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第 6 回千曲市都市計画審議会 議事録 

 

◎ 課 長 
おはようございます。私この４月から都市計画課長として参りました小林と

申します。よろしくひとつお願いしたいと思います。 
本日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まして大変

ありがとうございます。 
ただいまから、第６回千曲市都市計画審議会を開催いたします。 
はじめに、市長より召集のごあいさつを申し上げます。 

 
◎ 市 長 
おはようございます。市長の近藤でございます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。 
本日は第６回の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、

委員の皆様には、ご繁忙にも拘りませず、また早朝からご出席を頂戴いたしま

して、心から厚く御礼申し上げるものであります。 
都市計画審議会は、市が都市計画を定める際に、都市計画法に基づき、都市

計画案を調査、審議する機関であります。 
市の都市計画審議会条例によりますと、委員の任期は２年でございまして、

本年が改選期となっておりましたので、過日、市議会ならびにそれぞれの団体

や機関等にお願いをして委員の推薦をいただくとともに、公募により市民代表

の方を選定させていただきました。 
委員の皆さんには千曲市の都市計画について、いろいろな角度からご指導い

ただければ幸いに存じ上げる次第であります。 
今回は、委員改選後初めての審議会であり、会長が不在でございますので、

会長を互選いただくとともに、千曲市都市計画マスタープランについて諮問を

させていただきます。 
よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りますようお願い申し上げまして、

ごあいさつにさせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

 
◎ 課 長 
それでは、今回の都市計画審議会は、いま市長のあいさつの中にもありまし

たとおり、委員改選後初めての審議会でありますので、ここで市長より委員の

皆さんに任命書を交付させていただきます。 
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市長が皆様のところへ参りますので、その場で交付を受けていただきたいと

いう風に思います。恐れ入りますがご起立をいただければと思います。 
名簿順に交付させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 
（任命書交付） 

 
◎ 課 長 
どうもありがとうございました。それでは、よろしくひとつお願いしたいと

思います。 
今日は初顔合わせということでございますので、ここでそれぞれ自己紹介を

お願いしたいという風に思います。よろしくお願いしたいと思います。 
中村議長さんの方から順番にお願いしたいと思います。 

 
（自己紹介） 

 
◎ 課 長 
どうも大変ありがとうございました。ここでご報告を申し上げたいと思いま

す。本日、委員さん欠席がございません。よって、千曲市都市計画審議会条例

第５条第２項の規定によりまして、過半数の委員さんの方が出席されておりま

すので、会議が成立することをご報告申し上げます。 
次にお手元の資料の確認をお願いしたいと思います。万全の体制でいるので

すが、再確認をお願いしたいという風に思っております。 
まず第６回の千曲市都市計画審議会の会議次第が１枚ございます。それから、

選第１号千曲市都市計画審議会会長の互選についてということで１枚ございま

す。それから、諮問第１号ということで、千曲市都市計画マスタープランにつ

いて、というのが１枚ございます。それから、ご覧いただきました名簿という

ことでございます。なお名簿の一番下、空欄になっておりますが、公募委員さ

んを募集しました。定員 15 名というようなことで募集しておりまして、１名再

募集を現在しておりますので、また次回ですね、委員さんが決まればですね、

またご案内を差し上げたいという風に思っております。それから、千曲市都市

計画審議会条例ということで１枚、ご案内させていただいております。裏表に

なっておりますが、ご案内させていただいております。それから、マスタープ

ランの用語説明ということで、２枚綴りでございます。それから、カラー刷り

になっておりますが、マスタープランの策定スケジュールというのが１枚ござ

います。それから、大きな冊子になっておりますが、千曲市の総合計画が１冊、
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それから、こないだ出来ました国土利用計画が１冊、それぞれお手元へいって

ございます。それから、事前にお配りさせていただいたのですが、千曲市都市

計画マスタープラン（案）というのが１冊ということで、今日もしお持ちでな

い方がおいでになりましたら、事務局の方にございますので、申し出ていただ

ければと思います。以上、ご確認できましたでしょうか。 
それでは、日程第５の臨時議長の選出でございますが、先程申し上げたとお

り、委員改選後初めての審議会で、会長さんが決まっておりませんので、会長

さんが決定するまでの間、慣例によりまして、市長が臨時議長として進行させ

ていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 
よろしくお願いいたしたいと思います。それでは、市長さんお願いします。 

 
◎ 臨時議長 
臨時議長ということで、会長が決まるまでの間、進行役を務めさせていただ

きますので、よろしくご協力を申し上げます。 
まず議事に入ります前に、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。 
長坂武美委員さんと、北村主計委員さんにお願いをいたします。 
それではこれから、議事に入らせていただきます。会議次第の６、議事とい

うことで（１）選第１号千曲市都市計画審議会会長の互選についてを議題とい

たします。 
事務局から説明をさせます。事務局お願いします。 

 
（選第１号朗読） 

 
◎ 説明員 
会長の互選につきましては、千曲市都市計画審議会条例第４条第１項の規定

により、学識経験者から任命された委員の中から選出することになっておりま

す。 
千曲市都市計画審議会名簿をご覧いただきますと、学識経験者は、三井委員、

滝沢委員、西澤委員、杵淵委員、海野委員の５名です。 
この中から会長の選出をお願いいたします。 

 
◎ 臨時議長 
はい、ただいま事務局から説明がありましたが、どのような方法によって選

出したらよろしいか、ご意見がございましたらお願いをいたします。 
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◎ 杵淵委員 
杵淵でございます。会長さんの互選につきましては、過去先輩の方にもお聞

きしたこともございますが、歴代会長さんは、千曲商工会議所の会頭さんがご

苦労願っておるということのようですので、今回も滝沢会頭さんに会長をお願

いしたいと私は思いますが、よろしくご審議をお願いします。 

 
◎ 臨時議長 
他にご意見ございますでしょうか。 
ないようでございますので、それではお諮りをいたします。 
ただいま、杵淵委員さんからご発議がございましたけれども、滝沢英雄さん

に会長をお願いするということで、ご異議ございませんでしょうか。 

 
（異議なしの声） 

 
◎ 臨時議長 
ありがとうございます。それでは、滝沢英雄さんに会長をお引き受けいただ

き、よろしくお願いをいたします。 
会長さんが決定いたしましたので、臨時議長を退任させていただきます。ご

協力を心から御礼申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
◎ 課 長 
お手元の選第１号千曲市都市計画審議会会長の互選についてのところに、滝

沢会長さんのご氏名と日付をご記入いただきたいと思います。 
それでは、滝沢会長さんには、恐れ入ります、議長席の方へ移動をお願いし

ます。 
合わせて、滝沢新会長さんの方からごあいさついただければと思います。 
よろしくお願いします。 

 
◎ 会 長 
皆さんおはようございます。ただいまは、また私ごとき者が会長を仰せつか

ったわけでございますが、何分にも微力なもので、勉強不足でみなさんのまた

お力をいただきながら、一所懸命やっていくつもりでございますもので、よろ

しくお願いいたします。 
本日は第６回ということで、都市計画審議会を早朝より開催しましたところ、

本当に全員の委員のみなさまにご出席を賜り、誠にありがとうございました。 
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振り返りますと、私、平成１９年の、第４回の審議会に、この会長職を仰せ

つかったわけでございますが、誠に早いもので、あっという間に１年半が経過

いたしたわけでございますが、この間、世の中まさしく激変をいたしました。 
特に現下の不況は、誠に厳しいものがあると思います。政府はこの２５日、

５月の月例報告で、薄明かりの表現で、景気の判断を引き上げました。生産と

輸出については下げ止まりつつある、また、公共投資はこのところ底堅い動き

と、３点の薄明かりとした一方、個人消費は穏やかに減少とあり、特に、雇用

の面では急速に悪化しており、厳しい状況と、まだまだ予断を許さない状況と

のことであります。 
そんな中、この千曲市都市計画を将来に向かって一歩一歩着実に推し進めて

いくわけでございますが、これからご審議をいただくマスタープラン（案）の

とおり、将来の都市づくりにはさまざまな課題がございます。 
そのひとつひとつを着実にクリアして、都市づくりの基本理念であります共

生、交流、そして協働のまちづくりを目指していきたいと思います。 
そのためには、本日ご臨席をいただいております皆さま各位に、さらなるお

力、ご努力をお願い申し上げまして、簡単ですが私のあいさつに代えさせてい

ただきます。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
◎ 課 長 
どうも大変ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 
それでは、本会の議長は会長が当たることになっておりますので、引き続き

会議の進行をお願いしたいという風に思います。 

 
◎ 議 長 
それでは、何分不慣れでございますけれども、僭越ではございますが、議長

を務めさせていただきますが、何分よろしくお願いいたします。 
それでは、さっそくですが、会議を進行いたしたいと思います。 
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。 

 
◎ 市 長 
今回諮問いたします千曲市都市計画マスタープランにつきましては、都市計

画法第１８条の２の規定に基づき、千曲市総合計画に即した、都市計画に関す

る基本的な方針を定めることにより、市民と行政が一体となったまちづくりを

進めるための指針とすることを目的としております。 
ただいまから、千曲市都市計画マスタープランについて諮問をいたしますの
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で、何卒よろしくお願いを申し上げたいと思います。 
平成２１年５月２９日、千曲市都市計画審議会会長滝沢英雄様、千曲市長近

藤清一郎、千曲市都市計画マスタープランについて、諮問、都市計画法第１８

条の２に基づく、都市計画に関する基本的方針、千曲市都市計画マスタープラ

ンを定めたいので、貴会の意見を求めます。 
では、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
◎ 課 長 
誠に恐れ入りますが、市長、業務スケジュールが重なっておりまして、これ

で退席させていただきたいと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 
◎ 議 長 
それでは会議を続けます。ただいまの、市長より諮問がありました議案案件

は１件であります。 
これより審議に入ります。諮問第１号千曲市都市計画マスタープランについ

てを議題といたします。それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 
（諮問第１号朗読） 

 
◎ 説明員 
それでは、マスタープランの内容につきましてご説明いたします。 
千曲市都市計画マスタープラン（案）という、この冊子をご覧いただきたい

と思います。 
このマスタープランにつきましては、前々回、第４回の審議会で基本方針と、

それからスケジュールについて、また前回、全体構想についてご説明いたしま

したけれども、委員さんも改選されておりますので、内容について重複すると

は思いますけれども、 初からご説明申し上げたいと思います。 
それでは、マスタープラン（案）の２ページをご覧いただきたいと思います。

都市計画マスタープランの目的と、目標年次、それから位置付けが記載されて

おります。まず目的ですが、まちづくりの方向性を定め、都市計画の基本的な

方針を示すことであります。策定の意義は、市民の理解と参加の下に、まちづ

くりへの合理形成を図りながら、目指すべき都市像の明確化と、趣旨の都市整

備事業を、総合的かつ体系的に実施することにあります。次に目標年次ですが、

上位計画の総合計画、それから国土利用計画に合わせて基準年次を、平成１８

年としておりまして、マスタープランの目標年次は概ね２０年とされておりま

すので、平成３８年となります。それから、位置付けですが、都市計画法第１
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８条の２により、都市計画の基本的な方針を定めることとされています。そし

てこの計画は、千曲市の総合計画、国土利用計画及び都市計画区域マスタープ

ランなどに即して定めることとなっております。また、地域防災計画や環境基

本計画などの関連計画との整合を図るとともに、市民の意見を反映させること

で、市民との協働のまちづくりを推進します。 
３ページをご覧いただきたいと思いますけれども、マスタープランの位置付

けを図で表しております。図の一番上に上位計画、千曲市の上位計画として総

合計画、千曲市総合計画と国土利用計画（千曲市計画）とあります。これにつ

きましては、それぞれ平成１９年と平成２０年に作成されております。それか

ら下の方に、都市計画マスタープランの役割ということが掲げられております。

４つあります。実現すべき、具体的都市の将来像を示します。個別の都市計画

に関し、市民の理解を得る根拠となります。都市整備に係わる施策の体系的な

指針となります。都市整備の計画実現の見通しを示します。これが４つの役割

になっております。それでは２章に入る前にですね、いままでどんなことをし

てきたかという経過と今後について、先程課長の方から説明ありましたマスタ

ープラン策定スケジュールというカラー刷りの資料があると思います。これを

ご覧いただきたいと思います。 
このマスタープランにつきましては、１９年と２０年の２箇年で策定すると

いうことで、当初スタートいたしました。スケジュールの左上にあります、土

地利用計画策定委員会ですが、これは、土地利用計画を策定するための庁内の

組織ですが、１９年の７月に策定方針を了解いただき、今年の２月にはマスタ

ープラン全体の協議が完了しております。それから次に、都市計画審議会でご

ざいますけれども、１９年の１１月、これは第４回の審議会になりますが、こ

こで策定方針を、それから昨年の１０月には、全体構想をご説明いたしまして、

ご理解をいただいております。それから本日の諮問となり、今後協議、審議を

いただいて、答申をいただいて、それからマスタープランの決定ということに

なってまいります。 
それから、３段目の市民参加、パブリックコメント等につきましては、パブ

リックコメントというのはちょっと耳慣れない言葉なんですけれども、マスタ

ープランのような、こういった案件を公表いたしまして、市民のみなさんから

提出いただいたご意見、それから情報を考慮して、意思決定を行う手続きのこ

とになります。昨年のこのパブリックコメントにつきましては、昨年の１０月

から１２月にかけて、都市計画マスタープラン策定市民会議というのを開催し

ております。これにつきましては、マスタープランを策定するために、市民の

みなさんの意見を反映する場として設置したもので、一般公募した市民のみな

さんと、それから、地元の建築士さんのご協力をいただきまして、現地調査を
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含め４回会議を行いまして、まちづくりアイディア提言書をまとめていただき

ました。そして、昨年の１２月２２日に提言書を市長に提出していただきまし

た。提出いただいた提言書を、いまから回覧いたしますので、またご覧いただ

きたいと思います。それから、パブリックコメントは、３段目にあります、２

回行っておりまして、昨年の９月、それから今年の２月から３月にかけて、パ

ブリックコメントを市報とそれからホームページに掲載することにより行って

おります。 
それでは、もう一度マスタープランの資料の方に戻りたいと思います。４ペ

ージから６ページにかけて、都市づくりの課題として 10 の課題を提起しており

ます。都市機能を集約し環境負荷の少ない都市づくり、適切な都市機能の分担

と特性を生かした都市拠点づくり、産業機能の活性化を図る都市拠点づくり、

拠点相互の連携の強化、森林農地などの地域資源の保全及び活用、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、市民地元企業団体等の協同

による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、以上が１０

の都市づくりの課題でございます。次に、７ページをご覧いただきたいと思い

ます。将来の都市像と都市づくりの基本方針です。先程申し上げました上位計

画の、総合計画の中で根幹となる３つのまちづくりの基本理念を掲げておりま

すけれども、これを都市づくりの基本理念といたします。共生のまちづくり、

交流のまちづくり、協働のまちづくりです。同様に、総合計画の将来像に則し、

「千曲の魅力と 多彩な力が 未来を拓く 躍動の都市」を、将来の都市像と

します。８ページの左に、先程申し上げた都市づくりの課題、それから中程に

は基本理念、それから将来都市像、基本目標をまとめてあります。それから右

側には、５つの都市づくりの目標と、それぞれの基本方針を定めております。

目標は、人・まち・自然環境が共生する都市づくり、支えあい安心して生き生

きと暮らせる都市づくり、活力に満ち交流の盛んなにぎわいのある都市づくり、

地域資源を活かし愛着と誇りを持てる都市づくり、多様な主体の協働による市

民が輝く都市づくり、以上の５つでございます。 
それから、９ページから１１ページにつきましては、ただいま申し上げた基

本方針を具体的に記述したものでございます。 
次に、１２ページをご覧いただきたいと思います。将来の都市構造について

でございます。将来の都市構造は、本市が目指す将来の都市イメージを示すも

ので、ゾーン、軸、拠点の３要素により、将来の都市構造を設定しております。

初にゾーンについてですが、市街地ゾーン、農業集落共生ゾーン、環境保全

ゾーンに定めます。これは、国土利用計画の都市地域、農業集落共生地域、自

然環境保全地域にリンクしておりまして、市街地ゾーン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、
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環境保全ゾーンは緑豊かな山々と中央を流れる千曲川と河川敷を位置づけてお

ります。３要素の２つ目は軸の配置です。１２ページから１３ページに記載し

ております。道路交通、河川を通じた連携・交流ネットワークの形成を図るた

め、都市軸と環境軸に定めます。都市軸では、長野自動車道、上信越自動車道、

長野新幹線で結ばれる広域的なつながりを広域連絡軸とし、しなの鉄道、JR 篠

ノ井線、国道１８号、１８号バイパスを周辺都市を結ぶ都市連絡軸とします。

国道４０３号、県道、都市計画道路、循環バス路線は市街地と集落地を結ぶ地

域連絡軸とします。それから、環境軸では、緑豊かな周辺の山々を里山の軸、

千曲川を水の軸として位置づけております。３つ目は、拠点です。行政機能、

商業業務機能等の集積を図る場所を都市拠点とし、屋代駅周辺地域から稲荷山

地区及び戸倉上山田温泉地区を市の顔となる都市拠点とします。産業拠点は、

就業機会と活力を創出する場所とし、更埴 JCT 周辺・更埴 IC 周辺・雨宮地区

及び八幡地区を位置づけます。観光客と市民が交流する場所を観光・文化交流

拠点とし、稲荷山地区、あんず・科野の里、さらしな・姨捨名月の里及び戸倉

上山田温泉を位置づけております。１４ページには、拠点をまとめた表がござ

います。それから１６ページには、先程説明申し上げました、将来都市像、将

来都市構造を図に表したものがございます。ゾーンそれから軸、拠点を表示し

てあります。 
１７ページからは、全体構想を記載してございます。まず土地利用の方針で

す。将来の都市構造で説明申し上げたゾーンごとに、土地利用の方針を整理し

ております。８ページでございますけれども、市街地地域のうち、商業系地域

では、屋代駅周辺・稲荷山地区、戸倉上山田温泉地区を市の中心商業地として

位置づけ、商業施設の立地を誘導します。工業系地域では、更埴 IC 周辺・雨宮

地区、八幡工業団地、１８号バイパス東側、県道姨捨停車場線の南側を、工業

系用途地域の指定を検討いたします。住居系地域では、住居専用地域は、うる

おいとゆとりのある居住環境の形成を図り、幹線道路の沿線については、住宅

と沿道サービス施設が融合する地区とします。１８号バイパスの東側、千曲駅

周辺については、計画的な立地誘導を図ります。それから、１９ページの農業

集落共生地域では、良好な農村景観の促進と、農業生産の推進を図ります。環

境保全地域では、さまざまな恩恵を与えてくれる森林や、荒廃が目立ってきた

里山を適切に管理し、身近に親しむことができる環境整備を図ります。市の中

心を流れる千曲川は市のシンボルですので、引き続き水辺環境の保全と活用を

図ります。２０ページには、土地利用方針図がございます。これは国土利用計

画の土地利用構想図にリンクしておりまして、ゾーンをさらに細分化して表示

してございます。方針図の凡例の一番下の赤い枠の市街地誘導地区は新たに都

市地域に位置づけられた地区を表示しております。例えば更埴 IC の周辺ですと
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か、八幡の工業団地、それから、しなの鉄道の千曲駅周辺など、赤く枠がして

ございます。そういった地区は新たに都市地域に位置づけられた地区を表示し

ております。 
それでは、２１ページをご覧いただきたいと思います。道路交通施設の整備

方針が書いてございます。交通網を、道路網、公共交通網、歩行者空間、交通

結節点に分類し、整備方針を整備いたしました。とんで２５ページには、交通

網整備方針図というのが書いてございます。それも併せてご覧いただいて、ご

説明いたします。まず道路網ですけれども、市内の道路網をその機能に応じて

４つに大分類し、整備方針を設定します。国道１８号バイパス、一般県道内川

姨捨停車場線冠着橋、都市計画道路千曲線につきましては、整備を促進し、市

の一体化を図ります。それから、広域幹線では、姨捨スマート IC のフル規格化

に向けた取り組みを推進するとともに、上信越道におけるスマート IC の実現性

の検討を行います。主要幹線では、市街地のボトルネックになっている交差点

の改良や歩道の設置、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整備の促進、さらには道の

駅の整備を検討いたします。 
それから、２２ページの幹線道路では、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、計画的な整備促進を要望してまいります。地域幹線では、都市計画道

路を位置づけておりますけれども、未整備区間の整備を優先して推進してまい

ります。２３ページは、説明申し上げました幹線道路の分類表が記載されてご

ざいます。それから、２４ページにつきましては、公共交通網の鉄道網、バス

網、さらには歩行空間、交通結節点の整備方針について記載されております。

それから、２６ページには、自然環境の保全と都市環境形成の方針が記載され

ております。人々の活動が広域化、高度化するなかで自然環境の負荷も増大を

続け、自然環境を保全する必要性についての認識が深まってきております。ま

た、生活にうるおいとやすらぎをもたらす都市環境の形成も重要です。 
こうした状況をふまえ、２７ページにかけて、公園・緑地や水辺の整備、緑

のネットワークの形成、豊かな環境保全についての方針を記載しております。

２８ページには、公園・緑地の配置方針図がございます。それから、２９ペー

ジには、その他の都市施設であります上水道、下水道及び河川の整備方針を記

載しております。３０ページの景観形成につきましては、ただいま策定中の千

曲市景観計画に基づき方針を示し、魅力的な景観形成に努めてまいります。そ

れから３１ページ、３２ページの防災についてですが、災害に強い安心・安全

のまちの実現を目指し、市民、事業所、行政が連携して、災害に強いまちづく

りを進めます。以上が全体の構想です。 
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３３ページ以降には、地域別構想が記載されてございます。まず３３ページ

にあります下の図ですね、これは国土利用計画の地域区分に則し、５つに区分

した地域名と図が記載されております。 
初に図の①です。東部市街地地域です。千曲川右岸の都市計画用途地域と

その周辺で、北は雨宮、屋代から、南は、ずっと南の磯部の地区になります。

３４ページから３７ページまで、地域の現状と課題、地域づくりの方針が記載

されております。３７ページの地域づくり方針図で、地域づくりの方針につい

てご説明いたします。 初に、土地利用についてです。まず屋代駅周辺ですけ

れども、図で赤い破線で範囲を示してございます。この地区は、市の中心市街

地として位置づけ、商業系用途地域の指定により、多様な都市機能の集積を図

り、人々が集い賑わう新たな中心市街地の形成を目指します。次に更埴 IC から

雨宮地区です。図では一番北、上になりますが、紺色の破線で明示してある箇

所です。市の中心的な工業地として位置づけ、工業系用途地域の指定による計

画的な工業地の形成を図ります。次に千曲駅周辺ですが、住居系用途地域の指

定による適正な土地利用の誘導を図ります。次に交通についてですが、１８号

バイパスは稲荷山、八幡地区の一部が供用になりましたが、引き続き要望して

まいります。それから、都市計画道路千曲線ですが、合併前から旧更埴市、戸

倉町で整備を進めておりました川東線と大西線です。現在、内川、上徳間地区

と、鋳物師屋、寂蒔地区の両地区で整備を進めておりますが、合併後、旧更埴

市と戸倉町を結ぶ路線として重要度が増しておりますので、整備速度を速めた

いと考えております。それから、市の東西を結ぶ路線として、県道内川姨捨停

車場線がありますけれども、県で冠着橋の架け替えに着手しましたので、併せ

て橋以外の県道部分の整備も要望してまいります。景観では、磯部地区に残る

歴史的まちなみの保存を図ってまいります。 
続いて３８ページから４１ページにかけまして、西部市街地地域について、

地域の現状と課題、地域づくりの方針が記載してあります。４１ページの方針

図でご説明いたします。西部市街地地域は、３３ページの図では②で、千曲川

左岸の稲荷山、八幡の用途地域とその周辺部です。 初に土地利用についてで

すが、４１ページの図で橙色の破線で囲ってある稲荷山地区につきましては、

福祉施設の集積するまちとして、施設利用者をはじめ地元住民の生活にも配慮

した生活環境の誘導を図ります。またこの地区は、宿場町の面影が残る土壁の

まちなみに趣があり、観光文化交流の基点として、特色のある景観の形成を図

ります。次に、紺色の破線で囲ってあり水色で着色されている八幡地区ですが、

既に工業団地になっている箇所と、新たに国道１８号バイパスの東側、平和橋

西詰南地区を工業地として位置づけ、工業系用途地域の指定による計画的な工

業地の誘導を図ります。佐野川以北の国道１８号バイパスの沿道及び佐野川以
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南では東側について、適正な土地利用を図ってまいります。またバイパス沿い

に道の駅の設置を検討したいと考えております。景観につきましては、武水別

神社の本殿や松田邸などの歴史ある建物と調和したまちなみの誘導を図ってま

いります。 
続きまして４２ページから４５ページには、南部市街地地域について、地域

の現状と課題、地域づくりの方針が記載してございます。３３ページの図では

③になり、市の南部の用途地域とその周辺で、戸倉上山田温泉、新戸倉温泉、

戸倉駅以南の市街地が範囲になっております。地域づくり方針について、４５

ページの方針図でご説明いたします。 初に、１００余年の歴史を有する戸倉

上山田温泉地区ですが、図ではオレンジ色の破線で囲まれ中が赤く着色されて

いる箇所です。市の観光産業の中心であることから、観光客が気軽に歩き、自

然や歴史文化に触れられる情緒あふれる温泉街としてのまちづくりを進め、に

ぎわいと活気の回復を目指します。温泉街の中を主要地方道長野上田線が通っ

ておりますので、通過交通を排除し、歩行者を優先した道路の整備を推進しま

す。次に、戸倉駅以南の新戸倉温泉を含む赤い破線で囲まれた箇所ですが、戸

倉駅周辺と温泉街との連携により、快適な住環境の形成を目指します。その他、

荒砥沢川、女沢川、日影沢川の河川整備を推進し、大雨時の災害を防止いたし

ます。 
続きまして、４６ページから４９ページには、東部農山村地域について、地

域の現状と課題、地域づくりの方針が記載してあります。３３ページの図では

④になりますが、千曲川右岸で東部と南部の市街地地域の東側に位置しており

ます。地域づくり方針につきまして４９ページの方針図によりご説明いたしま

す。図でオレンジ色の破線で明示してあります森・倉科地区ですが、日本一の

あんずの里といわれる市の農業産業の中心地としてだけでなく、良好な景観の

保全、質の高い住環境の形成や、花見からあんず狩り、あんずを使ったお菓子

作りなどの体験、滞在型の観光文化交流拠点を目指します。屋代田んぼは、稲

作の中心地として、良好な田園風景を創出する資源であり、農業景観の維持保

全を図ります。県道森篠ノ井線は、戸倉上山田温泉をはじめ他の観光資源との

連携を図るため、戸倉方面への延伸を検討します。戸倉宿キティパークは、市

民の憩いの場として活用を図ります。 
次に５０ページから５３ページには、西部農山村地域について現状と課題、

地域づくりの方針が記載してございます。西部農山村地域は３３ページの図で

は⑤になりますが、千曲川左岸で西部と南部の市街地地域の西側に位置してお

ります。地域づくりの方針について、５３ページの方針図によりご説明いたし

ます。図でオレンジ色の破線で囲まれている姨捨地区は、姨捨駅や国道１８号

バイパスからの眺望、地元児童の体験農業やオーナー制度など、棚田を利用し
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た観光文化交流拠点を目指します。地域に点在する集落地については、公共下

水道などの整備により、安心して住み続けることのできる地域形成を目指しま

す。主要地方道長野上田線の通過交通を排除するため、国道１８号バイパスの

整備を要望します。第５章の地域別構想は以上でございます。 
５４ページからは、第６章の実現化の方策について記述がされております。

まず５４ページですが、まちづくりのありかたについて、人口の減少時代を迎

え、市民と行政がそれぞれの役割を十分に認識し、協働してまちづくりを推進

する仕組みや環境が重要であると考えています。５５ページのまちづくりへの

参加と協働の仕組みづくりですが、市はまちづくり基本条例を制定し、まちづ

くりに対する市民参加の推進をしておりますので、まちづくり情報を積極的に

公開し、まちづくりに対する考え方や方針について、市民の理解を得ることが

重要だと考えております。まちづくりにはリーダーや組織が必要ですのでその

育成や、地域ボランティア活動を支えてまいります。 
５６ページをご覧いただきたいと思います。まちづくりの推進体制について

ですが、マスタープランは総合的なまちづくりのガイドラインであり、道路、

公園、景観といった個別の計画の上位にありますし、産業、環境、文化などさ

まざまな分野とも関連しており、観光、福祉、教育など幅広い部門とも連携を

図りながら、庁内横断的なまちづくり推進体制を整えてまいります。まちづく

りの推進には、財源や財産を有効かつ効果的に活用していく必要があり、区や

自治会の要望を的確に把握して効率的な整備を行ってまいります。下段に、市

の地域づくり計画の策定要領が記載されておりますが、昨年、各自治会で５か

年計画を策定していただきました。その計画につきましては毎年見直しをして

いただくことになっております。同様にこのマスタープランも、５年ごとにま

ちづくりの達成度について評価・検討を行うとともに、上位計画の変更にあわ

せて、市民参加による見直しを行ってまいります。 
５７ページから６６ページは、都市計画マスタープラン策定市民会議の名簿、

ワークショップの概要、それから４回行った市民会議の内容や様子を記した市

民会議通信を資料として掲載いたしました。 
それから、６７ページから７６ページですが、いろいろなまちづくり団体が

ございますが、その団体から活動内容等をお聞きした内容を記載しております。 
後に、先程説明申し上げましたパブリックコメント、２回行いましたけれ

ども、この結果をご報告いたします。昨年の９月と今年の２月から３月にかけ

ての２回行いまして、２名の方からご意見をいただいております。内容につき

ましては、総花的で華がみえない、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か、千曲川を市のすべての基軸とし魅力ある千曲

川の発信をするべきだ、姨捨スマート IC の利用時間の拡大を図ってほしい、し
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なの鉄道の利便性の向上を、といった意見をいただきました。このご意見につ

きましては、策定作業の中で検討し、マスタープランに反映させていただきま

した。以上、都市計画マスタープラン（案）の説明をいたしました。 

 
◎ 議 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わけでござ

いますが、何かお聞きになりたいこと、質問がございましたら、遠慮なくどん

どん、いい機会なもので言っていただければと思います。 
ご意見がありましたら挙手をもってひとつよろしくお願いいたします。 

 
◎ 宮入委員 
議長、今日はどこまで詰めればいいのか。スケジュールを教えていただきた

い。 

 
◎ 議 長 
では事務局の方からひとつ。 

 
◎ 事務局 
今日は全体的な説明を申し上げましたので、ご意見をいただく場でございま

す。 
それから、後日でももちろん結構ですが、小さい封筒にですね、ご意見をご

記入いただく用紙が入っておるかと思いますけれども、今日、短い時間ですの

で気づかない点も、あとお読みいただいたり感じたことがあるかと思います。 
そういったことをご記入いただきまして、また返送していただきたいと思っ

ております。 
あくまでもご協議をいただく場としてお考えいただければと思います。 

 
◎ 宮入委員 
そうすると、事務局の方で考えている答申の時期というのはいつ頃なんです

か。 

 
◎ 事務局 
皆さん方のご意見がどのくらいあるか分かりませんけれども、できれば次回

の、７月１０日前後にまた次回の審議会をお願いしたいと思っておりますけれ

ども、それまでに、皆さんのご意見をまとめて、次回に答申案をご提示できれ

ばと思っております。 
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答申案を事務局の方で作って、皆様方に了解をいただいて答申になりますの

で、そういったような、一番早いスケジュールではそういったことを考えてお

ります。 

 
◎ 宮入委員 
そうすると２点ほどお伺いしておきたいのですが、まず１点は、長野県の県

域の都市計画マスタープランとか、特に長野市の南部の篠ノ井松代辺りの具体

的なあのプランと、当然ある程度のですね、なんでも一緒というわけにはいき

ませんけれども、だいたいはあの、整合性が図られていると思うんですが、そ

の辺の経過って申しますか、どんな点を重視して検討されてきたかという点と、

それから、長野市さんのマスタープランを見ますとたとえば２０年後想定され

るその市の姿ですね、２０年後こういう問題が想定されると、たとえば少子高

齢化なんていうのは特にそうですし、団塊世代がいなくなりますので、当然そ

の行動範囲もいろいろ鉄道交通網も変わってきますし、そういった問題点を結

構あぶりだしてきているわけですよね、それでそういう問題点、問題があるか

らこのマスタープランはこういう対応をしていきたいと、非常にその辺はまぁ

私は分かりやすく思っているんですが、その点、今回の市民会議の皆さんにご

苦労いただいて本当に敬意を表しますし、私も内容的には賛成なんですが、具

体的にですね、そういう大きな問題、少子高齢化やそれから環境エネルギーみ

たいなものについて、こういうもの、こうにしたいとかいうのは分かりますよ

ね、２０年、２０年後こういうまちづくりをしたいということは分かるんです

が、こういう問題点がもう差し迫っているので、それに対してのこのマスター

プランとしての役割と申しますか目標みたいなものがですね、いままでどんな

風に検討されてきたかという点を、２点お伺いしたいと思いますが。 

 
◎ 事務局 
いま２点ご質問ございました。たまたま、この、いまの２年間策定してまい

りましたけれども、今回私も、担当の私もですね、課長もこの４月からという

ことで、策定の中のそういった検討の内容については詳しく承知しておりませ

ん。 
いま質問がありました事項については、調べさせていただきまして、また次

回にご回答したいと思います。 

 
◎ 宮入委員 
分かりました。私も今回２回目でしてね、過去２年の経過分かりませんので、

また次回で結構ですから、よろしくお願いします。以上でございます。 
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◎ 議 長 
ではそういうことで、次回でひとつよろしくお願いします。 
次、どうぞ三井委員。 

 
◎ 三井委員 
私もね、いまの宮入委員とね、ちょっと同じ考えなんですよ。 
というのはね、この千曲市マスタープランをね、かなり変更できるものかど

うかという一点とね、それからね、これはね、千曲市のマスタープランでね、

特に私はね、千曲市の場合は、長野市と上田の間に入ってますね、大きな都市

の。そうするとね、千曲市オンリーのね、千曲市、長野市ではない、上田市で

もない、千曲市だけのやっぱね、マスタープランっていうのを作らなくちゃい

けないって思ってるんですよ。で、これもだいたい３０年っていうお話でした

けれども、こういった大きな都市に挟まれている小さい千曲市がですね、やっ

ぱ千曲市独自の考え方でね、長野市の真似をするんじゃなくて上田市の真似を

するんじゃなくて、千曲市独自のものを、しかも市民に分かりやすいね、パブ

リックコメントで総花的だっていう意見があったらしいんですが、やっぱりね、

そういう風に、このマスタープランを読んだらよく出来てるんですよ、非常に

よく出来てるんだけど、じゃあ千曲市の独自のものはどこにあるのと分かりや

すく市民がですね、分からないんじゃないかっていう危惧を私はこれ読んでね、

覚えたんですよ。 
ですからやっぱりね、市民が分かりやすいね、それからさっき宮入さんも言

ってたんだけれども、少子高齢化になりますから、少子高齢になるとどういう、

お年寄りばっかりが増えていくわけですからね、お年寄りにどういう風に優し

いまちづくりをするかっていうことを考えればですね、長野市とか上田市とか

っていうのとまた違うね、マスタープランがこれできるんじゃないかなと。い

わゆる観光、お寺とかね、お城なんてのは千曲市にはありませんから、じゃあ

何を千曲市の売り物にするかっていったら、信州の千曲市は老人に優しいまち

だよっていうのを売り物にするっていう手もありますよね、それから、長野と

上田の中間にありますから、北陸新幹線ずっと行くと金沢行くのも便利だし、

東京行くにも便利な都市になると、そうすると、千曲市から出ていった若者が、

多分、じゃあ千曲市に戻ろうと、それから、老人の人に優しいまちづくりをし

ているっていうことになるとですね、千曲市へ移住してくる人もあるかも分か

らないですね、そういう長野市とか上田市にないような独自のね、千曲市、小

さいまちの、まちづくりってのが僕はあるんじゃないかと思うんですよね。で、

しかも、総花的じゃなくてですね、あの言葉で、美しい言葉を表現するんじゃ

なくて、もっと簡単な言葉で市民が分かりやすい、たとえば老人に優しいまち
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とかなんでもいいですからね、そういうようなこともね、考えてみられたらい

かかですか、というのが私の意見ですけれどね。 

 
◎ 事務局 
ただいまのご意見ありがとうございました。そういったことも含めて検討さ

せていただきたいと思います。 
また、検討いたしました内容につきましては、次回ご説明いたしますし、い

まご説明申し上げましたマスタープランに付け加えたいところ、あるいは変更

するところは、またご説明いたします。 

 
◎ 議 長 
ありがとうございました。他にどなたか。 
どうぞ、西澤委員。 

 
◎ 西澤委員 
西澤と申します。初めて、初めて出席し、初めてお聞きして、すごく緻密に

よくできているなという風に思いますけれども、ちょっとお二人と関連がある

かもしれませんけれども、やっぱりその都市計画のプランってのはもうちょっ

と全体を網羅してっていうんですかね、いまのお話の人口の増加もそうでしょ

うし、医療福祉の問題もそうでしょうし、そういった部門の中で、特にその、

何て言いますかね、お二人がお話したものじゃない部分だけをちょっと申し上

げますと、私は上山田でありまして、いままで、国立病院があったり、長野日

赤さんがあったり、で、まぁそれは、時代とともにこう変遷してゆくというか

ね、変わっていくんですけれども、そういった中で、その地域だけじゃなくて

全体の人達が、その年寄りに対して、あるいは、幼児に対して、安全で安心で

あるという、それがその医療やなにかと非常に直接結びつくんじゃないかと、

で、病院を作れといってもそれは無理があるのかもしれませんけれども、少な

くても、こういうプランの中でいまの問題点を摘出していただいて、病院が出

来ない間には、その搬送システムを、非常に、もうちょっと充実するんだと、

このエリアが、例えば屋代、あるいは上田、松代、長野、そこに搬送するには、

実務的にどのくらいの時間がかかって、例えば脳疾患やなにかであると、 近

のものは２０分以内が非常に勝負だとかね、そういうような問題が実際にある

んで、そういうことをもうちょっと具体的にこう絞り込んで、その病院がなく

てもこういうシステムを充実すると、その搬送ができて、安全安心を保てるん

だっていうね、そういったものも、マスタープランに入れていただくと非常に

その市民が分かりやすいんじゃないかと。以上です。 
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◎ 事務局 
ありがとうございます。先程からからのご意見で検討とばかり言っていて申

し訳ありませんけれども、また次回までに、その内容につきまして検討させて

いただきます。 

 
◎ 議 長 
他にどなたか。どうぞ、鎌田委員。 

 
◎ 鎌田委員 
千曲建設事務所長の鎌田でございますけれども、いま意見を聞いております

とですね、都市、要するに都市計画マスタープランの位置付けを、やはり明確

にされた方がいいんじゃないでしょうか。 
いま千曲の総合計画、１９年ですから、現在の経済状況とはだいぶ違った時

代に作られているとは思います。これもありますし、国土利用計画というのも

ございます。上位計画として私ども県の方でも、県の都市計画のマスタープラ

ンも、これもまた、そろそろ改定時期を迎えております。それとまたあと、都

市計画の細かい話ですけれど、街路等の見直しというような作業も、こちらの

市では来年度あたりされるという風には聞いております。 
そういう中でいろんな上位計画があります。いまのお話を聞いてますと、も

っと、非常に大きな部分のお話が入っていないようなお話になっておりますが、

この都市計画マスタープランというのは、こういう上位計画の中の、どの辺に

位置付けられていて、何を求められているかと、これはやっぱり明確にしてお

かないと議論、例えばいまこの会議の中で、総合計画の議論をするのではない、

っていうようなことがあると思う。そこははっきり事務局さんの方で、位置付

けを明確にしていただいた方が今度の議論の展開にはよろしいのかと。そうし

ないと非常に大きなお話になってきたり、どの部分を集中的にこのマスタープ

ランの中では記述するんだと、というようなことははっきりしていただいた方

がよろしいかと思います。 

 
◎ 課 長 
大変貴重なご意見等をいただきましてありがとうございます。 
長門の方から申し上げましたとおりですね、私ども本当に急造でございまし

てね、本当に、完璧に熟知していない部分がございまして大変申し訳ございま

せんけれども、先程申し上げましたとおり、今回、市長の方から諮問、正式に

諮問をいただきました。これにつきまして、ひと月ほどと考えております。 
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先程申し上げましたんですが、封筒の中に、意見等というお書きいただく用

紙を入れてございます。改めてそこへ、いろいろ感じ取ったこと等お書きいた

だいて、６月中、まぁ６月中にという風に、お願いできればという、第１回目

を６月中にこちらの方へご返送いただければと思っております。 
次回の計画につきましては７月１０日前後という風なことで、我々考えてお

るんですが、それまでに、少しずつ答申案を、絞っていきたいという風に考え

ておりますので、ご協力をお願いしたいという風に思っております。 

 
◎ 部 長 
先程、鎌田委員さんの方からご指摘ありました、もうちょっと的を絞って議

論しないと、総合計画の策定ではございませんので、その辺ははっきりさせて

いきたいという風に考えております。 
これからの予定なんですが、街路事業の見直し、それから用途地域の見直し、

これをこの都市マスタープランに基づいて、次年度以降に決定をさせていただ

きたいということで、現在、都市計画街路が何本もありまして、千曲線も都市

計画決定から５０年を経ってもやっとまぁ半分くらいしか出来ていないという

のが現状なんですね。ですからそういうことで、都市計画の未着手の路線につ

いても見直しをしていこうと、また、都市計画区域も合併をいたしまして広げ

たということで、そうした点での、従来都市計画区域でなかった部分の道路網、

街路計画はどういう風になるのかというような街路の見直しをひとつ、この都

市計画マスタープランに基づいてしていきたいというのが１点ございます。そ

れから、合併前からありました都市計画の用途指定ですね、住居専用から工業

専用まで、様々な用途指定がございますけれども、これを土地利用計画、それ

から、この都市マスに従いまして、もう一度見直しを、合併後の千曲市全体の

用途指定を見直していこうと、この２点をこの都市マスに基づいてやっていこ

うというのが主な目的でございます。 
ですから、その２点が重要な、我々のこの都市マスの主要な目的でございま

すので、その辺を中心にご意見をいただければ、次の道路の見直し、それから、

用途の見直しに結びついていくんじゃないかなという風に考えております。 
その中で先程、ご意見をいただきました千曲市独自のですね、独自性がどの

くらい発揮できるのか、あるいはバリアフリーがどのくらいその道路計画に生

かされるのか、あるいは病院間の連携がそういう中でどのくらい短縮できるの

か、というような点が生かされてくるんじゃないかなという風に思っておりま

すので、ひとつ、そのような中心のご提案、ご意見等をいただければありがた

いなという風に思っております。よろしくお願いします。 

 

 - 20 - 



◎ 議 長 
ありがとうございました。どなたか他にございますでしょうか。 
どうぞ、窪田さん。 

 
◎ 窪田委員 
科野青年会議所、窪田です。いまいただいた話の中で、上位計画のところで、

国土利用計画を読ませていただいたんですけれども、こちらの方では１０年後、

農地の方を約５％くらい減少して、宅地、工業団地の用地の方を増やしたいと

いう旨が書かれていると思いまして、今回のマスタープランにもそれが反映さ

れてくるかたちになると思います。 
で、こちらの資料を見させていただいたところ、地域づくりの方針図という

ことで４つの地域書いていただいてるんですけれども、これに書かれているの

が現状なのか、未来こういう風にしたいのか、というのがですね、ちょっと分

かりにくいところがありますので、もし資料が間に合えば、現状がこうで、何

年後がこうだというかたちで、マップを書いていただけると分かりやすいかな

と。 
いま見た感じだと、農地が５％減って工業用地が増えるっていうのがちょっ

と見受けられなかったので、ちょっとそちらの方を要望として意見させていた

だきます。以上です。 

 
◎ 事務局 
分かりにくくて申し訳ありません。先程申し上げた方針図につきましては、

これからの、いまの現状ではなくてですね、これから、このようにしていきた

いというような記述が書いてございます。 
例えば４１ページの西部市街地地域ですが、ここに八幡工業団地をはじめ紺

色の破線が書いた部分がございます。この部分につきましては、工業系用途地

域の指定などを検討していく地域でありまして、現在農地の部分もございます。

こういったものを集計したものが、先程ご意見ありましたように、農地が減少

して工業系の地域が増えると、そのようなことになっております。これにつき

ましても、先程の国土利用計画に合わせて、リンクしたものでございますので、

ご確認いただきたいと思います。 

 
◎ 部 長 
それで、現況図なんですけれども、土地利用計画、千曲市計画という冊子が

ございます。 
これの５４ページをご覧いただきたいと思いますが、５４ページに見開きで、
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千曲市土地利用現況図がございます。これが現在の、千曲市の平成１７年現在

の、土地利用の現況でございます。それで５％ほど農地が減るというようなお

話ございましたけれども、土地利用計画では３５ha の農地のうち３３ha を宅地

の方に転換をし、工業系を中心に宅地転用していくと、それからあと２％につ

きましては公共施設、道路、河川等の公共施設に転換をしたいという土地利用

計画でございます。 
具体的な箇所につきましては、土地利用計画の方をご覧いただければありが

たいかなという風に思います。以上です。 

 
◎ 窪田委員 
両方のマップを見させていただいたんですけれども、ちょっと、ここまでフ

ォーマットが違うと、イメージ的にも分かりにくいので、どちらかに統一され

た方がいいかなという意見です。 

 
◎ 議 長 
他にどなたか。他に質問かないようでしたら、時間もちょっと経過いたして

おりますもので、次回の日にちを決めさせていただいて、この会を閉じたいと

思いますがいかかでしょうか。 
先程、確か７月１０日頃とおっしゃってましたが、できましたら日にちを決

めさせて、この場で決めさせていただけたらと思うのですが。 
まぁいろいろあれでしたらまた後日でもいいのですが。 

 
◎ 事務局 
大変申し訳ありません。次回の案件にもうひとつ下水道の変更についてもご

ざいます。そちらの方の部署の日程もございます。 
それから市長、それから会場の都合もございますので、早い時期に日にちを

決めさせていただいて、皆様方になるべく早い時期にご通知申し上げられるよ

うにしたいと思っております。 
予定は７月１０日前後ということで、すみません。 

 
◎ 宮入委員 

10 日ね、議員の研修会が長野市で、午後１時からになっていますので、もし

やるなら早い時間でお願いします。 

 
◎ 議 長 
分かりました。 
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他にないようでしたら、ここで私、議長を退席させていただきます。 
本当に不慣れな議長でしたが、ご協力ありがとうございました。 

 
◎ 課 長 
大変ありがとうございました。それでは、先程ご意見をいただくということ

で封筒を差し上げたんですが、その封筒の中にもう１枚、今日お見えいただい

て、委員さんの報酬を現金で手渡しをしたんですが、次回から現金は取り扱わ

ないというようなことがありまして、それぞれの皆様の口座の方へ振り込むよ

うにしたいと思います。恐れ入りますが、その返信用の封筒を使っていただき

まして、口座をこちらの方へお知らせいただきたいと、で、次回からの分につ

きましては口座の方へ振り込むようにしたいということでございますので、よ

ろしくお願いしたいかという風に思います。 
それから、マスタープラン（案）ですが、こまめに見てはいるんですが、例

えば今日お気づきかと思うんですが地図や文章に、千曲駅が、しなの鉄道千曲

駅ができました。まだちょっと、このマスタープラン（案）の中では、新駅と

いう表現がしてございますが、千曲駅という風に印刷をし直す予定でございま

すが、そういうような細かい点も、もしお気づきであれば、そんな点も書き添

えていただければありがたいなという、大勢の目でということで、お願いした

いかという風に思っております。 
それでは、本日お願いしました審議事項等すべて終わりました。 
以上をもちまして、第６回の千曲市都市計画審議会を閉会とさせていただき

たいと思います。 
大変ありがとうございました。 

 
（議事終了） 


