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第 25回千曲市都市計画審議会 議事録 

場所：千曲市役所更埴庁舎 第一委員会室 

時間：13：55 開始 

 

◎事務局 

 皆様、こんにちは。定刻前ではございますが、お揃いになりましたので、会議を始めさ

せていただきたいと思います。委員の皆様には大変お忙しいところ、定刻ご出席をいただ

きまして、誠にありがとうございました。 

 私は４月に都市計画課長となりました宮尾憲夫と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、ただいまから、第 25回千曲市都市計画審議会を開会いたします。 

 はじめに、会長より招集のあいさつを申し上げます。 

滝沢会長、よろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

 皆さん、こんにちは。今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と申します。よろしくお願いいたします。 

ご案内のとおり、第 25 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、年末

に入り何かとお忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございました。 

さて、本日の審議会でございますが、調査審議といたしまして「千曲市都市計画マスタ

ープランの改定について」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、千曲市の健全な発展に資する都市

計画マスタープランとなりますよう、慎重審議を頂きたいと存じます。 

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

て私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。 

 

◎事務局 

 ありがとうございました。 

 会議に入ります前に前回の会議から委員の変更がございましたのでご報告を申し上げ

ます。 

７月 31 日付けで、市議会議長に荻原光太郎議員が、建設経済常任委員長に袖山廣雄議

員が就任されまして、千曲市都市計画審議会委員をお願いすることとなりましたので、ご

報告いたします。荻原議長、袖山委員長におかれましては、よろしくお願いいたします。 

 



 続きまして、委員の出席状況をご報告申し上げます。 

本日、宮川委員さんが欠席の報告をいただいております。それと、窪田委員さんにおか

れましては若干遅れるということでご報告をいただいております。 

千曲市都市計画審議会条例の規定により、過半数の委員の方が出席されていますので、

会議が有効に成立したことをご報告申し上げます。 

 

 次に資料の確認をお願いいたします。 

 本日机上に配布の資料といたしまして、 

・第 25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 

 事前に配布してあります資料として、 

・資料 NO.１ 都市計画マスタープラン改定案 

・資料 NO.２ 都市計画マスタープラン改定スケジュール 

・冊子の現行の都市計画マスタープラン 

の以上でございますが、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、審議会条例によりまして、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 

私まったく不慣れではございますけれども、審議の方をよろしくお願い申し上げます。 

早速ですが、議事の方にうつ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、議事録の署名委員をこちらから指名させていただきます。 

栁原康廣委員さんと、曽根直好委員さんにお願いしたいと思います。 

よろしくお願い申し上げます。 

ここで、副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 

 副市長の山本高明でございます。 

 会議に先立ちまして、発言の機会を頂き、ありがとうございます。本来でございますと

市長がご挨拶申し上げるところでございますが、別の公務があるため代わってごあいさつ

を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、第 25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、ご出席を賜り誠にありがとうご



ざいます。 

今回ご審議いただく案件は、先ほど会長さんが申し上げられたとおり「千曲都市計画マ

スタープランの改定について」でございます。 

今回の改定は本計画が中間年次を経過し、社会情勢の変化に対応すると共に、上位計画

であります第二次千曲市総合計画をはじめとし、第二次国土利用計画（千曲市計画）、県の

都市計画区域マスタープランや立地適正化計画が策定されたことを踏まえまして見直しを

行わせていただくものでございます。 

この後、事務局より詳細な説明をさせていただきますけれども、委員皆様の慎重なる御

審議を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ、あいさつに代えさせて頂きます。 

本日は誠にありがとうございます。 

 

◎事務局 

 ここで、事務局よりご報告申し上げます。副市長は、他に公務がございますので、ここ

で退席させていただきますことをご了承いただければと思います。 

 

（副市長 退席） 

 

◎会長 

 それでは、議事の方にうつらさせていただきます。日程第３、議事の（１）調査審議、「千

曲市都市計画マスタープランの改定について」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 

 皆様、改めましてこんにちは。 

 都市計画課計画係長の湯本と申します。 

私から調査審議の「都市計画マスタープラン改定について」お手元にお配りしました資

料№１都市計画マスタープラン改定案を基にご説明いたします。 

着座にて失礼いたします。 

第１章につきましては、以前に改定の基本方針としてお配りしました内容と同様ですの

で、本日は第 2章から第 6章までをご説明いたします。 

なお、今回の改定は本計画が中間年次を経過し、社会情勢の変化や上位計画であります

第二次千曲市総合計画や第二次国土利用計画（千曲市計画）、県の都市計画区域マスタープ

ランや立地適正化計画が策定されたことを踏まえ見直しを行うものです。 

今回お示ししました改定案は、それらを踏まえ修正を行い、また大型プロジェクトであ

ります屋代地区土地区画整理事業や雨宮産業団地などが中心になろうかと思います。事前

にお配りしておりますが、その後に修正した箇所もございますので、それらも含め、私か



らは主な修正点についてのみご説明します。 

2ページをご覧ください。 

まず、資料の見方ですが、右側下段の数字は総ページとなりますので、こちらをお示し

して説明いたします。左側のページは現行の都市計画マスタープランのページで続いて、

現行の都市マス、次に改定案で赤字箇所が今回修正した箇所になります。 

また、改定理由・根拠等については右欄にお示ししてあります。 

資料№1だけではイメージがわかず、見づらいかと思いますので、お配りしました冊子も

併せてご覧いただければと思います。 

3ページをご覧ください。 

第 2章の都市づくりの課題、2.2 都市機能の適切な分担でございますが、改正案の８行目

から 10 行目に平成 29 年３月に策定しました「千曲市立地適正化計画」についての項目を

追加いたしました。また、下部の修正につきましては、時点修正や表現等の修正を行い、

稲荷山の重要伝統的建造物群保存地区の追加、第二次国土利用計画（千曲市計画）に即し

た修正を行いました。 

次に５ページをご覧ください。 

2.5森林、農地など地域資源の保全と活用でございますが、一部訂正をお願いいたします。 

中段以降の削除しました、さらにの後ですが、森・倉科地域におけるあんずの生産・・・

森・倉科・更級地域における・・・に訂正をお願いします。 

続いて 8、9ページでございますが。 

第 3章将来都市像と都市づくりの基本方針、3.1.2将来都市像ですが、3.1で将来都市像

としてありますので削除し、将来都市像と基本目標について、第二次千曲市総合計画に即

し修正いたしました。 

次に 10ページをご覧ください。 

（3）活力に満ち交流の盛んなにぎわいのある都市づくりについて、立地適正化計画の広

域交流拠点として、②立地特性を活かした広域的な交流を追加しました。 

（4）地域資源を活かし愛着と誇りが持てる都市づくりについて、見出しを変更し、階層

変更を行いました。 

（5）多様な主体の協働による市民が輝く都市づくりについては、③行政による協働の仕

組みの検討や支援の追加をいたしました。 

 次に 11ページをご覧ください。 

 3.2.1.1 都市拠点を中心とする集約型の市街地づくりですが、立地適正化計画を踏まえ、

「コンパクト・プラス・ネットワーク」の形成を図る旨を追加しましたが、一部訂正をお

願いします。 

都市拠点として「中心拠点」、「地域/生活拠点」のほか、「広域交流拠点」「産業拠点」を

設定し、とありますが、都市拠点として「中心拠点」、「地域/生活拠点」、「広域交流拠点」

のほか、「産業拠点」を設定し、に訂正をお願いします。 



中段の歩いて暮らせる地域社会の実現・・・以降ですが、今年度作成しております「千

曲市地域公共交通網形成計画」について追加しました。以下同様に追加した箇所もござい

ますが、併せてご確認いただくとしまして、 

次に 13ページをご覧ください。 

先ほどご説明しました、3.2.3.2立地特性を活かした広域的な交流立地特性を活かした広

域的な交流といたしまして、市全体の活性化をけん引するため、上信越自動車道西側地区

にスマートインターチェンジの設置を含めた広域的な交流拠点の形成を図る旨を追加しま

した。 

続いて 3.2.3.3 さまざまな人との交流でございますが、文中の最後に以下の文言の追加

をお願いします。 

また、千曲市の魅力にふれあえるスペースとして道の駅の設置を目指します。 

道の駅の設置については、後ほどご説明します、地域別構想で特定の地域に位置づけら

れていましたが、具体的な場所が決まっていないため、こちらに入れさせていただきまし

た。 

続いて、3.2.3.4地域経済の活性化についてですが、スマートインターチェンジの設置が

検討されている上信越自動車道西側地区を追加しました。 

次に 14ページをご覧ください。 

 先ほど、見出しの変更と階層変更を行うとご説明しましたが、3.2.4.1 魅力ある地域資

源の保全・活用・継承の二番目、歴史的、文化的遺産の保全・継承ですが、稲荷山地区が

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されたことを踏まえ、一部表現を修正いたしまし

た。 

次に 15ページですが、 

こちらも先ほど追加するとご説明しました、3.2.5.3行政による協働の仕組みの検討や支

援ですが、 

・行政は、地域・市民と協働で地域の将来像についての合意形成を図りながら、土地利

用のあり方等や低未利用地等の管理保全の仕組みの検討、地域における取組に必要な支援

を行います。との内容を追加しました。 

次に 17ページをご覧ください。 

主な修正点は、長野電鉄屋代線廃止に伴う削除と、立地適正化計画に伴う拠点間軸の追

加です。 

18、19ページをご覧ください。 

3.3.3.1都市活動拠点でございますが、現行では、都市活動拠点として①都市拠点②産業

拠点として位置づけておりましたが、立地適正化計画を踏まえ都市拠点として、①中心拠

点②地域/生活拠点③広域交流拠点として位置づけ、産業拠点は別に位置づけました。 

3.3.3.2産業拠点については、屋代地区土地区画整理事業を踏まえ、工業だけでなく商業

など就業機会や活力を創出する場所を位置づけるといたしました。 



3.3.3.3 観光文化交流拠点については、項目として別にし、新たに④戸倉駅周辺を追加

しました。 

次に 23ページをご覧ください。 

第４章全体構想、4.1土地利用の方針、4.1.1市街地地域の 4.1.1.1商業系地域でござい

ますが、②地区商業地として、広域交流拠点である屋代地区を追加し、新たに商業系用途

の指定を検討するといたしました。 

また、4.1.1.2工業系地域ですが、１枚おめくりいただき、②複合系利用地として、産業

基盤施設の集積を進め、機能的な生産環境の形成と、スマートインターチェンジの設置が

検討されている上信越自動車道西側地区も、新たに工業系用途の指定を検討する地区とし

て追加いたしました。 

次に 29ページをご覧ください。 

4.2 道路・交通施設の整備方針、4.2.2 公共交通網の整備方針ですが、高速バスの追加、

長野電鉄屋代線の廃線に伴う修正として、屋代線の削除と民間路線バスの追加を行い、平

成 25年度から東部地区で運行していますデマンド型乗合タクシーについて追加いたしまし

た。 

併せて、コンパクト・プラス・ネットワークの趣旨を追加し利便性を高めるとしました。 

4.2.2.1 鉄道網についても、長野電鉄屋代線の廃線に伴う修正を行い、新駅誘致運動につ

いても削除いたしました。 

30ページの 4.2.2.2 バス網についても、先にご説明した内容等も踏まえ、修正、追加し

てございます。 

次に 31ページをご覧ください。 

4.2.4交通結節点の整備方針ですが、スマートインターチェンジ予定地周辺における交通

結節機能を図るため、モーダルコネクト拠点（バスターミナル等）整備を検討するといた

しました。 

次に 34ページをご覧ください。 

4.3 自然環境の保全と都市環境形成の方針、4.3.1 公園・緑地等の配置方針、4.3.1.2 千

曲川など市街地周辺の水辺の環境整備でございますが、現在、検討・研究を進めています

かわまちづくり支援制度事業について追加いたしました。 

ここで、一部訂正をお願いします。 

中段あたりになりますが、水辺の楽校プロジェクトを推進し、自然環境あふれる水辺の

創出を図り、について、水辺の楽校の環境保全を図り、に訂正をお願いします。 

次に 38ページをご覧ください。 

4.5景観形成の方針ですが、都市計画マスタープランの改定と並行して、現在、景観計画

の改定も行っています。これに併せ、策定予定年月に修正いたしました。 

39ページをご覧ください。 

4.5.2特徴的な景観形成の方針でございますが、景観計画の改定に併せ修正を行い、平成



28 年５月に策定されました歴史的風致維持向上計画とも連携し、歴史的・文化的景観の維

持向上に努める旨を追加いたしました。 

次に 43ページをご覧ください。 

第５章地域別構想、5.1地域区分の設定ですが、第二次国土利用計画（千曲市計画）に即

し、一部修正いたしました。 

修正はエリアの見直しということで、主に冊子の 31ページにあります図面の修正となり

ます。①東部市街地地域となっていました磯部の一部の地域を③南部市街地地域とし、③

南部市街地地域の一部修正と、⑤西部農山村地域に川東地区の小船山の一部、上徳間の一

部、千本柳の一部が入っていたため、①東部市街地地域といたしました。 

44ページをご覧ください。 

5.2 東部市街地地域、5.2.1 地域の現状と課題、5.2.1.1 土地利用でございますが、新た

に農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づき、雨宮産業団地の創設と、屋代

駅周辺地区について「千曲市中心市街地活性化基本計画」に基づく市街地整備を推進する

必要性を明記し、屋代地区については、土地区画整理組合設立準備会の立ち上げによる新

たな土地利用を図るための検討が進んでいることと、スマートインターチェンジの設置及

び (都）一重山線の整備が検討されていることを追加しました。 

45 ページの 5.2.1.2 交通についても、それに併せ、今後は地域活性化の必要性から上信

越自動車道西側へのスマートインターチェンジの設置及びアクセス道路となる（都）一重

山線の整備に取り組む必要性について明記いたしました。 

次に 47ページをご覧ください。 

5.2.2東部市街地地域の地域づくりの目標でございますが、立地適正化計画に基づき新た

に広域交流拠点の形成を追加し、屋代駅周辺への居住誘導による人口密度の維持と中心拠

点としての機能強化を図ることとし、また、スマートインターチェンジの設置が検討され

ている上信越自動車道西側地区は立地特性を活かし、市全体の活性化をけん引する広域交

流拠点としての形成を目指すといたしました。 

48ページをご覧ください。 

5.2.3地域づくりの方針、5.2.3.1土地利用でございますが、地域の実態に即した土地利

用への誘導を図るとともに、雨宮地区や屋代地区で導入が検討されている農産法の趣旨に

沿うよう、都市と農村のバランスを保つため、農村地域に住民が住み続けコミュニティー

が維持できるよう、産業の導入を促進し、就業機会の創出や所得確保を図る旨を明記いた

しました。 

49ページの 5.2.3.2交通につきましては、（都）一重山線の整備とスマートインターチェ

ンジ設置予定地周辺におけるモーダルコネクト拠点（バスターミナル等）の整備の検討に

加え、長野電鉄屋代線跡地については、整備の必要性を考慮したうえで、自転車歩行者専

用道路等の整備推進を図るといたしました。 

ここで一部訂正をお願いします。 



下から４行目の（一）上田千曲長野自転車道は・・・の部分ですが、東部市街地地域に

は（一）上田千曲長野自転車道が通っていないため項目の削除をお願いします。 

次に 53ページをご覧ください。 

5.3西部市街地地域、5.3.2西部市街地地域の地域づくりの目標でございますが、八幡工

業団地と国道 18号バイパス沿線の一部を除き大半が農振農用地となっているため、国道 18

号バイパス沿道においては優良農地の確保を優先し、周辺環境に配慮しながら、地域経済

の活力向上に貢献する土地利用を目指すといたしました。 

また、八幡地区の松田家住宅主屋については火災による焼失により県宝指定が解除され

たことから、「長野県宝に指定されている」と「主屋」を削除し、現存する松田家住宅の一

部も貴重な歴史的・文化的資源であることから松田家住宅といたしました。なお、松田家

につきましては、現在、斎館の復元を進めており、主屋等についても再建計画により進め

て参ります。 

次に 56ページをご覧ください。 

5.3.3 地域づくりの方針、5.3.3.5 自然環境でございますが、一部訂正をお願いします。

先ほどの説明でもありましたように、松田家住宅については、貴重な歴史的・文化的資源

が現存しているため、主屋のみを削除とさせていただきます。なお、その上の 5.3.3.4 景

観にあります箇所は、主屋が県宝指定が解除されたことから削除といたしました。 

次に 57ページをご覧ください。 

5.4 南部市街地地域、5.4.1 地域の現状と課題、5.4.1.1 土地利用については、下から３

行目でございますが、地域内には多くのスポーツ施設が立地しており、新戸倉温泉及び戸

倉上山田温泉と連携したスポーツ振興や健康増進についての検討の必要性についてを追加

しました。 

併せて 59ページの 5.4.2南部市街地地域の地域づくりの目標といたしまして、下段です

が、今後は温泉・スポーツによる地域活性化と農業的土地利用や生活環境との調和を図り

ながら、関連計画と連携し、地域に必要な都市機能を集積した拠点を目指す必要性につい

て追加しました。 

一部訂正をお願いいたします。 

開湯 120 年を超える歴史を有する戸倉上山田温泉は、の部分ですが、他と表現を統一す

るため、歴史を有するの部分を削除してください。 

次に、5.4.3地域づくりの方針、5.4.3.1土地利用ですが、空き店舗・空き旅館等の活用

を図ることとし、千曲川右岸はスポーツエリアとして施設連携整備を進めるといたしまし

た。 

次に 61ページをご覧ください。 

5.4.3.4景観ですが、一部訂正をお願いします。磯部地区に残る歴史的なまちなみの保存

を図ります。とありますが、磯部地区の上戸倉宿は、歴史的建物や宿場町としてのおもか

げもほとんど残っていないため、項目の削除をお願いします。 



62 ページ以降の農山村地域につきましては、時間の都合上割愛させていただきまして、

訂正箇所のみご説明いたします。 

67ページをご覧ください。 

5.6.1.4その他の施設ですが、大池佐野地区等は公共下水道が整備されたため、全て削除

をお願いします。 

70ページをご覧ください。 

5.6.3.6その他都市施設ですが、こちらも同様に公共下水道が整備済みですので削除をお

願いします。 

71ページから 73ページの第６章実現化の方策につきましても、上位関連計画に即した修

正が主なものですので割愛させていただきます。 

なお、土地利用方針図等の図面関係につきましては、本改定により修正する必要がある

ため、改定案がまとまり次第作成し委員の皆様にお示ししたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

また、今後のスケジュールについてですが、資料№２をご覧ください。 

本審議会でのご意見等を踏まえ改定案を修正し、各章毎のナンバー数値等も含めわかり

やすく見やすいよう体裁を整え委員の皆様にお示しいたします。 

その後、市議会の建設経済常任委員会に説明したのち、12 月末よりパブリックコメント

の実施と県との協議を行いたいと考えております。 

県との協議等にもよりますが、概ね２月下旬から３月上旬頃に都市計画審議会に諮問い

たします。審議会から答申をいただきましたら、告示したいと考えています。 

雑ぱくな説明で駆け足となってしまいましたが、ご審議の方よろしくお願いいたします。 

私からの説明は以上です。 

 

◎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。何かご質疑はございますでしょうか。 

 

 

◎会長 

 特別ございませんでしょうか。 

 もし質問がないようでありましたら、委員の皆様にお諮りをしたいと思います。 

調査審議「千曲市都市計画マスタープランの改定について」は、原案を基本にスケジュ

ールのとおり改定手続きを進めることにご異議ございませんでしょうか。承認いただける

委員の挙手を求めます。  

 

（挙手全員） 



 

それでは、委員の皆様方からご承認をいただきました。原案どおり手続きを進めていた

だきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

 以上で本日の議事は終了しました。 

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。ありがとうございました。 

 

（議事 終了） 

 

14：35 終了 


