
開会回数

大硲 昭彦 湯本　永一 荒井　茂夫 宮入文彦
坂口 方成 北澤　武彦 洞田　英樹 宮下　真人
佐藤 基 塚田　勝雄 小岩　成夫 関口　彩香
高野 郁子 宮尾　憲夫 青木　猛治

宮澤　正人  小岩多美子

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
38 意見 委員

41 意見 委員

41 意見 委員

39 意見 委員 危機管理
防災課長

39 意見 委員 危機管理
防災課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

５行目
『令和元年東日本台風災害では、・・・』
を
『令和元（2019）年10月の東日本台風災害で
は、・・・』
と表記した方が、上段とのバランスが取れるのでは
ないか。

指摘のとおり、上段とのバランスを取るため、2～5行目を
次のとおり修正する。
『・風水害では、西日本を中心に平成30（2018）年6月から7
月にかけて発生した平成30年7月豪雨や、熊本県を中心に
九州や中部地方などで令和2（2020）年7月に発生した令和
2年7月豪雨の発生をはじめ、・・・
・令和元（2019）年10月に発生した令和元年東日本台風災
害では、・・・』

１－１

【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

1 審議会委員 事務局

開催日時

2021年10月1日(金)

開催場所

301会議室 策定委員

１－１ 「防災減災」の箇所にも「霞堤」の説明を追加 建設課長 41ページ　(4)治水・治山対策の整備（項目1つ目）
『信濃川水系緊急治水対策プロジェクトを推進し、・・・』
に
『信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける遊水地整
備や河道掘削等の治水対策を推進し、・・・』
と追記する。

「霞堤」の表記方法については検討する。
⇒建設課検討結果
　現在進めている遊水地整備は、霞堤の開口部となってい
る箇所に新たに堤防を設置して遊水地として整備する事業
であるため、「遊水地整備」という一言で記載をしたいと考
えます。

１－１ 多くの市民が関心を持っているため、霞堤の記載を
追加

１－１ 治水・治山対策の整備に霞堤の整備・対策を追加

１－１

７～８行目
『・・・地震が発生すると、震度6強程度の揺れ・・・』
を
『・・・地震が発生する、千曲市では震度6強程度の
揺れ・・・』
と追加。

意見のとおり追記する。
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【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
39 意見 委員 危機管理

防災課長

39 危機管理
防災課長

40 意見 委員 建設課長

41 意見 委員 環境課長

41 意見 委員 危機管理
防災課長

44 意見 委員 建設課長

回答・処理事項

１－１ ２８行目　市民の役割
『・・・防災訓練等に積極的に参加し防災意識を高め
る。』
を
『・・・防災訓練等に積極的に参加し防災意識、減災
への関心を高める。』
と追加。

意見のとおり追記する。

１－１ 【担当課からの申し出】
２９行目
『・・・非常時の行動確認を研鑽し、・・・』
を
『・・・非常時の行動確認をし、・・・』
と文言一部削除する。

箇所 質問・意見・要望事項等

１－１ ９～１１行目　市の役割の２項目
同じ内容ではないか。

指摘のとおりであるため、
11行目『堤防の脆弱箇所や低水路護岸などの・・・』
の項目を削除する。

１－１ (3)防災・減災対策　　の施策に、「家庭用雨水タン
ク」を追加

意見のとおり追記する。
1-1-1-（3）
『住宅等への雨水貯留施設の設置を推進します。』

１－１ ３２行目　1-1-2災害時の支援強化の項目１つ目
罹災証明書の発行のみならず、生活再建全般の取
組強化、機動的な動きが感じられる記述とする。

意見のとおり追記する。
1-1-2　項目1つ目
『・・・迅速な受付及び発行業務に努めます。併せて、被災
者の生活再建が迅速に行えるよう相談窓口を設置し、必要
な支援を講じるとともに、国や県などに必要な支援を求め
ます。』

１－２ 施策の項目へ「街路樹の選定、伐採、雑草の駆除」
を追加

意見のとおり追記する。
1-2-1　項目最後尾へ
『車、歩行者の安全確保を図るため、街路樹の剪定、伐採
等の維持管理は地元区・自治会と協働により進めます。』
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【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
38 委員 建設課長

38 委員 建設課長

38 委員 建設課長

38 委員 建設課長

建設部長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

通報があれば随時行う予定ではいる。私有地については
所有者にお願いしたい。

私有地は勝手に市で行うわけにはいかない。

後日、所管から連絡する。

総合計画は市の方針を掲載する。霞堤については用語集
などなら掲載できるが、本文には記載せず、実施計画など
で対応する。

千曲川の断面を数年に一度調査している。以前の洪水が
なかった当時まで掘り調査もしている。返還は不要。台風
19号で出た水分は貯留できる。用地買収方式で実施した
い。今後足りない場合には掘るため、国交省からの情報は
市報・HPで逐一報告したい。

「霞堤」の表記方法について検討したい。

6時間後の水位予測を見て業者と常に連絡を取り合う。水
位計が5ｍを越えれば動く。今後、業者と協定書を結ぶ予
定。締結後は市民に公表する。

早くふさぎ過ぎると内水氾濫になる。様子をみながら対応し
たい。

ポンプにて対応する。

随時点検している。

迂回して閉める。用地買収のためにも理解を得ていくよう
にしたい。

閉めたらどうする。

土のうの劣化は大丈夫か。

地権者の反対もあると聞いたが緊急時は閉めるの
か。長いスパンで協力を求めるべきでは。

霞堤を随時やっていくという文言が入ると安心でき
る。

土のうを積んであるが隙間がある。隙間はどうなる
か心配。

土のうの隙間はどのくらいでふさげるのか。

更級川上流について、丸太や木の枝が引っかかっ
ている。U字溝にも落ち葉がつまっているが、対応
策は。災害時心配。

里山の間伐を県でやったが倒しっぱなしになってい
る。

個人の山が多いが、個人で片付けて欲しいと言わ
れたが結局、所有者はやらない。

霞堤は先人の知恵であるが、当時と状況が違う。霞
堤の必要性と貯水池の効果を明記して欲しい。

河道掘削のため、川の中にある市有地は国に無償
返還すべき。
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【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
委員 建設課長

委員 危機管理
防災課長

委員

委員

委員 建設部長

委員 危機管理
防災課長

委員 都市計画
課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

このへんは市職員が入っているため若い人がいるが、山手
では高齢化が進んでいる。団同士で合併して維持をはかっ
ている。国を挙げて待遇改善を図る。いい案あれば提案い
ただきたい。

都市計画マスタープランに含まれる文言。やり方は難しく、
ピンポイントでは申し上げるのは難しい。色々なまちづくり
の中で長期的に進める。山手だけでなく、中心もスポンジ
化している。山手から補助を出して転居してもらうこともあ
るが、実際は難しい。

ヤフーも情報源があるため表立って違うとは言えない。

ガイドブックでもお伝えしているが、メディアでは自助が7
割。市民の皆がそのような気持ちで行動すると素晴らしい
が、着の身着のままの方もいる。避難場所は広い広場、都
市公園にはトイレを作っているが古いものはない。状況に
よって仮設トイレ設置する。避難所は生活することになるた
め体育館等機能的にしっかりしたものになる。

県の指定。職員が現場確認はする。

まだ採石をしているので指定になじまない。県も緑化の指
導などはする。

お盆時の出水で、石積みが露出したため緊急で補強した。
市報（10月）はタイムラグがあるので最新ではない。

依頼するには事業者の相当のご理解が必要。コロナのた
め車避難が必要が、事業所によってコロナの関係でトイレ
の使用許可が出せなかった。

ヤフーメールの情報源は不明だが、瞬間的にメールがで
る。市は気象庁や県の情報をみながら判断している。

消防団のなり手はないのか。

居住誘導区域とはどう誘導するのか。

40年前くらいに崩れた。

堤防強化は野高場側だけか。トンパックをおいて
あったが。

先日の大雨は緊急メールがなかったが、来ない不
安と、来ないが大丈夫なのかという2通りの不安
あった。

そういった情報は市民に知らせていただきたい。

避難場所にトイレがないことは、市民側からすると
怒りになってしまう。トイレがないなら携帯トイレをお
持ちくださいなどと伝えたほうが良いのでは。

指定されていないが大丈夫か。

事前意見シートNo.13

事前意見シートNo.21

事前意見シートNo.7

避難所駐車場の確保を事業者に依頼することは、
検討でなく、是非実施していただきたい。

事前意見シートNo.3
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【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
委員

委員

委員

委員

委員

委員 生活安全
課長

委員

生活安全
課長

箇所 質問・意見・要望事項等

生活安全
課長

どう増やすのか。取り組みはしているのか。

警察からの回覧版はあるが、市からもお知らせを出
す必要があるのでは。

目標値は低いのでは。

しっかり取り組んでいきたい。

何が原因で犯罪は減らないのか。分析はしている
か。

広報して参ります。

「こども110番の家」についてどこがその家なのか。 警察、防犯協会が主のため啓発方法は不明。確認する。事前意見シートNo.27

事前意見シートNo.27

把握していないというのはどういうことですか。

駅は市でやっているものではない。市単独ではない
のか。

施設以外はない。

区の財政で差がつく。市でガイドラインを示してほし
い。

了解した。

区・自治会で独自に設置しても良いのか。 設置の表示はする必要があるが、設置自体は問題ない。

区長連合会などで資料を出し、区でやってよいと伝
えるべきではないか。

了解した。

市の施設は規程を設けて設置している。

設置しているところもあるが、プライバシーの問題もある。
不特定多数が利用する場所では撮影を嫌がる人もいる。
設置箇所には表示をしている。

防犯協会から資料はもらっている。犯罪は多岐にわたって
いる。空き巣、自転車、車上狙い、万引きが順に多い。

ない。学校、駅には設置している。

了解した。

交通事故はゼロにしたいが、犯罪に関しては過去の状況を
みるとゼロとはいいにくい。

回答・処理事項

⇒生活安全課確認
　千曲警察署に確認したところ、学校では「子どもを守る安
心の家」を子どもに直接紹介したり、マップを作成して周知
したり、登録された家等には、警察が提供する看板を掲示
して子どもが分かるようにしています。登録手続きは、学校
長が警察に申請し、警察が委嘱状を交付しています。

防犯カメラは市では一台も設置していないのか。

設置箇所や台数は公開の必要はないが、個人情報
の関係があるので難しいのか。

事前意見シートNo.26

交差点にもないのか。

区でやるとしても指針は出すべきではないか。
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【千曲市総合計画】　第1部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言

委員名
回答

部課長名
委員 生活安全

課長

委員 生活安全
課長

委員 都市計画
課長

建設部長

委員 総務部長

委員

委員 建設課長

委員

委員

52 都市計画
課長

⑤成果指標の「全人口に占める居住誘導区域内人口割
合」の目標値の数値変更をお願いしたい44.9を42.5へ。

温泉に行きやすいよう。緊急自動車が早く上がれるよう。
八幡工業団地に来やすいように。地元の要望をもとに設置
した経緯がある。
慎重に調査しながら進める。

知っている。

立地適正化計画で用途は難しい。

SA自体が地すべり地域。当初は計画なかったが、地元の
要望でつくった。そのためガソリンスタンドない。現状は拡
幅して大丈夫かの確認していくが、フル規格化をめざす。
国交省は大型車が安全に通れるようにする必要がある。

管理人が2時間しかいない。一時利用の方がいないという
こと。屋代駅に設置すると時間を延ばす必要がある。

駅の利用客が伸びない。

杭瀬下は一時は増えたが今は少なく、空き家も出で
きた。一時増えても下がってくることを考える必要が
あると思う。長期的に考えないといけない

起きないように調査をする。大丈夫であれば工事を進め
る。

地下水を監視する穴があるなど、危険。

要望はした。抜けまといわれて水が出ている。道は
広げて欲しい

地すべりと回答あるが大丈夫か。

小中一貫校を推進してはどうか。若者の人口増に
繋がる。

小さな自治体はやっているが事情が違う。地域の実情を考
慮して検討していく。

了承。

千曲駅できて間もないが景観とは。 千曲駅、屋代高校駅は市で枝切で通りやすく、見えやすく
する作業・看板の手入れをしている。

事前意見シートNo.31

千曲線が開通し、埴生小五加小が児童が増えてい
る。周りの住宅環境を考慮すると中区・小船山区に
白地地域がある。解消して欲しい。

白地を変えるのも難しいが、土地利用の計画などを見なが
ら、市として用途をどうするか検討する。

事前意見シートNo.29

事前意見シートNo.33

時間パーキングはないか。違法に止めて電車に
乗っている人もいる。

一時利用できるように検討したい。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

事前意見シートNo.34

地域の方はご存知か。

災害は起きないのか。

メリットがあるのか。
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