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第５回千曲市都市計画審議会 議事録 

 

◎課  長 

本日は、委員の皆さんには大変お忙しいところ、定刻に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５回千曲市都市計画審議会を開催いたします。 

はじめに、会長より招集のあいさつをお願いいたします。 

 

◎会  長 

皆さんおはようございます。 

私、この都市計画審議会の会長を仰せつかっております千曲商工会議所の会頭の

滝沢英雄と申します。初めてお目にかかる方も多いわけでございますけれども何分

よろしくお願いいたします。 

本日は会議の開催に合わせまして、委員の皆様には非常にお忙しいにも関わらず、

大勢の皆様にご出席いただきまして誠にありがとうございます。 

日頃は都市計画事業の推進に格段のご協力を賜っておりますことを心より感謝申

し上げるところでございます。 

商工会議所の立場でお話させていただきますと昨年アメリカでサブプライムロー

ンという経済不況に陥りまして、ぼちぼち明かりが見え始めた矢先に、予測も出来

なかった円高株安と世界不況に陥っておるわけでございます。 

商工会議所の方にも非常に下請けさんの仕事がなくなってきて非常に深刻な声が

聞こえてきているわけでございます。 

先日も市長さんの方に経済緊急対策ということでこういう時こそ相談がありまし

たら前向きに協力をしていただきたいと申し上げてきたわけでございますが、この

６日には市内の金融機関、市内の銀行の支店長、県の信用保証協会の常務をこちら

の方にお呼びいたしまして 出来るだけ相談には乗りましょうということで動いて

いるわけでございます。 

一日も早く明るさが見えてくれば良いのではないかと願うところでございます。 

簡単ですがあいさつに変えさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
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◎課  長 

今回の都市計画審議会ですが、市議会議員の改選により変わられた委員さんがお

られますので、議員選出のお二人の委員さん、恐れ入りますが自己紹介をいただき

たいと思います。 

 

（自己紹介） 

 

◎課  長 

ここで、委員さんの出席状況をご報告申し上げます。 

本日の欠席は、塩入委員さん、宮下委員さんのお二人です。 

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。 

次に、日程第４の議事に入る前にお手元の資料の確認をお願いいたします。 

最初に「第５回千曲市都市計画審議会会議次第」、次に「千曲市都市計画審議会名

簿」、恐れ入りますが、名簿の中で上から三番目の学識経験者「信州大学教授三井様」

でございますが、３月に退職されたということで、「元信州大学工学部教授」という

ことにご訂正をお願いいたします。 

次に「諮問第１号千曲市景観計画（案）について」、次に「都市計画マスタープラ

ン策定スケジュール」次に「千曲市都市計画マスタープラン市民会議通信」でござ

います。 

続いて事前に郵送させていただいた資料でございますが、「千曲市景観計画（案）」、

の綴り、次に「千曲市土地利用関連計画書（都市計画マスタープラン全体構想（素

案））」、次に「国土利用計画千曲市計画（ダイジェスト版）」の冊子、以上ご確認い

ただけたでしょうか。 

それでは、審議会条例第４条第２項により、議長は会長さんにお願いいたします。 

 

◎議  長 

それでは、日程第４の議事に入らせていただきます。なお、議事録の署名委員を

こちらからご指名をさせていただきます。吉池委員さんと、杵淵委員さん何分よろ

しくお願いいたします。 

ここで、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。 
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◎市  長 

おはようございます。秋冷がやや寒に移ろい、時には冷気が身にしみる候、今朝

はちょっと冷えこんだかなあという気候になりました。日中になりますと大変すば

らしい天気になりました。お早い時間から皆さんご多忙の中を審議会にご来顔を頂

戴いたしまして誠にありがとうございます。心から厚くお礼申し上げるものでござ

います。 

今も会長さんより経済状況のお話がありましたけれどもぶっちゃけて申し上げる

ならば世界恐慌に似た経済状況の中で、地方自治体も大変に苦戦を強いられている

訳でございます。その中で市民の安全と安心を確保していかなければならないとい

う使命がございます、それにしても社会保障費がどうしてもうなぎ上りになってい

く、歳入はおぼつかないという中で、私は産業の振興こそが千曲市の生きる道であ

るということで、就任以来いろんな形で沢山の市民の皆さんのお力を借りまして産

業振興ビジョンを策定していただきました。そして多くの企業を誘致していきたい

ために土地利用計画も見直していただきました。更にこの９月の議会で誘致した企

業に対するところの固定資産税の優遇措置制度の条例を作っていただきました。言

うならば基盤的な整備の３点セットが出来上がったことによって、これからいよい

よ「ＩＮＧ」進行形の形になってくる訳でございます。市を上げて、そしてまた多

くの関係団体の皆様のお力を借りながらこの産業振興に力を注いで参りたい。 

それにいたしましても、この自然に恵まれた古き良き埴科、更級の景観というも

のを後世にまでむかって残して行きたい。そしてまた、地球温暖化の状況の中で、

すばらしい環境を作っていかなければならないのは、今に生きる私どもの責務であ

ると強く強く考えるしだいでございます。 

そういった中で都市計画審議会の皆様には大変なご尽力を頂戴していかなければ

なりませんけれども何卒よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

今回諮問いたします「千曲市景観計画（案）について」は、景観法の法律に基づ

くものであります。景観計画で定める良好な景観の形成に関する内容は、都市計画

にも関係し、かつ、景観計画は土地利用等に関する制度等を定めることとなること

から、都市計画区域に係わる内容について、あらかじめ、本審議会のご意見をお聞

きするものでございます。後ほど当審議会に私より諮問書をお願い申し上げますが、

よろしくご審議のうえ、適切なご決定を賜りますようお願いいたします。 
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それでは、早速に諮問書をお願い申し上げます。 

 

（諮問書を会長に渡す） 

 

◎課  長 

それでは、市長は退席をお願いいたします。 

 

（市長退席） 

 

◎議  長 

ただいま、市長より諮問がありました。諮問案件は、１件であります。 

これより審議に入ります。 

諮問第１号「千曲市景観計画（案）について」を議題といたします。 

事務局より説明を求めます。 

 

（諮問第１号朗読） 

 

◎説 明 員 

建設課長の田口です、これより説明させていただきます。 

説明に入ります前にお手元の資料の４５頁をご覧いただきたいと思います。誠に

申し訳ございませんがこの頁につきましては差替えをお願いいたします。ただいま

配布させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

始めに、これまでも景観計画につきましては千曲市に計画がございましたので、

その関係等も含めまして千曲市の景観計画の経緯についてご説明を申し上げます。 

千曲市の景観行政につきましては、旧更埴市が平成１３年３月に更埴市景観形成

基本計画を更埴市美しいまちづくり景観条例の制定と併せて策定をしてございます。 

その後、平成１５年の合併がありまして平成１８年まで条例の暫定施行により旧

更埴市区域に適用をして参りましたが、平成１８年の９月に議員提案によりまして

景観区域を千曲市全域に拡大し施行日を平成１９年４月とする条例改正がされまし

た。 

しかし、景観法整備までの景観行政は都市計画法に基づく美観地区、風致地区な
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ど個別の制度はございましたが、景観そのものを正面から捉えた制度が無く法的裏

づけのない実質的な条例の基に景観行政が行われてきました。このため組織、体制

等から景観行政の難しさ、効果などに大きな課題がありました。 

このような状況の中で平成１６年に景観法が制定された訳でございます。この景

観法の中では指定都市、中核市以外の市町村は都道府県と協議のうえ、その同意を

得て景観行政団体となることが可能となっております。 

千曲市においては現在、長野県で策定してございます長野県景観育成計画で定め

た景観計画区域の一部として指定されておりまして、県の事務といたしまして県の

方で対応いたしております。昨年県より今後は行政団体として事務を執り行うよう

指導がございまして、県の事務の引き継ぐ形となりますけれども千曲市としても景

観行政団体を目指すことに決定をした経過がございます。 

今回の景観行政団体の指定を受ける過程におきまして問題がございまして景観行

政団体と成るに必要な県との協議におきましては、景観法及び県計画との整合され

た景観計画であること、また条例であることが条件になっております。そのような

中では現計画、条例のいずれも県計画並びに景観法との整合がなされていないため

に新たな景観計画の策定が必要となりました。そのようなことから本年３月より千

曲市景観計画策定委員会、これにつきましては学識経験者、各種団体の代表、公募

市民など１５名で構成されておりますがこれを立ち上げまして、１０月までの７回

にわたり開催された策定委員会の検討によりお手元に配布申し上げてございます計

画（案）ができて参りました。先ほど市長より諮問の趣旨説明を申しあげましたと

おり法の定める手続きとしてお願いするものでございます。 

それでは、諮問の趣旨説明に関わる部分を中心にお手元の千曲市景観計画（案）

についてご説明申し上げます。 

始めに景観計画区域でありますけれども計画書（案）の３５頁をご覧いただきた

いと思います。千曲市の景観計画の区域が記載をしてございます。上段の３行目の

ところでございますけれども必要に応じた景観形成の指針を示すためにも、景観計

画区域は、千曲市全域、１１９．８４㎢としますということで、その下に鳥瞰図を

黄色の枠で囲ってございます。 

この景観区域におきましては都市計画区域全域も含まれることになります。 

４５頁をご覧いただきたいと思います。地域別の景観形成ということで、千曲市

の景観形成地域を大きく４つに分類をしております。この図の中で赤と濃い黄色の
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部分を中心としまして都市計画区域となり、本景観計画区域の中に含まれます。こ

の区域の中におきましては、７５頁から７７頁に第６章として行為の制限に関する

事項、届出対象行為、７７頁には景観形成基準、いわゆる規制と言われる部分が盛

り込まれております。これらの届出対象行為、並びに景観形成基準につきましては

現在の県計画をそのまま引き継ぐ内容になっております。また、上位法、上位計画

の範囲とも整合されている内容でございます。 

上位法、上位計画の範囲につきましては２頁の景観計画の位置付けを模式図で表

示し、景観行政の基本となっております国土利用計画法、都市計画法などの法律及

びそれらの法に基づいて作成される各種計画を上位法、上位計画と景観計画の中で

は言っております。この２頁では景観計画は常にこれらの上位法、上位計画と整合

されていなければならないことを意味しております。 

３頁から４頁にかけましては千曲市景観計画の性格と構成の記載がされておりま

す。特に４頁につきましては、上位関連計画での位置付けの中でそれぞれの計画の

中で景観に関わる事項を抜粋して記載してございます。 

続きまして、第２章千曲市景観の現状と課題につきましては３３頁まで記載して

ございますが、中身は千曲市の何処にどのような景観資源があり、また何が課題で

あるかをそれぞれ記載がしてございます。 

３３頁の第３章では第２章を受けまして、景観形成の基本理念と目標を記載して

おります。基本理念につきましては３３頁の基本理念１から基本理念３の３項目ご

ざいます。３４頁の景観形成の目標として基本理念を基にいたしまして千曲市の特

徴ある景観、これらについての調査、検討の中から４目標を掲げてございます。 

第４章景観計画の区域は冒頭申し上げましたとおり景観計画区域がどの範囲にな

るのかを記載をしてございます。４の２といたしまして景観重点地区については７

項目上げておりまして、千曲市を代表する個性ある地域について、重点的かつ段階

的に景観形成を進める考え方から以下の条件を明記しております。 

３７頁は第５章良好な景観の形成に関する方針について記載をしてございます。

３７頁につきましては景観区分、市内の全体の景観形成方針の中で再分類をし、そ

れぞれ一分類ごとに３８頁以降の中で細かく方針の記載をしてあります。景観形成

重点地区については、３７頁下段に景観形成重点地区（候補地）における景観形成

の方向性ということで６地区を上げてあります。なぜ、候補地かということであり

ますけれども今回の策定いたします景観形成につきましては、景観法の中で市民、
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事業者との合意形成が図られていなければならないという規制がございます。現時

点におきまして関係地区、住民の皆様、事業者の皆様方との合意形成が図られてい

ないため候補地として留めてございます。この候補地についても第５章の中でそれ

ぞれの地区についての良好な景観の形成に関する方針、あるべき姿の記載をしてご

ざいます。 

また候補地の姨捨地区でございますが、現在教育委員会文化課で文化的景観保存

計画が立てられてございます。そういったことから６２頁から６３頁にかけまして

姨捨地区に限っては届出対象行為（案）、景観形成基準（案）の独自の基準が定めら

れております。文化的景観保存計画につきましても、千曲市景観計画と整合してい

なければならないものでございまして、この策定にあたりましては、双方の策定委

員会でご意見を踏まえながら整合を図ってございます。 

最後に８３頁第７章その他の景観形成に関する方針が示されてございます。８３

頁、８４頁には景観重要建造物、景観重要樹木の指定方針、指定手順、また、８４

頁には屋外広告物の表示及び掲示に際しての行為の制限に関する事項の記載がござ

います。なお、景観重要建造物、景観重要樹木については、景観計画の中ではまだ

指定をしてございません。 

８７頁からは参考資料でございまして、千曲市内に現在ございます景観資源図と

いうことで図面と併せてそれぞれの景観資源、いわゆる山地、高原、河川、池沼か

ら始まりまして動物、植物を記載してございます。将来的にはここにあります景観

資源につきましては現在の計画（案）の中には記載がされておりませんけれども、

住民、事業者の方々の合意形成が図られますと、本計画（案）中に改正を行うとい

う形で盛り込まれてくると想定される資源でございます。 

以上でございます。 

 

◎議   長 

ただいま事務局から説明がありましたが、説明の部分が多かったので聞き直しを

したいなどのご意見がございましたらお願いします。 

 

◎塚田委員 

基本理念は結構だと思いますが、上位の関連計画の上位とはどういう意味合いの

ものなのか。 
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◎建設課長 

上位計画、上位法については、都市計画に関わる部分で申し上げますと都市計画

法がございます。都市計画法に基づいて都市計画マスタープラン、用途地域の指定

がされております。その他には建築基準法などの法がございます。法の中で指定が

ありますがそれを逸脱して景観行政は出来ないといった中で都市計画法並びに都市

計画法に基づく計画、あるいは国土利用計画法などの中で計画があるということで

す。 

 

◎塚田委員 

里山という言葉が２箇所あったが、これは景観の中には謳われていないが樹木、

あるいは竹はありましたが、農地、部落と重なりあっているような里山については、

別に景観あるいは森林まで含めた計画が市ではあるのでしょうか。今は景観の中に

は載っていないという理解でよろしいですか。 

 

◎建設課長 

里山でございますが、計画案の中では山里という表現はございます。全体的に共

通する部分ですが、先ほど規制のものを申し上げました。これについては、市内全

域で上位法の範囲内で可能な部分を設定してございます。それ以外の部分について

は原則的に住民、事業者の方々の合意形成の中で細かな部分が出てきますので、今

回の計画の中では細かな部分については記載がされていないということでございま

す。 

 

◎塚田委員 

提出対象行為の届出７６頁ですが、適合、不適合を決めるということは市の条例

的なものを作るわけですか、線引きをして。 

当然デザイン、色彩までここに関わってくるわけですけれども、そういったもの

をだれが判断を下すのか、どういう団体がくだすのか、どういう人たちが、これは

適合これは適合でないということをどういう風に考えているかお聞きしたい。 

 

◎建設課長 

７５、７６頁については届出対象行為及びその手続きに関わるフローを記載して
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おります。実際の判断基準については７７、７８頁に景観形成基準を定められてお

ります。 

実際の届出された審査基準については景観法に定められております景観審議会の

立上げを予定しております。こちらは学識経験者、関係諸団体、公募委員の方々を

予定しています、その中で審議をしていただく形になってきます。 

７６頁の中での適合、不適合の判断がされた場合のところでございますが、特に

着色部分の勧告、変更命令がございますが、これは今回の景観法整備による従前以

上に厳しい部分が加わった部分であります。そういった中から慎重審議は当然必要

となって参りますので、景観審議会につきましても幅広い中から審議委員さんを選

定して参りたいと考えております。 

 

◎塚田委員 

条例化する訳でありますが、過去にありましたように第１種住専の壁面線のよう

な条例を作ってもらうと大変迷惑する人が当然出てきているわけですが、一旦作っ

てしまうとこれを変更というわけに行かないので、慎重審議、既存は既存、これに

ついてはここまで認めます、あるいは増築については届出が必要など今まで生活し

ている市民の生活をあまり崩さない程度の景観であって欲しいなと思う。あまりに

も一変に変えてしまうのではなくてその辺のところも考えの中に入れていただいて、

先ほど言った壁面線の問題は多いに迷惑している話なので、今後の景観条例を作る

ために罰則も含めて、市民生活ありきということから始まって欲しいと思います。 

 

◎三井委員 

スケジュールはどうなっているのか、市民の皆さんとか千曲市を離れた方の意見

を取り入れる機会はあるんですか、また、あったのですか。 

 

◎建設課長 

景観計画の策定にあたりましては、事前に小学校単位で説明しております。それ

から、４月１日から５月２日にかけまして本計画（案）のパブリックコメントをか

けてございます。パブリックコメントのご意見については策定委員会の中で審議す

るわけですが、今回パブリックコメントをお寄せいただいたのは、電力会社の高圧

鉄塔の方々のご意見がございました。これらにつきましては７８頁のところでご意
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見等について反映させていただいております。 

 

◎三井委員 

パブリックコメントとは何ですか、ネットなどで意見を求めることですか。 

 

◎建設課長 

市のホームページと市報に掲載をさせて頂いております。 

 

◎三井委員 

意見は全国から何件あったのですか。 

 

◎建設課長 

電力会社の方から１件のみです。 

 

◎三井委員 

住んでいる市民の人はもちろんですけれども、千曲市を離れている人も故郷の市

のことをいろいろ考えている人も多いのですよ。そういう人はいろいろな所を見て

いますからいろいろな経験があるのですね。市の中にいる人以上に違った目で見て

いますからなるべく故郷を離れた人の意見も取り入れられるような形をネットでや

ってもらえばかなり集まるのではないかと思うのですよね。今お聞きした電力会社

１件で、かなり細かいようなコメントが来ているようですがやはりもうちょっとオ

ープンな形式の情報公開に努力してもらいたいと思う。 

 

◎竹森委員 

今まで作った物との変化の差はどこで見るのですか。 

新しく変わったところ、現状認識をまとめたものか、簡単に説明してもらえばい

いです。 

 

◎建設課長 

本計画（案）と既存の計画、千曲市景観形成基本計画については、合併前の旧更

埴市の時からございまして平成１３年３月に策定しております景観形成基本計画の
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中では、規制まで踏み込んではおりません。 

その当時はこういった資源がございます、こういう風に保存をしていく必要があ

ります、あるいは更に形成をしていく必要がありますという方向性は明記してござ

いますけれども今回の計画の中では具体的に、本計画（案）の３頁の中に千曲市景

観計画としてお示ししてございまして、特に第５章良好な景観の形成に関する方針、

これが景観法第８条第２項第２号でございますが、良好な景観を形成するための方

針を以下の区分で示しています。景観形成の主体と役割及び実現施策、市域全体、

景観形成重点地区（候補地）、第６章行為の制限に関する事項並びに第７章その他の

景観形成に関する方針というもので具体的にお示しをしている訳でございます。 

 

◎竹森委員 

景観ということで土地を利用する計画が入っているわけですが、要するに市内に

は埋蔵物があるわけでして、埋蔵物があるが故に支障をおこしている地域があるわ

けですが、そういったものは別の問題と考えて良いのですか。 

 

◎建設課長 

国で指定又は県で指定した文化財については、この中でどうするのかは方針も含

めて盛り込めないものです。そちらは文化財として、国が指定、県が指定の文化財

保護法の中でカバーをしていくという形で本計画では踏み込んだ形はとっておりま

せん。また、取れません。 

 

◎宮入委員 

県は平成１７年に計画を作って、県内では３市１町１村、小布施町、高山村、長

野市、飯田市、松本市に次ぐ計画であり速い時期で評価はしているが、市長が産業

振興ビジョンを中心に企業誘致、工場を中心に産業を重点にいきたいという中で、

姨捨駅から見渡した場合、大きな工場が出てきた、また、場所によっては焼却場と

か問題となっている堆肥施設とか景観が非常に心配になってくるわけですが、県下

でも早めに作っていただいたのでバランス的には市長もなかなか難しい面も出てく

ると思います。 

そこで、景観法とともに国の法律で都市計画、屋外広告等一緒に改正しました３

つの法律との関連を市ではどのようにもっていく予定か、整合性は、景観法だけ突
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っ走っていくわけには行かないと思うのですよね。３法一緒ですからその辺ですね。 

それと田口課長さんから地域住民との連携と６地区候補地、重点地区の住民との

コンセンサスはどのように住民と共に具体化していくか、そのやり方は、他の長野

市、松本市では非常に細かく６重点地区について規制をかけていますが長野市は善

光寺門前町、松代地区を非常に厳しくやっているわけですが、姨捨あたりの高さ制

限は設けてありませんよね。 

全体的に県の届出を要する行為７５頁、これは県に準じてと説明がありましたが、

中には県の規制とは違った部分があるがその辺の考え、たとえば土地の形成形質の

変更ですが面積が県は３０００㎡を超えるものとなっておりますが、その辺の変更

した経過。 

それから届出対象行為の第８条第２項第３号ですが、松本市は１６条で、良好な

景観の形成のための行為の制限に関する事項でこの届出対象行為について書いてあ

る。長野市はこの計画と同じ第８条第２項第３号になっているのですがどちらの方

が適当なのか教えていただきたい。 

 

◎建設課長 

まず他法との関係でございますが、先ほども本景観（案）の２頁のところでお示

ししましたとおり都市計画法あるいは建築基準法等の法がございます。千曲市景観

計画（案）につきましては、あくまでもそれらの法又は法に基づいて策定されてお

ります千曲市国土利用計画あるいは千曲市都市計画マスタープランとの整合を図る

ということが条件になっております。ですから、国土利用計画法、都市計画法ある

いはそれに基づいて策定された計画を上回ることはできない、その域を飛び出すと

いうことは出来ません。その範囲に留めることがまず原則です。 

それから重点地区の市民とのコンセンサスはどのように進めるのかということで

ございますが、あくまでも重点地区であれ厳しい規制を行ってくことであれば、ま

ず行政、市民、事業者の合意形成が前提となるということでございますので、行政

側また本計画の中で一方的に規制を強めていくという考え方はございません。 

また、本計画（案）の改正をする、新たに盛り込む、削除するなど出てまいりま

すとその都度今回と同じように都市計画審議会にお諮りをするということも条件に

なっております。 

県の基準との違いでございますが、先ほど申し上げました土地の形質の変更は、
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県は３０００㎡、市では１０００㎡となっておりますが、宅開というものがござい

まして、ある程度の開発を行う場合には３０００㎡を超えるものは県に届出をしな

さい、この計画の１０００㎡につきましては、市の宅開の届出基準です。ですから

県が３０００㎡以上、市が１０００㎡以上３０００㎡未満、この部分を現在市が宅

開で取扱を行っておりますので、宅開の届出の基準と同じ基準にしております。 

景観法の第１６条と第８条の違いですが、本計画（案）の中では第８条の３とい

うことで建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限を本計画（案）の中

でも届出行為、規制行為に上げてございますので景観法第８条第２項第３号として

あります。 

重点地区の今後の地域とのコンセンサスをどのように進めるかでございますが、

特に６地区の中では現在、姨捨棚田の棚田オーナー制度、森、倉科地域が交付金事

業による整備が進められております、稲荷山地区についての白壁は、旧の計画の中

でも地域の中に入りまして市民の方々と話し合いをしたが結局、合意形成、協定締

結の段階までは進めなかった経緯があります。そういった中から短期間での合意形

成は難しいと思いますけれども市民の方々とのコンセンサスを得る機会を多く設け

る中で、いろいろな景観形成、保全があるかと思いますので、全ての項目を最初か

ら協定の中に入れるというのは非常に難しい部分がございますが、１項目でも出来

ることがあれば段階を経て段階的にレベルを上げていくような手法をとって行きた

いと考えております。重点地区以外の関係についても同様な考え方をして市民の皆

さん、事業者の皆さんと常に話し合いが出来るような形をとっていければと考えて

おります。 

 

◎宮入委員 

６地区の重点地区との合意形成が非常に重要だと思うのですよ、今のところ計画

が優先で具体的にはこれからだという感じですけれども出来れば他市よりも進んで

いますので是非とも重点地区１地区でもいいですので完全な合意形成を是非お願い

したいと思います。 

国土利用計画が上位だということですが、景観計画は言い方悪いですが違う方向

にはいけない、国土利用計画が優先だということですね。たとえば農用地は３５ｈ

ａ減りますのでその半分ずつ住宅地と工業地になりだいぶ田園地区が変わってきま

す。やはり国土利用計画が上だということは法律上仕方がないと思うがケースバイ
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ケースで、景観を場合によっては優先する場面が特に姨捨地区にあっても良いと思

います。 

 

◎事 務 局 

先ほど宮入委員さんよりご質問のありました改正都市計画法、屋外広告物法との

関連につきまして、景観計画においては都市計画の制度を十分に活用していただい

て、連携を図り良好な景観を図って行きたいと考えております。 

 

◎中村委員 

重点地区の磯部地区の辺が違うのではないか、９１頁のその他温泉資源の八幡温

泉は佐野川温泉「竹林の湯」を意味しているのか。 

 

◎建設課長 

磯部については訂正させていただきます。佐野川温泉については議長さんがおっ

しゃる通りです。 

 

◎三井委員 

長野県の景観条例もありますよね。長野県の条例を上位として千曲市の計画は下

位だから矛盾してはいけないこともないと思う。長野県は県全体を見ていて千曲市

は特に厳しくすれば良いというものでもないが、千曲市は実態的にやっているから

長野県の条例より厳しくやっているということが、法的や条例であっても良いので

ではないかと僕は思う。長野県はこうだけど千曲市はこういうところに力を入れて

いるというようなところがあっても良いのではないかと思うんです。 

７６頁の行為の制限に対してどういう風にやるかというのは問題になると思う。

行政と市民と事業者が話し合うというけれども、だいたい３社が話し合っても一致

する事はまず無いかと思うんですよね。その時にどうするか、特に命令に従わない

場合は、市長の助言とか指導とかありますけれども市長なんかは助言も出来ません

からね、具体的には罰金とか事実の公表とかなかなか難しい問題ですよ、公告を見

ても公告が大きければ良いという物でもないし小さければ良いという物でもない、

その辺をどういう風にやるかということは結論的にはどうやったら良いか判りませ

んが、非常に難しい問題なので行政サイドはじっくり考えて実際にやっていただき
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たいと思いますね。行政、市民と事業者が一致するような事はないですよ、その時

にどうするか今のうちに考えておかないと死文になってしまいますので、いかに発

展させていくかということは駄目な時のことを考えてやっていくべきではないかと

思います。 

 

◎議  長 

建設的な貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。諮問第１号「千

曲市景観計画（案）について」原案に賛成の委員の方の挙手を求めたいと思います

けれどもよろしくお願いいたします。 

 

（委員多数挙手） 

◎議  長 

ありがとうございます。多方の賛成をいただきましてこの諮問第１号は原案のと

おり承認をいただくことに決定をいたしました。長時間ありがとうございました。 

ここでお諮りを申し上げますが、ただいま承認いたしました諮問に対し、本日、

市長あて答申したいと思いますが、これにご異議ありませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

◎議  長 

異議なしと認めさせていただきます。ここで、答申（案）作成のため暫時休憩い

たしますのでお願いいたします。 

 

（休   憩） 

 

（再   開） 

 

◎議  長 

会議を再開いたします。 

答申案を配布願います。 

（事務局配布） 
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◎議  長 

ただいま検討いたしました案件の答申案につきましては、お手元に配布したとお

りです。 

事務局で朗読願います。 

 

（事務局答申書案を朗読） 

 

◎議  長 

ただいま事務局で朗読しましたが、本案のとおり答申するにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

◎議  長 

異議なしと認めます。 

よって、本案のとおり答申することに決定いたしました。 

ここで、答申書の準備がありますので、暫時休憩いたします。 

    

（休  憩） 

 

（再  開） 

 

◎議  長 

会議を再開いたします。 

答申書ができましたので、ここで市長に答申いたします。 

 

（議長答申書を朗読） 

 

（市長に答申書を渡す） 

 

◎市  長 

一言御礼を申し上げます。千曲市景観計画（案）につきまして諮問をさせていた
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だきましたところ、早速に慎重なご審議を頂戴し、且つまた多角的なご意見を頂戴

いたしまして、私どもこれを真摯に受け止めてこれから千曲市の将来に渡っての景

観形成に努力して参りたいと存じます。 

引き続き審議会の皆様には何かとご協力を頂戴いたすことになりますけれども何

卒よろしくお願いを申し上げまして、御礼に代えさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

（市長退席） 

 

◎議  長 

それでは、次に日程第５の報告に入ります。 (1)「国土利用計画（千曲市計画）

について」と(2)「千曲市都市計画マスタープラン全体構想（素案）について」は関

連がありますので一括して事務局より説明願います。 

 

◎説 明 員 

企画部長の吉川でございます、国土利用計画（千曲市計画）についてこれより説

明させていただきます。 

国土利用計画（千曲市計画）は、国土利用計画法の規定に基づきまして策定をし

たものでございます。市の土地利用に関する基本構想、農地、宅地等の利用区分ご

との規模の目標と地域別の概要及びこれを達成するための必要な措置の概要等を定

めたものです。先ほども議論にありましたけれども千曲市の土地利用に関する最上

位の計画であり、また行政上の指針となるものでございます。昨年９月より市長の

諮問に基づきまして、千曲市国土利用計画審議会において審議をいただきまして本

年６月議会において可決をされたものです。 

以下計画の概要につきましてお手元のダイジェスト版により説明させていただき

たいと思います。 

表紙を開けていただきまして左上に基本理念がございますけれども基本理念につ

きましては、土地利用にあたり公共の福祉と災害に強いまちづくりを優先するとと

もに自然環境の保全を図りながら地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件

に配慮して市の近郊ある発展を図ることを基本理念といたしました。当市の土地利

用上の課題といたしまして今後の人口減少、少子高齢化社会が進むことなどからこ
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れまでの開発を基調とした量的な拡大を目指す方向から集約的都市構造、コンパク

トシテイという構造に転換する必要があるわけでございますが、反面、国道１８号

バイパス沿線やしなの鉄道新駅千曲駅の設置開通等によりまして地域や産業の活性

化への期待感が一層高まっております。更には広域交通網が発達いたしましてそれ

らへ対応した産業用地の確保や新たに開発した拠点の周辺整備をどのようにするか

というところが大変大きな課題にあげられたということでございます。 

それから土地利用の基本方向といたしましては下段に掲げてございまして、一点

目は活力ある持続可能な市土の形成。二点目が、豊な自然環境と美しい景観の保全

をし、これらを創出し後世に伝える。三点目が、市民が安全、安心して快適に暮ら

せる生活空間の創造等４つを掲げてございます。 

右ページに移りまして利用区分ごとの規模の目標でございますけれども計画の目

標年次を平成２８年といたしました。これは総合計画と同じ目標年次ということで

ございます。また、目標年次における将来人口の予測は約６１，０００人と想定し

ております。目標年次の平成２８年の利用区分別面積の目標でございますけれども

農用地から工業系用地に転換を図る土地につきましては、更埴インターチェンジか

ら雨宮北部地域、八幡地区の国道１８号線バイパス東側の県道姨捨停車場線までの

地区、八幡地区の平和橋南側の千曲川堤防と国道１８号線バイパスに囲まれた地区

の３箇所でございます。 

また、農用地から新たな住宅需要に対応するため土地利用の転換を図る土地につ

きましては、屋代地区から雨宮地区にかけての上信越自動車道の西側地区、しなの

鉄道千曲駅の周辺地区、稲荷山地区から八幡地区にかけての国道１８号線バイパス

東側地区であります。このため農用地は３５ｈａ減少いたしまして全体で１６２５

ｈａといたしました。 

道路につきましては、幹線道路の整備また宅地化の振興等によりまして４ｈａ増

の６１８ｈａといたしました。宅地につきましては先ほど申し上げました理由によ

り１６ｈａ増の８００ｈａとし、計画的に良好な市街地の形成を目指して参りたい

ということでございます。 

工業用地につきましても先ほど申し上げましたように１７ｈａ増の１０１ｈａと

いたしまして、既存の工業系用途地域内へ誘導できない大規模な土地需要に対して

対応して参りたいということであります。 

全体を開いていただいた左側には、都市地域、農業集落共生地域、自然森林環境
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保全地域の地域類型化をいたしまして土地利用の基本的な方向を示してございます。 

また、右側でございますけれども市内の自然的、社会的、文化的条件を考慮いた

しまして５つの地域に区分し、地域ごとの土地利用の概要と目標を掲載してござい

ます。 

なお、この計画につきましては５年毎に見直しをすることとなっております。以

上が概要でございます。判りにくい部分も多々あろうかと思いますけれども後ほど

ご一読いただければと考えております。 

 

◎事 務 局 

続きまして都市計画マスタープラン全体構想素案について、都市計画課竹内より

ご説明申し上げます。 

まず、いままでの経過についてでありますけれども、昨年１１月、前回の本審議

会におきまして都市計画マスタープラン策定の基本方針についてご報告いたしまし

た。 

その後、上位計画であります国土利用計画を追う形で都市計画マスタープラン策

定の作業に入りまして、本年６月、国土利用計画の千曲市計画が議会承認されまし

たので、これに即し引き続き都市計画マスタープランの策定作業を進めているとこ

ろであります。 

都市計画マスタープランは大きく分けまして全体構想、地域別構想、そして実現

化の方策によって構成されております。今回はその中の全体構想素案についてご報

告いたします。 

全体構想素案の綴りをご覧いただきたいと思います。２頁をご覧ください、都市

計画マスタープランとはと言うことですけれども、前回の審議会で策定方針の中で

説明をさせていただきました。 

４頁をご覧ください、都市づくりの課題です。課題を土地利用、都市施設、都市

の管理、運営の３つの分類に整理しております。土地利用にあたっての課題では環

境負荷の少ない土地利用への転換、農地、森林など地域資源の保全及び活用、産業

機能の活性化を図る土地利用、観光、文化交流の向上に資する土地利用、都市機能

の適切な機能分担、そして中心市街地の魅力向上の６項目を課題として上げてあり

ます。 

次に都市施設整備にあたっての課題ということで拠点相互の連携の強化、公共交
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通の利便性の向上、自然と調和した環境、景観の形成、安全、安心、快適な都市づ

くりの４項目を課題として上げております。 

次に都市の管理、運営に当っての課題ということで市民、地元企業、団体等との

協働による都市づくり、地域特性に応じた都市づくり、効率的かつ効果的な都市の

経営の３項目を課題として上げております。 

次に将来像と都市づくりの基本方針です。これにつきましては、千曲市総合計画

上位計画にあたりますがこれに即して同様に定めております。 

９頁をご覧ください、都市づくりの目標と基本方針です。今申し上げました都市

づくりの基本理念、千曲市の将来都市像、都市づくりの課題を踏まえまして右側の

表になり、都市づくりの目標と基本方針を定めております。目標の１の自然と共生

する人、まち、環境にやさしい都市づくりの基本方針は既存市街地を活かした集約

型の市街地づくり、美しく豊かな農村環境の形成そして環境負荷の低減を目指した

都市づくり。２の支えあい安心して生き生きと暮らせる都市づくりの基本方針は、

安心して暮らせる災害に強いまちづくりと子供から高齢者まで快適に暮らせる市街

地の形成。３の活力に満ちた交流の盛んな賑わいのある都市づくりの基本方針は、

魅力ある市街地空間づくり、さまざまな人との交流、そして地域経済の活性化。４

の地域資源を活かし愛着と誇りを持てる都市づくりの基本方針は、美しい風景・景

観の保全と形成、歴史的、文化的遺産の保全、継承、温泉資源の活用、自然資源の

保全と活用そして計画的に整備された都市施設の有効活用。５の多様な主体の協働

による市民が輝く都市づくりの基本方針としては、市民や団体等の参画、千曲の応

援団づくり、そして広域的連携による公共施設の利用促進と効率的運用ということ

を上げております。 

１０頁から１３頁です、これについては先ほど申し上げました基本方針の内容を

示しております。 

次に１４頁をご覧ください、将来の都市構造です。将来の都市構造は、本市が目

指す将来の都市イメージﾞを示すもので、ゾーン、軸、そして拠点の３要素によりま

して将来の都市構造を設定しております。 

１８頁をご覧ください、千曲市の将来都市構造図ということでありますが、今申

し上げましたように２０年後の千曲市のイメージということでゾーン、軸、拠点の

３要素で表しておりますが、要素の１つ目のゾーンについてでありますけれども、

ゾーンについては、市街地ゾーン、農業集落共生ゾーン、環境保全ゾーンの３つの
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ゾーンで表しております。これについては、先ほど国土利用計画の説明にもありま

したように国土利用計画の都市地域、農業集落共生地域、自然森林環境保全地域に

リンクしております、市街地ゾーンについては都市的土地利用が行われる地域、農

業集落共生ゾーンは既存の集落地と周辺に広がる優良な農地、環境保全ゾーンにつ

いては緑り豊かな山々と中央を流れる千曲川と河川敷を位置付けております。 

３要素の２つ目軸の配置です。道路、交通、河川等とネットワークを定めており

ます。都市軸では長野自動車道、上信越自動車道、長野新幹線を広域連絡軸とし、

しなの鉄道、ＪＲ篠ノ井線、国道１８号、国道１８号バイパスを都市連絡軸として

おります。この他に図には書いてございませんが、国道４０３号、主要地方道一般

県道、都市計画道路、循環バスの路線を市街地と集落地を結ぶ地域連絡軸として位

置付けております。環境軸では緑り豊かな周辺の山々を森林の軸、千曲川を水の軸

と位置付けております。 

３要素の３つ目ですが拠点です。都市の機能の集積を拠点としまして都市拠点は

行政機能、商業業務機能等の集積ということで屋代駅前周辺から稲荷山地区、戸倉

駅前周辺から戸倉上山田温泉を都市拠点としております。産業拠点については、工

業や事務所等の集積ということで更埴ジャンクション周辺、更埴インター周辺、雨

宮地区、八幡地区を産業拠点と位置付けております。観光文化交流拠点は観光客と

市民とが交流する拠点と言うことで稲荷山地区、あんず、科野の里、さらしな、姨

捨名月の里、戸倉上山田温泉を位置付けております。 

次に１９頁をご覧ください、全体構想案です。この案については分野別に都市計

画の方針を整理しております。今申し上げた土地利用の方針につきましては、将来

都市構造、計画的な土地利用の実現を目指しつつ、市街地ゾーンにおいては土地利

用の高度化、低未利用用地の有効活用。農業集落共生ゾーンにおいては、自然環境

や景観の保全、農地と宅地の調和。環境保全ゾーンにおいては、自然の保全、再生

を上げております。また一方で新たな居住や産業の場として都市的な活用を図るこ

とが必要な地域については農政との調整を図りつつ無秩序な市街地開発とならない

ように計画的な都市的土地利用の誘導を図って行くということを上げてあります。 

２２頁の土地利用方針図をご覧ください。このゾーンは、国土利用計画の構造図

にリンクしております。都市計画マスタープランではこれを更に細分化ということ

でありまして、市街地ゾーンについては商業系、工業系、住居系の地域に分けまし

て、更に、商業系地域を中心商業地、地区商業地、工業系地域を専用工業地、複合
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系利用地、住居系地域を専用系住宅地、沿道系住宅地、一般住宅地に細分化したと

いうことです。この分けについては、概ね現在の用途地域の指定にリンクしている

ものです。この凡例の一番下のところ市街地誘導地区ということで赤い枠が示され

ております。この赤枠ですけれども国土利用計画の説明でもありましたように新た

に都市地域に位置づけられた地区ということです。 

２３頁をご覧ください、道路、交通施設の整備方針です。交通網を道路網、鉄道、

バス等の公共交通網、歩行者空間、交通結節点の５つの構成をさせていただきまし

た。道路網の方針ということでは、市内の道路網を広域幹線、主要幹線、幹線、地

域幹線の４つに大分類しまして、国道１８号バイパス、冠着橋、都市計画道路千曲

線の整備促進、都市拠点の育成や中心市街地の活性化等に役立つ都市計画道路の整

備の促進、それから都市計画道路の見直しを整備方針として上げてあります。 

２７頁の道路網整備方針図をご覧ください。赤の二重線の広域幹線については長

野自動車道、上信越自動車道を位置付けております。適正な維持管理、姨捨サービ

スインターのフル規格化、上信越自動車道におけるスマートインターの実現性の検

討等を上げております。赤の太線では国道１８号、国道１８号バイパス、国道４０

３号、主要地方道といったものを位置付けておりまして、市街地のボトルネックと

なっている交差点の改良や歩道の設置それから国道１８号バイパスの整備の促進、

国道４０３号、長野上田線、大町麻績インター千曲線の歩道設置やバイパスの促進、

更には道の駅の整備の促進の検討を上げております。 

青色の幹線では一般県道を位置付けております。森篠ノ井線、白石千曲線の整備

促進、白石千曲バイパスの事業化、冠着橋の早期架け替え、小峰稲荷山線、聖高原

千曲線の計画的な整備促進といったものを上げてあります。 

オレンジ色の地域幹線では、都市計画道路を位置付けております。拠点に位置す

る都市計画道路等の未整備区間の整備促進を上げてあります。なお、ここに掲げま

した優先して整備すべき路線については、今後、更に地域別構想の中で精査させて

いただきたいと思っております。 

次に２６頁です。公共交通網の鉄道網についてですが、新幹線を広域幹線交通網

として位置付けまして、新駅誘致の運動、しなの鉄道戸倉、屋代間に新駅設置、長

野電鉄屋代線の利用の促進や戸倉駅への乗り入れ、それからパークアンドライド駐

車場の整備を上げてあります。 

２８頁以降では４．３で環境、４．４でその他の都市施設、４．５で景観、４．
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６で防災について分野別に都市計画の方針を上げております。 

以上全体構想の概略を説明させていただきましたが、今後作業を更に進める中で

地域別構想とフィードバックしながら内容の充実を図って参りたいと考えておりま

す。 

続きまして、全体構想素案に対するパブリックコメントを実施しました結果につ

いてご報告いたします。 

これにつきましては、前回の委員会におきまして委員の皆さんから出来るだけ早

い段階から市民の皆さんに情報を公開し意見を聴取しなさいという意見をいただき

ましたので、都市計画マスタープランの前段の部分ではありますけれども全体構想

の素案が出来ましたので実施したものであります。 

この結果、９月１日から３０日までの１ヶ月間で２名の方からご意見をいただき

ました。その概要をご報告いたします。 

まず「総花的で花が見えない、世の中の変化に対応していない、都市計画マスタ

ープランの必要はあるのか、千曲川を千曲市の全ての基軸とし魅力ある千曲川の発

進をすべきだ、姨捨スマートインターの利用時間の拡大を、しなの鉄道の利便性の

向上」などのご意見をいただきました。このいただいた意見については、策定作業

の中で検討し、参考にすべきものについてはマスタープランに反映させていきたい

と考えておりますし、いただいた意見の市の考え方については、ホームページ等で

情報公開をしていきたいと考えております。 

次にマスタープランの今後のスケジュールについてご報告いたします。 

前回の都市計画審議会におきまして策定方針を説明した後、庁内の策定委員会等

を経まして全体構想素案を策定しました。この全体構想素案について９月１日から

３０日の１ヶ月間のパブリックコメントを実施したものが今までの経過となり、そ

して本日第５回の都市計画審議会におきまして、素案の説明をしているところであ

ります。 

現在、公募市民の皆さんや地元の建築士さんのご協力をいただきまして、策定市

民会議を開催しております。１０月から１２月までの３ヶ月間で４回実施するとと

もに各種団体のヒヤリングといった市民参加をいただきながら意見を聴取するなど

し、市民の皆さんの意見を反映しつつ、庁内の策定委員会を経てマスタープランの

案を策定していく予定であります。この案に対しまして本審議会の委員の皆さんの

意見を個々にいただく機会をいただきまして都市計画審議会に協議をするとともに、
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再度パブリックコメントを実施することや、県等関係機関の協議、同意を経て最終

的には都市計画審議会で市長が諮問し本審議会の答申をいただくというのが今後の

スケジュールになります。 

なお、先ほど申し上げました第１回目の市民会議の様子でありますけれども市民

会議通信をご覧いただきたいと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

◎議  長 

ただいま事務局から説明がありましがご質問、お聞きしたいことがありましたら

挙手を持って質問をお願いします。 

 

◎杵淵委員 

国土利用計画の関係で、利用区分ごとの規模の目標ということで平成１８年次が

基準で２８年度まで農地が３５ｈａ少なくなるということで、先ほどの説明の中で

八幡地区、屋代地区、雨宮地区で３５ｈａという説明ですが、参考のために各地区

の内訳をお聞かせ願いたい。 

 

◎企画部長 

先ほど説明の中で宅地、工業系用途についての増加でありますけれども、国土利

用計画の上では、どこの地区が何ｈａ減少するというのは出しておりません。全体

で工業用地１７ｈａ不足するからその分を農地のほうへ求める、宅地がこのくらい

増えるためこの位を農地のほうからお願いしたいという概念的な部分でございます

ので、それぞれの用地の面積というのは特定してございませんのでご了解いただき

たいと思います。 

 

◎議  長 

他に質問がないようでありますので、ここで終了させていただきます。 

なお、都市計画マスタープランにつきましては、今後本審議会で引き続き審議し

ていただき、計画案ができた段階で、市長の諮問に対し答申することとなりますの

でよろしくお願いいたします。 
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以上で、本日の議事はすべて終了しました。 

ここで、議長を退任させていただきますが大変に長い間、慎重審議いただきまし

てご協力ありがとうございました。 

 

 

◎課  長 

以上をもちまして、第５回千曲市都市計画審議会を閉会といたします。 

長時間委員の皆さん大変お疲れ様でした、ありがとうございました。 

 

（議事終了） 

 


