
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 小林 秋生 委員

◆ソング それでこそロータリー

◆ｹﾞｽﾄ 小諸市役所
都市計画課長 饗場 道博様

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

先週は新年会で有意義な楽しい一時を
過ごすことができました。

クラブ運営委員会の皆様には大変お世
話になりありがとうございました。ロータリ
ーの新年会が終わると正月気分が抜けて
現実の生活に戻る此頃になった感じがしま
す。

本日のプログラムは小諸市役所饗場都
市計画課長による「コンパイトシティについ
て」です。

小諸市が目指すコンパクトシティ構想、
その核となる小諸厚生病院と市庁舎の併
設計画についてなど、我々の今一番興味
のある、今が旬の話ではないかと思います。
時間は十分とってありますので小諸市の将
来像について行政がどのように拘わり、ど
のような大局観を持ってイニシアチブを取
るのか、小諸で企業活動に携さわる者とし
て、しっかりと知識を吸収すべく聞かせてい
ただきます。よろしくお願いします。

さて、1月12日、網走地方気象台は北海
道網走市沖で陸上から初めて肉眼で南下
してきたオホーツク海の流氷が見える「流
氷初日」を迎えたと発表しました。平年より
9日早く、昨年より5日早いそうです。また、
1 月 17 日に流氷が接岸し、船舶が航行で
きなくなる「接岸初日」となりました。平年よ
り 16 日早く、昨年より 31 日早いとのことで
す。この「流氷」は決して「氷山」とはいいま
せんがいずれも同じ氷でプカプカと海に浮
かんでいます。

ところで、この「流氷と氷山」、2 つの違い
は大きさだけなのでしょうか？

「氷山」は、陸地の氷河が海に押し流れ
出たもので、海水が凍ったものではありま
せん。したがって「氷山」は溶けると真水に
なります。それに対し、「流氷」は海水が凍
った塊りなので、溶けると塩水になります。

真水と海水。氷山と流氷では成分が全く
の別物。流氷はしょっぱいが、氷山はしょっ
ぱくないと記憶するとおもしろいかもしれま
せん。

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 島田ガバナーより
北信濃ＲＣ脱会について

24 年 12 月 28 日付けで脱会を
国際ロータリー理事会で受理

2. 例会変更
上田東ＲＣ
2月13日（水）ＩＭと振替の為 定刻受付あり

3月20日（水）法定休日の為休会 定刻受付なし

3. 週報

上田東、白馬ＲＣ

本日の配布物

週報 1168，1169 号、理事会報告、

ロータリーの友 1月号

【委員会報告】

クラブ広報・情報委員会

黒田 説成委員

・ロータリーの友 1月号紹介
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◆ラッキー賞

ＮＯ．17 清水 良英君

◆ニコ BOX 清水 良英 委員

黒澤明男君
饗場課長の卓話、楽しみにし

ております。

桑原邦夫君 所用あり早退します。

小池平一郎君 MPH3 回目頂きました。遅刻い

たしました。

小山盛夫君

職業奉仕のためニコボックス担

当を清水さんに託して失礼しま

す。

清水泰男君
首が回らなくなってしまいまし

た！？

清水良英君
ラッキー賞ありがとうございまし

た。

中河邦忠君 早退致します。告別式の為

前田博志君 英世さんようこそ。

【本日のプログラム】

「コンパクトシティーについて」 小諸市役所 都市計画課長 饗場 道博様

出前講座「都市計画のはなし」

病院の方針がようやく決まりましたが、皆さまは

どのようにお考えでしょうか。

併設で良かったと思われる方、大変恐縮ですが、

手をあげていただいてもよろしいでしょうか。

残念だと思われている方、大変恐縮ですが、手

を挙げていただいてもよろしいでしょうか。

ありがとうございます。

高齢化社会を迎え、総合病院が街なかにあると

いう安心感は生活者にとってとっても大事な要素

だと思います。

さて、小諸市では、最近、「低炭素まちづくり」で

すとか、「コンパクトシティ」ですとか、「栁田プラン」

といった言葉がしばしば聞かれるようになりました

が、これらの言葉は小諸市の将来のグランドデザ

インを描くのに大変重要なキーワードになってきま

すので、改めて、わかりやすく説明させていただき

たいと思います。

低炭素まちづくりには、３つの目的があります。

一つは、長期的な目的です。

二つめは中期的な目的です。

三つ目は短期的な目的です。

長期的な目的は、地球を救うことです。

中期的な目的は、小諸市を救うことです。

短期的な目的は、臨時収入を得ることです。

長期的な目的である地球を救うとは、二酸化炭

素を削減し地球温暖化防止をすることで、人類の

延命を図ることです。人類の延命を図ることは、す

なわち、地球を救うということです。

中期的な目的である小諸市を救うとは、コンパ

クトなまちを創り、小諸市の延命を図ることです。

コンパクトなまちをつくることで、交通弱者にやさし

い、歩いて暮らせるまちをつくることができます。

つまり、それぞれの地域で、昔のように回覧板を

楽に回せる距離に皆が住むことを目指します。

また、ライフラインを維持するコストを削減するこ

とができるので、小諸市の厳しい財政状況の中で

も、小諸市の延命を図ることができます。

ちなみに、小諸市の財政状況は、経費を節約し

てきたため、良好に見えますが、財政力指数は

0.517 と長野県下では 12 番目と低く、自力で行政

経営する力が弱いことを示しています。



短期的な目的である、臨時収入を得るとは、低

炭素まちづくり計画を作る ことで、これから進め

る庁舎周辺整備事業の一部に交付金が上乗せさ

れる可能性があるということです。

柳田プランとは、コンパクトシティの小諸バージョ

ンのことです。

これから小諸市がつくろうとしている小諸市独自

のコンパクトシティ構想のことです。

小諸市が進めようとしている、コンパクトシティの

目指すべき 6 つの柱を 基本方針として示しまし

た。

一つは、中心市街地の魅力再生です。

二つめは、公共交通の充実です。

三つめは、街なか居住です。

四つめは、教育・文化の発信です。

五つめは、小諸らしい景観整備です。

最後に６つめは、市民主体のまちづくりです。

1 つめの中心市街地の魅力再生ですが、

歩いて暮らせるまちづくりが重要な施策として注

目されてきた今日、中心 商店街は最大の舞台と

なります。

訪ねてみたい、歩いてみたい、住んでみたい街

にするにはどうしたらいいかをみんなで考えていく

必要があります。

2 つ目の公共交通の充実ですが、

どんなに魅力的な中心市街地が出来ても、住ん

でいる場所から中心市街地に行く交通手段が困

難であれば徒労に終わってしまいます。

課題は、自動車に過度に頼らない都市をいかに

創り上げるかです。

今、各地域でデマンド交通や路線バスの見直し

などを試みていますが、 小諸市でもみんなで

考えていく必要があります。

3 つ目の街なか居住ですが、

買物や生活に便利で魅力的な商店街ができ、日

常生活に必要な街の機能が 集積されることで、

その近くに住みたいという住民のために住宅を供

給できる 仕組みをつくっていく必要があります。

4 つ目の教育文化の発信ですが、

小諸市には、文化の香りが感じられるエッセンス

が街の至る所にたくさん 存在しています。

それらに光をあて、センスアップされたまちを目

指すことが必要になります。

5 つ目の小諸らしい景観整備ですが、

街全体が外見的に美しく魅力を発散できるような

まちづくりです。

城下町や北国街道を中心とした歴史的景観や

浅間山・千曲川の眺望を阻害 しない都市づくりを

行い、魅力的な風景を大切にする必要がありま

す。

最後の市民主体のまちづくりですが、

これらの方針に対し、具体的な計画立案に市民

が参画できる仕組みをつくり、自分たちのまちの

将来を自分たちで決めることができるような「まち

づくり」を進めていく必要があります。

病院・庁舎・図書館の３つの施設ができた後の

小諸市のグランドデザインを、多くの市民で描き実

現させることが、小諸市が生き残る道であると思

います。

ありがとうございました。

【出席報告】 湯本 敏晴 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 01 月 22 日 24 21 事前（1） 87.50％
前々回 01 月 08 日 24 20 事後（0） 修正 83.33％


