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平成２２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２２年９月６日（月） 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   

【諮問事項】 

諮問第５号 帯広圏都市計画道路の変更について（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２２年度第３回都市計画審議会を開催致します。 

初めに、斉藤会長よりご挨拶を頂きます。 

 

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３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、諮問事項といたしまして、帯広圏都市計画道路の変更についてでございま

す。こちらの案件につきましては、平成２２年度第１回の審議会でご検討いただいた

案件でございます。本日さらに審議を重ねまして答申したいと思っています。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。 
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さて、春先の天候不順による農作物の生育遅れの心配も、６月以降の好天により一

気にその遅れを取り戻したところでありましたが、逆に急激な気温の上昇や連日続く

異常な高温が、農作物にどのような悪影響があるのか懸念されているところでありま

す。 

小麦につきましては、例年より早く収穫作業を終えたところでありますが、これも

異常な高温の影響を受け、収穫量は昨年と同程度かやや少ないとお聞きしており、品

質も心配されているところであります。 

今後は、各作物の収穫作業が本格化する時期となりますが、事故などが起こらない

よう農作業が順調に進み、平年を上回る収穫量が確保されることを期待しているとこ

ろであります。 

また、先週に開会された町議会の行政報告で述べさせていただきましたが、町内の

途別地区におきまして、太陽光を利用したほうれん草の水耕栽培を行います植物工場

が建設されることとなりました。冬場もボイラー設備を活用し、通年で栽培できるよ

う高度にオートメーション化されたもので、ガラス温室の規模は約 12,000 ㎡になる見

込みであります。操業にあたりましては、従業員の雇用など町内に配慮いただけるこ

と、あるいは今後の町税収入など、地域経済の活性化につながるものと期待している

ところであります。 

本日の審議会におきましては、諮問事項といたしまして、幕別町が決定する帯広圏

都市計画道路の変更について諮問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。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

高橋部長 ここで町長は公務のため退席いたします事をご了承の程よろしくお願い申し上 

げます。 

それでは、次に議事に入らせていただきます。 

議事の進行につきまして、斉藤会長よろしくお願い致します。 

 

斉藤会長   それでは、議事に入ります。諮問第５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します。 

 

笹原係長   はい、諮問第５号帯広圏都市計画道路の変更（幕別町決定）についてご説明させてい

ただきます。議案の１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、本年の第１回

の都市計画審議会におきまして皆様にご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、法律改正後におきまして既に必要な車線

数の決定を行っております９路線を除く、２６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策定され、各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、街路の位置の表示について、従前は地番まで表示

しておりましたが、現在は字名までの表示となっておりますことから、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。 

２６路線のうち、１６路線につきましては北海道決定の案件でございまして、第１回

都市計画審議会で皆さんにご協議いただいた後、諮問案とおりの答申をいただき、北海

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 3 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や、それぞれの地域におかれまし

て、町政全般に渡りましてご理解とご協力、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。 
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道へ案の申し出を行っており、既に北海道が決定するための手続きを進めているところ

でございます。 

本日は、幕別町が決定する残りの１０路線について、諮らせていただくものでござい

ます。町が決定する路線は町道かつ幅員が１６Ｍ未満となっておりまして、その要件に

当てはまり、まだ車線数が決定されていない路線は、札内地区に１０路線ございます。

幕別地区には該当路線はございません。 

１ページ目の図面対照番号は４ページ目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３ページにつけておりますが、こちらは現在決定されている内容

に変更はございません。 

本案につきましては、都市計画法第１７条第１項の規定に基づきまして、北海道決定

分と併せ、８月７日から２０日の２週間、案の縦覧をいたしましたが、縦覧者、意見書

の提出いずれもございませんでした。 

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ありますが、５ページをご

覧ください。本日、皆さんにご審議をいただき答申を得られましたなら、速やかに北海

道知事との同意協議を行います。知事から同意を得られましたなら、北海道が決定する

１５路線と併せて決定・告示を行うものであります。決定・告示は１０月の上旬頃を予

定しております。 

以上で諮問第５号の説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

斉藤会長   ただ今事務局から説明のありました、協議第 5 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。 

一ついいでしょうか。１から１０番の中で現在の規格でこれに当てはまっているもの

はあるのでしょうか。また当てはまっていないものはあるのでしょうか。変更後につい

て。 

 

 

田井課長   今回の変更につきましては、幅員の変更と言うのはございません。あくまで車線数を

２車線で決定するものです。定規構成につきましては、３ページに記載されております

が、学園通につきましては、実際の定規とここに記載されている定規とは若干違ってお

ります。以上です。 

 

 

斉藤会長   他にございませんか。無いようでしたら、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） 

       それでは、諮問案を適応と認め答申いたします。 

       次に議事日程３その他に移ります。その他何かありますか。 

 

嶽山委員    3 ページなんですけど、1番上にかいてある定規図ですが、14ｍとなっていまして、

で、左右が 2.5ｍというのは歩道ですよね。この歩道についてお聞きしたいのですが、

こういう大きい通りは左右の構造は同じですが、住宅街ですと電柱があるほうが広くて、

無いほうが狭いですよね。何か基準とかあるのですか。 

 

田井課長    主に生活道路で８ｍの道路が過去には区画整理でやった札内北地区の道路において

は、車道６ｍ、歩道１ｍ、１ｍにしておりまして、そこに電柱を建てた経過がございま

す。そうした中でですね、帯広市の例を見ながら、車道５．５にし、電柱が建つ方の歩

道を１．５として、有効幅員が１ｍを取れるような形の中で、１．５と１ｍとしてきた

経過がございます。それらは区画整理だとか開発行為だとか住宅地の造成に合わせてそ

ういった定規でやってきていただいたという経過でございます。 

 

平川委員    札内のアンダーパスの例の自転車屋のところの進捗状況と、その右側の方に道の告

示みたいのが書いてありますが、あれは何を意味しているのか教えてください。 
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田井課長    自転車屋さんの関係ですけれども、今北海道の事業としてアンダーパスの事業を進

めさせてもらっています。移転につきまして、いろいろ北海道と関係者とで協議を進め

てきたのですが、協議が不調ということで、北海道の方として収用委員会に収用申請を

上げている状況が今の段階でございます。収用委員会に上げる前段で現地に収用対象物

件であるという表示を北海道の方で行ったのが、現地の看板でございます。 

        収用委員会の方の現在の段階ですが、先月だと思うのですが、収用委員会で現地の

方の視察を行っております。手続きとしては、ちょっと遅れ気味になっておりまして、

今北海道から聞いているのは、12 月頃の収用委員会の決裁になるのではないかという

ところでございまして、またその後の裁判になったりだとか、国土交通大臣への申し立

てですとか、そいった手続きが生じる場合もありますけれども、今の段階では、12 月

の決裁に向けて準備を進めていると町としては認識しているところでございます。 

 

高橋部長    若干補足をさせていただきますけれども、今、平川委員が言われた案件につきまし

ては、昭和３０年代にあそこを１８ｍの道路にすると言うことの都市計画の決定をさせ

ていただいておりました。その後、経過が経ちまして、北海道が平成１５年にアンダー

パス事業をやるということで事業に入ったわけでございますけれども、その時点で用地

買収について自転車屋さんにつきましては、それには合意できないというお話は当初か

らあったんですけれども、その後、年数をかけて交渉を北海道も行い、幕別町も行って

何とかご協力できないかということで今の現在に至っているんですけれども、中々合意

にいたらなかったということで、収用委員会の案件にかかって審議をされて、いわゆる

事業者である北海道が補償と用地買収をするんですけれども、その内容について妥当な

のか、妥当でないのかという審議をした上で、さらに地権者の方にそういう物をお示し

して、それでも合意をいただけないとなった場合に、強制収用となっていくわけでござ

いますけれども、今の段階は全てを北海道が提示をして、それに対して本人がどういう

反応をしてくるか。というのが今の段階です。この後、順次進められていくということ

では、強制収用に入ることもこの 1年の間の中では出てくるのではないかなというよう

に思っております。 

 

平川委員    町がタッチしているのかいないのか。道道ということは皆知っていますので、道が

いろいろやっているのはわかるのですが、町がそれにタッチしているのか、いないのか。

初の段階で軒先がでていると、将来計画の部分に飛び出ていると、その時に撤去しま

すという約束でやっていたという話を聞きました。私は詳しい話は知りませんけれども、

たまたまそういう経過の中でいつになったらどうなるのかということと、町がタッチし

ているのかどうなのかという質問です。 

 

高橋部長    道道の整備を町の方からもお願いしながら、上級官庁にお願いをしていくというの
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が事業の進め方なんですけれども、もちろん町の方も事業については、ぜひなんとか整

備をお願いしたいということでお願いしながら進めていっております。で、そうなった

場合、当然町の方も協力をしていかなくてはいけないということは当然湧いてくること

でございまして、札内の支所の前の道路についても、一路線の事業として整備をやった

という経過がございまして、逆に言えば支所の前の道路あたりは、幕別町が道から委託

を受けて、移転補償なり用地買収の仕事をしていったと、ただそれは道から委託を受け

た場合ですけれども、受けてない場合につきましても、全ての路線については、幕別町

も一緒に交渉にあたっていきながらお願いをしていくということで進めております。た

だ、それ以上のことになりますと、本人とあくまで事業主体の話ということになってき

ます。今言われました、建物の「ひさし」の部分につきましては、いろいろ北海道と本

人で協議をしてまして、その中で建て替えておりますから町の確認申請なんかもござい

まして、うちの方としては、なんとか引っ込めてほしいということだったのですが、ど

うしてもこういう風にやりたいんだ。ということで、現実は今建物としてはひさしが決

定のところに出てるんですね。ですから、先ほど言いました、収用委員会の方で提示し

ているというのはそれを取り除いて、問題は取り除いても建物としては問題ないだろう

と。それと、回りに置いてあるものは商品ということになっておりますので、それに対

する移転料も全てお支払いしてということで交渉しておりますけれども、そんな中、そ

こにも同意をいただけないで、先ほど言いました状況になっているというところでござ

います。 

 

平川委員    12 月くらいを目途に決着したいということですか。 

 

田井課長    決着と言うか、収用委員会の結論が出るのですが、その後の法的手続きとして、国

交大臣に対して不服申し立てですとか、他に裁判を起こしたりすることができます。

終的な決着というのは、相手がやれるかどうかというのは別として、それらが全て終わ

らないと決着ということにはならないと思います。 

 

斉藤会長    よろしいでしょうか。皆の生活道路だと思いますので、よろしくお願いします。 

        他にございませんか。・・・無いようでしたら、事務局から何かございませんか。 

 

田井課長    皆さんの方からなければ、私の方から次回の審議会の日程についてご説明をさせて

いただきたいと思います。 

        次回の審議会については、来年２月の上旬を予定しております。内容といたしまし

ては、前回第２回の都市計画審議会でご協議をいただきました、桜町地区、旭町北地区

の北海道が決定する区域区分、いわゆるこの場合でいきますと、逆線にかかります幕別

町が決定する、用途地域の変更、下水道の変更、特別工業地区の変更について、正式に

諮問をあげさせていただいて、答申をいただくという内容で行いたいと思います。また、
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時期につきましては、その時が参りましたら会長と相談させていただいて、皆様にご案

内差し上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    はい。藤原委員どうぞ。 

 

藤原委員    ちょっと時間あるんで、さっき町長から野菜工場の説明がありましたけど、これは

工場と言うからには工業団地とか、準工業団地の用途に建てるというのが我が町の方針

ではないかと思いますが、そういうことなしに、西和地区の高台に建つんでないかと思

うんですが、その辺ちょっと説明してもらえればと。 

 

田井課長    今回建てられる物件につきましては、ホウレン草の栽培と言うことで、言ってみれ

ば水耕栽培みたいな形なのですが、あくまでも都市計画法上の扱いにつきましては、農

産物の生産に係る施設ということになりますので、その関係がございまして、都市計画

法の２９条で定められている開発行為というものは不要の案件になります。したがいま

して、同じことが工業団地でできるとかできないということではなくてですね、もちろ

ん工業団地の中でやっていただいてもかまわないのですが、あくまでも農地法の適用を

受けた温室であり、農業施設用地という都市計画法上の取り扱いとなりますので、調整

区域であっても建てられるという案件でございます。 

 

藤原委員    それはビニールハウスとかそういう建物が構造的に永久構造物ではないからという

ことではないということですね。 

 

田井課長    一つは農地であるものを農地でなくすということに関しましては、開発行為という

ことになりますけれども、今回水耕栽培施設であっても、ああいった形のものにつきま

しては、農業委員会の方で北海道農業会議に確認しておりますけれども、農地転用の手

続きは不要だという見解をいただいておりまして、そうなると農地が農地のまま残ると

いうことでございますので、区画形質の変更もないということでございます。また、そ

れに関わります、事務所とか集出荷に関する施設につきましては、あくまでも農業用の

集出荷の施設でありまして、それに関しましても開発行為不要案件として取り扱われる

ということでございまして、今回の案件につきましては、全てが開発行為不要の案件と

いうことでございます。 

        基本的には温室部分は仮設であるとかそういったことではなくてですね、事務所部

分についてもですね、一部仮設扱いになるものも今回のケースではありますけれども、

基本的には農業用施設に係る施設と言うことで捉えておりますので、そういったことで

お願いしたいと思います。 

 

高橋部長    先ほどから、話出ております植物工場という名前はついておりますけれども、いわ
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ゆる、今課長の方から説明ありましたように水耕栽培のホウレン草の栽培ということで、

農業として営むということで申請が上がって協議されたものでございます。それで構造

につきましては、いわゆるガラス温室の約１．２ｈａの中に水耕栽培的なものが自動で

トレイと言うのがありまして、流れていって、その日数に応じて流れていく間の中で、

ホウレン草が生育して出てくると。そこで事務所等で加工して出荷するという流れにな

っておりまして、ガラス温室なものですからその中には人は入らないということの限定

の中での藤原委員が言われる、建物としては見なさない。あくまでも工場。人が出入り

しない工場と言う意味で建築物には該当しないという扱いになって、許可となる案件で

ございます。ただ、作業場なりボイラー室なりといった部分の面積も約２，０００㎡く

らいあるんですけれども、そこについては農業をしなければいけない施設としてボイラ

ー室なり作業室というのを建築確認を取って農業施設として出すということです。さら

に、そこの上にはビニールハウス、いわゆる仮設的なものの形で大屋根をかけて作業を

行うという、二重構造になったような形で現在のところ協議がなされて、これは北海道

とも協議をさせてもらいましたが、建築基準法についても認められる案件。都市計画法

については先ほど課長が説明した内容の中で協議がされて、今現在進められているとい

う内容でございます。 

 

平川委員    関連してなのですが、農業施設となると農業の方の法律によって色々と制約が出て

くるんだろうと。ただ、あそこは工業団地のちょっと奥側ですね。風向きからすると町

の方に向かって風が吹いてくるという地域になるかと思います。問題はその残渣ですよ

ね。主に野菜と言ってもホウレン草ですか。出てくる残渣というものの処理の仕方によ

っては、野菜の残渣というのは相当匂いが強いですから、都市計画の中で規制するとか

管理するとかそういったことはありえないんですか。 

 

田井課長    都市計画法の中で廃棄物処理の関係を規制する条項はございません。あくまでも、

それは廃棄物処理の法の中で処理されるということになろうかと思います。 

        廃棄物処理の運搬業者が処理されるであろうと思っておりますが、そこまで私ども

の方で内容を聞いているわけではございませんけれども。 

        

斉藤会長    今の質問について何かありませんか。よろしいですか。 

        他に何かありませんか。意見・質問等無いようでしたら本日の第３回審議会を終了

致します。 


