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平成23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24年２月28日（火） 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         （  〃  ） 

杉坂 達男         （農業委員会会長） 

平川 康蔵     (公募によるもの) 

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 

 

４．欠 席   都市計画審議会委員  吉川 民之助 

 

５．議 事   報告第２号 帯広圏広域都市計画セミナーについて 

諮問第１号 幕別町都市計画マスタープランの見直しについて 

諮問第２号 幕別町緑の基本計画の見直しについて 

 

６．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４回幕別町都市計画審議会を開催いたします。 

本日、吉川委員より所用による欠席するとの報告がございましたので、報告いた

します。 

 

髙橋部長    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、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、諮問事項といたしまして、これまでの審議会で議論してまいりました、「幕

別町都市計画マスタープランの見直し」及び「幕別町緑の基本計画の見直し」につい

てさらに審議を重ねまして、答申をしたいと思います。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。 
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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４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

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、先週の金曜日に、新年度予算の記者発表をさせていただきまして、３月の議

会に提出いたします予算の概要を説明させていただきました。 

昨年に発生いたしました東日本大震災への対応や、ねじれ国会の影響などもありま

して、国の予算編成作業に遅れが見られ、町の予算に関連する事業の扱いに苦慮した

ところでありますが、全会計の予算総額を前年度とほぼ同額の約 214 億円とさせてい

ただきました。 

市町村財政を取り巻く環境が以前として厳しいなか、財政健全化の取り組みを引き

続き実施しつつ、道路事業や小学校の増築、公営住宅の改善事業など住民生活に強く

関連する事業費を一定程度確保して、生活環境の向上と町内経済の活性化に配慮した

予算としたところであります。 

また一方で、現在、国では「社会保障と税の一体改革」に伴いまして消費税率の引

き上げを行なうと連日報道されておりまして、関連する法案を３月末までの国会に提

出したいと考えているようであります。 

これに伴って、新たな年金制度や共通番号制度（マイナンバー）など、これまでの

あった制度の改正や新たな制度の創設など、次々に打ち出されてきております。 

そうした様々の事柄については、これから議論が活発化するのだろうと思われます

が、今年はこれまでの制度が変革する大きな分岐点となる年であると考えられ、地方

自治体にあってはそうした時代を的確に捉え対応していくことが重要であると考えて

いるところでありまして、安全・安心なまちづくりに向け、ここにいらっしゃる皆様

のお力もお借りしながら進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともご指導、

ご協力の程よろしくお願いしたいと思います。 

本日の審議会におきましては、今年度ご審議いただいておりました、「幕別町都市計

画マスタープランの見直し」と「幕別町緑の基本計画の見直し」の２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。 

 

髙橋部長    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。はじめに報告事項です。事務局からの報告を求めます。 

 

塚本主査   私の方から、２月７日に行われました「帯広圏広域都市計画セミナー」についてご 

報告いたします。 

このセミナーは、帯広圏域１市３町の都市計画審議委員、各市町の関係課職員、ま

た商業、農業、観光関係機関等を対象として開催されまして、本審議会からは、嶽山

委員、小林委員のご出席をいただきました。また、事務局からも３人が参加をいたし

ました。全体での参加者は約 80 人でありました。 

帯広市の十勝プラザで 15 時から 17 時の２時間で開催され、北海道大学大学院工学

研究院の坂井准教授を講師として迎え、「まちの魅力と豊かさを伝える景観づくり」と

いうテーマで講演をいただきました。 

内容につきましては、海外や日本全国の事例を紹介しながら十勝でどのように景観

づくりを進めて行ったらよいかというヒントとなるお話でありました。 

例として、三重県伊勢市では、屋外広告物を規制し、電柱を地中化し、建築物のデ
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ザインを揃えることで、観光客が３００万人くるようになったということです。ただ、

この伊勢の事例にも当てはまるそうですが、建物については、そこに住んでいる人々

の理解や意欲がないと実現は難しく、施策の効果が出るにも１０年から１５年はかか

るのが一般的ということでした。 

景観づくりとは、その町にある魅力を深めることですが、景観づくりと聞いて、私

たちは建物の色を規制したり、高さを統一するなど、建築物を一定の基準に当てはめ

て行くということを考えがちですが、今後はそこに住む人々、その人々が作っている

物、これは１次産業から３次産業まで全てを含めてですが、全てを対象とした景観づ

くりを考えて行くべきではないかという提案がありました。私たちは、旅などをする

と景色のみならず、そこで出会った人やそこで食べた物や、そこの特産品などすべて

を含めてイメージ、景観として記憶することが多いと思います。そういった意味で、

人や物、その全てが景観づくりとなりうるということでありました。 

では、なぜ今、町の魅力を深めて行くことが必要とされているかでありますが、そ

れは人口減少時代に突入し、都市間の競争が激化しており、人口の自然増は望めない

中でその町が生き残っていくためにも、住みたいと思われる町づくりが必要となるか

らです。 

十勝はヨーロッパ並みの一戸当たり耕地面積があり、それは大きな魅力となる。近

年、野菜の直売所では、生産者の方の顔写真が貼られたりしているのを見かけますが、

生産者とそのバックに広大な景色も写るように写真を撮るといいというお話がありま

した。野菜もその産地の風景によってイメージがつきやすく、買う人が良いイメージ

を持てる風景をいかに見せるかということも重要であるというお話でした。幕別町で

も、そういった素晴らしい風景はたくさんありますので、その風景を保全していくこ

とも重要なことだと感じています。 

ただ、十勝は起伏が少なく写真だと単調に見えてしまいアピールするのが難しいと

思われるので、実際に来てもらって目で直接見てもらうのが一番いいと先生は感じた

そうです。また、実際に来てもらった際は、十勝だと景色は車の中から見ることが多

い。車窓からの景色がイメージを決めることになる。 

景観の施策を行うには、まず、自分の町の見せたいところ、ここはちょっと良いイ

メージではないな。という部分を研究していく必要があるということでした。 

以上、簡単ではありますが、都市計画セミナーの報告を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局より報告がありました事項について、何かございますでしょうか。 

（なし） 

それでは続きまして諮問事項に移ります。 

諮問第１号について、事務局より説明をお願いします。 

 

笹原係長    都市計画マスタープランの見直しについて、ご説明させていただきます。 

都市計画マスタープランの見直しにつきましては、今年度の第１回から第３回まで

この審議会におきまして、委員の皆さまに議論をいただいたところでございます。第

１回、第２回につきましては、アンケート調査の結果ですとか、たたき台となります、

素案の作成について主に議論をいただいたところであります。その後、その素案に基

づきまして地域別の意見交換会を開催し、あと商工会などにご意見をいただきながら、

前回の第３回につきましては、その結果報告と修正個所の説明を行いまして、原案の

作成について議論をいただいたところであります。その後、その原案をもちまして、

年明け１月から２月にかけまして、パブリックコメントの募集を実施いたしまして、

本日の会議となったところでございます。 

本日は、前回の審議会で指摘があった部分についての修正点ですとか、パブリック

コメントの結果についての説明と都市計画に関る今後想定される施策などについて説

明を若干させていただきたいと思います。 

初に別紙１の３ページになるんですけれども、中ほどに、（２）対象区域というの

がございます。この中には、本計画は都市計画区域を対象とし策定するものですが、

ということで、前回、平川委員より忠類地域は関係ないのでしょうか。というご質問
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がございました。こちらの資料の中には記載はないんですけれども、計画書の本文を

策定する中においてですね、注釈書きを書き加えまして、忠類地域は対象区域から外

れることになります。ただし、幕別町全域を視野に入れた計画作りとなっていると、

説明書きを書き加えたいなと考えております。 

次に、11ページですが、黄色く色づけしている部分につきましては、パブリックコ

メントについての記載であります。パブリックコメントにつきましては、今年の１月

10日から２月９日の１ヶ月間実施いたしました。資料の配布ですとか、入手につきま

しては役場の都市計画課、忠類総合支所、札内支所、糠内出張所、駒畠出張所など役

場の本庁、各支所、出張所において可能とする他、町のホームページへの掲載をした

というところでございます。意見の提出につきましては、直接各施設への持参の他、

郵送やＦＡＸ、また電子メールのいずれかの方法にて受付をしました。しかしながら、

結果といたしましては、募集期間中における住民の皆さまからの、ご意見やご提案に

ついては、件数としてはなかったといったところであります。 

続きまして、29ページですけれども、こちらも中ほどに黄色く色づけされている箇

所がございます。前回の審議会で藤原委員の方からご指摘がございまして、国道38号

の４車線化の記述が消えた分についてのご指摘がありましたので、その部分につきま

して今回改めて記載をさせていただきまして、文章を一部修正をしたという内容でご

ざいます。 

以上につきましてが、前回の審議会の結果以降修正をした部分についての説明にな

ります。 

続きまして、今後の考えられる施策について、参考資料として箇条書きにしたもの

を本日配らせていただいたんですけれども、そちらの順にしたがって、口頭での説明

になりますが、現在の時点で考えられる範囲で私の方からお話をさせていただきたい

なと思います。 

まず、 初に低未利用地の利活用についてでございます。これにつきましては、都

市計画としての課題の中では一番大きな課題なのかなと考えております。といいます

のも、22年度に帯広圏の都市計画の整備、開発及び保全の方針と言う、北海道の方針

ですが、決定がされた中の基本方針の中では、「原則、市街化区域の拡大を抑制する。」

という表現が記載されております。この整備、開発及び保全の方針につきましては、

10年後の平成32年を概ね目標とする、今後の都市計画の指針となるものでありまして、

その中にあってはですね、市街化区域の拡大を抑制する。という基本的な方針が述べ

られたところであります。と、いいますのも背景にありますのは、皆さんご存じのよ

うに、人口減少傾向ですとか、少子高齢化の進展からですね、そうした記載に繋がっ

ていったわけですけれども、これまでは幕別町の場合はですね、ずっと市街化区域が

少しずつ拡大されていって、それに伴って人口が増加していったということになって

おりまして、現状があるわけですけれども、言ってみれば市街化区域を拡大するとい

うことが、都市計画としての華がある仕事といいますか、 たる政策であったのです

が、残念ながら今後におきましては、そうした政策が実現することが難しい状況にあ

ってはですね、既存の今ある市街化区域の中のこういった低未利用地をいかに活用し

ていくのか、といったところの課題を解決する取り組みがやはり重要になるのではな

いのかなと捉えております。ここ 近、桂町の２箇所の地区につきまして、住居系の

開発行為の申請が許可になったわけですけれども、まだ市街地の中には、まとまった

低未利用地が何ヶ所かございます。そうしたところの土地利用がなんとか図られない

のかと、町としてもこれまで、関係する地権者への働きかけなんかもしてきたんです

けれども、今後においてもなんらかの更なる働きかけも必要なんじゃないかなと考え

ております。これまでも開発行為という手法ではなく、北栄町のような区画整理事業

と言いまして、これは国の補助金も入ったり、町の助成も入ったりとかなり大がかり

な事業をやってきまして、支援をしてきたわけですが、実は今回許可となっておりま

す、桂町の２箇所の開発行為につきましては、同じ団地造成でありながら基本的には

原因者の方の負担において事業をやっていただいているというところでございます。

かかる経費につきましては、結果的に土地代に付加されまして、土地を購入される方

の負担になるということになっているんですけれども、そういった中にあってもです
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ね、道路整備において、若干道路を広く作るですとか、そういった部分においては町

の支援としてこれまでも助成をしてきたという経過がございます。で、今回も１箇所

の地区につきましては、そういったことも予定をしているといったこともあります。 

また、今後につきましては、未利用地の面積が小さくて、開発行為の技術基準とい

うのがあるのですが、その中で公園・緑地を計画区域の３％くらいは取りなさい。と

いう一定程度の技術基準があるのですが、面積が小さくなりますと３％の面積を確保

するとなっても、極端に小さな面積で実際にそういった面積を確保していただいても、

結果町が維持管理をするために引き継ぐわけですが、住民の方々の利用に十分供する

ような面積が確保されないということも想定されるものですから、そういった場合に

おいては、近隣に隣接するような場所にある公園の配置などを確認しながら、必ずし

も確保することもなく、柔軟な対応も今後考えて行きたいなと思っているところであ

ります。また、区画整理事業につきましては、先ほど町の助成もしていたという話を

させていただいて、開発行為は基本的には原因者の負担の中でその整備を行っていた

だいていたところなんですが、その結果はやはり土地代に付加されるといったことで

ありまして、１市３町、特に帯広を除いた３町の宅地の価格を見てみますと、幕別町

の宅地価格は決して安いわけではなくてですね、そういった競争という面でいいます

と、場所によっては遅れをとるような場面もあるのかなと。先進地の事例を見てみま

すと、そういった小規模な開発行為におきましても、それぞれの自治体がなんらかの

形で助成をしているといった事例も見受けられます。そうした支援が町として必要な

のかどうなのか、必要であった場合にですね、どういった支援ができるのかなといっ

た検討を今後していく必要があるのかなと今の時点で考えております。新年度以降、

検討を順次進めていきたいなと思っております。 

２つ目といたしまして、定住対策についてであります。先ほどお話しました低未利

用地の利活用についても広義の意味においては定住対策の一環になるわけなんですけ

れども、ここにつきましては、空き地、空き家の利活用についてですとか、この文言

については、今回の都市マスの見直しの中においても何か所も散りばめられておりま

して、そうしたことに何とか繋がることはできないのかなと考えております。すでに、

２月に入りましてから定住対策に関ります、町の取り組みについて、新聞報道の中に

あってもですね、いくつか紹介をされております。具体的には、３月の定例会の中で

説明がされることになるのかなと思っております。新聞報道の中では、購入する宅地

の住宅建設費の補助金ですとか、本町の市街地の中の町営住宅の整備、また忠類地区

におきましては、民間の賃貸住宅の建設費の助成ですとか、これは過去にも同じよう

な事例で取り組みがされたところでありますけれども、そういったことが検討されて

いる他、すでにこれまでも行われておりますけれども、住宅を新築もしくはリフォー

ムする時、商品券で助成するんですが、そうした取り組みを絡めましてですね定住対

策について何か取り組んでいくことができなのかなということを検討しているという

ものでございます。 

３番目にですね、公共交通機関の整備についてでございます。この項目につきまし

ては、 初にアンケート調査を行った中でも、新たなマスタープランに加える内容と

して、一番トップの要望があった項目であったわけです。自由記述欄においてもＪＲ

やバスなどの既存の公共交通機関をもっとしてほしいですとか、コミュニティバス、

これは本町においては取り組みがないわけですが、そうした取り組みをしてほしいと

いった記述が多数記入されていたといったところであります。こうしたこともありま

して、今回の都市マス見直しの中の公共交通機関の整備という中で、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を進める、

そういった必要があるのではないのかなという記述をさせていただいたところであり

ます。 

昨年、都市マスの見直し作業を進めるのと並行して、庁内に公共交通の整備に関る

検討の委員会が立ち上げになりまして、その委員の中に私も参加させていただきまし

た。その中でコミュニティバスの検討をしておりまして、これについてもすでに新聞

にも掲載がされているわけですけれども、そうした導入の検討に向けまして先月の24

日に地域公共交通確保維持改善協議会といった協議会を、地域住民の方々ですとか公



6 

共交通に関る事業者の方々、開発や北海道も加わった協議会を立ち上げまして、今後

コミュニティバスの導入に向けた検討ですとか、協議を進めるといったような準備を

進めているという状況であります。コミュニティバスにつきましては、平成14年度に

幕別町において試験運行をしていたといったことが過去にありました。当時は非常に

残念なことに乗車人数が少なくて、本格運行には至らなかったという経過がございま

した。ほぼ同時期に、音更町が試験運行をし、音更町については本格運行に移行した

という経過があったわけですけれども、本町においては残念ながら乗車人数の関係か

ら十分な需要が見込まれないのではないかという結果から本格運行にはならなかった

という経過がございます。今後においては試験運行の結果も踏まえながらそうした利

用実態を見込みながら導入に向けた検討をするのではないのかなということを考えて

おります。 

次に、４番目といたしまして、防災との関係についてであります。昨年の東日本大

震災の発生以降、国においては防災関係の法整備が非常に活発であります。国の中央

防災会議におきましても大震災の発生した翌月に東北地方太平洋沖地震を教訓にした

地震・津波対策に関する専門委員会というのを設置いたしまして、昨年の９月28日に

報告がおこなわれたところであります。その報告の中には、地域防災計画と都市計画

の有機的な連携といった項目が謳われておりまして、そうしたことから、新たな都市

施設の考え方というのが追加となっている状況にございます。主には、津波に関する

項目でありますけれども東北地方で大きく津波の影響を受けて被災した町が消失した

ような地域におきまして、津波防災拠点の市街地形成施設というような内容の都市施

設を新たに追加し、都市計画決定をしていくといったことも考えているようでありま

す。これまで伝え聞いている情報としては、主に津波対策ですとか、原発対策という

のが先行しているという状況でありますけれども、国の防災基本計画、これは昨年の

12月に一部修正が加えられておりまして、この中で、災害の発生を完全に防ぐという

ことは事実上不可能でありまして、災害時の被害を 小限にする減災の考え方を防災

の基本方針とするといった文言が加えられているようであります。たとえ被災しても、

まずは人命が失われないということを再重視をするという防災の原点に立ち返ったよ

うな考え方なのかなと思います。また、今回の東日本大震災のような甚大な被害を発

生させるような災害の場合に、経済的な損失が非常に大きいと、その損失は被災地域

だけでなく日本経済全体に影響を与えるということから、そういった文言も記載され

ているのかなと思います。具体的な減災に対する取り組みについては、今後国の方か

らも情報提供がされると思いますけれども、都市計画に関る内容として、はたして何

ができるのかといったことについて、情報を収集しながら注視していきたいなと考え

ております。あと、北海道の防災計画も現在見直しをしている 中でありまして、今

後国ですとか、北海道の防災計画などの動向を踏まえながら、町の地域防災計画の見

直しも順次進めて行くということになっております。具体的には新年度中くらいに見

直しに取りかかり、たぶん早ければ新年度中くらいなのでしょうか、終わらせるとい

うような話も聞いております。いずれにしても、国や北海道の動向を踏まえた中で町

の地域防災計画の見直しを進めて行くことになります。 

現在も既存にあります、公共施設を活用した防災対策というのは当然やっておりま

して、避難所には学校やコミセン、近隣センターが位置づけがされておりまして、公

園には一時避難所として位置づけされている公園もあれば、大きな公園、スマイル―

パクですとか札内川河川緑地ですとか運動公園につきましては、臨時のヘリポートに

するといった位置づけもされているようであります。そうした位置づけが新たにでき

るのかというようなことも注視していきたいなと考えております。また、新たな耐震

についての公共施設の取り組みといたしましては、現時点で想定されますのはやはり

避難所などの耐震改修ですとか、水道管の耐震化に取り組んだり災害時の飲み水の確

保をするために緊急貯水槽の設置の検討ですとか、そうしたことが挙げられるのかと

考えております。あと、企画サイドが担当になっておりますが、協働のまちづくり支

援事業と言うのがございまして、この中でそれぞれの公区の防災計画を策定するとい

った際に、助成をするといった事業を進めております。そうしたことを今後さらに進

めるといったことも挙げられると考えております。 
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後に５番目といたしまして、社会基盤施設の有効活用についてであります。この

項目につきましても、この都市マスの見直しにあたりまして、何か所にも渡りまして、

文言を記載させていただきました。 初に話しましたとおり、市街地の拡大に伴いま

して計画的に道路や公園、上下水道などが順次整備が進められてきましたが、一方で

非常に厳しい財政状況からそうした施設の適切な維持管理に必要な財源の確保ですと

か、効率的効果的な施設の更新といったことが新たな課題として挙げられております。

こうした状況は、国や北海道においても全く同じでありまして、特に高度経済成長期

の頃から建設がされてきた各種の社会基盤施設が大量に今現存しておりまして、今後

急速にそういった施設を更新をしていかなければならない時代に突入していくことか

ら、そうした更新の時期をなんとか平準化できないかですとか、また修繕に掛かる経

費ですとか更新に掛かる経費の縮減に向けた施設の長寿命化という取り組みが不可欠

であると言われております。そうしたことから、町においても各種の公共施設に関り

ます、長寿命化計画の策定を進めているところであります。そうした背景には、国に

おいてもそうした状況にありまして、当然市町村についても同じ状況にあり、市町村

に対して国からそうした計画策定に関る経費を助成しますと、それも年限を区切って

助成します。そうした取り組みがありました関係もありまして、町においても橋梁の

長寿命化計画策定ですとか公園施設の長寿命化計画の策定、あと下水道の処理場など

の施設を中心とした長寿命化計画が既に策定されておりまして、そうした長寿命化計

画の結果に基づいて順次更新計画を策定いたしまして、それに基づいて更新を進めて

行こうという考え方に立って、更新を進めているという状況にあります。 

橋で言いますと、具体的には十勝中央大橋の修繕工事につきましても、これは音更

町と共同で管理しているんですが、費用分担する中において、そうした橋梁の長寿命

化の事業を取り組んでおります。また、緑の基本計画の中で若干触れますけれども、

都市公園の安全・安心対策事業と言う名称で、公園の主に遊具の更新についての事業

を進めております。下水道の処理場におきましては、様々な機械設備や電気設備の更

新に取り組んでおります。 

以上が今後の都市計画における施策についての説明であります。説明については以

上で終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、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。 

 

嶽山委員    はい。ちょっと参考までに教えていただきたいんですけれど、４番目の防災関係の

ことなんですけれども、緊急時の毛布ですとか、食料も含めてどのくらいの備蓄があ

るんですか。どんなものがどのくらいあるんですか。 

 

笹原係長    備蓄備品は、備蓄庫というのが町内に何ヶ所か指定されておりまして、本町言えば

旧商工会館、札内で言えば福祉センターだったように記憶しておりますけれども、忠

類におきましては、体育館だったでしょうか、コミセンだったでしょうか…何ヶ所か

決められております。すいません、数量については私の方で正確に記憶はしておりま

せんが、何千という単位では用意しているのではと記憶しております。あと、非常用

の食料についても、ある一定程度ストックしておりまして、それについては有効期限

があるものですから、順次更新をしているということを聞いております。更新の際に、

期限切れとなる食料の一部、公区において防災訓練をやる際などに提供していたりし

ていたと思います。後ほど、数字につきましては調べてお答えできるようにしたいな

と思います。 

 

平川委員    はい。幕別の人口の割り振りを見て行くと、マスタープランの方の資料ですと、平

成２年の年の人口と言うのは、幕別本町と札内で、２倍弱くらいの人口が札内にあっ

たんですね。が、今平成 22 年になると本町よりも４倍強の人が住むようになっている

と。それだけの人口がいて、札内地区の人たちが定住する人たちがいるかと言うと、

マンションだとかアパートだとかどんどん増えていて、帯広圏に通う人が非常に多い
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中で安定した人口は何人くらいになるのか。で、その人たちをそのまま幕別に置いて

おきたいとなると、今後の都市計画の持っていきかたというのはおのずから変えてい

かなければ、例えば運動施設だとかいろんな物や環境を整えていかなければ、その札

内いる人たちは非常に出入りが激しいのではないか。やはり安定して住んでもらうた

めには、何か今後考えて行かなければ大変じゃないかな。そういう意味でこの 20 年の

間に大幅に人口が札内に増えているという観点からすれば、これからの都市計画のあ

り方と言うか、実際のマスタープランは良いとしても、具体的ないろんな物を札内地

域に重要視していかないと、何となく我々が住んでいる中では不安がある。住宅とし

てはたくさんあって、道路も整備されているかもしれないが、そこには文化施設ある

いはスポーツ施設、その他いろんなものがもっともっとそれぞれの人たちに使えるよ

うに増やしていかなければならないかなという気がするのですが、いかがですか。 

 

笹原係長    定住対策といたしましては、旧忠類村においては、合併前から定住対策に取り組み、

一定の人口を維持するという効果があったというふうに聞いております。では本町に

おいて同じように取り組みを元々やっていたのかということですと、残念ながら目立

った取り組みはこれまでやってきていなかったのかなと思います。そういった意味に

おいては、今後においては定住対策において不可避な取り組みであることから、関連

する予算について３月 24 日に予算をあげることに繋がっていくわけであります。確か

に平川委員言われるように、札内においては人口がドンドン増えて行く中にあって公

共施設の整備も進めてきたわけですけれども、主要な公共施設の利用率はかなり高い

状況にあります。100 年記念ホールですとか、スポーツセンターですとか、札内川の

河川敷地にあります各種スポーツ施設につきましても、利用率を見てみますとかなり

高くなっています。一方で新たなものを今後となった時には、財政的なものもありま

して、思いきった取り組みができるのかなといったところの課題もあるのかなと思い

ます。あと、ちょっと気がかりなのが、今回も都市マスの中に地域ごとに人口示して

おりますけれども、札内北地区は北栄地区もありまして順調に人口をのばしています

が、東地区や南地区については人口の増加傾向が止まりまして、微減ということにな

っています。南地区につきましては、桂町地区で 100 区画くらいほどの宅地造成を予

定しており今後伸びる可能性もありますが、東地区についてはなかなかそういうこと

も見込めないのかぁと。地域でアンバランスな状況になっております。公共施設の整

備については、今あるものの維持することについての直近の課題がありまして、新た

なものをということにはかなり高いハードルがあるのかなと思います。それについて

は、今後住民の方々の要望などを聞きながら取り組んで行くことになるのかなと思い

ます。ただ、状況的にはですね、過去 20 年間くらい急速に施設整備に取り組んできた

状況にありますけれども、今後においては少なくとも同じようなペースで進めて行く

ことは難しいのかなと。加えて新たなこととなった場合に、どれを優先させていくの

かということもありますし、今なかなかこういうことと即答できる状況にはないのか

なと思います。 

 

平川委員    もう一度聞きたいんですけれども、結局一気にそれやってほしいということではな

くて、財政的な苦しさはそれはわかります。ただ、幕別が本町が 4,300 人くらいの人

口、札内が 17,000 ちょっとという。そうすると各施設が札内と幕別に一つずつあるか

らいいんじゃないかというのは決してよくはないですよね。極端に言えば、本町地区

はすごく恵まれている状態にある。運動公園もある、図書館もある、体育館もある。

共同で皆で使えるものがほとんどのものが揃っているわけですよ。ところが、札内で

札内南の人がスポーツセンターへ行こうとすると歩いて行ける距離じゃないわけです

よ。そういうことを考えて、図書館へ行くと言っても自転車で行くにしても国道横断

をしてなので危険を伴うところもあると。そうするとやはりこれから考えていくこと

が急務かなというちょっとした疑問なんですけれども。すぐにできるというわけでは

ないんでしょうけども、やっていかなければならないことではないかなという気はし

ます。財政的に厳しいからちょっと今のところは無理ですなんていうのは通らないん

じゃないかなと思うんですが。以上です。 
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田井課長    今、平川委員おっしゃられた通りだとは思うんですけれども、まずは今の都市マス

の中でいきますと、既存にある社会ストックをいかに有効に利用していくかというこ

とを謳っているわけですけれども、中々いっぺんに新しいものということにはなりま

せん。したがって、今ある既存施設をどうやって利用していただくか、そういったア

イデアを当面考えて行く必要があるのかなと思います。それについては、例えば企画

室でやろうとしているコミバスの活用ですとか、多少通うのに時間はかかってしまう

など色々あるとは思いますけれども、ソフト面で考えられる部分があるのかないのか、

そういったことを考えていきながら既存のストックをまず活用できるものはしていく

といった考え方に進んでいきたいということです。 

 

平川委員    それと、本町地区は全く利用がされていないんじゃないか。本町地区は 4,000 人し

かいないのに向こうは 17,000 人いてそれほど活用されていないとか。じゃああっちは

4,000 人でどれほどかつようされているのか。そういう問題もありますよね。これは

基本的な問題で、活用するかしないかと作ったものをどう活用するかはまた別の問題

で、それに見合った施設を作る必要性があるんじゃないですかということです。 

 

髙橋部長    今平川委員言われたことは、過去、昭和の時代から本町が大きくて札内が小さかっ

た頃から、今は逆転して４倍の人口になっているというお話でございますけれども、

当然、都市計画に関しても今までの４０～５０年の中でのまちづくりというのは、そ

れぞれの人口にあった都市整備、いわゆる基盤整備をやってきたという経過がござい

ます。それは、都市計画で言うならば上下水道なり道路なり公園なりというもの、こ

れは幕別本町の一番の課題なんですけれども、本町と札内地区が２分化されていると

いうとこにまちづくりに対する、平川委員が言われる、体育館にしても公共施設にし

ても両方の地域の住民の皆さんが使いやすいようなものを作っていかなければならな

い。いわゆる２個作っていかなければならないという形の中で、公園にしても道路に

しても、あるいは文化施設にしてもこっちにも会館があり札内にも会館がありホール

がありという形になってきて整備を進めてきたということがございます。これからも

利用はどうなんだというご質問なのかなと思いますけれども、公共施設については、

都市計画法上は一定の整備は終わってきたと。今後については、一定の整備を使った

ものを今、課長が述べたように、長く上手に使って行くためには長寿命化計画を持っ

て、こういうふうな維持管理をしていかなければならないというのが今の状況ですと

いうことなんですけれども、今、委員が言われたのは、本町でいけば歩いて行ける施

設も札内に行けば距離的なものもございましてというのがあって、先ほど説明させて

いただきました、利用のしやすいコミバスですとかを用いながら、いっぱい作ればと

いうことではなく、ある程度利用を図れるようなものを図っていく必要があるかなと

いうことで今後のまちづくりを考えて行かなければならないというのが、町の姿勢で

ございまして、あと、住宅にしてもやはり公共でやっていくもの例えば公営住宅等は

町でやっていくものもありますが、やはり民の方でやっていただくマンションですと

かアパートですとかというものは民活も図った中でその状況も見ながら、幕別町とし

てさらに公共の公営住宅を建てなければいけないのかというのを全体を見ながら進め

ていかなければならない都市計画かなと感じております。 

 

斉藤会長    よろしいですか。他にご意見ありませんでしょうか。なければ僕から一ついいでし

ょうか。未利用地の利活用についてという部分で、 近新聞で見たんですけれども、

メガソーラーっていうんでしょうか。幕別町を含めて３町で合意に至ってて、電気の

買い取り価格で着工するかどうか決めるという話が出ていました。 終的にできるの

かどうなのかわかりませんけれども、まさに未利用地の活用ということになるんでし

ょうけれど、そういう形で無償で貸すのか、少ない料金で貸すのかっていうようなこ

となんでしょうけども、利用が促進されていくと、雇用だったりさらに他の企業の呼

び水になったりすると思いますので、活性化という面では約に立っていくと思います

ので、企業の誘致をお願いしたいと思います。本町の方も誘致をお願いしたいと思い
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ます。以上です。 

 

田井課長    企業誘致につきましては、庁内でいけば商工観光課がメインとなって誘致を進めて

いるという形でございます。それに伴って都市計画サイドとしては都市づくりの観点

で、例えば用途変更が必要になる場合だとか、道路を新たにつけなければならないと

か、そういったことで協力をしていくということになろうかと思います。いずれにし

ましても、働き場の確保というのは、アンケート調査でも上位に挙げられている、町

としての課題だと思いますので、庁内連携を取りながら、民間の土地であっても、地

主さんと相談しながら進めて参りたいという考えでおります。 

 

斉藤会長    他に、ご意見、ご質問ございませんでしょうか・・・ 

他に意見もございませんので、諮問第１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。 

それでは次に諮問第２号「幕別町緑の基本計画の見直しについて」事務局より説明

をお願いします。 

 

塚本主査    諮問第２号 幕別町緑の基本計画の見直しについてご説明いたします。 

 別紙２の新旧対照表をご覧ください。現行の緑の基本計画から変更した箇所を赤字

で、前回の都市計画審議会以降にさらに修正した箇所を青字で記載しております。今

回は、前回審議会以降に修正した箇所、また前回ご指摘いただいた箇所についてご説

明させていただきます。 

 まず、前回との変更としまして、６ページをご覧ください。こちらは策定経過の中

で現行の緑の基本計画を策定した時に行ったものなのか、今回の改訂時におこなった

ものかを記載しているのですが、〔〕の中に今までは年までしかなかったものを策定月

まで追加しました。こちらは都市計画マスタープランの記載方法と整合性をとり、修

正したものであります。６ページの〔〕の下の「平成 15 年の策定時においては、」で

すとか「平成 24 年の改訂時においては、」という記述を削除していますが、こちらは

文言整理と言う形で削除いたしました。 

９ページをご覧ください。９ページ下段の（４）意見募集という項目を追加してお

ります。こちらは、都市計画マスタープランと同様に、１月 10 日から２月９日にかけ

てパブリックコメントを募集した内容を記載しています。緑の基本計画においてもご

意見、ご提案の提出はありませんでした。 

次に 38 ページをご覧ください。こちらは前回の審議会でご指摘をいただいた部分で

ありますが、緑の回廊づくりを推進し、としていたのを緑の回廊の保全に努めと変更

しました。こちらは前回ご指摘がありましたように、新たに緑の回廊をつくるという

計画も現時点ではないことから、今ある自然の保全に努めて行くという内容にしたも

のであります。 

次に 60 ページにとびまして、②の商業地の記載を「商工会や各事業所等と協力を図

りながら訪れた人たちが楽しさやにぎわいを感じ、親しみのもてるような彩りゆたか

な空間を創出するため、プランターやフラワーポットなどによる緑化の推進に努めま

す。」と文言の整理をいたしました。 

あと、前回審議会でご指摘をいただいた、町花、町木についてでありますが、旧忠

類村と合併をした際の調整方針の中で、新たな幕別町で調整するとしておりましたが、

現時点におきましてはどのようにするかの結論に至っていない現状であるため、今回、

町花、町木などをあえて記載をしないことにしております。 

以上が前回までの内容から変更となる箇所の説明でございます。 

 次に、今後、緑に関しましての施策について簡単にご説明したいと思います。 

 まず、緑の基本計画の中でも触れておりますが、公園施設長寿命化計画についてで

あります。これは、平成２１年４月に「公園施設長寿命化計画策定補助制度」が創設

されました。近年、公園等における遊具に係る事故が増加傾向にある中、事故防止と



11 

安全管理の一層の強化を図り、併せてライフサイクルコスト縮減の観点から、予防保

全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築等に係る取組を推進することとさ

れ、「公園施設長寿命化計画」の策定を行う地方公共団体に対し、国が必要な助成をす

るというものになっております。 

国では、この計画の策定期間を平成２１年度から平成２５年度までの５年間として

市町村へ指導しておりますが、幕別町では平成２２年度に町内９０か所の公園、１，

５９８の公園施設を対象にして調査を行い策定済みとなっております。 

 次に、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業などの補助事業による公園施設の

改築・更新についてであります。これは、公園施設長寿命化計画の調査により「処分

制限期間を超える施設」や「危険度判定調査等で改善が必要と判断された施設」を国

の補助を受けて、改築・更新するものであります。 

 この都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は、平成 21 年度から平成 26 年度に

かけて、幕別町内 51 の公園を対象として、遊具や施設の改築・更新に取り組む予定と

なっております。平成 21 年度から平成 23 年度までに 18 公園について改築・更新を実

施いたしまして、来年度平成 24 年度は、12 公園について改築・更新を行う予定でご

ざいます。 

 次に、協働のまちづくり支援事業についてであります。こちらは様々な公区の活動

を中心に支援しているものでありますが、緑に関する活動としましては、公区環境美

化支援事業と言うものがございまして、その中で環境の美化や公園等の管理に対して

の補助がございます。これは街路の植樹マスに植栽をするなどをしていただいている

ものでありますが、平成 22 年度実績で 84 件の活動に支援させていただいたところで

ございます。今年度以降につきましても同様に公区の皆さまと協働でまちづくりを行

ってまいりたいと思います。 

 次に、公園見まもり隊の活動状況についてでありますが、公園見まもり隊は公園内

のゴミ拾いや遊具等の破損を発見した場合に町へご連絡いただいたりということをボ

ランティアで行っていただいているものであります。平成 22 年度実績で９の公園・緑

地について延人数 762 人の方に活動いただいている状況であります。こちらも今年度

以降も引き続きご協力をいただければと思っております。 

 後に、「まくべつ元気の森」森林体験事業であります。こちらの担当は農林課林務

係となっております。事業目的としましては、地球温暖化が深刻化し、森林保全の重

要性が叫ばれる中で、住民手作りの森を造成し、森の働きや大切さを学んでもらい、

森林への理解を深めてもらうことを目的としまして、８年程度をかけて、南勢の町有

地約１ｈａの敷地に 2,000 本を植栽する計画であります。平成 19 年度から実施をして

おりまして、平成 19 年度はエゾヤマザクラ、平成 20 年度に山紅葉やキタコブシ、平

成 21 年度にライラック、平成 22 年度にナナカマドといった種類をこれまでに 1,120

本植栽しています。今年度も昨年６月に白人小学校の児童 50 人が山紅葉 250 本を植栽

しました。来年度以降についても、ライラック、ナナカマド、桜などを植栽する予定

となっております。また植栽のみならず学習会や木を利用したネイチャーゲームなど

も同事業で実施をしています。 

 この事業は町が主催し、森林組合にご協力をいただいて行っておりまして、苗木の

購入費は毎年、株式会社ニトリホールディングスによるニトリ北海道応援基金の助成

を受けて実施しているものであります。 

 以上が、緑に係る施策についての説明です。これで、諮問第２号については説明を

終わります。よろしくご審議、答申をいただきますようお願いいたします。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、諮問第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。 

 

平川委員    はい。直接これには関係ないんですけれども、森を作るのはいいと思うのですが、

森には虫が入ってきて、マイマイ蛾の発生がありますので、松の木はマイマイ蛾が育

ちやすいので、今のうちからきちっとそういう対策を考えていただきたい。これとは

直接関係ないですが、ちょっとお願いしたい。 
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小林委員    今後の町の方針の一つとして検討願いたいんですけれども、さきほど協働のまちづ

くりの方で、84 件ですか、協力があったというお話があったんですけれども、２月７

日のセミナーの先生のお話も含めて何ですけれども、先ほど十勝は平坦で広大すぎる

からっていうお話もあったんですけれども、逆に田園風景の一つとして、もちろん町

中もそうなんですが、各公区の方に積極的にお願いをして、協働のまちづくり支援事

業の助成金の部分も含めて道路の沿道ですとか、そういうところの花、苗の整備を積

極的に進められると一つ幕別の町としてのまちづくりと言うか、景観としても美しく

なるのかなと。平坦で広大であればこそ逆に一直線の美というのもあると思うんです

よね。十勝の場合は。特に田園の方に行くと、号線だけの道路で大きな田んぼの状態

でキレイに並ぶので、逆にそれを美しく見せられるポイントになると思うんですよね。

ただ、それは公区のご協力がないと、町としてやるとなると膨大な話になるので、一

つの事例として、札内の桂町のみずほ通の距離そんなにあるわけじゃないんですけれ

ども、高架から下がって札内中学校、札内南小学校の方に抜けて、あの通りがずっと

花壇整備されているんですよね。ただ、ちょっと僕から言うとあまりにも密集させす

ぎていて、あれをもっと分散して距離を長くなればもっといいのかなと。それを各公

区や田園や農家の方にも広められたら先ほど言った、車窓の風景なんかも和める、楽

しめる、幕別ってキレイだなっていう一つの提案になるのかなって感じましたので、

そこらへんもできたら町側からも各公区に特に協働のまちづくり支援事業の対象とな

りますので、どうか活用して町のイメージアップに協力していただけませんか。とい

う形でお願してみたらと思いますので、ご検討していただけたらと思います。 

 

田井課長    今、小林委員から貴重なご提言いただきました。協働のまちづくり事業まだまだＰ

Ｒ足りない部分もあろうかと思いますし、企画が窓口と言いながらも町全体で地域に

協力を求めていくという姿勢も大事だと思います。都市計画サイドとしてもいろんな

ことでまちづくりの相談受ける場面もございますので、そうした場面も捉えながら、

都市計画の担当としてもそういったことの協力を求めて行く姿勢も必要だと感じてお

ります。 

 

斉藤会長    私から一ついいですか、さっきの風景の話なんですが、風景はあくまで風景であっ

て空気だと僕は思うんですけれども。ちょっと話それてますね。観光とかを考えると

何かがあるものだと思いますし、僕自身の話をすれば、毎朝帯広の方に向かって行っ

ていますけれど、日高山脈が見えるんですね。晴れてる日はすごくキレイです。雪が

降れば真っ白ですし、夏は緑ですし。そういうのは普通にありますので、ただ認識し

ていないだけなんだろうと、何もないわけじゃないと思います。 

        ちょっと話が逸れましたが、公園施設についてなんですが、公園キレイに整備され

ているんですけれども、緑ということでは芝ばかりで木が無いような気がするんです

けれども、これは法律的な部分の関係なのでしょうか。 

 

田井課長    特に法律の規定で木が制限されているということではありません。枯れてしまって

いるところもあるのかなと。逆に、木も大きくなりますので、密集をしてきて間伐を

しているような公園も見受けられます。そこら辺は地域の要望も受けながら公園整備

の方は進めて参りたいと思っております。 

 

平川委員    公園の施設と言うか、設備と言うか、それの見直しについて、当初作った時という

のはその時代にあっては良いものだろうということで、制作しているんでしょうけれ

ども、１０年経ち、２０年経ちしてくると、無用の施設があったり、あるいは危険な

ものもあるかもしれないけれど、特に無用な使われていない物が見受けられるんです

よね。そういうものを地域の住民や関係者と相談していただいて、別のものに切り替

えていくというような計画は立ててはいかないんですか。 

 

田井課長    現在の安心・安全事業で遊具の更新を中心に進めております。もう３０年、４０年
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経っている公園遊具が非常に多くて、土木課の方が公園管理をして毎年１～２回は業

者に頼んで点検もしておりますが、なかなか厳しい状況にある遊具も多いということ

でございます。そうした公園の中から平成 26 年度までに 51 箇所の公園の遊具の更新

が行われると、そこそこの遊具に切り替わるという状況で、なかなか新たな展開をと

いうところまでは今の段階では進めておりません。こういった公園の整備計画につき

ましても、当然、見直しの時期がまいりますので、そうした際には地域の方のご意見

を伺いながらまた新たに計画を作っていくという形で進めていきたいと考えておりま

す。 

 

中橋委員    （１）の長寿命化計画なんですけど、どの程度の年数ですね。ローテーション組み

ながらやられると思うんですが、年にどのくらい手がけて、90 箇所ある公園がどんど

ん古くなっていくと思うのですが、どのくらいの時に整備されていくのでしょうか。

あと、（１）と（２）に跨ってしまうんですが、未利用地で活用になるということで、

例えばご紹介のありました、桂町はこれから団地形成がされていきますよね。それに

伴って当然、社会基盤整備、道路などを作りますよね。その道路なんですが、そこは

町が関って行われると思うんですが、道路の作り方、北栄町見ていましても、道路に

は街路樹が植えられているようなスペースとその根元のところに植樹できるようなも

のがある。というようなものをイメージして作られると思うんですけれども、描いて

いる道路の作り方と結果が違ってきているように思うんですよね。そういうところの

都市計画のまちづくりの在り方というか、計画立てて作られたものが、きちっと 後

まで作られているのかなと思うんですけれども。 

 

田井課長    まず、公園の方でございます。今、国の方で示されております遊具の処分制限期間

は、木製が８年、金属製のものが 15 年ということで、処分制限期間示されております。

長寿命化計画ですから、それを少しでも長く使おうということで町で遊具の更新でや

ろうとしているのは、金属製のものを主たるものとして 25 年くらいは使いたいと。そ

の間、塗装の塗り直しですとか、消耗部品の交換だとか、そういったことの費用も見

込んでおりまして、予算を平準化していきたいという考えでおります。町全体の公園

が一定程度のレベルになるということでございます。町内都市公園は 90 箇所あるので

すが、その内遊具がおいてある公園が 60 数か所あるんですが、さらにそのうち 51 箇

所を更新していくという今の計画でございます。 

        街路の関係でございますが、中橋委員おっしゃられる通り、地域の方と相談した上

での道路造成と行けば一番いいんですけれども、区画整理事業のようにまだ住民がま

だ張り付いていないような状況でありますと、定形化された形の道路整備をしていく

中で地域の要望を受けてどう変化させていくかという形になってくるのかなと思いま

すけれども、管理に手間のかからない整備というアンケート調査結果も出ております

ので、地域の方とご相談しながら花などを植えていっていただけるようなＰＲも当然

していかなければならないと思いますし、そうでなければ、管理に手間のかからない

ような形に作り替えていかなければならないのかなとも考えております。 

 

林委員     公園によっては、子供たちが少ないような公園もあるかと思うんですよね。それで、

遊具のいらないような公園もあるんじゃないかと思いますので、地元の人の要望を聞

いて、年寄りが多いところは遊具などはいらなくて、年寄りの憩いの場のような施設

があったらいいと思います。 

 

田井課長    今の公園の更新事業ですけれども、更新にあたってのたたき台というのはこちらサ

イドで作らせていただいております。昔は街区公園は児童公園と呼ばれていて、子供

を対象とした公園から、今は街区公園と言って、子供あるいは地域住民、お年寄りの

方が皆使えるようにしていこうということで今回の遊具の更新の中でも、高齢者向け

の遊具も小規模ですが入れたり、背伸ばしができるようなベンチを導入したり、公区

長さんと相談をしながら入れる遊具は決定していっているという形でございます。 
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斉藤会長    よろしいでしょうか。少子化の中で子どもが少ないからいらないと言わず、少子化

だからこそ遊具は大事なんじゃないかと僕は思うんですけれども。あっ、杉坂委員ど

うぞ。 

 

杉坂委員    私は、この諮問については異論がございませんが、私は忠類出身で農家であります。

したがって緑の景観だとかあるいは保全に関係があると思っています。私の経験から

一つ申し上げられることは、忠類村時代に道路並木に桜とナナカマドを植えました。

かなり大きなお金をかけてやったのですが、問題は除雪なんですね。これ全部ダメに

してしまうんですよ。せっかく植えてキレイにしたんですけれどね、道路の各主要な

沿線に苗木を植えてきちんとしたんですが、除雪の時に雪を飛ばしますよね。全部並

木のところに飛んで行って、ダメにしてしまいました。２回ほど挑戦したんですがダ

メでして、今来ていただくとわかるんですが、あちらこちらにポツンポツンと残って

いるのがあるんですが、それが後ですね。残ったものはだいぶ立派に育ったものもあ

ります。全部育てば並木がキレイになる予定だったんですが、あれ以来、忠類村時代

も止めましたが、非常に難しいところがあります。それがクリアされれば、ドンドン

やりたいところです。ですからそういうことがクリアできる方法というと私たちが考

える段階ではほとんどないわけです。で、用地の中に植える訳ですが、用地から越え

ると民地になってしまいますから、そこまで入れば苗木は育っていくと思うんです。

そこまで雪は飛びませんから。飛んだ勢いで痛めてしまうわけです。まず道路用地の

中で道路並木をということは、よほど研究をしないとダメだと思います。これが経験

が一つです。 

        もう一つは廃屋です。農村部の。私は別のセミナーで聞かされたことがあるんです

が、非常に気になると。広いキレイな牧草地なんだけれども、ところどころに、その

先生はハッキリいっていましたが、だらしなく残っていると。それは離農跡地でして、

別の人がきっと受け継いではいるんでしょうが、その廃屋施設は始末しきれないでい

るわけです。ですので通りかかってみるとところどころに散見されるんですが、なか

なか始末できないでいる。始末するっていうことはお金がかかるわけですね。私は農

業委員会で去年の秋に深川市を視察いたしました。なぜかというとここは水田なんで

す。水田の離農跡地で水田の農家が点在しているわけですが、やっぱり離農があって

そこがそのまま残されていると。そこをなんとか、景観もさることながら農地にする

ために景観と農地拡大の二つの目的を持って、事業をしたというところが深川市にあ

ります。そこを視察したんですが、非常に効果が大きくて農地も増える。それから廃

屋も片付けられる。そういう制度を引用しまして、これは行政当局の大きな力がそこ

には注入されているんですね。そんなことでいろんな工夫をされていますね。私は、

今の緑の関係では並木を増やしたいけれども、そういう街路樹が育たない原因がそこ

にあるということだけを申し上げたくてお話したわけです。非常に惜しいですね。忠

類でも相当お金をかけたんですが、ダメでしたね。残っているのはさっき申し上げた

通り大きく立派になっているんですよ。きっと全部残ればあんな風になったんだろう

と思うとですね、ほんとに惜しい気がしますけど、道路ではダメですね。 

 

田井課長    街路種、除雪の関係につきましては、土木課担当ですのでこういう話があったとい

うことは申し伝えたいと思います。それと、廃屋の関係でございますが、防犯、防火

の観点で、ニセコ町が管理するための条例化をしたと聞いています。罰則まではない

でしょうが、持ち主の公表くらいまではやっているということを聞いております。そ

ういう事例全国であろうかと思いますので、どういったことができるのか研究をさせ

ていただきたいと思います。 

 

斉藤会長    街路樹につきましては、そこの通りは大きくなりすぎたくらいですよね。 

 

田井課長    忠類は雪の量が多いので、はねる雪の量が多いんじゃないでしょうか。 

 

杉坂委員    市街地はそんなに飛ばしませんから大丈夫なんです。飛ばす勢いで埋もれるという
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より折れちゃうんですね。雪の勢いで。町中は大丈夫ですよ。 

 

平川委員    いいでしょうか。 

 

斉藤委員    はい、平川委員どうぞ。 

 

平川委員    レクリエーション施設のネットワーク化ということが記述もありますが、そういう

施設だけでなくて、特産品というものに対する促進だとか支援。これはすでにやって

はいますが、それにさらにレクリエーション施設においていただくということをしな

いと、誰も寄ってこないんですね。こないだも観光物産の主催で特産品の開発という

ことで、忠類のユリ根を使ったシュークリームを作るということですが、どこで販売

するのか聞いたら、忠類の道の駅でしか販売しない。作る量も１日に 200 個しか作ら

ない。せっかくの特産品ができても、わずかしか作らないとなれば皆の口に入らない、

皆の眼に触れにくい。それならもう少し作れるようなものを考えて支援していくと。

で、他のレクリエーション施設においてもらうと。例えば、チーズ工場とかあります

がそこに行かなければ買えない。あとはネット通販のみ。でも、あの場所を知ってい

る人って少ないんですよね。そういうものも含めて、幕別町に特産品って 10 個くらい、

もっとあるかもしれないけど、あっても目に触れることがないんです。そういうこと

をもっとせっかくのレクリエーション施設を活かしていくのであれば、その辺も何考

えてもいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

 

田井課長    担当としては商工観光課になるのかなという思いはあります。今お話聞いている中

で言いますと、商工会なりとも相談しながら、いわゆる空き店舗の活用の一環として

そういったことができるのかできないのか、そういった研究も必要になるんだろうな

と。あと、民間事業者でそういったことで商売をしたいという方がでれば一番いいん

だろうなと思います。 

 

平川委員    簡単に言うと、そういうネットワークを考える会みたいなものを、町の方で委託と

いうかボランティアでやってくれる人を探して、今後どのようにやっていくかという

ことができれば、それだけでもだいぶ違うと思うんです。 

 

田井課長    製造者の方と販売する方のネットワークみたいなものができればいいとは思うんで

すが。答えづらいんですけれども、検討させていただきますということです。 

 

平川委員    町からの支援はありますよね。町に認められれば、15 万というのは。ただ、そこに

お金出してもその後、恒久的にやっているのかどうか全く目に見えない。せっかく出

したんならもっと恒久的に使えるようにしていかなければ意味がないと思います。以

上です。 

 

斉藤会長    他に、ご意見、ご質問ございませんでしょうか・・・ 

他に意見もございませんので、諮問第２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、本日の協議事項は以上になりますので、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    都市マス、緑マスの今後の流れですけれども、都市マスにつきましては、３月 14

日に議員協議会の中で概要を説明させていただきます。その後、製本をして製本が出

来ましたら、北海道知事に報告をするといった段取りになります。緑マスにつきまし

ては、製本後、知事に提出という流れになります。 

        また、次年度の審議会の予定ですが、５月ないし６月くらいに次回開催したいと考
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えております。以上です。 

    

斉藤会長    委員の皆様からのご意見、ご提案等はありますでしょうか。 

 

小林委員    はい。過去、今日入れて４回出させていただいて、一つやはり町の方で前向きに、

積極的に検討していっていただきたいのが、こちらのマスタープランの 初の方にも

ありますけれども、基本的に、私も一応町の方の公募という形で出させていただてい

るんですけれども、もうちょっと住民が参加できる形のシステムを構築してほしいな

と。パブリックコメントもそうなんですけれども、せっかくやられてもおそらくほと

んど町民がそれをたっていることも知らないでしょうし、町側からすれば広報にも載

せているし、ホームページにも載せているしということなのかもしれないんですが、

現実としては皆さんやっていることも知らない。それに当然意見と言われても、マス

タープランということになってしまうと、おそらくまず一般の方ですと、過去にそう

いったことに携わっていたことのある方とかなら別かもしれませんが、難しいと思い

ます。で、前にも私、お話をさせてもらったんですが、マスタープランではなくて個

別の案件ということになると、やはりそれぞれの地域住民の意見というのは出てくる

と思うんですよね。ただ、これまでは残念ながらその地域住民の声というのは後回し

なんですよね。で、やはり都市計画なのでもちろん行政が先頭に立って、主導でたら

れるのは当然だと思うんですけれども、やはり本来の地域住民の意見というものを、

計画段階で聞いていただける、その場がほしいなと。結局、例えば私の近いところで

アンダーパスなんかもそうなんですけれども、せっかくあれだけの大事業やっていた

だいても、地域住民は本当にあれで便利になったかというと決してそれに対してイエ

スと言ってくれる方はほとんどいない。確かに私個人としては、ＪＲの特急の本数が

増えて高速化になっているということが一番で踏切を無くすことによっての安全性の

向上、それから緊急車両がストップしなくても行けるという、その辺の流れはわかる

んですけれども、ただ、あの事業の本来の道筋は本当にあれでよかったのかなという

と、必ずしもそうではない。それは、必ずしもアンダーパスに限ったことではなくて、

他のところも皆それぞれあります。これは、当然地域住民の全ての方が絶対にいいっ

て言ってくれるものっていうのは、ハッキリ言って不可能だと思うんですよね。で、

私はやはり半数以上、５５から６０がＯＫだしてくれるようなものであれば大成功だ

と思います。私は。ただ、その辺がどうしても全部今まで、我々町民も行政におんぶ

に抱っこの状態で放り投げている形もあるので、今どうこうというのではなくて、今

後はできるだけそういったことも含めて、前もお話しましたけれども特に町内会に対

してもうちょっと働きかけを強くして、本当の地域の意見を集約して、もちろんいい

意見だけではなく、悪い意見もあるし、個人的な感情的な意見も出てくると思います

が、そこら辺は行政サイドとして振り分けはしないといけないんですけれども、でも

地域住民の本当の生の声というのをもうっちょっと本当の行政の形として取り入れら

れるようなシステムをぜひ構築いただきたいなと思います。 

 

田井課長    今、貴重なご意見いただきました。都会の方と言いますか、まちづくり協議会だと

かそういったシステムがあちこちでできているわけでございますけれども、具体的に

どういった形というのは今申し上げられませんけれども、そこらへんの状況も勘案し

ながら地域住民の声、皆さんの声を聞けるようなシステムを検討していかなければな

らないと考えております。 

 

斉藤会長    他に何かありませんでしょうか。 

・・（ありませんとの回答）・・・ 

その他、ご意見、ご質問も無いようですので、本日の議事を終了いたします。 


