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平成２１年度第２回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２１年８月１８日（火） 午後２時００分 

 

２．開催場所  幕別町役場 ５階会議室 

 

３．出席者   都市計画審議会委員  斉藤  剛         （学識経験者） 

林  恵子         （  〃  ） 

嶽山 信行         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

藤原 孟          （町議会議員） 

大野 和政         （  〃  ） 

佐伯  滿         （農業委員会会長） 

廻渕 幸雄         （公募による者） 

平川 康蔵         （  〃  ） 

事務局 建設部長 髙橋 政雄 

都市計画課長 田井 啓一 

都市計画課計画係長 須田 明彦 

都市計画課計画係 塚本 真敏 

 

４．議 事   協議事項  帯広圏都市計画区域区分の変更について 

 

５．議事概要  次のとおり 

 

 

高橋部長    ご起立願います。礼（ご苦労様です）、ご着席ください。 

        只今より平成２１年度第２回都市計画審議会を開催いたします。会議に先立ちまし

て、本日、吉川委員につきましては、所用により欠席のご報告をいただいております

ので、報告を申し上げます。 

        最初に斉藤会長お願いします。 

 

斉藤会長    開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

        本日は平成２１年度第２回幕別町都市計画審議会でございますが、何かとお忙しい

中皆さんのご出席をいただきまして、審議会が開催できることを心より感謝を申し上

げます。 

        本日の議案につきましては、協議事項といたしまして、帯広圏都市計画区域区分の

変更でございます。新たに市街化区域に編入する案件について、皆さんの忌憚のない

ご意見をいただきたいと思います。また、その後都市計画状況の視察も予定されてお

ります。現在整備が進められている都市施設の状況を視察し、今後の都市計画審議会

に反映していただきたいと思います。 

        簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願

いします。 

 

高橋部長    本日の審議会、協議事項のみということになっておりますので、町長は他の公務の

ため欠席しております。 

        私の方から引き続き挨拶をさせていただきますけれども、本日は大変急がし中皆さ

ん平成２１年度の第２回都市計画審議会に出席いただきまして、厚くお礼申し上げま

す。また、あの委員会の皆様には日頃より都市計画行政は基より行政全般においてご

指導いただいておりますことに、厚くお礼を申し上げたいというふうに思います。 

        本日の審議会においては、今会長の話がありましたように、協議事項ということで
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幕別町都市計画区域区分の変更について協議をさせていただきます。内容につきまし

ては、現在、札内地域で予定されております、新たな宅地開発計画に伴いまして、市

街化区域の拡大を予定しております。都市計画の変更に関わる事項についてあらかじ

め協議をさせていただき、ご意見を賜りたいと考えております。詳しい内容につきま

しては、後ほど担当から説明をさせていただきますので、十分な協議をお願いを申し

上げます。 

        なお、今日はこの後、都市施設の視察、あるいは、視察終了後でございますけれど

も、意見交換会等も予定しておりまして、長時間になるかと思いますけれども、よろ

しくお願いを申し上げたいというふうに思います。 簡単ではありますけども。 

        それでは、次に議事に入らせていただきたいと思います。議事の進行につきまして

は、斉藤会長よろしくお願い致します。 

 

斉藤会長    はい。それでは、座ったまま失礼します。それでは議事に入ります。今回の議事は

協議事項幕別町都市計画区域区分の変更についてでございます。事務局から説明をお

願い致します。 

 

須田係長    計画係長の須田でございます。私から協議事項についてご説明を申し上げます。 

        説明に入ります前に、本日議案並びに資料といたしまして、まず、幕別町都市計画

審議会議案、それから、もう一つ別冊で、都市計画整備状況の視察ということで、二

つの資料を用意させていただいております。 

        さっそくで大変申し訳ございませんが、都市計画整備情況の視察の方のですね、１

３ページ説明文の９行目になります。内容は札内南大通り踏み切り除却事業の概要の

ところでございますが、上から９行目にですね、札内アンダーパスのですね供用開始

の月日について記載しておりますが、斜路付階段工は平成２１年１２月１０日に供用

開始し、と書いておりますが、すでに供用開始終わっておりますので、平成２０年の

誤りでございますので、訂正してください。申し訳ございません。こちらの資料につ

きましては、後ほど皆さんと一緒に現地視察に行った時に使わせていただきます。本

別の協議事項につきましては、別冊の審議会議案の方で進めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

        それでは、さっそく議案書に沿いまして本日の協議事項についてご説明をさせてい

ただきます。議案書一枚めくっていただきまして、１ページをお開きください。今回

協議させていただきます、区域区分の変更。区域区分の変更というのは都市計画区域

内の市街化区域と市街化調整区域のそれぞれの区分を変更するものでございますが、

この区域区分の変更にあたりまして、民間の開発行為による新たな宅地の開発計画が

具体的になったことから、住居系の土地の利用を図るために、市街化調整区域を市街

化区域へ編入する、都市計画の変更を行う計画でございます。 

        幕別町では平成１５年に第５回帯広圏都市計画の定時の見直しが行われておりまし

て、その時に７００人の人口が一般保留されておりました。この７００人のうち、今

回につきましては、２１０人の計画人口を解除するという計画でございます。議案の

協議事項番号１でございますが、地区名は桂町西地区、面積は約４．１ｈａ、土地利

用は住居系を予定しております。編入理由は開発行為による住宅地の開発でございま

す。区域区分の変更につきましては、北海道が決定する案件でございますが、町はそ

れぞれの町の都市計画審議会にお諮りをした上で、北海道に対して都市計画の変更の

案の申出を行うということになっておりますので、その案の申出を行う諮問に先立ち

まして、あらかじめ今回協議をさせていただくということでございます。 

        初めに、編入予定地区の現況についてご説明させていただきます。議案書の２ペー

ジ目をお開き下さい。圏域の位置図となりますが、そのうち、札内地区を切り出した

ものでございます。札内川を挟みまして、左側西側が帯広市、上が十勝川になってご

ざいます。今回桂町西地区につきましては、札内地区の西に位置しておりまして、赤

く線で囲まれたところで今回編入を予定している区域でございます。北側をＪＲ根室

線に接しておりまして、東側につきましては、すでに開発が終わっております桂町の

住宅地区になってございます。南側は自然林となっております。もう１ページめくっ
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ていただきまして、４ページをお開きいただきたいと思います。現況の航空写真とな

ります。平成１４年に撮影した航空写真でございますので、若干古くて申し訳ござい

ませんけれども、中央部赤く区切ったところが今回の編入区域でございます。真ん中

に屋敷がありますが、既存の農家宅地が１件でございます。写真を見ていただきまし

て、右手側がすでに開発されております、桂町の住宅団地になります。そのやや右側

にみずほ通ということで、みずほ通の立交、立体交差がございまして、北側にＪＲ根

室線があります。左手が帯広駅、右手が札内駅方面となってございます。現況は畑。

南側につきましては、自然林が広がっているということでございます。 

        すいません、いったりきたりで、１ページ戻っていただきまして、３ページの図面

をお開きください。現在の土地利用の内容についてご説明をさせていただきます。図

面のうち緑色に塗られている部分が畑として利用されているところでございまして、

約３．１ｈａございます。黄色い部分が現在宅地として利用されているところで、農

家宅地、農家住宅が１戸、それからＪＲ根室線沿いに農機具修理工場が１件営業をし

ております。ピンク色の部分がＪＲ根室線の敷地でございまして、ＪＲ根室線の敷地

に沿いまして、オレンジ色の部分がございますが、これにつきましては、すでに整備

が終わっている道路用地でございます。それから、区域の南側に三角形の変則的な土

地がございますが、こちらは境内地として利用されております。０．２ｈａとして既

設利用されております。畑の所有者は２名でございまして、現在貸借により耕作され

ております。耕作者は１名でございます。今回の開発にあたっては、すでに耕作者の

同意を得ておりまして、農業振興地域の農用地以外の農地、いわゆる農振白地の畑と

なっておりまして、第３種農地に該当しております。過去に土地改良事業等によりま

す、農業投資はございません。 

        議案書の５ページ、一枚めくっていただいて、５ページをご覧ください。資料４で

ございます。計画の開発構想図となっております。赤色が囲んだ部分が今回編入を予

定している区域でございます。土地利用の計画といたしましては、鉄道用地と先ほど

ご説明させていただきましたが、ＪＲ用地に近接しまして、農機具修理工場が立地し

ておりますので、鉄道用地と農機具修理工場を住居系の利便施設、それ以外の部分に

つきましては、低層の住居地域とする予定をしております。開発計画はピンク色に塗

られた部分が鉄道用地、既設整備済みの道路がピンク色のすぐ隣接したところでござ

いますが、それから一番下の境内地、お寺の用地を除く３．４ｈａ図面でいきますと、

ちょっとわかりづらいかもしれませんが、赤の内側に青色で囲った区域がありますが、

これが、３．４ｈａで、開発行為により住宅地の造成を行うことを予定しているとこ

ろでございます。土地利用といたしましては、黄色が宅地を予定しております。それ

からオレンジ色が８Ｍとか１２Ｍとか書いてございますけれども、これが区画道路を

予定しております。それから緑色が公園を予定しております。公共施設につきまして

は、今申しあげましたとおり、区画道路並びに街区公園１カ所とする予定でございま

すが、内容につきましては、さらに今後開発者と協議を進めながら決定をしていく予

定でございます。 

        以上が今回の区域にかかる概要でございますが、これに併せて、町が決定しなけれ

ばならない都市計画がありますので、それも併せて今回ご説明させていただきます。 

        議案書の１ページにお戻りいただきたいと思います。中段以降に関連する都市計画

（幕別町決定）という欄がございます。幕別町が決定する都市計画といたしまして、

都市計画用途地域の決定、それから都市計画下水道の変更、及び地区計画の変更の３

件を予定しております。これらの都市計画の変更につきましては、さらに北海道等々

と協議を進めまして、次回の審議会でさらに詳しい協議事項としてご説明をさせてご

ざいますが、概要について若干触れさせていただきます。もう一度図面に戻っていた

だきまして、議案書の５ページ、６ページの図面を併せてご覧いただきたいと思いま

す。先に５ページの方でご説明をさせていただきます。まず一つ目の都市計画の用途

地域。これにつきましては、それぞれの土地の建物を建てられる用途だとかを制限を

加えるものでございますが、５ページの図面でいきますと、東西に８Ｍの予定道路が

ありまして、道路中心ということで黒い枠で囲った黒い小さな文字で書いてあると思

いますけど、そこのところにですね、一点破線でちょっといびつな形で書かれており
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ますが、これが用途区域を分けようとしている予定の線でございまして、先ほどから

何度も出てまいりますが、ＪＲ用地、それからＪＲに沿って既設利用されております、

農機具修理工場として、既設利用されているところを準住居地域、これが約０．７ｈ

ａの予定でございます。それから、その赤い一点破線から南側の残りの部分につきま

しては、３．４ｈａでございますが、第一種低層住居専用地域という予定をしており

ます。この第一種低層住居専用地域につきましては、すでに東側で既設利用されてお

ります、桂町の住宅団地と同じ用途を予定しております。 

        資料１枚めくっていただきまして、議案書の６ページ、資料５でございますが、こ

れはあくまでも用途地域の図面で今回を表したものでございますけれども、先ほどの

道路中心、一点破線で表したところから、北側がＪＲ用地を含めまして準住居地域、

それから、それ以外、一点破線の南側を第一種低層住居地域ということで、既設の桂

町住宅団地と一体的に利用するよう考えております。 

        それから、２つ目の都市計画下水道の変更につきましてですが、これは札内地区の

下水道であります、札内公共下水道の区域を今回の市街化区域の編入に併せて４．１

ｈａの拡大を行おうとするものでございます。 

        さらに３つ目、地区計画の変更につきましては、編入区域の東側にすでに住宅団地

として既設利用されているところと同様に用途の混在や敷地の細分化による住環境の

悪化を防ぎ、調和の取れた良好な住環境の形成を図ることを目標としてですね、既設

の地区計画と同じような内容で緑化の推進ですとか、建物の隣地境界からの離れです

とか、塀など工作物の制限を行おうとする計画でございますが、これにつきましては

さらに検討を加えた後、また皆さんにお諮りをさせていただこうというふうに思って

おります。 

        戻りまして、区域区分の変更に関わる日程でございますが、この後、北海道とさら

に調整を加えまして、次回の９月に入って予定をしておりますけれど、次回の幕別町

都市計画審議会で皆さんにお諮りをした上で、北海道に対して都市計画の変更の案の

申し出を行う予定でございます。北海道では幕別町から都市計画の変更の案の申し出

があった後、意見を聞く公聴会だとか、都市計画審議会の幹事会とかといういろいろ

な手続きがございますけれども、それらを法的に定められた手続きを経まして、来年

の２月の北海道の都市計画審議会の本審議会で決定をした後、３月中には変更の告示

がなされるというふうに予定をしております。 

        また、関連いたします幕別町が決定する都市計画は、今ご説明させていただきまし

たけれども、公共下水道、それから用途地域、それから地区計画につきましても、そ

れぞれ必要な手続きを行いながら、町の審議会にお諮りをした上で北海道が決定する

区域区分の変更と時期を合わせながら手続きを進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

        この後予定しております視察研修でも、編入を予定しております桂町西地区の現況

についてご覧になっていただく予定となっておりますので、よろしくお願いします。 

        以上、簡単ではございますが、協議事項の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    はい、ただいま事務局より説明がありましたが、協議事項についてご意見、ご質問

がありましたらお受けしたいと思います。 

        （平川委員の挙手） 

        平川さんどうぞ。 

 

平川委員    この開発行為に伴う道路で１２．５Ｍの道路が札内の駅裏側から南側からずうっと

一直線で結ばされる。さらに、鉄道へ向かって一直線。幹線道路になる可能性が非常

に高いのではないかと。今でも札内の駅裏の通りは信号がないために、帯広に抜ける

大型車が頻繁に通ってる場所で、それがさらにこれが直線的にこの桂町の開発行為の

地域に結ばれるということは、幹線の道路になる可能性があると。それに従って既存

の道路の整備というのはどのようにお考えですか。 

 

斉藤会長    事務局お願いします。 
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田井課長    札内の駅南地区といいますか、道路については札内の駅裏から鉄南南大通を経て、

新しく新設される道路に接するということになろうかと思いますけれども、あの交通

安全に関しましては、標識等の設置等、今後、公安委員会とも協議をしながら設置を

してまいりたいというふうに考えております。 

        また、既存の道路を他の道路の都市計画道路といたしましては、札内南大通、みず

ほ通がございます。それらが地区の幹線道路としての位置づけになってございますの

で、そちら側に流れる交通規制ですとか、そういった交通の流れを考えていきたいと

いうふうに考えております。 

 

平川委員    関連してなんですけれども、札内南大通、現状を見ますと大型車はほとんど通って

ないですね。あそこを通るのは宅配便のトラックくらいで、日中大型車の通るアンダ

ーパスのところはほとんどあのアンダーパスを利用しにくい場所ということもあって、

大型車通らない。その分が札内の駅裏の今言った団地にぶつかる道路が結構利用され

てると。まぁ今後その辺をよく見極めてもらって検討していかないと、また住民から

いろんな苦情がでるんじゃないかという具合に思います。 

 

田井課長    あの大型車の流れ、あるいは他の、あのアンダーパスができた関係で交通の流れが

どのように変わったかという調査につきましては、今後行う予定でおります。 

        また、必要に応じて帯広環状線の整備の問題だとか、検討会としてある時には認識

しておりますので、これらも含めて検討してまいりたいと思います。 

 

斉藤会長    平川委員よろしいですか。 

 

平川委員    はい。 

 

斉藤会長    他にご意見・・・はい、藤原委員どうぞ。 

 

藤原委員    ええとですね、北栄土地区画計画６８０戸という数字がでております。一般保留地

は８１％、２５０戸中８１％販売されていると書いてありますが、この６８０戸に対

して現状で販売されてるのか、まず第１点お尋ねしたいと思います。 

 

須田係長    はい。北栄土地区画整理事業につきましては、保留地につきましては、藤原委員が

おっしゃったとおり約８１％の分譲率でございますけれども、換地につきましては、

具体的に皆さんのそれぞれの個人の土地なものですから、どのくらい分譲されている

かということについては、組合でも町でも具体的な数字は捕まえておりませんが、現

在どのくらい家が建っているかということにつきましては、数字がございまして、先

週末でございます。実は６月の１９日に換地処分の広告が北海道でなされまして、北

栄土地区画整理事業の具体的な事業としては、ほぼ完了しております。ので、後はそ

れぞれ換地をお持ちの方、それから組合につきましては一般保留地をこれから分譲進

めていくということになります。それで、計画では６８０戸という計画概要でござい

ますけれども、現在一般保留地とそれから現在の区画での換地で地区計画で２００㎡

以上で一般の住宅を建てられる区画というのが、６６３区画換地処分されております。

で、この６６３区画のうちすでに建築確認申請が提出されている区画というのが２５

９区画ございます。建築率にいたしまして、約３９％の建築率ということでございま

す。でよろしいでしょうか。 

 

藤原委員    はい。かなりまだこれ売れてないんでないかという気がいたします。それとですね、

６月の議会でも話題になったんですけど、豊町でもう宅地は必要のないということで

企業誘致をかけた地区もありますよね。あそこで約４０戸近い戸数が必要のないとい

うことで事業転換されている事実もありますのでね、そういう現状を踏まえながらな

おかつまたこれ新しく今回２１０人分ですか、いうものを作っていくということにな
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るとですね、まぁ宅地は作ったが売れないのをどんどんどんどんただ作っていくとい

うことになっていくんでないかという心配も当然出てくるし、将来私達が都市計審議

会でＯＫ出したとして、行ってみればさっぱり売れてないという現状もこれ心配しな

きゃならん。なおかつ、本町地区については旭町の公営住宅の解体地もまだ未利用地。

非常にこう宅地に対して需要と供給のバランスがうちの町はできてないんでないかと

いうことが、一番これから我々は真摯に計画しなおかつ考えて答えをだしていかなき

ゃなんないでないかと思うんですよね。まぁその辺は後で、今日もこれ北栄の視察に

行くということでございますので、当然事務所にもよるということですか。 

 

須田係長    事務所の付近で説明をさせていただきます。 

 

藤原委員    そうですか、わかりました。それも見ながらまた次の時の私の質問としていきたい

と思いますので、まぁあの今後の考え方も町とやりとりしながらいきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

斉藤会長    他にご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

        （平川委員挙手） 

        平川委員どうぞ。 

 

平川委員    行政区については、この審議会で直接関係するかどうか別にして、この桂町、ここ

は第１公区というそれでなくても、こうものすごくでかい公区ですよね。その公区の

中、今でもそうなんですけども、なかなか統一がうまく取れていかない、で分区もで

きないという現状の中で公区長も困っているみたい。そこにまた新しいところができ

て、また世帯数が増えてくる。それが桂町第１公区の管轄になるだろうと。この辺の

ところ将来どういう指導していく考えなのか、直接この問題と関係ないかもしれない

けれども。 

 

田井課長    実は今回の開発にあたりまして、地主さんの方から開発したいという要望を受けた

中で町が手続き進めているわけでございますが、一応桂町１の関根公区長と桂町２の

公区長には、こういう開発計画があって計画人口もこれくらいのものがあるというこ

とでお話はさせていただいている経過がございます。そうした中で、分区するかどう

かという判断につきましては、あくまでも公区に委ねているというか、公区の中で話

し合っていただいてどうしていくかということを決めていただいてということで進め

ておりますので、その状況を踏まえて公区の方で考えていただければなというところ

でございます。 

 

斉藤会長    平川委員いいですか。 

 

平川委員    いいのかどうか。 

 

田井課長    公区のことに関してはやっぱり地域住民でお話をしていただいて、決めていただい

ているというのが実態でありますけれども、ただ、関根公区町の意向としましては分

区せざるをえないのかなということのお話は承っております。 

 

平川委員    分区したくてもできないという現状があって、そこで公区にお任せしますといって

もなかなか難しい。行政区だからもうちょっと指導的な形が取れていけばスムーズに

やれるかなと思うんだけど。 

 

田井課長    公区の関係は企画が窓口で取り扱ってますので、ちょっと都市計画サイドでどうこ

うというのは今のこの場では言えないんですけれども。 

 

斉藤会長    他にご意見ありませんか。 
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        土谷さん何かありませんか。みずほ通に住んでいるようですけれど。 

 

土谷委員    時間は大丈夫ですか。 

 

斉藤委員    時間は３時出発の予定でしたよね。 

 

土谷委員    じゃあ一つ。さっき説明の中で農地の区分というのかな。農地の中でもいろんな何

とかという農地があるというお話があったと思うんですけれど、その農地の区分の違

い等もっと詳しい違いと、それとそのどんな農地でもこういう開発行為を許可すれば

宅地や何かにしっちゃっていいのかどうか、その辺のことをちょっと教えてください。 

 

須田係長    はい、農地についてちょっと拙いかもしれませんけど説明させていただきます。さ

っき説明の中では農振農用地区域内の農用地以外の区域という説明をさせていただい

たんですけれども、まず幕別町全体が農業振興地域という、農業の振興を図るべき区

域になっておりまして、その中で特に農地としてこれからも生産を続けるべき農地っ

ていうのは農業振興区域内の農振農用地という色分けになっております。俗に言う黄

色で塗られている農地になるんですけれども、で、その中で農振計画の中では、今後

も引き続き農業の振興を図るべき農地、それから農業以外への土地利用の転換を図っ

てもいいという土地ということで色分けがされておりまして、農地として守るべきと

ころは黄色、それからそうじゃないところは色がついていない、俗に言う農振白地と

いう土地になります。今回畑につきましても、市街化区域外延部ということで、また

それからそこにポツンと約３．４ｈａの農地しかないということで、他に連単性だと

か拡大性が見込めないということで、ここについては過去からすでに農振の白地とな

っております。で、幕別町のマスタープランですとか、それから幕別町の都市計画の

上位計画であります整備、開発、保全に関する計画というのがございまして、これは

北海道が定めるものでございますけれども、北海道の整開保におきましては、農振農

用地については市街化区域の拡大の対象としない。ということが明文化されておりま

すので、まず農地の内、農振農用地についてはまず市街化区域への編入だとか、農地

以外への都市的な利用というのは図られないというふうに考えております。今回は幕

別町の都市計画マスタープランにもありますように、既存の市街化区域の外延部につ

いて他の法的な支障がない場合につきましては、それぞれの計画を整理した上で、市

街化区域の編入を図っていくという計画になっておりますので、今回のところがまさ

しく市街化区域の外延部であるということと、それから農業的土地利用計画上も問題

がないということから、今回の計画になったものでございまして、今土谷委員の質問

にありますように、農地なら手続きをしてということでは決してないと。農業的な土

地利用として守られるべき土地、農地、それから農業以外への転換を図るべき土地と

いうわけで色分けされて、それぞれの計画が定められております。 

 

斉藤会長    よろしいですか。 

        他にご意見ございませんか。 

 

藤原委員    このお寺の、芳滝さんのお寺で水芭蕉が咲いているのを多くの方がご存知かと思う

けど、これだけの開発だと流末が整備されるので、それを保護みたいなのは都市計画

審議会なり都市計画なりこれは守るべき指導というのはできるのでしょうか。 

 

須田係長    水芭蕉が生えているというのはすでにお聞きをしております。地元の方も生えてい

るというのはご存知のところでございます。法律的な制限があるかというとですね、

ないんですけれども、当然今後土地の開発を行う上では、開発行為だとかそういう法

的な手続きも行ってまいりますので、そのへんの自然環境等についてはですね、調査

をした上でですね、然るべき協議を進めてまいりたいなということで、まだ具体的に

どのような手法だとかということ皆さんにお話できるところまではいっていないです

けれども、現地の方も確認した上でですね進めていきたいと思います。 



8 

 

藤原委員    大型の水芭蕉ということでわりと珍しい水芭蕉ということです。 

 

須田係長    区域としては今の畑くらいの区域にしかならないと思いますが、現地の方もどこま

でが区域ということも確認しておりませんので、きちっと測量ができた段階でですね、

そのあたり確認して、進めさていただきたいと思います。 

 

藤原委員    ぜひ守っていただきたいと思います。 

 

斉藤会長    平川委員どうぞ。 

 

平川委員    たびたびすいません。この後視察に行くので、見てからと思っていたんだけども、

札内墓地の北側ですから急斜面ですよね。ここの団地の南側というのは。急斜面、今

地震とかそういうので、土砂崩れ大雨も含めて、今非常に問題になっていることが多

いと。これがどういう状況なのかというのと、それと今いった公園のある位置、当然

建つとここは避難場所にある程度利用もされるんじゃないか。で、この斜面に対して

危険性があるのかないかとかね、このようなところがちょっとこの平面図だけではわ

かりにくいんですけれども、何かその辺の状況とか地質とかの把握はされてるんです

か。 

 

田井課長    具体的な地質がどうかというところまでの把握はしておりません。すでに土砂の採

取もしておりまして、かなり低くなっております。南側が林があり高くなっています。

あと、所有地が民有林ということですので、そこらへんでどういった手立てがあるの

か。ただ、土砂災害の危険に指摘された地域ではないということでございまして、過

去にそういった事例もないということでございますので、安定した地盤であるのかな

というふうに考えております。 

 

平川委員    念のため地質調査はしておくべきだとおもうんだけども。また後で問題起きて、今

まで無かったから無いのではなくて、今までないということは逆にあるということも

考えないといけない。 

 

斉藤会長    他にないですか。 

        私いいですか。少しだけ。この桂町西区域ですね、開発されると２１０人相当の住

宅地になるということで、図面見ると上の方に踏み切りだとか、踏み切りあるんです

けれども、以前みずほ通の跨線橋ができる前は、時々僕も線路渡るのに利用してたこ

ともあるんですけれども、跨線橋できてからはほとんど通らなくなってましたけども、

そんなにいい踏み切りでもなくて、十分な整備された踏切でもなかったような気もす

るんですけれども、どうでしたかね。 

（整備されているとの声） 

よくなってました。整備されてから僕行ってないんですね。 

 

須田係長    ちょっと年度ははっきり申し上げられないですけれども、今回計画しております、

１２．５Ｍと同じ幅員で両側に歩道がついた道路として整備をされております。 

 

斉藤会長    そうでしたか。それじゃあおそらくここ生活道路に使う人だとか、近道で使ったり

整備されてくると通りやすくなってしまうんじゃないかなっていう、こちら住宅整備

されますと。北側からも車が通ってみたり国道が渋滞した時など近道として利用され

たりだとか、いろんなことが想定されますし、ここに住宅ができると今まで以上にお

そらく車の通りも多くなるでしょうし、またあの北栄の方からですね通行者だとか、

おそらく近道になるんじゃないかなという気もしますし、札内の中央の方に行くのに

近道になるような気もしますし、今でも通っているかもしれないですけどね。この辺

の周辺整備だとかそこら辺は十分なんでしょうかね。また想定しているんでしょうか
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ね。 

 

田井課長    現在北栄の区画整理事業で道路整備というのはすでに完了していると。で、団地の

東側あるいは桂町２の公区についても道路整備は一定の水準で終わっているというふ

うに理解しています。後、交通の流れで危険箇所がでるということでいけば、交通規

制標識だとかそういったものの拡充を公安委員会にお願いしていったりというふうに

なろうかなと思います。 

 

斉藤会長    ありがとうございます。これから視察でこう行くんでしょうから、見て考えてみた

いと思います。 

        すいません。もう一ついいですか。 

        ここは用地変更で開発された場合ですね、さらに周辺ですね、申請があれば拡幅し

ていく予定というか考えだとかそういう部分はないんでしょうかね。 

 

田井課長    実は今回の市街化区域拡大につきましては、平成１５年の定時見直しにおいて定め

られた、地区を特定できない一般保留枠として７００人という人口フレームの枠の中

でそのうちの２１０人という枠を使った拡大ということでございます。来年度実は６

回目の定時見直しになるわけですけれども、そこで改めてですね幕別町の市街化区域

の拡大の面積がリセットされる形になりますので、その時に地区を特定できるのか、

あるいはこのような形で人口のフレームの枠だけになるのかということはございます

けれども、なんでもかんでもということにはなってこないのかなと思います。 

        またあの先ほど申しましたように、農振の絡みだとかそういった土地利用の規制も

法律的にかかっている部分もございますので、どこでもということにならないかなと。

あくまでも外延的に市街化区域を拡大していくというのが基本になってくるというこ

とでございます。 

 

斉藤会長    他にご意見ありませんか。それじゃ無いようでしたら、次回ですねまた９月の２日

ですね。その時にまた審議できるんですよね。 

 

田井課長    その他に入らせていただいて。 

 

斉藤会長    すいません。なかったら議事日程３の方に移らさせて頂きます。 

 

田井課長    本日協議させていただきました市街化区域編入するための都市計画変更につきまし

て、北海道への案の申出を行う必要があるということで、先ほどご説明をさせていた

だきましたけれども、そのための諮問という形でこの次はさせていただきたいと思い

ますので。で、その審議会をですね、来月の９月の２日に行いたいと考えております

が、皆さんご都合はいかがでしょうか。９月の２日水曜日になります。時間としまし

ては１時半から開催をさせていただきたいなと思いますが、皆さんご都合がよろしけ

ればそのように決めさせていただきたいと思いますが、ご都合の悪い方いらっしゃい

ませんか。よろしいですか。 

 

斉藤会長    ９月の２日でよろしいですね。この審議の決定があるようですので、ご出席お願い

いたします。 

 

田井課長    それでは大変お忙しい中申し訳ありませんが、後日改めて案内分送付させていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    さきほど日程さきばしってしまいすいません。それではその他、他にありませんで

したら本日の議事の方を終了致します。 


