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平成２３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２３年５月１８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） 

中橋 友子         （  〃  ） 

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     (    〃  ) 

小林 美裕         （  〃  ） 

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 

都市計画課都市整備係長 香田 裕一 

 

４．議 事   議案第１号 会長の選出及び職務代理者の指名 

        説   明 都市計画について 

        協議第１号 都市計画マスタープランの見直しについて（中間報告） 

 

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。 

        それでは本日は、都市計画審議委員の改選に伴い、審議会に先立ちまして、岡田町

長より委嘱状の交付をさせていただきますので、お名前をお呼びいたしますので、そ

の場でご起立をお願いいたしたいと思います。 

        最初に藤原委員。 

 

岡田町長    委嘱状、藤原孟様。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。平成２３年５月１５

日幕別町長岡田和夫。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    中橋委員。 

 

岡田町長    委嘱状、中橋友子様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    嶽山委員。 

 

岡田町長    委嘱状、嶽山信行様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    土谷委員。 

 

岡田町長    委嘱状、土谷博樹様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 
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高橋部長    斉藤委員。 

 

岡田町長    委嘱状、斉藤剛様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    林委員。 

 

岡田町長    委嘱状、林恵子様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    吉川委員。 

 

岡田町長    委嘱状、吉川民之輔様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    平川委員。 

 

岡田町長    委嘱状、平川康蔵様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    小林委員。 

 

岡田町長    委嘱状、小林美裕様。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    それでは只今より平成２３年度第１回幕別町都市計画審議会を開催いたします。 

        始めに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頂きたいと思います。 

本日は、何かとお忙しい中、平成 23 年度第１回幕別町都市計画審議会にご出席を頂

き誠にありがとうございます。また、ただ今委嘱状を交付させていただきましたが、

都市計画審議会委員の改選に当たりましては、皆様方にはお忙しい中にも関わりませ

ず、快くお引き受け頂いた事にお礼を申し上げます。さらに、日頃から皆様にはそれ

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

あたたかいご理解とご協力を頂いておりますことに、併せてお礼を申し上げます。 

４月に行われました町長選では、初当選以来の選挙となりましたが、町民の皆さん

からの大きな期待を頂きまして４期目の職務に着かせていただくことが出来ました。

以前にも増して、多くの町民の皆さんの負託に応えるべく、より一層町政の執行にま

い進する覚悟でありますとともに、これからも町民の皆さんが安全・快適で、幕別町

の更なる発展が出来るように心新たにしているところでございます。 

さて、本日は改選後初めての審議会ということになります。議案第１号で「会長の

選出及び職務代理者の指名」を、また、初めて審議委員になられる方もいらっしゃい

ますので、事務局から都市計画審議会の役割あるいは都市計画の概要を説明させてい

ただきたいと思っております。その後、協議事項として「幕別町都市計画マスタープ

ランの見直しについて」を予定していますのでよろしくご審議のほどお願いいたしま

す。 

最後になりますが、日本全体の少子高齢化が進み、人口減少期を迎えており、幕別

町においても昨年の国勢調査の速報値では若干の人口減となっております。まちづく

りに対する考え方も大きな転換を求められる時代となってまいりましたが、幕別町と

してより良い都市計画行政が進められますように、皆さんの一層のお力添えを賜りま

すことをお願い申し上げまして、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    それでは、新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、自己紹介をお願いした

いと思います。藤原委員の方から順次お願いいたします。 

 

藤原委員    藤原孟です。よろしくお願いします。 
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中橋委員    札内桂町に住んでいます、中橋友子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

嶽山委員    札内北町の嶽山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

土谷委員    札内のみずほ町に住んでいます。土谷博樹でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

斉藤委員    斉藤剛と申します。本町で自営業を経営しております。これから２年間よろしくお

願いいたします。 

 

林委員     林恵子です。錦町で自転車店をやっています。よろしくお願いします。 

 

吉川委員    旭町の吉川民之輔といいます。よろしくお願いいたします。 

 

平川委員    札内若草町の平川康蔵です。よろしくお願いします。 

 

小林委員    同じく札内若草町で自営業をしています。小林です。よろしくお願いします。 

 

佐伯委員    古舞の佐伯です。よろしくお願い致します。 

 

高橋部長    今、ご紹介いただいた皆様は、それぞれのお手元の議案書の２ページ、資料１に幕

別町都市計画審議会の委員として名簿を載せています。委員の構成としましては、学

識経験のある方、４名。町議会議員の方が２名。農業委員会の会長さん。そして、公

募による方が３名ということになります。 

        皆様方にたいしましては、今後、任期満了の期間、都市計画行政にお力添えを頂き

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いさせていただきたいと思います。 

        ここで、町長は次の公務が控えておりますので退席いたします。ご了承ください。 

        （町長退室） 

        次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思いますけれども、最初に私、建設部

長をやっております、高橋です。よろしくお願い致します。 

 

田井課長    都市計画課長の田井と申します。よろしくお願い致します。 

 

笹原係長    計画係長の笹原です。よろしくお願い致します。 

 

塚本主査    計画係の塚本です。よろしくお願い致します。 

 

香田係長    都市整備係長の香田です。よろしくお願い致します。 

 

高橋部長    以上、事務局はご覧の通りでございますので、よろしくお願いを致したいと思いま

す。 

 

        それでは、議事日程の２に入らせて頂きます。「議案第１号の会長の選出及び職務代

理者の指名について」ですが、今回は改選後初めての会議でございますので、通常議

長を務めます会長がおりません。したがいまして、議案第１号につきましては、私の

方で議案を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

   

       （異議なしの声） 

 

        ありがとうございます。それでは、会長の選出につきましては、お手元の議案書５

ページ、資料２の幕別町都市計画審議会条例第４条第１項により、「会長については学
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識経験のある者として任命された委員の中から審議会委員の皆様の互選により定め

る」となっておりますので、つまり、林委員、斉藤委員、土谷委員、嶽山委員の４名

の方から選出することになりますが、どのような方法で選出をするか、お諮りをいた

したいと思います。 

  

林委員     推薦という方法で都市計画に一番お詳しい斉藤さんをということでどうでしょう

か？ 

 

高橋部長    只今林委員の方から、推薦にてという声がありましたが、推薦でよろしいでしょう

か。 

  

        （異議なし） 

    

        異議なしという声がありましたので、そのようにしたいと思います。さらに林委員

の方から斉藤委員を推薦ということでありますがいかがでしょうか。 

 

        （異議なし） 

    

        それでは、意義なしということですので、斉藤委員に会長をお願いするということ

で決定いたします。斉藤委員には会長の席に移っていただきたいと思います。 

 

        （会長移動） 

        それでは、斉藤会長よりご挨拶頂きたいと思います。 

 

斉藤会長    一言ご挨拶を申し上げます。ご推薦を頂きましたので大役ではありますが、都市計

画審議会の会長をお受けしたいと思います。再任の委員さんはもちろんのこと、この

度、新しく委員になられました委員の皆様に置かれましても、高いご見識をお持ちの

方々ばかりとお聞きしておりますので、委員の皆様方のご指導とご協力を頂き、活発

な審議会を展開できますよう努力してまいりますので宜しくお願いいたします。 

 

高橋部長    ありがとうございました。それでは、職務代理者の指名に移ります。 

        審議会条例第４条第３項の規定により、会長が指名することになっておりますので、

ご指名を会長よろしくお願いします。 

 

斉藤会長    職務代理者につきましては、隣におられます林委員をご指名したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

高橋部長    職務代理の方も決定いたしました。それでは、議事日程３に移ります。 

        今回は、委員改選後の最初の審議会ということもありまして、事務局から「都市計

画について」の説明をさせていただきます。この先につきましては、斉藤会長に議事

の進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

斉藤会長    それでは、議事日程３の説明に移ります。事務局から「都市計画について」の説明

をしていただきたいと思いますので、事務局お願い致します。 

 

笹原係長   はい、計画係長の笹原です。それでは都市計画について説明させていただきます。

最初に本日お手元にお渡ししております資料の確認をいたしたいと思います。 
既に配布させていただいております資料は、審議会議案が全 26 ページとなっていま

す。 

次に協議事項であります「都市計画マスタープラン見直しについて」の資料といた

しまして、 

別紙１・２・３がホチキス止めしてあります。 
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別紙４はアンケート調査結果報告書、別紙５が見直し（案）を記載しております新

旧対照表となっております。 

最後に、別紙６は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」であります。 

これとは別に、市街地が表されている１万分の１の都市計画図と、都市計画区域全体が

表されている２万５千分の１の都市計画図の２枚の図面をお配りしています。 

この他、現行の「幕別町都市計画マスタープラン」と「幕別町緑の基本計画」を各１

部ずつお配りしています。 

以上がお手元にお渡ししている資料ですが、資料が足りない方がいましたらお申し出

ください。 

（足りない方が居るかの確認） 

説明につきましては、前段で計画係から都市計画の一般的事項と審議会について、後

段で都市整備係から今年度実施を予定している都市計画事業について説明させていた

だきます。 

早速、「都市計画について」の説明に入らせて頂きますが、初めに議案９ページから

始まります資料４の「都市計画について」の説明をさせていただきまして、その後に、

資料２の「都市計画審議会について」、資料３の「都市計画の決定権者」についての説

明をさせていただきます。なお、説明につきましては、資料に詳しく記載されています

ので簡単に要点のみとさせていただきます 

それでは、資料４の「都市計画について」をご覧ください。 

10 ページの「１ 都市計画と都市計画法」ということで、「都市計画とは、まちづく

りの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合的・一般

的に定めるもの」であり、「都市計画法は、都市計画の各種制度や基本的な土地利用規

制について定めている法律」であります。 

都市計画法第２条では、「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保する

ため、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図る」ことを基本理念としております。 
都市計画の概要といたしましては、10 ページの中段から下に掲載のとおりとなって

おります。 

次に、「２ 都市計画区域」についてでありますが、都市計画区域とは、都市計画法

の規制を受ける土地の範囲のことありまして、国土交通大臣の同意を受けて知事が決定

するものであります。平成 12 年の都市計画法の改正により、都市計画区域の外側にお

きましても、都市計画法の規制を受けることになりましたが、基本的には区域内に適用

を受けるということになるものであります。 

中段に載っているのが概念図ですが、幕別町は左側の線引き都市になります。一番外

枠に行政区域があり、その中に都市計画区域、更にその内側に市街化区域が設定されて

おりまして、都市計画区域内の市街化区域以外の部分を市街化調整区域と言いまして、

市街化を抑制する区域、所謂建築物の建築が厳しく規制される区域となっております。 

ここでお配りした２万５千分の１の都市計画図をご覧頂きたいと思います。外側にグ

レーのぼかしが入った二点鎖線が入っていますが、これが都市計画区域の線になります。

行政区域の中の、幕別・札内市街とその周辺の相川、千住、明野や途別などが都市計画

区域に入っております。このうち、都市計画区域の中で白い部分と色が塗られている部

分がございますが、色の塗られている部分が市街化区域でありまして、白い部分が市街

化調整区域になっております。 

なお、幕別町の場合、近隣の帯広市、音更町、芽室町の１市３町が一つの都市として

「帯広圏都市計画」を定めておりまして、各種の都市計画に関わる事項について圏域内

で調整を図りながら進めているところであります。 

次に、12 ページになりますが、「市街化区域と市街化調整区域」についてであります。 

都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、都市計画区

域を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となりまして、これに対して市街化調整区域は市街化

を抑制する区域となり、建築物の建築が厳しく規制されることとなります。 

幕別町につきましては、現在の都市計画区域が 8,210ha ございまして、その内 784ha

（9.5％）が市街化区域となっております。また、平成 23 年３月末現在の住民登録者数

によりますと、行政区域内人口が 27,461 人、都市計画区域内人口が 23,845 人で全体の

約 87％、市街化区域内人口が 21,988 人で全体の約 80％の方々がお住まいになっている
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と言う状況にあります。 

次に、13 ページの「都市計画マスタープラン」についてであります。 

都市計画マスタープランは、都道府県が定める「整備、開発及び保全の方針」と、「市

町村の都市計画に関する基本的な方針」とされるものがあります。 

道が定める「整備、開発及び保全の方針」の役割といたしましては、都市計画の目標

を創り、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定とその方針を定めるとともに、土

地利用や都市施設の整備等の都市計画の決定に関して方針を定めるものであります。幕

別町の場合は、この方針を帯広圏として定めております。 

これに対しまして、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」は、市町村では所謂

「都市計画マスタープラン」と呼んでおりまして、将来の都市構造を明らかにし、分野

別計画相互の調整を行い、都市計画の整合性、総合性の確保を図り、具体の都市計画の

決定や変更の指針となるものであります。 

なお、幕別町の都市計画マスタープランにつきましては、平成 15 年に策定をされて

おりまして、後ほどご協議をしていただく予定となっておりますが、昨年度より見直し

に向けた作業を進めているところであります。 
続きまして、14 ページの地域地区であります。 

土地をその利用目的によって区分し、都市の合理的な利用を誘導するものというのが

地域地区の基本でございます。具体的なものといたしまして、地域地区の中で用途地域

というものがございます。これは、建築物の用途や規模を規制するもので、地域地区の

中で最も基本的なものです。 

目的といたしましては、用途地域の適正な配置による機能的な都市活動の確保であり

ます。用途の種類は 12 種類ございまして、幕別町では工業専用地域を除く 11 種類を決

定しているところであります。規制誘導としては、建築物の用途、容積率、建ぺい率、

高さなどを定めております。 

用途地域の他に地域地区といたしましては、特別用途地区ということで、幕別町では、

工業地域に特別用途地区を定めております。 

15 ページからは都市施設、市街地開発事業及び地区計画についての一般的事項につ

いて記載しておりまして、説明につきましては割愛させていただきたいと思います。 

以上が、資料４の「都市計画について」の説明とさせていただきますが、これまで説

明をいたしました内容につきましては、19ページから24ページにあります資料５の「幕

別町の都市計画概要」におきまして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。 

続きまして、３ページ目に戻りまして、資料２の「都市計画審議会について」説明さ

せていただきます。 

都市計画審議会は、都市計画法に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため

に設置された付属機関ということになります。 

都市計画審議会の権限は、一つに都市計画法によりその権限に属された事項を調査審

議すること、市町村が決定する案件に対して調査審議していくということであります。 

二つ目に市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議することでありま

す。 

それから三つ目に都市計画に関する事項について、関係行政機関へ意見を述べること

ができるという、三つの権限があります。 

４ページをご覧ください。審議会の組織及び運営に関しましては、政令に基づきまし

て条例で定めております。議案の５ページにその審議会条例を載せておりますが、学識

経験のある者が４名、町議会の議員が２名、農業委員会会長が１名、それから公募によ

る者が３名の合計 10 名で構成しております。 

６ページに、その他ということで、審議の非公開についてであります。審議会は、基

本的には通常公開で行っておりますが、議事を公開するか非公開とするかは審議会の判

断に属するものであるということであります。議事録の取り扱いについても同様であり

ます。 
二つ目といたしまして、委員の代理でありますが、代理出席は通常認められないとい

うことであります。ただし、関係行政機関の職員が委員になっている場合で、充て職の

ような場合に関しましては、代理出席を拒否するべき理由はありませんので、代理出席

は可能であるということでありますが、幕別町の審議会では、基本的に代理出席は無い

と考えております。 



7 

最後に、７ページと８ページの「都市計画の決定権者」についてであります。 

都市計画の決定は、市町村と知事が決定することになっておりまして、市町村が決定

するもの、あと北海道が決定するものについてそれぞれ丸をつけて表示しております。 

審議会の審議するものに関しましては、あくまで市町村が決定する案件について審議

するというものであります。北海道が決定する案件につきましては、幕別町から北海道

に案を提出する必要がありますので、その段階で協議していただいて、意見を聞くこと

で進めておりますが、都市計画決定する案件に当たりましては、あくまでも市町村の案

件について諮問答申していくということであります。 

以上、都市計画に係る基本的な事項について説明させていただきました。 

続きまして今年度実施予定の都市計画事業につきまして、担当から説明させていただ

きます。 

 

香田係長    都市整備係長の香田でございます。私のほうからは平成２３年度に予定しておりま

す都市計画事業についてご説明いたします。本来、都市計画事業については都市計画

審議会で審議する内容ではございませんが、事業実施にあたって、意見を付すことが

できることから、今現在どのような事業を行っているか説明いたします。 

        都市計画事業につきましては、都市計画決定を行った後に都市計画法に基づいて事

業を行うものです。都市計画課で所管しているのは都市公園、街路事業（都市計画道

路）を所管しています。平成２１年度までは国土交通省所管の補助事業ということで

個別の都市計画事業の補助事業だったのですが、平成２２年度から補助事業が一括化

されまして、社会資本整備総合交付金という名前で、都市計画事業とそれ以外の事業

と一括で行う事業となっております。その内容についてご説明したいと思います。 

        本町の都市計画課で行っている事業としましては、社会資本整備総合交付金の都市公

園事業を基幹事業とした事業を実施しております。資料は２５ページになります。 

        基幹事業として、幕別町公園施設長寿命化計画策定調査と題しまして、平成２１年度

と２３年度、今年度を予定しております。内容としましては、幕別町内にある都市計

画公園９０箇所の施設すべてを調査いたしまして、それが危険かどうかという判断を

いたしまして、それの施設を延命措置をするために、どの時期に修繕をしたらいいか

という計画をたてるものであります。平成２１年度に９０か所の公園の遊具を調査し

ております。今年度予定しておりますのが、公園内にあります建築物・土木構造物、

橋とかですね、それら９７施設について調査をする予定となっております。総事業費

で２，２００万円となっています。 

        もう一つの基幹事業といたしまして、幕別町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事

業というちょっと長い名前なんですが、これが社会資本整備総合交付金となる前から、

平成２１年度から幕別町で実施しています。予定は平成２５年度までとなっています。 

        内容は先ほどの長寿命化計画で、危険と判断された遊具と年数がたって寿命となった

施設をリニューアル、改築・更新を行う事業であります。予定していますのが、平成

２５年までに、街区公園３９箇所、近隣公園１箇所、風致公園１箇所、運動公園１箇

所の合計２５０施設の改築を行う予定であります。平成２３年度は街区公園６箇所の

９施設において改築・更新を行う予定であります。事業費は約３億５千万円を予定し

ております。以上が基幹事業であります。 

        続きまして、社会資本整備総合交付金の中の関連社会資本整備事業というものを平成

２３年度から平成２６年度までを予定しております。これにつきましては、都市計画

道路を道路事業として整備するもので、札内西大通、札内２線、ちょうど北小学校の

西側と北側の道路の整備を予定しております。それと、１００記念年ホールのあるス

マイルパークの出入り口がちょっとわかりにくいので、大型案内標識３基を設置する

予定です。事業費は全部で１億６千万円ほど予定しております。 

        最後になりますが、効果促進事業というものを本町で予定しておりまして、これは本

来、国の補助事業の対象とならない事業を補助金をいただいて実施するものです。本

町で予定しておりますのが、補助対象外の施設と言うことで公園の園名板とか、今年

度予定しているのがスマイルパーク内にあります１００年記念ホールの図書館札内分

館のエアコンの設置等を予定しております。総事業費は全部で２億６千万円ほど予定
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しています。 

        ２６ページに全体の予定している事業の公園の位置を載せております。札内地区と幕

別地区でこれだけの公園と道路の整備を行うということになります。 

        以上で私からの説明とさせていただきます。 

         

斉藤会長    只今事務局よりご説明がありましたが、ご質問があればお受けしたいと思います。 

       ありませんか。内容でしたらこれで説明事項を終わらせていただきたいと思います。 

          では次に協議事項へ移りたいと思います。 

 

田井課長    ここで、別公務のため退席する職員がおりますので少しお時間いただいてもよろしい

でしょうか。 

 

斉藤会長    はい。 

        （香田係長退席） 

        それでは引き続き、協議事項マスタープランの見直しについてに入りたいと思います。 

        事務局から説明をお願いします。 

 

笹原係長    はい。それでは都市計画マスタープランの見直しと言うことで説明をさせていただ

きます。別紙１から６までの資料を使いまして、少し長い説明になるかもしれませんが

説明させていただきたいと思います。ホチキスで留めてある別紙１から３までを私の方

から説明をしまして、別紙４のアンケート調査の結果について塚本の方から説明いたし

ます。その後別紙５を再び私の方から説明という段取りで進めていきたいと思います。 

        それでは、別紙１の説明から始めていきたいと思います。別紙１につきましては、

この都市計画マスタープランの見直しの背景に係る部分を簡単に記載しているものです。

都市計画マスタープランは平成４年の都市計画法の改正によって創設されたものです。

市町レベルにおける地域の実情や住民の声を反映した計画ということで都市計画の方針

作りが法的に位置づけられたということです。国や道ですとか法的に定められた「整備、

開発及び保全の方針」や町の計画に基づいた計画とすることになっております。本町に

つきましては、平成１５年の１０月に現行の都市計画マスタープランを策定しておりま

す。当時は第４期幕別町総合計画に基づいて、その都市計画の分野としての計画として

定められたものであります。策定当時の状況としましては、基準年が平成１２年として、

平成１２年の国勢調査の結果を使用していました。当時はまだ人口も右肩上がりの時代

背景にあり、人口増加を前提にした計画であったことから、それを根拠として市街化区

域を拡大してきました。 

       １８年に旧忠類村と合併いたしまして、総合計画も新たなものとして平成２０年に第

５期幕別町総合計画が策定されました。折しも、同じ年に都市計画法を含む「まちづく

り３法」が改正されまして、既存にあるインフラストックの有効活用と都市機能の集約

促進を目指したコンパクトなまちづくりを目指したものでありました。そうした影響を

大きく受けまして、方針としまして、帯広圏の整備、開発及び保全の方針の第１回定時

見直しが行われました。 

       その概要といたしましては、整開保自体が都市の将来の発展動向だとか人口産業の将

来見通しを勘案しながら、都市の将来図を示しながら実現に向けた見通しを明らかにす

るものであります。具体的には、市街化区域など土地利用に関わることですとか、道路、

公園、下水道などの都市施設の整備について明らかにするものであります。 

       これにつきましては、都市計画の手続きに則って、北海道が決定するものであります。

内容の詳細につきましては、別紙６にございます。この中に都市づくりの基本理念とし

て４つの方針が謳われております。１つは「原則、市街地の拡大は抑制する」、２つ目に

「都市の既存ストックの有効活用」、３つ目に「様々な都市機能がコンパクトに集積した

都市構造」、４つ目に「地球環境時代に対応した低炭素型都市構造への転換」となってい

ます。これは国の方針もありますが、これまでの考え方から大きく転換したものであり

ます。このように都市計画マスタープランを見直すに当たり、踏まえるべき計画が大き

く転換していることから、昨年から２年間をかけて見直すべく作業に着手している状況
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であります。 

       最後に、裏面の別紙２になりますが、都市計画マスタープラン見直しの策定体制とい

うことで記載しておりますが、本審議会におきましては、最終的にマスタープランの見

直し案について、答申をいただくということになります。そこに至るまでは、庁内の策

定委員会におきまして、町民意見を取り入れていくというようなことになります。 

       あと、別紙３、見直しのスケジュールですが、既に平成２２年度におきまして、アン

ケート調査の実施を昨年１２月に行っております。それのデータ解析、整理を行ったり、

計画の文面の検証や課題整理を進めてまいりました。今年度に入りまして、先日１１日

に庁内の策定委員会を開催したところでございます。本日の都市計画審議会を開催し、

今後、策定委員会、都市計画審議会と開催をして、素案の作成を６月末くらいを目途に

行い、それを基に町内の関係機関や住民への説明を実施していきたいと思っています。

それらの意見を基に、１０月１１月くらいを目途に策定委員会、都市計画審議会を開催

し、原案を作成したいと思っております。今年の１２月には議会の方にも説明したいと

思っております。年が明けまして、パブリックコメントを実施、最終的な案を確定させ

まして、２月に都市計画審議会で諮問をし、答申を頂きたいなと思っております。そし

て、３月に北海道知事、議会に報告を行うということで進めていきたいと考えておりま

す。 

       以上が別紙１～３の説明となります。次に、別紙４のアンケート調査について、塚本

の方から説明させていただきます。 

 

塚本主査     それでは私の方から別紙４に沿ってアンケート調査結果について簡単にご説明させ

ていただきます。 

       今回、幕別町都市計画マスタープランの見直しをいうことで、昨年の１２月に２，１

５０世帯を無作為に抽出しアンケートを実施いたしました。回収状況といたしましては

９８０通、４５．６％の回収となりました。今回皆さんにお配りしている現行のマスタ

ープランを作成した際にも同様のアンケート調査を行っておりまして、平成１３年に行

っています。この時で役１カ月半の期間で２，０００世帯を対象にし、４７．８％の回

答率でした。その時に比べますと％では落ちていますが、役半月と言う短い期間、また

年末のお忙しい時期にも関わらず４５％を超える回答をいただいたことは、住民の皆さ

まの関心が非常に高いものと感じております。 

       それでは、問１から順番に簡単に説明させていただきます。 

       問１は居住地区についての設問となっております。札内市街地にお住まいの方からの

回答がやはり多い結果となっておりますが、前回と比較しますと郊外の農村地区にお住

まいの方からの回答が増えております。 

       次に問２は年齢をお聞きしております。２０代から７０歳以上まで大きく偏りのない

回答となっておりますが、前回と比べ２０代、３０代、７０歳以上の方からの回答が大

きく増えているのが特徴的な部分であります。 

問３の性別では、男女比は前回と比べ女性からの回答が大きく増えています。これは

次の問４の結果でも表れておりますが、主婦の方からの回答が大きく増えていることが

要因かと考えられます。 

３ページ行きまして問４は職業をお聞きしているものです。主婦の回答率が全体の約

４分の１を占めています。 

前回アンケート比較すると、サラリーマンの回答率が約１６％減り、主婦の回答率が

１１％増えています。また農業者の方からの回答率も増えています。 

今回のアンケートにつきましては、同一世帯の方でしたら、どなたが回答してもかま

わないということでお願をさせていただいていましたので、アンケートそのものはサラ

リーマンの方のお名前でお送りさせていただいて、回答していただいたのが奥さん。と

いうケースも多いのかなと考えられます。 

問５は通勤（通学）地についての設問です。前回アンケート時と比べて大きな変化は

見られませんでした。 

帯広市への通勤（通学）が圧倒的でした。また、札内市街地よりも幕別市街地への通

勤（通学）が多いという結果が出ています。これは役場や農協等の職員数が多い事業所

が多いためと推測されます。 
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「その他」という項目ですが、こちらは、無回答の方は含んでおりませんが、無職と

回答された方は含んでおります（１４名）、地域で言いますと、豊頃、浦幌、更別、足寄

などに通勤されているという回答がありました。 

続きまして問６ですが、５ページから８ページまで記載しております。満足度の高い

項目は「幹線街路の整備」「騒音や大気汚染」「文化施設の整備」「公園や広場の整備」で

した。これらはいずれも８０％以上の満足度がありました。 

逆に満足度の低い項目は「道路の除雪」「就労機会や労働環境」「高齢者、障害者への

配慮」でした。これらはいずれも５５％を下回っています。 

       これらは、地区別に見たときもほぼ同じような結果となっています。 

６ページの上から３番目にあります、「道路の除雪」という項目でみると全体で見ると

４４．２％で最下位ながらも前回アンケート時と比較すると１０％以上満足度は上がっ

ています。また他の項目を見ても、全体的に前回と同様か満足度が増えているという結

果になっています。 

続きまして、問７は現在お住まいの地区の住みやすさについてお聞きしております。

前回アンケート時と同様、約９０％の方が幕別町を「住みやすい」と感じていると言え

ます。 

問８では今回見直すマスタープランにどのような内容を重点的に追記したらよいかを

お伺いした設問です。最も必要度高いと思われているのは「少子高齢化・環境問題に対

応した公共交通の利用や歩いて暮らしやすいまちづくり」でした。このことから日常生

活する上での利便性を求めている声が高いと言えます。 

 問９に行きまして、将来幕別町がより良いまちになるためにどのようなことが必要か

をお伺いしました。必要度が高いと思われている項目は「住環境の向上」となっており、

全体の約３４％の方が最も必要度が高いと答えています。しかし、前回アンケートと比

較すると、減少しており、「農業の発展」については前回よりも必要と思われる方が増え

ています。 

問１０－１ですが、住宅地の拡大と既存市街地整備についてです。前回アンケートと

比較すると、「市街地内の空き地、空き家対策を図る」が大きく増え、逆に「幹線道路沿

いに新たな住宅地を開発する」が大きく減っています。 

       新たな住宅地よりも現在の住環境をより良くすることを望んでいると考えられます。 

問１０－２では快適な住環境についてです。「開放的な住環境のため歩道などにオープ

ンスペースを設ける」と「快適な住環境のために住宅目的以外の建築物をできるだけつ

くらない」が高いことから、ゆとりある安全な住環境を望んでいると考えられます。 

１３ページにいきまして、問１０－３商業サービスについてです。こちらは、「住宅地

の近くに日常的な買い物ができる商業地を作る」が最も高い結果となりました。逆に、

「大型商業施設が必要である」は前回よりも下がり、比較的低い必要性となっています。 

このことからも、問８でもご説明させていただきましたが、日常利便性を望む声が高

いことがわかります。 

問１０－４は工業用地の配置についてお伺いしました。「騒音や交通安全の問題を重視

した配置をする」が高い必要度となりました。日常生活への悪影響を少なくすることが

重要視されていると考えられます。回答者の職業に左右される可能性はありますが、事

業者側ではなく、そこにお住まいの方の目線に立った回答が多い結果となりました。 

続きまして、問１０－５は農業・農村の持つ機能の重要性についてです。こちらは、

「農業体験や情操教育による、教育機能が重要である」が最も高い結果となりました。

また、前回よりは低くなっているものの、「鳥や虫、木々や草花などの生物・生態系の保

全機能が重要である」や「郷愁やのどかさが感じられる、景観保全機能が重要である」

も比較的高い必要性となっています。 

問１０－６では市街地の緑のあり方についてです。「緑や水辺を取り入れる場合には、

なるべく管理に手間のかからない方法を考える」や「住民の参加も促しながら、空き地

の緑化や動植物とふれあえる場所の整備を進める」といった項目の必要性が高いという

回答が多いことから、住民が参加しやすく、整備後の管理の方法についても検討してい

くことが望ましいと考えられます。 

       問１０－７は前回アンケートにはなかった設問で、今回新たにお聞きした設問です。 

「既存公園の改修や日常の維持管理に力を入れる」が約４０％と高い必要性を感じて

いることから、問１０－６と合わせて検証すると、緑の整備は重要であるが、新たな整

備ではなく、既存の緑の環境をより良く整備し、管理していくことが求められていると
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考えられます。 

       問１０－８も前回アンケートにはなかった設問です。 

「住民と行政が協力して緑のあり方について検討する体制」「公園緑地整備や維持管理、

緑化活動等に参加できる体制」「緑に関する学習の場の提供と情報発信」が比較的必要性

が高いことから、住民参加型の施策を望んでいると考えられます。 

       問１０－９についても前回アンケートにはなかった設問です。 

どの項目についても平均的な必要性が求められています。これは都市防災についての

関心の高さとも考えられます。 

また、このアンケートが大震災前におこなわれたものでありますことから、アンケー

ト後に発生した東日本大震災の発生により、防災に対するさらなる高い関心と、行政へ

の期待が高まっているものと考えられます。 

 問１０－１０は観光振興についてお聞きしました。こちらは、「パークゴルフ場や運動

公園などスポーツ施設を生かした観光振興」が最も高い必要度でありました。これは、

パークゴルフ発祥の地であることや、近年オリンピック選手を輩出していることから、

スポーツを通した観光振興への関心や期待が高いと考えられます。 

１７ページにいきまして、問１１ですが二つの市街地に求められるまちの機能として、

幕別市街地と札内市街地それぞれでどのような機能が必要と思われるかをお伺いしたも

のです。幕別市街に関しては、「現状に対する満足度」に関する回答にも表れているよう

に、「日常の買い物の利便性」が突出しています。これは、前回も最も高い結果ではあり

ましたが、さらに１０％以上も高くなっています。次いで「自然の豊かさ」、「交通の利

便性」を求められています。これら２つの項目は前回よりも低い割合となっています。 

 札内市街に関しては、「日常の買い物の利便性」、「交通の利便性」、「公営住宅の整備」

が高い順となっています。特に「日常の買い物の利便性」については、「近隣都市への交

通が便利なこと」を抜いて、幕別地区同様に最も求められている結果となりました。 

また両地区において、「森林や緑地、河川などがあり自然豊かであること」は大きく下

がっています。 

いずれの市街地においても、「日常の買い物の利便性が高く、暮らしやすい便利なまち」

を求めていると考えられます。 

 問１２は道路整備・公共交通について高い、やや高い、低い、やや低いの４段間で一

番近いものを選んでいただきました。高い、やや高いを合わせ、最も必要性の高い項目

は「救急病院等へのアクセス」で７５％を超えています。次いで「帯広市へのアクセス」、

「災害時の安全確保や防災機能」を必要性が高い結果となりました。 

逆に比較的必要性の低い項目は、「バイパス等を整備し、自動車交通をより円滑にする」、

「高速道へのアクセス」でした。 

緊急時のスムーズな移動の確保の必要性が求められていると考えられます。 

１９ページからは「道路に関すること」「これからのまちづくり」と２つの観点から自

由に意見を記載していただきました。 

道路に関する意見で一番多かったのは、２０ページの１３番「除雪について」となっ

ています。１４番の「冬道・冬期路面対策」と併せると４７件の意見をいただいており

ます。 

次に、１５番の「公共交通機関の整備」についての意見を多くいただきました。こち

らは、JR やバスの便を増やしてほしいという意見が多くありました。１６番の「コミュ

ニティバス導入・検討」と併せると３８件ありました。 

次に多かった意見として、歩道整備について２１件、道路整備について１９件の意見

をいただきました。 

２３ページからの「これからのまちづくり」についての意見では、２６ページの２５

番「生活利便性の向上」が最も多い意見でした。こちらはコンビニやドラッグストアを

もっと増やしてほしい、家の近くにほしい。というもので、ここでも歩いて買い物に行

けるような距離に多くの商業施設を望んでいる声が多いと考えられます。 

次に、１３番の「高齢者や障害者にやさしいまちづくり」に対する意見を多くいただ

きました。 

続けて、「行政・議会」に対するご意見、「道路の整備・維持管理」に対するご意見、

「公共施設の設置・管理」に対するご意見も多かった項目であります。 

       以上で、大変簡単ではありましたが、私からの説明を終わらせていただきます。 
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斉藤会長   それでは、今までの説明について一度ご意見・ご質問をお受けしたいと思います。そ

の後、一旦休憩に入りたいと思います。何かありませんか。 

       吉川さんどうぞ。 

 

吉川委員   今のアンケートの関係で一つ教えていただきたいのですが、問７の現住地区の住みや

すさですが、前回と今回一つしかないのですが、問１１でみると、札内市街、幕別市

街で意見がだいぶ違ってきていると思うんですよね。できれば、札内地区、幕別地区

でどうなのか、また年齢別でどうなのか、もし資料があれば教えていただきたいと思

います。 

 

塚本主査    休憩後に説明させていただきたいと思います。申し訳ございません。 

 

斉藤会長    他にございませんか。 

 

平川委員    はい。これからのまちづくりについて、自由に意見を書いていると思うのですが、残

念なのが、札内市街、幕別市街の過疎化が進んでいるという状況を一つも項目として

入っていない。都市計画として大事なのは、市街地をどう発展させていくか、将来構

想というものを立てていかないとどんどん過疎化が進んでいくことになる。商店街が

ダメになっていってしまう。今は空き家同然の家が前のシャッターが全部閉まってい

る状況。住民はコンビニだとかスーパーだとか近くにほしいという要望はしているが、

市街地を発展させてほしい、守ってほしいという意見がない状況で、このアンケート

だけで、都市計画を立てられるかどうか。もっと本音の所を基本的に考えていかなけ

ればならないのではないでしょうか。 

 

田井課長    この後説明させていただく、マスタープランの前段の部分、今後予定しております、

住民説明会の中でも意見集約を図っていきたいなと思います。 

 

斉藤会長    他にありませんか。私から一つ。 

        ずっと見ていて、近くにお店がないだとか、コンビニがあるといいとかありますが、

元々小さいお店屋さんってたくさんあったと思うんですよ。大きいお店が出てきて淘

汰されていった。そういうまちづくりをしてきたというか。住宅地の中にもお店がた

くさんあったと思うんですよね。商工会の人もどんどん減っていっています。私もこ

うして仕事そっちのけでここにきているわけですけれども。行政の力だけでどうにか

なるわけではないと思いますけれども、より良い支援が必要なのかなと思いますし、

都市計画自体も札内地区がどんどん大きくなっていって、本町地区、忠類地区がどん

どん過疎化が進んでいっているというのも都市計画が関係しているように思います。

札内地区は帯広のベッドタウン化していて、帯広に通勤している方も非常に多いとい

うことで、例えば道路なんかも帯広に行きやすいように利便性をよくしているような、

全く帯広に依存しているような、将来的に帯広と合併するのかなってそんなまちづく

りしているように見えます。もっと幕別町内の活性化に力を入れた町づくりを。幕別

町内の雇用を増やすのも大事ですし、企業の誘致だったり、工業団地も帯広へのアク

セスがしやすい都市計画になってますけれども、幕別町がいいと言われるような個性

のあるまちづくりが必要だと思います。この後、それに関連した話が出てくると思い

ますけれども、ご尽力お願いします。 

 

田井課長    ご意見として承りました。そういったことは、今後の関係機関、当然商工会の皆さ

んとの話し合いも入ってまいりますので、ご意見伺いながらマスタープラン作ってま

いりたいなと思います。 

 

平川委員    都市計画マスタープランを作っていくということで、具体的に地域別に作るのか、

全体として作るのか。忠類と、本町地区、札内地区では特性がそれぞれあり、忠類は

忠類のまちづくりを考えていかないといけない、本町は本町のまちづくりを考えてい
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かなければいけない。今後の見通しの中ではどのような方向でマスタープランについ

て考えているのか教えていただきたい。 

 

田井課長    今回の都市計画マスタープランについては、都市計画なものですから、基本的には

都市計画区域の中でと考えておりまして、忠類地域におきましては、範囲外というこ

とで考えております。なお、忠類地域につきましては、地域の活性化ということで忠

類地域に住民会議等がございまして、その中で地域活性化等について話し合われてい

るということで認識しております。それは町の全体の行政の中でどう進行していくか

ということで行くことになろうかと思います。 

        また、都市計画区域で、前回、幕別市街と札内では東、北、南と地域別に分けて構

想を作らせていただきましたけれども、これも住民説明会等の中で皆さんのご意見を

伺いながら、地域別の見直しが必要であれば、見直していくと言うことでございます。 

 

高橋部長    今、平川委員あるいは会長の方からもお話がありましたけれども、都市計画に関す

る事項と言うのは、さきほど説明させていただきましたけれども、この都市計画の方

針はマスタープランですが、町としてはその上に総合計画がございまして、今言われ

るような活性化の問題ですとか、農業の問題ですとか、大きくまちづくりをどうして

いくんだと言うのは、上位計画である町の総合計画でして、総合計画の中の都市計画

の分野について、これからこうしていこうとまとめるのが、都市計画マスタープラン

と言うものであります。で、ちょっと勘違いをしていただきたくないのは町の施策、

活性化ですとか、シャッターが下りているところをどうしていこうか。ということに

ついては、都市計画の中で計画を持つと言うのはちょっと方向性が違う。あくまでも

この場については、都市計画としての定めをどのようにしていくかということでござ

いますので、都市計画で町を活性化するというのは、もちろんいろんな分野での形と

してはそれをやって、活性化につながっていくんだということになるんですけれども、

都市計画の中で総合計画を上回るような計画を持つということはちょっとこの場では

方向性が違うのかなというのを、理解していただければと思います。 

 

平川委員    私が言いたいのは、経済の活性化とかそういうことではなくて、基本的な札内は札

内、幕別は幕別でそういったものがあるだろうと。それに基づいたマスタープランを

作っていただければいいのかなと。大きな違いはないのかもしれないですが、極端に

いえばかけ離れたことを一生懸命やっていては駄目ではないかということです。 

 

斉藤会長    ここは協議会ですので、広い視野から協議していくというか、道路のことだけでい

いよということではなくて、そういうことなら建設業や土建業の人だけで審議してい

ただければいいだけで、いろんな業種の人がここにいて、町民の代表としてここにき

ているわけで、いろんな視点から見ていくのは大事なことで、ここで、活性化を提案

するのは違うとは思いますが、そういう意味合いを含めて議論していくと言うのは決

して間違いではないと思いますし、例えば子育てだったり、そういうことを通して都

市計画を協議するのは間違いではないんじゃないかなと。都市計画は町づくりですか

らね。それが直接反映されることはないにしても、協議することはよろしいのじゃな

いでしょうか。 

 

高橋部長    いろんな考え方あると思いますが、例えば、商業がにぎわいのある町にしたいとい

うことでやって行こうとすると、そこに伴ってくるのは、商業地域として都市計画と

して定めた区域の方向性が今は、古いお店屋さんシャッターが下りてきて、疲弊して

きているそういうことになってきているとなった場合に、改めてこういう場に商店街

を作っていくということは確かに都市計画で出てきます。しかし、一例でいいますと、

町の総合計画で言いますと、札内の商業地、本町の商業地ということで活性化委員会

を作って、これはどうしようか。という話をしていただいたことがあったと思うんで

すけれども、その中で話を出てきたものを都市計画は一緒にやっていこうというのが、

この場で審議いただく内容なんですね。 
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斉藤会長    ただですね、アンケートに結果にそういうこと出ているんですよ。それに絡めてを

僕はさっき意見言ったんですよ。部長の意見ですと、このアンケートを否定すること

になります。僕が商業者だから商業の話をおっしゃってるんでしょうけど。僕の言っ

ていることを否定されると、このアンケートを否定することになってしまうんでね。 

 

高橋部長    否定しているわけではないです。都市計画と言う部分ではちょっと違うのかなと思

うんです。 

 

斉藤会長    わかりますよ。都市計画と言う部分でマスタープランもそうですけど、広い視点で

協議していくということが大事なのかなと。関係ないということではなくて、総合的

な視点から都市計画を見ていくと言うのは大事だと言うことを言ったんです。住民の

意見を聞いて賛成意見、反対意見を聞いて都市計画を定めていくわけですよね。 

 

平川委員    ちょっといいですか。例えば現行のマスタープランで幕別の市街地のバイパス道路

の話が載っています。それで、本当か嘘かわかりませんが、止若橋が廃止になると。

そういうことを一般の住民は分からないわけですよ。で、アンケートの中で市街地に

対する設問があるわけですが、じゃあマスタープランのことを載せました。止若橋の

通行止めました。そうしたらどうやってアクセスするんですか。帯広へのアクセスは

いろんなところに載っていますが、市街地に対するアクセスが全然載っていない。と

いうことは、住民の人たちは情報がないから載ってこないのか、それとも、結局無関

心なのか、いろんなことが考えられる。そういう意味を含めて、将来的な構想と言う

ものを住民の環境をよく見ていけばいいんじゃないかなと思いますが。 

 

斉藤会長    平川さんの意見で言えば、また今の議題とは別のものですので、次の機会にお願い

します。マスタープランの見直しに関わり他に何かありますか。はい。中橋さん。 

 

中橋委員    スケジュール的なことで伺いたいんですが、今回は２３年度に現在のマスタープラ

ンを見直しを行って、これでいくと来年度までに４回の審議を重ねて決定をされると

いうことですね。都市計画マスタープラン、帯広を含めまして１市３町の土地利用計

画について策定しいくと。その期間ですが、１０カ年ということで見てよろしいんで

すね。１０カ年計画のプランを５カ年５カ年で見直していくということでいいでしょ

うか。今２３年度ですから、私たちがこれから手がけていく見直しと言うのは今後向

こう５年間に見直しについて、今現在定められている都市計画の内容の見直しを向こ

う５年間に限って行っていくということですね。 

        で、見直しに当たっての指標、あるいはいろんな住民の方の声を参考にしながら、

これ以上は空き家を増やしてはならないだとか、あるいは集約的なまちづくりにする

ために、都心の中に残っている未開発地域をどうしていくかとか、いろんな課題が残

っていると思うんですね。それらを提示しながら着地点として向こう５年間というこ

とでこの審議に臨ませていただくという整理でよろしいんでしょうか。 

 

田井課長    市町村のマスタープランにつきましては、法律の趣旨としては２０年後を想定した

町づくりの指針を定めなさいと言うことでして、前回平成１５年に策定したものは平

成１２年を基準といたしまして、平成３２年を想定した計画でした。今回はあくまで

もその計画を見直すということですので、目標年次は平成３２年を想定したものとな

ります。今からちょうど１０年後ですね。マスタープランの見直しの時期については、

上位計画となります、帯広圏の整備、開発及び保全の方針が見直されたという時点を

とらえて今回見直すわけでありまして、同様に総合計画が見直されたり、整開保が大

きく見直されて今のマスタープランと合わなくなった時が見直しの時期ととらえてお

りまして、必ずしも５年でと決まったものではありません。整開保は概ね７年ごとに

見直されています。総合計画は見直すかどうかは決まっていないようですけれども、

見直す必要があると判断されれば、中間年で見直されるのかなと思います 
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斉藤会長    よろしいですか。他にございませんでしょうか。 

        それでは一旦休憩に入ります。１５時５分まで休憩といたします。 

        （休憩中） 

        それでは再開します。引き続き、事務局より説明願います。 

 

塚本主査    吉川委員よりご質問のありました、現住地区の住みやすさについての地区別、年齢

別での資料を準備させていただきました。 

        委員の言われるように、地区別で見ると、幕別地区で見るとやや住みにくいとお答

えいただいた方が１７％、農村地区で１８．８％と若干の差はあるかなと思われます。 

        年齢別で見た時は、２０歳未満でやや住みやすいが１００％となっていますが、こ

れは問２の結果にもでておりますが、２０歳未満の回答数が非常に少ないことから、

回答いただいた方は皆さんやや住みやすいと回答いただいた状況であります。６０代

でやや住みにくいとお答えされた方が一番多い結果となっておりました。 

        以上で吉川委員のご質問のお答えとさせていただきます。 

 

笹原係長    続きまして、私の方から別紙５になりますが、新旧対照の資料によりマスタープラ

ンの案について説明させていただきます。 

        見方ですが、左側が現行のマスタープランになります、真ん中が見直しの案になり

ます。左側の現行の文の中に赤字で線が引かれている部分は、見直しの案の中で変更

になったり削除している部分であります。また、変更案の中で同様に赤で線が引かれ

ている部分は、変更した、もしくは新たに書き加えた部分を記載しているものであり

ます。 

        今回につきましては、平成１５年に策定された都市計画マスタープランの中間見直

しということで、基本的に現行の文章を活かしつつ、昨今の現状と課題を考え合わせ

た時にですね、修正するべきところを加筆修正するということで行っていますので、

ご理解いただければと思います 

        それでは、１ページ目から代表的な部分を説明させていただきたいと思います。 

        最初に見直しの背景と考え方というところでございます。真ん中下ほど、赤字で書

いております。先ほども説明いたしましたが、平成１５年に策定後、合併ですとか、

それに伴いまして総合計画が新たに策定されたこと、また平成１８年にまちづくり３

法が改正されたことなどがありまして、現行の都市マス７年が経過しまして、残り１

０年余りとなったため、都市づくりの現状と課題を再度検証いたしまして、新たな時

代環境に対応した都市づくりの方針として中間の見直しをおこなうものというような

文言を改訂の趣旨として記載しております。 

        ３ページにいきまして、策定の方針の中で目標年次の設定と言うのがあります。こ

れはさきほど中橋委員からもご質問があった部分ですが、目標年次は概ね２０年後を

見据えてということでございます。これは当初の設定と変わるものではございません。

平成３２年までの計画となっております。しかしながら今回、平成２３年に見直しを

行ったという文言は付け加えております。 

        若干跳びまして６ページになります。策定及び改訂の経過という部分でございます。

１番目で町民アンケートというとこでございますが、こちらは先ほど塚本の方から説

明いたしましたように、前回の策定当時と同様に実施したということを記載しており

ます。当初策定当時と今回見直し時ということで同じ項目を比較することで、どのよ

うに町民の意向が変化しているかということも把握に努めております。 

        ①の現状に対する満足度、これもさきほど説明いたしましたが、こちらのほうにつ

きましては、前回は文言で表現しておりましたのを、満足度の高いものと低いもの５

位までを表にしまして前回との項目、％の部分を比較しております。全体的には満足

度は上がっている状況にありますが、項目には大きな変動はありませんでした。 

        次、一枚めくりまして８ページ、③で二つの市街地に求められるまちの機能という

ことで、これもさきほどご説明いたしましたとおり、両市街地ともに日常の買い物の

利便性という部分でここに大きな伸びがあります。特に幕別市街地については１２％

以上の伸びがあります。反面、両市街地において自然が豊かという項目については共
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に下がっているという結果になっております。 

        次に１０ページになります。具体の記載はありませんが、５番目として住民説明会

という記載があります。こちらにつきましては、後日住民説明会を開催した結果を記

載したいと思います。 

        続きまして１１ページ、都市づくりの課題に入ります。最初に第１節として都市づ

くりの現状と課題であります。ここにつきましては、現行の文章の中では市街地の拡

大という記載がされていました。人口の増加に伴いまして、市街地の拡大を図ってま

いりましたが、当然ながらそれに伴って都市基盤の整備も行ってまいりました。しか

しながら近年では人口の減少傾向がみられ、インフラストックの有効活用や維持管理

の在り方が新たな課題として追加する必要があるのかなということを記載しておりま

す。 

        現状の課題の中で大きな課題の１つ目として、こちらタイトルを変更しております

が、現行では計画的な都市構造の形成となっておりましたが、大きく文章変更してお

ります。現行では人口の増加、市街地の拡大という内容を記載しておりました。しか

しながら、少子高齢化に対応した都市の形成といたしました。人口の減少傾向につき

ましては、昨年の国勢調査の速報値を見てもわかりますようにですね、人口が増加傾

向から減少傾向ということが示されております。また整備、開発及び保全の方針の中

でも、同様に人口が減少している傾向というような表現が使われております。そうし

たことを受けての記載に変更としております。 

        具体的にはこちらにも記載しておりますとおり、人口が増加傾向で推移していたも

のが、近年では横ばい傾向から減少傾向を示すなど、今後においても少子高齢化のさ

らなる進行が予想されると、高齢化に伴いまして、これまで以上に利用しやすい公共

交通機関の整備や、日常の買い物など生活利便性の向上について必要性が高く求めら

れている。このことから、これまで以上に時代の変化と住民ニーズをしっかりと捉え、

住みやすく、魅力と活気にあふれ、持続可能なまちづくりを目指す必要があるという

ことを課題として掲げております。  

        続きまして１２ページ、２つ目の課題としまして、現行では自然環境との共生とあ

りまして、それに安全・安心な都市の形成という部分を付け加えております。本町に

ついては、豊かな大地で農業が盛んに行われておりまして、北海道らしい自然に恵ま

れており、それに基づいて、水と緑の豊かな潤いのある都市づくりを進める必要があ

る。という記載されているとおりであります。それとは別に自然災害による被害に備

える必要があるという記載を追加しております。 

        ３つ目のタイトルといたしまして、こちら変更はしておりませんけれども、既成市

街地における活力低下への対応というタイトルでございます。現行の文章につきまし

ては、商業地について主に記載となっておりました。見直し案の中身についてはです

ね、商業地の機能の低下という部分もさることながら、住宅地の中での低未利用地で

すとか、空き家や空き地が顕在化してきたことにより、快適な住環境の維持に不安が

聞かれるほか、地域コミュニティを維持することの困難さなど地域活力の低下が懸念

されているということから、商業地と併せて住宅地も含めた既成市街地の活性化を図

りまして、活力ある市街地に再生する必要があるということを記載しています。 

        あと、現行の文面では、国道や鉄道による市街地の分断という記載がされておりま

した。こちらは、すでに供用開始がなされている、立体交差事業につきまして主に書

いていた部分であります。こちらにつきましては概ね完成しておりますことにより削

除いたしました。 

        もう一つ、個性ある景観づくりというタイトルがございます。こちらについても、

都市景観については都市計画らしい課題ではあるのですが、本質的な課題として捉え

るならばということで、これら二つのタイトルを併せまして新たにインフラストック

の有効活用と適正管理というタイトルに変更いたしました。内容といたしましては、

これまでは市街化区域の拡大に合わせまして、計画的な都市基盤となる整備を進めて

きたほか、各種の公共整備を適正な配置となるよう進めてまいりましたが、近年の減

少傾向ですとか市街地の空洞化が進むことによってこれらのインフラストックの効率

性の低下ですとか、各種公共施設の利用の減少、さらには厳しい財政状況による適正
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な維持管理の確保など、様々な課題が山積しており、各種のインフラストックを活か

し、将来的に効率的で効果的な施設な更新が求められるということを記載しています。 

        次に、都市づくりの視点についてでありますが、具体的に１４ページ１５ページに

なります。 

        都市づくりの視点として、現行では３つの視点を掲げておりましたけれども、大き

く全面的に変更しております。 

        一つ目としましては、集約型都市づくりの転換ということで、今後も少子高齢化の

進行が予想されることから、都市生活の拠点に都市機能を適正に立地させ、人口減少

傾向や少子高齢化に対応した「集約型の都市づくりへの転換」を目指した、持続性の

ある住み良い都市づくりを進める必要があるということであります。 

        二つ目は、安全・安心へのさらなる配慮ということで、災害ですとか防犯、交通安

全など日常生活の安全・安心による生活環境の確保が必要になっています。また、効

率的で効果的な公共施設の維持管理や施設の更新が新たな課題となっていることから、

災害に強いまちづくりですとか、安心・安全で安定した住民生活の確保、公共施設の

適切な維持管理と計画的な更新等により、安全・安心な都市づくりを進める必要があ

るということを記載しているところであります。 

        最後に、環境への配慮や負荷の少ない都市づくりということで、こちらにつきまし

ては、地球規模の深刻な環境問題が生じていることから、本町でも「省エネルギービ

ジョン」や「新エネルギービジョン」を策定しまして、地球温暖化防止に向けた取組

を進めているところであります。こうしたことから、自然環境の保全や緑化、リサイ

クルや省エネ・新エネの推進など、持続可能な循環型まちづくりへの転換や自然と調

和した低炭素都市づくりを進める必要があるということの記載でございます。 

        続いて、第Ⅲ章の全体構想についてでございます。初めに目指すべき姿であります。

具体的には１６ページに記載しております。 

        赤い部分若干変更しています。こちらにつきましては、都市の課題ですとか視点を

受けて変更しているものであります。一つ目としまして、人とまちと自然環境が共生

するまちづくりですが、こちらの部分の中には、緑の部分ですとか、省エネ・新エネ

について、地球温暖化防止に努めるというような部分と、農業との調和を図りまして、

今後においても命を育む喜びを実感できるまちづくりを目指すという記載であります。 

        二つ目につきましては、有機的にネットワークする都市空間づくりということで、

こちらについては都市生活の拠点に都市機能を適正に立地させるという部分を追加い

たしまして、近隣都市との交通網によりまして、有機的にネットワークし、相互に魅

力を生み、その魅力を高めあう都市空間づくりを目指すという記載になっております。 

        三つ目につきましては、若干タイトルを変更していますけれども、ゆとりと潤い、

地域の活力あふれる生活環境づくりとしています。人々が支えあうことによりまして、

地域の活力あふれる生活環境づくりを目指すとしているものであります。 

        最後のタイトルにつきましては、こちらも若干変更しておりますが、町民活力の集

積と、ともに考え、ともに行動するまちづくりであります。多くの町民や公区等、多

様なまちづくりの主体が積極的に参加する自主性のあるまちづくりが求められており

ますので、町民と行政の協働のもと、ともに考え、ともに行動するまちづくりを目指

すというものであります。こちらは、総合計画にあります、協働のまちづくりの考え

方を用いたものであります。 

        次に第２節、計画フレームでありますが、この内容につきましては別紙６にありま

す帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定める際に、北海道が決定して

いるこの中で推計した結果を反映させているということになっております。別紙６の

中には幕別町の部分の数字ということでは記載されておらず、帯広圏としての数字が

記載されております。その中の幕別町に関わる推計値ということで用いまして、都市

マスの案に記載しているという内容になっております。 

        こちらにつきましては、さきほども説明させていただきましたが、国や道の各種計

画、整開保を踏まえて、都市マスを策定するということからそのような内容にしてい

るということであります。 

        最初に、将来人口についてであります。整開保で推計した結果を記載しております。
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市街化区域の人口として平成３２年の推計人口は、２２，２００人となっております。

なお、平成１７年の国勢調査の結果ですと、表にありますように、市街化区域内人口

２１，０８９人となっております。 

        続きまして１８ページになります。将来就業構造ということでこちらも整開保の推

計結果を掲載しております。１次、２次、３次それぞれの平成３２年の産業別人口を

記載をしたというものであります。 

        次に第３節ということで、将来都市構造であります。こちらは、土地利用と交通網

と緑の３つの骨格についてそのあり方を示しているということであります。最初に骨

格となる土地利用ということで、既存の市街地を中心に機能的で活力ある都市空間を

形成するということで一部文面を修正しております。後段では市街化調整区域に関わ

る文面がございますが、今後も農林漁業と調和を図りながら、無秩序な市街化を抑制

し、緑豊かな自然環境も含めて景観や保水機能等の適切な維持・保全に努めるという、

農業の進行を促すという記載をしております。こうした文面につきましては、整開保

との整合性を図った修正をしているものであります。 

        次のページへ行きまして、２０ページの骨格となる交通網の記載であります。大き

く文章変更しておりますが、内容的には表現の修正ということで大きくは変わってお

りませんが、整開保の中では骨格となる交通網を４放射１環状という記載がされてい

ます。この４放射１環状というのは東西に走ります国道３８号と南北に走る国道２３

６号、２４１号を４放射と呼んでおります。１環状につきましては、その外側を圏域

環状線として環状的に走る道路の位置づけを１環状という表現で呼んでおります。こ

うした道路を適正に配置することで圏域間の道路網の骨格形成を満たしているという

ものであります。このことから本町におきましても、本町の中に位置する放射道路と

環状道路について、周辺都市と広域的な連携を図る主要幹線道路として位置づける。

骨格となる道路網を形成するという表現に改めております。また、後段ではこれら道

路網の形成にあたっては、既存ストックの有効活用と長期未着手となっている都市計

画道路の見直し等、検討作業を適宜進めながら効率的な整備を図るほか、現在ある鉄

道やバスなどの公共交通機関について、さらなる利便性の向上や移動手段の多様化へ

の検討についても適宜進め、都市内外の円滑な交流と連携のための交通ネットワーク

形成に努めるという表現に変更しております。 

        最後になりますが、２２ページ３番、骨格となる緑についてでありますが、実は都

市計画マスタープランの見直しの作業と並行してですね、本日お配りの幕別町緑の基

本計画の見直し作業を現在進めているところであります。その変更作業も２２年、２

３年の２年で行いたいと考えております。今後の作業によりましては、一部内容変更

することもあるかもしれませんが、現時点では現行の文章と変更するところではない

のかなと考えております。今後においても、緑の保全と創出を進めまして、基本方針

として、緑を守る、緑を増やす、緑を育むということでこれまでと同様の基本方針に

よりまして、進めていくということでございます。 

        ところどころですね、図面が現在作成中ということで表現されていない部分がござ

いますが、別紙５の説明は以上とさせていただきます。 

        都市計画マスタープランの見直しは今日説明したところは半分弱なのですが、残り

の部分は次回説明させていただきたいと思います。 

        別紙６は整備、開発及び保全の方針であります。こちらはすでに昨年の７月２７日

に開催されました、平成２２年度第２回幕別町都市計画審議会で答申をいただきまし

て、今年の２月７日に北海道の都市計画審議会で答申され、３月２９日に北海道告示

第２１６号によりまして決定告示がされています。従いまして、こちらの内容につき

ましては、こちらの場では説明を割愛させていただきたいと思いますので、ご一読い

ただければなと思います。 

        以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

斉藤会長    はい。ありがとうございます。今説明のありましたマスタープランの新旧対照表に

つきまして何か、ご意見ご質問ございませんか。 
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平川委員    インフラストックとはどういう意味でしょうか。 

 

吉川委員    今の平川さんの意見に関係あることでよろしいでしょうか。 

        前回のマスタープランと今回のマスタープランの文章を見てみると、特にコンパク

トなまちづくりとかで前回と方針が大きく変化して文章も変わってきているんですが、

その中で一番目立つのが、平川さんが言われたような、横文字でインフラストックだ

とか後ろの方で既存ストックだとか、横文字が使われているんですが、インフラスト

ックの定義なのですが、僕が考えるには、都市基盤施設のストックなので既存の都市

基盤施設と考えてよろしいんでしょうか。そうすると２１ページだったかな、既存ス

トックというのは、既存のインフラストック。なんかちょっと表現としておかしいの

かなと。おそらくこういう文章は北海道のマスタープランとか整開保からかなり来て

いると思うので、そういう言い方になっていると思うんですけれど、これだけを見て

いると、カッコ良さそうで、内容がすごく曖昧で漠然としている表現だと思うんです

よね。それをもっと日本語で上手に明確にしてもらえないかなと。例えば、インフラ

と言えば都市基盤施設とか、インフラストックであれば、既存の都市基盤施設だとか、

既存ストックというのも同じ意味ですよね。同じような文章でもう少し分かりやすい

文章にしてほしい。 

        それが１点と、１４ページの安全・安心への更なる配慮ということで、前段の文章

で、幕別町は、自然的条件から災害が発生しやすい傾向にあり、地震や記録的な集中

豪雨による被害が発生するなど、災害が多発する傾向にあります。とあるのですが、

すごく危ない町という感じがするんですよね。そういう認識を持たせようという意味

なのか。すごく危ない町というイメージが強いので、もう少し柔らかい表現にならな

いかなと。 

        それともう一つ、こういう防災の観点だと今回の大震災の津波だと予想外の津波。

よく「想定外の」という言い方をされているんですが、正直言って、災害というのは

起こった時は全て想定外なので、そういうことを考えると特に幕別の場合、札内地区、

相川地区では、都市計画の区域をはずれるかもしれないけど、仮に十勝川の築堤が決

壊した場合どうするんだ、札内川の築堤が決壊した時にはどういうことになるんだと

いうような、場合によってはありえないかもしれない想定も含めて、あるいはそれを

含めた中で避難施設の位置だとか、避難場所おそらく学校とかコミュニティセンター

とかにされていると思うんですが、はたして、想定外の災害が起こった時にそういう

場所も安全なのかどうかも含めた、防災の見直しも必要じゃないかなと。その辺も合

わせて検討していただきたいなと思います。以上です。 

 

田井課長    文言の整理につきましては、ご指摘いただいた意見も踏まえて再度検討していきま

す。 

        防災については、基本的には幕別町防災計画が都市計画とは別に定められたものが

ございますので、今おっしゃられた意見でいいますと、そういったことも今後の課題

としてはあるのかもしれませんが、この中で何をどうするという具体的な記述という

ところまではいけないと思います。それはあくまでも検討課題という記述になろうか

と思います。 

        文言の修正させていただいた中身は次回審議会の中で説明させていただきます。 

 

斉藤会長    はい。自然災害ついては都市計画としては関係ないかもしれないですけれども、私

も消防団というものに入っていまして、本当に大雨だとか自然災害は大変です。町中

に住んでいるとよくわからないですけれどね。決して大げさではないと思います。私

の意見です。 

        他にないでしょうか。 

        無いようでしたら、協議第１号都市計画マスタープランの見直しについて終わらせ

ていただきます。 

        続きまして、議事日程３その他について事務局から何かありますでしょうか。 
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田井課長    次回の都市計画審議会、スケジュールでも示させていただいたとおり、６月の下旬

ということで予定させていただきたいと思います。具体的な日程につきましては、決

まり次第案内通知を差し上げたいと思います。議案につきましても、今回同様ボリュ

ームがたくさんになりますので、事前配布させていただきたいと思いますのでどうぞ

よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

斉藤会長    私の方から一つ提案したいのですが、一昨年の改選期にも行っていたのですが、次

回の都市計画審議会終了後に懇親会を行いたいと思っておりますが、いかがでしょう

か。 

        （異議なし） 

        それでは、ご都合をつけていただいて、ご参加いただきたいと思います。場所等に

つきましては事務局に一任したいと思います。よろしくお願いします。 

        他によろしいでしょうか。 

 

嶽山委員    はい。今回の会議とは直接関係ないのですが、札内地区なんですが国道挟んでホー

マックのところ道路拡幅しましたよね。もう一つ西側行って平和園と川岸自動車のと

ころも拡幅していますけれど、国道から帯広の方へ行くと、ホーマック側の左の角が

三角の空き地が出来てまして、同じく川岸自動車の向かいの広川さんの隣のところも

三角の空き地で砂利になっていますよね。あそこは個人の土地なんですか。それとも

町の土地なんですか。それで、なぜこんな話かというとですね、実は西側の方の川岸

自動車の方の砂利のところにナンバープレートのない自動車が２台止まっているもの

ですから少し気になりました。以上です。 

 

田井課長    土地の所有につきましては、幕別町でございます。ただ下水道管だとか水道管が埋

まっておりまして、他に売れないような土地でございまして、当面借地で地権者がお

借りしたいということで、その部分は川岸自動車さんでお借りしたいということで使

用料を取って貸し出しております。たぶん川岸さんの車が置いてあるのかなと思って

おります。 

 

斉藤会長    その他について他にないですか。 

        小林さんどうぞ。 

 

小林委員    あまり審議に関係ないことなんですがアンケートの中で札内地区が東、北、南の３

地区に分かれておりますが、境界線を教えてもらえますか。 

 

田井課長    基本的には小学校区単位になっております。ですので、札内北でいいますと、ＪＲ

と東８号で別れた部分が札内北。ＪＲから南側が札内南、残りの部分豊町だとか中央

町だとか東８号とＪＲまでの部分が東地区ということになっております。 

        お配りした現行の都市計画マスタープランの６２ページに札内東地区、６８ページ

からが札内南地区、７４ページから札内北地区ということで、図面等もそれぞれ載っ

ているかと思います。以上です。 

 

斉藤会長    他にございませんでしょうか。 

        その他、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。 


