う用途地域を、引き続き旧市

街化区域全域に定めた。また、旧市街化調整区域においては、良好

な居住環境や営農環境を守るとともに、環境を悪化させるおそれの

ある建築物等の立地を防止するため、建築物の用途の制限を定める

特定用途制限地域を全域に定めた。  

さらに、地域住民等が土地利用や建築行為等のまちづくりに参加

できるシステム（図７）を構築するため、まちづくりに関わる自主

条例を制定し、地区レベルのまちづくりルールを独自に定めること

ができる制度を導入した。地区住民等は、地区まちづくり協議会を

設立し、地区まちづくり計画を策定することで、地域の実情に応じ

たきめ細やかな土地利用を促進することができ、住民の参画によっ

て、市民協働のまちづくりを推進する体制が整えられていた。  

 

 

 

 

                                                   
4無秩序な開発によって、都市が拡大していく現象のこと。計画的な整備がなされず、虫

食い状態に宅地化が進んでいく様子を表す。  
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（図７：住民参加による新たな土地利用制度のイメージ /綾部市）  
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第４ 提言 

 

 以上のとおり、建設環境委員会における畜産臭気の解消及び住宅用地の確保

に関する調査研究の結果から、次の項目について提言する。  

 

１．畜産臭気の解消について  

 

 

１．敷地境界での臭気測定を徹底し、環境課と農林水産課、事業者と  

  の連携を高めること  

 

現在、臭気測定については、市民からの苦情に基づき、当該地域の中で、

特に悪臭が強く感じられる箇所において測定がなされている。悪臭防止法第

４条では、「当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準」と記載さ

れており、市の運用では、適正な基準値の測定が徹底されているとは言い難

い。実態把握を目的とした敷地境界での計測実績はあるものの、適正な運用

が徹底されていないため、事業者自身も、対策の効果を客観的に知ることが

できない状態が続いている。  

市としても、各種施策の効果を十分に検証することができず、悪臭に対す

る苦情件数のみを、施策の評価基準としてきたところである。  

環境基準に基づく規制を担う環境課と、産業の振興を担う農林水産課、ま

た畜産事業者とが相互に連携を高め、適正に測定された基準値をはじめ、

種々の情報を共有することで、市の施策や事業者の対応を適宜検証しながら、

総合的に取り組むべきである。  

 

 

２．悪臭防止法第４条に基づく臭気指数の規制基準を見直すこと  

 

畜産環境技術研究所では、「生活様式の変化に伴い、現代の日常生活の中

に存在する悪臭物質は減少しており、臭いに対する拒否反応や抵抗が強くな

っている」との研究報告を受けた。  

市が、市民の苦情を受けて行った臭気測定では、いずれも測定値は規制基

準を下回る結果であったと報告されている。一方で、平成 27 年度に行われ

た臭気測定では、事業所の敷地境界に極めて近い地点での測定値が基準値未

満であるにも関わらず、周辺住民から苦情が寄せられたケースも見受けられ
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る。 

このことは、基準を満たす測定値であっても、悪臭を強く感じることの裏

づけであり、規制基準の採用値の適正性を疑わざるを得ないものである。 

以上のことから、快適な生活環境を保全するため、近隣市町の実態等を踏

まえ、臭気指数の規制基準を実効性のある数値に変更すべきであると考える。 

 

 

３．従来の悪臭対策に加え、多面的な角度から課題解決を図ること  

   

湖西市における悪臭問題の起源は古く、長年指摘され続けてきた問題であ

るにも関わらず、現状では解決に至っていないと推察される。今後は、従来

の発想にとらわれない新たな視点も含めた施策の研究や、関係機関と連携し

ての情報収集のほか、平成 27 年度から試験運用中の臭気対策資材の検証作

業を進めるなど、多面的な角度から課題解決に取り組む必要がある。  

同時に、市の施策や事業者の取り組み状況等について、広報の充実を図り、

市民の理解と協力を得られるよう努めることが重要である。  
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２．住宅用地の確保について  

 

 

１．区域区分制度の廃止と、湖西市の実情に合わせた新たな都市計画  

の手法について検討すること  

 

現在の湖西市は、ＪＲ新居町駅、鷲津駅、新所原駅を中心に、それぞれ市

街地が形成されており、高度経済成長期に実施された区域区分の設定は、無

秩序な乱開発の防止という目的に対し、一定の効果を得たと言える。しかし

ながら、本格的な人口減少社会を迎えた現代では、中心市街地におけるドー

ナツ現象や、郊外部の既存集落の衰退が顕著となっており、制度開始当初に

担っていた役目は、その必要性を欠いている。 

コンパクトシティ構想による効率的でスリムな都市形成の必要性を認め

る一方で、既存集落の維持や営農環境の保全もまた必要不可欠であり、今後

の都市計画を考える上では、地域の実情に配慮し、その特性に応じたきめ細

やかな都市計画がなされることが重要である。これまでの区域区分制度によ

る一律的な建築制限を廃止し、地域住民自らが、まちづくりの担い手となれ

るようなシステムを構築するため、新たな都市計画の手法について、抜本的

な見直しが必要と考える。  
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