
１次審査（適合審査）評価項目・評価基準（案） 

 

 

評価項目 選定理由 評 価 基 準 審査方法 

下水道全体計
画区域 

（公募の募集要領より） 
施設からの排水を下水道に投入することか
ら、下水道全体計画区域内に設置する必要が
あるため。 

候補地が下水道全体計画区域内であること。 
適 ：候補地が下水区全体計画区域内にある。 
  
不適：候補地が下水区全体計画区域外にある。 

必要面積 

（公募の募集要領より） 
有効敷地面積 1,500㎡～2,000 ㎡程度 
 
処理能力 25kℓ/日のし尿処理施設（下水道投入
施設）や、施設内の構内道路、駐車場、緑地
等を配置するために一定以上の敷地面積が必
要であるため。 

有効敷地面積（1,500 ㎡以上）が確保でき、か
つ施設の配置が計画できること。 

適 ：施設の配置が計画できる。 
 
不適：施設の配置が計画できない。 
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２次審査（適性審査）評価項目・評価基準（案） 

※早期建設において、国立公園、鳥獣保護区等についても、手続き等に時間を要する項目となるが、下水道全体計画区域内には、該当地区がないことから、除いている。 

※安定稼働において、砂防指定地、地すべり防止区域、活断層等についても、施設の安定稼働に支障が生ずるおそれがある項目となるが、下水道全体計画区域内には、該当区域がないことから、除いている。 

 

 

考慮事項 評価項目 選定理由 評 価 基 準 審査方法 

早期建設 

①保安林 

保安林は、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、
生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、
農林水産大臣又は県知事によって指定される森林です。 

保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保す
るため、立木の伐採や土地の形質変更等が規制されます。立
木の伐採、土石や樹根の伐採開墾など、土地の形質を変更す
る場合には、農林水産大臣又は県知事の許可が必要となり、
解除手続きに時間を要するため。 

〇：候補地が保安林に指定されていない。 
×：候補地が保安林に指定されている。 
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②風致地区 

風致地区は、都市環境の保全を図るため自然的な要素に富
んだ良好な自然的景観を形成している区域として指定され
ています。 

風致地区では、市の風致地区条例により、建築物の建築や
宅地の造成をする場合には、許可が必要となり、解除手続き
に時間を要するため。 

〇：候補地が風致地区に指定されていない。 
×：候補地が風致地区に指定されている。 

③農業振興地域 

農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を
考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると
認められる地域として指定されたものであり、除外の手続き
に時間を要するため。 

〇：候補地が農業振興地域に指定されていない。 
△：候補地が農業振興地域に指定されており、農用地区域内農地に指定されていない。（白地） 
×：候補地が農業振興地域に指定されており、農用地区域内農地に指定されている。（青地） 

④埋蔵文化財埋蔵地 
埋蔵文化財包蔵地での開発には教育委員会に事前の届出

や、発掘調査を行う必要があり、その調査等に時間を要する
ため。 

〇：候補地内に埋蔵文化財包蔵地が無い。 
△：候補地内に埋蔵文化財包蔵地があるが確認のみで対応可能である。 
×：候補地内に埋蔵文化財包蔵地があり調査が必要となる。 

安定稼働 

①土砂災害特別警戒区域、土砂災害警
戒区域 

土砂災害により大きな被害が発生することが予測される
ことから、施設の安定稼働に支障が生ずるおそれがあるた
め。 

〇：候補地が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域に指定されていない。 
△：候補地が土砂災害警戒区域に指定されている。 
×：候補地が土砂災害特別警戒区域に指定されている。 

②急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩
壊危険箇所 

急傾斜地が崩壊することにより、大きな被害が予測される
ことから、施設の安定稼働に支障が生ずるおそれがあるた
め。 

〇：候補地が急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されていない。 
△：候補地が急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている。 
×：候補地が急傾斜地崩壊危険区域に指定されている。 

③土石流危険区域 
土石流が発生することにより、大きな被害が予測されるこ

とから、施設の安定稼働に支障が生ずるおそれがあるため。 
〇：候補地が土石流危険区域に指定されていない。 
×：候補地が土石流危険区域に指定されている。 

④浸水想定区域 
大雨により、河川が氾濫した場合、建物への浸水が懸念さ

れることから、施設の安定稼働に支障が生ずるおそれがある
ため。 

〇：候補地が浸水想定区域に指定されていない。 
×：候補地が浸水想定区域に指定されている。 

⑤宅地造成工事規制区域 
他の区域より災害発生のリスクが高く、施設の安定稼働に

おいて、支障を生じる可能性があるため 
〇：候補地が宅地造成工事規制区域に指定されていない。 
×：候補地が宅地造成工事規制区域に指定されている。 

⑥液状化危険度 
地震発生時、液状化が発生した場合、建物に被害を及ぼす

ことが予測されることから、施設の安定稼働に支障を生ずる
おそれがあるため。 

○：0＜PL≦5 （液状化危険度は極めて低い又は危険度は低い） 
△：5＜PL≦15 （液状化危険度がやや高い） 
×：PL＞15  （液状化危険度が高い） 
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考慮事項 評価項目 選定理由 評 価 基 準 審査方法 

周辺環境 

①学校等教育施設からの距離 施設と学校等からの距離が近い場合、施設からの騒音、振
動、悪臭漏洩等の影響や、搬出入車両等の排ガスによる環境
負荷の増大や交通事故リスクの増加等が懸念されることか
ら、地域の生活環境への配慮が必要なため。 

○：該当施設から距離 300m 以上離れている。 
△：該当施設から距離 100m～300m内にある。 
×：該当施設から距離 100m 以内にある。 

資 料 2-4
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②病院・医療施設からの距離 

③保健・福祉施設からの距離 

④景観への影響 
施設の存在が周辺景観に影響を与えることから、地域の生活
環境への配慮が必要なため。 

○：候補地が伊豆の国市景観計画の景観重点整備地区に指定されていない。 
×：候補地が伊豆の国市景観計画の景観重点整備地区に指定されている。 

⑤アクセス道路状況 
搬出入車両の通行により、交通事故リスクの増加等が懸念さ
れることから、地域の生活環境への配慮が必要なため。 

○：敷地に隣接するアクセス道路の幅員が 9m 以上である。 
△：敷地に隣接するアクセス道路の幅員が 4m 以上～9m 未満である。 
×：敷地に隣接するアクセス道路の幅員が 4m 未満である。 

⑥騒音規制法の規制状況 

施設からの騒音、振動、悪臭漏洩等の影響が懸念され、地域
の生活環境への配慮が必要なため。 

〇：候補地が騒音規制区域の第 4種区域となっている。 
△：候補地が騒音規制区域の第 3種区域となっている。 
×：候補地が騒音規制区域の第 1、2種区域となっている。 ⑦振動規制法の規制状況 

⑧悪臭防止法の規制状況 
〇：候補地が第 2種区域となっている。 
×：候補地が第 1種区域となっている 

経済性 

①上水道の整備費の多寡 
上水道、電気の引込費や道路の整備費等のインフラ整備費の
多寡は、事業費に影響があるため。 

評価項目①～⑤の概算費用による相対評価 

②電気の整備費の多寡 

③道路の整備費の多寡 

④造成費 

④-1 構造物等の撤去費 
既設構造物の撤去費、軟弱な地盤の土壌改良費、地盤の切土、
盛土等の造成費の多寡は、事業費に影響をあたえるため。 

④-2 土壌改良費 

④-3 造成費 

⑤用地取得費 用地取得費の多寡は、事業費に影響をあたえるため。 



補足資料 

 

【保安林の解除要件】 

・森林の災害防止機能から、周辺地域における土砂の流出、又は崩壊その他の災害を発生させるおそれ

がない。 

・森林の水害防止機能から、周辺地域における水害を発生させるおそれがない。 

・森林の水源かん養機能から、周辺地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがない。 

・森林の環境保全機能から、周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがない。 

  

【土砂災害関係の指定】 

 
内容 開発に関する許可等 

土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 

「土砂災害警戒区域」とは、土砂災害に

より危害のおそれのある区域で知事が指

定した区域です。 

「土砂災害特別警戒区域」とは、土砂災

害警戒区域のうち、著しい危害のおそれ

のある区域で知事が指定した区域です。 

土砂災害特別警戒区域の開発行為

に対しては、許可制となります。ま

た、建築物の構造が土砂災害を防

止・軽減するための基準を満たすも

のとなっているか、建築確認申請が

必要です。 

急傾斜地崩壊危険箇所 

急傾斜地（斜面の勾配が 30度以上）でが

け高 5m 以上の崩壊する恐れがある箇所

です。 

地形図で災害の恐れがある箇所を、

図上から想定した箇所。法的な位置

付けはありません。 

急傾斜地崩壊危険区域 

上記の場所で、保全対象人家戸数が 5 戸

以上の（5 戸未満であっても官公署、学

校、病院、旅館等のある）地区、急傾斜

地法第 3 条に基づき指定された区域で

す。 

開発行為には、対策工事を行う必要

があり、県の許可が必要です。 

土石流危険区域 
土石流の発生の危険性があり、人家に被

害を及ぼす恐れのある区域です。 

建設に対する法規制等はありませ

ん。 

 

【液状化危険度判定区分】 

PL 値 危険性 対応 

PL=0 液状化危険度は極めて低い。 液状化に関する詳細な調査は不要。 

0＜PL≦5 液状化危険度は低い。 特に重要な構造物に対して、より詳細な調査が必要。 

5＜PL≦15 液状化危険度がやや高い。 
重要な構造物に対してはより詳細な調査が必要。液状

化対策が一般には必要。 

PL＞15 液状化危険度が高い。 液状化に関する詳細な調査と液状化対策は不可避。 
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【騒音の規制基準】 

区域の区分 

規制基準 

昼間 
(午前８時から後６まで ) 

朝・夕 
(午前６時から８まで ) 

(午後 ６時から 10 時まで ) 

夜間 
(午後 10 時から 

翌日午前６時まで ) 

第 1種区域 50デシベル 45 デシベル 40デシベル 

第 2種区域 55デシベル 50 デシベル 45デシベル 

第 3種区域 65デシベル 60 デシベル 55デシベル 

第 4種区域 70デシベル 65 デシベル 60デシベル 

 

区域 

第 1種区域 第 2種区域 第 3種区域 第 4種区域 

第 1種低層住居専用地

域 

第 1種中高層住居専用

地域 

第 2種中高層住居専用

地域 

第 1種住居地域 

第 2種住居地域 

準住居地域 

市街化調整区域 

近隣商業地域 

商業地域 

工業地域 

 

【振動の規制基準】 

区域の区分 規制基準 

種別 該当区域 
昼間 

(午前８時から後８まで ) 

夜間 
(午後８時から 

翌日午前８時まで ) 

第 1種区域 
騒音規制法に基づく第 1種区域 60デシベル 55デシベル 

騒音規制法に基づく第 2種区域 65デシベル 55デシベル 

第 2種区域 
騒音規制法に基づく第 3種区域 70デシベル 60デシベル 

騒音規制法に基づく第 4種区域 70デシベル 65デシベル 

 

【悪臭の規制基準】 

規制基準に係る区域の区分 臭気指数 

第 1種区域（伊豆の国市の区域ののうち都市計画法(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） 
15 

第 2種区域（第 1種区域を除く伊豆の国市全域） 18 

 

  



２次審査の審査方法（案）について 

 

１.評価項目ごとの点数化方法について 

  ①評価基準の設定 

評価基準は、各評価項目の具体的な評価の基準であり、評価項目毎に、３段階または２段階の基

準を設定しました。 

  ②各評価項目に対する点数化 

各評価項目に３点の配点をします。３段階に区分した評価項目は、３点、２点、１点の採点を、

また、２段階に区分した評価項目は３点、１点の採点とします。 

 

1-1.「〇」、「△」、「×」の３段階評価について     1-2.「〇」、「×」の２段階評価について 

  

評価区分 点数化 

「〇」 ３ 

「△」 ２ 

「×」 １ 

 

 

1-3.経済性の採点について 

  ①～⑤の概算事業費の合計額による相対評価 

  採点＝配点×（１番安価な申請地の費用÷当該申請地の費用） 

 

 

２.重み付けについて 

 考慮事項は、いずれも建設候補地選定のために重要な事項ですが、本施設は、市民の生活環境の保全、

公衆衛生の向上のため日々稼働することが求められます。また、施設建設及び運営・維持管理におきま

しては、市民の大切な税金を財源としております。 

このことから、重み付けを行う考慮事項は、「安定稼働」と「経済性」とし、これら考慮事項に対す

る評価項目には、２倍の点数を付与し、合計点により評価を行います。 

 

考慮事項 重み付け理由 

安定稼働 

 し尿処理施設は、市民の生活環境の保全、公衆衛生の向上のため日々稼働す

ることが求められるため、災害に強い施設とするためには、非常に重要な項目

です。 

経済性 
施設建設及び長年に渡る運営・維持管理経費は、市民の大切な税金を財源と

しているため、非常に重要な項目です。 

 

 評価区分 点数化 

「〇」 ３ 

「×」 １ 
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