
NO. 策定委部会・事務局回答

第１章
達成方針
【　１-１　】

38 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　総合計画の中では霞堤の細かな説明までいたしませんが、市
報10月号の中で霞堤の機能や霞堤の治水対策を考慮した計画
（霞堤を遊水地とする効果）について紹介しています。
　Ｐ41の（4）治水・治山対策の整備の中で、プロジェクトにおける
具体的な治水対策として「遊水地整備や河道掘削等」の文言を
追加いたします。
　なお、今後もプロジェクトの進捗状況等については、市報等で
お知らせする予定です。

第１章
達成方針
【　１-１　】

38 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　令和元年東日本台風の影響による浸水被害を受けて、被災
直後から前岡田市長は霞堤の遊水機能を確保したうえでの霞
堤の閉鎖を国へ要望しました。その後、信濃川水系緊急治水対
策プロジェクトがまとまり、市内2か所の霞堤が遊水地計画地と
なりました。市内の遊水地整備は令和6年度を目標に緊急的に
行う計画ですが、それまでに同じ浸水被害を繰り返さないため
に、市で行う水防活動の一環として昨年度2か所の霞堤内に大
型土のうを設置し、浸水被害軽減に努めています。
　遊水地整備は大規模な洪水時における「洪水調節機能の向
上」が期待され、千曲川の本川水位の低下を目的に整備しま
す。今年度から各種現地調査を行い具体的な計画を検討して
おり、来年度から事業着手し令和6年度の完成を目指しており
ます。

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

1

　素案２ページの真ん中ほどに、「千曲川霞堤部分からの水の流入」と
いう記述があるが、下記の視点も含めて、防災減災の箇所にも「霞堤」
の説明をすべきと思います。
　１．霞堤の意義（先人の治水対策として構築）
　２．今後の霞堤の治水対策を考慮した計画（具体的として、新堤防の
建設による遊水地としての完成年度）

2

　令和元年の台風19号による被害を受けて、その後、千曲川の霞堤の
問題はどうなったのか？前岡田市長は全面的になくすと言明していた
が、現状どうなったのか？どうするのか？
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【１-１】

39 ページ 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　風水害ではの項目内に「台風及び集中豪雨による水害や土
砂災害など」として記載しています。
　屋代駅前東側の山の斜面は、土砂災害特別警戒区域（急傾
斜）に指定されており、戸倉駅東側の採石場のむき出し現場
は、特段指定されていない状況です。
　ご心配のとおり市内には土砂災害による危険個所があります
ので、長野県とも情報共有を図りながら警戒を図っております。

第１章
達成方針
【　１-１　】

39 ページ 5 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　気象庁が「令和元年東日本台風」と命名していることから、本
計画においての表記も「令和元年東日本台風」といたします。
　ご指摘いただきましたとおり、上段とのバランスをとるために、
2行目～5行目を以下のとおり変更いたします。

・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では～

第１章
達成方針
【　１-１　】

39 ページ 7、8 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

ご意見のとおり修正します。

令和元年東日本～
↓
令和元（2019）年10月の東日本台風災害
の表記の方が上段とのバランスが取れると思います。

3

①現状と課題

　大雨による土砂災害の危険性についても記載した方がよいと思いま
す。
　近年、千曲市でも土砂災害警報が頻繁に発令されていますし危険個
所もあると思いますので。
　個人的には、屋代駅東側の山の斜面、戸倉駅東側の採石場のむき
出し現場　は、大丈夫でしょうか。

4

5
地震が発生すると、震度6強程度
↓
地震が発生すると、千曲市では震度6強程度
の方がわかりやすいと思います。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-１　】

39 ページ 28 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

ご意見のとおり修正します。

第１章
達成方針
【　１-１　】

39 ページ 下から3 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　斬新なご提案をいただきありがとうございます。
　市全域の事業者に一律に避難所として提供いただくことは事
業者の協力が必要となり、現段階では難しいと考えています。
　災害時に事業者自ら避難場所や避難所として提供いただける
ような仕組み作りを検討してまいります。

第１章
達成方針
【　１-１　】

40 ページ 6 行目 質問 回答担当課：危機管理防災課

　災害の状況や社会環境の変化を踏まえ見直し、修正される
「防災基本計画（国）」、「長野県地域防災計画」の反映及び千
曲市内での災害状況を教訓に災害予防対策や避難対策及び
活動体制等の見直し、修正を行い、実効性のある計画とするこ
とで、防災対策を推進していくこととしています。

第１章
達成方針
【　１-１　】

40 ページ 9,11 行目 意見 回答担当課：建設課

　ご指摘をいただき、ありがとうございます。
　上・下2項目同内容でしたので、二つ目の「堤防の脆弱箇所や
低水路護岸などの整備を国に要望する」の項目を削除して修正
いたします。

7

③各主体に期待される主な役割
◎事業者

　千曲市全域の事業者に対して、緊急時は、避難所として提供する旨
の記載(計画)をしたらどうでしょうか。
　市民の逃げ遅れや、避難所が一杯で入れない等がなくなると思いま
す。
　千曲市は有事の際は、どこの事業所へも避難できる、これが大きな
安心につながると思います。
　例えばコンビニは、いろいろな所にありますし、駐車場あり、トイレあ
り、２４時間営業なので、かなり有効な避難所になると思います。

6
・・・参加し防災意識を高める
↓
・・・参加し防災意識、減災への感心を高める。
とし、上の防災・減災の1行は必要ないのではないでしょうか

9
堤防の脆弱箇所や～
は上・下2項目同内容ではないでしょうか

8

　「地域の防災計画の定期的な計画の見直し修正を行い、計画に基づ
く防災対策の推進を図る」　とあるが、どのように行うのか説明を求め
る。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【１-１-１】

40 ページ 行目 質問 回答担当課：危機管理防災課

千曲市消防団（市内１３分団）を指しています。
（消防署、自衛消防団ではありません）

第１章
達成方針
【　１-１　】

40 ページ 18～ 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　市で開設する避難所は、速やかな開設と避難者の安全確保
及び地域の実情に応じた避難対策が図れるよう、マニュアル作
成と職員研修を重ねているところです。
　地域防災力の向上については、「地区防災計画」策定に向け
た支援の中で、区、自治会、地域等で開設を予定されている避
難所については、計画策定時に作成を支援してまいります。

全体を通じ「減災」を強調とのご意見でございますが、1-1-1災
害に強いまちをつくる（２）、（３）において減災に対する施策を記
載しております。また、施策全体が防災、減災の項目として記載
をしたものでございます。

第１章
達成方針
【１-１-１】

40 ページ 行目 質問 回答担当課：危機管理防災課

　「防災基本計画（国）」、「長野県地域防災計画」においても、
修正との記述となっています。

10

(1)地域防災力の向上
　
　念のために確認しますが、消防団員の確保と記載がありますが、ここ
でいう消防団員とは、下記のどの団体、組織を指していますか。
　　消防署職員のこと？
　　消防第○分団のこと？(杭瀬下ですと、消防第５分団)
　　自衛消防団（杭瀬下区で組織されています）

12

(2)防災・減災対策の強化・支援

　国の「防災基本計画」、県の「地域防災計画」の修正を反映します、と
記載されていますが、修正ではなく改訂の間違いではないでしょうか。

11

（１）地域防災力の向上　の項に以下を追加する。
・各避難所において「避難所運営マニュアル」の作成を推進する。行政
は作成を支援するために「避難所運営マニュアルのモデル」を示し、作
成等ノウハウを支援する。成果指標に避難所運営マニュアル策定件
数追加。
また、全体通じて「減災」を強調して欲しい。どのような災害であっても
人が死なない、を目指して欲しい。
＜理由＞
事前に避難所運営マニュアルが、国・県の指針に応じた上でどこまで
地域の実情に応じて作成されているかに、かかっている。例：ペット動
物の同行避難（環境省）も、障がい者配慮（厚労省）も、運営マニュア
ルに具体化されなければ、地区防災計画は実現できない。地区防災
計画～避難所運営マニュアルを一連と捉えるべき（阪神淡路大震災か
らの経験知です）。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-１　】

40 ページ 34 行目 意見 回答担当課：都市計画課

　居住誘導区域とは、一定のエリアにおいて人口密度を維持す
ることにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保され
るよう、居住を誘導する区域をさすものです。
　

第１章
達成方針
【　１-１　】

41 ページ 7 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

・公園、運動広場などの一部でトイレがないまたは仮設トイレ設
置による避難場所を指定しておりますが、災害時には、簡易トイ
レや仮設トイレを設置することで対応することを想定していま
す。
また、長期間被災者が生活される避難所は、トイレがある施設
を指定しています。

・避難場所調査は、市では実施しておりません。

・捜索時は、警察、消防などと連携し、また、区、自治会を通じ
安否確認が可能となるよう連絡調整に努めてまいります。

第１章
達成方針
【　１-１　】

41 ページ 13 行目 質問 回答担当課：建設課

　山地部における急傾斜や土石流などの土砂災害警戒区域の
中で特に危険の恐れのある箇所については、県の事業により
斜面の崩壊や落石防止のための防護柵設置や、沢や渓流で発
生する土石流を防止するための砂防堰堤の設置などの対策を
行っています。
　市民の生命・財産を守るため、市も県と連携し協力しながら事
業の推進に努めてまいります。

第１章
達成方針
【　１-１　】

41 ページ 15 行目 意見 回答担当課：環境課

ご意見のとおり、項目を追加します。
【1-1-1】　「住宅等への雨水貯留施設の設置を推進します」

居住誘導区域について説明があればと思います。

14

・トイレのない避難所もあり、避難所としていかがかと思います。マン
ホールトイレの設置や携帯用トイレの整備も必要ではないでしょうか

・また、区で自治会・組ごとの避難場所調査がありましたが、これは市
の方針でしょうか

・捜索が必要な様な災害が起きた際、安否確認が迅速にできるような
仕組みが必要かと思われます。
上記、本文に関連しておりませんが、要望です

16 家庭用、雨水タンクについては、いかがでしょうか

15

　「山地部の沢や渓流などの治山砂防事業を推進します」　とあるが、
どのようなことか、具体的な事業の説明を聞きたい。

13
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-１　】

41 ページ 16 行目 意見 回答担当課：建設課

　総合計画の中では霞堤の細かな説明までいたしませんが、市
報10月号の中で霞堤の機能や霞堤を遊水地とする効果につい
て紹介しています。
　Ｐ41の（4）治水・治山対策の整備の中で、プロジェクトにおける
具体的な治水対策として「遊水地整備や河道掘削等」の文言を
追加いたします。
　大型土のうについては、市で行う水防活動の一環として、浸水
被害軽減を目的に昨年度2か所の霞堤内に設置しました。プロ
ジェクトで行う遊水地整備が完了するまでの応急対策のため、
総合計画には位置付けておりませんが、効果的な治水対策が
早急に実施されるよう国と連携しプロジェクトを推進してまいりま
す。
　なお、今後もプロジェクトの進捗状況等については、市報等で
お知らせする予定です。

第１章
達成方針
【１-１-１】

41 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　Ｐ41の（4）治水・治山対策の整備の中で、プロジェクトにおける
具体的な治水対策として「遊水地整備や河道掘削等」の文言を
追加いたします。

第１章
達成方針
【１-１-１】

41 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　7～8月に県との合同調査を実施しました。調査の結果、違法
な盛土はありませんでした。
　盛土を起因とする災害を防止するための対応策については、
国・県で新たな法令・条例の制定も視野に入れて検討している
ことから、市としてもその動向を注視し、盛土調査については、
実施計画のなかで具体的に検討してまいります。

(4)治水・治山対策の整備

　熱海で発生した違法盛り土による土石流のように、千曲市には違法
な盛り土をした地域があるのかが気になります。
　盛り土調査も加えては如何でしょうか。

18 (4)治水・治山対策の整備

　霞堤の整備・対策についても、記載して欲しい。

17

19

かすみ堤についての記載がありませんが、多くの市民が関心を持って
います。現在の応急処置的な土のうの扱いについても不安を持ってい
ます。説明が必要かと思います。
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-１　】

41 ページ 32 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　「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。」を追記します。

第１章
達成方針
【　-　】

42 ページ 行目 質問 回答担当課：危機管理防災課

・報酬、手当等の処遇改善を行います。
・女性団員の加入促進を進めます。

【現在行っている入団促進事業】
①毎年、1～3月にかけて信州ケーブルテレビにおいて、団員募
集動画（CM）を放映
②成人式内において上記動画（CM）を放映
③千曲市消防団応援サポートショップ事業により団員及び家族
への割引等を実施

第１章
達成方針
【　１-１　】

42 ページ 12 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　避難可能人数の増加については、地域防災拠点の整備の動
向を見ながら記載したいと考えております。

第１章
達成方針
【　１-２　】

43 ページ 行目 意見 回答担当課：危機管理防災課

　デジタル防災行政無線による戸別受信機の全戸配布は費用
も多額であり現時点では導入の予定はありません。
千曲市メール配信サービスへの登録を推進しております。

　なお、災害時の避難行動に時間がかかると想定される、障が
い者、高齢者等の要支援者には、無償で配布しています。
（10/1現在777世帯配布済）

21

③成果指標

　消防団員のなり手が中々見つからないと聞いています。
　消防団員数を増やすための作戦等はありますか。
　

20 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
動きを感じられる記述が良いと思います。

23

　多様化した災害や事件・事故を防ぐために、「告知放送端末機」を各
世帯１台づつ、無料で配布して欲しい。現在、随所に拡声器や各区に
防災無線もあるがそれに加えて備えることを是非提案したい。光ケー
ブルを使って配線し、市役所から様々な情報（台風・特殊詐欺・行方不
明者等）を随時放送する。通常のＡＭ、ＦＭも受信可能。10ｃｍ×15ｃｍ
×3.5ｃｍのコンパクトラジオ型。近隣で成功している村あり！いかがで
すか？

22 もっと成果指標の項目が必要ではないでしょうか。例えば避難可能な
人数等
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【1-2-1】

44 ページ 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　現在、市内では、屋代小学校周辺・八幡小学校周辺・戸倉小
学校周辺・市役所庁舎東側周辺の4箇所について、ゾーン30地
域の指定がされております。また、本庁舎周辺から県道姨捨停
車場線までの一帯及び更埴西中学校周辺について、ゾーン30
の指定を千曲警察署へ要望しております。
　ゾーン30の指定につきましては、交通規制のため、千曲警察
署の管轄業務となります。地域の皆様のご理解を得ながら、早
期指定に向けて継続して要望していきたいと考えております。

第１章
達成方針
【1-2-1】

44 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　街路樹の剪定等について記述がありませんでしたので以下の
通り追記したいと思います。
　「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。」

第１章
達成方針
【1-2-2】

45 ページ 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　現在、市内では、区・自治会において防犯カメラの設置はして
おりません。防犯カメラの設置につきましては、条例の制定等
の法整備が必要となりますので、近隣自治体の状況を含め検
討していきたいと考えております。

第１章
達成方針
【　１-２　】

45 ページ 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　子供が助けを求めてきた際に、犯罪等から子供を保護すると
共に警察等への連絡をしていただく「子どもを守る安心の家」を
千曲警察署と更埴防犯協会連合会において、指定しておりま
す。現在、市内では、一般家庭やコンビニエンスストアー・商店
等、約411件のご登録がされております。

26

④施策の項目・内容

　犯罪防止のための環境を整備する為に防犯カメラの設置、増設等の
記載が必要と思います。
　千曲市は、どの程度防犯カメラが設置されているのか解りませんが、
昨今の犯罪では防犯カメラ映像が事件の早期解決に役立っています。

24

④施策の項目・内容

　通園・通学時の安全対策を進めるために、ゾーン３０地域を拡大して
欲しいです。私住んでいる杭瀬下区内の住宅地の道路は、車のスピー
ド出しすぎや、四つ角での一時停止をしない車が多数見受けられま
す。園児や小学生等が事故に合わないか、また車同士の事故が発生
しないか心配です。

25

　街路樹の剪定、伐採、雑草の駆除も必要と思いますので、記載をし
たほうがよいと思います。
　特に道路側にはみ出した枝や雑草は、車と接触し大変危険ですし、
見通しが悪く、出会いがしら衝突になる場合もあります。
　また、街路樹の幹の太さが電柱ぐらい太さとなり、見通しの悪い道路
も杭瀬下にはあります。

27

以前あちこちで見かけた、いざの時に子どもが助けを求められる「子ど
も110番の家」等の施策はいかがでしょうか
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-２　】

45 ページ 行目 質問 回答担当課：生活安全課

　令和2年を基準年度としますと1割削減となりますが、過去5年
間の平均犯罪件数224件（平成28年から令和2年の犯罪件数
1,120件）を基準としますと、約2割削減の目標値となっており、
適正な目標値であると考えております。

第１章
達成方針
【1-3-1】

47 ページ 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　鉄道利用者に対する快適な移動空間の創出や景観向上は、
市内外を結ぶ重要な結節点である鉄道路線の円滑な社会経済
活動や市民生活を支える路線に対する下支えとして重要である
と考えております。
　よって駅前等の適切な景観維持に努めることにより、快適な
移動空間を創出し利用者に対する利便性・快適性の向上を図り
たく計上したところでございます。

第１章
達成方針
【1-3-2】

47 ページ 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　令和元年10月に駅前駐輪場の無料化を行った際、ホーム
ページや市報等により広報をしておりますが、しなの鉄道利用
促進のための更なるPRを実施していきたいと考えております。

第１章
達成方針
【　１-３　】

47 ページ 5 行目 意見 回答担当課：生活安全課

屋代駅北側に市営の月極駐車場を設置しております。

第１章
達成方針
【　１-３　】

48 ページ 4 行目 意見 回答担当課：生活安全課

　当該総合計画の詳細プランにあたる公共交通網形成計画に
おいて、市内バス路線を「幹線軸」、「地域交通軸」等に分類し、
それぞれの役割や、利用状況等の路線背景に応じた指標目標
を掲げ推進しており、重要幹線である大循環線は幹線軸として
位置付けております。
　このため、上記計画との統制を図るため統合表記といたしまし
た。

29

　屋代高校前駅、及び千曲駅に係わる駅前等の景観保持に努めると、
記載がありますが、地域公共交通の利便性を向上させる目的に一致
していないように感じます。つまり景観保持が利便性の向上にどのよう
に関わるのかがイメージしにくいです。

30 　駅前自転車置き場が、無料化されているが、アピールが不足してい
る感じがします。しなの鉄道の利用増のために、駐輪場は無料をア
ピールする必要があると感じました。

28
⑤成果指標

　市内での犯罪件数の目標値が、令和８年は基準値から１割削減と
なっています。目標値が低いと感じましたが、一般的にはこのような値
なのでしょうか。

31 しなの鉄道利用促進のために屋代駅に駐車場の設置は難しいでしょう
か

32

幹線の利用者数
↓
市内バス幹線の利用者数
の方がわかりやすいのではと思います
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NO. 策定委部会・事務局回答

審議会合同部会　第１部会　事前意見シート（基本目標について）
内容

第１章
達成方針
【　１-４　】

49 ページ 23 行目 意見 回答担当課：農林課

　ご意見のとおり、荒廃農地は景観の阻害や公衆衛生の悪化
などともに、周辺農地へ悪い影響を与えます。94ページ以降に
も記載があるとおり、荒廃農地の解消ならびに増加抑制に取り
組んでまいります。

第１章
達成方針
【1-4-2】

51 ページ 行目 意見 回答担当課：建設課

　現在の基本計画においては、姨捨スマートICをフル規格化す
るにあたり、現道の拡幅や国道403号から新たなアクセス道路
を整備する計画になっています。しかし、姨捨スマートIC付近は
「地すべり防止区域」等に該当し、地質状況が良好ではないこと
から、今年度から地質調査を実施し、地盤状況を十分把握した
うえで慎重に計画する予定です。そのため調査結果が整った後
に、道路拡幅など具体的な項目を追加したいと考えておりま
す。
　また、ご指摘頂きましたとおり、フル規格化することにより地域
住民の方に生じる影響も考えられます。それらについても必要
に応じ、議論を行い、慎重に計画を行いたいと考えております。

34

　姨捨スマートインターチェンジのフル規格化においては、接続する道
路が狭い問題があると思います。道路拡幅も施策の項目に含めては
どうでしょうか。
　あと周辺住民に対して、交通量増による事故の危険性、及び夜間の
騒音問題も考えられますので、実施計画フェーズ以降で十分に議論す
る必要があると感じます。

33
既存建物以外、荒廃農地でも同様のことが言えると思います
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