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第２０回千曲市都市計画審議会 議事録 

   

◎課長 

 全員おそろいのようなので、さっそく進めさせていただきます。 

 本日は、委員の皆さんには大変お忙しいところ、定刻ご出席をいただき誠にありがとう

ございます。 

 ただいまから、第 20回千曲市都市計画審議会を開催いたします。 

 それでは、はじめに、会長より招集のあいさつを申し上げます。よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 みなさんこんにちは。今ご案内にありましたように、本審議会の会長を仰せつかってお

ります、商工会議所の滝沢でございます。 

 ７月 19日の審議会に引き続き、本年度２回目の審議会でございます。委員の皆様方にお

かれましては、師走も間近にせまり何かとお忙しい中、ご多用中にも関わらず、第 20回千

曲市都市計画審議会の開催をお願いしましたところ、多くの皆様にご出席を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

さて、本日の審議会でございますが、前回の審議会で承認いただいた「立地適正化計画」

についての調査審議でございます。 

この後、事務局より詳細な説明があろうかと存じますが、千曲市の将来を見据えた計画

となるよう、慎重審議を頂くとともに、併せて、本会の適切な進行にご協力をお願い申し

上げ、会議に先立ちましての会長のあいさつとさせていただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

 

◎課長 

 ありがとうございました。ここからは着座にて進行させていただきますがご了承願いた

いと思います。 

 ここで都市計画審議会の委員の変更がございましたのでご報告いたします。 

農業委員会委員の改選に伴いまして、７月 20日付けで農業委員会長に荒井忠男委員が就

任いたしました。 

前会長の松澤徹委員に代わり千曲市都市計画審議会委員をお願いすることとなりました

ので、ご報告いたします。 

また、千曲市議会議員の選挙に伴いまして、８月３日付けで、建設経済常任委員長に荻

原光太郎議員が就任いたしました。 

前委員長の林愛一郎議員に代わり、千曲市都市計画審議会委員をお願いすることとなり

ましたので、併せてご報告いたします。よろしくお願いいたします。 



それでは次に、本日の審議会の委員さんの出席状況のご報告を申し上げます。 

本日は、和田委員、遠藤委員、荒井委員、宮城委員の４名から欠席の報告がありました。 

このことから千曲市都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、過半数の委員の方が

出席されていますので、会議が成立したことをご報告いたします。 

 続きまして、お手元の資料の確認をお願いします。 

・第 20回千曲市都市計画審議会会議次第 

・千曲市都市計画審議会名簿 

・策定方針案に対する意見募集結果 

・資料№１、「千曲市立地適正化計画（素案）」 

・資料№2、「市民向け説明資料」 

・資料№3、「届出様式」 

・資料№4、「スケジュール」 

 以上でございますが、皆様ご確認いただけましたでしょうか。確認をしていただけたと

いうことでよろしくお願いします。 

 また、本日の会議には立地適正化計画の策定支援をお願いしている国際航業株式会社が

同席させていただきますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

それでは議事に入りますが、審議会条例第４条第２項により、議長は本会の会長が務め

ることになっておりますので、滝沢会長にお願いをいたします。 

それでは滝沢会長、よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 私が議長ということでございます。正直この会では私が一番の古株になってきまして、

こんなお話をしていいかわかりませんが、商工会議所の１期は３年で、３期の今年 10月で

絶対降りようということで、１月から騒いでおったんですが、どうしても私が引き受けろ

ということで、私もうんといじわるしたんですが、結果的に私がやらさせていただくよう

になりました。それでまた、この会の議長も務めさせていただくのですが、本当に不勉強

な議長でございますが、なにぶん進行がうまくいくようによろしくお願い申し上げます。 

 それでは、日程第３の議事に入ります。なお、議事録の署名委員をこちらから指名させ

ていただきます。徳原敏昭委員さんと、渡辺和巳委員さんにお願いしたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

ここで、副市長より発言を求められておりますのでこれを認めます。 

 

◎副市長 

 ただいま、発言の機会をいただきましてありがとうございます。副市長の山本高明でご

ざいます。 

 会議に先立ちまして、御礼とお願いを申し上げる機会を頂き、誠にありがとうございま



す。本日、市長が出張のため代わって私が一言申し上げさせていただきます。 

 本日は、第２０回千曲市都市計画審議会の開催をお願いいたしましたところ、委員の皆

様方におかれましては、何かとお忙しい中にもかかわらず、御出席を賜りまして誠にあり

がとうございます。 

今回お願いいたします案件は、先程会長の話にもありました、「千曲市立地適正化計画に

ついて」でございます。 

前回の審議会では、計画策定とその方針案に関するパブリックコメントの実施について

御承認いただいたと聞いております。 

本日は計画の素案ができましたので、事務局の方から説明し、内容について御審議いた

だくとともに計画素案のパブリックコメントの実施についてもお諮りするものです。 

この後、事務局より資料に基づいた詳細な説明があるかと思います。持続可能な千曲市

の将来を見据えた大変重要な計画だと思っております。千曲市の将来を見据え、本件を提

案するものでありますので、委員皆様の慎重なる御審議を賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げ、誠に簡単ではありますが、御礼とお願いのあいさつに代えさせて頂きます。 

本日は誠にありがとうございます。 

 

◎課長 

 事務局から失礼します。 

 副市長は、他に公務がございますので退席をさせていただきたいと思います。ご了承い

ただきたいと思います。 

 

◎会長 

 それでは、日程第３、議事の（１）調査審議について、を議題といたします。事務局よ

り説明をお願いします。 

 

◎事務局 

 こんにちは。都市計画課計画係長の洞田と申します。 

 それでは、私の方からですね、議題の「千曲市立地適正化計画の素案について」説明さ

せていただきます。着座にて失礼します。 

 まず最初にですね、前回の７月 19日の審議会でお諮りしまして承認いただきました、「千

曲市立地適正化計画方針案」に対するパブリックコメントの結果でございますが、資料の

「策定方針案に対する意見募集結果」をご覧ください。 

 パブリックコメントは７月 22 日から８月６日までの 15 日間行いまして、５件意見をい

ただきました。順に上の方からですね、意見の内容と意見に対する市の考え方を発表した

いと思います。 

 １番目。防災の観点を重点に検討してほしい。災害の少ないところにですね、都市機能



を誘導させてほしいというような意見でございました。この意見に対しましては、市とし

ては、災害の恐れが高い箇所については、都市機能や居住誘導をするのは好ましくないと

考えております。ハザードマップによりますと、市の場合は大半が千曲川が真ん中に流れ

ている関係上、その影響を受けることとされておりますので、そのためこの範囲をすべて

除くとなると住む場所が著しく制限されてしまいます。ハード・ソフト両面での対策を総

合的に考慮して、適切な誘導区域の設定を行ってまいります、と回答しています。 

 ２番目ですが、新たに開発された地域でなく、歴史を重ねた地域に都市機能や居住機能

を誘導してほしいという意見に対しましては、市としての一定程度の機能を確保するため、

旧来からの市街地を中心としたまちづくりを考えています、という回答をしております。 

 ３番目。審議会やパブリックコメントが有効に機能しているように思えない、幅広い意

見集約に努めてほしいというようなご意見でございました。市では、市民の皆様からパブ

リックコメントを実施する中でご意見を頂戴してまいります、と回答しています。 

 ４番目。屋代駅前に生鮮食料品店がほしい。第三セクターによる経営も含めて、歩いて

買い物ができるお店があればいい、というようなご意見でございます。現在、産業振興課

で中心市街地活性化基本計画の策定しております。そちらとも協議をしながら、この立地

適正化計画と整合をとっていきたい。もともとの考え方は拠点の中に歩いて買い物行ける

ところが欲しいね、その周りに人が住めばいいね、ということを思っておりますので、中

心市街地活性化基本計画ともに整合をとっていきたいというふうに考えております。 

 ５番目。市営グランドの設置を検討してほしい、ということで、都市機能誘導施設のひ

とつとの考えもありますが、スポーツ振興施策や市民の健康づくり施策とも大きく関わっ

てくるため、担当部署と協議してまいります、と回答しております。 

 以上、５件の意見に対する市の考え方ということで、現在、ホームページのほうにもで

すね、意見の結果を掲載しております。 

 

 それでは、資料１のですね、「千曲市立地適正化計画の素案について」ご説明をさせてい

ただきます。 

 まず、１ページが目次になります。今回、この立地適正化計画は１のコンパクトシティ

という項目から次のページの 13項目、施策達成状況に関する評価方法という、13項目の構

成となっておりまして、順を追って説明をしますけども、前回の７月 19日の審議会におい

てですね、１番と２番についてですね、コンパクトシティについてと立地適正化計画の制

度についてはご説明をしておりますので割愛させていただき、３番の千曲市の現状からお

願いをしたいと思いますので、９ページをお開きください。 

 前回の中でも千曲市の現状を多少説明しましたが、人口の部分だけ説明させていただい

たので、今回資料に基づいて説明をさせていただきます。 

 千曲市の人口はですね、このグラフにありますように平成 12 年、正確には平成 11 年で

すが、国勢調査を行った西暦 2000年をピークに人口が減少しております。内訳をみると老



年人口の割合が年々増加にある一方、年少人口、生産年齢人口は減少を続けています。ち

なみに千曲市の高齢化率は昨年度の時点で 31.4％となり、10 人に３，４人は 65 歳以上と

いう統計が出ております。世帯数に関しましても、この赤い線のように増加しているとい

う現象が続いております。このことに関しましては、後程説明をいたします。 

 10 ページをご覧ください。この図は 2000 年から 2010 年、平成 12 年から平成 22 年ま

での地区別人口の推移でございます。千曲市を 500ｍのメッシュに地区割りをしまして、そ

の中の増減をまとめたものです。赤線が用途地域を示しておりまして、その中が用途地域

内となっています。メッシュについてですが、青色の四角が人口が減少している地域で、

濃い青色ほど人口減少の割合が高くなっていることを示しております。その人口が数値と

して示しておりまして、－72 や－79 とあるものが 2000 年から 2010 年の間に減っている

ということを示しております。逆に赤色が人口増加地域で色が濃いほど人口の増加率が高

い地域になっております。また、斜線が入っている四角の部分なんですが、そこは調査基

本年の平成 12年には誰も住んでいなかった地域となるので、単純に増加人口を表しており

ます。 

 次に 11ページからなんですけど、公共交通の現況でございます。千曲市にあります、JR

やしなの鉄道の各駅の利用率、そして千曲市の循環バスの利用率と循環バスの運行に係る

経費を示しております。11ページから 13ページについての話になります。千曲市の循環バ

スの利用率は年々減っておるんですが、循環バスの運行に係る経費、赤い棒グラフになり

ますが、年々上がっているという状況を示しております。鉄道に関しましては、屋代高校

前駅や千曲駅ができたことにより各駅の乗車人数は分散されましたが、全体では横ばいか

多少減少気味でございます。 

 次に 14ページをご覧ください。ここでは、人口集中地区、DID地区と呼ばれております

が、地域の人口密度の推移を示しております。昭和 60年では１ha40.2人であったが、平成

22年には 34人まで減少しております。市街地の低密度化が進んでいることがここでわかり

ます。 

 続きまして 15ページは、用途地域や用途地域外、そして、都市計画区域内においてのそ

れぞれの面積、人口、都市計画税、固定資産税のデータをまとめたものでございます。こ

れらのデータからは用途地域は市全体の面積の 12.1％しかありませんが、その中に市の全

体の人口の 61.9％が住んでおり、また市の税収の約半分を占めている固定資産税や都市計

画税の 7割はこの用途地域内からの税収であることがこのグラフからわかると思います。 

 16ページから 22ページまでは、市内の都市施設の現状ということで、商業施設の状況、

金融機関の状況、医療施設の状況、福祉施設の状況、行政関連施設の状況、教育施設の状

況、そして文化施設の状況を図面に示したものになります。現況の施設がこの図のように

既存であるということでございます。これらの各状況図からも人口比率が高い用途地域内

を中心に各種の施設が集積していることがわかります。またここで注目していただきたい

のは、先程の 19 ページにあります福祉施設の状況をご覧ください。この図と 10 ページ、



メッシュで何人減っている何人増えているという赤と青になっている図面があるんですが、

それと見比べてもらいたいんですけど、たとえば真ん中の上の方ですかね、369人増えてい

る地域も小規模多機能型というんですかね、老人ホームがあるところですね。老人ホーム

があるところがだいたい赤くなっているということがわかると思います。ちなみに老人ホ

ームの数ですが、平成 17 年には市内に５棟だったのですが、現在では 22 棟に増えており

ます。このように老人ホームが増えたということで、10 ページの下にも書いてありますよ

うに、市内の大半で人口が減少しております。人口が増加している箇所については、一部

福祉施設等が立地したことによる影響が出ています、と一言書いてございますが、その通

りでございまして、先程の人口が減っているにも関わらず、世帯数が増えている要因は、

老人ホームに入居するお年寄りが世帯を持ってきて住んでいるというようなことから、世

帯数が増えている一因にもなっているとここでわかります。そのため、最近の千曲市の高

齢化率が 31.4％に上昇しているということにも一つ理由がわかると思います。 

 続きまして、23 ページです。将来の人口想定ということでございますが、千曲市の将来

人口ですが、昨年度ですね人口ビジョンということで、市の将来目標を 2040 年度には

50,000 人という目標を掲げておりますが、立地適正化計画の場合は国の指導により更に厳

しい数字をとりながら計画に策定しなさいということで、国立社会保障人口問題研究所、

一般的には社人研と呼んでおりますが、社人研の推計を取りまして 45,000人ということで

とっております。 

 次のページは千曲市の人口ビジョンの推計値、目標を 50,000人としておりますが、今回

の策定では 45,000人とより厳しい数字を基にですね、それを裏付けとして計画を立ててい

るところでございます。 

 25ページからですね、30ページの人口密度までは、千曲市の年少人口の割合とか生産年

齢人口の割合、老年人口の割合、後期高齢者人口の割合を出しておりますが、これは社人

研の数字を基にですね、各分野別に平成 22 年から平成 52 年までどうなるかと示したのが

この図面になります。最終的に平成 52年は、世の中で言われています少子高齢化になって

おりまして、そこへ持ってきて人口減少、最後の 30ページの人口密度におきましては、用

途地域外はだいぶ紫色ということで低密度化が進むのではないかと予想されております。 

 31 ページでございますが、今後の都市機能についてでございます。この部分については

中学校校区ですね、少し見方を変えて分析をしておりますが、どの地域におきましても老

年人口が増えておりまして、生産人口と年少人口が減ってきているというデータになって

おりまして、上の表にもそれぞれ９％増加、25％増加という予測がされております。この

ことからですね、平成 40年に向けて千曲市に必要な都市機能はなにかといいますと、教育

施設、子育て支援施設が必要であるのと同時にですね、医療の関係と介護の関係の施設も

必要になってくるんではないかということが見えてくると思います。そして、高齢化が進

む中で最近新聞やニュースにも出ておりますが、高齢者の車の事故が多くなっております。

そこで免許の返納ということが今後出てくると思いますが、いかに買い物を歩いていける



ような形をとっていくことが大事なのではないかということで、先程も言いましたけど、

産業振興課で進めております中心市街地活性化基本計画と整合させまして、歩いて買い物

ができるまちづくりをしていきたいということで、この 35ページにおいても商業と人口の

関係についてということで示しております。 

 続きまして 36ページの都市構造上の課題ということでございます。先程から言っている

ことも踏まえて、都市構造上の課題を５つ上げて見ました。 

 １つ目は「人口の減少、市街地の低密度化への対応」ということで、やはりですね、人

口密度が低くなってしまうと一人当たりの行政コストが高くなってしまうということがこ

のグラフからわかるんですが、今後千曲市も財政が厳しくなるということから低密度化の

抑制に取り組むことが必要ということでございます。 

 ２つ目は「高齢化に向けた医療・福祉機能の充実」ということで、先程申し上げました

通り、2040 年には相当な老年人口が増えるということで、福祉に対応すべく機能の充実を

図っていくことが大事かなと思っております。 

 ３つ目は「少子化に向けた子育て支援機能の充実と再配置」ということでございます。

先程からずっと申し上げていることですが、少子化が進んでおります。ということで、今

後ですね、育児教育施設が多くなっていってしまうと考えられます。こうした需給ギャッ

プに対応した施設の統廃合や再配置、跡地の有効活用が課題なってくると考えられます。 

 ４つ目として、「公共交通の維持対策」ということでございます。市では東部地区におい

てデマンドバスを実施しておりますが、年々利用度が上がってきておりまして、満足いく

ようなところまで来ているのかなと考えておりますが、そうは言っても全体のバスの利用

度は下がってきている、ということで、人口密度が低いほど日本では自動車の利用率が高

いという傾向が見られます。このことからですね、低密度化を抑制するとともに、高齢者

のための足の確保をしていかないといけないのかなと考えております。 

 最後に５つ目ですが、「安心・安全な都市の構築」ということで、ここにも書かれており

ますが、高齢化の進展は、同時に災害弱者の増加に繋がると考えられます。千曲市では市

街地背後の山麓部に土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域の指定が見られておりま

すが、したがって、今後は災害リスクの少ないエリアへの居住誘導を行うなど、安心・安

全の観点からの都市のコンパクト化をすすめることが課題と考えております。都市構造上

の課題としてはこの５つを考えてみました。 

 続きまして 38ページでは、これでまちづくりの方針はどうするのということでまとめた

ものがこの図になります。先程の５つの都市構造上の課題は左側の５つでございます。そ

れに対して市の上位計画ですね、関連計画を基にして立地適正化計画におけるまちづくり

の方針を４つまとめてみました。 

 １つ目は、コンパクトな市街地形成。人口減少社会に対応したまとまりのある市街地の

形成をしましょう。 

 ２つ目は、まとまりのある都市機能・都市施設の形成ということで、生活サービス施設



の徒歩圏内への立地ということで、歩いてサービスが受けられるコンパクトなまちにしま

しょう。 

 ３つ目は、公共交通ネットワークによる利便性の確保ということで、鉄道、バスなど公

共交通を用いた拠点間ネットワークを構築しましょう。 

 最後は、千曲市の活力を高める新たな核づくりをしていきましょう、という４つのまち

づくりの方針を掲げております。 

 それを図に示したものが 42ページのイメージ図でございますが、地区としては都市マス

タープランに掲げております都市部ということで、４地域ございまして、１つは屋代駅周

辺地区、そして重伝建地区があります稲荷山地区、そして戸倉駅周辺地区、戸倉・上山田

温泉地区の４つを核としたエリアを誘導地区としていきたいと考えております。そして新

たな拠点という形で、上信越道の西側の部分ですね、国土利用計画、千曲市計画、都市計

画マスタープランで都市地域と、今後将来都市像の中で都市地域を図っていくんだという

ような場所について一つ新たな拠点ということで設定いたしました。ただし、今回の立地

適正化計画の法律上のルールにより、居住誘導施設や都市機能誘導施設の設定を図るとこ

ろは用途地域内に限るということになっておりますので、新たな拠点につきましては、将

来ここにですね、交通の要衝ということと地理的な優位性を鑑みましてですね、この部分

においては千曲市の経済活動が最も図られる地域ということをとりまして、新たな拠点と

いうことで立地適正化計画の中で位置づけさせていただきたいと思っております。 

 続きまして 43ページをお願いします。居住誘導区域ということでございますが、先程か

ら安全な場所へということでございますが、45 ページのですね、この流れのように、この

設定で用途地域内に居住誘導区域を設定してございます。一番の基本的な考えは用途地域

の中なんですが、二番目は DID 地区、人口集中地区をなるべく拡大しないように、そこを

中心として居住誘導を図りましょうということでございます。ただしですね、今までの都

市政策の中で住居系の用途地域がございます。第一種低層住居専用地域、そこはもっとも

居住誘導をはかりながら快適な居住を提供するということで、第一種低層住居専用地域を

設けておるんですが、DID 地区に含まれていない第一種低層住居専用地域もございます。

ということで、今までの都市政策から言いまして、この地域も入れようということで住居

系の用途地域の追加区域として設定しております。あとは上位計画、交通の利便性の高い

地域の考慮をしております。一方ですね、居住誘導区域から除外する区域ということで、

先程も言いましたように、住居系の地域の中にもですね山沿いで地すべりの指定があった

り砂防の指定があったりするところは、現在の指定がかかっている部分については除外を

しております。その上にですね、安心・安全で住みやすい住居系の地域を今回居住誘導区

域に設定しております。その内訳については 46、47、48ページに示してございます。 

 そして 49ページですね、用途地域内、ピンク色の線の中の橙色の部分ですね、そこが先

程の説明にありました地域となります。用途地域 1455haのうち区域面積は 1012haという

ことで用途地域の約 69.6％に居住誘導区域を設定したいということで、それ以外のところ



はですね、ほとんど工業地域や準工業地域などの地域でございまして、危険地域を除いた

住居地域をほぼ指定しております。 

 続きまして、50 ページの届出制度につきましては、後程資料２の説明で行いますのでこ

こは省かせていただき、51 ページの都市機能誘導区域についてでございます。都市機能誘

導区域というのは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導集

約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域であり、居住誘導区

域内に設定します、ということになっておりまして、52 ページの流れに沿ってですね、範

囲を地形地物で定めたのが 55ページの赤いところでございます。屋代周辺地区では、屋代

駅から新庁舎への真ん中の 403 号を軸にして広がった地域、それから稲荷山は重伝建地区

を中心とした地域、戸倉駅周辺は戸倉駅から戸倉体育館の辺までの地域、それから戸倉・

上山田温泉地区は温泉地区ということで商業地域を中心として広がった地域になります。

その詳細につきましては 56ページから都市計画マスタープランとの整合を図りながらです

ね、位置づけをしております。56、57 ページは屋代駅周辺地区についての考え方になりま

す。続きまして、58、59 ページについては稲荷山地区の設定の考え方でございます。続き

まして、60、61、62ページは戸倉駅周辺地区と戸倉・上山田温泉地区についてでございま

す。このように都市機能誘導区域は、商業施設を歩いて買い物が行ける商店を作らないと

いけないということで、商業地域を中心に設定をしております。 

 63 ページは誘導施設についてでございます。誘導施設とはとここに掲げてありますよう

に、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を言います。誘導施設は、

都市機能誘導区域ごとにそれぞれ設定する必要があります。ということで、下の表のよう

に屋代駅周辺地区においては図書館、地域交流センター、体育館、病院、稲荷山地区にお

いては観光交流センター、病院、戸倉駅周辺地区においては図書館、体育館、病院、観光

交流センター、戸倉・上山田温泉地区においては病院、観光交流センターということで位

置づけておりまして、今回、市の建物を主に誘導施設として掲げておりますが、他の市町

村を見るとスーパーマーケットや介護施設などいろいろなものを設定しております。今回、

千曲市においてはですね、千曲市のまちの特性上ですね、千曲川を真ん中に挟みまして左

岸右岸にまちが広がっていまして、地続きのような構造になっておることから、今回、民

間施設につきましては今後の流れの中で逐一指定をしていきたいと、今回は公共施設のみ

を誘導施設ということにさせていただきたいと考えております。 

 以上がですね、居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定、設定の仕方、考え方の説明に

ございました。 

 それでは資料の 66ページで、11の誘導施策についてということなんですが、これ目標値

というか、これからこういうことをやっていったらどうかということで、今後ですね、市

の中に病院や介護施設や教育施設とかの市の独自の公共施設のほかにですね、民間サイド

で営業している部分がございますが、なるべく都市機能が集まった中心地に来てもらいた

いということで、色々な施策を国のほうで支援していただけるということで、このように



国等が直接行う施策が書いてあります。今後ですね、こういうことを市の方でも検討して

いきまして、なるべく市の市街地の中に生活拠点機能を置いて生活しやすい場所にしよう

ということで、今後の支援事業を設定していきたいなということで、事例ですが掲載して

おります。 

 次の 68ページの目標値の設定ということで、最終的に現在基準値が 39.8％でございます

が、目標値、2040年には居住に関する指標、人口割合を 42％まであげようねということで

掲げてあります。 

 以上が、駆け足で説明させていただきましたが、資料１の素案についての説明でござい

ます。 

 続きまして資料２でございます。先程届出については資料２でご説明させていただきま

す、ということでご説明させていただきましたが、今回、この立地適正化計画については、

国の定めにおきまして届出が必要になるという制度でございます。例えばですね、居住誘

導区域以外のところにですね、家を建てるとという話になりますが、一番下の家が書いて

ある図があるんですが、開発行為でいきますと 1,000 ㎡以上の１戸や２戸建てる場合です

とか、造成の時は３戸以上の造成をしたときは届出を出してもらいたいという制度になり

ます。この制度についての罰則は 50 万以下の罰金がございますが、目的としては今後の、

例えば千曲市の場合、どの地域において造成工事が進んでいるのかという市場の動向をみ

るためのものでございまして、この計画は随時変更が可能という計画になっておりまして、

市場によって居住誘導区域を広げる、あるいは市場によっていらないとこは削る、狭める

ことができる計画でございますので、この届出を基にですね、今後５年、10 年という中で

もう一回見直しをするためのデータを取りたいということでございます。ということで、

この届出の様式としては、資料３、これ案でございますが、このような形で届出を出して

いただこうかなと考えております。現在のところ、開発行為をするときに届出を出してい

ただいておるんですが、その届出と同じ様式をですね、同じ書類で済ませられるような、

そんなに手間をとらせないような届出にしようということで現在検討している最中でござ

います。 

 以上が資料２、資料３の届出に関する説明でございました。 

 最後にですね、資料４でございますが、今後この調査審議を終了しましたら、県と国と

の協議を行いまいて、そこで調整を図って、今日のご意見をいただきながら素案の修正を

図っていきたいというふうに考えております。それをもってもう一度資料を送付させてい

ただくようになると思いますが、できたものをもう一度送付させていただいて、その後、

パブリックコメントをかけたいと考えております。その後、年明けですね、都市計画審議

会を２月にもう一度行って、ここで諮問・答申を行っていきたいと考えております。バタ

バタして申し訳ないんですが、来年の４月には立地適正化計画の公表をしていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 



 

◎会長 

 ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、ここで質問をお受

けしたいしたいと思います。何か御質疑あるかたはお願いいたします。 

 

 特別、よろしいでしょうか。 

 

（丸山（所長）委員 挙手） 

 

 どうぞ。 

 

◎丸山委員 

 素案、しっかりできているかと思うんですけど、あまり大した話ではないんですが、資

料の 37、38ページのところの（５）の安心・安全な都市を構築ということで、安心・安全

という言葉をここで使われているんでけど、こういう計画を作るときはこういう言葉なの

かどうか、私はあまり詳しくないから分からないんですけど、一般的にしゃべるときは安

心・安全と使っているとは思うんですけど、こういう計画を作るときはこっちのほうが一

般的なのかどうか、その辺のことを調べておいていただければと思いました。 

 

◎会長 

 はい。事務局の方はよろしいでしょうか。 

 

◎事務局 

 わかりました。確認をいたします。ありがとうございます。 

 

◎会長 

 ほかにどなたかございましたら。 

 

 他に質問がないようでありますので、ここで、お諮りいたします。 

調査審議「千曲市立地適正化計画（素案）」については、原案を基本にスケジュールのと

おり手続きを行うことにご異議ございませんでしょうか。 

承認いただける委員の方の挙手をもって承認とさせていただきたいのですが。 

 

 はい。ありがとうございました。それでは今日出席の９人中みなさんから賛同をいただ

きました。ありがとうございました。 

  



 以上で本日の議事は終了しました。皆さんのご協力により、無事に議事が終了しました

ことに感謝申し上げます。  

これをもちまして、議長を退任させていただきます。ありがとうございました。 

 

◎事務局 

 ありがとうございました。    

それでは、本日の会議全体を通して、委員の方から何か、ご意見・ご質問等ございまし

たらお出しいただければと思うんですけど。 

 

よろしいですかね。 

 

 特に無いようですので、以上をもちまして第２０回千曲市都市計画審議会を閉会といた

します。委員の皆様、たいへんお疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

（議事終了） 

 

 

平成 28年 11月 29日 

 

 

議事録署名人 
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