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住民説明会の開催状況（概要） 

 

１ 開催状況 

地区 開催日時 場 所 参加人数 

平良 

(バイパス以南) 

平成 29年 10月 28日(土) 

19：00～20：00 
商工保健会館 ０名 

佐方 
平成 29年 10月 29日(日) 

19：00～20：00 
佐方市民センター ６名 

原 
平成 29年 10月 31日(火) 

19：00～20：00 
原市民センター ８名 

佐方 
平成 29年 11月 1日(水) 

19：00～20：00 
佐方市民センター ７名 

原 
平成 29年 11月 3日(金) 

10：00～11：00 
原市民センター １４名 

平良 

(バイパス以北) 

平成 29年 11月 5日(日) 

14：00～15：00 
商工保健会館 １１名 

平良 

(バイパス以南) 

平成 29年 11月 6日(月) 

19：00～20：00 
平良市民センター ９名 

平良 

(バイパス以北) 

平成 29年 11月 8日(水) 

19：00～20：00 
平良市民センター ９名 

 

２ 説明内容 

 (1) 廿日市市新機能都市開発事業の概要 

 (2) 組合土地区画整理事業について 

 (3) 事業の実施による影響と効果 

 (4) まとめ 

 

３ 主な意見・質問 

(1) 地元説明会に関すること 

(2) 事業全体に関すること 

(3) 土地利用に関すること 

(4) 道路に関すること 

(5) 工事に関すること 

(6) 排水（雨水・汚水）に関すること 

(7) 環境への影響に関すること 

(8) その他 
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住民説明会での主な質疑応答 

(1) 地元説明会に関すること 

意見・質問 市の考え 

今回、事業検討区域の周辺地区

に説明会をした理由は何か。 

今後、周辺地区については「環境に関する調査」、「交通

量の調査」、「測量等の立入り」などの調査検討が考えら

れるため、説明会を開催しています。 

(2) 事業全体に関すること 

意見・質問 市の考え 

現時点で、事業予算はどの程度

を考えているのか。 

基本計画(案)概要図の事業検討区域「約 70ha」のうち、

中核となる部分「約 55ha」を想定した場合、土地区画整

理事業としては、約 123億円を予定しています。市の負担

は、支出ベースで約 32億円、市の換地の資産価値は約 35

億円と考えています。 

市の山林はどの程度あるのか。 市の山林を、約 35haとしています。 

事業推進体制に関して、民間事

業者に委託（活動支援要請）す

るという点について教えてほ

しい。 

事業を推進するにあたり、民間活力の導入を検討してお

り、民間事業者の知識と経験と資金力を活用し、事業を進

めていくこととしています。 

事業推進体制に関して、民間事

業者が平成 30 年度以降に事業

を推進していけば、廿日市市は

無関係となるのか。 

基本計画(案)概要図の事業検討区域内には市の土地があ

るため、地権者の一員として事業に関わり続け、まったく

関係がなくなるわけではありません。 

事業全体の説明についてはい

つ頃を予定しているのか。 

事業検討区域の測量や基本設計については、来年度以降進

めていく予定ですが、具体的な時期は明言できません。順

次説明していくよう考えています。 
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(3) 土地利用に関すること 

意見・質問 市の考え 

Ａエリア、Ｂエリアの事業規模

や、その他の土地利用について

教えてほしい。 

基本計画(案)概要図において、事業検討区域は約 70haを

想定しています。その内、中核となる部分の面積が約

55ha、Ａエリアは約 16ha、Ｂエリアは約 12haを想定して

います。 

事業検討区域内の土地が全て宅地になるのではなく、現状

の地形が丘陵地のため法面も出てきます。今後、各々の地

権者の意見を聞きながら、最終的な面積や土地利用を決め

ていくため、確定したものではありません。 

Ａエリア、Ｂエリアの完成年次

と建築予定時期はいつか。 

工事に関して、Ａエリアは平成 39 年度、Ｂエリアは平成

36年度～平成 37年度にかけて造成工事を完了し、随時、

立地企業が建築工事に着手できるよう考えています。 

Ａエリアの観光・交流施設用地

は、どのようなイメージか。 

Ａエリアの観光・交流施設用地については、首都圏の上場

企業を訪問し、立地検討していただける意向を確認してい

ます。具体的なことは、企業の経営戦略に関わることなの

で、現時点ではお示しできません。 

Ｂエリアの工業施設用地の需

要はあるのか。 

また、Ｂエリアは業種の指定・

想定はあるのか。 

今回の事業では、事前に立地企業の市場調査をしており、

電話アンケート調査を約 12,000 社、訪問聴き取り調査を

約 130社、郵送アンケート調査を約 430社に向けて行って

います。その結果、Ｂエリアについての、需要面積は市内

企業だけで約 12ha～15haで、市外企業の需要も含めると、

分譲可能であると考えています。 

また、市場調査のうえでＢエリアについては、製造業の中

で金属加工業が多くを占めています。 
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(4) 道路に関すること 

意見・質問 市の考え 

事業検討区域内で渋滞すれば

周辺住宅地に車が流れてくる

のではないか。もう少し幹線道

路や準幹線道路を増やし、国道

433 号への接続箇所を増やして

はどうか。 

事業検討区域内・外の道路網については、将来の交通量を

推計し、幹線道路の車線数等を決めていきます。今後、計

画道路網や将来交通量を推計し、必要な道路を検討するこ

ととしています。 

新しい道路を整備するにあた

り、安全性に留意してほしい。 

安全性については、これから測量調査や設計を行うなか

で、警察と協議したいと考えています。 

幹線道路①～③は、どのような

道路になるのか。 

また、佐方地区方面へのルート

は、どうなるのか。 

幹線道路については、山陽自動車道と西広島バイパスを結

ぶ道路として 4車線を想定しています。 

また、将来「県道」としての管理を想定し、現在、国・県

と協議を進めているため、西広島バイパスへの接続形態

や、西広島バイパス以南のルートは確定していません。 

幹線道路について、原地区方面

に道路を整備し、国道 433号に

接続する考えはないのか。 

原地区方面への道路整備については、市内・地域全体の道

路網の関係もありますので、意見としてお聞きします。 

幹線道路③のルートは、いつご

ろ地元へ説明する予定なのか。 

平成 33年度から事業検討区域内の造成工事に着手するこ

ととしており、地元への説明は、その前に行いたいと考え

ています。ただし、幹線道路③のルートは、平成 33 年度

以前のどの時点で説明できるかは、現在、国・県と協議を

進めているため、現時点では具体的な時期について明言す

ることができません。 

現在でも夕方になると西広島

バイパスへの合流ができない

ほど渋滞している。幹線道路③

ができると、さらに危険になる

のではないか。 

幹線道路③の西広島バイパスへの出入りについては、今

後、安全な出入りができるように十分に検討していきたい

と考えています。 

準幹線道路③は必要なのか。 準幹線道路③の必要性については、Ａエリアの観光・交流

施設用地、Ｂエリアの工業施設用地にアクセスする車両を

考えると、幹線道路１本だけでなく、それを補完する道路

として必要であると考えています。 

準幹線道路③の接続先は国道

433 号までの整備を考えている

のか。 

準幹線道路③の接続箇所は、将来のまちづくりへの影響、

未利用地の利活用の促進を考えると、陽光台南交差点に接

続することを想定しています。 

準幹線道路③のルートは、いつ

ごろ地元へ説明する予定なの

か。 

地元への説明については、国道 433号へ接続する道路周辺

の測量調査と予備設計を来年度以降に予定していますの

で、今は具体的な時期を明言することができませんが、順

次説明していくよう考えています。 
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準幹線道路③の整備により、引

越しの必要性があるなど、周辺

の生活環境が悪化するのでは

ないかと不安である。 

準幹線道路③については、極力、生活環境に影響を与えな

いように考えています。ただし、どうしても道路に当って

しまう家屋・敷地もでてきますので、計画ができてからそ

の方々には相談させていただきます。 

準幹線道路③は、工場の大型車

両の交通規制はできないのか。 

現時点では交通規制は考えていませんが、参考とさせてい

ただきます。 

周辺の道路計画について、以

前、市役所に確認したところ、

「道路の計画はありません」と

いう回答であった。どうして教

えてくれなかったのか。 

事業検討区域の事業計画は、昭和 47 年から総合計画や都

市計画マスタープランなどで位置付けられていましたが、

主要な道路以外の道路は位置付けられていませんでした。

今年 5月の議員全員協議会で事業説明をし、それに伴う補

正予算が 6 月議会で承認されたことで事業化が決定した

ため、この度説明会を開催しました。 

(5) 工事に関すること 

意見・質問 市の考え 

工事車両は、どこを通ることを

予定しているのか。 

工事期間中の工事車両は、国道 433号から山陽自動車道の

側道を通り、事業検討区域内に入ることを想定していま

す。 

小・中学校の下校の間、全ての

工事車両を制限することは難

しいと思うが、安全対策はどう

するのか。 

ガードマンなどの安全対策については、地元の意見を聞き

ながら進めていきたいと考えています。 

工事用道路として幹線道路③

からつくるということはでき

ないか。 

道路工事もかなりの工事期間を要し、その後、造成工事を

すると、さらに工事期間が必要になると思われます。でき

るだけ短い期間で工事を終え、工事車両の通行期間を少な

くしたいと考えています。 

民間施設の建物工事に関して

もしっかり安全対策をしてほ

しい。 

民間施設の工事についても、市の指導として対応するよう

考えています。 

伐採した木はどうなるのか。搬

出が必要ではないのか。 

伐採伐根については、低炭素化への対応も含め、周辺に影

響が少ない方法を考えていきます。 
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(6) 排水（雨水・汚水）に関すること 

意見・質問 市の考え 

集中豪雨が問題となるが、排水

はどのように考えているのか。

可愛川に水が集中すると、崩壊

する可能性もあるのではない

か。 

事業検討区域内の雨水排水については、開発基準に基づき

調整池を配置します。調整池に溜めて時間をかけて、既存

の河川に放流します。 

 

近年 100mm/hの雨量も良く聞く

が、廿日市市で近年降った雨で

多いものは何 mm/hか。 

平成 11年 6月 29日の豪雨では、近隣で 80mm/h程度でし

た。 

事業検討区域内で宅内汚水は

河川に流すのか。 

事業検討区域内の汚水処理は、公共下水道に接続すること

を想定しています。そのため、直接河川に流すことはあり

ません。 

(7) 環境への影響に関すること 

意見・質問 市の考え 

自然が豊かな場所なので、開発

により自然が無くなってしま

うのではないかと心配してい

る。 

今後、動植物、騒音、振動、大気などを調査し、環境影響

評価を行い、説明することとしています。また、事業検討

区域内の法面についても緑化するなど配慮したいと考え

ています。 

事業検討区域内で極楽寺山の

登山道が２ルートあり、基本設

計の段階から登山ルートを確

保してほしい。 

事業検討区域内で代替ルートの確保について、どういった

形で残せるか検討していきたいと考えています。 

切土盛土になると土砂災害の

危険性が増えるのではないか。

そこだけでなく、周辺の山も脆

くなってしまうのではないか。 

造成工事による法面については、勾配を緩やかにし、土砂

災害危険箇所等にならないように配慮して設計すること

としています。 
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(8) その他 

意見・質問 市の考え 

事業検討区域周辺の市街化区

域の見直しを行うことはでき

ないのか。 

市街化区域の見直しについては、現在、広島都市圏の市街

化区域の定期見直しを行っていると聞いていますので、そ

の動向を見守ることになります。 

事業検討区域の北東側（広島市

側）の山林は、どうなるのか。

そのまま市街化調整区域とし

て残るか、民間が開発すれば解

除されるのか。 

事業検討区域の北東側（広島市側）の山林を事業検討区域

に含めるとなると、別の事業手法を考えなければいけませ

ん。色々な選択があると思います。 

事業検討区域周辺の小規模な

団地の開発は、この事業計画を

鑑みて許可されていると考え

てよいのか。 

事業検討区域周辺の住宅・開発の状況の一つ一つを把握は

していません。 

廿日市駅北土地区画整理事業

と、事業検討区域との間の山林

はどうなるのか。 

この事業には含んでいません。 

有効付加機能として教育施設

があるが、保育園が建設される

予定はあるのか。 

Ａエリアに観光・交流施設やＢエリアに工業施設が建設さ

れると労働者も増えることになります。そのため、需要が

高ければ保育園ができるかもしれませんが、公立保育園と

しての運営ではないと思います。 

説明会の質疑・意見等は市の広

報誌には載らないのか。 

市の広報誌には、事業の特集を掲載することを考えていま

す。ただし、内容については未定です。 

 

※今回の説明会でいただいたご意見やご質問については、市においても十分検討し、今

後の組合土地区画整理事業に活かしていきます。 

なお、土地区画整理組合の設立後に、土地区画整理組合が対応する内容も含まれます。 


