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第２４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、定刻お集まりいただき誠にありがとう

ございます。 

 ただいまから、第２４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。 

 よろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

 皆様こんにちは。本日はご苦労様でございます。本審議会の会長を仰せつかっておりま

す会議所の滝沢英雄と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

２月２日の審議会に続き、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、年度末の何かとお忙しい中、第２４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「千曲都市

計画ごみ焼却場の変更」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、適切な決定

をし、市長へ答申して参りたいと考えております。 

委員の皆様には、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。 

 ここで、委員さんの出席状況についてご報告申し上げます。 

本日は、山崎委員、１名の欠席の報告がありました。 

 また、今、窪田委員さん。まだ着いてはいませんが、欠席するという報告は来ておりま

せんので、多分遅れてまいると思いますがよろしくお願いします。 

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、会議が成立したことをご報告いたします。 

 

（窪田委員到着） 

 



 続きまして、お手元の資料の確認をお願いいたします。 

・第 24 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 

・諮問第 1 号 千曲都市計画ごみ焼却場の変更について 

また、事前配布いたしました 

・資料１ 千曲都市計画ごみ焼却場の変更計画書 

そして本日お配りしました資料として 

・資料２ 千曲都市計画ごみ焼却場の変更に関する意見要旨及び市の見解 

の資料でございます。以上ですが、皆様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、議長は会長が務めること

になっておりますので、滝沢会長よろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

 それではあの、会の決まりで、不慣れでございますけれども、議長を務めさせていただ

きますが、慎重審議の中、よろしく進行にご協力お願いいたしまして、早速でございます

けれど、議事に入らさせていただきます。 

 それでは、日程第３の議事に入ります。なお、議事に入る前に議事録署名委員をこちら

から指名させていただきます。 

署名委員は、町田裕昭委員さんと窪田忠功委員さんにお願いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

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。 

 

◎市長 

 ご苦労様でございます。 

 本日は、第２４回となります千曲市都市計画審議会の開催をしましたところ、皆様には

大変お忙しい中、このようにご出席を賜りまして心から感謝申し上げます。 

 先ほども会長さんのあいさつにありましたが、現在、千曲市及び坂城町のですね可燃ご

みを処理しております葛尾組合の焼却施設でありますが、昭和 54 年 7 月の竣工でありまし

て、完成してからですね、38 年の経過がしておりまして、老朽化が大変激しく、施設の更

新が急務となっています。 

今回新たに追加する長野広域連合のＢ焼却施設は、葛尾組合焼却施設に代わります施設

として千曲市、坂城町及び長野市の一部の一般廃棄物を処理する施設として、長野広域連

合が主体となって整備を行う施設でございます、ごみ焼却施設は市民生活には欠かせない、

重要な都市施設でありますし、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



願い申し上げる次第であります。 

それでは続いて諮問書を朗読させていただきたいと存じますのでよろしくお願いします。 

 

都第４０４号 

平成３０年３月２７日 

 

  千曲市都市計画審議会 

   会長  滝 沢 英 雄 様 

 

 

       千曲市長  岡 田 昭 雄  

 

 

千曲都市計画ごみ焼却場の変更について（諮問） 

 

 

千曲都市計画ごみ焼却場を変更したいので､貴会の意見を求めます。 

 

 

（市長 諮問書を会長に渡す） 

 

（会長 諮問書を市長から受け取る） 

 

◎市長 

 よろしくお願いいたします。 

 

◎事務局 

 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。 

 市長ありがとうございました。 

 

◎市長 

 よろしくお願いします。失礼いたします。 

 

◎会長 

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



都市計画ごみ焼却場の変更について」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 

 計画係長の湯本と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、「諮問第１号 千曲都市計画ごみ焼却場の変更について」、これまでの経緯や

県知事協議の結果などの報告を交え、説明をさせていただきます。宜しくお願いいたしま

す。 

着座にて失礼いたします。 

現在、坂城町にあります「葛尾組合焼却施設」が千曲都市計画ごみ焼却場として計画決定

されておりますが、稼働から 38 年が経過し、老朽化が大変著しいことから、施設の更新が

急務となっています。 

このような中、「長野広域連合 B 焼却施設」は「葛尾組合焼却施設」に代わる施設として、

千曲市、坂城町及び長野市の一部の一般廃棄物（可燃ごみ）を処理する施設として、将来

的なごみの安定処理と市民生活の環境及び公衆衛生の向上を図るため、長野広域連合が主

体となり整備を行う計画となっています。 

本案件の「ごみ焼却場の変更」は、このような広域ごみ処理計画に対応すべく、長野広域

連合 B 焼却施設を整備するため、千曲都市計画ごみ焼却場の種類、名称、位置、区域、面

積を新たに追加するため、変更を行うものであります。 

変更の内容につきましては、いままでの事前調査の会議と同様で、本資料も事前配布さ

せていただいておりますので、時間の都合上、申し訳ございませんが割愛させて頂きます。 

それでは、これまでの経緯について説明させていただきます。 

資料１の６枚目、最後のページにあります「都市計画の策定の経緯の概要」をご覧くだ

さい。  

本案件は、昨年の 8 月 1 日に開催しました本審議会で、調査審議として提案し、慎重審

査の結果、原案を基本に都市計画手続きを進めることについて、ご承認をいただきました。 

その後、10 月 4 日から「長野県知事事前協議」を開始し、12 月 25 日付けで長野県知事

より「都市計画法第 19 条第 4 項の観点からは異存ありません」との回答をいただきました

ので、年明けの 1 月 5 日から 1 月 19 日まで「公聴会のための素案の閲覧」を行いました。 

閲覧の結果、1 名の方より公述申出がありましたので、1 月 27 日に公聴会を開催し、2 月 2

日に本審議会での第 2 回目の調査審議を行いました。 

２回目の調査審議では、公聴会での意見の要旨と意見に対する市の見解をお示し、ご意

見をいただきました。 

慎重審査の結果、本案を計画案として決定していただきましたので、2 月 15 日に県知事

あてに本協議として提出いたしました。 

その後、2 月 20 日から 3 月 6 日まで計画案の縦覧を千曲市、坂城町、長野市で行いまし



た。 

その結果ですが、縦覧者 2 名、意見書の提出が 3 件、いずれも千曲市でございますが、

ありましたので、ここで意見書の要旨と市の見解について、ご説明をさせていただきます。 

資料№2 をご覧ください。 

意見書は、いずれも計画案に反対する意見であり利害関係者であります。 

意見の要旨については順番にご説明させていただき、市の見解については関連がござい

ますので一括ご説明させていただきます。 

 意見の要旨。ごみ焼却場への搬入通路となっている道路沿いには精密部品を扱っている

工場もあり、日に 300 回も通行するパッカー車等による交通量の増加や振動により、会社

存続にも関わる事態となっております。 

 地域の安心、安全、環境整備の観点から、高速道路側に焼却場への専用道路を設置され

ない場合はこの変更案について反対です。 

 ２番目です。建設予定地は堤防道路に隣接していることから、堤防道路を整備してごみ

焼却場への搬入路として利用することが最良の方法と考えます。国への協議等を進め、仮

設道路を設置して工事関連の運搬、搬送ができるよう進めていただきたい。 

 現在、搬入路として予定されている道路沿いには企業等並んでおり、交通量の増加や振

動によって会社存続にも関わる事態となっております。道路沿いの企業等に聞き取りを行

い、同意を得る必要があると考えます。 

 堤防道路を整備し、搬入路として利用することを検討されない場合は、この計画案には

反対です。 

 ３番目です。搬入通路沿いで、精密部品等の金属加工業を行う者にとって、交通量の増

加に伴う振動は死活問題です。 

 専用道路設置は難しいと聞いていますが、車体の重い収集車が日に 300 回も通行するも

ので、既存の通行車両と合わせると相当の交通量になると思われ、振動はもとより、非常

に危険な道路となります。 

 専用道路の設置もしくはせめて一方通行にするといった対策が取られない場合はこの変

更案に反対です。 

 意見に対する見解を申し上げます。 

長野広域連合 B 焼却施設が周辺へ与える影響については、長野広域連合が実施した環境

影響評価により、適切な環境保全措置を行うことで総合的な環境への影響の程度は低いも

のと評価しています。 

 ごみ収集車の搬出入路として計画している市道代官河原線は、道路改良を行うとともに、

適切な環境保全措置として、走行速度や積載量等の交通規則を遵守し、影響の低減を行い、

振動が最大限抑制できるよう努めてまいります。 

 ごみ収集車の走行ルートについては、地元区との協議や環境影響評価の結果を基に、市

道代官河原線に決定しました。 



 堤防道路については、国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所から、完成堤防とな

っていないため、ごみ収集車の搬出入路として接続することは困難であり、道路改良を行

うことも現時点では難しいとの回答をいただいています。 

 専用道路の新設や一方通行とすることについては、地元との協議の過程でごみ収集車は

通行しないこととしている道路もあり、専用道路を設けず、市道代官河原線を拡幅改良し、

ごみ収集車の搬出入路とすることとなっています。 

 現在稼働中の葛尾組合ごみ焼却施設は老朽化が著しく、B 焼却施設の整備は急務であり、

施設整備や稼働スケジュール等の時間的制約を考慮しますと、市道代官河原線を拡幅し、

ごみ収集車の搬出入路とする計画が適当であると判断しています。 

 今回のご意見につきましては、周辺の方々からの切実な要望として承り、交通規則を遵

守するとともに関係機関とも連携し、可能な限りの対策を講じてまいります。 

 また、市道代官河原線については、市で測量や設計、土質調査を行い、振動が最大限抑

制できるように道路改良を行います。 

 個々に出されました意見書の内容につきましては、その後に綴ってありますので、また

ご覧いただければと思います。 

なお、縦覧の結果及び提出されました意見書の要旨と市の見解について、県に報告した

ところ、県知事名で千曲都市計画ごみ焼却場の変更については、異存はありませんとの回

答を頂いております。 

以上のことから、本計画案における県及び関係機関並びに市民及び利害関係者などへの

すべての手続きが整いましたので、資料№１の計画書のとおり、千曲都市計画ごみ焼却場

の変更について、ご承認いただきたく、ご審議のほど、宜しくお願いいたします。 

なお、経緯の概要、先ほどの資料１の最後のページ、６ページとなりますが、経緯の概

要の最後の県知事の協議の回答でございますが、本日付でいただいております。資料を作

成した段階では、まだいただいておりませんでしたので、下から三番目となりますが、県

知事協議の回答を３月２７日火曜日ということでご記入をいただければと思います。 

また、都市計画決定の告示につきましては、今空欄になっておりますが、今回ご審議を

いただきまして、決定の日付を後程いれさせていただきたいと存じます。 

私の説明は以上でございます。 

 

◎会長 

 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。これに関しまして何かご質疑はございませんで

しょうか。 

 

◎栁原委員 

 はい。お願いします。 



 

◎会長 

 はい。 

 

◎栁原委員 

 今、市の回答、見解が出されているんですけれども、やはり、一番懸念しているのは、

地元である企業のみなさんだと思うんですけれども、このへんのところの不安を払拭して

いただくように、先ほども最大限の努力って言われてますのでよろしくお願いしたいと思

います。以上です。 

  

◎会長 

 はい、そのへんはちゃんと進めているんですよね。 

 

◎事務局 

 はい。市の見解でも申し上げましたとおり、担当部署の方で道路の関係も含めまして進

めてございますので、よろしくお願いします。 

 

◎会長 

 はい。ほか、どなたかご質問ございますでしょうか。 

 

◎荒井委員 

 よろしいでしょうか。 

 

◎会長 

 はい。 

 

◎荒井委員 

 はい。今、道路の方を進めているとおっしゃってたんですけれども、この３名の意見書

提出された３名の方に対する説明というか、今後の対応っていうのは粘り強く交渉されて

いくという、コンセンサスを得るための交渉を継続してやるという意味合いも含まれてい

るということでよろしいでしょうか。 

 

◎事務局 

 はい。まずこちらの資料２の見解等につきましては、この審議会終了後できるだけ早い

うちに、市のホームページ等で公表させていただきます。 

 今回出されました３名の方につきましては、今後、道路改良等もございますのでその時



も含めて、これからもお話させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

◎荒井委員 

 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。 

 質問が無いようでありますので、ここでお諮りしたいと思います。諮問第１号「千曲都

市計画ごみ焼却場の変更について」は、原案どおり承認することにご異議ありませんでし

ょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

 はい。異議なしということでございます。全員の方でございます。それでは第１号議案

は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 ここでお諮りをいたします。ただいま承認いたしました諮問に対し、本日、市長あてに

答申を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。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

（休憩中に答申案を配布） 

 

◎会長 

 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。 

事務局で朗読をお願いいたします。 

 

◎事務局 

 はい。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３０年３月２７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 

 

１．千曲都市計画ごみ焼却場の変更について 

 

千曲都市計画ごみ焼却場の変更については、原案のとおり承認する。 

 

平成３０年３月２７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 

 ありがとうございました。 

 ただいまの事務局で朗読いたしましたが、本案のとおり答申することにご異議ありませ

んでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

 ありがとうございます。 

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をいたしました。 

ここで、答申書の準備がありますので、暫時休憩をいたします。 

 

（休憩） 



 

（市長 入室） 

 

◎会長 

 会議を再開いたします。 

答申書が出来ましたので、ここで答申をいたします。  

 

答申書 千曲市都市計画審議会 

 

答  申  書 

 

 平成３０年３月２７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 

 

１．千曲都市計画ごみ焼却場の変更について 

 

千曲都市計画ごみ焼却場の変更については、原案のとおり承認する。 

 

平成３０年３月２７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 

 

◎市長 

 大変ありがとうございました。一言お礼を申し上げますが、ごみ焼却施設は、千曲市の

場合、約８年弱かかりまして、ようやく地域に定着してまいりました。今、土地買収をし

ておりますけれども、これから、本格的な買収作業が始まるわけでありますが、明日また、

地権者との協議会がありまして、そちらのほうに出向きまして、話をしたいと思っており

ます。 

このごみ問題、どこの市町村に行っても大変な状況にありまして、諏訪市もそうでしょ

うし、大変難しい状況の中ではありますが、おかげ様で今日、答申をいただきましたので、

これから地域の環境をきちんと守りながら、市民生活に、いわゆる市民環境に役立つよう

なごみ焼却施設としてきちんと整備をしてまいり、市民の期待に応えていきたいと考えて



おります。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

◎会長 

 以上で、本日の審議は終了いたしました。皆様のご協力により、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。ありがとうございました。 

 

 

（議事 終了） 

 

 

平成３０年３月２８日 

 

 

議事録署名人 

 

                               ㊞ 

 

 

議事録署名人 

 

                               ㊞ 


