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第２２回千曲市都市計画審議会 議事録 

   

◎課長 

 みなさん、こんにちは。 

 都市計画課長の洞田と申します。 

 本日は、お忙しいところ、委員の皆さんには、ご定刻ご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 ただいまから、第２２回千曲市都市計画審議会を開催いたします。 

 会議に入る前に委員の出席状況をご報告申し上げます。 

 本日の欠席は、荒井委員さん１名でございます。 

 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ていることをご報告いたします。 

それでは初めに市長より招集のあいさつを申し上げます。 

 

◎副市長 

 副市長の山本高明と申します。 

 本日市長が別の公務がございまして出席できませんので、変わりまして私のほ

うからごあいさつを申し上げたいと思います。 

 本日は第２２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、委員の

皆様方におかれましては、なにかとお忙しい中にも関わらず、ご出席を賜りまし

て誠にありがとうございます。 

 この都市計画審議会は、市が都市計画を定める際に、都市計画法に基づき計画

案を調査、審議していただく機関でございます。千曲市都市計画審議会条例では、

委員さんの任期は２年というふうになっておりまして、今回は委員の改選後初め

ての審議会でございます。 

 そのため、まず最初に本会の会長さんを互選していただきまして、その後、調

査審議としまして、この重要な案件でございます、千曲都市計画ごみ焼却場につ

いて、をご審議いただきたいと考えております。 

 委員の皆様方には、大変貴重なお時間を頂戴しておりますが、慎重なるご審議

を賜りますようお願い申し上げまして挨拶にかえさせていただきます。 

 どうかよろしくお願いいたします。 

 

◎課長 

 今回の都市計画審議会は、ただいま副市長のあいさつにもございましたように、

改選後初めての審議会となります。そこで自己紹介をお願いしたいと思います。 



 大変申し訳ありませんが、資料の中に名簿がございます。 

 この名簿の上の順からですね、順次自己紹介をお願いしたいと思います。 

一番上、すいません。和田市会議長からよろしくお願いいたします。 

 

（順番に自己紹介） 

 

ありがとうございました。 

 そして本日ですね、議事のほうの２番の議題のほうの説明員であります。廃棄

物対策課、それから、長野広域連合の職員が来ておりますので自己紹介申し上げ

ます。 

 

（順番に自己紹介） 

 

なお、都市計画審議会委員への任命書につきましては、時間の関係上、机の上

に配布してございます白い封筒の中にお納めしてありますので、ご確認をいただ

いてご承諾いただきますようよろしくお願いします。 

 

 続きまして、お手元の資料の確認をお願いします。 

 ・第２２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 

 ・千曲市都市計画審議会条例 

 ・選 第１号 千曲市都市計画審議会会長の互選について 

 そして、事前配布させていただきました調査審議資料でございます。千曲都市

計画ごみ焼却場についてという資料でございます。 

 以上でございますがご確認いただけましたでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、日程第４の臨時議長の選出でございますが、先程申し上げましたと

おり、委員改選後初めての審議会をいうことで会長がまだきまっておりませんの

で、会長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す

ることになっておりますが、本日は市長が公務のため欠席しておりますので副市

長が進行役を務めさせていただきますがよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

 それでは、副市長よろしくお願いします。 

 



◎副市長 

 それでは、臨時議長ということで会長さんが決まるまでの間、進行役をつとめ

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは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

だきたいと存じます。 

 議事録署名委員にはですね、山崎章子委員さんと窪田忠功委員さん、お願いし

たいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 後日、議事録の作成ができましたら担当職員がご連絡しますので、内容につい

てよろしいかご確認をよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 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。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

 

◎事務局 

 それでは、ご説明いたします。 

 

 選 第１号 千曲都市計画審議会会長の互選について 

 

 千曲市都市計画審議会条例第４条第１項の規定により、会長の互選を求めます。 

 平成２９年８月１日提出 千曲市都市計画審議会 臨時議長 岡田 昭雄 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 なお補足ではございますが、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ご選

出をいただくことになっておりますのでよろしくお願いいたします。 

 名簿をご覧いただきたいと思いますが、学識経験者は、遠藤委員、滝沢委員、

宮川委員、荒井委員、海野委員の５名でございますのでよろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

 

◎副市長 

 ありがとうございます。 

 ただいま事務局から会長の互選について説明がございました。どのような方法

により選出したらよいか、ご意見がありましたらお出しいただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

（海野委員 挙手） 



 

◎副市長 

 はい、海野委員。 

 

 

◎海野委員 

 はい、私も前期に続いてお世話になっているわけですけれども、先ほど滝沢会

頭からもごあいさつがありました、10年目というわけで大ベテランでございます。

また、全期も会長をお勤めいただき、大変この会スムーズに進行していただいて

おりますので、引き続き滝沢さんに会長をお勤めいただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

 ◎副市長 

 はい、ありがとうございます。ただいま、滝沢委員さんを会長にとご意見を賜

りました。他にご意見はございませんでしょうか。 

 

（ありませんの声） 

 

 よろしいでしょうか。 

 それでは無いようですので、お諮りいたします。滝沢英雄委員さんに会長をお

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） 

 

 それでは、滝沢英雄さんに会長をお引き受けいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 私、会長さんが決定いたしましたので、臨時議長のほうを退任させていただき

ます。 

 

◎事務局 

 ありがとうございました。 

 只今会長が決定いたしましたので、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本日の日付をご記入

いただきたいと存じます。よろしくお願いします。 

 それでは、滝沢会長さんには、会長席へ着いていただき、ご就任のごあいさつ

をお願いしたいと存じます。 



 滝沢会長よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 ただいま本会の会長を仰せつかりました、会議所の滝沢でございます。 

 今、千曲市を取りまく課題に対しまして、この審議会が非常に果たす役割は大

きなものがあるのではないかと考えられるわけでございます。 

 皆さんのお力をいただいて、この会が意義ある会になるように努力をしたいと

考えておりますもので、どうぞ皆様方のご協力のほど節にお願い申し上げまして、

簡単ですが、私の会長の就任ていうことであいさつにかえさせていただきます。 

 よろしくどうぞお願い申し上げます。 

 

◎事務局 

 ありがとうございました。 

 大変申し訳ありませんが、ここで副市長は他に公務がございます。退席させて

いただきますがよろしくお願いいたします。 

 

（副市長退席） 

◎事務局 

 それでは、本会の議長は会長があたることになっておりますので、滝沢会長、

会議の進行をお願いします。 

 

◎会長 

 わかりました。 

 さっそくではございますけれども、私、この会の会長ということで、ほんとに

不慣れで皆さんにご迷惑をおかけすると思いますけれども、先ほどの話のとおり、

絶大なるご協力のほどをお願い申し上げまして、早速ですが、議案のほうに移ら

させていただきます。 

 それでは会議を進行いたします。日程第５議事の（２）千曲都市計画ごみ焼却

場についてを議題といたします。 

 事務局より説明のほどお願い申し上げます。 

 

◎事務局 

 都市計画課長の洞田でございます。先ほど自己紹介の中にもありました、本日

ごみ焼却場のほうの担当課、それと、長野広域連合の方のご出席をしております。 

 担当課のほうからご説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 



◎長野広域連合 

 改めましてお疲れ様でございます。私、長野広域連合環境推進課の福田と申し

ます。日頃は、長野広域連合に対しまして、皆様のご協力を頂戴いたしまして、

本当にありがとうございます。 

 現在、長野広域連合では、長野市の松岡にですね仮称 A 焼却施設、それから、

須坂市の亀倉というところでですね、最終処分場を建設を予定しておるところで

ございます。 

 千曲市大字屋代字中島地籍におきましてもですね、仮称 B 焼却施設ということ

でですね、焼却施設の建設を予定しておるところでございまして、本日はこの、

千曲市に建設のですね B 焼却施設。こちらにつきまして、都市計画決定が必要で

あるということでございまして、皆様方のお力添えを頂戴いたしながら、都市計

画決定に向けて進めていきたいと考えております。 

 簡単ではございますけれども、ごあいさつにかえさせていただきまして、説明

につきましては担当のほうから説明をさせていただきます。 

 よろしくお願いをいたします。 

 

◎廃棄物対策課  

 それではお手元にお配りしてございます、資料№１、仮称長野広域連合 B 焼却

施設事業計画の概要等についてという資料をご覧いただければと思います。 

 なお、資料の右側にそれぞれ番号が振っております。シート番号が振っており

ますので、私のほうからはシート番号７までをご説明させていただき、引き続き

長野広域連合の担当の者から事後説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、シート１、表紙の下の段になりますけれども、ごみ処理広域化計画とい

うことで、今回お願いしております、事業、事業主体は長野広域連合ということ

でございます。長野広域連合は長野市、須坂市、千曲市をはじめとする９市町村

で組織する地方公共団体でございまして、なお、ごみ処理につきましては、小布

施町を除く８市町村で運営・処理をするものでございます。人口、世帯数、面積

等はこちらに書いてある通りでございます。 

 次、まくっていただきまして、２ページ、シート２、ごみ焼却施設の現況と計

画ということで、今、長野広域連合管内には４つのごみ焼却施設がございます。

合計 610ｔの日量の処理能力の施設を今後、A と B の 505ｔの２施設に集約をし

ていくというものでございます。 

 こういった、４つの施設を２つに集約して広域化するメリットとしましては、

環境負荷の低減、エネルギーの有効利用、ごみ処理経費の縮減と、こういったも

のがあげられるわけでございます。 

 シート３番長野広域連合管内のごみ処理計画ということで、今、室長のほうか



らもございましたように、焼却施設を２つ、最終処分場を１つそれぞれ長野、千

曲、須坂市と、この三市に整備する計画でございます。 

 シート４になりますけれども、B焼却施設事業計画の概要ということで、基本方

針、主に安全への配慮、環境にやさしい安定した稼働ということ中心に８つの基

本方針に基づいて整備をするものでございます。 

 シート５の施設規模等につきましては、今回千曲市に建設を計画しております

施設につきましては、一日 100ｔの処理能力、また、処理方式はストーカ式焼却+

灰溶融方式、流動床式ガス化溶融方式、シャフト炉式ガス化溶融方式のこの３つ

のいづれかの方式になるものでございます。対象地域は千曲市、坂城町と、葛尾

組合、現在の葛尾組合の範囲になります、千曲市、坂城町と長野市の一部という

ことで合計 100ｔの処理能力を持つものでございます。 

 ６シート目に事業予定地がございます。千曲衛生施設組合の千曲衛生センター、

し尿処理施設の千曲衛生センターのしなの鉄道の線路を挟んで西側約３.３ha の

場所になります。 

 シート７番の事業予定地選定の主な経過でございます。 

 まず、平成 15 年の 12 月長野広域連合が、ごみ焼却施設２か所と最終処分場１

カ所の建設予定箇所を決定したところでございます。２施設目に当たります、焼

却施設に当たりますところは、B焼却施設は更埴ブロックで建設をするということ

が決まったわけでございます。 

 平成１７年の６月、ごみの排出量や長年葛尾組合の焼却施設を受け入れてきて

いただきました坂城町への配慮から、今回は千曲市が受け入れるということを、

時の市長が表明し、議会で表明し、その同月ごみ焼却施設建設地検討員会を設置

したところでございます。当初委員は１４名で選定作業がスタートしたわけでご

ざいます。この会は平成１８年の７月に中区を候補地とする中間報告をいたしま

したけれども、交渉がなかなか進まず平成１９年８月に一旦白紙撤回してござい

ます。 

 そして改めて、全市的に再度検討することになりまして、平成 20年の 1月、ま

ずは公募作業をおこないましたけれども、残念ながら公募する地区はございませ

んでした。そこで平成 20年度にはいりまして、本格的に今回は実現可能な場所。 

まず、条件としまして、施設建設に必要な２ha 以上の空地が確保でき、かつ、

幹線道路に近接する地区。こういったものを条件といたしまして、全市から、２

６エリアを抽出いたしました。その後、それぞれの比較項目を設定しまして、候

補地間の相対的な評価を行う中で、絞込みの作業を行ったところでございます。

この間１２回の委員会を開催しまして、委員会として最終的に、平成２１年の３

月に相対評価で得点の高かった上位２地区、屋代地区と新山地区の２カ所を建設

候補地として決定をいたしまして、その日に市のほうに答申をしていただきまし



た。 

 市では答申を尊重いたしまして、市内部での協議の結果、平成２１年８月、屋

代地区に決定したところでございます。それ以降の、２１年８月決定以降は地元

の屋代地区の地元の屋代第５区、屋代第６区にそれぞれ選定経過の説明、また、

先進地視察の実施、環境影響評価の実施、また、その説明等を行う中で、平成２

８年の３月に屋代第５区から、建設に関する基本同意をいただき、２９年３月屋

代第６区からも同じように建設の基本同意をいただく中で、それぞれ屋代第５区、

第６区と建設に関する基本同意書を締結したところでございます。 

 つづきまして、シート８以降広域連合からご説明させていただきます。 

 

○長野広域連合 

 それではシート８以降につきましては、広域連合町田でございますが、私のほ

うからご説明させていただきます。 

 まずは B 焼却施設のスケジュールということでございます。こちらに記載のも

のの一番上でございますが、事業者の選定ということでございます。今回ですね、

こちらの事業者は DBO方式ということで、デザイン・ビルド・オペレーションと

いうことで設計施工からすべて事業者のほうにやっていただく計画でおります。 

こちらの事業者の募集につきましては、先月７月５日から開始しておりまして、

今年の１２月には B 焼却施設を建設運営をするプラントメーカーの決定をしてい

きたいと考えております。また、下から２番目の表でございますけれども、設計

建設工事ということで、３０年度頭からですね、設計にはいりまして、３年完成

までにかかりますので、稼働のほうは、平成３３年４月ということを目標に、今

現在進めているところでございます。 

 また、事業者の選定ですけれども、こちらはごみ処理の専門家で構成いたしま

す、ごみ処理施設建設事業者等選定委員会といったものにおきまして、応募のあ

った事業者の提案内容、また、提案金額、そういったものを総合的に審査をいた

しまして、選定するという予定でおります。 

 また、今現在ですね、こちらの用地買収におきまして、用地測量、また、土地

評価を実施しておりまして今年度の後半につきましては、用地の取得のほうを願

いしていきたいと思っております。なにとぞよろしくお願いいたします。 

 それでは９シート目よろしくお願いいたします。 

 こちらは施設の整備計画の案ということでございます。ここにございますのは、

現時点で想定した配置図ということでございますので、建物の配置、また、形状

や色彩といったものは一切確定したものではございませんのでご承知おきいただ

ければと思っております。 

 施設の規模、外周、高さ、これにつきましてはですね、環境影響評価というも



のを事前に実施しておりますが、その時に想定した最大の大きさで、８２メータ

ーの５４メーターということで、想定をしております。 

 また、煙突の高さでございますけれども、５９メーターという計画で今現在整

備を進めております。 

 また、事業主体でございますけれども、ごみ処理をする工場棟、また、職員等

の入る管理棟、また、パッカー車などを計量する計量棟、また、雨水排水に必要

な調整池、また、十分な緑地といったものを配置する計画としております。 

 続いて１０シート目をお願いいたします。 

 こちらは、B焼却施設からですね、排ガス等の公害防止計画値ということでござ

います。こちらの記載がございますように、B焼却施設の計画値は、法の規制値よ

りも厳しい値の計画としております。 

 続いて１１シート目をお願いいたします。 

 こちらは、騒音・振動といったものに関わる公害防止の計画値でございます。

こちらの事業地域につきましては、騒音規制法や、振動規制法、こういった法規

制がかかる地域ではございませんけれども、周辺環境への影響を考慮いたしまし

て、第一種住居地域に相当される値の計画値ということで設定をしておりまして、

音で言えば朝は５０以下、昼間は６０以下、夕方・夜間は５０以下という計画で

ございます。 

 １２シート目をご覧いただきたいと思います。 

 こちらは災害への対応ということでございます。 

 こちらのですね、B焼却施設の建設地につきましては、北側に千曲川が流れてる

といったことで、大変そういったことを心配されるご意見等もここまで頂戴して

いるところでございますけれども、地震への対応についきましては、震度６から

７の、極めてまれに発生する大規模な地震発生時にも倒壊しない、といったこと

に配慮していきたいと思っております。 

 また、洪水、大雨の対応ということでございますけれども、ごみの投入口でご

ざいますが、こちらは、想定浸水レベルより高くするという計画で、万が一です

ね、洪水等が予想される場合におきましては、ごみの受け入れの停止、また、搬

入車両を退避するといったこと。また、運転の停止等々を図っていきたいという

ことで二次災害にも十分対応していきたいという風に考えております。 

 つづいて１３シート目をご覧ください。 

 こちらのですね、ごみ焼却施設に入る、自動車の走行ルートということでござ

います。こちらの図に申し上げてございますように、青い線でお示ししたルート

が、環境影響評価の予測評価でおこなった走行ルートということでございます。

走行ルートにつきましては、一般の住宅地をさけましたルートを前提と考えてお

りまして、そういたしますと、国道 18号線から入るルートというところが現実的



なルートとなるのかなと考えております。 

 また、こちらのですね、車両のほうでございますけれども、今現在市のほうが

ですね、一般家庭のごみの収集を行っております、許可車という収集車があるの

ですが、そちらの車と、また、一般の持ち込み車をというものを想定しておりま

して、一日にですね、110 台から 120 台くらいの車両が入ってくるというふうに

予想しておるところでございます。 

 続いて１４シート目をご覧ください。 

 １４シート、１５シート上下になっておりますけれども、ここからは先ほど５

シートで申し上げました、３つの処理方式のごみ処理フローの説明になります。

細かい説明等は省略させていただきますけれども、まず最初、①番としまして、

ストーカ式焼却+灰溶融方式の例ということでございます。こちらは焼却をいたし

ました、後段に溶融炉というものを設置いたしまして、処理するという処理方式

のことからから、ストーカ式焼却+灰溶融という呼び方をされておる方式でござい

ます。 

 こちらの方式は今現在ですね、坂城町の葛尾組合さんで処理しております、焼

却方式がストーカ式焼却という方式になりまして、それと同様の方式に灰をその

まま埋め立てるのではなくて、スラグにしていくということで、後段に灰溶融炉

というものを設置しておるものでございます。 

 続いて１６シート、１７シートをご覧ください。 

 こちらは、流動床式ガス化溶融炉の仕組みということになります。 

 ごみを燃やす方式につきましては、どの処理方式も同じではございますけれど

も、こちらのガス化溶融方式といいますのは、ガスから抜きまして、ごみをまず

ガス化分解いたします。そのあと後段の溶融炉で完全燃焼いたしまして、そこか

らスラグとうい物を生成する仕組みとなっている方式でございます。 

 続いて１８シート、１９シートをご覧ください。 

 こちらのガス化溶融方式というものでございますけれども、シャフト炉式ガス

化溶融方式という方式になります。こちらの方式は、鉄工所の高炉技術を応用し

た焼却炉でございまして、ごみと一緒にですね、コークスなどの補助資材などを

投入いたします。大変高温度処理をする処理方式でございます。 

 こちらの、シャフト炉式のガス化溶融方式にしましても、溶融炉でスラグを生

成するという仕組みになっております。 

 それでは最後に２０シート目以降をお願いいたします。 

 先ほどですね、全体の中で申し上げましたけれども、環境影響評価について少

しご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、（１）の目的ということで、環境影響評価制度とはということでございま

す。こちらは長野県の環境影響評価条例に基づきまして、大規模な開発事業など



を実施する際に、事業者、今回は私どもでございますけれども、長野広域連合が

自らが環境に配慮した事業とするため、実施する制度となります。ごみ焼却施設

につきましては、一日の処理能力が９６ｔ以上の施設につきまして、環境影響評

価の条例が義務化されておりますので、条例に基づきまして、３年かけて環境影

響評価を実施してきたところでございます。 

続きまして２１シート目をご覧ください。 

環境影響評価、３年と申し上げましたけれども、その間の経過でございます。 

まず、①番方法書の段階ということで２４年５月から着手をいたしまして、④

番評価書の段階ということで、２７年４月に環境影響評価をいたしたものを公

告・縦覧をさせていただきまして、環境影響評価の一連の手続きは完了しておる

ということでございます。  

 つづきまして、２２シート目をご覧ください。 

 環境影響評価の調査をした地点をお示しをしてございます。こちらの図が小さ

くて恐縮なんですが、アルファベットの A～V 地点といったところで、大気や騒

音・振動・悪臭・土壌そういった調査をしてまいったということでございます。 

 ２３シート目でございますけれども、（４）番、評価項目ということでございま

す。こちらの評価項目は、環境影響評価を実施した評価項目とになりまして、工

事期間中に評価したものにつきましては、緑色でお示しをした１４項目、施設の

稼働で予測評価したものにつきましては、青色でお示しした１６項目を選定いた

しまして、環境影響評価の予測の評価を実施してまいりました。また、主な環境

要因というものは記載のとおりでございます。 

 それでは最後に２４シート目をお願いいたします。 

 それでは２７年４月にですね、環境影響評価の評価結果を報告いたしましたと

いうことでございますが、その評価の結果でございます。黄色の枠でございます

けれども、総合評価に関しましては、現地調査や予測結果などをふまえ、適切な

環境保全措置を実施することにより、事業実施に伴う環境はできる限りの緩和が

なされ、本事業の実施に係る総合的な環境への影響は程度は小さいといったこと

で評価をいたしております。 

 そういったことではですね、あちら、B焼却施設事業当時におきましても、環境

の影響は小さいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。 

 以上ですね、資料№１の説明になりますけれども、ごみ焼却施設市民生活を営

む上では欠かすことのできない重要な施設の一つでございます。なにとぞ平成３

３年４月の稼働ということで目指してございますので、よろしくご審議賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

 

◎会長 



 ありがとうございました。 

 

◎都市計画課 

 私、千曲市役所都市計画課計画係長の湯本と申しますが、都市計画決定等につ

きまして資料№２を基にご説明をさせていただきます。 

 先に説明のありました、長野広域連合のＢ焼却施設につきましては都市計画法

第十一条第１項第三号の「ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設」に該当い

たします、同条第２項におきまして「都市施設の種類、名称、位置、区域、面積

を定めるように努めるものとする」とされておりますことから、都市計画決定を

することができる施設となります。また、運用指針にも基本的な考えといたしま

して「計画段階における整備に必要な区域の明確化」「住民の合意形成の促進」等

がありまして「ごみ焼却場は積極的に都市計画決定をすることが望まし」という

ことから、千曲市といたしましても計画決定を行いたいと考えております。 

今回の都市計画審議会は、調査審議となっております。委員の皆様には、都市

計画に定める種類、名称、位置、区域、面積及び長野県や住民の皆様に見ていた

だく資料についての率直なご意見をいただければと思っております。よろしくお

願いいたします。計画の説明に移る前に資料の説明をさせていただきます。 

それでは資料№２をご覧いただきたいと思います。 

１ページから４ページにつきましては、都市計画法第十四条第１項に定められ

ております法定図書ということになります。５ページ以降は都市計画決定を行う

ための説明資料という形になりますので、現在、長野県と打ち合わせを重ねなが

ら、資料の精度を高めている最中ですございますので、今後変更になる可能性も

ありますけれども、ご了承いただければと思います。 

それでは計画の説明をさせていただきます。資料№２の１ページ目をご覧いた

だきたいと思います。本都市計画決定は「千曲都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物

処理施設）の決定」とし、今後長野県との協議や閲覧、縦覧を行います。 

位置の決定理由や建設を予定している施設の概要については、先に説明のあっ

た通りでございますので、わたくしからの説明は省略させていただきます。 

種類についてご説明申し上げます。今回都市計画に定める種類といたしまして

は、長野広域連合Ｂ焼却施設は可燃ごみの焼却のみと聞いておりますので「ごみ

焼却場」といたします。また、番号については「№２」と、名称の下ですね。番

号２となっておりますが、現在、千曲都市計画には坂城町にございます、葛尾組

合ごみ焼却場が都市計画決定されております。そのため、今回長野広域連合Ｂ焼

却施設を都市計画決定するときには、千曲都市計画のごみ焼却場が２施設目とな

ることから、番号は２という形になっております。 

続きまして、名称についてでございますが。施設名称につきましては、平成２



９年１２月頃に公募により正式に決定するということを聞いておりますので、仮

称ということになっております。後で今後の日程等につきましてご説明させてい

ただきますが、長野県知事事前協議時には仮称で行いまして、県知事協議時では

正式名称にて手続きを行いたいと思っております。 

続きまして、位置についてご説明させていただきます。先に広域連合等からも

ご説明がありましたとおり、位置につきましては、千曲市大字屋代字中島地籍に

なります。 

３ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらの資料は総括図ということ

でございまして、千曲市のどの位置に都市計画決定をするかを示した図面となり

ます。図面の右下のほうにですね坂城町の都市計画図をちょっとつなぎ合わして

ございますが、こちらに葛尾組合のごみ焼却場との位置関係という形はご覧のよ

うになります。 

上の一番真ん中くらいですかね。そちらが、ごみ焼却場２番の施設ということ

で、今回の施設という形になります。 

区域についてのご説明をさせていただきますが、４ページ目をご覧いただきた

いと思います。こちらの資料につきましては計画図となっておりまして、千曲市

大字屋代字中島の都市計画決定をする区域を示してございます。総括図とは違い、

図面が拡大表示ということで、詳細な区域を示しているという形になります。 

続きまして「面積」についてでございますが、１ページにお戻りいただきまし

て、面積につきましては、約３．０ヘクタールとしております。面積につきまし

ては、今年度８月中旬より境界立会い等を行って、測量してまいるとのことです

ので決定の面積が変更になる可能性もございます。また、約という形でございま

すが、ヘクタール単位での記載でございますので、細かな数字の表示がされない

ということでございます。 

以上、都市計画に定める事項の説明をさせていただきました。 

続きまして、都市計画決定図書の資料等についてご説明をさせていただきます。 

５ページ目をご覧いただきたいと思います。５ページ目でございますが、経緯

の概要ということで、今後の都市計画決定までの日程を案として記載してたもの

でございます。 

施設稼働予定の時期より計算しますと、遅くとも、来年度早々の都市計画決定

が必要となるということで、本都市計画審議会開催後のスケジュールは記載の日

程を予定をさせていただいております。 

本審議会後に再度長野県と打ち合わせ等を重ねまして、資料の作成を行い協議

資料の最終確認を進めてまいります。境界立会い、また、測量等の成果が９月ご

ろには出来上がるとのことでございますので、１０月上旬より長野県知事の事前

協議を予定をさせていただいております。 



なお、協議資料が整い次第協議を行うため、１０月上旬より早い時期に事前協

議を始めるという可能性もございますのでご了承をお願いしたいと思います。 

この事前協議の提出後、長野県より、関係市町である、長野市、坂城町に意見

聴取等を行いまして、県庁内部での決裁等も含めまして、約３か月ほどかかると

いうことでございます。よって「事前協議」の回答につきましては１２月下旬と

いう形にさせていただいてございます。その後、公聴会の公告、素案の閲覧等を

行います。素案の閲覧中に、住民の皆様の意見を聞き、公聴会の申出があれば公

聴会を開催し、住民の意見を計画に反映してまいります。 

その後、意見があった場合の報告、協議資料の確認のため再度都市計画審議会

を開催いたしまして、委員の皆様のご意見を基に資料作成を行い、長野県知事協

議を行いと考えております。 

なお、次回都市計画審議会につきましては平成３０年２月頃ということで、２

月中旬ですね。ということで予定してさせていただいてございますが、事前協議

の状況等により予定時期が変更となる可能性もございますので、開催日等につき

ましては改めて皆様に早めにご連絡をさせていただきたいと思います。 

県知事協議の協議書提出後、法定行為になります計画案の縦覧を行い、平成３

０年の４月上旬ごろに都市計画審議会を、最終的な審議会ですね、開催し、都市

計画決定についてご審議いただければと考えております。 

都市計画審議会にてご決定をいただきましたら、決定告示を行います。 

なお、先ほども申しましたが、経緯の概要に記載のある日程につきましては、

案となってございます、県との協議又は様々な理由等により、今後変更となる可

能性がございますので、ご参考としていただければと思います。 

本施設についての都市計画決定はごみ焼却場の建設にあたり、大変重要なもの

となります。委員の皆様には慎重なご審議をいただければと思っております。 

 続きまして６ページ以降の資料でございます、６ページの資料をご覧ください。 

各種計画との整合性ということで、その確認のための資料ということになってご

ざいます。 

 各種計画ということで、そちらに示してございますが、千曲都市計画、千曲市都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針。いわゆる長野県の千曲市区域マスタープ

ランというものでございますが、ごみ処理施設として、長野広域連合 B 焼却施設

が位置づけられております。 

 また、第二次千曲市総合計画にもですね、長野広域連合が計画するごみ処理施設

の建設推進を図るということになっております。 

 なお、国土利用計画千曲計画及び千曲市都市計画マスタープラン等につきまして

は広域的な連携による公共施設の整備等が示されております。 

 各種計画書の内容につきましては、８ページ目から、８ページから１８ページま



でに、表紙及び内容の抜粋を添付してございますので、あとでご確認をいただけれ

ばと思います。 

 つづきまして、１９ページをご覧ください。本施設は長野広域連合により建設

されるということから、近隣市町村との調整状況ということで添付する資料でご

ざいます。 

 ２０ページから３０ページまでにつきましては、長野広域連合ごみ処理施設建

設及び管理運営計画策定委員会より長野広域連合長に提出された報告書となりま

す。先に説明がありました通り、ごみ処理施設として２カ所、最終処分場を１カ

所とし、更埴ブロックにごみ焼却場を建設する理由が記載されてございます。 

 本施設が長野広域連合により建設されることから、添付の報告書により、千曲

市大字屋代字中島に建設することに関して近隣の市町村への調整は済んでいるも

のと判断をさせていただいております。 

 つづきまして、３１ページをご覧ください。千曲都市計画ごみ焼却場における

都市計画標準案（昭和３５年）との整合性ということでございますが、この書類

につきましては、国から示されている都市計画標準案ということでございますが

整合が取れているかを示す書類となります。 

 項目ごとに計画標準案に対して、整合性を記載してございます。この計画案に

つきましては、整合性を記載していくなかで、整合性に記載のある内容について、

最低限守られているものとして、現在行われている入札の要求水準書等にも、都

市計画標準案の基準を満たすように記載しているとのことなので、都市計画標準

案とは整合が取れているものと判断はしております。 

 整合性等につきましては、具体的にこちらではご説明は省略させていただきま

すが、つづきまして、３８ページをご覧ください。 

こちらの書類は基本計画図ということでなっております。 

施設の配置や建設位置等の詳細は決まっておりません。先ほど広域連合のほう

からもご説明ありましたように現状の案として添付させていただいております、

今後大きく変更となる可能性がございますので詳細が決まり次第皆様にお示しを

させていただきたいと考えております。 

 つづきまして３９ページをご覧ください。環境影響評価による環境への影響に

ついてということで、先ほど、広域連合のほうからもご説明がありましたとおり、

環境影響評価ということを実施が済んでございます。 

 なお、都市計画決定を行う前に環境影響評価を実施した理由としましては、施

設の安全性を住民に示し、建設に伴う環境への影響は少ないということを示すた

めでございます。 

 また、環境影響評価時の区域と、今回都市計画決定する区域が一部ちょっと違

ってございますが、そのことにつきましては、住民からの要望により堤防側に施



設を寄せるため、環境影響評価後に区域の拡大を一部させていただいております。 

 以上のことにより、千曲市大字屋代字中島に施設を建設することに関しまして、

環境への影響は少ないと判断をしております。 

 駆け足となりましたが、都市計画決定する内容及び資料についての説明は以上

となります。 

 なお、現在お配りしている資料については原案となってございます。本日、委

員の皆様にご審議いただいた資料を基本に、長野県と打ち合わせを行いたいと思

っております。 

なお、県より追加資料の提出を求められることがございますが、事前協議資料

が整いましたら、再度委員の皆様にお送りいたしますので、次回開催の都市計画

審議会時に再度意見をいただければと思っております。 

 ご審議のほどよろしくお願いします 

 

 

◎会長 

 ありがとうございました。 

ただいまの事務局からの説明があったわけでございますが、委員の方々から何

か御質疑はございますでしょうか。 

 

◎遠藤委員 

 資料№１のですね、シート２３で⑨、⑩の対象地域のアセスメントをした時に

ですね、ちょっとその状況がわからないんですけれどもね、活断層みたいなもの

はないということでよろしいんでしょうか。 

 対象地域、活断層はあるかないか、先ほどの県の都市計画ですか。条例ですか。

その条例に活断層の話が無ければいいんですけれども。 

 

◎長野広域連合 

 特段、環境影響評価のですね、予測評価時点におきましては、そちらのほうは

ですね、対象外ということでございましたのでやっておりませんが。 

 

◎遠藤委員 

 危惧されるので一応確認で。 

 

◎長野広域連合 

 当然住民の皆様からもですね、そういったご意見をいただいている。方法書の

段階でいただいた経過もございまして、私どものほうで調べた関係もありました



けども、そのへんは、あそこの事業地におきましては、特段配慮せずにですね、

行けるということで理解しておりますが。 

 

◎会長 

 遠藤委員よろしいでしょか。 

 

◎遠藤委員 

 もう一点あるのですが。 

 

◎会長 

 もう一点どうぞ。 

 

◎遠藤委員 

 溶融スラグした、焼却灰溶融スラグして固化するんですけれども、その搬路、

３３年稼働でまだまだ未知数ですけれども、搬路についてはこれからだと思うん

ですけれども、長野県内で多分初めてですよね。そのへんの搬路、なんかあるん

でしょうか。 

 

◎長野広域連合 

 搬路ということでございます。長野県内におきましてはですね、実は上伊那広

域連合さんですかね、あちらのほうで、近々閉鎖というか閉場になります、桐林

クリーンセンターというところでですね、溶融スラグというものを作っておりま

す。われわれ長野広域連合といたしましても、溶融スラグにつきましては、有効

利用を進めていこうと、いうことでですね、コンクリート二次製品等ですね、そ

ちらのほうへの骨材の変わりっていうんですか、そうゆうような形で、利用して

いく事。それから、あとは、有効利用といたしましては、埋戻し材であったりと

か、最近はですね、施設の防草対策であったりとか、そういったところにも利用

が結構されているということでですね、現在長野県さんのほうも含めまして、有

効利用に関してですね、資材としての有効利用を図っていくために、現在ある須

坂と長野市内でですね、ばくろ試験を行ったりとかですね、そういったことを実

施しながら進めていっております。 

 細かな搬路につきましては、これから決めていきたいと考えております。 

 

◎遠藤委員 

 ありがとうございます。 

 



◎議長 

 他に委員さんから何かございますでしょうか。 

 

（ありませんの声） 

 

◎議長 

 質問がないようでありますのでここでお諮りをいたします。 

 調査審議 千曲都市計画ごみ焼却場については、原案を基本に手続きをおこな

うことに、ご異議ございませんでしょうか。 

 承認をいただける方は挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

◎議長 

 全員賛同をいただきました。ありがとうございました。 

 それでは本件は原案通り手続きを進めていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の審議は終了いたしました。みな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を申し上げます。 

 これをもちまして、議長を退任させていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

 

（議事終了） 

 

 

平成２９年８月１日 
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