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平成２３年度第２回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２３年７月６日（水） 午後４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） 

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 松井 公博 

 

４．議 事   協議第２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。 

それでは只今より平成２３年度第２回幕別町都市計画審議会を開催いたします。 

        始めに斉藤会長よりご挨拶頂きます。 

 

斉藤会長    開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

              本日は、平成２３年度第２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、みな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、協議事項といたしまして、前回の続きとなります、「幕別町都市計画マスタ 

ープランの見直し」についてでございます。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。 

 また、本日は審議会終了後、懇親会も予定しておりますのでそちらの場でも議論を 

深めて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 

いたします。 

 

髙橋部長    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、一言ご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

        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２３年度第２回幕別

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

には、日頃からそれぞれ小野お立場や、それぞれの地域におかれまして、町政全般に
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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。 

        さて、統一地方選挙後初めてとなります町議会定例会が先月開催され、あらためて今

後４年間の町政に対しての執行方針を述べさせていただいたところであります。 

        その中で、これからの４年間を「新しくたくましい幕別町づくり」に向け、公約とし

ても掲げております「安心・安全」「公平・公正」「一体感のある醸成と均衡ある発展」

「協働のまちづくり」を基本として、町政を進めていくことを申し上げました。 

        超高齢化社会や人口減少時代の到来、震災復興をはじめ、景気や雇用対策など様々な

問題が直面しており、行政需要の多様化、複雑化していく中、先行き不透明で町政の

舵取りが難しい時期にありますが、前例にとらわれることなく、住んでよかったと思

われるまちづくりに向けて、ここにおられる皆さんのお力もお借りしながら、今後の

まちづくりを進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

        本日の審議会におきましては、協議事項といたしまして、前回ご協議いただいた幕別

町都市計画マスタープランの見直しについての続きとなります。 

        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

あ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ほど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いたします。 

 

斉藤会長    それでは、議事に入ります。協議第２号について 小に第３章の部分を事務局より

説明してもらい、一度区切って質疑を行った後、第４章に移ります。それでは事務局

より説明をお願いします。 

 

笹原係長   はい。 

        それでは会長のお話にありましたように、別紙の新旧対照表によりまして掻い摘ん

で説明させていただきたいと思います。前段第３章の部門別方針を説明し、一旦区切

らせていただきます。その後第４章、第５章を説明させていただきます。よろしくお

願いします。 

        前回、第３章の将来都市構造までを説明させていただきました。今回は第３章のう

ち第４節部門別方針ということで、こちらは都市計画にかかわる町全体の方針という

ことになっています。見直しの案につきましては、現行の案から章立てを変更し、４

本立てにしております。 

        初に土地利用の方針から説明いたします。基本的な考え方でございます。前回の

説明でもお話させていただきましたが、将来人口の推計結果などから市街地の拡大の

根拠となっておりました、人口フレームが持てないことになっております。現行の文

面の中には、将来の人口増加に伴い、市街地を拡大していきます。というような表現

がありますが、根拠となります人口フレームがございませんので、市街地の拡大とい

うことを削除しております。しかしながら、赤書きで記載しておりますけれども、今

後も新たな土地需要については要望があるだろうということで、それにつきましては、

既成の市街地にある低未利用地を利活用を図り、効率的な市街地の形成に努めて行き

たいと考えております。また、空き地や空き家の顕在化についても利活用に向けた検

討を行い、快適で安全安心な住環境の整備に努めて行きたいと考えております。 

        次のページにいきまして、商業地の記載についてでございます。こちらは、駅周辺

の地域と沿道型商業地、その他観光商業地と４つにわかれていますけれども、整開保

の表現に合わせまして、地域商業業務地と沿道商業業務地の２つにわけて記載してお

ります。 

        地域商業業務地につきましては、幕別、札内の駅周辺の商業業務地を対象に記載し

ておりまして、高齢者の日常生活の利便性を高めるなどの配慮をしながら、利便性の



3 

高い魅力ある商業地の形成を図るという記述になっております。 

        それと、沿道商業業務地については、札内市街になりますが、国道３８号など主要

幹線道路沿道に配置し、利便性の確保、沿道サービス機能を高めるというような記述

になっております。 

        次に工業地についてですが、こちらについても若干変更がございます。 後のとこ

ろで、この他ということで、主要幹線道路沿道についてはという記載がございますが、

現行では（５）の流通業務地という部分で表現されていたのですが、３行にまとめて

記載しております。主要幹線道路とは具体的に国道３８号の東１０号から１３号間の

沿道と札内新道の札内市街から清流大橋の間の沿道の主に市街化調整区域を指した表

現であります。地域資源を活用したとありますが、主にこれは基幹産業であります農

業を指しております。そうした工業系業務施設の立地動向や必要性を見極めながら、

周辺環境に配慮した土地利用を図るとしています。主には開発行為での開発を主体と

したものをイメージしておりまして、なんとか市街地の拡大に繋がっていかないもの

かという思いで記載しております。こちらは、昨年ご審議いただいた整開保にも同様

の記載がされております。 

        次に、市街化調整区域についてであります。こちらは、市街地をとりまく農地を適

正に保全していくというような内容であります。また、幹線道路沿線や既成市街地に

隣接する区域については、必要に応じて農林業との調整を図り、地区計画などを活用

して住環境などの保全に配慮した、計画的な都市的土地利用を図っていきます。 

        続きまして、３０ページにいきまして、都市施設の整備方針について説明させてい

ただきたいと思います。現行の文面の中では、交通体系ですとか、公共交通機関、公

園、下水道、河川など、それぞれの整備方針が記載されていますが、それを一つにま

とめて都市施設等の整備方針としたものであります。 

        初に（１）として交通体系の整備方針であります。３１ページに記載があります

が、前段では有機的にネットワークされた道路網の形成、歩行者ネットワークの形成、

これらにより必要となる道路整備の計画的推進、持続性のある都市づくりを進めると

いう記載をしております。後段では、アンケートで も意見の多かった、迅速かつき

め細やかな除排雪体制の確保、あと長寿命化や改築等により効率的効果的で災害に強

い道路環境の維持・向上に努めるということ、また 後に交通弱者の足の確保、環境

問題を考え将来の公共交通機関のあり方の検討について記載しています。 

        具体の整備方針ですが、 初に記載があるのが中央通、札内新道、いわゆる都市計

画の中で主要幹線道路として位置づけしている街路であります。こうした主要幹線道

路の整備については、既存の都市計画道路の見直しも含めて検討していきたいと思い

ます。 

        ３３ページに行きまして、こちらの中でも冬の除排雪についての住民からの強い要

望や超高齢化社会に対応するため、迅速かつきめ細やかな除排雪体制の確保に努めて

行きたいという記載になっております。あと、 後の部分で、国の特に道路整備など

に関わります補助制度などが非常に目まぐるしく変化しております。そうしたことか

ら国の政策動向を的確に捉えながら必要な道路整備の計画と適切な維持管理に努めて

行きたいという記載をしているところであります。 

        次に３５ページの公共交通機関の整備でありますが、主には超高齢化社会を迎える

に当たり、これまで以上に利用しやすい、公共交通の整備や機能の充実の観点からコ

ミュニティバスなどの移動手段の多様化について検討していきたいという記載であり

ます。 

        次に公園緑地の整備方針についてでありますが、現在も進めておりますが、既存に

ある公園施設の改修を公園施設長寿命化計画に基づいて計画的にすすめるということ

と、アンケートの結果に基づきまして公園に関わる管理経費の低減、緑のあり方や管

理の方法、緑化活動への住民参加や住民と行政の協働について今後も検討していくと

いう記載であります。 

        次に、下水道、河川ですが、まず下水道は昭和５０年代から整備を始まりまして、

本町の市街につきましては供用してから３０年以上が経っていることから施設自体の

老朽化が進んでいます。こうしたことから下水道施設の改築更新や長寿命化計画など

を策定し施設の長寿命化を図るという部分、あと、効率的な雨水排除をするための雨

水施設の適切な維持管理の確保を図り、都市防災施設の維持に努めるという記載であ

ります。  
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        ②の河川ですが、河川についても下水道と同じく都市の防災機能を担っていること、

環境機能の向上に努めるという記載と、河川管理者と連携を図りながら完成環境の美

化に努めるという記載をしています。 

        次に、３番目の安全・安心な都市づくりの方針ということですが、現行では都市防

災の方針としていたものをタイトルを変えたものです。主に防災と防犯に関わる内容

の記載となっています。３９ページからです。 

        防災機能の強化として一つ目は住宅の耐震化に向けた取組、二つ目として公園の一

時避難場所や臨時ヘリポートとしての防災拠点としての機能維持、三番目として緊急

輸送道路などの適切な維持管理、四番目として上下水道施設の耐震性能向上に向けた

取組、五番目として災害時の避難場所や避難経路についての周知徹底に努めるといっ

た記述をしております。 

        防犯機能の強化の面については、街路灯・防犯灯の整備、見通しの確保、公園や緑

地では死角のないオープンな空間づくりを図るという記述と今後においても協働のま

ちづくり支援事業などによる防犯に関する啓発活動や地域における自主的な防犯活動

に対する支援を図っていきたいという記述になっております。 

        （４）として住民との協働による災害対策という記述をしております。災害発生直

後における救援活動や避難活動ですとか、地域住民が自主的・組織的な協力が極めて

重要であるということから、今後においても、地域おける自主防災組織の設立ですと

か、育成や災害地における地域住民との連携強化を図ると。あと、地域内にお住まい

の要援護者への支援整備に努めるといった記述をしております。 

        続いて、市街地の整備方針についてでございます。主なものとしまして、４１ペー

ジに記載をしていますが、これまでは既成商店街の活性化という記載がありましたが、

見直しの案では商店街だけではなく、住宅地を含めた既成市街地の活性化という表現

に改めさせてもらっています。既成市街地におきましては、商店街だけでなく住宅地

においても空洞化が見られ、地域活力の低下が懸念されています。魅力ある商店街の

形成に向けて関係機関との検討を進めるということと、住宅地の空洞化の原因となっ

ております、低未利用地の利活用や空き地空き家の解消策についての検討を進めて行

きたいという記載をしております。 

        ところどころ抜かしている部分がございます、また、方針図の説明は割愛せていた

だきましたけれども、以上で部門別方針の説明とさせていただきます。 

 

斉藤会長    ただいま事務局より説明のありましたことについて、ご意見ご質問ありましたらお

受けしたいと思います。 

 

吉川委員    直接、マスタープランに関係することではないかもしれませんが、３月の東北での

大震災を踏まえた中で、町の防災計画とかあると思いますが、それの見直しとかは考

えておられるんですか。というのも、この中に避難場所の確保とかが謳われています

が、今回の震災をみると、被害想定図とかがかえって仇になって、住民を安心させて

被害を増幅させたとか、あるいは避難場所となっているところに避難して被害にあっ

たとか、そういうことがかなり多くみられるので、そういうところを見直さないと、

ここに書いてあるだけでは不十分ではないかと思います。なので、具体的に防災計画

を見直すとかそういうことがあるのかお聞きしたいと思います。 

 

笹原係長    防災計画の見直しにつきましては、先日庁内の策定委員会の中でも話題になったと

ころであります。当然あれだけの千年に一度と言われる新差異が起こったものですか

ら、国の方でも想定していなかった規模の震災だったんであろうなと考えております。 

        また、新聞の方でも 近、庁舎建て替えについても話題になっておりますが、それ

についても耐震化ということがキッカケとなって検討が始まったところでございます。 

        国の方で考えていた、これまでの防災計画については、建物の耐震基準についても

５０年に一度程度であれば、その地震によって人が死ぬことがないような建物の強度

にしましょう。また５００年に一度の地震であっても倒壊しないようにして、人命が

失われることがないようにしましょう。ということだったんですけれども、その根底

にある考え方自体が大きく変わらざるを得ないような地震が起きたものでありますか

ら、当然のことながら国の方から今後におけるそれぞれの町や都道府県のおける防災

計画の基になるような考えが示されるだろうと考えております。そうしたものがある
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程度示された中で、町の防災計画も見直しも進めて行くことになるのかなと思ってお

ります。そのようなことから若干タイムラグが生じて行くことが考えられます。闇雲

に町の方で防災計画を見直すことはできないと思っております。法律の関係もござい

ますので、そういった流れでいくのかなと思っております。 

 

斉藤会長    はい。よろしいですか。他にありますか。はい。平川さん。 

 

平川委員    一つは市街化調整区域について、幕別市内は相川のところは一大工業地域となって

いて、それぞれが農機具だとかいろんな名目を使って開発しているのですが、現実、

農機具と縁の少ないところもあるわけでして、その現状の生活の中で下水道がない、

光ケーブルがこないということも含めて非常に不便な地域となっている。このマスタ

ープランの中で市街化調整区域の見直しとかを入れることはできないのでしょうか。 

        それともう一つ、道路整備の関係で幕別のバイパスの計画が絵としてはっきり出て

いる。札内の札内新道から十勝川温泉のほうに抜ける道。実際のところどちらも凍結

しているのではないかと思っているのですが、それがこのマスタープランに載ってい

るということは近々そういう事業があるのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

田井課長    まず、相川地区の土地利用について、今まで具体的な形で地域要望等も含めまして

検討してきたことはございません。今後におきまして地域の方々の要望を踏まえまし

て、そういったことが検討できるのかできないのかも踏まえて、今後課題ではあろう

かなと考えます。 

        それと、国道のバイパス、札内新道のみずほ通以東のルートにつきまして、国道の

方は国に整備をしていただかなくては町でできるものではありませんので。開発との

協議を進めて行っている中でいいますと、国としては、政策として道東自動車道の整

備を優先したいということで、長期の課題であると、議会等の質問でもご答弁させて

いただいているところでございます。 

        札内新道みずほ通以東の延伸については、平成２１年度に前身の帯広土現さんのご

協力を頂きながら、検討会を町と土現の職員で検討を進めているところでございます。

その中で今議論になっていることは、その道路の必要性、それと整備の緊急性が議論

になっています。国の道路整備の方針として、対費用効果が求められるということも

ございます。また、あくまでも路線につきましては道道としての整備をお願いしたい

という立場もありまして、そこらへん今協議を進めているということで、事業的にか

なり事業費も伴うことでございますので、町としてはなんとか実現をお願いしたいと

いうことで、まだ事業化を具体的にスケジュールを決めているようなことではござい

ません。 

 

平川委員    調整区域につきましても、札内新道についてもわかりました。ただ、国道バイパス

についてちょっと返事があいまいじゃないかなと。 

 

田井課長    マスタープランの中でも都市計画道路の見直しということで記述させていただいて

ます。当然、都市計画道路、計画決定してから２０年、３０年経っております。今後

も都市計画道路の見直しという観点でその道路の必要性、整備の必要性について、町

としては進めて行きたいと考えておりますが、国の方ともさらに協議を進めて行く必

要があると考えています。また、同時に地元の方とも協議を進めて行くことで進めさ

せていただきたいと考えております。 

 

斉藤会長    よろしいですか。はい、部長どうぞ。 

 

髙橋部長    相川の地区の調整区域の話で、課長から検討した経過がないと説明がありましたが、

訂正させてもらいます。 

        実は相川を市街化区域にいれてほしい。あるいは猿別の市街地の市街化区域にいれ

てほしいというお話は昭和の時代からありまして、要望が上がってきた経過もござい

ます。それで、町の方の考えとしては今平川委員言われるように、既存にあります建

物や工場とかは、過去からの既存の権利や開発行為によって許可となったものがほと

んどでございまして、市街化区域に編入しようと言う検討をしたことはあるんですけ
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れども、市街化区域に編入するということは、下水道等が猿別川を渡って本線を抜け

てということでお金が莫大にかかるということと、飛び地でさらに町をということ。

どちらかと言うと、幕別町はひとかたまりの市街化区域になっているんですけれども、

飛び地で川を越えて市街地を作るということがどうかという議論もされまして、そこ

は今の段階では編入するべきではないだろうということで判断がされ、それを基に進

んできました。ただ、平川委員いわれるように、光ネットの関係や下水道の関係など

は、下水道は個別排水で対応するなどをしていますので、今後も対応していきたいな

と思います。光ネットはまだ幕別地区ではまだ入っていないという現状であります。

これも町が整備するのか、自らするのかという問題も残っていくのだと思います。今

の段階で町が整備すると言うことはないという現状です。 

 

平川委員    確かにその通りで理解はできます。ただ、下水道とかは単独で補助とかだしてもら

い、生活環境をよくしてくれていますが、あそこは工業団地で、いろいろネットを使

って情報収集やらすることが多いと思うのですが、ところがあそこは光ケーブルも入

っていない、補助もない。そういうものが対応されていない。ということはネットで

何かしようとしたら非常に不便なんですよ。そういう意味で市街化になれば、そうい

うこともある程度できるようになるのかなと。問題はあそこにＮＴＴが入ってこれる

ような方法がないかどうか。今のままでは絶対無理です。他にもこういう地域がある

かもしれないので、そういうことも含めて、せっかくマスタープランに工業地域どう

しようかということも書いてあるので、もっと具体的に記載してはどうかということ

でお願いしたいと思います。以上です。 

 

中橋委員    はい。このマスタープランの変更と言うのは、全体と言うのは冒頭に言われました

ように、人口の増加が望めないこれから逆に減っていくだろうということを根底に市

街地をこれ以上増やしていかない。イメージ的にね。今ある遊休地であるとかそうい

うところを活用して開発をしていくということだと思うんですね。そこで、そういう

状況で当然日本全体の人口が減って行っているのでそういう計画になるんだろうなと

は思うわけですが、これまで開発してきたところの、衰退しているところの状況をき

ちっとこう計画を持って、できれば活性化していくということが大事だろうと思うん

ですよね。 

        そこで、例えばこの計画の中で本町のＪＲ駅付近、それから札内の駅付近。これを

今までの計画というところから、商業業務地と変えられていますよね。これがどんな

形になっていくのか、描かれるものをあったら説明頂きたいと思うんですけれども。 

        どこも都市化の空洞化の中で、 近高齢化社会に向けて駅周辺で帯広何かでは高層

住宅が多いのですが、上の団では、住宅の中で高齢化社会に向けて、一体となった住

宅作りということが示されているんですが、この駅周辺ではそういう計画ではないで

すよね。この計画ね。それは、そういう計画は全く考えられなかったのかどうかその

商業業務地と限定していく姿はどんなものを描いているのか、どんな手立てをとって、

成し遂げて行くのかということも含めて考え方伺いたいと思います。 

 

田井課長    地域商業業務地の件ですが、現在具体的な計画があるわけではございません。ここ

で記載しておりますのは、現在の用途に合わせた場合ですね、こういったことでの駅

周辺の活性化を図っていくべきではないかということでの課題として提起をさせてい

ただいているというような状況でございまして、当然これを受けて今後商工会等との

協議の中で具体的なものが見えてくれば、それに合ったような具体的な計画を定めて

行くということでございまして、このマスタープランの位置付けの中でその具体的な

計画を定めるというものではないということでございます。 

 

中橋委員    幕別では過去に民間住宅の借り上げや民間の力を借りて公共的な住宅の整備を駅周

辺の中でという企画も持ってられたことありますよね。今度マスタープラン見直して、

今のような地域の商業業務地域と位置付けされたら、そういった計画についてはもう

駅周辺では持たれないというふうになるんでしょうかね？商業と業務と位置付けなん

ですけれどもね、住居というのは借家業の方にしてみれば業務なんでしょうけれども、

住宅は住宅地として位置付けられておりますからね、その辺の住み分けといいますか

関わりはどうなるのかお聞かせいただきたいと思います。 
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田井課長    ここのマスタープランで位置付けられている駅周辺というのが、どの班員を示すの

かというのが非常にあろうかとおもいますけれども、言って見れば今の用途の商業、

近商の中で全く住宅を排除して商業施設だけとか業務施設だけにするというわけでは

ございません。まずは既存の商業、あるいは業務やられている方を大事にしながらそ

の活性化をどうやって進めて行くんだということが今後の課題になるのかという思い

でおりますし、当然町中居住という国の政策だとか概念もありますので、それは地域

の方々と今後具体的にどうしていくのかというのは今後の協議になっていくのかなと

思います。全く排除しようと思ってこういう記載をしているわけではないということ

です。 

 

斉藤会長    よろしいですか。他には。はい、小林さんどうぞ。 

 

小林委員    こちらもちょっと、直接こちらとは外れるのかもしれないですが、防災計画の方に

なるのかもしれませんが、例えば一時避難場所になっております公園の整備とかその

辺のことはそんなに問題ないと思うんですけれども、 終避難場所になるのは主に学

校になると思うんですが、そちらの建物自体の耐震化は非常に幕別さんの迅速に行わ

れて、ほぼ完成に近づいていると思うんですけれども、そちらの避難所自体のいろん

な情報の提供というのを各地域担当の公区長さんだとかそういったところに情報提供

がなされるのかどうかが一点。というのは、実際に今は東日本大震災があっていろい

ろ私たちニュースで映像は見ますけれども、現実に例えば本当に非難した時にどうい

う形になるかというのは、行ってみてドタバタではなくて実際には避難訓練等も含め

まして、各町内会さんに依存するのが現実だと思います。その際にやはり避難場所に

なる建物に対してのいろんな情報ですとか、注意事項ですとかそういったものを各避

難所、避難所ごとに作成するようなマニュアルになったようなものを完全な古米過去

とは無理だと思いますけれども、大原則となるようなバックボーンになるようなもの

の作成とか情報提供とかそういった計画があるのかどうか。 

        それから、実際に非難された時に、これは阪神大震災の時もそうですし、今現時点

の東日本もそうなんですが、基本はまずライフラインが使えないということを前提に

考えなければ避難所は成り立ちません。その時にやはりトイレの問題。今特に下水道

が当たり前の時代になってしまって、特に若い人や小さなお子さんだとかはボットン

便所さえも知らない、それがあってもできない、使えない、それがあっただけで精神

的に出るものが出なくなるという現状があって、それに対して例えば東京都さんのよ

うな避難所の外部にそういうただ建設現場の仮設トイレという意味ではなくて、そこ

の場に常設して仮設的なテントさえ組めば、そこがトイレとして使えるだとかもっと

本腰を入れた防災計画が、今は無理だと思いますけれども、今後そういったことがな

される計画があるのかどうか、ただ場所だけを提供すればいいっていうものではなく

て、本来の避難生活を考えて。この地は正直言って今回のような津波というのは考え

られないですから、おそらく本当の地震によるものだと思うんですけれども、それで

も避難所が頼りになるわけですから、ただ場所を提供ではなくて、そこで生活するこ

とを前提にした計画がこれからもあるのかどうかを一点。 

        それと、もう一点。除排雪の問題なのですが、こちらの除排雪に関しては断定的に

力強く記載されているんですよね。他の条項と比べますと。ただし、現実は各住民か

らいろんなクレームはあるんでしょうが、そうではなく、現実に生活道路に出入りす

るところに雪を積まれてしまう。それを言ってしまえば、そこだけ避けてもう５Ｍほ

どずらして、溜めてくださいというお願をしても、正直言ってそんな特別扱いはでき

ないと断られた実際の経緯がありまして、その際も本来は業者さんが、あっそうです

ね、わかりました。ここは確かに皆さんの出入りするところなので気を付けてそこを

避けて別の所に積みます。と言っていただいてたんですが、逆に町の方から業者の方

に叱られたと、で、申し訳ないんだけどもっていう実際に言われた経緯があるんです

よね。そういったことも踏まえて、個人的なクレームの部分と本来の地域住民の出入

りに必要なスペースの部分とっていうのは、別だと思うので、クレームはクレームな

のかもしれないですけど、その辺の対応というのもお伺いしたいと思うのですが。よ

ろしくお願いいたします。 
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平川委員    関連して、その避難場所の件なんですけれども、今回の地震で私の知り合いも避難

場所に避難していたんですが、ところが避難場所で各教室に避難した人たちの名前が

書いてあるんです。ところがマニュアルがないから、各避難所勝手に作っているんで

す。こんな小さな紙に細かく書いているところもあれば、大きく書いてあるところも

ある。ところがネットでもってそれを写真にして全国どこでもわかるようにしてくれ

たんですけれども、そういうマニュアルがないためにまちまちで、私の所は光ケーブ

ル入ってないから、パソコンで開いても遅くて遅くて小さくてどうしようもなかった

んだけど、そういう避難場所のマニュアルというのをできるだけ早く作って、避難場

所にはこういうものは 低限必要なんだよ。こうすべきなんだよ。それから 低限こ

ういう設備はしなきゃいけないよ。っていうことをマニュアル化したものがあればい

いわけです、そうすると我々は避難訓練やって、避難場所に逃げた時にそのマニュア

ルに基づいてどうなっているのかということができるわけなんですね。ここの直接の

問題ではないんですけれども、そういう避難場所に対するマニュアルというものを、

一般住民の我々のマニュアルと言うのはいっぱいできていいます。でも避難場所のマ

ニュアルというのは意外と少ないですし、目に入ってこないということもありますの

で、この折ですから一つ、関係のところに連絡してもらってそういうものを作成して

ほしいということです。 

 

笹原係長    避難施設についての関係のお話でありますけれども、町の防災計画の中でも今平川

委員おっしゃられるように、なかなかこう目にしないという点では、情報提供が不十

分だったのかなというところは反省すべき点だとは思っておりますけれども、今の現

行の防災計画で言いますとですね、各避難施設に町の職員がそれぞれ担当で張り付い

てその避難所の運営をどうするのかという内容にはなっています。職員向けのマニュ

アルというのも一応一通りのものはあるにはあるんですけれども、問題はそのとおり

やれるのかどうなのかという点が不安視される部分。あと、住民の方々が今おっしゃ

ったような安心できるのかという点があるのかなというふうに思います。また、小林

委員がおっしゃったようにですね、ライフラインが使用することが不可能であろうと

いう点については、決して十分な備えがあるのかということでいきますと、なかなか

かかる経費のことも含めて十分とは言えない部分も確かにあるのかなと考えられると

思っております。トイレだけでなく飲み水の確保ということについても各避難所でど

ういうふうにするべきなのかということについては、小林委員おっしゃったようにで

すね、使えないことの前提に立った計画等をですね、今後考えて行くことが大きな課

題なのかなというふうに考えております。そうしたものについては、今後予定をされ

ます防災計画の見直しの中でもやはり取上げられていくべき問題なのかなと思ってお

ります。今日お話がありました件についてもですね、所管する町民課も含めて、そう

いった見直しの際にはですね、少しでも反映できるように意見として申し述べたいな

と考えております。 

        あと、もう一つありました、除排雪に関する問題でありますけれども、前回ご説明

を申し上げました中で、アンケート調査の中で非常に大きく取り上げられていた課題

でもあります。これは前回から引き続きワースト１ということもあってですね、特に

札内市街でそうした住民要望が強いのかなという傾向が顕著に表れております。いろ

んな課題や問題点があってですね、そうした回答になっていったのかなと思います。

その問題点の中には、先ほど小林委員がおっしゃったように宅内の除排雪、宅地に面

した道路部分の除排雪ですとか、十分な住み分けが仕切れないですとか、行政側の方

でやるべき除排雪の部分の啓発などの部分に十分に力が注いでなかったのかなという

反省点もあるのかなと思っております。また、超高齢化社会ということで４人に１人

が高齢者になってきているということも考え合わせれば、やはり行政側だけでの対応

というのも十分やりきれないという部分もあるのかなということで、そうしたことも

含めてですね、都市マスの中でも多くの部分に、これからご説明いたします地域別の

部分でも同様の記載はさせていただいてますけれども、いろんな角度からの検討も今

後は必要なのかなというふうに考えております。 

 

斉藤会長    よろしいですか。土谷さん何かないですか。 

 

土谷委員    では、一つだけいいですか。現行の方の２７ページにあるその他の観光商業地。こ
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れは、具体的などういうものを目指し、今どんなものができているんでしょう。逆に

これ削除したんだとすれば、地場産品の販路拡大という部分が無くなっちゃうんです

けれども、そのあたりは残しておいてもいい部分なのかなとちょっと気になったもの

ですから、教えてください。 

 

田井課長    その他の観光商業地ということで、国道３８号線沿線ということで想定をしていた

ものでございます。この部分につきましては、いわゆるグリーンツーリズムなりのそ

ういった商業観光施設が国道３８号線沿線に張り付くことを想定していたということ

です。地元の農産物の販路拡大ということに記述をしていたということでございます。

その部分につきましては、現行の（５）の流通業務地、沿道サービス系ということも

含めましてですね、工業地の 後の部分に書いておりますけれども、先ほど係長から

も説明させていただきましたが、農業をネタとしたといいますか、地域資源を活用し

た工業系の業務施設、この中に含めて行きたい。そういった農産物の加工施設をメイ

ンとしながらもそういったものの販売施設も含めていく中で、調整区域の土地利用に

含みを残したものにしていきたいということで、こういう記述にしているということ

でございます。 

 

斉藤会長    よろしいですか。それでは無いようですので、続いて残りの部分の第４章、第５章

について引き続き事務局よりお願いいたします。 

 

笹原係長    それでは、引き続き説明をさせていただきたいと思います。 

        ４４ページからの第４章地域別構想でございます。一つめくりまして、４５ページ

の上に地域区分を記載しております。基本的に前回現行のものと、地域区分同様に考

えております。幕別地区と札内が３つに分けた地域、東・北・南と３つに分けて記述

をさせていただいております。 

        初に幕別地域ですけれども、幕別地域につきましては、この役場庁舎ですとか、

商工会といった公共施設が数多くありまして、古くから本町の都市機能の中心的な役

割を担っていた場所であります。４６ページ人口の推移ということで、こちら国調年

に合わせた、住民基本台帳ベースの人口に変更したものでございますけれども、平成

２年をピークに人口は減少をしておりまして、昨年の９月末現在で役４，４００人弱

の人口となっております。 

        ４７ページいきまして、地域の課題でございますけれども、少子高齢化がより一層

ですね振興することが予想されるということ、また商業施設の減少によりまして商業

地の活力低下が進んでおりまして、日常の買い物など生活利便性の向上が求められて

いるというようなことを挙げております。 

        あと、４８ページの地域づくりの方針でございますけれども、土地利用の方針とし

て、商業地の活力向上を図るために商工会と連携して空き店舗などの活用をしながら

少子高齢化に対応した商店街づくりを進め、日常の買い物などの生活利便性の向上に

努めて行きたいという部分と、あと既成市街地にあります、低未利用地と空地空家の

利活用に向けた検討を進めていきたいという記述をしております。 

        ２番目として交通体系の整備でございますけれども。先ほどもちょっと質問にあり

ましたが、中央通３８号線についての整備でございますけれども、こちらは都市計画

道路の見直しなど、必要な検討を進めて圏域内の道路網の骨格形成に努めていきたい

という記述をしております。 

        続いて、４９ページでありますけれども同じく交通体系の整備の中で 後の方にで

すね、これまで以上に利用しやすい公共交通の整備ですとか、移動手段の多様化につ

いての検討の記述をしております。 

        ３番目といたしまして、公園・緑地の整備方針でありますけれども、運動公園につ

きましてはスポーツレクリエーション拠点だけでなくですね、各種のイベントの開催

場所となっている他、災害時の活動拠点となっていることからその機能の維持に努め

ていきたいという記述になっております。 

        あと４番目の自然環境の整備でありますけれども、猿別川につきましては、すぐれ

た水辺環境にあるものですから、その保全に努め、適切な維持管理体制の確保を図り

ながら、併せて都市防災機能の維持に努めるという記述をしております。 

        続きまして、第３節の札内東地域でございます。こちらにつきましては、札内駅前
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の商店街、国道３８号線沿いに商業施設がありまして、その周辺に住宅地が広がって

いるというような状況になっております。また支所などを中心とした公共施設ですと

か金融機関などがバランスよく配置をされている利便性の高い地域であります。これ

までに積極的に住宅地の造成が行われていた関係から人口が増加しておりましたけれ

ども、近年では減少傾向を示しておりまして昨年６月末では約５，５００人の人口と

なっております。 

        ５２ページの地域の課題でございますけれども、これまでに国道３８号沿線を中心

に商業地、施設の進出が相次いだことから買い物を中心としました、日常生活の利便

性が向上する一方で交通事故の増加が懸念されているということで、安全な交通体系

の実現のためにですね、歩道など安全交通施設の整備ですとか、除排雪体制を含めた

適切な維持管理が求められているということ、あと札内駅周辺の商業地の活力の低下

が見られるということを挙げております。 

        ５３ページから地域づくりの方針を記載しております。土地利用の方針につきまし

ては、低未利用地、空き地空き家の利活用の検討を進めるという部分と、駅前商業地

についての活性化についての記述と合わせて先ほど説明いたしましたが、主要幹線道

路であります国道３８号沿道についてのですね、地域資源を活用した適切な土地利用

を図るという記述をしております。 

        あと２番目の交通体系の整備の方針でありますけれども、幕別札内線につきまして

は、これは幕別市街を結ぶ市街地間の交流円滑化する交流軸として位置付けをしてお

りまして、また、地域緊急輸送道路としての位置付けもあるものですから、災害地の

防災機能を確保するため平常時より適切な維持管理に努めるというような記述をして

おります。札内南大通につきましては、都市内の道路網を形成する重要な幹線道路と

して今後においても適切な維持管理に努めていきたいというものでございます。 後

に、こちらも除排雪の体制の確保と合わせて交通安全の向上のため横断歩道などの交

通安全施設の充実について関係機関へ要請を進めるという記述をしております。 

        ３番目の公園・緑地の整備方針でありますけれども、都市基幹公園であるスマイル

パークにつきましては、次のページになりますけれども、豊富な緑があるというだけ

ではなく、災害時の防災拠点としての機能を維持するべく適切な維持管理に努めると

いう記述をしております。 

        後に住宅建設の整備方針ということで、こちらについては公営住宅春日東団地に

ついての記述でございますけれども、公営住宅ストック総合活用計画に基づきまして、

計画的に整備を行っていきたいという記述でございます。 

        つづいて、５７ページからの札内南地域についてであります。こちらにつきまして

は、周辺が豊かな自然に恵まれておりまして、落ち着きある住宅地が形成されている

ところであります。札内新道の札内清柳大橋の開通によりまして、帯広圏の圏域の中

心部へのアクセスが非常に向上したところでありまして、交通利便性の向上が期待さ

れているところであります。これまでは人口の推移については、、増加傾向から近年で

は減少傾向も示しておりまして、約６，０００人の人口となっております。 

        次のページに地域の課題を記述しております。清柳大橋の開通によりまして、幹線

道路を中心に市街地内の交通量が増加傾向にありまして、そういうことから交通事故、

渋滞などを起こす環境の悪化が懸念されていると。また、冬場の除排雪体制を含めた

適切な維持管理が求められているという部分と、あと、次のページになりますけれど

も、上段に途別川沿いにつきましては低地であるため浸水被害が発生していたという

ことで、その都市防災機能の維持が必要であるという記載をしております。 

        下の方に地域づくりの方針が記載されておりますけれども、この地域については、

特に多くの低未利用地が存在をするということから、そうした低未利用地の利活用に

向けた検討を進め、快適で安全・安心な住環境の形成に努めていきたいという記述を

しております。また、札内新道の沿線、清柳大橋に向かっての部分でございますけれ

ども、こちらについても地域資源を活用した適切な土地利用を図っていきたいという

記述をしております。 

        続いて交通体系の整備でありますけれども、主要幹線道路である圏域環状道路、い

わゆる札内新道でございますけれども、それについてリバーサイド幕別以東の延伸計

画を進めていきたいという記述をしております。また、こちらのほうにもですね、き

め細かな除排雪体制の確保について努めていきたいという記述をしております。 

        ６１ページになりますけれども、（５）として地域防災の整備方針ということで先ほ
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ど課題の中で触れましたけれども、過去に浸水被害が発生しているということから市

街地の浸水被害に対応するため、雨水排水施設や途別川などについてですね、適切な

維持管理体制の確保を図りながら都市防災機能の維持に努めていきたいという記述を

しております。 

        （６）に住宅建設の整備方針ということで、こちらについては公営住宅の桂町東団

地とあかしや南団地についてのですね、計画的な整備を行っていくという内容を記述

しております。 

        飛んで、６３ページから今度、札内北地域についての記述であります。この地域に

ついては札内市街地の中で帯広市に も近い位置に位置するということで、幕別町の

玄関口とも言える地域であります。この場所においては、過去から宅地造成が行われ

てきたということもありまして、人口も年々増加しております。昨年の９月末現在で、

６，１００人強の人口となっております。 

        ６４ページの地域の課題でございますけれども、この札内北地域のほぼ中央部に国

道３８号が斜めにはしっておりまして、地域を分断する格好となっておりまして、通

学の際など、安全なアクセスが非常に求められている場所であるということを記述し

ております。また、次のページに冬場の除排雪体制の確保と国道３８号沿線につきま

しては、商業地が広がっていることから、その機能の充実と維持が求められていると

いう記述をしております。 

        ６６ページの地域づくりの方針でございますけれども、国道３８号沿線の商業地に

ついては、既成の商業地の維持と沿道の商業地の更なる誘導を図りまして、周辺の住

宅地と調和のとれた利便性の高い都市空間作りを目指すという記述をしております。

また、こうした商業地を含めた、これら一帯は準工業地域の用途地域になっておりま

して、今後において土地利用の見直しをする必要が生じた場合については、用途地域

の見直しなど検討して、適切な市街地形成に努めていきたいという記述もしておりま

す。 

        あと、（２）の交通体系の整備でありますけれども、国道３８号が斜めに横断してい

るということで、これらについての安全確保に努めていかなければならない。という

記述をしております。あと、街路整備の記述でありますけれども、札内西大通の一部

と札内北町本通の一部の整備を進めていきたいという記述をしております。こちらに

ついても、きめ細かな除排雪体制の確保についての記述をしております。 

        公園、緑地の整備方針についてですけれども、６７ページになりますが、札内川の

河川敷地についてはですね、スポーツ・レクリエーション活動の拠点となっているだ

けでなく、災害時の防災拠点ともなっているものですから、そうした機能を維持する

ための適切な維持管理に努めていきたいという記述をしております。 

        後に４番目として、自然環境の整備でありますけれども、札内川につきましては、

これは部門別方針でも書きましたが、河川の理解の推進について努めていきたいとい

う記述をしております。 

        以上が４章の地域別方針でありまして、続きまして、６９ページから第５章のまち

づくりの具現化方策についての記述になっております。 

        第１節都市計画マスタープランの実現に向けてということで、４点ほど記述をして

おります。 

        一つ目として、住民と行政のパートナーシップによるまちづくりであります。住民

のまちづくりへの積極的な参加と協力、そして様々な行政情報の適切な公開と提供を

進めるという記述であります。 

        二つ目として、効率的、効果的なまちづくりでありますけれども、これまで以上に

費用対効果を十分に検証した効率的な事業の取組が必要であるということ、あと、急

激な社会構造の変化や国の政策動向を常に見据えて事業の必要性や整備手法の検討に

ついて、柔軟に対応できる体制づくりを整えておくといった記述をしております。 

        三番目として、幅広い連携によるまちづくりということでこれまで以上に積極的に

国や道と連携調整を図るということと、また併せて周辺の市町村との連携を図るとい

うこと、それとは別に民間企業や団体等とも連携を図るといった内容を記述しており

ます。 

        四番目として、多様な視点からのまちづくりということで、これまではハード事業

主体のまちづくりを進めてきましたけれども、これからはソフト事業主体のまちづく

りに取り組む必要があることから、多様な切り口からまちづくりに対する施策を検討
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し、事業の実施に取り組んでいく必要があるという記述をしております。 

        次に、第２節まちづくり推進体制の構築についてであります。 初にまちづくりに

おける町民・行政の役割の記述でございます。町民のまちづくりへの参加は今後のま

ちづくりを進める上で も重要なポイントであります。また、行政は町民が自ら考え

行動が出来るよう、あらゆる機会を捉えて情報提供に努め、その責任を果たしていか

なければなりません。こうしたことから、町民と行政がそれぞれに果たすべき責任と

役割を自覚し、相互に協力しながらまちづくりを進める協働のまちづくりを今後もい

っそう進める必要があるという記述をしております。 

        後に２番目として、まちづくりの組織の体制作りと育成についてであります。ま

ちづくりに係る活動につきましては、住民生活にかかすことができない取組みとなっ

ている一方で、高齢化の影響などによりまして、その担い手となります人たちの不足

ですとか、特定の人たちがその役割を担っているという状況にございます。また、行

政による画一的な手法だけでは、多様な行政ニーズにこたえることは困難であると想

定がされます。そうしたことから、今後は新たな担い手ですとか、様々な形態や立場

にある人たちと連携を図りながらまちづくりを進める必要があります。そうした新た

なまちづくりの担い手の育成と多様な主体がまちづくりへ関ることができる体制づく

りなど、さらなる協働のまちづくりの取組を推進するといった記述で締めております。 

        委譲で説明を終わらせていただきますけれども、すでに開催をしております庁内の

策定委員会ですとか、前回の審議会また今日のこの場でいただいておりますご意見で

すとか、今後開催予定の住民向けの説明会、さらには北海道の説明などなどの中でで

すね、今後これまで説明させていただきました内容に一部修正となる点もあるかと思

います。そうした点につきましては、次回の審議会で修正のうえ説明させていただき

たいと思っております。以上で説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明のありました、第４章、第５章について、ご意見、ご質問が

ありましたらお受けしたいと思います。 

 

平川委員    すいません、あの防災のことばかりで。札内南地域、途別川に囲まれていますが、

途別川が氾濫した場合に何がネックになるかというと、僕たちはそこに住んでいる関

係上であそこの、旧緑館、グランヴィリオホテル。あそこへ上がっていく途別側に架

かっている橋、あの橋がネックだということはわかっているんですけれど、あの橋を

大雨災害の時に開放できる方法をとるとか、あそこがぶつかると間違いなく氾濫する。

で、我々はあそこにいながら、どういう形にしたらいいんだろうということも考えて

いる。あるいは、札内北地域は札内川の東側にありますから、札内川の堤防が決壊す

ると全部札内は低いです。札内は相当な被害をこうむるだろうという具合に考えてい

るわけですけれども、そういうことも含めた防災対策という、川による災害、大雨災

害、地震災害、これくらいしかなくて大雨災害によって河川が氾濫する。あるいは地

震でも十勝ダムが決壊すると、帯広まで１時間位で水がはいってくるわけですね。そ

うするとその時に十勝川がどんどん氾濫するという問題があるわけです。札内が水が

逆流すると。そういう危険性というものを１００年に１回か１０００年に１回くるか

わからないけれども、そういう危険性を検討しながら、具体的にできるものからやっ

て行こうと。途別川言えば、あそこの橋をなんらかの対策の要綱に入れてもらいたい

と思っているわけですけれども、どんなもんでしょう。 

 

笹原係長    今のお話も防災に関る対策のあり方についてのご意見だと思いますけれども、途別

川につきましては、改修計画の内容が３０年に一度降るような大雨に耐えうるような

たしか河川計画になっていたのかなというふうに思います。過去、途別川沿いの低地

の部分で浸水被害も何度か発生しておりまして、私自身も当時その対応にあたらさせ

ていただいた経験もございます。住んでいる方々については、当然そういった不安が

今でもあるのかなと思っております。 

        先ほど出ました橋につきましては、河川改修の計画の内容に沿った形で橋が架けら

れております。ですから、河川計画以上の雨が降った時どうなるのかというようなこ

とを多分に橋げたに水があたるくらいまで水位が上がるのかなという予想はされるの

かなと思います。 

        今の防災計画の中では、地震時における避難場所と大雨の時の避難場所を分けて、
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位置づけをしております。札内で言いますと南ですとか北の方においては、特に低地

が広がっているものですから、少しでも高い場所ということで、札内南小学校ですと

か、札内中学校ですとか、少しでも高台にあるそういった施設に避難していただくよ

うな位置づけをしているというものであります。 

        ただ、それら想定以上、もしくは例えばダムに何らかの異常が生じて札内川の堤防

が決壊したといった場合の時点においてはどうなのかということですけれども、すで

にそうした場合を想定した浸水被害の想定マップも作成されておりまして、ある一定

程度、５０㎝ですとか１ｍですとかそうした浸水被害がでるのではないかということ

を踏まえてですね、大雨の時の避難場所も指定しているのかなと思います。ただ、東

日本大震災のような、これまで国すら考えていなかった事態においてはどうなるのか

ということについてはですね、やはり今後における国の考え方が示された後にですね、

町においてもどうしていくのかということを考えていかなければいけない大きな課題

かなと考えております。 

 

平川委員    １０００年に１回のことまで考えなさいということではなくて、想定内ということ

はあると思いますけれども、ただネックになるものを、よく調査して、それを撤去す

ることによって、３０年に１回の大雨に耐えられたのが、５０年に１回、１００年に

１回の大雨でも耐えれるようになるという、そういうネックになるものを見つけなけ

れば、住民は安心していられないんですよ。高台に避難しなさいと、そういう言葉で

はないですよね。安心できる、今までは３０年に１回の大雨なら耐えられていたのが、

５０年に１回でも安心できますよという、ネックになるものを一つずつ解決していく

ことが大事かなということなんです。 

 

笹原係長    特に、橋についての防災の対策といたしましては、これまでにも大きな地震が発生

直後においてですね、国においてもその対策をとるべく各都道府県、市町村にその指

導をしているところでありまして、 近で言いますと阪神・淡路大震災が発生した直

後におきまして、それまでの耐震設計の基準を大きく見直して、阪神・淡路大震災程

度の地震でも簡単に落橋しないような構造に設計基準が改められてきております。ま

た、それまでに架けられた橋についてもですね、そうした基準と同等の性能を有する

ような改修を図るべく対応しているというところでございまして、主にはそういった

地震が起きても簡単に落橋しない構造とするべく取組みを進めてきたところでござい

ます。 

        また、今回の１０００年に１度のような地震がありましたものですから、また国に

おいても今後における、新たな対応というのが同じように考えられますので、それに

従った町としての取組みも今後、考えていかなければいけないのかなというふうに今

の時点では考えております。 

 

斉藤会長    よろしいですか。 

        水害だとか、途別川、札内川ですか、たぶん決壊はしないという前提で宅地開発し

ていったとおもうんですけれども、途別川につきては床上浸水などもあったりして

初の頃は、ポンプがついてて、水が上がってきたときにはそれで川に戻すっていう形

でしてましたね。ところが東日本大震災、こちらは海がないので津波とかはないです

が、とんでもなく大きい防波堤があって、どんな津波がきても大丈夫っていうような、

とてつもなく大きい防波堤でさえ、想定外で突破したってことがあったりして、町ご

となくなってしまったりそういうことがありましたけれども、幕別町に限っては海の

水が来るようことはないですけれども、そういうことを考えた場合、例えば堤防が決

壊した場合はどうなるんだろうとか、国の判断をまっている場合じゃないんじゃない

かなと、何らかの対策だったり、東京の方のスーパー堤防だとか事業ストップしてま

したけれども、宅地ごと土盛りして大きくするという計画もありましたけれども、そ

んなことはこっちではできないでしょうけれども、東京だからできることで。なんら

かの避難場所だったり。以前、勝毎にも帯広川の話として、決壊したらどうなるんだ

ろうという記事になっているのを見たことがありますけれども、なんらかの考えてい

く必要があるんじゃないかなと思います。これは意見です。以上です。 

 

笹原係長    札内川につきましては、主に十勝川に流れ込んでいるということで、十勝川の整備
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に大きく依存しているというようなところがございますけれども、 近、千代田新水

路も完成し供用開始しているということもありまして、これまでは千代田堰堤が、防

災上のネックになっていた部分もございまして、そうした観点からいきますと、千代

田新水路の完成によりましてですね、ある一定程度の対応はできているのかなと考え

ております。また、木野市街の引き堤事業とか、開発さんにおいてはこれまでもそう

ですし、これからも河川改修についてはやっていっていただく必要があるのかなと思

います。また、途別川についてもそうなんですが、ここの記述にも若干触れさせてい

ただいてはおるのですが、定期的な維持管理、特に低水路部分に溜まった土砂の撤去

などによりまして、かなりの河川の流下能力の確保が期待できます。また、そうした

ことをやっていただくように、町のほうから定期的に働きかけをしているところであ

ります。途別川だけでなく、旧途別川ですとか猿別川とか、国とか道が管理している

主要な河川があるものですから、そうしたところへの働きかけは今後も引き続き町か

らしていきたいなと考えております。 

 

斉藤会長    はい。吉川さんどうぞ。 

 

吉川委員    今回の大震災でハッキリしたことは、自然災害については人為的に絶対に防げない

と。例えば築堤をどれだけ大きくしても、その想定を超える雨が降ったら絶対に決壊

するんだと。だから自然災害を人為的に制御するというのはまず不可能だという前提

に立った上で、どう防災計画立てるかと。例えば、避難所の考え方にしてもここを避

難所にしますよというだけではなく、その想定を超えた時にその次にどうするかとい

うことを、２段、３段の構えを、心構えとして防災計画を立てていくと。災害が起こ

った時に、被害を食い止めるのではなく、被害が起きた時に 小限にする。少なくと

も人為的な被害を 小限にする。そういう方法をソフト的に防災計画の中に盛り込ん

でおかないと、実際起こった時に正直言ってパニックになってしまう。そういうよう

な、考え方を防災計画の中に当然含めておいてほしいなということを思っています。 

        それともう１点、先ほどから国の方針に合わせて、あるいは道と調整を取りながら

と、そういう言葉が、全体的に今までの考え方がそうだと思うのですが、これからの

国の指針だとか、あるものによっては国としては大雑把な指針しかださない。後は、

それぞれ考えて計画を作りなさい。当然、全国一律の規定なんて作っても、現実には

無理な面がかなり多いので、細部の面については、各自治体に任せる。あるいは地方

がちゃんと計画を立てなさい。というような方針っていうのがこれからは多くなって

くると思うので、まして、婚秋の災害の後で、例えば強度的なもので一律の基準はで

きるかもしれないけれど、ソフト的なものでは全国一律の基準と言うのはたぶん出て

こない。だから、もっと町独自の考え方というものを全面的に出すような計画を立て

られればいいかなと思っております。以上です。 

 

田井課長    今まで、皆さんから防災に関するご意見お伺いしました。いろんなご意見でありま

すけれども、国あるいは道がそういった指針を定める上では当然市町村の意見を聞く

といった場面も出てくると思います。そうした場面を捉えながら幕別町の意見は関係

機関を通じて伝えていくのはこれからも必要だろうと考えておりますし、また、幕別

町独自の、なかなかハード的にということになると国の制度に乗らないという問題も

でてきて、財政問題も出て参りますが、吉川さんおっしゃられたような、ソフト的な

もので自然災害というものは喰いとめることはできません。そうした中で、発生した

時はどうするんだとか、そういった議論というのは、町として防災計画を見直してい

く方向性が出ておりますので、その中で議論させていただくと。で、そうした方向性

が出た中で幕別町として何ができるのかということが、これからのまちづくりの課題

となるのかなというふうに考えております。 

 

中橋委員    関連でよろしいですか。皆さんのご意見伺って本当にそのとおりだなと思って伺っ

ていたんですけど、今日の幕別町の防災計画は阪神・淡路大震災の後に、国が指針を

出して、それに基づいて幕別町はいわば数値を合わせるような形の決め方ではなかっ

たかなと思うんですよね。合併の時に忠類の関係もありまして、見直しを行われてき

ているんですけれどね、都市マスの基本的な考え方の中に、随所で協働のまちづくり

という言葉が出てきてるんですけれど、計画を構築する時に現場の意見というのが一



15 

番大事なのではないかと思うんですよね。それぞれの住んでらっしゃる皆さんの中で

の危機感であったり、いろんな危険のチェックであったりあると思うんですけれども、

そういうものが色を変えていって、計画の中に反映されて成果品が出来ていくという

ことを心掛けてはいらっしゃると思うんですが、できてみると、国の基準、道の基準

という形で流れている結果が見られるんですね。今回はほんとうに国難とも言える災

害もあったので幕別町の地理や人口や現状に合ったものをきちっと掌握をして、皆さ

んの意見を反映させるというのは本当に大事な時だと思いましたので、一言私も申し

上げておきたいと思います。 

 

田井会長    意見としてお伺いしておきます。この場で結論めいたものを申し上げられないので、

意見として。 

 

斉藤会長    他にないでしょうか。 

 

小林委員    質疑の部分とお願の部分があるのですが、質疑として１点目は幕別の都市計画とし

て、地盤の高さが入った道路台帳図等の資料をもっているのかどうかが１点。である

とした場合に、それは何年調査の何年作成のものであるのか。それから、議会にも関

連してくると思うんですが、一つに、先ほどから吉川委員、平川委員も関連している

んですが、少なくても防災に関しては、町が先頭になってという部分よりは、やはり

地元の町内会を中心にした形がベストだと思いますし、その方が一番動きがとれるの

かなと。で、それに対してできうるだけ議会も絡んでくると思うんですが、町がお持

ちのいろんな地域の高さなどのデータ資料そういったものの公開ができうるものなの

か。おそらく、議会が絡んで簡単に出せるものではないと思うんですけれども、その

辺がどこまでできるのか。先ほど、岡田町長から公区長会議が開かれたというお話あ

りましたけれど、例えば町の方でできるのであれば、そういった公区長会議の場で、

各地域の資料を公区長に配布できるような、そういった体制作りも可能なのかどうか、

できれば早急にお願いしたいなと。で、議会も関連するのであればその辺も含めて、

役場の個人情報ではなくて、防災の資料として出せるような体制をぜひ早急にお願い

したい。今現在でもそういったものが資料としていただけるものなのかどうか、その

辺ちょっとお願いします。 

 

田井課長    道路の高さということですと、航空写真測量とか町でやっておりまして、現況図に

号線ごとの交点の高さだとか、あるいは等高線が入った図面だとかそういったものは

お出しすることはできます。今でもあります。航空写真のデータは平成２１年の航空

測量に基づいたデータがあるということでございまして、粗粗の高さと言いますか、

道路でいいますと細かいアンジェレーションとかありまして、そういったところまで

のデータをかいつまんで出すということになると難しい場面もありますが、その号線

の高さだとかは幕別町の今の現況図の中に記載しておりますので、十分提供できると

いうことであります。 

 

髙橋部長    今、２点目の防災の関係でございますけれども、いろいろなお話をいただいており

ましたが、その中で今町としてやらなければいけないということは、今の段階では、

先ほど、国の方針、道の方針という話もございましたが、まずはそこの基準を基に、

後は町としてどういう形で防災計画を見直していくかという議論はこれからというこ

とになります。それで、今皆さんが言われているように、各地域、各公区なりが一番

中心となって作っていかなければならないということも踏まえてですね、実際今ある

防災計画そのものは各種団体、各消防・警察等々が入った中での、言わば行政が中心

となった計画になっておりますので、今後の計画の中では、住民の方々もどういう形

で入ってもらうかということも踏まえて、今後組織づくりも検討に入れながら、議会

も交えてというものを作って行こうという段階でございますので、その段階では皆さ

んにお示しできるのかなということでございまして、目標としては２４年だったと思

いますけれども、進めたいという担当の方の今の状況でございます。 

 

斉藤会長    皆さんよろしいですか。他にありませんか。 

        嶽山さんよろしいですか。佐伯さんいいですか。林さんもあらためてありませんか。 
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        それでは他に無いようですので、本日の協議事項は以上ということでいいですか。 

        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。 

 

田井課長    今回いろんなご意見ありがとうございました。今後の進め方でございますが、北海

道あるいは関係機関、あるいは町内の商工会等々にご意見をいただいた中で、今のた

たき台を修正していきたいということでございまして、その修正したものをお示しす

るのが、次回の都市計画審議会でございますけれども、１１月に予定をさせていただ

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

いと思いますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

斉藤会長    皆さんから何かございませんでしょうか。 

        無いようですので、本日の議事を終了致します。 


