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平成２１年度第３回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２１年９月２日（水） 午後１時３０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         （  〃  ） 

藤原 孟          （町議会議員） 

大野 和政         （  〃  ） 

佐伯  滿         （農業委員会会長） 

吉川 民之輔        （公募による者） 

平川 康蔵         （  〃  ） 

          事務局 幕別町長 岡田 和夫 

 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   諮問第１号  帯広圏都市計画区域区分の変更（案）について （北海道決定） 

         

        協議第１号  帯広圏都市計画用途地域の変更について（幕別町決定） 

        協議第２号  帯広圏都市計画下水道の変更について（幕別町決定） 

        協議第３号  帯広圏都市計画地区計画の変更について（幕別町決定） 

 

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３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、土谷委員、廻渕委員より欠席のご報告を、平川委員から遅参の報告がござ

いますので、報告を申し上げます。 

        始めに斉藤会長よりご挨拶お願いします。 

 

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３回幕別町都市計画審議会でございます。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。 

        本日の議件につきましては、諮問第１号といたしまして、帯広圏都市計画区域区分

の変更でございます。また、協議事項といたしまして、３件ほど協議していただく案

件がございますので、皆さんの忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 

        簡単ではございますが、開会の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    続きまして岡田町長よりご挨拶申し上げます。 

 

岡田町長    一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。 

        まずもって、先般皆様方と懇親の場を設けていただきました。お招きをいただきま

して、大変ありがとうございました。希少な時間を楽しく過ごさせていただきました
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ことにお礼を申し上げたいというふうに思います。また、機会がありましたらぜひよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

        さて、早いもので今年も９月の声を聞くことになりました。今年はあの、残念なが

ら雨が非常に多くて、特に６月７月、７月なんかは例年の３倍の降雨ということで、

残念ながら、農作業、作況の方は今ひとつ豊穣の秋とはいかない状況でありました。

大変憂慮されるわけでありますが、なんとかこの後も天候が回復し、少しでも作況が

挽回されるように願っているところであります。 

        さて、本日の都市計画審議会、今斉藤会長からお話ありましたように、諮問という

形で帯広圏都市計画区域区分の変更についてご審議をいただくものであります。ご案

内のように今札内地区で予定されております、新たな宅地開発計画に関しまして、市

街化区域の拡大を予定しているところであります。市街化区域の拡大の是非について、

最終的には北海道の決定になるわけでありますけれども、それぞれの地域の審議会の

ご意見を賜るというものであります。ご審議をいただきまして、ご答申をいただきま

すようによろしくお願いを申し上げたいと思います。 

        併せて、これらの計画変更に伴いまして、町が決定すべき３件の協議案について同

じく今日提案をさせていただいております。この後担当の方から詳細をご説明させて

いただきますので、よろしくご審議をいただいますように、お願いを申し上げたいと

いうふうに思います。 

        日頃町政の推進に、あるいはこう都市計画行政の推進に大変お世話になっておりま

すことにお礼を申し上げますとともに、どうか引き続き変わらぬご支援ご指導を賜り

ますようにお願いを申し上げまして、一言ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

高橋部長    ここで町長は公務ため退席いたしますので、ご了承のほどお願いいたします。 

        それでは、議事に入らせていただきます。議事の進行につきましては、斉藤会長よ

ろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    座ったまま進行したいと思いますので、よろしくお願いします。 

        それでは議事に入ります。諮問第１号幕別町都市計画区域区分の変更案について事

務局から説明願います。 

 

須田係長    はい、計画係長の須田です。諮問第 1 号帯広圏都市計画区域区分の変更について説

明させていただきます。 

議案書の前に、都市計画の概要について若干説明いたします。スクリーンをご覧く

ださい。 

都市計画は、整備・開発及び保全の方針、いわゆる整開保と幕別町都市計画マスタ

ープランの２つの都市計画に関するマスタープランに定められた基本計画に基づき、

土地利用、都市施設、市街化開発事業及び地区計画など都市計画に必要な事項を定め

ることになっています。それぞれの項目は更に細かく定めるべき必要な事項がありま

す。 

今回諮問いたします区域区分の変更については、土地利用の項目に関する市街化区

域と、市街化調整区域の変更についてであります。 

都市計画区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、『市街化区

域』と『市街化調整区域』に区分しています。 

市街化区域は、すでに市街化を形成している区域とおおむね 10 年以内に優先的かつ

計画的に市街化を図るべき区域して、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域し

て定めます。この区域区分と、各種の都市計画を定め開発許可制度を併用することに

より、計画的な市街化を図ることとしています。 

議案書２ページをお開きください。 

２ページから６ページまでが法定図書となっております。 

ここに示させていただいております区域区分の変更案については、帯広圏域として

変更を行うことから、幕別町他１市２町から構成する帯広圏域都市計画の内容となっ

ております。 
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今回は音更町と合わせて変更を行います。 

各表の数字の内、上段の数字は帯広圏域全体の分を、下段の網掛けをした数字は幕

別町分を表しています。 

今回の変更は札内桂町西地区において、宅地としての土地利用が民間の開発行為に

より確実となた事から、平成 15 年度に行われた第 5回帯広圏都市計画の定時見直しに

おいて保留された人口を配分して市街化区域の編入を行うものです。 

帯広圏の都市計画は、議案書２ページの２今回見直しまでの時間的経緯で示されて

いるとおり、昭和４５年に当初決定を行った後、概ね７年ごとに定時見直しを行って

います。第５回定時見直しにおける保留解除は現在までに５回行われていますが、い

ずれも帯広市など幕別町以外の町が行ったものです。 

議案書３ページ３．（１）人口の表をご覧下さい。現在、帯広圏の都市計画の整備・

開発・保全の方針に定められている目標人口を表す表です。平成１２年は整備・開発・

保全の方針が定められた基準年を表し、平成２２年度が目標年となります。第５回保

留解除までに変更された内容が平成２２年の前回計画の欄の人口で、幕別町は都市計

画区域計画人口２４８００人、市街化区域計画人口は２２４００人でしたが、今回の

保留解除により、市街化区域計画人口を２百人増やし２２６００人とする変更を行い

ます。 

次に２）面積及び人口密度の表をご覧下さい。 

幕別町の都市計画区域の現況としては、町の行政区域面積が４７８００ｈａござい

まして、その中に都市計画区域が８２１０ｈａございます。更にその中に市街化調整

区域と市街化区域がございまして、今回は新たに市街化区域に４ｈａ編入し、変更後

の市街化区域の面積は７９０ｈａとなります。都市計画区域の変更前と変更後の面積

の内容については議案書５ページの面積関係新旧対照表に詳しく示されています。 

今回の市街化区域拡大の都市計画変更は、幕別町都市計画マスタープランの地域別

整備方針において、住宅地需要に応じ市街化区域縁辺部に新たな住宅地の配置を検討

する事としており、札内地区の人口は第５回定時見直し時の平成１４年度末の人口に

対し、平成２０年度末で約４．４％の伸びを示していることから、幕別町都市計画マ

スタープランに即したものであるといえます。 

市街化区域編入予定箇所についてご説明いたします。議案書４ページをご覧下さい。 

地区名は桂町西地区でございます。面積は４．１ｈａの計画で、土地利用は住居系

を予定しています。編入理由は民間の開発行為による新たな宅地開発の計画が具体的

になったことから編入するものです。 

議案書８ページの開発構想図をご覧下さい。赤線で囲んだ区域が今回市街化区域編

入を予定している区域です。 

札内市街の西に位置し、北側を JR 根室線、東側は既存の市街化区域、南側は自然林、

西側は雑種地に囲まれたに区域です。 

現在の土地利用は、編入区域の北側はＪＲ用地と整備済みの道路として利用されて

います。また、南側は境内地として利用されています。開発区域は青色の線で囲まれ

た区域で、３．４ｈａの面積で、農機具修理工場、農家住宅１件が立地しています。

それ以外は農地となっています。畑の所有者は 2 名で、貸借により耕作されており耕

作者は 1 名であります。今回の開発については既に耕作者の同意を得ています。また、

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で第 3 種農地に該当し、過去

に土地改良事業等による農業投資はありません。 

土地利用の用途の計画は、鉄道用地と農機具修理工場敷地として既設利用されてい

る区域を住居系利便施設区域、それ以外の境内地を含む区域を低層住居地域とする予

定です。 

公共施設の配置、規模及び構造については今後開発者と協議を行い決定していく予

定ですが、幕別町マスタープラン、幕別町緑の基本計画に沿い適正な緑地を配置する

ため街区公園 1 箇所を予定しています。また、区域内に幅員１２．５Ｍの区画幹線道

路を１条整備し、札内鉄南地区の幹線道路である札内南大通やみずほ通を補完し地区

住民の生活利便性を高める道路網を形成する計画です。 

さらに、住宅地の開発に当たっては、うるおいある都市生活環境の創造のために、

事業者の協力を得て周辺の自然環境の共存を図るため環境資源の保全と活用を図って

まいります。 

最後に区域区分の変更に係る都市計画決定の日程についてですが、議案書１６ペー
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ジ資料４をご覧下さい。 

表の上段北海道決定が今回諮問させていただきます案件でございますので、本日９

月２日に幕別町都市計画審議会で答申いただきましたならば、９月７日に北海道知事

に対し都市計画変更の原案の申出を行う予定です。 

その後北海道において北海道都市計画審議会の幹事会と予備審議を経て、平成２２

年の２月に北海道都市計画審議会の本審を経まして、３月に決定となる予定でござい

ます。 

以上で、諮問第１号帯広圏都市計画区域区分の変更案についての説明を終わらせて

いただきます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    只今事務局より説明がありました、諮問第１号について、ご意見ご質問がありまし

たらお受けしたいと思います。 

        （ありません） 

        先日、現地視察で見学してきたところです。特に何か気になることとかありません

でしたか。 

        それでは、質問等無いようですので、諮問第１号帯広圏都市計画区域区分の変更案

は諮問案を適当と認め答申することでよろしいでしょうか。 

        （意義なし） 

        意義がありませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

        続きまして、協議事項に移ります。協議事項は協議第１号から第３号までございま

すが、関連のある事項のようですので、３件一括して説明お願いしたいのですが、皆

さんいかがでしょうか。 

        （意義なし） 

        それでは、協議第１号から３号まで一括して事務局より説明お願いいたします。 

 

須田係長    はい、それでは協議第１号から３号までご説明させていただきます。議案書９ペー

ジをお開き下さい。協議第１号帯広圏都市計画用途地域の変更について、協議第２号

帯広圏都市計画下水道の変更について、協議第３号帯広圏都市計画地区計画の変更に

ついて一括して説明させていただきます。 

これらの都市計画の変更は諮問第１号で答申いただいました、市街化区域に編入す

る、桂町西地区の用途地域、下水道及び地区計画に係る都市計画の変更で幕別町決定

の案件です。今後変更に係る手続きを進めるために事前に原案として協議をさせてい

ただきまして、さきほどご説明させていただきましたが、北海道の都市計画審議会と

併せまして、改めて審議していただくことになります。 

初めに用途地域についてご説明いたします。スクリーンをご覧下さい。用途地域に

つきましては土地を利用する目的によって区分し、土地の合理的な利用を誘導すると

いうことでございまして、建築物の用途や容積を規制するもので、地域地区の中で最

も基本的なものでございます。目的といたしまして、用途地域の適正な配置による機

能的な都市生活の確保、種類としましては、住居系、商業系、工業系など全部で１２

種類の種類がありますが、幕別町は工業専用地域がございませんので、１１種類の地

域を現在決定しているところです。都市計画の中身につきましては、規制並びに誘導

を図る事項といたしまして、建築物の用途、容積率、建ぺい率、さらには建物の高さ

の制限などを行っております。この外に用途地域ではございませんが、幕別町で定め

ているものとして、特別用途地域、これは工業地域の中にそれぞれリバーサイド、札

内東、明野工業団地の中に特別用途地域として定めております。それから、準防火地

域は幕別町の商業地区の用途のところに定めているものです. 

今回につきましては用途地域について協議をさせていただくものであります。 

議案書１０ページ資料１をご覧ください。現在は市街化調整区域いわゆる白地地域

となっておりますが、市街化区域の編入に合わせまして、区域北側の、鉄道用地及び

農機具修理工場敷地の区域０．７ｈａを既設利用の状況を勘案し準住居地域とし、建

ぺい率６０％容積率２００％に変更する計画です。また、開発行為により住宅地の造

成が行われる区域と、南側の境内地として既設利用されている区域３．４ｈａを第 1

種低層住居専用地域とし低層戸建住宅を主体とした良好な住宅地とするものです。建
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ぺい率は４０％、容積率は６０％とする計画です。議案書１１ページの想定用途区域

図では、赤線で囲んだ区域が今回変更する区域です。区域北側の橙色の区域を準住居

地域として予定しています。その南の緑色の区域が第１種低層住居専用地域の予定区

域です。 

続きまして協議第２帯広圏都市計画下水道の変更について説明いたします。議案書

１２ページ資料２をご覧下さい。都市計画下水道の変更につきましては、札内地区の

下水道であります、札内公共下水道の区域、約５２９ｈａを市街化区域の編入により

４ｈａ拡大し、約５３３ｈａに変更しようとするものです。議案書１３ページの札内

公共下水道総括図をご覧下さい。黒の一点鎖線で囲まれた区域が現在都市計画決定さ

れている公共下水道の排水区域で、赤線で示した区域が今回市街化区域の編入により、

下水道区域の拡大を行う区域になります。 

最後に、協議第３帯広圏都市計画地区計画の変更について説明いたします。 

地区計画の変更については、編入区域の東側に隣接する桂町で、すでに定められて

いる第 1 種低層住居専用地域に係る地区計画区域を今回第 1 種低層住居専用地域とし

て市街化区域に編入し開発行為により住宅地の造成を計画している３．２ｈａの区域

を拡大して変更しようとするものです。 

桂町西地区計画は、開発行為の土地利用計画を基本とし、事業効果の維持、増進を

図り、事業後に予想される建築物用途の混在や敷地の細分化などによる住環境の悪化

を未然に防ぎ、調和の取れた良好な住環境の形成を図ることを目標とする計画です。 

地区計画の区域についてご説明します。スクリーンをご覧下さい。 

（地区計画についての説明） 

議案書１５ページの新旧対照図をご覧下さい。上の変更前計画図において、赤の一

点鎖線で囲まれている区域が現在の桂町西地区計画区域です。水色の区域が一般住宅

地区で用途地域は第一種住居地域です。紫色が低層一般住宅地区で用途地域は第一種

低層住居専用地域となっています。下段の変更後計画図で紫色の斜線で示している区

域が、今回の変更により拡大する低層一般住宅地区で、新たに編入される第一種低層

住居専用地域の区域の内、境内地として既設利用されている区域を除く区域を新たに

桂町西地区計画区域として変更する予定です。 

地区計画の内容についてご説明します。議案書１４ページの表をご覧下さい。少し

太い線で囲んだ事項が今回変更になる事項です。左側が変更前の内容、右側が変更後

の内容です。変更になるのは、地区の整備計画の区域の面積が４．３ha から３．２ｈ

ａ増えて、７．５ｈａに変更となる計画です。地区の細区分の欄では、低層一般住宅

地区の面積が、４．１ｈａから３．２ｈａ増えまして、７．３ｈａに変更になる計画

です。 

建築物等の制限に関する事項については変更する予定はありませんが、内容につい

て若干説明いたします。建築物の用途の制限は、第一種低層住居専用地域で建築が認

められている建築物の内、学校、神社、寺院老人ホームなど日常的に多くの一般の人々

が出入りする施設の建築を制限し、一般住宅や日常生活に必要な店舗等で住宅を兼ね

る建築物、アパートなどの共同住宅の用に供する建築物などが建築できる区域とし、

静穏で快適な生活を営める住宅地とすることを目指します。 

次に建築物の敷地の最低制限は２００㎡とし、過小宅地を無くしゆとりある住宅地

とすることを目指します。 

建築物の壁面の位置の制限は、敷地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱

の中心線までの距離を最低１Ｍとすることにし、隣棟間隔を制限しゆとりある住宅地

を目指します。 

次に建築物等の形態又は意匠の制限につきましては、地区に一定の店舗の立地が認

められることから、看板の設置が考えられますが、公告物看板の大きさや意匠を制限

し、景観に配慮した町並みの創造を目指します。 

次に垣又は柵の構造の制限についてであります。門については高さを１．５Ｍに制

限しています。また、塀については禁止しています。これはこの地区を開放感にあふ

れる住宅地区とすること、死角を無くし防犯効果が期待できることまた、交差点では

見通しを確保できることにより、交通安全の向上につながると考えられます。ただし

生垣や柵を認めているのは、生垣による緑化率の向上が期待できることや、柵の開口

率に制限を加えることにより、閉塞感や圧迫感をなくし潤いのある良好な住宅地を目

指すことができます。 
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これらの内容については、今後更に、地権者及び開発者と協議を行い決定してまい

りたいと考えています。 

最後に、これらの都市計画の変更にかかる日程について説明いたします。議案書１

６ページの都市計画決定スケジュールをご覧下さい。本日の審議会で協議させて頂い

た原案に基づき、用途地域の変更については、区域区分の変更と合わせて事前協議を

行います。地区計画については原案の縦覧を２週間行った後、意見書の提出期間を１

週間設けます。その後北海道に事前協議を行います。下水道は地区計画と合わせて北

海道に事前協議を行います。これら３件の都市計画変更に対して、北海道から１２月

までに事前協議の回答を得た後、年明けの１月に都市計画変更案の縦覧を行います。

案の縦覧後、幕別町都市計画審議会で審議していただき、北海道知事へ同意協議を行

い平成２２年３月に区域区分の変更と日程を合わせて都市計画の変更の決定となる予

定です。 

以上で協議第１号から第３号まで一括して説明を終わらせていただきます。よろし

くご審議の程お願いいたします。 

 

斉藤会長    ただ今、事務局より説明がありました、協議第１号から協議第３号までについて、

ご意見ご質問がありましたら、お受けしたいと思います。 

        藤原委員どうぞ。 

 

藤原委員    ページ１４ページ、建築物の敷地の最低制限ということで、２００㎡と出ておりま

したが、開放感溢れる宅地を求めるということであればですね、とっても２００㎡で

ですね、開放感が溢れる宅地ができるようには思えません。これから幕別町としてで

すね、やはり戦略的にもせめて１００坪くらいの土地をですね、低価格で販売できる

ような、そういう制限をかけてやるべきでないかと。特にページ３ページの可住地区

人口密度で十勝では８７名ですか、幕別では幸いなことにそれより小さく７３名と、

わりと帯広圏としては大きな宅地を持っているんじゃないかと推定できますんでね、

これから作る団地に２００㎡という、そういう手狭な団地を幕別町として勧めること

は無い方がいいんじゃないかと今日すぐ決めろというわけじゃないんですけども、ぜ

ひあの注目していただきたい数字だと思いますので、よろしく検討していただきたい

と思います。以上です。 

 

斉藤会長    事務局どうぞ。 

 

田井課長    敷地の最低限度、２００㎡ということでございますけれども、開発行為に定められ

た技術基準でいきますと、１６５㎡でございまして、だいたい５０坪というのが開発

行為で法的に定められた基準でございます。それを超えて２００㎡ということでいき

ますと、６０坪ということでございます。一方民間開発行為ということもございまし

て、一つの経済行為の中で土地が売られ、家が建っていくということもございまして、

現在幕別におきましては、今までの地区計画も最低敷地限度額を２００㎡として進め

てきたところでございますが、なかなかこの面積をさらに上げていく、どこまで上げ

ていったらいいのかという１００坪というのは一つの理想形ではあろうかと思います

けれども、一方では開発者の負担にも繋がってくる部分もございまして、なかなか判

断が非常に難しい部分でございます。そういった関係で今後ですね、いろんな形の中

で議論が進められていく中で、そういった意識が広まっていくっていうことになって

初めてこの数字が大きな数字にしていけるのではないかと。今すぐこの数字２００㎡

というものをこの段階でさらに大きな面積に変えていく状況には、今のところないの

かなというふうに考えておりますので、ご理解のほどをいただければと思います。 

 

斉藤会長    他にご質問、ご意見等ありませんか。 

        （ありません） 

        よろしいですか。それでは、意見質問も無いようですので、以上で協議第１号から第

３号まで終わります。事務局では今日出された意見を十分汲み取って今後の手続きを
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行ってください。 

        次に議事日程３のその他に移ります。事務局から何かございますでしょうか。 

 

田井課長    先ほども説明させていただきましたけれども、地区計画につきましては、地権者あ

るいは開発者と協議を進めさせていただいた中で原案の縦覧、意見の提出と行ってま

いります。その後１０月の中旬にですね、次回の都市計画審議会を開催させていただ

きますので、また改めて案内差し上げますけれども、どうぞよろしくお願いしたいと

思います。以上でございます。 

 

斉藤会長    他に委員の皆さんからご意見ご提案等ありますでしょうか。 

        嶽山委員どうぞ。 

 

嶽山委員    先月の１８日の視察の時の資料の件なんですけれども、４ページの図について１８

日の日、香田係長が説明してくれたんですけれども、この図の西側の方から説明して

いただいて、坂本肉店のところからもう少し右に振れますよという説明されましたよ

ね。ホーマックの看板のところまでもいきますよというお話だったんです。その先は

東の角にマツダがありますよね。あそこらへんまでは関係あるんですか。無関係なん

ですか。 

 

田井課長    南３線の交差点改良ということでございますけれども、当然マツダの北側の部分で

すね。その部分につきましても、国道に対しまして首を振りまして現在の国道との広

角がだいたい４４度くらいでございますが、それを６０度くらいまで改善をして、右

折の車と直進の車のこの交差が今非常に難しい状況もありますけれど、それを少しで

も改善したいということでの交差点改良の形状となっております。それで、北側の部

分につきましては、右折車線も改めて設けるという形でございまして、おおむね１２

０Ｍくらいの交差点の主要の改良ということでございます。 

 

斉藤会長    よろしいですか。その他で僕も一ついいですか。何もしゃべらずに帰るのもなんで

すから。 

        桂町西の周辺住民の人とか特に何もないんですかね。そこの環境だとか道路だとか

いろいろな面で。 

 

田井課長    前回の審議会でもご説明しましたが、関係の公区長にはご説明させていただいてお

りまして、必要があれば地域で説明会を開くこともできます。というお話まではさせ

ていただいてます。桂町の現在住まわれている方、隣が畑ということでですね、埃が

非常にひどいという苦情とかもありましたが、今回宅地化されればですね、逆に言い

ますとそういった苦情もなくなるのかなっていう部分もございますけれども、法定手

続きの中でいきますと、これから広告、案の縦覧等これは町の広報などでもお知らせ

することになりますけれども、特には今のところ苦情等来ているということではござ

いません。 

 

斉藤会長    苦情じゃなくても、ぜひやってほしいという意見もあるといいなと思いますけれど

も。 

 

田井課長    特に公区長さんにご相談申し上げたときに、細部は特にはということで、ちょっと

言われましたので、今の現段階では説明会を開くという状況ではございません。 

 

斉藤会長    前回視察して、いろいろ見ましたし、その後僕も何度か通って周辺の状態いろいろ

見ていたところなんです。場所的にも住宅建つにはいい場所なんじゃないかなって住

む人にとっても。後あの周辺の通りって意外と車の交通量多いんですね。あんまり普

段通らないので気づきませんでしたけれども、特に踏み切りが丁度生活路になってい

て。 
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田井課長    あの道路、踏み切り通った先にホーマック、あるいはダイイチの商業施設がござい

ますので、特に桂町の方は４線踏切を通って買い物に行かれる方が多いのかなって気

はいたしております。 

 

斉藤会長    今回土地の区画整備ということなんですけども、住宅街、桂町西ですね。完成する

と、ますます車多くなっていく気もしないこともないんですけれども、またいずれの

話ですけれども、だんだん交通量多くなると、また周辺の整備だとか、住宅街周辺と

いうか全体が住宅街のようですので、危険が少なくなるように、これから考えていっ

てほしいなって思いました。以上です。 

 

田井課長    開発に伴いまして、交通状況等も変わってくる部分もあろうかと思います。道路に

つきましては、地域の補助幹線の位置づけとして１２Ｍ５０の道路を配置をさせてい

ただいたところです。これはあくまでも、町として開発者にお願いをしている。開発

行為で言えば、８Ｍ。生活道路で言えば８Ｍの道路でございますが、それを超えた幅

員での整備を開発者に要望しておりまして、その協議も開発行為の協議の中で改めて

させていただくつもりでございますので、そういったことで、地域の交通につきまし

ては、その道路で十分捌いていけるものと考えてはおりますが、開発後の交通の状況

に伴いまして、必要な交通規制等々が必要であれば、その都度公安委員会と協議をし

ながら進めてまいる必要があろうかなというふうに考えております。 

 

平川委員    造成の完成見込みは何年の何月ころですか。 

 

田井課長    現在開発計画の立案中ということでございまして、開発行為に関する協議というの

はまだ一切行われていないというのが現実でございます。手続き的に申しますと、来

年の３月に市街化区域に編入されまして、市街化区域編入後に開発行為の申請という

ことでございますので、４月に申請がなされたとして、許可が１ヶ月以内ということ

でございますので、５月。造成につきましても、３～４ヶ月はかかるだろうと。早く

ても来年の秋となろうかと思いますが、開発時期につきましては、開発者さんの方か

ら具体的に示されているわけではございません。また、いっぺんに開発されるかどう

かということも、なかなかこういう宅地の販売状況もございますので、工区分けをさ

れるのかどうなのかということもありうるのかなというふうには考えておりますけれ

ども。そういったような現在の状況でございます。 

 

平川委員    ７号から今回開発される団地までの道路、桂町のね。改良とか拡幅とかを考えてい

ただきたい。道路のでこぼこが非常に多いんでね。 

 

田井課長    既存の道路の状況につきましては、道路管理者、土木になりますけれども、そちら

の方とも協議しながらどうして行くべきかというところは相談はさせていただきたい

なとは思いますけれども、ただあの、拡幅して１８Ｍの道路にするというところまで

は果たしてあるのかなということは思っておりますけれども。 

 

斉藤会長    はい。よろしいですか。他にご意見ございませんでしょうか。 

        嶽山さんどうぞ。 

 

嶽山委員    こないだの施設研修の件なんですけども、こないだ北栄の公園行って、例の綺麗な

トイレ拝見したんですけども、あのトイレ使うのはいいんですけれど、万が一のこと

考えて非常ボタンを押したら、外にいる方は何番にしなさいなんてありましたよね。

あれはあれしか仕方ないといえばそれまでかもしれないけれど、なんか時間がかかり

すぎるような気がするんですけど、他にいい方法ないんだろうかね。例えば、あそこ

に書いてあるのはね、近所の人は気がついたら何番に電話かけてくださいよというよ

うなことが確か書いてあったと思うのですが、それをかけて、それから今度役場から
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行ったら、だいぶ時間経過しますよね。もちろん鳴らないのが一番いいですし、そう

いう事態が起きないのが一番いいんですけれど。 

 

田井課長    公園管理のそういったいろいろああいう公園施設でああいった施設を作れというの

が、今の法律の改正された趣旨でございますので、そういった設備をしてきていると。

後、それの運用の方向性の問題だと思んですけれども、それについては今後とも勉強

させていただきたいとしか、この場ではちょっと申し上げられなくて、申し訳ないの

ですが、公園管理者の方とも協議しながら、どういったことができるのか検討してま

いりたいということでご容赦いただければと思います。 

 

斉藤会長    こないだの視察で僕も見ていましたけれど、一つ思うんですけれども、よく独居老

人の家とかにポケットベルですか、よく押したら消防署に繋がって連絡してくるだと

かそういうシステムありますよね。例えばですけども。そういうシステムを使ったり

だとかも、考えによってはできるっていう。ただ、悪戯とかが多いと支障をきたした

りだとかそういうことあるかもしれませんけれども、通報システムっていうのは整備

ありますんで。 

 

田井課長    技術的には可能だと思うんですけれども、ただ、ほんとにいたずらされるとその都

度、消防とかが対応しなければならないということになると、果たしてどうなのかと、

いろいろな要素を検討していかないと、つけたいという部分はありますけれども、つ

けてどうなのかということもその後でてきますので、そこら辺はもっとよく、先進地

もありますので、そういった状況等も確認しながら検討していくということしかない

のかなと思いますけれども。 

 

斉藤会長    必要に応じて検討してほしいと思います。 

        他に何かありませんか。林さん何かありませんか。本町の方も開発してほしいだと

か。 

 

林委員     全然考えてきたわけではないんですけど、現在のことで、金額のこともわからない

んですけれど、北栄地区でも３７％くらいしかまだ売れていないという感じですよね。 

 

田井課長    建物が４割程度建っているということですね。 

 

林委員     はい。それでね、地権者いるんであれなんですけど、他の町村と比べたら幕別が高

いとかそういうことはないんでしょうかね。結構、音更とか売りに出したらもっと売

れてるような気がするんですよね。地権者がいるから安いとか高いとかはあれなんで

すけれど。 

 

田井課長    そうですね。宅地の売買価格につきましては、あくまでも事業者側に委ねているの

が実態です。で、インターネットとかでいろいろ調べていますけれど、だいたい坪７

万というのが表向きの、だいたい公示された値段であろうというふうにとらえていま

すが、後は実態として、それからいくら値引きしているのかというところまでは、ち

ょっとなかなか押さえられてはいないんですけれども、そういった中で、ただそれぞ

れの町で宅地開発がされるという状況、これはあの幕別もやっぱりある程度負けない

ように宅地造成をしていかないと人口が増えないと。そうした中で地権者に今回決断

していただいて、宅地造成していただけるということになりましたので、そういった

こともございますけれども。そういった土地を買われる方はやっぱり家と土地とトー

タルの値段がいくらになるか、出せるお金というのはこういう時代ですので、なかな

か限られてきているというのが実態でございまして、幕別の札内の中でも一度開発行

為されたところが売れなくて残っていて、さらに開発行為の最低限度である、さきほ

ど申しあげました５０坪をちょっと上回る程度の宅地割りに割りなおしてですね、売

られているという状況もございます。なかなかこういった不景気のなかでですね、非
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常にそこらへん難しい部分がございますけれども、ただ人口をある程度増やせるとい

うのはある程度受け皿がないと増やしていけないというふうにも考えておりますので、

なかなか行政がということも難しい面も出てきておりますけれども、なんとか民間の

活力を生かした中でやっていける部分があれば、やっていただきたいなというふうに

は考えております。 

 

斉藤会長    はい、他に何かご意見ありませんか。 

        それでは、ご意見ご質問もないようですので、本日の議事を終了致します。 


