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令和 3 年度 第 1 回 長与町都市計画審議会 議事録 

 

１．日 時 

令和 4年 1月 31日（月） 15時 00分～16時 40分 

 

２．場 所 

長与町役場 2階第 1、第 2会議室 

 

３．出席委員（9名：委員総数 12名） ※敬称略 

  山本 喜代治、峰 忠彦、佐野 浩子、木村 道夫、土井 正英、山﨑 昌美、 

山口 憲一郎、岩本 健、井手 宏 

 

４．議 案 

  第 1号議案 長崎都市計画下水道（長与公共下水道）の変更について 

 

５．審議結果 

  第 1号議案 原案の通り可決 

 

６．議事内容 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

それではただ今より、「令和 3年度第１回長与町都市計画審議会」を開会いたします。

本日は松田浩（まつだ ひろし）委員、飛永てるみ（とびなが てるみ）委員、田中良

作（たなか りょうさく）委員が欠席との連絡が入っておりますが、長与町都市計画審

議会条例第 6 条第 2 項の規定により、委員の 2 分の 1 以上の出席がありますので、定

足数を満たしており、会議が成立しますことをご報告させていただきます。 

それでは開会に先立ちまして、吉田町長より挨拶をいただきたいと思います。吉田

町長、よろしくお願いいたします。 

 

（長与町長 吉田愼一） 

皆さんこんにちは。本日は、令和 3 年度第 1 回長与町都市計画審議会というところ

で開催を送りましたところ、委員の皆様方にはこうしてご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

今年度は審議会委員の改選の年ということで、委員の皆様に改めてお願いさせてい

ただいたところ、快くお引き受けくださいまして誠にありがとうございます。2年間の

任期になりますけれど、長与町の都市計画行政にかかる調査・審議につきまして、御協
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力賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

本日は「長崎都市計画下水道の変更について」でございます。下水道の変更につき

ましては、池山土地区画整理事業において整備をいたしました場所に、新たに排水区域

を編入するものでございます。それによりまして、公共用水域の水質保全や公衆衛生の

確保、そこで暮らす地域住民の生活環境の改善を目的に整備を進めているところでご

ざいます。 

詳しくは所管課より説明をさせていただきますが、委員皆様方の忌憚のないご意見

等を頂戴し、長与町の都市計画の手続きを丁寧に進めて参りたいと考えておりますの

で、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

結びとなりますけれども、今回は新たに委員を承諾いただきまして感謝を申し上げ

るとともに、開会にあたりましての挨拶に代えさせていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

 吉田町長、ありがとうございました。続きまして、「委員及び事務局の紹介」をさせ

ていただきます。まず委員の方々のご紹介をさせていただきます。今年度は任期満了に

伴い、2 名、委員さんの入れ替わりがございます。そこで改めて、皆様のお名前をご紹

介させていただきたいと思います。 

まず、長崎県立大学名誉教授で、町の総合開発審議員も務めていらっしゃいます、山

本 喜代治（やまもと きよじ）さんです。  

 

（山本委員） 

   山本 喜代治です。いつの間にか 20 年以上、この審議会に所属しておりますが、今

年もよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

土地家屋調査士の、峰 忠彦（みね ただひこ）さんです。 

 

（峰委員） 

峰と申します。よろしくお願います。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

長与町社会教育委員会委員長で、町の総合開発審議員も務めていらっしゃいます、 

佐野 浩子（さの ひろこ）さんです。 
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（佐野委員） 

佐野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

元長崎県立大学理事長の、木村 道夫（きむら みちお）さんです。 

 

（木村委員） 

木村です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

元長与町職員の、土井 正英（どい まさひで）さんです。 

 

（土井委員） 

土井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

住民代表で委員をお願いしております、山﨑 昌美（やまさき まさみ）さんです。 

 

（山﨑委員） 

山﨑です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

長与町議会議長の、山口 憲一郎（やまぐち けんいちろう）さんです。 

 

（山口委員） 

山口です。日頃からお世話になっております。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

元長崎市議会事務局長の、岩本 健（いわもと けん）さんです。 

 

（岩本委員） 

岩本です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

今回の改選により、新たに委員になられました、元長崎県県央振興局建設部長で、県

庁都市計画課長も務められました井手 宏（いで ひろし）さんです。 
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（井手委員） 

井手でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

なお、本日欠席のご連絡をいただいておりますが、 

長崎大学大学院工学研究科長の、松田 浩さん、住民代表で委員をお願いしておりま

す、飛永てるみさん、今回の改選により、新たに委員になられました、西そのぎ商工会

長与支所長の、田中 良作さんにも委員になっていただいております。ご紹介させてい

ただきます。続きまして、事務局及び今回提出議案の担当課の紹介をいたします。 

建設産業部山口部長です。 

 

（事務局：長与町建設産業部 部長 山口新吾） 

山口です。日頃から大変お世話になっております。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

都市計画課 山﨑課長です。 

 

（事務局：長与町都市計画課 課長 山﨑禎三） 

山﨑です。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

同じく都市計画課前田課長補佐です。 

 

（事務局：長与町都市計画課 課長補佐 前田将範） 

前田です。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

同じく都市計画課計画係山本係長です。 

 

（事務局：長与町都市計画課 係長 山本公司） 

山本です。都市計画審議会の担当もさせていただいております。よろしくお願いし

ます。 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

  上下水道課渡部課長です。 
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（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長 渡部守史） 

上下水道課の渡部でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

同じく上下水道課永石課長補佐です。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

永石でございます。よろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

上下水道課山下主任の記載もございますが、本日は欠席となっております。 

最後に私、都市計画課計画係の市山と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、2年間にわたり委員をお願いすることとなりますが、

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

ここで、吉田町長におかれましては、公務の都合上、退席をさせていただきます。

ご了承ください。 

 

（長与町長 吉田愼一） 

どうぞよろしくお願いします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

続きまして、「会長及び会長代理の選任」に移ります。今回は新しい任期の最初の審

議会になりますので、会長及び会長代理を選任する必要がございます。どなたか会長に

立候補される方はいらっしゃいませんでしょうか。 

    

【立候補者がいないか、少し待つ】 

 

いらっしゃらないようでしたら、事務局の方で推薦させていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 

【異議なしと呼ぶ者あり】 

 

それでは、今任期における会長職につきましては、峰委員にお願いしたいと思います。

まず、峰委員を推薦するにあたりまして、恐縮ではございますが、略歴のご紹介をさせ

ていただきます。 

峰委員は、現在土地家屋調査士事務所を経営されており、土地区画整理士でもあられ
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ます。長与町内にあります、まなび野団地ですが、この団地は長与町後川内土地区画整

理事業により造成されたものです。この事業は、組合施行として実施されましたが、峰

委員は平成 6 年の事業着手から平成 13 年の事業完了までの 7 年間、理事長の要職に就

かれ、事業の成功に尽力されました。また、都市計画審議会委員や長与町総合開発審議

会委員を歴任されるなど、まちづくりに非常に精通された方です。 

以上、簡単ではありますが、峰委員の紹介とさせていただきます。委員の皆様方いか

がでしょうか。ご異議ありませんか。 

 

【異議なしと呼ぶ者あり】 

 

では異議がないようですので、会長を峰委員にお願いしたいと思います。それでは、

峰会長、会長席にご移動願います。 

 

【峰委員を会長席へ促す】 

 

次に会長代理の選任に移ります。長与町都市計画審議会条例におきまして、会長代理

は会長が選任するとされております。従いまして、峰会長より、会長代理を選任いただ

きたいと思います。峰会長お願いいたします。 

 

（峰会長） 

  それでは私の方から会長代理を選任いたします。前回に続きまして、佐野委員にお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

 それでは会長に選出された峰委員と会長代理に選出された佐野委員より一言ご挨拶

いただきたいと思います。 

 

（峰会長） 

それでは私の方から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。大変立派な委員の皆さ

ん方がおられる中で、前回に引き続いて会長を務めることになりました。私も長年、都

市計画審議委員を務め、年もそれなりに取ってきました。本来ならば、もう少し年相応

に枯れてこなければならない年齢でありますが、時々熱くなりまして、燃える時がある。

そういうことで、大変皆さんにご迷惑をかけることもあるかと思いますが、皆さんの力

添えをいただいて、都市計画審議会を平穏に円満に進んでいくため、皆さんのご協力を

いただければと思います。ありがとうございました。 
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（佐野会長代理） 

 こんにちは。他の会議がほとんど書面会議となり、今も 3 つほど書面議決となって、

意見を述べさせていただいております。今回は、久々に皆さんとお会いできてうれしい

と思う気持ちと、素晴らしい委員の皆様がいる中で会長代理として選任されましたが、

専門外な部分もあり、皆様より知識はないかもしれませんが、峰会長を少しでも支える

というところで、私なりに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局：長与町都市計画課 主事 市山翔太） 

お二方ありがとうございました。それでは、本日の議案審議に移ります。これより

議事の進行につきましては、峰会長にお願いしたいと思います。なお、ご発言いただい

た内容につきましては、町のホームページで議事録として公開させていただきます。ご

了承ください。 

それでは峰会長よろしくお願いいたします。 

 

（峰会長） 

令和 3 年度第 1 回の都市計画審議会となりますが、開会にあたり委員の皆様方には

月末の大変忙しい時に出席いただきましてありがとうございます。また、長与町の関係

各機関でご審議に尽力いただきましてありがとうございます。心よりお礼申し上げま

す。 

それでは、第 1号議案「長崎都市計画下水道（長与町公共下水道）の変更について」

を議題にしたいと思いますので、事務局より説明をお願いします。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長 渡部守史） 

  改めまして、水道局上下水道課の渡部でございます。第 1号議案「長崎都市計画下水

道（長与町公共下水道）の変更について」を担当からご説明させていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

早速でございますが、第 1号議案「長崎都市計画下水道（長与町公共下水道）の変更

について」の説明を申し上げます。 

お手元にございます議案をご覧ください。資料といたしましては、議案の表紙の次の

ページから長崎都市計画下水道（長与町決定）と書かれたＡ4サイズ紙面が 1枚、長与

町都市計画図と書かれたＡ3サイズカラーの総括図の図面が 1枚、今回排水区域に追加

する区域を示した A3 サイズ赤黒で印刷された計画図の図面が 1 枚の計 3 枚となりま

す。 

それでは 1枚目に戻っていただきまして、資料にそって説明申し上げます。今回、都
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市計画の変更を諮る長崎都市計画下水道の変更（長与町決定）でございますが、1.都市

計画の種類といたしましては、長崎都市計画下水道、下水道の名称としましては、長与

公共下水道になります。 

2.変更に係る事項といたしましては、排水区域の変更となります。区域につきまして

は、2枚目総括図、3枚目計画図で示している区域になりますので、先に図面を用いて

今回の区域について説明いたします。2枚目の長与町都市計画図と書かれた総括図をご

覧ください。図面の中央の下の方に丸で囲まれ、追加区域と示して赤色で塗りつぶして

いる区域が今回の追加区域となります。3枚目の計画図をご覧ください。2枚目の総括

図より拡大された図面となります。こちらでも、赤色で塗りつぶした区域がございまし

て、東側に長与ニュータウン、下側にサニータウン団地があって、その両方に挟まれた

区域となります。 

それでは、1枚目に戻っていただきまして、3.理由といたしましては、池山土地区画

整理組合が施工した池山土地区画整理事業において整備を行った区域について新たに

排水区域を編入するものでございます。 

4・排水区域の変更内容についてですが、都市計画決定面積新旧対照表に記載してお

ります、旧面積 668.3haが今の都市計画決定面積でございます。今回新たに追加する面

積が 2.8㏊でございまして、廃止を行う面積はございません。旧面積と追加面積を合わ

せた 671.1 ㏊が新面積となります。また、令和 3 年 12 月 21 日から令和 4 年 1 月 4 日

まで縦覧を行いましたが、縦覧者及び意見はございませんでした。 

以上、長崎都市計画下水道（長与公共下水道）の変更についての説明となります。ご

審議の程よろしくお願いいたします。 

 

（峰会長） 

ありがとうございました。これから委員の皆様方にご質問いただくわけですけど、そ

の前に私の方から内容を整理させていただければと思います。排水区域の変更内容で

旧面積と追加面積と書かれていますが、この旧面積 668.3㏊というのは、どういう区域

を示しておられますか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

   2枚目の都市計画総括図をご覧いただければと思いますけど、都市計画区域内で下水

道区域として都市計画決定をしている区域で、総括図の中で赤の枠で囲まれたところ

となります。 

 

（峰会長） 

  基本的に市街化区域を都市計画下水道区域という形で指定しているのでしょうか。 

 



9 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

  基本的に市街化区域、あと調整区域につきましても元々宅地があるとかそういうと

ころについては、下水道区域として都市計画決定をしています。 

 

（峰会長） 

  一般区域はどうなるでしょうか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

  一般区域は都市計画決定とは離れてしまいますので、下水道区域としてはあります

けれども都市計画決定ではないです。 

 

（峰会長） 

  都市計画区域ではないから都市計画決定ではなく、他の法律で運用をしている。 

ということで理解してよろしいでしょうか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

  はい、そうです。 

 

（木村委員） 

  ちょっといいですか。都市計画区域と排水区域というのは重なるのでしょうか。 

 それとも排水区域の方が広いとなるのでしょうか。先程 2ページをご覧くださいとの 

お話でしたが、市街化調整区域の中にも排水区域はありますよということで受け止め

てよろしいですか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

  はい、そうです。市街化区域と排水区域が一緒になるということではないとご理解 

願いたいと思います。 

 

（木村委員） 

  はい、ありがとうございます。 

 

（峰会長） 

  事務局の説明で大方お分かりだと思いますけれども、委員の中でご質問がある 

  方はご質問お願いいたします。 
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（岩本委員） 

  2.8 ㏊の追加区域ですが、編入されることによってここに住まれている方は、下水

道の受益者負担金は発生するんでしょうか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

  この区画整理の世帯数は正確には出ませんが、開発の時の宅地割の区画数でいうと

102 宅地ございます。受益者負担金につきましては、開発時点で協議をさせていただ

いて、開発者の方から納めていただいています。 

 

（峰会長） 

  よろしかったでしょうか。 

 

（岩本委員） 

  はい、分かりました。 

 

（峰会長） 

  はい、ありがとうございます。もうひとつお尋ねしたいんですけど、この 2.8 ㏊が

たぶん調整区域から市街化区域に編入されたと思うんですけど、それはいつ頃だった

でしょうか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

市街化区域に編入されたのは、平成 13年度になります。 

 

（峰会長） 

工事が完成したのはいつですか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

工事が完成したのは、今年度です。 

 

（峰会長） 

はい、分かりました。私ひとつ疑問に思うことがですね、調整区域を市街化区域に

編入して、そして市街化を促進しようということでやるわけですけど、その時点で下水

道区域とかも決めていく事項なのではないですか。工事が終わってからその区域の編

入を諮るということではなく、工事前に編入を諮るということなのではないかなと、一

般的に考えるのですが、そのあたりはどうでしょうか。 
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（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

   そのあたりはですね、下水道の整備自体は、平成 5 年ぐらいに一旦終わっている区  

域になりまして、その時は市街化調整区域でございます。平成 13年度に市街化区域に

編入はされてはいるんですけど、その時点で山でありますので、下水道区域としては、

市街化にはなっておりますが、その時点では区域として入れていない。都市計画の運用

指針の中でも下水道については積極的に都市計画に定めるべきとありまして、会長が

おっしゃるとおり、市街化区域においては少なくともこれを定める。 

ただ、市街化調整においては、現に集落があり、生活環境を保全する必要がある場合

について最小限の区域を定めるということになっておりまして、当該区域の下水道に

ついては、市街化でありました区域については平成 5年度に整備が終わって、この他の

区域については平成 13年度に市街化に編入されておりますが、宅地としての土地利用

が定まっておりませんでしたので、下水道の区域には入れていなかったということで

ございます。 

 

（峰会長） 

ちょっといいですか。市街化区域に編入しましたよ、そしたら市街化を促進するた

めにこういう事業を始めますよ、そしたらこういう事業をするということは、その時

点において都市計画審議会にかけて、こういうところに下水道を通しますよ、という

ことをするのが一般的だと思います。 

なぜかというと、今回こういう形に編入しますと言われても、工事は全て終わって

しまっている。我々意見が言うところが何もないわけですよ、はっきり言って。ここ

のところをこうしたらどうですか、というような議論を出来ない提案だから、それは

都市計画審議会としての機能が十分に発揮できないのではないかと指摘をさせてもら

った。工事は終わってますよ、編入しますよ、と言われても議論する余地がない。こ

れだったら。だから、これでいいのか、編入をする前の計画段階の中で区画整理をや

りますよ、そしてこういう下水道を配置しますよ、そういう形で都市計画審議会にか

けて承認をもらうようにして工事にかかる。承認をもらってから工事にかかるのが普

通じゃないかなという感覚を持ってるため、私が間違っているかは分からないですけ

ど、委員の皆様とお諮りをしていきたいと思います。そのあたりはどうなんですか。 

 

（提出議案担当課：長与町上下水道課 課長補佐 永石大祐） 

今回の区画整理で開発になるんですけど、開発にあたる案件の時には、これまでは

一旦区域外で流入を受けたところで、最後に完成した段階で下水道の区域として定め

るというのがこれまでであります。 

（峰会長） 

今日のですよ、この提案は都市計画審議会条例のどこにあたりますか。 
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（事務局：長与町都市計画課 係長 山本公司） 

  都市計画審議会条例第 2条の 2号になります。「町長の諮問に応じ、都市計画に関す

る事項について調査審議すること」の 2 号に関する議案に今回の下水道の分はなる形

になります。 

 

（峰会長） 

  2条の 2号にあたるわけですか。 

 

（事務局：長与町都市計画課 係長 山本公司） 

  はい。 

 

（峰会長） 

  なにか委員の皆様方でなかったら採決に移りますが、 

  はい、岩本さん 

 

（岩本委員） 

  13年度に線引きの見直しで市街化区域に編入したという説明だったですけど、その

時は今の団地の開発計画をみて線引きの見直しをしたんですか。それで、その時に現

況が山だから、公共下水道のエリアについては現況が得られず、後にしてから入れた

ということでよろしいでしょうか。 

 

（事務局：長与町都市計画課 係長 山本公司） 

  今、お手元で都市計画図を見られていると思います。ここで追加区域ということで

今回議案対象となっているところが色塗りされているんですけど、永石補佐が言われ

たように、第 4回線引きの平成 13年度に市街化区域に編入されております。 

ただ、その時に区画整理事業なのか開発なのかは、私も当時おりませんでしたので、

詳細については調べてみないと分かりませんが、13年度に編入されたときは、今の市

街化区域編入面積よりも大きな面積が編入されておりました。それから組合や町と協

議する中で形が変わっていった。要するに区域が小さくなったということがあったと

思われます。というのが、第 5回線引きの平成 26年に平成 13年に入れた面積を逆に

また調整区域にしている部分がございまして、要するに区域面積を絞っているという

経緯がございますので、平成 13年に区域編入したときは、まだ完成形が整っていなか

ったということが考えられるかなと思っています。 

 

（峰会長） 

はい、分かりました。池山地区は市街化区域に入れたところを調整区域に戻したこ
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ととか、色々な複雑な事情があったことを承知いたしました。そういうことで色々ある

んだなと思うんですけど、基本的に市街化区域に入れるときは、こういう形で編入しま

すよと決めて、工事に入るというのが普通かなと思います。工事をした後に編入するの

が普通か、工事をする前に編入するのが普通なのか、どっちなのでしょうか。そういう

ところが私の引っかかる部分ではあるんですけど、まあ今回のことについて、特別大き

なポイントはなかったかなとは思います。委員の皆様も他になかったら決を採らせて

いただこうと思いますが、よかったでしょうか。 

 

【なしとの声あり】 

 

（峰会長） 

それでは、第 1号議案「長崎都市計画下水道（長与町公共下水道）の変更について」

賛成の方は挙手お願いいたします。 

 

【出席委員全員の挙手あり】 

 

（峰会長） 

  全員賛成ということで、承認をいたします。 

以上を持ちまして、本日の日程をすべて終了させていただきます。本日はありがと

うございました。 

 

 

 

【閉 会】 


