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平成２２年度第４回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２３年２月１０日（木） 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） 

吉川 民之輔        （公募によるもの） 

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．欠席者              廻渕 幸雄         （公募によるもの） 

 

５．議 事   

【諮問事項】 

諮問第６号 帯広圏都市計画用途地域の変更について（幕別町決定） 

諮問第７号 帯広圏都市計画特別用途地区の変更について（幕別町決定） 

諮問第８号 帯広圏都市計画下水道の変更について（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。 

会議に先立ちまして、廻渕委員より所用により欠席の申し出がございましたの

で、報告をさせていただきます。 

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４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、帯広圏都市計画用途地域の変更、帯広圏都市計

画特別用途地区の変更、帯広圏都市計画下水道の変更についての３つの案件でござい

ます。こちらの案件につきましては、昨年７月に開催されました、平成２２年度第２

回の審議会でご審議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。 
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高橋部長    続きまして、岡田町長よりご挨拶申し上げます。 

 

 

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６号から諮問第８号まで一括して事務局より説明願います。 

 

笹原係長    はい、それでは諮問第６号帯広圏都市計画用途地域の変更について、諮問第７号帯

広圏都市計画特別用途地区の変更について、協議第８号帯広圏都市計画下水道の変更につ

いて、一括してご説明いたします。これら３件の都市計画の変更は７月に開催いたしまし

た、第２回都市計画審議会の中でご説明をさせていただいた内容から変更はございません

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４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。 

        早いものでもう２月も１０日なりました。今年は正月以来雪もあまりなく、大変お

だやかな日が続いているなと思っております。 

        先日、皆様も新聞をご覧になったかと思いますが、本町の住宅を建てた件数が管内

で一番多い。年間１００戸切っていたものが、前年対比約１．５倍。札内北栄町の区

画整理地区を中心に１２８棟建築されたということでございました。ただ、なかなか

今の自治体情勢でいきますと、人口増には繋がらない部分がありまして、明日明後日

の新聞に昨年１０月の国勢調査の速報値が出るかと思いますけれども、残念ながら我

が町も５年前と比べると３２６人マイナスということであります。管内では音更がダ

ントツで２０００人あまり増えていまして、芽室、更別、中札内といったところも伸

びています。逆に帯広市が２０００人くらいマイナスということであります。日本全

体の人口がマイナス状況でありますので、これから人口を伸ばしていくのはなかなか

難しいのかなとも思いますが、おかげさまで住宅の着工件数が増えているのはありが

たいことだと思っております。 

        さらに、１月早々かちまいホームセンターが北栄町で昨年に引き続いて実施をして

いただいております。これらに合わせて少しでも早く住宅が建設されれば、人口増に

繋がればと思っているところでございます。 

       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

圏都市計画用途地域の変更」外２件の３件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の上、答申いただきますようお願い申し上げます。 

また、今回の審議会が審議委員皆様の在任期間におきまして、最後の審議会となる

予定であります。２年間に亘りまして、お忙しい中にあって審議会の運営にご協力を

いただき、鋭意慎重にご審査を賜り、幕別町の都市計画行政にお力添えをいただいた

ことに対しましてこの場を借りて厚くお礼申し上げます。 

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

し上げまして一言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。 
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が、改めてご説明させていただきます。 

これら３件の案件につきましては、同じく第２回都市計画審議会の中で諮問、答申を

いただきました「区域区分の変更」に伴いまして、市街化区域の面積が縮小いたします

ことから、併せて関連する各計画の変更を同様の内容で行うものであり、すべて幕別町

が決定する案件であります。なお、「区域区分の変更」につきましては、平成 23 年２月

７日、今週月曜日開催の北海道都市計画審議会において原案のとおり諮問、答申されて

おりまして、国土交通大臣の同意協議を経て３月末頃に北海道が決定告示を行なう予定

となっております。 

初めに用途地域についてご説明いたします。用途地域は全部で１２種類ありまして、

住居系７種類、商業系２種類、工業系３種類となっております。幕別町では、そのうち

工業系の「工業専用地域」を除く１１種類の用途地域を決定し、土地の合理的な利用を

誘導しているところであります。 用途地域は、種類によって建築物の用途や建ぺい率、

容積率、高さなどに制限を設けております。今回の案件では、区域区分の変更により市

街化区域から市街化調整区域に変更となります、桜町地区と旭町北地区の２地区に設定

している用途地域を解除するのが今回の変更の内容となっております。 

 議案の４ページと５ページをご覧ください。 

４ページの左端に表記されておりますが、対図番号幕－１が桜町地区、幕－２が旭町

北地区であり、位置につきましては５ページにそれぞれ表記させていただいております。 

まず、幕－１の桜町地区については、約０．３ｈａを市街化調整区域に変更するもの

でありますですが、現在は第２種中高層住居専用地域となっております。この用途は「主

として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められた地域」でありまし

て、建ぺい率は６/10 と表記されておりますが６０％、容積率は 20/10 と表記されてお

りますが２００％となっております。 ２ページに戻っていただいて新旧対照表をご覧

いただきたいのですが、幕別町では、現在、第２種中高層住居専用地域の面積が約１８

６ｈａありまして、そこから０．３ｈａ縮小するのですが、資料におきましては表記上

１０ｈａ以上の面積については整数で表記することとなっておりますので、変更前と変

更後が１８６ｈａと変わらない数字となっております。 

 次に幕－２の旭町北地区でありますが、４ページ、５ページに戻っていただいて、こ

ちらは工業地域になっておりまして、「主として工業の利便を増進するため定められた

地域」と定義されております。建ぺい率は６/10 と表記されておりますが６０％、容積

率は 20/10 と表記されておりますが２００％となっております。 ２ページに戻ってい

ただいて新旧対照表では、工業地域につきましては幕別町全体で約１６８ｈａありまし

て、今回、約５．８ｈａを縮小するのですが、先ほどの桜町地区と同様に資料におきま

しては表記上整数での表記をすることになりますことから、約６ｈａの縮小となり、１

６２ｈａが変更後の工業地域の面積となります。 

 再度、４ページに戻っていただいて、これらの地区は変更決定された後、市街化調整

区域いわゆる白地に変更になりますので、建ぺい率は５/10 と表記されておりますが５
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０％、容積率は８/10 と表記されておりますが８０％となります。また建築物について

は、特別な理由が無い限り基本的に建築できない地域となりまして、農業用の施設や、

農家住宅等の法に定められた建築物しか建てることはできなくなります。 

 続きまして、諮問第７号帯広圏都市計画特別用途地区の変更についてご説明いたしま

す。 

特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土

地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完

して定めるものであります。今回は、特別用途地区の種類の一つであります、特別工業

地区について、変更をするものであります。 

議案の６ページをご覧ください。表の中の備考欄に主な規制建築物とあり、（１）か

ら（７）までございますが、ここに記載されている用途の建物は特別工業地区の中では

建築ができないこととなっております。これは、工業に特化した工業地としての増進を

図るために住宅等や図書館、パチンコ屋といった工業を誘致すべき土地にふさわしくな

い建築物の規制を行い、近隣の住宅地への影響が懸念される危険物等を取り扱う工場な

どの規制をしているものであります。 

幕別町におきましては、特別工業地区は、札内地区のリバーサイド幕別工業団地、千

住地区の札内東工業団地、幕別地区の明野工業団地の３個所がございます。面積につき

ましては、７ページに記載がありますが、合計で約１１９ｈａとなっております。 

今回、幕別地区の明野工業団地の一部であります旭町北地区が市街化調整区域に変更

され、同時に用途地域を解除いたします。特別工業地区は用途地域を補完するという性

格でありますことから、用途地域がない場所には設定することができませんので、用途

地域の変更に併せまして、約５．８ｈａ縮小し、約１１３ｈａに区域を縮小するもので

あります。 

続きまして、諮問第８号ついてご説明いたします。 

議案の９ページ、１０ページをご覧ください。都市計画下水道の変更でありますが、

幕別町には札内公共下水道と幕別公共下水道の２つの下水道が決定されておりまして、

それぞれの区域は市街化区域と同じ区域で決定しております。 

今回の変更は、まず、11 ページにあります桜町地区の区域区分の変更に伴い、面積を

約０．３ｈａ縮小するものでありますが、１０ページの変更説明書では用途地域と同じ

く整数で表記することとされておりますことから、札内公共下水道の区域約５３３ｈａ

のうち約０ｈａ縮小して面積変わらず約５３３ｈａに変更するとしたものであります。 

次に、１２ページにあります旭町北地区の区域区分の変更に伴いまして、面積を約５．

８ｈａ縮小するものでありますが、１０ページの変更説明書では用途地域と同じく整数

で表記することとされておりますことから、幕別公共下水道の排水区域については、５，

８ｈａを約６ｈａの縮小とし、２５７ｈａから２５１ｈａに変更するものであります。 

 次に諮問事項第６号から８号に係る今後の計画変更のスケジュールについてご説明

いたします。 



5 

 議案の１３ページをご覧ください。本日２月１０日皆さんにご審議いただきまして、

答申を得られましたなら、北海道知事の同意を得て３月末頃に幕別町が決定告示を行う

流れとなっております。このスケジュールにつきましては、３つの案件全て同じ流れで

進むこととなります。 

 最後に、３つの都市計画変更案につきまして、町のホームページ及び役場掲示板にて

お知らせを行い、１月７日から１月２１日までの２週間縦覧を行いましたが、いずれの

案件につきましても、縦覧者、意見書の提出はございませんでした。 

 以上で、諮問第６号から諮問第８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    今の説明についてご意見ご質問は何かありませんか。 

        旭町北地区と桜町地区と場所的には２箇所あったのですが、順番に聞いていきます。 

        旭町北地区について何かご意見ございませんでしょうか。 

        地図を見たところ、ここの部分だけすっぽり白地になっておりまして、回りは全て

工業団地になっているんですね。元々穴があいて白くなっているというのは、所有者が

利用していてできなかったということだったんですか。元々の最初に工業団地にする時

は。 

 

田井課長    この地域につきましては、元々民地と言うことでありまして、特に開発もされてい

ない部分ということで長年経過してきてたわけですけれども、今回、調整区域に変更す

るというのは、前にも説明させていただきましたが、牛を飼って草地として将来的に使

いたいという所有権を取得された方の意向もありまして、今回調整区域に変更をしたい

という諮問であります。 

 

斉藤会長    農地として使いたいと以前話されていたのはここではなかったでしょうか。 

 

田井課長    桜町地区につきましても、旭町北地区につきましても、将来も農地として活用して

いきたいという地主さんの希望を受けまして、市街化調整区域に変更するということで

ございます。特に旭町北地区につきましては、市街化区域のままですと、農振農用地区

域に含めることができないということになりますので、そうなりますと、農業に関する

補助金が受けれないということもございまして、市街化調整区域に変更しまして、農林

課の方で農振農用地区域に編入手続きを行った上で、農業の補助を受ける土地としたい

という地主さんの意向がありまして、今回調整区域に変更するということでございます。 

 

斉藤会長    他に何かございませんか。桜町地区についても何かございませんか。 

    無いようですので、それでは諮問第６号について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。 
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・・・・・（異議無し）・・・・・ 

異議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。 

 

次に、諮問第７号について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。 

・・・・・（異議無し）・・・・・ 

異議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。 

 

次に、諮問第８号について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。 

・・・・・（異議無し）・・・・・ 

異議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。 

 

それでは、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    今回、答申を頂きました内容については今後、議案書の１３ページにありますよう

に、北海道知事との同意協議を受けまして、北海道の区域区分の決定と同時に併せまし

て３月の下旬に今回の用途地域の変更、特別用途地区の変更、下水道の変更について告

示をさせていただく予定となっております。以上でございます。 

 

斉藤会長    他に皆さんから何かございませんでしょうか。 

        今年度の都市計画審議会は最後ということで町長からもお話ありましたが。 

 

田井課長    平成 22 年度の都市計画審議会につきましては今回で最後としたいということでご

ざいます。委員さんの任期につきましても、今年の５月で切れるということもございま

して、町長の方からも挨拶の中で少し触れておりましたが、また色々と皆さんの意思確

認などもさせていただきながら、お願いする場面も出てくるかなと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    ５月１２日までが任期ですね。今回で終わりかなとは思っていました。 

 

嶽山委員    ２点ほどお願いします。１点は３月の帯広圏のセミナーの開催の有無。それからも

う一点は、昨年の１２月にアンケート実施しましたよね。その公表だとか、有効利活用

はすると思いますが、公表するかしないか教えてください。以上です。 

 

田井課長    まず、帯広圏のセミナーについてですが、今回は予定がされていないということで、

開催の予定はございません。 

        また、アンケート調査を実施いたしました。昨年の末に実施しましたが、年明けて

からも回答が返ってきておりまして、アンケートの集計作業中ということで、まだ公表

できる段階ではございません。時期がまいりましたら、結果を公表した中で、都市計画
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マスタープランの見直し、今作業を進めておりますけれども、住民の方の意見を伺う場

面を設けていきたいと思います。以上でございます。 

 

嶽山委員    参考に回収率はどれくらいなんですか。 

 

田井課長    アンケートの対象としては 2000 通出したのですが、回収率は 45％～46％くらいの

回収率ということで、年末のアンケートということもあり心配していたのですが、皆さ

んご協力いただいて、回収率は良かったと思います。 

 

高橋部長    補足をさせていただきたいのですが、今嶽山委員が言われたアンケート、元は都市

計画マスタープランという皆さんにお配りしております、都市計画に対する町の考え方

を示したものであるのですが、それは当初、平成 15 年に策定しました。平成 12 年を基

準として、20 年の計画で将来の町づくりをこうしていこうというふうに定めたものが

都市計画マスタープランでございます。 

        マスタープランそのものは前期・後期と概ね 10 年を基に見直しをしていくというの

が法律で定められておりまして、今回アンケートをしたのは、後期の 10 カ年に向かっ

て町づくりの方向が国の法律ですとか、町の情勢とかが変わっていった段階で今の計画

から新たに計画を組み直しして、見直しをしなさいというシステムになっておりまして、

町の方の総合計画についても、その間で一回変わってますし、それと整合をとっていく

べく町づくりのマスタープランを変えていくのに、皆さんの意見を伺うということで１

１月にアンケート調査を実施し、その結果をまとめて後期の方のマスタープランを仕上

げていくということでございます。 

        前段、こういう形でマスタープランの見直しをするということを、どこかの場面で

皆さんにご説明をしておくべきだったと思いますけれども、そのへん大変申し訳なく思

います。 

 

斉藤会長    よろしいでしょうか。他に何かございませんでしょうか。 

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


