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第２１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２１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。 

 

◎会長 

 皆さん、こんにちは。ご苦労様でございます。私は、本審議会の会長を仰せつかってお

ります、商工会議所会頭の滝沢でございます。 

 １１月２８日の審議会に引き続き、本年度３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、何かとお忙しい中、第２１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、前回の審議会で調査審議をいただいた「立地適正

化計画」についての市長諮問案件でございます。 

この後、事務局より詳細な説明があろうかと存じますが、慎重審議のうえ、適切なご決

定をいただき、答申して参りたいと考えておりますので、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す。 

 それでは、以降、申し訳ございませんけども、着座にて進行をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

 ここで、委員の出席状況をご報告申し上げます。本日は、荒井委員、和田委員、２名の

欠席の報告がございます。それと１名、海野委員から連絡がつきませんけれども、こちら

に向かっているということですので、ご報告のみさせていただきます（海野委員 欠席）。 

 このことから、千曲市都市計画審議会条例第５条第２項の規定によりまして、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たいと思います。 

 すべて A４の紙になっているんですけど、まず、本審議会の会議次第がございます。それ

から、皆様方の名簿、両面刷りの名簿がございます。それから、諮問第１号千曲市立地適

正化計画について、という紙がございます。それから、資料№１でございますけども、千

曲市立地適正化計画（案）というものがございます。続きまして、資料№２でございます



けれども、「千曲市立地適正化計画（案）」に対する意見募集結果というものが１枚ござい

ます。続きまして、これは追加の資料になりますけども、資料№3 国及び県との協議におい

て指摘された点ということで、別紙で用意をさせていただいております。以上、６種類で

ございますけども、無い方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、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おります、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したいと思います。 

 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したいと思います。 

滝沢会長、よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 ただいまの案内のとおり、大変不慣れな私でございますけど、議長を務めさせていただ

きます。よろしくどうぞお願いいたします。 

 さっそく、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。 

宮城秋子委員さんと、知野貴泰委員さん、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。 

 

◎副市長 

 私、副市長の山本高明と申します。 

 本日は市長が別の公務があるため、申し訳ございませんが、代わりに私があいさつ申し

上げます。 

 本日は、第２１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。 

今回諮問いたします案件は、「千曲市立地適正化計画」についてでございます。本計画に

つきましては、平成 26 年度から基礎調査を実施いたしまして、27 年度には素々案の作成、

そして今年度は策定完了に向けて策定方針及び計画案の策定を進めて参りました。前回の

審議会では、計画案につきまして調査審議いただき、その後パブリックコメントを実施し

た次第であります。 

本計画は、今後迎える人口減少、少子高齢化社会に備え、持続可能な地域社会を形成し

ていくための土台となるものでございますので、本案件の慎重なるご審議と適切なご決定

を賜りますようお願いを申し上げる次第でございます。 

それでは諮問書を朗読させていただきまして、滝沢会長さんにお引渡しをしたいと存じ

ます。 



どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

千曲市都市計画審議会 

会長滝沢英雄様 

「千曲市立地適正化計画について」 

千曲市立地適正化計画を定めたいので､貴会の意見を求めます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（副市長 諮問書を会長に渡す） 

 

（会長 諮問書を副市長から受け取る） 

 

◎事務局 

 すいません、事務局から。副市長は、他に公務がございますので、ここで一端、退席さ

せていただきます。ご了承ください。 

 

◎会長 

 それでは、日程第３議事の（１）、ただいま市長より諮問されました諮問第１号「千曲市

立地適正化計画について」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 

 都市計画課の大日方と申します。 

 私の方からご説明させていただきます。着座にて失礼します。 

計画案の内容に入る前に若干時間をいただきまして、前回の審議会から本日までの本計

画案に関する事項についてご説明、ご報告させていただきます。 

 

 前回の都市計画審議会は、昨年１１月２８日に開催し、計画素案をお示ししながらその

内容を１ページ目から最後までお時間を頂戴し、ご説明させていただきご審議いただきま

した。その後、計画案に係るパブリックコメントの実施についてご承認いただきましたの

で、昨年１２月２２日から本年１月２１日まで計画案のパブリックコメントを実施をいた

しました。 

 パブリックコメントの結果としましては、お二人の方からご意見を頂戴いたしました。 

 事前にお配りをしてあります資料№２をご覧ください。 

お寄せいただいたご意見の内容は、お一人の方は、地盤の液状化や河川の水害などにつ

いても検討したほうが良いといった意見。もう一人の方は、居住誘導は議論を深め多数住

民の合意を得て着手すること、居住地の集積は地域の特色を無くして地方の魅力を半減さ



せる懸念がある、コンパクトな街づくりの趣旨は理解できるが、それだけでは収縮に拍車

がかかり衰退を加速させる懸念を払拭できない、一定地域に居住誘導すれば地価等に関す

る課題が発生し若年層や子育て世代の居住先にならない、民間活力も視野に入れた総合的

施策とリンクした都市計画が求められる、誘導地域以外の地域では生活に関するインフラ

整備等には予算を付けないとも推察されるためそのようなことではない旨の明示を求める、

本計画が予算の伴う地域住民の自発的な地域づくりの推進の足かせとならぬよう十分配慮

するとともにその旨を明記することを求める、市民の意見把握について善処願いたい、活

力ある審議会を希望するとの意見をいただきました。 

回答につきましては、既に市の HP でも掲載しておりますが、市の考えといたしまして

は、本計画は、少子高齢化・人口減少、それらに起因する財政の縮小化を見据えて、将来

世代に本市の都市的な空間をいかに引き継いでゆくかについて計画したものであること。

都市的な空間をコンパクトにしつつ公共ネットワークを維持することで、利便性や活力を

維持・向上しようとするものであり、強制的に居住等を規制するものではないこと。長い

期間をかけて、利便性の良い範囲へ住居や商業施設を誘導する施策を用いていること。ま

た、都市機能誘導区域・居住誘導区域以外の地域については、現在策定中の「第二次千曲

市総合計画」等を基に、地域の活性化等に努めていくこと。市民の個別の活動等に係る財

源的記載は、本計画の性質上困難であること。そして、社会情勢等の変化に応じて、計画

の見直しは柔軟に行う予定でいること。という考えに基づきそれぞれ回答をさせていただ

いております。 

以上がパブリックコメントの実施結果の報告になります。 

 

 続きまして、国や県との協議も併せて進めて参りましたので、そちらについてもご報告

させていただきます。本日追加でお配りしました資料№3 をご覧ください。そちらに国や県

から指摘いただきました点を一覧でお示ししてあります。指摘されました点の多くが、図

や表現方法、誤記等に関するものとなり、それらについては既に本日の資料№１計画案へ

の反映は済んでいることを申し添えます。 

表現方法等の修正以外では、国との協議において指摘された点では、一覧にも記載して

ありますが、新たな拠点に関する考え方及び将来像への言及の検討、拠点間ネットワーク

の記載及び図の修正、誘導施設としての福祉施設の検討、目標値の検証などの指摘があり

ました。これらに対しましては、新たな拠点については上位計画を踏まえ広域交流地区、

広域交流拠点とし、福祉施設については所管課とも協議を行いましたが、現段階での記載

は難しいとのことから見送らせていただきました。目標値の検証については人口ビジョン

との整合から再度検証させていただき修正させていただきました。以上のような対応が、

１２月のパブリックコメント前に間に合いましたので、修正後のものでパブリックコメン

トを行いました。なお、委員の皆様へは、パブリックコメント計画案を郵送した際に変更

点として同封し、お知らせをさせていただきました。 



パブリックコメント終了後に国から頂いた意見につきましては、居住誘導区域への誘導

施策についての追加記載や効果の定量化の検討について意見をいただきました。誘導施策

については、当市には「空き家バンク制度」があることから、誘導施策に追記をしました。

効果の定量化につきましては、目標値として設定している居住に関する指標、公共交通に

関する指標を検証しながら、今後効果に関する部分の検討を行って参りたいと考えており

ます。 

以上が国との協議により頂いた意見とその結果になります。 

 

続きまして、県との協議において指摘された点についてですが、表現方法等の修正以外

では、千曲市が含まれる長野医療圏は、現在は原則として増床が認められない「病床過剰

地域」であり、「入院が可能な病院の誘導（開設）」は、現状では困難と考えられる、定量

的な目標値により期待される効果の記載を検討などの指摘がありました。 

長野医療圏に関する指摘につきましては、現状の意見であり、本計画の計画期間の中では、

現在の状況も変更される可能性があるため、計画書の修正は特段行っておらず、定量的効

果の指標につきましては、国からの指摘事項の際に申し上げたとおりであります。 

 以上が県との協議の結果になります。 

 

 続きまして、諮問されました資料１の「千曲市立地適正化計画案について」ご説明をさ

せていただきます。 

まず、本計画の説明に入る前に、立地適正化計画自体ができた背景と現状についてご説

明をさせていただきます。 

計画の背景ですが、多くの地方都市では、「急速な人口減少と高齢化に直面し、地域産業

の停滞もあり、活力が低下している」「住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散、低

密度な市街地が形成されている」「厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサ

ービスの提供が将来困難になりかねない状況にある」などといった、課題があり、このよ

うな状況下で持続可能な都市を経営し、住民の生活利便性の維持・向上を図るためには、

都市の一部分的な問題への対症療法でなく、都市全体の観点からの取り組みを強力に推進

する必要が出て参りました。そのような状況を背景に、都市再生特別措置法等の一部を改

正する法律が施行され、コンパクトなまちづくりに向けた法的枠組みが整備をされてきた

次第でございます。それにより、各都市において、商業、医療・福祉・居住等がまとまっ

て立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等に容易に

アクセスできる「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考えのもと、生活しやす

いまちづくりに向けての取り組みが始まりました。 

 立地適正化計画は、市町村が作成する都市計画分野の基本計画で、集約型の都市構造を

実現することにより、持続可能な地域社会を形成し、住民の生活利便性の維持・向上を実

現するといった、まちづくりの土台となるものです。 



国においては、コンパクトシティの形成を支援しており、現在多くの自治体においてコ

ンパクトシティの形成等に向けた取組、検討が進められております。国の資料によります

と、平成 28 年 12 月末現在では、全国の 309 都市において計画の作成に関する具体的な取

組が行われ、長野県内においても当市を始めとする複数の自治体が既に取組んでおります。

今年度中に策定、公表を予定している自治体は当市のほか佐久市や長野市が予定をしてお

ります。 

 以上が立地適正化計画に関する背景と現況になります。 

 

続きまして、千曲市の計画の内容についてご説明します。前回の審議会では１ページ目

から最後まで順を追って説明させていただきましたが、今回は本計画の構成を中心に、ポ

イントとなる部分のご説明させていただきます。なお、一部前回の審議会の説明と重複す

る部分もあろうかと思いますがご容赦願います。 

 本市の計画策定に当たっても、先ほどその背景でご説明したとおり、多くの地方都市同

様、少子高齢化・人口減少に直面しており、今後はそれが一層進み、これらに起因する財

政の縮小化が想定されることから、より厳しい財政運営が求められる状況にあります。そ

れらについて客観的データを踏まえた上で、将来に本市の都市的な空間をいかに引き継い

でゆくかについて計画し、今後の本市の都市的土地利用の方向性を示すとともに、持続可

能な都市の実現を目指すために計画の策定をしたものであります。その根幹は、無秩序に

肥大化する都市的な空間をコンパクトにしつつ、公共ネットワークを維持することで、住

民の生活利便性を維持・向上しようとするもので、強制的に居住等を誘導するものではな

く、長い期間をかけて、生活しやすいまちづくりをしながら、一定程度の人口密度を維持

していきたいとの考えで作成されております。計画書中には区域の設定がされております

が、本計画に定められた区域以外の地域につきましては、行政として何もしないというこ

とではなく、当然のことながら各種計画や現在策定中の「第二次千曲市総合計画」を基に、

その地域ごとの特色を生かしながら魅力ある地域の創造に努めていくものであります。 

それでは資料№1 の計画案の内容について、まず表紙をおめくりいただきまして目次をご覧

ください 

 目次は２ページに渡っておりますけども、本計画は１３の大きな項目から成り立ってお

ります。 

 １及び２につきましては制度そのものの概要等の説明になっております。 

 続きまして太字になっている３，４，５については、千曲市の現状と将来予測における

客観的データとなっております。 

 そしてそれらを踏まえた上で、６で課題を見つけ出し、７で今後のまちづくりの方針を

示すといった内容になっております。 

 ８から１１までにつきましては各区域の設定や誘導施策についての具体的な部分を記載

し、最後の１２、１３で目標値の設定とその評価方法に言及する構成となっております。 



 それでは実際の中身をご覧いただきたいと思います。 

まず、３ページですが、計画期間になります。２０４０年までの長い期間となっており、

必要に応じ計画の見直しをすることと規定をしております。 

続きまして、５ページ。ここでは上位計画等との関係を示してあります。当然のことな

がら国土利用計画千曲市計画や都市計画マスタープランに基づいた計画となっております。 

９ページ目からは現況の把握です。現況のデータがずっとありまして、２３ページをご

覧ください。２３ページからは将来人口の推計になっております。本計画で用いる将来人

口は、市の総合戦略で示された人口ビジョンの数値ではなく、より厳しい値である国立社

会保障・人口問題研究所の推計値を用いております。 

２５ページをご覧ください。この図から用途地域以外の人口減少が著しいということが

見て取れます。また、２８，２９ページをご覧いただくと老年人口や後期高齢者人口の割

合がほとんどの地域で増加することがわかります。そして３０ページの人口密度をご覧い

ただくと、２０１０年、上の図ですね、上の図においては、用途地域内に緑や黄色、オレ

ンジといった人口密度の高い地域が存在をしておりますが、２０４０年にはオレンジの地

区は無くなって、代わって青の地区が増えていることから、用途地域内においても低密度

化がより一層進むことがお分かりになるかと思います。３１、３２ページは中学校ごとの

状況を示したものですけれども、市の中心部にある埴生地区では老年人口が２０％、後期

高齢者人口が４０％も増加することがわかります。これらのことから全体的な人口減少の

ほか、人口の低密度化、用途地域内や都市の中心部でも高齢化が進むといった特徴が見受

けられます。 

 ３６ページからはそれまでの現状を踏まえた課題の抽出を行っています。課題につきま

しては５つ。 

 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、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になっております。 

 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になるものと思っております。 

 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」です。少子化が進むと育児

教育施設が多くなってしまうことから、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になってくるものと考えられます。 

 ４つ目としては、「公共交通の維持対策」です。低密度化を抑制するとともに、交通弱者

のための足の確保をしていかないといけないという風に考えております。 

 最後に５つ目ですが、「安全・安心な都市の構築」です。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ることから、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、安全・安心の観点から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。以上５つが、課題として捉えてございます。 

 続きまして 38 ページでは、まちづくりの方針を示してございます。図の左側が先程の５

つの都市構造上の課題、それに対して市の上位計画、関連計画を踏まえ、右側の立地適正

化計画における方針を４つまとめてあります。 

 １つ目は、コンパクトな市街地の形成。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ということです。 

 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

を徒歩圏内へ立地することで、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

うということです。 

 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。 

３９ページは拠点の設定と拠点間の軸についての設定です。拠点については５つの拠点

を設定をしました。屋代駅周辺地区、重伝建地区があります稲荷山地区、戸倉駅周辺地区、

戸倉・上山田温泉地区、そして、上信越道の西側の部分の以前の計画素案では新たな拠点

としていた広域交流地区の５つになります。 

広域交流地区につきましては、前回の審議会時には新たな拠点という名称でしたけれど

も、国との協議に関する報告の際にも申し上げたとおり、新たな拠点については、その地

域の特性を踏まえ名称等についても検討するようにとの指摘をいただきましたので、上位

計画を踏まえ広域交流地区とさせていただきました。なお、この地区に関しては、この後

説明をいたします２つの誘導区域は設定されておりません。これは今回の立地適正化計画

の法律上のルールにより、区域の設定は用途地域内に限るということになっておりますの

で、広域交流地区は一部用途地域外であることから、そのようなことになっております。

誘導区域に関する設定は行えませんが、上位計画との関係や交通の要衝、地理的な優位性

を鑑みまして、この地区に関しては、広域交流地区として計画の中に位置づけさせていた

だきたいと思っております。 

拠点間を結ぶ軸に関しましては、しなの鉄道と循環バスの大循環で結んでいくという考

えをお示してございます。 

各拠点の位置づけにつきましては、41 ページの下の表をご覧ください。なお、拠点以外

の地区につきましては、42 ページの図にあるとおり、それぞれの拠点がその後背地である

地区をカバーし、公共交通機能や利便性を維持することとしています。 

43 ページからは本計画で定める二つの区域のうちの一つ、居住誘導区域の設定になりま

す。区域の設定につきましては 45 ページに記した手順に沿って都市計画運用指針等も踏ま

え設定をしております。その結果が 49 ページからになります。居住誘導区域は 1,010ha、

用途地域の 69.6％となっており、居住誘導区域の数は 4 つとしております。その地域は、



将来にわたり人口密度を維持していこうという地域になります。 

続きまして、54 ページは居住誘導区域外における届出制度に関するものになります。都

市再生特別措置法においては、居住誘導区域外で、3 戸以上の住宅や 1,000 ㎡以上の住宅の

建築目的の開発等行為などを行う場合は届出が必要になるという規定があるため、その部

分に関する説明になります。この届出については、当市の場合、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ものと捉えており、この計画の変更や見直し

の際の基礎データにしたいと考えております。 

55 ページ目からにつきましては 2 つ目の区域である、都市機能誘導区域について記載を

してございます。 

都市機能誘導区域につきましては、居住誘導区域内に設定することとなっていることか

ら、59 ページにある通り 4 つの区域を定めております。誘導区域ごとに誘導施設を設定す

る必要があることから、67 ページにおいて各区域ごとに、その区域の特性を踏まえ、ある

ことが望ましい最低限のものを掲げております。誘導施設は都市機能誘導区域の周りに広

がる居住誘導区域の居住を誘引するもの、いわばマグネットのような役割を果たすものに

なります。民間施設につきましては、市場等の流れを見ながら、今後の流れの中で逐一指

定をしていきたいと考えており、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。69 ページにつきましては、先ほどの居住誘導と同様に届出制

度がございますので、その説明になります。70、71 ページにつきましては誘導施策で、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すので、このように国等が行う施策

などを記載しております。今後、市においてもなるべく市街地の中に生活拠点機能を設置

し、生活しやすい場所にしていきたいことから、例示として示してあります。なお、71 ペ

ージの（２）市が独自に講じる施策につきましては、空家バンク事業を活用した住宅の紹

介がすぐに対応できる施策であることから記載をしてございます。 

 以上が、居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定及び誘導施策に関する説明でございま

した。 

 続きまして 72 ページは、目標値の設定です。目標値については 2 つ指標を上げてござい

ます。1 つは居住に関する指標、2 つ目は公共交通に関する指標です。1 つ目については平

成 22 年を基準値として平成 52 年、2040 年には千曲市人口ビジョンで掲げている 50,000

人の目標値と同程度の人口規模を区域内において目指そうということからその数値を掲げ

ております。2 つ目の公共交通については、人口が減少することから平成 27 年度を基準と

し、基準値の増加を目標値として設定をしております。 

 最後に達成状況に関する評価指標につきましては 73 ページにある PDCA サイクルを回

しながら本計画の進捗状況や検証を行って参ります。 

 以上が本計画の内容になります。 

前回の審議会と重複した説明があったかと思いますが、以上で説明を終わらせていただ

きます。よろしくお願いします。 



 

◎会長 

 ただいま事務局から説明がありましたが、何かご質問はございますでしょうか。 

◎丸山委員 

 区長会連合会の丸山です。区長会連合会の立場でお伺いします。 

 現在、各地区では地域づくりということで毎年市へ要望を提出していますが、立地適正

化計画で想定した区域の中と外で、今後の地域づくり計画に影響がでるのでしょうか。お

伺いします。 

 

◎会長 

 はい、事務局の方お願いします。 

 

◎事務局 

 都市計画課の洞田ですが、よろしくお願いします。 

 ただいまの地域づくりの件につきましては、私どもの立地適正化計画におきましては、

地域づくり計画において外と中で差別をすることはないと考えております。誘導区域外の

道路であっても、穴が空いていたりですね、色々な修繕が必要なところがあれば、それは

市民の安全安心を脅かすということでありますので、その点については現在考えておりま

せん。それとですね、今後、そうは言っても市の財政的な面でですね、順位付等は出てく

るとは思いますけれども、今日の新聞にもありますように、市の固定資産税が千曲市の場

合２．１％下がっているということで、１９市の中でも４番目に下げ率が多いというとこ

ろで、財源的な理由から地域の優先順位を付けさせていただくことはあろうかと思います

が、そうは言っても市民の生命、財産に関することなので、そこらへんの不備はないよう

にしていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◎会長 

 よろしいでしょうか。 

 

◎丸山委員 

 はい。 

 

◎会長 

 では、どうぞ。 

 

◎徳原委員 

 公募委員の徳原でございますけども、資料見させていただきましてですね、市街地の拡



散ですとか、それから人口の減少、非常に、まあ日本全国どこでもそうなんでしょうけど、

深刻な問題かなと思っております。それで、私今、稲荷山に住んでおりまして、稲荷山の

まちなみを見ていますと、非常にさみしいものありますし、私、この千曲市民になりまし

て３３年目になっております。３３年前は私ども、稲荷山の元町というところに住んだわ

けでございますが、団塊の世代の皆さん中心に、そのまま３３年歳を取ってしまいまして、

跡取りがいないというのも実態でございます。そういう中でですね、緩やかに誘導するん

だと、緩やかに誘導と言いましても、居住誘導区域の人口の低密度化、これを抑制するに

はある程度の誘導する施策が必要になってくるのではないかなと思うわけでございます。 

強いてはですね、この居住誘導区域へ誘導するための具体的な施策と言いますか、イン

センティブをお考えなのかということを、一点質問させていただきたいと思います。 

 それから、計画書の資料を読ませていただきました感想なんですが、これは少し生々し

い話になってしまうんですが、４１ページの先程説明がありました、広域交流地区、この

中に新幹線の新駅の記載がございます。この辺をですね、４２ページの構造図ですとか、

４７ページの検討図みたいな、特にこの４２ページですかね、広域交流地区の位置が落ち

ているんですが、そういったところに新幹線予定地みたいな、駅の予定地みたいなのをち

ょっと入れて、気運を高めるというのは、この計画には好ましくない話なんでしょうか。 

これはまあ感想なんです。感想ということで、質問と感想になりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

◎会長 

 はい。事務局どうぞ。 

 

◎事務局 

 それでは、私（洞田）のほうから、今のインセンティブに関してと、新幹線の記述につ

いて申し上げます。 

 確かに誘導区域に誘導するためには何らかの恩恵があった方が誘導しやすいというふう

に考えておりますが、しかしながら、現段階では、誘導施策として考えられる、移転費と

か建築費などの補助金、それから固定資産税などの減免ということが考えられると思いま

すが、現在のところ、誘導区域以外の市民のみなさんの理解が得にくいこと、また、税の

不公平感の観点からもですね、現時点での市民意識の中でのインセンティブの設定は難し

いものと考えております。人口減少が進む中で、今は立地適正化計画を策定した意義、な

ぜ集約型のまちづくりやコンパクトなまちづくりが必要なのかを十分にですね、市民に理

解していただくことが先決であるということと、現在はもっとも重要なことを市民に伝え

るということが大事だと考えております。よってですね、これから市民の意識や他市の状

況を伺いながらですね、コンパクトなまちづくりを推進する有効な誘導施策を、その時そ

の時タイムリーに施策が打ち出せるよう研究検討していきたいと考えております。 



 それから、新幹線の記述についてでございます。４１ページのですね、広域交流地区に

新幹線駅、スマートインターを含めたというような記述がございます。これを図示したほ

うが意識的にできるのではないかというようなご質問だと思いますが、確かに私どもも同

じような気持ちでですね、策定しておりましたが、現在、新幹線駅の場所がですね、定か

でないということもございまして、大きな円で囲むことによってですね、逆にですね、現

在のところ誤解を招く恐れがあるかなというところでありまして、その辺を危惧しました

もので、活字のみの PR ということで、このようにさせていただきました。考え方は同じよ

うに思っていたのですが、何分まだ早々かなということで、活字のみにさせていただきま

した。以上です。 

 

◎会長 

 徳原委員さん、よろしいでしょうか。 

 

◎徳原委員 

 ありがとうございます。 

 

◎会長 

 他にどなたかご質疑ございますでしょうか。 

 特別ないようでありますので、お諮りいたします。諮問第１号「千曲市立地適正化計画

について」は原案のとおり承認することにご異議ございませんでしょうか。原案に賛成の

委員の挙手を求めます。 

 

（全委員 挙手） 

 

 はい、ありがとうございました。全員賛成ということで、この諮問第１号は、原案のと

おり承認することに決定いたしました。ありがとうございます。 

 ただいま承認いたしました諮問に対し、本日、市長あてに答申したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

はい、異議なしと認めます。 

 ここで、答申案作成のため暫時休憩いたします。 

 

（休憩） 

 

（休憩中に答申案を配布） 



 

◎会長 

 よろしいでしょうか。 

 それでは会議を再開いたします。 

ただいま審議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ご

ざいます。 

事務局で朗読願います。 

 

◎事務局 

 それでは、朗読させていただきます。 

 

 答申書（案）千曲市都市計画審議会 

 

答  申  書 

 

 平成２９年２月１５日付で諮問のあった下記案件について、本審議会において慎重審議

の結果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１．千曲市立地適正化計画について 

 

千曲市立地適正化計画は、原案のとおり承認する。 

 

平成２９年２月１５日 

千曲市都市計画審議会 

会長  滝 沢 英 雄 

 

千曲市長  岡 田 昭 雄 様 

 

 以上です。 

 

 

◎会長 

 ただいま事務局で朗読をいたしましたが、本案の通りご異議ありませんか。 

 



（異議なしの声） 

 

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） 

 

（副市長 入室） 

 

◎会長 

 それでは会議を再開いたします。 

答申書が出来ましたので、ここで答申いたします。  

 

答申書 千曲市都市計画審議会 

 

答  申  書 

 

 平成２９年２月１５日付で諮問のあった下記案件について、本審議会において慎重審議

の結果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

１．千曲市立地適正化計画について 

 

千曲市立地適正化計画は、原案のとおり承認する。 

 

平成２９年２月１５日 

千曲市都市計画審議会 

会長  滝 沢 英 雄 

 

千曲市長  岡 田 昭 雄 様 

 

◎副市長 

 只今は、「千曲市立地適正化計画につきまして、市長に代わって受け取らせていただきま

した。滝沢会長さんはじめ、委員の皆様の慎重審議によって、適切なご答申を頂戴いたし



ました。誠にありがとうございます。 心から厚く御礼申し上げます。 

本計画は、少子高齢化・人口減少、また、これらに起因する財政の縮小化を見据え、将

来世代に本市の都市的な空間をいかに引き継いでゆくかについて計画をさせていただいた

ものであります。 

今後は、本計画とともに、現在策定中の「第二次千曲市総合計画」や各種計画を基に、

魅力ある地域の創造に努めて参りたいと思っております。 

今後も都市経営には様々な課題があろうかと存じますが、委員の皆様にはそれぞれのお

立場で、ご教授いただければありがたいと思っております。 

はなはだ無事でございますが、御礼のあいさつとさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 

◎会長 

 以上をもちまして、審議は終了しました。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。ご協力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。 

 今回ご審議いただきました立地適正化計画につきましては、３月の市議会定例会に所管

委員会にご報告申し上げた後、３月末に市民に公表して参りたいと存じております。    

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・ご質問等はございま

したらお願いをしたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 

 特に無いようですので、最後に当審議会の委員の任期について申し上げたいと思います。 

委員の任期につきましては、条例上２年となっており、現在の委員の方の任期が本年３

月３１日までとなっております。 

今後、各団体宛には委員の選出について依頼を申し上げてまいりたいと思っております。 

また、公募委員につきましては市報等で募集をしてまいります。ご承知おきくださいま

すようお願いいたします。 

以上をもちまして第２１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、たいへんご苦労様でした。ありがとうございました。 

 

 

（議事 終了） 

 

 



平成２９年２月１６日 

 

 

議事録署名人 

 

                               ㊞ 

 

 

議事録署名人 

 

                               ㊞ 


