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第 26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：14：00 開始 

◎事務局 

 皆様こんにちは。ただ今より第 26回千曲市都市計画審議会を開会いたします。 

委員の皆様には大変お忙しい中、定刻ご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

私は、本日進行を務めます都市計画課長の宮尾でございますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日の審議会は、委員総数 13 名のうち、10 名の出席をいただいております。過半数の

出席がございますので、千曲市都市計画審議会条例第５条第２項の規定により、本日の会

議が成立していることをご報告申し上げます。 

なお、本日ご欠席の委員は、荒井委員、宮川委員、山崎委員の３名でございます。 

続きまして資料の確認をさせていただきます。 

資料は過日郵送でお届けさせていただいたものと、本日机の上にお配りさせていただい

たものがございます。 

まず、郵送でお届けしたものですが、 

・冊子状の「千曲市都市計画マスタープラン改定案」でございます。 

また、本日机の上にお配りさせていただいておりますものは、 

・本日の会議次第 

・審議会の名簿 

・パブリックコメントで寄せられた意見及び回答 

・諮問第１号 千曲市都市計画マスタープランの改定について 

 

以上でございますが、ご確認をいただきまして不足がございましたらお申し出いただけ

ればと思います。 

よろしいでしょうか。 

それでは、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 

次第の２、「会長あいさつ」でございます。滝沢会長よろしくお願いいたします。 

 

◎会長 

 皆様、こんにちは。ご苦労様でございます。私、本審議会の会長を長く仰せつかってお

ります滝沢でございます。 

本日は 12月３日の審議会に続き、本年度２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 26 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



いました。 

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いただいた「千曲市都市

計画マスタープランの改定」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、

会長のあいさつとさせていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

◎事務局 

 滝沢会長ありがとうございました。 

それでは３の議事に移りますが、審議会条例第４条第２項の規定に基づき、 滝沢会長

に議長をお願いいたします。 

 

◎会長 

 それでは、着座にて失礼させていただきます。 

議事に入ります前に、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、よろしくお願いいたします。 

 

◎市長 

 皆さんこんにちは。 

 本日、第 26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

には、大変お忙しい中にもかかわらず、ご出席を賜りまして、心より感謝申し上げます。 

さて、今回諮問いたします案件になりますが、「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。 

現行の都市計画マスタープランは、平成 21 年８月に策定をしているものでありまして、

策定から約 10年の歳月が経とうとしているわけでございます。 

都市計画マスタープランは千曲市の都市的土地利用の基本方針でありまして、大変重要

な意味を担っております。 

委員の皆様には、本案件の慎重なるご審議と適切なご決定をいただきますようお願いを

申し上げる次第でございます。 

そして諮問書につきましては、ただいま会長さんに諮問書お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。 
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千曲市都市計画マスタープランの改定について（諮問） 

 

 

都市計画法第 18条の２に基づく都市計画に関する基本的な方針（千曲市都市計画マスタ

ープラン）を改定したいので､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 

 ここで皆様に申し上げます。 

市長は、他に公務がございますので、ここで一旦、退席をさせていただきます。ご了承を

お願い申し上げます。 

 

◎市長 

 よろしくお願いします。失礼いたします。 

 

（市長退席） 

 



◎会長 

 それでは、議事に入ります。 

ただいま市長より諮問されました諮問第１号「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 

 それでは、「諮問第１号 千曲市都市計画マスタープランの改定について」、これまでの

経過や長野県協議、パブリックコメントの実施結果などを含め、説明をさせていただきま

す。 

着座にて失礼いたします。 

 都市計画マスタープランは、市町村がその創意工夫の下に住民の意見を反映し、まちづ

くりの具体性ある将来ビジョンを確立して地区別のあるべき市街地像を示すとともに、課

題に応じた整備方針、地域の都市生活、経済活動等を支える諸施設の計画等を市町村自ら

がきめ細かくかつ総合的に定めた都市計画の方針です。 

 都市計画マスタープランの改定ですが、現マスタープランは、平成 21年８月に策定され

ましたが、社会情勢の変化や第二次千曲市総合計画、第二次国土利用計画（千曲市計画）、

立地適正化計画などが策定されたことから、それらを踏まえ、見直しを行うものです。 

 策定の経過等ですが、お手元の改定案の P.82をご覧ください。 

 平成 30年７月に改定の基本方針についてパブリックコメントを実施し市民等からの意見

をお聞きしました。 

 12月には第 25回都市計画審議会を開催し、審議会で承認をいただきました改定案により

パブリックコメントを実施いたしました。 

1月には長野県千曲建設事務所等よりご意見をいただき、２月には土地利用計画策定委員会

を経て、本日の都市計画審議会に至っております。 

策定の経過の主な内容は以上です。 

続いて、12 月に実施しましたパブリックコメントについて、一人の方よりご意見をいた

だきましたので、本日お配りしました資料の「千曲市都市計画マスタープラン（改定案）」

に対する意見募集結果を基にご説明いたしますので、そちらをご覧ください。 

 １のパブリックコメントの他に住民説明会を開いて周知に努めて頂きたい。 

とのご意見につきましては、今回の改定は時点修正が主なものであり、目標年次の 2026年

頃には計画の全面見直しを行うことから、その際は住民説明会等を開催して参ります。と

の回答といたしました。 

 ２の千曲市の計画ですが、長野市や坂城・上田市などの周辺地域との連携も要素に入れ

て頂きたい。とのご意見については、都市計画マスタープランは各市町村の区域を対象と

して、市町村の定める都市計画の方針を定めるものとなっていることから、各事業や整備

を進める際に必要に応じ、近隣市町村とも連携して参ります。との回答といたしました。 



 ３の都市のスポンジ化と４のコンパクト・プラス・ネットワークの意味につきましては、

用語解説に入れることといたしました。 

 ５の稲荷山を屋代駅前通りと共に千曲市の中心商業地としていますが、現況では文化的

な拠点のイメージが強いと思います。とのご意見につきましては、 

稲荷山地区は商業系の用途地域指定がされていることから中心商業地としての位置づけは

変更しませんが、文化的な側面も強いことから、本計画においても観光文化交流の拠点で

もあるとしていることをお示ししました。 

 ６の自転車活用推進法の施行を踏まえ、交通網の中に自転車の活用、整備も含めて頂き

たい。とのご意見につきましては、自転車の走行環境の形成や、サイクリング等として活

用できる道路の整備、自転車道の利用拡大等について記載していることをお示ししました。 

 ７と８のご意見につきましては、直接本マスタープランに加えるべき内容では無いため、

ご覧の内容とさせていただきました。 

 パブリックコメントでいただいた意見と市の考え方については以上です。 

次に、前回の都市計画審議会でお示ししました改定案の後に修正を行った主なものにつ

いて、ご説明いたします。 

 まず、計画内容とは関係ありませんが、表紙のデザインについて、まちなみに囲まれて

生活する様々な人々をイメージし、ご覧のとおりといたしました。 

 P.23をご覧ください。 

 将来都市構造図ですが、エリア等に都市ゾーン、農業集落共生ゾーン、自然環境保全ゾ

ーンを加え、以前よりわかりやすい図といたしました。 

 次に P.42をご覧ください。 

 (1)上水道の整備方針ですが、7行目の引き続き以降ですが、「千曲市上水道事業経営戦略」

が平成 29年 3月に策定されたことから、その旨の表記を追加しました。 

 次に P.63をご覧ください。 

 ②交通の一番下ですが、現在、長野県で街路事業として（都）若宮線の整備を進めてい

ただいていることから、追加いたしました。 

 次に P.80をご覧ください。 

 ５．まちづくりの進捗管理ですが、 

 当初は本マスタープランにおいて、おおむね５年ごとに、まちづくりの達成度について

評価・検討を行うとしていましたが、都市計画マスタープランはおおむね 20年後を見据え

た計画であり、具体的な施策や事業も示されていないことから、達成度について評価する

ことは難しいため、本マスタープランの策定後、社会情勢やまちづくりの進捗に大きな変

化が生じたとき、都市計画の変更が生じたとき又は千曲都市計画区域マスタープランや千

曲市総合計画など上位関連計画等が変更になったときは、市民参加による見直しを行って

いきます。とし、都市計画マスタープランの一部である千曲市立地適正化計画については、

おおむね５年ごとに評価を行い、進捗状況や妥当性等を精査、検討していきます。と修正



いたしました。 

 以上、これまでの経過やパブリックコメントの意見内容、主な修正点についてご説明さ

せていただきましたが、 

 本改定案のとおり、千曲市都市計画マスタープランの改定について、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。 

私の説明は以上です。 

 

◎会長 

 ただいま事務局から諮問第１号について説明がありましたが、ご意見、ご質問がありま

したら、挙手の上、発言をお願いいたします。 

 

◎会長 

 無いようでしたら、次に進めさせていただきますが、ありましたらご遠慮なくどうぞ。 

 

◎会長 

 無いようですので、諮問第 1 号「千曲市都市計画マスタープランの改定について」は原

案のとおり承認するにご異議ありませんか。原案に賛成の委員の皆様の声を求めます。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声がありましたので、諮問第 1号は承認することにさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 ここでお諮りいたします。 

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

れにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

はい、ありがとうございます。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させていただきます。 

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 31 年２月 28 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 

 

１．千曲市都市計画マスタープランの改定について 

 

 

千曲市都市計画マスタープランの改定については、原案のとおり承認する。 

 

 

平成 31年２月 28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。ただいま事務局で朗読しましたが、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。 

案の字を消してください。 

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。 

よろしくお願いいたします。 

 

（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 

 

 平成 31 年２月 28 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 

 

１．千曲市都市計画マスタープランの改定について 

 

千曲市都市計画マスタープランの改定については、原案のとおり承認する。 

 

平成 31年２月 28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 

 

◎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。 

 



◎事務局 

 滝沢会長ありがとうございました。ただいま市長に答申をいただきましたので、市長か

ら一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

◎市長 

 非常に慎重な審議をしていただきまして、ありがとうございました。 

 ただ今は、会長から答申をいただきまして心から感謝申し上げます。 

本計画には、上位計画である第二次千曲市総合計画、第二次国土利用計画の内容を反映

させていただきました。 

今回答申を頂いた「千曲市都市計画マスタープラン」については、都市的土地利用を進

めるにあたっての基本方針となります。 

当市でも、年々強まる都市部の開発がだいぶ進んでおりまして、そういった中で今回の

見直しは極めて大事なものだと思っております。今後、持続可能な千曲市を実現するため

に、適正な土地利用に私ども一生懸命努めてまいりたいと思います。 

また、委員の皆様におかれましては、この３月末で２年間の任期を終える委員さんもい

らっしゃると思います。お忙しい中、千曲市の発展のためご尽力いただいたこと感謝申し

上げる次第でございます。 

新年度からも、委員を引き続きお願いする方もいらっしゃいますので、委員の皆様には、

今後もそれぞれのお立場から千曲市の都市計画に関し、ご教授いただければありがたいと

思っております。 

以上、一言申し上げ、御礼のあいさつといたします。 

本日はありがとうございました。 

 

（議事 終了） 

14：40 終了 


