
第１回千曲市都市計画審議会 議事録 

 

議長 

 市長から発言を求められておりますので、これを認めます。 

 

市長 

 今回諮問いたします案件は、８件でございます。その内容は、合併によりまして更埴

都市計画区域と戸倉上山田都市計画区域を統合し、千曲都市計画区域に変更したのに伴

い、更埴都市計画と戸倉上山田都市計画を千曲都市計画に改め、用途地域、公園、緑地、

汚物処理場、ごみ焼却場、火葬場、駐車場及び下水道の名称を変更するとともに、千曲

都市計画下水道の汚水排水区域を現在の２，１６７ｈａから約２７ｈａ減少させ、２，

１４０ｈａに変更するものでございます。よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

議長 

 ただいま市長さんから諮問がありました。諮問案件は８案件であります。これより審

議に入ります。 

 諮問第１号から諮問第７号は、合併による都市計画の名称変更であります。それぞれ

関連がありますので一括して議題といたしますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議なしの声がございました。それでは事務局より説明をお願います。 

 

事務局 

 それでははじめに諮問第１号から説明させていただきます。 

 

（諮問第１号朗読） 

 

それでは千曲都市計画用途地域の変更について説明申し上げます。諮問第１号の綴り

をご覧いただきたいと思います。一番後ろのページにあります変更総括図をお開き下さ
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い。 

 平成１５年９月１日の合併によりまして千曲市が誕生しました。これに伴いまして、

今までの更埴都市計画区域と戸倉上山田都市計画区域を一つの都市計画区域としまして、

千曲都市計画区域に変更しました。 

このことにつきましては、旧市・町の都市計画審議会並びに長野県都市計画審議会に

おいて承認され、合併と同時に施行されました。 

 さて本件は、この都市計画区域の変更に伴いまして、更埴都市計画用途地域及び戸倉

上山田都市計画用途地域を千曲都市計画用途地域に名称を変更するものです。 

 用途地域新旧対照表をご覧下さい。用途地域の種類と面積を表わしています。用途地

域の種類は１２区分ということですが、千曲都市計画用途地域においては、第二種低層

住居専用地域が除かれております。したがって１１種類になります。また、面積は、旧

更埴都市計画用途地域が８２２.２ｈａ、旧戸倉上山田都市計画用途地域が６３３ｈａと

いうことで、合計１,４５５.２ｈａになります。 

 それから、この案につきましては、公告及び公衆の縦覧に供した結果、縦覧者は２名、

意見書の提出はありませんでした。 

 

（諮問第２号朗読） 

 

諮問第２号の綴りをご覧下いただきたいと思います。これもやはり一番後ろの変更総

括図をお開きいただきたいと思います｡ 

 本件は、先程申し上げた合併による都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画

公園に名称を変更するとともにそれぞれの都市計画公園の番号、名称を改め、次のよう

に変更するものであります。 

 図面の上の方から変更する公園について申し上げます。 

２・２・４屋代公園を２・２・６屋代公園に、２・２・８杭瀬下公園を２・２・１１

杭瀬下公園に、２・２・７五十里公園を２・２・１０五十里公園に、２・２・５伊勢宮

公園を２・２・８伊勢宮公園に、２・２・３志川公園を２・２・５志川公園に、２・２・

６北堀公園を２・２・９北堀公園に、右のほうへ行きまして２・２・１千曲児童公園を

２・２・１西船山公園に、４・４・１中央公園を４・４・１更埴中央公園に、下の方へ

行きます。２・２・１中央公園を２・２・３上山田中央公園に、２・２・２南部公園を

２・２・４上山田南部公園に、２・２・５たじま公園を２・２・１３たじま公園に、２・
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２・４住吉公園を２・２・１２住吉公園に、２・２・３女沢公園を２・２・７女沢公園

にそれぞれ変更するものであります。 

 名称の変更については、合併協議の事務事業一元化調整会議分科会及び専門部会で原

案を策定しまして旧１市２町の理事者会で公園・緑地を含む公共施設の名称について合

意が得られ合併と同時に条例化し、施行されているものであります。 

 なお、番号については、左から区分、規模、一連番号というふうになっております。 

 

（諮問第３号朗読） 

 

諮問第３号の図、こちらをご覧いただきたいと思います。こちらも変更総括図２枚あ

りますが手前の総括図をご覧いただきたいと思います。 

 こちらも都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画緑地に名称を変更するもの

です。 

 緑地の番号、名称を改めたものについて、図面の上の方から申し上げます。 

１千曲川緑地を１千曲橋緑地に、２千曲川緑地を３戸倉千曲川緑地公園にそれぞれ変

更するものです。 

 次のページをご覧ください。これは県決定のものですが、１中央緑地を２上山田中央

緑地に変更します。これにつきましては面積が１６ｈａありまして、県決定の案件にあ

たるものです。過日長野県都市計画審議会において承認されています。 

 

（諮問第４号朗読） 

 

 諮問第４号の綴りをご覧いただきたいと思います。一番後ろの変更総括図をお開き下

さい。 

千曲衛生センターは、更埴Ｉ.Ｃ、しなの鉄道、長野自動車道、国道１８号、千曲川右

岸堤防に囲まれた中に位置しております。処理能力３１０ｔ／日の汚物処理場です。 

 本件も、前諮問と同様に、都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画汚物処理

場１号千曲衛生センターに名称を変更するものであります。 

 

（諮問第５号朗読） 
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諮問第５号をご覧ください。こちらも変更総括図をお開きいただきたいと思います。 

 葛尾組合ごみ焼却場につきましては、上信越自動車道坂城Ｉ.Ｃの北に位置しておりま

す。処理能力は８．０ｔ／日のごみ焼却場です。 

 本件も、前諮問と同様に都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画ごみ焼却場

に名称を変更し、千曲都市計画ごみ焼却場１号葛尾組合ごみ焼却場とするものでありま

す。 

 

（諮問第６号朗読） 

 

 諮問第６号の綴り、こちらをご覧いただきたいと思います。こちらも最後のページ

の変更総括図をお開き下さい。 

 葛尾組合火葬場は、先程説明申し上げたごみ焼却場に隣接する火葬場であります。 

 本件も前諮問と同様に、都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画火葬場に名

称を変更しまして、千曲都市計画火葬場１号葛尾組合火葬場とするものであります。 

 

（諮問第７号朗読） 

 

こちらにつきましても諮問第７号の綴りをご覧いただきたいと思います。変更総括図

をお開き下さい。 

 戸倉駅自転車駐車場及び戸倉駅自動車駐車場は戸倉駅の北側に位置し、自転車駐車場

は面積１,４００㎡、駐輪台数１,２５６台、また、自動車駐車場につきましては面積２,

９００㎡、駐車台数８６台の駐車場ということであります。 

 本件も、前諮問と同様に、都市計画区域の変更に伴いまして、千曲都市計画駐車場に

名称を変更し、千曲都市計画駐車場１号戸倉駅自転車駐車場、千曲都市計画駐車場２号

戸倉駅自動車駐車場とするものであります。 

 これで諮問１号から７号の説明を終わらせていただきます。 

 

議長 

 ただいま事務局から説明がございましたが、質疑に入らさせていただきます。質問の

ある方はお願いいたします。 
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米澤委員 

 三点質問したいと思います。第２号公園の沢山川と雨宮は関係がなくなったのかどう

なのか、それが１点。第３号千曲橋緑地と戸倉千曲川緑地公園は共に河川敷内にあるが、

戸上中学の西にある大西緑地公園はどうなっているのか。もう１点、第７号戸倉駅自転

車駐車場並びに戸倉駅自動車駐車場とありますが、自動車駐車場は南側にあるのは分か

りますが、北側の自転車駐車場の奥にも自動車駐車場があるが、あれはどういうふうに

なっているのか、これに該当するのかしないのかを伺います。 

 

議長 

 ただいま米澤委員さんから質問がございました。説明を求めます。 

 

事務局 

 第１点目の沢山川親水公園と雨宮公園につきましては、名称、番号の変更がないとい

うことであります。それから、戸倉の大西緑地につきましては、都市計画法に基づく公

園では無いということでありますので、ここには記載がありません。ただし、都市公園

であります。条例公園ということになっております。 

 

建設部長 

駐車場のご質問でございますが、委員さんのおっしゃる駐輪場の北側にある駐車場に

ついては、この図面に記載されて都市計画駐車場に指定されております。ただ南側の駐

車場につきましては土地開発公社が所有しておりまして、実際には駅前広場として整備

する予定でありましたので、駐車場としての指定はされなかったということです。 

 

議長 

 ただいま事務局から説明がございましたが、米澤委員さんただいまの説明でよろしい

でしょうか。 

 

米澤委員 

 ２番目の大西緑地公園についてですが、一般市民からすると大西緑地公園という名称

を使っているわけですが、混同する可能性があるのでいろいろの区分けからしてそうじ

ゃないということになると、知る人は細かいことにも目がつくということになるので、
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誤解を招くかもしれない。 

 

事務局 

 市民一般の方には、公園の名称につきまして、それぞれ都市計画の公園、条例に基づ

く公園ということで広報等させていただいております。今回は都市計画審議会というこ

とで都市計画法上の公園をあげさせて頂いております。 

 

都市計画課長 

 ここでお願いがあります。諮問の第５号の千曲都市計画ごみ焼却場の変更ということ

でありますが、ここで処理能力８ｔ/日となっておりますが、８０ｔ/日の誤りでござい

ます。大変申し訳ございません。訂正をお願いいたします。 

 

議長 

 他にご質問ございますか。 

 

矢澤委員 

 確認の意味でお願いいたします。都市計画施設等には街路、区画整理、都市計画区域

等あるわけですがそれらの名称、番号等の変更についてはどのようになっているのか確

認の意味でお願いします。 

 

事務局 

 ご指摘のように、都市計画道路等に関わるものついては、今回諮問案件には載ってあ

りません。道路関係につきましては車線数、一車線、二車線、四車線等あるわけですけ

れども、こういうものを都市計画で同時に決定しなさいということになっています。と

ころが現在長野都市圏で交通計画を立てているわけですが、この結果がまだ出てこない

ということでそれに基づいて先ほどの決定をしなければいけないということでデーター

が出次第名称といっしょに変更をさせていただくということになります。区画整理につ

きましてもその中に道路がありますので、同じことであります。 

 

議長 

 ただいまの説明で矢澤委員さんよろしいでしょうか。 
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矢澤委員 

都市計画区域についてはどうなっていますか。 

 

事務局 

 区域につきましては合併と同時に変更手続きをさせていただきました。 

 

議長 

 よろしいでしょうか。 

 他に質問ございますか。 

 他に質問がないようでありますので、諮問第１号から諮問第７号について順番におは

かりいたします。 

 諮問第１号千曲都市計画区域用途地域の変更について、原案のとおり承認することに

異議ありませんか。 

 原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 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す。 

 続きましておはかりいたします。諮問第２号千曲都市計画公園の変更について、原案

のとおり承認するに異議ございませんか。 

 原案に賛成の委員は挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 諮問第２号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きましておはかりいたします。諮問第３号千曲都市計画緑地の変更について、原案

のとおり承認することに異議ございませんか。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 諮問第３号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きましておはかりいたします。諮問第４号千曲都市計画汚物処理場の変更について、

原案のとおり承認することに異議ございませんか。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 
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 諮問第４号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きまして、諮問第５号千曲都市計画ごみ処理場の変更について、原案のとおり承認

するに異議ございませんか。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 諮問第５号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きましておはかりいたします。諮問第６号千曲都市計画火葬場の変更について、原

案のとおり承認するに異議ございませんか。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 諮問第６号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きまして、諮問第７号千曲都市計画駐車場の変更について、原案のとおり承認する

に異議ございませんか。 

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成をいただきました。 

 諮問第７号は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 続きまして諮問第８号千曲都市計画下水道の変更についてを議題といたします。事務

局の説明を求めます。 

 

事務局 

（諮問第８号朗読） 

 

 本件も前諮問同様に区域の変更に伴い、千曲都市計画下水道に名称を変更するととも

に、公共下水道の汚水排水区域を変更するものであります。 

千曲都市計画下水道の変更案について、公告及び公衆の縦覧に供した結果、縦覧者は

１名、意見書の提出はありませんでした。 

 詳細につきましては、担当の下水道課から説明いたします。 

 

下水道課長 

 諮問書の３ページをお開きいただきたいと思います。変更の理由がございます。この

理由の上段に排水区域の変更がございます。名称の変更にあわせまして、汚水の排水区
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域を従来の更埴戸倉上山田の区域の合計２，１６７ｈａから２，１４０ｈａに面積の変

更を行います。雨水については変更がございません。次の変更の箇所につきましては、

次のページ拡大変更の理由並びに図面がございますが、３枚図面がございまして２ペー

ジ目の図面をご覧いただきたいと思いますが、細かい図面で申し訳ございませんが、中

に赤丸で１番から１０番まで丸がございます。箇所別に増減のところをご説明申し上げ

たいと思います。１番の屋代地区でございますけれども、エムケーさん、あるいは千曲

衛生センターがある地域ですがそこのところを１２ｈａ拡大したいということです。そ

れから、一重山、屋代駅の裏側になります。ここは従来都市計画の下水道区域に入って

おりましたが、山林ということで１８ｈａ下水道の整備区域から除外したい。次に土口

生萱地域ですけれども、農地については１９ｈａ減にしたい。４番目に埴生地域ですけ

れども、平和橋のたもとの地域になります。ここの農地につきましては１２ｈａ拡大し

たい。次に川西の桑原地域になりますけれども、丸５番の小坂地域でございます。住宅

地の拡大に伴いまして１ｈａ拡大をしたい。それから桑原地域の特定環境で整備をした

地域ですけれども、この地域の農地につきましては除外をしたいということで２２ｈａ

減にさせていただきたい。それから７番の中原地域でございます。桑原の西側になりま

すけれども、中原地域につきましては、更埴市の段階で都市計画区域入ってございませ

んでしたので、今回千曲都市計画の区域に入りましたので１０ｈａ中原地域につきまし

ては追加したい。次に八幡地域に入りまして、８番の郡地域でございますが、宮後電子

さんと住宅の拡大に伴いまして、４ｈａ追加をしたい。次に八幡の姨捨地域でございま

すが、この地域につきましては従来山林等も下水道区域に入っておりましたが、これら

を除きまして８ｈａ減と。次に戸倉地域に入りまして川西の若宮地域でございます。丸

１０番ですが、ここの住宅用地が拡大をいたしまして、羽尾農集の区域外でまた公共下

水道の区域外であった部分１ｈａを新たに追加したい。増減あわせまして２７ｈａ減と

いうことで名称の変更にあわせまして下水道区域の見直しをさせていただきたいという

ことでございます。 

 

議長 

 ただいま事務局からの説明が終わりましたが、質疑に入らさせていただきます。質問

のある方。 

 

宮下委員 
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 ２点ほどお尋ねいたしますが、７番の中原地区の一部都市計画の下水道地区に追加す

ると、それから９番の八幡地区、八幡工業団地および姨捨の山林地区の部分を削除する

ということですが、工業団地も削除してしまうということなのか。その二点をお尋ねい

たします。 

 

下水道課長 

 １点目の中原地域でございますけれども、ここにございますように下水道区域に追加

をするということであります。 

 

宮下委員 

 どの辺を追加するのですか。 

 

下水道課長 

 下水道の整備は特環で終わってございますけども、従来都市計画区域外でしたので今

回都市計画区域に入りましたので、公共下水道の都市施設として追加するということで

ございます。 

 それから八幡の工業団地ですけれども、従来からの都市計画区域に入っておりまして、

今回も変わりなく下水道区域に入っております。姨捨地域につきましては、従来の下水

道区域に入っておりましたが、農地山林の部分を除くということでございまして、人家

につきましては従来どおり下水道区域に入っているということでございます。 

 

議長 

 よろしゅうございますか。 

他にご質問ございますか。 

 それでは、議事進行という動議がございましたので諮問第８号千曲都市計画下水道の

変更について、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 全員の賛成でございます。よって、諮問第８号は原案のとおり承認することに決定い

たしました。 

 

市長 
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 お許しをいただいてちょっと発言させていただきますが、都市計画区域というのはで

すね、もうすでに合併前の時の審議会等で決まっておりまして、今回は用途地域の変更

というのが出ていましたが、区域そのものは変わっていないとこういうことでございま

す。もう一つですね、先ほど米澤委員からご質問あったんですが、戸倉には大西公園、

千曲川の中に大きいのがありますね、それから天狗さんのあるキティパークこれは都市

計画公園には入っていないそうです。ただ条例で決めた都市公園ということで、本当は

都市計画公園にしておいた方がいろんな面で有利な点があるんですが、作った時の経過

がどういうあれで作ったのか、旧戸倉の時代の話なんで今後これを調べてみたいと思い

ますが、また担当の方で調べさせますが、都市計画の公園と条例上のただ公園であると

いうそういう違いがあるそうです。面倒な話でねご了解いただきたいんですけど。 

 

議長 

 それでは、ここでおはかりいたします。ただいま承認いただきました諮問に対して、

本日市長さんあてに答申したいと思いますが、それに異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。 

 ここで、答申案作成のため暫時休憩をさせていただきます。 

（休憩） 

議長 

 ただいま検討いただきました案件の答申案につきましてはお手元にただいま配布して

おるところでございますが、事務局から朗読をお願いいたします。 

 

（事務局朗読） 

 

議長 

 ただいま事務局の朗読がありましたが、本案のとおり答申するに、異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

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） 

議長 

 答申書ができてまいりましたので、会議を再開いたします。 
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 ここで市長さんに答申いたします。 

  （答申） 

 答申書平成１６年９月３０日付けで諮問のあった下記案件８件に対して本会議におい

て慎重審議の結果、下記のとおり答申いたします。平成１６年９月３０日千曲市都市計

画審議会 会長 塚原昌男 

千曲市長 宮坂 博敏 様 

 

市長 

 どうも皆さんお忙しいところ長時間慎重にご審議をいただきまして、ありがとうござ

いました。ただいま会長さんから答申書をいただきました。またご趣旨に沿って都市計

画の方を一生懸命進めてまいりたいと思います。本日は本当にありがとうございました。 

 

議長 

 以上をもちまして、本日の議事はすべて皆様方のご協力によりまして終了することが

できました。厚く御礼申し上げて、議長の責をおろさせていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。 

  

議事終了 


