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第１９回千曲市都市計画審議会 議事録 

   

◎課長 

 委員の皆様がおそろいになりましたので、進めさせていただきたいと思います。 

 委員の皆様方には、本日お忙しいところご出席を賜りまして、誠にありがとうございま

す。申し遅れましたが、本審議会の全体進行をつとめさせていただきます、都市計画課長

の竹内と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから、第 19 回千曲市都市計画審議会を開催いたします。 

 はじめに、会長より招集の挨拶を申し上げます。 

 滝沢会長お願いいたします。 

 

◎会長 

 皆様、こんにちは。今日は、梅雨があがったのかなというような、日差しが強い、本当

に真夏らしく暑い中ご苦労さまでございます。本審議会の会長を仰せつかっております、

千曲商工会議所会頭の滝沢でございます。 

 ご案内のとおり、第 19 回千曲市都市計画審議会のご案内をお願いいたしましたところ、

委員の皆様方には、本当にご多用の中にも関わらず、多くの方に定刻出席を賜り、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、千曲立地適正化計画の策定について」及び「パブ

リックコメントの実施についてでございます。 

 この後、事務局より、説明があろうかと存じますが、これらを踏まえ、千曲市の健全な

発展が望める都市計画になるよう、慎重審議をいただきたいと存じます。 

 また、併せて、本会の適切な進行にもご協力をお願い申し上げて、本会議に先立ちまし

ての私の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◎課長 

 ありがとうございました。 

 それでは、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、欠席者

はございません。 

 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、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。本日の資料は事前に郵送いたしまし

た、 

・千曲市立地適正化計画策定方針（案） 



・片面単色刷りの会議次第 

・A4 両面カラーの、人口減少社会のまちづくり 

・A3 片面カラーの、千曲市未来創造物語第２章 

・本委員会の名簿 

 それぞれ確認をお願いします。配布漏れ、ページの脱落等ありましたら、事務局の方ま

でお申し付けください。 

 それでは、続きまして、この４月の人事異動に伴いまして、幹事及び事務局に多少の変

更がございます。変更のあった方のみご紹介しますので、よろしくお願いします。 

 まず、幹事でございますけども、企画政策部北村部長。続きまして、経済部半田部長。

事務局では、建設部長の小根澤でございます。よろしくお願いします。 

 それでは議事に入ります。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。滝沢会長、よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 それでは、今、お話のとおり、私が議長を務めるということになっておりますので、不

慣れでございますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ここで、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。 

 丸山政志委員と、近藤敏彦委員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、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 

 みなさんこんにちは。市長の岡田でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日はですね、都市計画審議会に、大変お忙しい中、このように全員の方々にご出席賜

りましたことを感謝申し上げる次第であります。今、司会のほうからあったようにですね、

千曲市もここにきて総合計画の見直しとかですね、様々な計画がいったん終わりますので、

新たな計画策定作業に取り組んでいるわけでありますが、本日もですね、この都市計画審

議会でご審議いだきます、立地適正化計画、これは個別計画としては極めて大事な計画で

ありまして、委員の皆様におかれましては、この後職員から説明いたしますが、忌憚のな

いご意見をいただければありがたいなと思っております。 

 今回はですね、立地適正化計画の策定とパブリックコメントの実施についてでありまし

て、この後事務局より説明いたしますが、急激な人口減少と少子高齢化により 20 年、あ

るいは 30 年後にはですね、現在の行政サービスが維持できるかどうかというところが極

めて心配されているところでありまして、そのために、ある一定程度の人口密度を維持し

ていくのがいいのかなというのが、国の考え方であります。そういった中でですね、一定

の地域を指定しながらですね、施策を誘導して地域に集積するをするという、これからの

施策でありますが、こういったことをしながらですね、行政サービスを維持しようとする



計画でございます。まさに、都市構造の改革によって財政改革を行おうとする計画である

と意識しております。 

 本日は、計画の策定とその方針に係るパブリックコメントの案についてご審議をお願い

するわけでありますが、委員の皆様にはですね、大変貴重な時間でありますが、よろしく

ご審議の上、適切なご意見を賜ればうれしく思う次第であります。 

 以上申し上げまして、開会にあたりまして、一言挨拶をさせていただきました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

◎課長 

 ここで、事務局より、大変申し訳ございませんけれども、市長は、他に公務がございま

すので、ここ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。 

 

（市長退席） 

 

◎会長 

 それでは、議事のほうにうつらさせていただきます。日程第３、議事の（１）立地適正

化計画の策定について、（２）パブリックコメントの実施についてを議題といたします。 

 関連がありますので、一括して、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でございます。私の方から、（１）と（２）、関

連がございますので一括して説明させていただきます。それでは、着座にて失礼します。 

 それでは、本日、資料とですね、スライドをご用意しましたので両方見比べながらお願

いいたします。 

 まず最初に、（１）の立地適正化計画の策定についてでありますが、お手元の「人口減

少社会のまちづくり」と書かれた、この青っぽい資料をご覧ください。 

 このタイトルのとおり、この「立地適正化計画」は“人口減少社会に対応した持続可能

なまちづくりと言うことで、先程市長のお話にもありましたが、これから人口減少を迎え

るにあたって、大切なまちづくりの指針ということになると思われます。 

 それでは、この資料を使って説明していきたいと思います。 

 申し訳ありません。いきなり飛びまして、７ページをご覧ください。ただいま飛ばしま

した２ページから６ページまでは、「行政区域」における「土地利用」と「都市計画」に

ついての記述となっておりますので、お時間のある時にお目通し頂ければと存じます。 

 それでは、７ページのほうからお願いします。 

 市には、総合計画をはじめですね、法律に沿った様々な個別計画がございますが、それ

によって、「土地利用」「都市計画」「産業振興」「雇用政策」「社会保障政策」などの数多



くの政策を進めておりますが、策定する計画、そして促進する政策は「将来人口」の行く

末によって大きく左右されることから、「人口動態の把握が最も大切」となります。 

 続きまして、８ページをご覧ください。 

 このグラフはですね、「国立社会保障人口問題研究所」、通称、社人研と呼んでいますが、

そこで算出・公表している千曲市の人口推計です。 

 千曲市など多くの自治体ではこの社人研の人口推計を基に総合計画などの様々な計画

を策定しています。 

 このグラフを見ますと、昭和 40年以降、増加傾向にあった千曲市の総人口は、2000年、

平成 12年の国勢調査の人口 64,549 人を頂点に、そこから右肩下がりになっております。

実際は、毎年行っている市の統計では前年の平成 11年の 64,766 人が千曲市の最大人口の

ピークとなっており、その時点から減少に転じておりまして、この６月１日現在では、

60,117 人まで減少してしまいました。 

 そこにもございますように、黄緑色の吹き出しに 2015 年の市の統計の数字が記載して

ありますが、下のグラフの推計値と比べてみますと、かろうじて、推計値よりも 698 人多

く人口が保たれている状況となっています。しかしながら、人口減少の傾向には変わりあ

りません。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 人口集中地区、一般に DID 地区と呼んでいますが、５年ごとの国勢調査時の人口で定

めているもので、人口密度が１ha あたり 40 人以上の調査区が隣接して 5,000 人以上を有

する地域を人口集中地区と言っており、市街地の規模を示す指標になっています。 

 千曲市の DID は、昭和 45年に、屋代、小島、桜堂、杭瀬下、稲荷山、八幡、戸倉、戸

倉温泉地区の 340ha でありましたが、高度経済成長期により都市化が進み、郊外へと居

住地が拡大され、平成 22年の国勢調査時では、約 1.8倍の 604ha になりました。しかし、

平成17年の国勢調査から平成22年の国勢調査の間に人口が大幅に減少したことからDID

地区面積も狭くなっていることがこの表でわかると思います。また、この秋に公表される

H27国勢調査の速報値も 60,317 人と、更に人口が減少していることから DID 地区も狭ま

る可能性が大きいと考えられています。 

 人口が減ることについて、良しとする意見や悪いとする意見、はたまた、何も変わらな

い、など様々な意見がありますが、確かに今後何十年後に、人口減少が落ち着き、その人

口規模に社会資本が適応できたとき、問題はなくなる可能性はあります。 

 しかしながら、今、まさに現在進行形である人口減少、しかも激減していく過程におい

ては、深刻な問題が数多く生じます。 

 なかでも、行政が一番懸念していることは、行政コストの１人あたりの個人負担が増大

になることであります。 

 千曲市は、先程述べましたように、平成 11年の人口ピーク時から 17年の間に 4,600 人

以上の人口が減りました。 



 しかしながら、少子高齢化の現代社会では、人口が減少しているにも関わらず、医療、

介護、教育、交通、災害対応など、市民の一番身近な安全安心に繋がる経費が肥大化し、

また、ここ近年の大型地震や災害などに伴う公共施設の耐震化や老朽化対応の整備など、

市民が共有する公共財産の維持管理費にも多大なお金が使われていることから、千曲市の

歳出総額は増加の一途であります。 

 続きまして、10 ページをご覧ください。これからご覧いただくデータは、千曲市合併

後の平成 16年度から 10年間の市の普通会計決算状況表、いわゆる「決算カード」の実績

数値をまとめたものであります。 

 まず、最初に、歳出状況であります。 

 合併後の 10年で人口は 2,354 人減少しました。しかし、歳出額は約 28億円も増加して

おり、市民１人当たりでは、約 60,000円の経費が増えたことになります。 

次の 11 ページをご覧ください。 

ただいまの歳出額のうち、社会資本整備などの投資的経費の内訳では、平成 16 年度に

は 40億円を超していましたが、平成 25年度では 35億円まで減少しています。それに対

し、次の 12 ページの社会保障費や維持的経費などの義務的経費の推移を見てみると、平

成 16年度は約 170億円だったものが平成 25年度には 193億円を超す額にまで上昇おり

ます。 

これを市民税の徴収額で市民の負担を見てみると、13 ページのとおりですね、平成 16

年では１人当たり 28,700 円であったものが、平成 25 年度では 41,500 円と約 1.5 倍の

12,800円も上昇しております。 

このように人口減少は、かつての高度経済成長期以降、急激に肥大化した社会資本の老

朽化対応などの維持費や社会保障費を中心に年々増加することが予想され、市民１人あた

りの負担額は益々増えることが確実視されています。 

１４ページをご覧ください。 

単純に平成 25年度の歳出額をそれから 27年後の平成 52年（2040年）の予想人口であ

ります 44,978 人で負担すると仮定いたしますと、現在よりも１人当たり 158,000円も高

くなることになります。 

これらの数字は、年度ごとの決算額を単純にその年度の人口で割ったものですが、「人

口減少」は、千曲市にとりましても、著しく市の財政、すなわち行政経営に悪影響があり、

また、市民にとりましても大きな税の負担となります。 

そして、今後も超高齢化による医療費などの社会保障費、また肥大化した都市の道路や

水路を含む多くの社会資本の維持費などの義務的経費は増え続けることと予想されます。 

それでは、これからの千曲市のまちづくりはどうしたらいいのでしょうか？ 

行政コストの縮減を図り、効率的な行財政運営が図れるまちになるにはどうしたらよい

のでしょうか？ 

15 ページをお願いいたします。 



その可能性を見いだせるのが「都市構造改革」でございます。先程、市長も仰っていま

したが、「構造改革」ということは、「立地適正化計画」ということになります。 

昭和 45年、今から 43年前の国勢調査で高齢化率 7.1％となり、この時点で高齢化を迎

えていることが判明して、今後の日本は高齢化とともに人口が減少すると予想されていま

したが、その当時は高度経済成長の名のもとで核家族化とともに都市は拡散、肥大化を「良

し」としてきました。しかし、これからはこれまでと同じ時間をかけて集約型の都市に変

えていかなければ、行政コストの縮減は図れません。 

16 ページをご覧ください。 

そこで国は、平成 26 年に「都市再生特別措置法」の一部を改正し、住宅や都市機能施

設の適正な立地を図るため、「立地適正化計画」の策定を盛り込みました。 

この計画は、「都市全体の観点から、居住機能や商業、医療など都市機能の立地、公共交

通の充実に関する都市構造の包括的なマスタープラン」と言われており、現在、都市計画

の基本的な方針としている「都市計画マスタープラン」と同等な効力をもつ計画として位

置付けられています。 

それでは、今後、市が策定しようとする「立地適正化計画」、千曲市における「コンパ

クトシティ・プラス・ネットワーク」はどのようなものか、構想イメージでありますが、

最後のページ、19 ページと、この「千曲市未来創造物語第２章」の A3 資料を併せてご覧

ください。 

現在の千曲市は、しなの鉄道千曲駅やホームセンターなどの立地により五加小学校周辺

地域において住宅・人口が増加している貴重な地域もございますが、全体としては、合併

前の旧市町ごとに中心的なまちが形成されており、合併して 13 年経った現在でもその形

はそんなに変化はありません。 

このことから、「未来創造物語」のとおり、旧市町当時の中心的な地域を核として、そ

の地域に適した都市機能施設を配置すると共に、その地域周辺に居住を促す事業を導入し、

居住誘導を図る、そして、それぞれの地域を公共交通、千曲市では「循環バス」になりま

すが、地域間交通をより利用しやすいように充実を図って、持続可能なネットワーク型コ

ンパクトシティ、いわゆる「集約型都市構造」をイメージして、その実現を目指すための

計画にしたいと考えております。 

以上が「立地適正化計画の策定について」でございます。 

次に、「（２）のパブリックコメントの実施について」でございます。もう一つの冊子で

ございますが、千曲市では、「千曲市まちづくり基本条例」の規定に基づき、まちづくり

に関する基本的政策を定める計画を策定する場合は、事前に策定方針(案)を公表し、広く

市民に周知して意見を募集すること、いわゆる「パブリックコメント」をするよう定めら

れております。 

こちらの資料が、千曲市立地適正化計画の策定における方針（案）で、パブリックコメ

ントに付する資料でございます。この策定方針（案）は、前段で述べさせていただいた主



旨も含めて、項目ごとに分類し、まとめたものでございます。 

まず、１ページから２ページでございますが、「策定の背景」と「策定の目的」につい

て、先ほどの説明をまとめて文章化したものであります。２ページの３項目、「計画の目

標年」でありますが、「都市計画マスタープラン」は、概ね 20年を見据えた計画であるこ

と、また、千曲市総合戦略の目標設定が平成 52年（2040年）であることから、本計画の

目標年も平成 52年としております。次の４項目、「計画の対象範囲」でありますが、これ

は国の定められた策定指針によってですね、計画は都市計画区域内とし、都市機能施設や

居住を誘導する区域は用途地域内ということに定められております。 

３ページの５項目、「策定の基本的な考え方」は、上位計画である千曲市総合計画や国

土利用計画、また、都市計画マスタープランとの調整を図りながら「計画の位置付け」「ま

ちづくりの方針」「誘導区域と誘導施設」などの設定を行うこととしていますので、その

ようなことを記述してございます。 

７ページの６項目は「計画の検討の体制」について記述しております。庁内検討からパ

ブリックコメント、それから都市計画審議会の調査審議、それと、議会への報告というよ

うなことになっております。 

最後のページの７項目、「策定スケジュール 」でございます。この図のとおり、平成

26 年度と 27 年度に「都市の現状を把握」するため、基礎調査や補足調査を行って、「都

市構造上の課題」を拾い上げて、まちづくりの方針の検討を行い、この度「策定方針（案）」

の作業まで行ってまいりました。この図で、平成 28 年度の最初のむらさき色の枠のとこ

ろが本日の都市計画審議会の位置でございます。 

今後の作業の予定は、以下のとおり、パブリックコメントで広く意見を頂きながら、誘

導区域や誘導施策などの検討を行い計画（案）をまとめ、作業の進捗に合わせて、本会に

おいて調査審議を頂いて、諮問を経て、今年度末には計画の公表を行いたいと考えており

ます。 

以上が、パブリックコメントに付する「千曲市立地適正化計画策定方針（案）」の概要

でございましたが、パブリックコメントは、本日の本審議会の了承が得られましたら、７

月 22 日（金）から８月６日（土）までの 15 日間、市のホームページと都市計画課での閲

覧・公表において実施したいと考えております。 

以上、「計画策定について」と「パブリックコメントについて」の説明を終わります。 

ありがとうございました。 

 

◎会長 

 ご苦労さんでございました。ただいま事務局から説明があったわけでございますけども、

この件に関しまして、なにか御質疑ございますでしょうか。 

 

 



 質問がないようでしたら、ただいまの「立地適正化計画の策定」及び「方針に係るパブ

リックコメントについての手続き」を進めることに承認していただける方、挙手をもって

お願いしたいわけでございますが。 

 

（全員挙手） 

 

 はい、それでは、全員の方が賛成ということで、このことについて手続きを進めていた

だきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の議事は終了しました。皆様方のご協力により、無事に会議が終了いたしま

したことに感謝申し上げます。 

 これをもちまして、議長を退席させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

（議事終了） 
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