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平成２２年度第１回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２２年４月1２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         （  〃  ） 

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） 

吉川 民之輔        （  〃  ） 

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 笹原 敏文 

都市計画課計画係 塚本 真敏 

 

４．議 事   

【報告事項】 

        報告第１号  白地地域における建築形態規制の変更について（北海道決定）  

 ＜桂町西地区＞ 

 

【諮問事項】 

 諮問第１号  帯広圏都市計画道路の変更（案）について（北海道決定） 

          

    【協議事項】 

        協議第１号  帯広圏都市計画道路の変更（案）について（幕別町決定） 

        協議第２号  帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」（第１回見直し）」

及び「区域区分」の第６回定時見直しについて（北海道決定） 

        協議第３号  第６回定時見直しに係る白地地域における建築形態規制の変更につ

いて（北海道決定）＜旭町北地区、桜町地区＞ 

 

     

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５回都市計画審議会を開催いたします。 

  初めに、4 月 1 日付けの人事異動により、事務局の体制が若干変わりましたのでご

紹介をさせていただきます。 

前任の須田計画係長が土木課に異動となりまして、後任の計画係長は笹原になりま

す。 

 

笹原係長    ４月より計画係長に任命されました笹原です。よろしくお願いいたします。 
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高橋部長     他の担当は変わっておりませんのでよろしくお願いします。それでは斉藤会長より

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２２年度第１回目の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、皆さんの出席を頂きまして、審議会が開催できますことを心から感謝を申

し上げます。 

本日は、報告事項といたしまして、札内地区の市街化区域の拡大に関連しまして白

地地域における建築形態規制の変更について報告でございます。また、諮問事項とい

たしまして、北海道決定に係ります帯広圏都市計画道路の変更についての案件でござ

います。慎重審議の上、答申したいと思います。さらに、協議事項といたしまして、

町決定の帯広圏都市計画道路の変更など３つの案件がございます。皆さんのご忌憚の

ないご意見を頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

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

いいたします。 

 

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   開会にあたりまして、一言ご挨拶させていただきます。 

本日、委員の皆様におかれましては、何かとお忙しい中、平成２２年度第１回幕別

町都市計画審議会にご出席を賜りまして、厚くお礼を申し上げます。また、委員の皆

様には、日頃からそれぞれのお立場、それぞれの地域におかれまして、都市計画行政

はもとより町政全般に渡り、ご理解、ご協力、そしてご指導を頂いておりますことに、

この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。新しい年度を迎えて、もう半月を

迎えました。先ほど紹介させていただきましたとおり、４月 1日付けの人事異動があ

ったわけでありますが、今回は退職者が消防含めて１０名、新規採用がこれも消防含

めて６名、部長昇格もなし、課長昇格も１名とあまり大きな人事にならないだろうと

思っていたんですけど、結果的に７０名ほどの異動となりました。大きいのはこれま

で保育所はずっと町営で進んできたんですけれども、4 月から青葉保育所が指定管理

者制度で民間へ移行しました。都市計画課でも計画係長の移動がありましたのでよろ

しくお願いいたします。 

さて、幕別町の基幹産業であります農業は、昨年はあいにく天候に恵まれず、農業

にとりましては残念な年でありました。最近の新聞報道によりますと、幕別の「和念

じょ」の春掘りが始まったというニュースがありました。今年は雪解けがなかなか進

まず、平年より若干農作業は遅れ気味と聞いておりますが、今後天候に恵まれまして

皆さんと共に豊穣の秋を迎えられればと願っております。 

本日の審議会におきましては、まず札内地区の宅地開発計画に伴います市街化区域

の拡大に関連しまして白地地域における建築形態規制の変更について報告させていた

だきます。 

次に諮問事項として、北海道決定に係ります都市計画道路の変更案について諮問さ

せていただきます。 

さらに協議事項として、幕別町決定の都市計画道路の変更、帯広圏都市計画区域の

「整備、開発及び保全の方針」の第 1回見直しと「区域区分」の第６回定時見直し及

び、第６回定時見直しに係る白地地域における建築形態規制の変更についてについて

協議させていただきます。 

詳しい内容につきましては、後ほど担当からご説明させていただきますので、十分

なご審議並びにご協議をお願い申し上げます。 

今後とも幕別町のまちづくりに皆様の一層のお力添えを賜りますよう、お願いを申

し上げまして開会のご挨拶とさせていただきます。どうぞ宜しく願いいたします。 

 

 

高橋部長  ここで、町長は公務のため退席いたしますことをご了承の程よろしくお願い申し上
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げます。 

 

それでは、議事日程２の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、斎藤会長よろしくお願いします。 

 

斉藤会長  それでは議事に入ります。報告第１号白地地域における建築形態規制の変更につい

て事務局から説明をお願いします。 

 

塚本主任  はい、計画係の塚本です。本年度もよろしくお願いいたします。報告第１号白地地

域における建築形態規制の変更について説明をさせていただきます。まず初めに、議案書

の２ページをご覧いただきたいのですが、中段以降に参考となっており、桂町西地区に係

る都市計画の変更の一覧を記載させていただいております。昨年度皆さんにご審議いただ

きました、桂町西地区の区域区分の変更でございますが、４月６日に北海道告示第３０２

号にて告示がなされまして、約４．１ｈａが市街化区域に編入されたところであります。

今後、地権者の方と協議を進めていき、開発行為の申請をいただくことになろうかと思い

ますが、まだ具体的な詳細、日程等につきましては、町に示されてはおりません。 

      併せまして、２月に行われました審議会で答申をいただきました、用途地域、地区計画、

下水道につきましても、同日付けで町が決定をし、告示をしたところでございます。 

      今回報告１号としてタイトルになっております、白地地域における建築形態規制という

のが北海道決定事項として２つ目の点にございますが、こちらについてご説明させていた

だきます。 

議案書の１ページをご覧ください。白地地域と言いますのは、都市計画区域内で用途 

地域が定められていない区域のことを言います。幕別町においては、白地地域イコール市

街化調整区域となっております。 

      今回の変更につきましては、先ほどご報告させていただきました桂町西地区が市街化区

域に編入されまして、同時に第１種低層住居専用地域と準住居地域という用途が定められ

ましたことにより、白地地域の面積が４．１ｈａ減少したことに伴う変更でございます。 

      議案書１ページの表になっておりますが、区域番号の幕－２というのが旭町にございま

す明野工業団地の市街化区域が穴抜けになっている区域がございます。その区域約９ｈａ

が幕－２地区となってございます。幕－１というのが、幕－２地区を除く幕別町内の全て

の市街化調整区域を指しております。今回は札内桂町の一部が変更になっておりますので、

この幕－１地区の面積の変更の手続きを行うものであります。面積は７，４１５ｈａであ

ったものが、桂町西地区が市街区域に編入されましたことから、約４ｈａ白地地域の面積

が減少し、７，４１１ｈａとなります。 

      白地地域における建築形態規制の指定は、建築基準法に基づきまして、北海道が指定す

るものでございます。 

      白地地域につきましては、市街化調整区域となりますことから基本的には建物の建築が

できない区域となっております。ただ、例外といたしまして、農家の方が農業の用に供す

る建物、農家住宅、あるいは公民館や図書館といった公益的な建物等については建築する

ことが可能となっております。そのような建物を建てる場合については市街化区域内と同

じに建築基準法に基づく、建蔽率、容積率の制限を受けることになりますが、先にご説明

させていただきましたように、今回の変更では制限の内容に変更はございません。 

      この白地地域における建築形態規制の変更につきましても、北海道に対して手続きを行

い、４月６日北海道告示３０２号にて告示されたところでございます。 

      以上で、報告第１号について報告を終わらせていただきます。 

     

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、報告第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。 

 

吉川委員  前回の審議会の時に桜町の一部をはずすというのがあったと思いますが、今回どうなの

でしょうか。 

 

田井課長  今回は桂町西地区については第５回の定時見直しの保留解除ということで 21 年度にや

らせていただいたということになっています。前回、ご説明させていただきました、桜町

の地区については、この後協議事項第２号で改めて説明させていただきますが、平成 22
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年度の都市計画の手続きの中で、市街化調整区域にしていくということでなっております

ので、またそこでご意見いただければと思います。 

 

斉藤会長  他にご質問ありませんでしょうか。・・・ないようですので、報告事項はこれで終わりま

す。次に諮問事項に入ります。諮問第１号帯広圏都市計画道路の変更について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

塚本主任  はい、諮問第１号帯広圏都市計画道路の変更（北海道決定）についてご説明させていた

だきます。議案の５ページをご覧ください。今回の都市計画の変更は、都市計画法施行令

が改正されましたことにより、車線数を定めるものでございまして、前回の都市計画審議

会で皆様に協議いただいた案件でございます。 

      今回幕別町の都市計画道路３５路線の内、法律の改正後に都市計画の変更を行った９路

線につきましては、既に必要な車線数の決定を行っておりますが、車線数が決定されてい

ない２５路線につきまして、平成２０年に帯広圏の交通マスタープランが北海道によって

決定され、それぞれの街路の将来交通量が明らかになったため、この交通量に基づき車線

数を決定するものでございます。 

      また、車線数の決定と併せまして、街路の位置の表示が、従前は地番まで表示されてい

ましたが、現在は字名までの表示となっていることから、起点、終点、主な経過地の表示

について所要の変更を行うものです。 

      諮問事項といたしましては、北海道が決定者となる国道、道道、町道の内幅員が１６ｍ

未満の路線である、１５路線についてお諮りするものでございます。 

      議案書１１ページ、１２ページの街路網図をご覧ください。 

      国道が青色、道道が緑色、町道が赤色となってございます。黒色につきましては、既に

車線数が決定されている路線となっております。 

      街路名の前に○数字がふってありますが、５ページの一覧に沿っています。この街路網

図に記されておりますのは、北海道が決定する路線でありまして、諮問させていただいて

いる路線となっています。具体的にご説明いたしますと幕別地区には、国道３８号線の⑧

止若通、一部が道道となっております③幕別本通、町道の⑥千代田通、⑦新田通、⑩明野

ヶ丘公園通、⑪新緑町通の全６路線を全て 2 車線で決定します。 

      札内地区は、国道３８号線の①石狩通、道道幕別帯広芽室線の②札内新道、道道札内停

車場線の④札内本通、道道更別幕別線の⑨みずほ通、道道幕別帯広芽室線の⑬札内９号南

通、町道として、⑤札内９号通、⑫札内北町本通、⑭１００年通、⑮札内１０号通の全９

路線があり、石狩通と札内新道を４車線で決定し、それ以外の路線を２車線で決定いたし

ます。 

      議案書７ページから９ページは先ほど名称を挙げました、北海道決定に係る１５路線の

代表の断面です。この内、９ページにあります幕別本通は現在４車線の構造で計画決定が

されていますが、交通体系マスタープランにおける将来交通量予測が４車線の基準には満

たないため、全体の幅員は変更せず、２車線で決定します。 

      また、前回の審議会でご説明させていただいた中には、平和通を４車線で決定するとい

う資料を添付しておりましたが、その後北海道との協議を行い、将来交通量から判断して

２車線で決定するべきという道からの指導がありました。何度か協議を重ねたところでは

ありますが、計画決定のスケジュールには間に合わず、今回の決定を見送ることにいたし

ました。今後北海道とさらに協議を重ねて検討していきたいと考えております。 

      最後に、北海道決定による都市計画道路の計画変更のスケジュールについてご説明させ

ていただきます。１２ページをご覧ください。前回２月２日に皆様にご協議いただきまし

て、その後、道路管理者である帯広開発建設部、帯広土木現業所と協議を行いまして、本

日諮問をさせていただきました。そして、答申を得られましたら、４月下旬に北海道へ案

の申し出を行います。その後、北海道の都市計画幹事会、都市計画審議会を経て、２週間

の案の縦覧を行い、北海道都市計画審議会で本審査を行い決定され、予定では、１０月下

旬ころに決定告示となる予定となっております。 

      今後のスケジュールの細かい日付につきましては、多少の変更がありえます。 

      以上で諮問第２号の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、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。ご質問ありませんでしょうか。 
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      これは道路の変更ですね、４車線を２車線にしたりとか、路肩を広げたり歩道を広げた

りということでしょうけども。基準に沿って。こちら工事とかはすぐするということでは

ないのでしょうか。 

 

田井課長  工事に関しまして、すぐ行うということではございません。ただし、今回は車線数の決

定につきましては、あくまでも将来の交通量に基づいたもので勘案した中で２車線あるい

は４車線と決定させていただいているということでございます。 

 

斉藤会長  工事をする際はこの規定にそって行われるということですね。 

 

田井課長  そうですね。 

 

斉藤会長  他に何かご意見、ご質問ないでしょうか。・・・ないようですので、それでは諮問第１号

帯広圏都市計画道路の変更（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。 

 

            （異議なし） 

 

      意義がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

      続きまして、協議第１号帯広圏都市計画道の変更幕別町決定分について事務局から説明

をお願いします。 

 

塚本主任  はい、それでは協議第１号帯広圏都市計画道路の変更幕別町決定分についてご説明させ

ていただきます。  

      さきほど、諮問第１号でご説明させていただいた北海道決定分と内容については変わり

がありませんが、町道の内、幅員が１６ｍ未満の街路につきましては、決定者が幕別町と

なります。そのため車線数を決定していない都市計画道路で、北海道決定分以外の１０路

線について今回、皆様に協議いただくものであります。 

      議案書１３ページをご覧ください。⑯桜町西本通から○25 札内学園通までが幕別町が決

定する路線となっております。この○数字は１７ページの図面とリンクしております。 

      桜町西本通、桜町南本通、新北７号通、新北西本通、新北南本通、豊町南本通、豊町東

本通、札内北町西通、札内北町中通、札内学園通はいずれも２車線で決定します。 

      また、代表定規図を１５ページにつけておりますが、変更はございません。 

      最後に町決定に係る都市計画道路の変更のスケジュールですが、１７ページをご覧くだ

さい。本日皆様に協議をいただきまして、４月下旬に北海道と事前協議を行いまして、6

月ころには２週間の案の縦覧を行います。その後、決定のために幕別町都市計画審議会に

諮らせていただいて、答申を得られましたら、知事の同意も得て、北海道決定分と併せま

して１０月下旬ころに告示を行う予定となっております。 

      以上で協議第１号の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、協議第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。ご質問ありませんでしょうか。・・・ないようですので、次に

協議第２号帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第１回見直し及び区域区分の

第６回定時見直しについて事務局よりご説明お願いします。 

 

塚本主任  はい、協議第２号帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第１回見直し及び区

域区分の第６回定時見直しについてご説明させていただきます。 

      事前に皆様に郵送させていただいた、資料２冊をもとにご説明させていただきたいと思

います。お手元に資料ございますでしょうか。  

１．帯広圏都市計画「整備、開発及び保全の方針」（第１回見直し）についてと書か

れているこちらの冊子の１ページ目をご覧ください。まず整備、開発及び保全の方針

でありますが、これは略して整開保と呼ばれておりまして、都市計画法第６条の２の

規定に基づいて、北海道が決定するものなっております。帯広圏では、平成１６年４

月６日北海道告示第３９０号にて「帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」

として当初決定をしておりまして、帯広圏の全ての都市計画はこの方針に沿った内容
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にすることとされております。当初の目標年次が平成２２年を目標としておりました

ことから、今回、目標年次を平成３２年に設定しまして、見直しを行うこととなって

おります。４月に北海道へ素案の提出を行いますことから、本日皆さんに、ご協議を

いただきたいと思っております。ただ、内容については帯広圏１市３町で調整をしな

がら案を作成し、最終的には北海道が決定するものでありますので、いただいた全て

のご意見を盛り込めるとは限りませんので、ご容赦いただきたいと思います。 

２ページ目より新旧対称で整開保の案を添付しておりますが、前回と大きな違いと

いうのは、少子高齢社会、環境問題など圏域をとりまく環境の変化に即して、既存施

設の有効活用やコンパクトなまちづくりなど、まちづくりの手法が前回に比べて変わ

ってきている内容となっております。 

ボリュームが非常に大きいことから、大まかに記載されている内容を説明をさせて

いただきます。新旧対照表の下線がついている部分が旧と比べて変更となっている部

分でございます。 

３ページ、４ページにつきましては、北海道、各市、町の計画を踏まえた文言に変

更しております。４ページで幕別町でも第５期幕別町総合計画に基づいた文言にして

おります。 

５ページ目をご覧ください。中段に２区域区分の方針とありまして、下に表がある

と思います。これは基準年の人口と将来推計人口を示した表です。基準年は国勢調査

が行われた平成１７年を基準としております。人口の推計方法につきましては様々な

方法がございますが、今回推計を出すにあたって北海道から示されておりますのは、

国立社会保障・人口問題研究所、通称社人研で公表しております、推計値に使うとい

うことになっております。もう１冊の、人口・工業・商業における各フレーム概要の

２ページ目の前段をご覧いただきたいのですが、帯広圏として見た場合は、Ｈ１７年

の国勢調査で２５８，２００人であったものが、平成３２年には２４７，３００人に

なるという推計となっております。幕別町においても、平成１７年時に２６，８６８

人であった人口が平成３２年には２６４００人となる推計となっております。整開保

の新旧対称表の５ページ目に戻らせていただきまして、このように帯広圏においても

幕別町においても人口は減少するという推計が出てはおりますが、今後も計画的な市

街地整備を図るために区域区分は必要であるということを記載しております。 

６ページ目をご覧ください。産業の規模ということで表が記載されておりますが、

工業出荷額においては帯広圏としては約約４００億円増加する推計となっております。

卸小売販売額は１，０００億円超減少するという推計がでております。これらの詳細

につきましては、こちらの資料に記載しておりますので後ほどご一読いただければと

思います。 

７ページ目をご覧ください。７ページ目から１０ページにかけまして住居、商業、

工業の各配置の方針を記載しております。前回の整開保では町ごとの方針を記載して

おりましたが、新の方では住居地・商業地・工業地のさらに細かい種類ごとに方針を

定めております。 

１１ページをご覧ください。（２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針

では、帯広市の駅周辺の商業地については高密度な土地利用を図り、郊外の住宅地は

低密度でゆとりのある土地利用を図っていくものでございます。 

（３）市街地における住宅建設の方針につきましては、住宅マスタープランを踏ま

えて整合性のとれる文言に変更しております。 

１３ページに行きまして、（５）の市街化調整区域の土地利用の方針につきましては、

旧整開保では農振農用地は農業上の利用を図るべき土地として、市街化区域の拡大は

しない。となっておりましたが、今回、原則という言葉を加えまして、原則市街化区

域の拡大としないという文に変更しております。農振農用地につきましては、今後も

保全を図る農地としての位置づけが代わるものではありませんが、個別具体的な土地

利用の計画が上がった際に、初めから対象としないと言い切るのではなく、町として

本当に必要なものかどうかを勘案して、検討・協議をできる状況にすべき必要がある

のではないかということから、原則という文言を加えております。 

１５ページからは交通施設についての記述となっておりますが、帯広圏総合都市交

通マスタープランを踏まえた記述にしておりまして、既存の道路の有効活用により、

ニーズの多様化への対応、環境への配慮をしていくという内容となっております。１

７ページをご覧ください。主要な施設の配置の方針の中で中段くらいに「さらに、圏
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域環状線道路として札内新道の延伸計画の検討を進め、圏域内交通機能の向上を図

る。」とありますが、これは、昨年より帯広土木現業所と札内新道延伸検討協議会を立

ち上げて問題点の洗い出しなどを行っているところですが、圏域環状線としての機能

を有する札内新道について、みずほ通以東の延伸を今後も検討を進めてまいりたいこ

とから記載しております。 

２０ページからは下水道及び河川についての記述となっておりますが、主に文言を

整理しているのみであります。 

２２ページの（３）でその他の都市施設のａ廃棄物処理施設についての記述が記載

が追加されておりますが、「北海道循環型社会推進基本計画」や「北海道廃棄物処理計

画」に基づいた施設にとすることをうたっているのですが、ここでいう処理施設とい

うのは帯広市にあります中島し尿処理施設とクリリンセンターを指しております。 

２５ページ目からは公園・緑地についての記述であります。「緑の基本計画」に基づ

きまして、公園緑地にはレクリエーションの場としての機能、災害時の避難場所とし

ての機能、火災が起きた時の延焼防止の機能など多様な役割がありますことから、今

後も整備・保全に努めていくという内容でございます。 

整開保につきましては、今月に素案を提出いたしまして、その後も北海道、国との

協議を重ねてまいります。協議の中で今後も文言の修正等がございますが、７月ころ

には皆様に内容について諮らせていただきまして、北海道へ原案の提出を行い、縦覧、

北海道の都市計画審議会、国土交通大臣等関係省庁大臣の同意を得て、北海道が決定

し、平成２３年３月末ころに告示がなされるスケジュールとなってございます。以上

で整開保についての説明を終わらせていただきまして、続きまして、区域区分の第６

回定時見直しについてご説明させていただきます。 

別紙の３２ページをご覧ください。幕別町では、帯広市、音更町、芽室町とともに、

１つの圏域として都市計画法第７条に基づいた区域区分を定めております。区域区分

と言いますのは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を守るため、市街化調整

区域と市街化区域に区分していることを言います。 

現在の区域区分は平成２２年度までの推計値に基づいて定められたものであること、

また、区域区分は整開保に即していることが必要でありますことから、北海道では平

成２２年度に整開保と併せて見直しを行うこととしております。 

定時見直しは都市計画基礎調査に基づきまして、将来の市街地に配置すべき人口や

産業等を適切に収用できる規模を検証するため概ね５年ごとにおこなうこととなって

おりますが、帯広圏域の区域区分の見直しは、昭和４５年に当初決定して以来、概ね

７年ごとに見直しをおこなっておりまして、今回が第６回の見直しとなっております。 

議案書別紙の３３ページと３４ページをご覧ください。青色の線で囲まれた区域が、

今回の定時見直しにより区域区分の変更予定箇所でございます。 

３３ページは前回の審議会で示させていただいたものと区域が変わっておりますが、

明野工業団地の中にあります、現在は農地としての土地利用がされている場所でして、

面積は約５．８ｈａ、字名は旭町になっておりますことから地区名は旭町北地区とし

ております。将来も現在の農地としての土地利用を継続していくという地権者の方か

らの申し出により市街化区域から市街化調整区域へ変更を予定するものです。 

３４ページは桜町地区でございます。南側を桜町南本通に接し、北側を札内西大通

に接する南北の細長い土地となっています。現在は東側に隣接する採草地と一体の土

地利用がされており、面積は約０．３ｈａです。将来も現在の採草地としての土地利

用を維持するとして地権者からの申し出でがありましたことにより市街化区域から市

街化調整区域に変更を予定するものです。 

また、前回の審議会でご説明させていただいた中では、旭町東地区として国道３８

号の北側で東２５号の西側約４ｈａの変更を予定しておりましたが、その後地権者と

の協議により変更は行わないこととなりました。 

最後にスケジュールについてのご説明をさせていただきますが、３５ページ、３６

ページをご覧ください。区域区分の決定は北海道決定となっておりまして、先ほどご

説明させていただいた整開保のスケジュールと同じ流れで進んでまいります。７月に

皆様に諮問をさせていただきまして、その後北海道に案の申し出を行い、北海道都市

計画審議会、縦覧等を経まして、大臣の同意を得たうえで、北海道が決定し、平成２

３年３月末ころに告示となる予定でございます。 

また、区域区分の変更に伴いまして、幕別町が決定する案件といたしまして、用途
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地域の変更、都市計画下水道の変更、特別工業地区の変更がございます。これらにつ

きましては、次回以降の審議会の中で皆様にご説明させていただきますので、ご協議

をいただきたいと思います。 

以上で、協議第２号について説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、協議第２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。今日は予備審で、本審は７月ころにあるということですね。

何かご質問ありませんでしょうか。 

 

平川委員  桜町の市街化調整区域に入れると、東側に住宅地がありますね。これは調整区域内に建

っているということなんですか。 

 

田井課長  ３４ページをご覧いただきたいと思います。緑とか紫で塗ってあるところは現在市街化

区域となっておりまして、青で囲っている部分を今回市街化調整区域に変更するというこ

とでございます。 

 

平川委員  東側の住宅地は色が塗っていないところに建っていますよね。これは関係ないんですか。 

 

田井課長  すいません。東側の住宅については、もともと線引き以前から建っていた住宅でござい

ます。市街化区域への編入は一体的な土地利用がされた中でなければ市街化区域に編入で

きないこととなっておりまして、どうしてもこの部分だけ市街化区域に入れるということ

になりますと、今の基準からいくと編入の基準には満たないという状態であります。です

ので、今の市街化調整区域の現状のまま、既存の権利の中で住宅を建てていただいている

ということでございます。 

 

平川委員  もちろん地主と協議してそのようになっているとは思うんですけど。 

 

田井課長  そうですね。市街化区域編入にあたりましては、この住宅地の東側あるいは西側の土地

が市街区域に入るということでなければですね、一定の面積基準、形状が確保できないと

いうことでこういう形になっております。 

 

平川委員  一軒一軒の地主の了解をえているんですか。それとも全体的な土地を持ってる地主の了

解を得るんですか。 

 

田井課長  その部分につきましては、昭和４５年からこういったラインということですけれども、

市街化区域に編入にあたってはですね、ヘクタール当たりの人口密度とかですね、市街化

区域として定める形状が問題となりますので、法的手続きとしてはですね、もともとこう

いう形で市街化区域に編入したいということで、案の縦覧意見の募集の期間を設けて進め

てきています。個々の地主一軒一軒回ってということではありません。 

 

平川委員  問題ないんでしょうかね。住んでる人たちは。調整区域の中に家を建てて住んでいるわ

けですよね。 

 

田井課長  市街化区域、調整区域が定められる前から家を建てられて住んでおられたということで

す。 

 

斉藤会長  他にございませんでしょうか。 

 

藤原委員  １３ページ。市街化調整区域の農地の利用で、原則という言葉を付け加えてきましたけ

ども、非常に微妙な言葉であり、意味深な言葉でもあり、私は非常に興味ある言葉なんだ

けども、かなり解放するという言い方なんでしょうか。 

 

田井課長  市街化調整区域の土地利用につきましては、都市計画法の定め、農振除外の手続き、農

地法上の定めといろいろございます。で、今まではですね、道が定めるこの整開保に基づ

きますと、そういった法律で許可できる案件も検討されない中で許可できないという門前
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払いの状況にあります。今回、帯広圏で話あった中でいいますと、都市計画法上認められ

る土地利用の状況、あるいは農振除外ができる状況も法律の中であるわけですから、そう

いった協議にすら今までは入れなかったわけですが、そういった協議の元に許可できるも

の許可できないものの判断をしていただきたいということで、ここで原則という文言を加

えさせていただいているということです。 

 

高橋部長  若干補足させていただきますけれども、今のこのページの中にあります、左の方が新で

す。そして真ん中に書いてあるのが旧の北海道のマスタープランなんでございますけれど

も、そこの中には、下線ひいてありますように、「農用地利用計画の中で、農振法第１０条

第３項の規定に基づき、農用地区域として定められてものについては農業上の利用を図る

べき土地として、市街化区域の拡大の対象としない。」という文言で前回整備されていたわ

けですね。皆さんご存知かと思いますけれども、この整開保が定められた以降、幕別町で

言いますと、依田地区の開発というのが何回か新聞にも載ったりということの話題がござ

いました。幕別町としては、こういう整開保の中で農振上はかぶっているんですけれども、

土地の拡大、雇用、経済的なものを考えた場合に地主さんも「いい」と言っている状況の

中では、市街化区域に含めたいんだという協議を何回かさせていただいた経過がございま

す。北海道の方としては、この農振地域は拡大の対象としないというのは北海道全域にか

けている計画なんですね。ですから、幕別及び帯広圏だけがそれを無視して市街化区域の

拡大の協議をするわけにはいかないよ。という農振側の強い意見がございました。 

      それで今回、いわゆる町づくりの観点、あるいは圏域の観点といった意味では、そうい

う余地、農振が被ってはいるんですが、例えばそこに工業団地出店したいというものが来

た場合に、一遍通りな農振の地区については拡大しないということではなくて、原則とい

うのは、その部分をある程度は方向性を残した中で、こういう整開保を作ろうということ

で、逆にいえば、北海道にこちらからお願いをして、こういう原則という言葉を入れさせ

ていただいたというのが現状でして、門前払いではなく、ある程度計画性に沿ったもので

あれば、テーブルに乗せた中で協議をさせてほしいというふうに原則を入れさせていただ

いたというのが現状でございます。 

 

斉藤会長  よろしいでしょうか。他にご意見、ご質問ありませんでしょうか。・・・一ついいですか。

こちらの裏側に工業フレームですね。裏から２ページ目ですが、幕別町だけがこれ下がっ

ているんですね。将来的に誘致できればまたフレームは変わるよっていうことも書いてあ

りますけれども、現在のところ幕別町だけがこれから誘致される、見込みが少ないという

ことなのでしょうか。他の町村は上がっているということは見込みがあるんですかね。 

 

田井課長  整開保に策定にあたりまして、２１年度に北海道として市街地の基礎調査というものを

やっております。工業フレームにつきましては３年に１回程度ですかね。工業出荷額を調

査しているわけでございますけれども、そうした中でいくと、たまたま幕別町の数字が落

ちてきているということで、将来推計する時にどうしても統計学上ですね、右肩下がりに

なってしまってですね、こういった数字になったということでございます。あくまでも、

工業系の土地利用につきましては、道から言われているのはですね、いわゆる待ち受けの

工業団地。例えばみずほの工業団地とか先に工業団地を造ってそこに企業を誘致をすると

いうのは、中々今の状況からは認められない状況ですが、個々具体的にこの場所でどのく

らいの規模でどこの企業が来てというのがあれば、市街化の拡大の対称の協議には乗れる

ということですので、そういったことで今後進めてまいりたいと思います。あくまでも、

これは統計学上過去の数値から来ているということを押さえておいていただければと思い

ます。全く工業系の土地利用が拡大できないというわけではないということでご理解いた

だければと思います。 

 

斉藤会長  企業を誘致してもらえるように、お願いいたします。 

他にご意見ご質問ないでしょうか。 

 

吉川委員  今のご説明に若干関連するのですが、それと先ほどの農振地域については原則としてと

することについての説明の中で商業フレーム、工業フレームの中でみると、仮に商業フレ

ームで言いますと、帯広圏全体で、仮に１町が商業フレームがあったとしても、商業フレ

ームについては、帯広圏として見るので、その町ではフレームを持てない。工業フレーム
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は各町村で可能性があれば持ってもいいという解釈だと思うのですが、そこでですね、例

えば依田地区に商業用地が計画された場合に、商業フレームとしては持てないというのは、

これに直接関係するのでしょうか。というのは、例えばスーパー出店計画したという時に、

帯広圏としては商業フレームを増やせない。という話になってくるんでしょうかね。工業

フレームは増やせるが、スーパーが来たいと言った時に、商業フレームを増やせないので

無理ですよという話になるのか、それとも別の解釈になるのか、そこらへんが少しわから

なかったのですが。 

 

田井課長  商業フレームについては非常にデリケートな問題を含んでおります。皆さんもご存じの

ように、帯広市の中心市街地は非常に商業店舗としては落ち込んできている状況にござい

ます。そうした中で町づくりとして、コンパクトシティなりというような考えも、国の方

からあるいは道の方からも示されてきておりまして、帯広の駅を中心とした商業集積とい

うものはこれからも求められていくだろうと考えております。また、都市計画法の改正に

よりまして、店舗面積１万㎡を超える商業施設につきましてはですね、商業・近商・準工

という用途にしか建てられないことになっております。依田地区で過去に計画されたよう

な施設というのは認められないということになりえます。そうした中で１万㎡切るような

店舗がああいうところに建つということも、おそらく今後は認められることは非常に難し

いだろうという考え方でおります。 

      そうした中で、まずは基本としては国の方からも示されておりますが、基本としては既

存の市街化区域の中でですね、近商・商業・準工の土地利用の中で計画される商業施設が

入る余地があるのかないのかという検討の他にですね、用途変更という手続きもございま

す。まず、他の用途のものをそういう用途に変更するというようなことは、その地域に住

んでる方の意見も取り入れた中で、用途変更が認められるかどうかというような手法も取

って行こうというようなことでの、用途の見直しの方針なども国から示されておりますが、

基本的には、現在の市街化区域の中でしか認められるのは非常に難しいだろうと。 

      人口フレームも無い中で、住宅団地とセットで商業施設というのは、いままでの手法だ

ったのですが、今、人口フレームが帯広圏として、伸びていっていない、逆に減少すると

いう想定の中で、商業施設を住宅団地とセットとなった宅地開発は不可能となってきてま

すので、協議をしたとしても非常に難しいというようなとらえ方をしております。 

 

斉藤会長  他にありませんでしょうか。・・・ないようですので、次に協議第３号第６回定時見直し

に係る白地地域における建築形態規制の変更ついて事務局よりご説明お願いします。 

 

塚本主任  はい、それでは協議第３号第６回定時見直しに係る白地地域における建築形態規制の変

更についてご説明いたします。２０ページをご覧ください。 

      報告第１号で説明させていただきましたように、市街化調整区域の面積が変わることに

伴う変更です。報告第１号でご説明させていただいたのは、桂町西地区が市街化調整区域

から市街化区域に変更されたことにより、市街化調整区域の面積が減少することによる変

更でありましたが、協議第３号では、協議第２号でご説明させていただいた、旭町北地区、

桜町地区の区域区分の変更に伴いまして、市街化調整区域の面積が増えることになります

ので、それに基づいた変更となります。 

      幕－１地区の面積が約０．３ｈａ、幕－２の面積が６ｈａ増えるものでございます。面

積の変更のみで、容積率、建ぺい率など規制の内容に変更はございません。２１ページ、

２２ページに変更前、変更後ということで、位置を記した図面をつけてございます。 

      市街化調整区域の面積が増える場合には、皆様に諮問をさせていただくことになります

ので、次回の審議会の中で諮問をさせていただきたいと考えております。 

      以上で協議第３号について、説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長  ありがとうございます。次に議事日程の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  今回、協議事項で３点ほどご協議をさせていただきました。この諮問につきましては、

７月の上旬を予定しております。次回の都市計画審議会の中で正式な諮問という形で諮ら

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。 
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斉藤課長  はい、それでは、今日の協議のことで委員の皆さんから何かご意見、ご提案等はござい

ますでしょうか。今日全体通して改めてないでしょうか。・・・ないようですので、本日の

議事を終了致します。 


