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平成25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２５年５月２０日（月） 午後４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  嶽山 信行         （学識経験者） 

林  恵子         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

藤原  孟         （町議会議員） 

中橋 友子         （  〃  ） 

西田 由美子        （公募によるもの） 

岡本 芳夫         （   〃   ） 

中島 純一         （   〃   ） 

事務局 幕別町長 岡田 和夫 

建設部長 佐藤 和良 

都市施設課長 笹原 敏文 

都市施設課計画係長 宮田  哲 

都市施設課計画係 平井 慎也 

都市施設課都市整備係長 松井 公博 

 

４．議 事   議案第１号 会長の選出及び職務代理者の氏名 

 

５．その他   説   明 都市計画について 

 

６．議事概要  次のとおり 

 

佐藤部長   ご起立願います。礼（ご苦労様です）、ご着席ください。 

会議に先立ちまして、杉坂委員より、所用により欠席との申し出がございましたので報

告をさせて頂きます。 

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

状の交付をさせて頂きますので、お名前をお呼び致しますので、その場でご起立をお願

い致したいと思います。 

       嶽山信行さん。 

 

岡田町長   委嘱状、嶽山信行様。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。平成25年５月13日 

幕別町長岡田和夫。宜しくお願いします。 

 

佐藤部長   林恵子さん。 

 

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。 

 

佐藤部長   土谷博樹さん。 

 

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。 

 

佐藤部長   小林美裕さん。 

 

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。 
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佐藤部長   西田由美子さん。 

 

岡田町長   委嘱状、西田由美子様。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。 

 

佐藤部長   岡本芳夫さん。 

 

岡田町長   委嘱状、岡本芳夫様。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。 

 

佐藤部長   中島純一さん。 

 

岡田町長   委嘱状、中島純一様。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。 

 

佐藤部長   只今より平成 25 年度第２回都市計画審議会を開催致します。 

始めに岡田町長よりご挨拶を申し上げます。 

 

岡田町長   時節柄何かとお忙しい中、本年度第２回の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、委員の皆さんには、日頃からそれぞれのお立場、それぞれの地

域におかれまして、都市計画行政は基より町政全般に温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。 

只今、委嘱状を交付させて頂きました。あて職となっております議員と農業委員の方

を除きまして、それぞれ２年任期が今回で改選を迎えた訳であります。新しく委員に就

任を頂いた皆さん、そして引き続きの皆さんそれぞれいらっしゃいますけれども、何れ

に致しましても皆様方はそれぞれ他公務等大変お忙しいお仕事の上にお就きであります。 

その様な中で本職を快くお引き受け頂きました事にお礼を申し上げたいと思います。 

それに致しましても、寒い日が続いております。ゴールデンウィークには雪が降った

ことでありますし、桜の花も依田公園はかなり咲いている様でありますけれども、先日、

明倫公区の花見に呼ばれたのですが、花は咲いておりませんでした。先週木・金・土と

三日間暖かい日が続いて春が来たのかなと思いましたけれども、昨日・今日と又寒い様

でありますし、農作物の作況も若干ですけれども遅れ気味だとのことであります。 

何とか一日も早い春を、そしてそのまま好天が続いて皆さんと豊作の秋を迎えられれ

ばと願っている所であります。 

さて、本日の都市計画審議会は、この後改選第１回ということで、会長の選出等の議

案、更には初めての方もいらっしゃいますから都市計画のあり方等について、また都市

計画審議会の担う役割などについて事務局の方から説明をさせて頂きたいと思っており

ますので宜しくお願いを申し上げたいと思います。 

何れに致しましても、今は少子高齢化が依然進行する中であって、都市計画はまちづ

くりを進める上での大きな役割を担っている。そのためにも、審議会の皆さん方のお力

を頂かなければ手続きを進められないのだろうと思います。一つ皆さん方の今後の変わ

らぬご支援・ご協力を重ねてお願い申し上げまして、一言ご挨拶とさせて頂きます。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

 

佐藤部長   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。旭町に住んでおります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

中橋委員   中橋友子と申します。札内桂町に住んでおります。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

嶽山委員   札内北町の嶽山と申します。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

林委員    幕別町錦町に住んでおります林です。宜しくお願い致します。 
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土谷委員   札内のみずほ町で造園業を営んでおります土谷博樹でございます。どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

小林委員   札内中央町で建築設計事務所を営んでおります小林美裕と申します。宜しくお願い致

します。 

 

西田委員   札内中央町、西田由美子と申します。宜しくお願い致します。 

 

岡本委員   札内桂町に住んでおります岡本と申します。宜しくお願い致します。 

 

中島委員   緑町の中島純一です。宜しくお願い致します。 

 

佐藤部長   大変ありがとうございました。今自己紹介頂いた皆様は、それぞれのお手元の平成 25

年度第２回幕別町都市計画審議会資料の１ページ、資料１に幕別町都市計画審議会の委

員として名前を載せさせて頂いております。委員の構成としましては、学識経験のある

方４名、町議会の議員２名、農業委員会の会長、そして公募による方３名ということに

なります。皆様には、今後任期満了までの期間、都市計画行政にお力添えを頂くことに

なりますので宜しくお願いしたいと思います。 

次に事務局の紹介をさせて頂きたいと思います。 

初に私、建設部長の佐藤です。ひとつ宜しくお願い致します。 

 

笹原課長   都市施設課長の笹原と申します。宜しくお願い致します。 

  

宮田係長   都市施設課計画係長の宮田と申します。宜しくお願い致します。 

 

平井主査   都市施設課計画係の平井と申します。宜しくお願い致します。 

 

松井係長   都市施設課都市整備係長の松井と申します。宜しくお願い致します。 

 

佐藤部長   事務局は、ご覧の体制でございます。今後とも、宜しくお願い申し上げます。 

ここで、町長は公務所要のためこの場で退席を致しますことをご了承頂きたいと思い

ます。宜しくお願い致します。（町長退席） 

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」でありますが、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。従いまして、議案第１号につきましては、私の方

で議事を進めさせて頂きたいと思います。宜しいでしょうか。 

   

       （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項の規定により、「会長につい

ては学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」となってございますので、つまり、嶽山委員、林委員、土谷委員、小林委員

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

を致したいと思います。如何でしょうか。 

 

佐藤部長   はい、小林委員。 

 

小林委員   推薦という形が宜しいかと思います。 

 

佐藤部長   小林委員から推薦にて選出という声がありましたが、推薦で宜しいでしょうか。 

 

       （異議なしの声） 
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佐藤部長   異議なしとの声がありましたので、その様にしたいと思います。それでは、どなたか

を推薦して頂きたいと思います。 

 

佐藤部長   はい、小林委員。 

 

小林委員   本会の委員を長く努められて、これまでも経験のある嶽山委員を推薦いたします。 

 

佐藤部長   今、小林委員から嶽山委員を推薦するという声がありましたが、他に推薦はあります

でしょうか。 

 

       （なしの声） 

 

他にございませんので、それでは嶽山委員に会長をお願いするということで宜しいで

しょうか。 

 

       （異議なしの声） 

 

佐藤部長   異議無しということで、会長を嶽山委員に決定いたします。 

       嶽山委員には、会長の席に移って頂きたいと思います。 

 

       （会長移動） 

 

        それでは、嶽山会長よりご挨拶頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

 

嶽山会長   一言ご挨拶申し上げます。この度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引き受けたいと思いますので宜しくお願い致します。今までの委員

の皆様を始めまして、新しく委員になられました委員の皆様は、ご見識の高い方々とお

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し

て頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

佐藤部長   嶽山会長ありがとうございました。 

それでは、この後職務代理者の指名に移りたいと思います。 

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、

ご指名を会長の方からお願いしたいと思います。 

 

嶽山会長   それでは、職務代理者につきましては林委員を指名いたします。 

宜しくお願い申し上げます。 

 

佐藤部長   只今嶽山会長より職務代理者として林委員を指名されたことにより、職務代理者が決

定しましたので、議案第１号会長の選出及び職務代理者の指名について終了させて頂き

ます。 

       それでは、説明事項に移らさせて頂きたいと思います。 

今回は、委員改選後の 初の審議会と言うこともございまして、事務局から都市計画

についての説明をさせて頂きたいと考えております。この先は、嶽山会長に議事の進行

をお願い致したいと思いますので、宜しくお願いしたいと思います。 

 

嶽山会長   それでは次に、議事日程３のその他に移りたいと思います。事務局の方から都市計画

についての説明に移りたいと思いますので、事務局より説明願います。 

 

宮田係長   それでは私の方から、都市計画についての説明をさせて頂きたいと思います。 初に

本日お手元にお配りしております資料の確認をいたしたいと思います。 

まず表紙平成 25 年度第２回幕別町都市計画審議会資料とホッチキス止めしてあるこ
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ちらの資料が一部ございます。それと、市街地が表されております１万分の１の都市計

画図と、都市計画区域全体が示されております、２万５千分の１の都市計画図の２枚の

図面と幕別町都市計画マスタープラン改訂と幕別町緑の基本計画改訂につきましては前

回の審議会にお配りした以外の方にお配りをしております。それと幕別町都市計画デー

タファイル 2013 をお配りしております。皆様ございますか。 

説明につきましては、始めに、平成 25 年度第２回幕別町都市計画審議会とホッチキス

止めをしてある資料を使いまして、前段で審議会と都市計画の一般的事項について、後

段資料６になります今年度実施を予定している都市計画事業についての説明をして、説

明後一旦ご質問をお受け致しまして、その後にデータファイルについての説明をさせて

頂きたいと思います。 

 早速、都市計画について説明に入らせて頂きますが、資料２枚めくりまして、２ペー

ジになります、資料２の都市計画審議会についてであります。 

       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の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。 

 二つ目に市長村長の諮問に応じ、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

が出来るという、三つの権限があります。 

 ３ページをご覧ください。中段からの審議会の組織及び運営に関しまして、政令に基

づきまして条例で定めております。４ページにその審議会条例を載せておりますが、第

２条の組織では、審議会の委員は 10 名以内とし、学識経験のある者、町議会の議員、農

業委員会会長、それから公募による者とし、町長が委嘱すると規定しているものであり

ます。 

 ５ページに、その他ということで、一つ目に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、委員の代理についてでありますが、代理出席は通常認められ

ないということであります。但し、関係行政機関の職員が委員になっている場合で、あ

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

は無いものと考えております。 

 続いて、６ページと７ページになります。資料３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となっておりまして、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、それぞれ丸を付けて表示してあります。 

 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、その段階で協議をして頂いて意見を聞くことで進

めておりますが、都市計画決定をする案件に当たりましては、あくまで市町村の案件に

ついて諮問答申していくということであります。 

 なお、黒丸については、幕別町が都市計画決定済のものを示しております。 

 続きまして、８ページ目からが、資料４の都市計画についてであります。 

 ９ページの１都市計画と都市計画法について、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、一体的に定めるも

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。 

 都市計画法の第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、適正な制限の基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。 

 都市計画の概念と致しましては、９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、10 ページになります。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でありまして、国土交通大臣の同意を受け
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て知事が決定するものであります。平成 18 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となりましたが、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

側に行政区域があり、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、

市街地を抑制する区域、いわゆる建築物の建築を厳しく規制する区域となっております。 

 ここでお配りしました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の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

線になりまして、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あると思いますが、色が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。 

 資料に戻って頂きたいと思います。 

続きまして資料の 11 ページになります。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、無秩序な市街化を抑制し、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、既に市街化を形成している区域と、概ね 10 年以内に優先的且つ計画的

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になります。 

 幕別町につきましては、現在の都市計画区域が、8,210 ヘクタールございまして、こ

の内 784 ヘクタール 9.5％が市街化区域となっております。また、平成 25 年３月末現在

の住民登録者数で申しますと、行政区域内人口が、27,647 人、都市計画区域内人口が、

24,131 人で全体の 87％、市街化区域内人口が、22,324 人で全体の 81％の方々がお住ま

いになっているという状況であります。 

 次に、12 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致しましては、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、市町村ではいわゆる

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、具体な都市計画の決定

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 年に策定いたしまし

たが、策定後において、少子高齢化の進展や地球規模の環境問題、地方分権の推進と急

激な社会情勢の変化に対応するべく、旧忠類村と平成 18 年２月に合併をし、平成 20 年

３月に「第５期幕別町総合計画」を策定しました。 

 又、既存にある道路や公園などの社会基盤施設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の推進を図ることを目的として、平成 18 年５月に都市計

画法を含めたまちづくり三法の改正が行われ、平成 23 年３月には、帯広圏都市計画都市

計画区域の整備、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。 

 以上の他、マスタープラン策定後８年余りが経過し目標年度の平成 32 年度まで残り

10 年余りとなったことから、都市づくりの現状と課題を再度検証し、新たな時代環境に

対応した都市づくりの方針として平成 24 年３月に改訂を行ったものであります。 

       続きまして、13 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の誘導をするものというの

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

域というものがございまして、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 も基本的なものになります。 

 目的と致しましては、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
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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。 

 14 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、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、割愛させて頂きたいと思います。 

 続きまして、18 ページからの資料５として、近年における宅地造成について記載して

おります。土地区画整理事業による宅地造成としては、札内北栄区画整理事業、31.9 ヘ

クタールで宅地数 645 区画に対しまして、建築戸数が 483 戸、建築率 74.88％でありま

す。 

 建築戸数は、下の米印にありますように、平成 25 年４月 30 日現在で建築中も含まれ

るものであります。 

 他に開発行為による小規模な宅地造成としては、桂町東が 0.83 ヘクタールで宅地数

25 区画に対して、建築戸数が 18 戸で建築率 72％、桂町西が 3.41 ヘクタールで宅地数

78 区画に対して、建築戸数が 36 戸で建築率 46.15％、桜町中央が 0.96 ヘクタールで宅

地数 31 区画に対して、建築戸数が４戸で建築率 12.9％と３箇所合わせて、5.2 ヘクター

ルで 134 区画となります。 

 宅地造成に係る図面について、19 ページが札内北栄土地区画整理事業、20 ページが桂

町東、21 ページが桂町西、22 ページが桜町中央となっております。 

 次にお配りをしております、１万分の１の図面を使って説明をさせて頂きます。こち

らの図面は、左側に札内地区、右側に幕別地区とそれぞれ都市計画図となっておりまし

て、図面の右下に凡例が載っております。資料４の 13 ページの用途地域を色で示してお

りまして、緑色の第１種低層住居専用地域から水色の工業地域までの 11 種類を示してお

ります。 

 次に図面右側の幕別地区で、真ん中の水色の下になりますが、３.４.２１２新田通と

いう記載があります。これは、都市計画道路を記載しているものでありまして、この３.

４.２１２が街路番号というものであり、３が街路の区分を示しておりまして、ここの３

は、幹線街路と言うことで、次の４は、規模を示しており、ここの４は代表幅員が 16ｍ

以上 22ｍ未満と言うことで、次の２１２が一連番号となっております。 

 次の括弧内の 18.00 は道路幅を示しておりまして、この道路は 18ｍの道路幅というこ

とであり、次の２車線とは車道の車線数を示しているものになります。 

 また、新田通の下になりますが、２.２.５０４のぞみ公園という緑色で四角く囲まれ

た部分がありますが、これは、都市計画公園の表示しておりまして、 初の２は公園の

種別を示しており、２は街区公園と言うことでありまして、次の２は規模を示しており

まして、２は１ヘクタール未満と言うことであります。次の 504 は一連番号となってお

ります。 

 参考までに、図面の裏には、都市計画変更経緯、市街化区域面積の経緯、今説明致し

ました、都市計画道路、都市計画公園等が記載されておりますので、後程ご覧頂ければ

と思います。 

 以上、都市計画に係る基本的な事項について、説明をさせて頂きました。 

 続きまして、今年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頂きた

いと思います。  

松井係長   私の方からは、平成 25 年度に予定しております都市計画事業につきましてご説明させ

て頂きます。 

本来、都市計画事業につきましては、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出来ますことから、今現在どのような事業を行って

いるかご説明させて頂きます。 

都市計画事業は、都市計画決定を行った後に、都市計画法に基づき事業を行うもので

ございます。 

都市施設課の所管事業としましては都市公園事業、また街路事業がございます。 

それでは、資料 23 ページをご覧ください。 

社会資本整備総合交付金 都市公園等事業 

１基幹事業～幕別町都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業についてであります。 

事業目的としましては、公園施設の老朽化や、少子高齢化対策に要する費用の増大に
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対し、北海道と市町村が一体となり、既存公園施設の長寿命化や、改築更新など計画的

な取組を行うこととしており、幕別町としては平成 21 年度に町内 90 箇所の都市公園全

ての一般施設と遊戯施設 1,598 施設を対象に健全度調査を実施し策定しました幕別町公

園施設長寿命化計画に基づきまして、改築が必要と判断された遊具などの公園施設を計

画的に改築・更新し、公園利用者の安全確保を目的とするものでございます。また、平

成 23 年度には都市公園施設のうち橋梁等の土木構造物や、トイレ等の建築物 100 施設に

係る健全度調査を実施致しまして、先般、都市公園施設全体としての長寿命化計画を策

定したところでございます。この長寿命化計画につきましては、平成 26 年度以降、公園

施設の更新を交付金により実施する場合、交付対象は公園施設長寿命化計画に基づく管

理を実施しているものに限るとされておりますことから、早期より計画策定に着手して

きたところでございます。また、遊具等の公園施設につきましては土木課公園維持係に

より、毎年定期点検を行い利用者の安全確保に努めているところでございます。 

次に事業概要でございます。資料 24 ページ 25 ページをご覧頂きたいと思います。参

考図面、いろいろ箇所が記載しておりますが、1-A4-25 と標記してございます街区公園

39 箇所、それから近隣公園１箇所、風致公園１箇所、運動公園１箇所の計 42 公園につ

きまして、平成 21 年度から平成 25 年度までの５箇年におきまして事業を実施するもの

でございます。 

今年度の事業としましては、処分制限期間を超え危険と判定されました都市公園の遊

戯施設など 30 基の改築更新を計画しております。対象公園につきましては、資料 24 ペ

ージになりますが、実施箇所を塗り潰ししております泉町おしどり公園外 12 街区公園と

近隣公園であります札内北公園の整備を予定してございます。次に資料 27 ページをご覧

頂きたいと思います。こちらにつきましては改築更新のイメージとして添付してござい

ます。上段が公園の現況、下段が改築後をイメージしております。事業の実施前には関

係します各公区長に、このような整備内容のご説明と、遊具等の選定と配置につきまし

てご説明させて頂き、工事を実施しております。 

資料 23 ページにお戻りいただきたいと思います。次に事業費でございますが、計画期

間内の全体事業費としましては 276,578 千円、今年度事業費につきましては 84,200 千円

でございます。 

続きまして、２番、関連社会資本整備事業（公園関連）札内西大通道路事業について

でございます。 

事業の目的としましては、道路移動円滑化基準に基づきます道路整備を、札内北公園

の整備と一体的に行い、歩行者空間の確保を行うものでございます。 

次に事業概要でございますが、資料 24 ページをご覧頂きたいと思います。1-B-4 と記

載しております札内北公園西側の街路決定された道路になります。整備延長 255ｍ、道

路幅員 16.75ｍ、車道幅員 6.0ｍ、歩道幅員西側 3.5ｍ、東側 4.5ｍを整備するものでご

ざいます。本年度につきましては未整備となっております、西側歩道の用地確保に係り

ます用地買収等を行う予定でございます。なお、設計につきましては平成 23 年度に実施

済みでございます。また、本工事につきましては、平成 26 年度・平成 27 年度の２カ年

を計画しております。 

資料 23 ページ目にお戻り頂きたいと思います。次に事業費についてでございます。全

体事業費としましては 90,340 千円、今年度事業費につきましては 12,300 千円でござい

ます。補足ではございますが、先ほどの資料 24 ページになりますが、1-B-5 と記載して

おります、札内北小学校の北側に隣接して街路決定されております札内西２線につきま

しても、本事業同様に整備を計画しております。なお、実施設計につきましては平成 26

年度に、本工事につきましては平成 27 年度を予定してございます。 

 資料 23 ページ目にお戻り頂きたいと思います。続きまして、３効果促進事業（公園関

連）幕別町都市公園等整備事業についてでございます。 

事業目的につきましては、先程ご説明させて頂きました、基幹事業の都市公園安全・

安心対策緊急総合支援事業と一体的な整備を行うことにより、効果を発現させるととも

に、公園利用者の安全確保を目的としております。また、本事業は都市公園のうち補助

対象外施設と都市公園以外の条例公園に係ります公園施設の新設及び改築・更新が対象

とされております。 

次に事業概要でございます。資料 26 ページをご覧いただきたいと思います。資料上段

は忠類地区のナウマン公園でございます。本事業につきましては、公園施設内の人道木

橋におきまして、木材腐食などの劣化によりまして、公園利用者が安心して利用するこ



9 

とが困難となっておりますことから、木製上部の架け替えに係ります実施設計と本工事

を今年度予定しております。 

次に資料下段の糠内公園でございます。本事業につきましては、使用禁止となってお

ります滑り台につきまして、南幕別公区長連絡協議会より早期改善が望まれておりまし

たことから、使用禁止遊具を含みます処分制限期間を超え、危険と判定された遊具の改

築更新を行うものであり、本年度、実施設計と本工事を予定しております。 

次に資料戻りまして 24 ページになります。資料右側上段になります 1-C-31 と記載を

しております、スマイルパーク下側の白人公園でございます。本事業につきましては公

園内の屋内ゲートボール場の人工芝につきまして、ゲートボール協会よりコートの不陸

や芝のヨレなどによってプレーに支障をきたしていることから、早期の改善が望まれて

いたものであります。このことから、本年度コート整備に係ります実施設計及び本工事

を予定しております。また、これら事業の他、本年度基幹事業により整備いたします 14

公園と、昨年度整備をしました 13 公園につきまして園名板の整備を予定しております。 

資料 23 ページ目にお戻り頂きたいと思います。事業費についてでございます。全体事

業費につきましては 87,237 千円、今年度事業費は 29,640 千円でございます。 

 以上で私からの説明とさせていただきます。 

 

嶽山会長   只今事務局から資料１から資料６までの説明がありましたが、ご質問がありましたら

お受けいたします。 

 

岡本委員   「整・開・保」があると思いますが、「整・開・保」は頂けませんか。後で良いですけ

れども。 

あと確認ですが、札内地区の土地利用の関係ですが、札内農協の購買跡地の周辺に農

地がありますが、この場所については用途地域を定めているのですが、何か計画が進ん

でいるのでしょうか、それとも開発を促進しようとしている地域になっているのでしょ

うか。 

 

笹原課長   区域区分の変更をいたしましたのは、10 年以上前に編入をした場所だと記憶しており

ます。当時、北側に道営の若草団地と併せて区域区分の変更で市街地に編入をした。そ

の際に地権者に対して開発の意思の確認をしたと聞いている。その後の状況におきまし

て、現状ご覧の通り開発に至っていない。残念ながら当時の地権者については既に亡く

なられており、息子さんが相続をしていると聞いております。具体的な開発計画につい

ては町にはお示しされている状況にありませんが、代が変わりまして、何某かの形で可

能性についての確認は何件かあったという事実もあります。昨年度におきましては、札

内橋のクィーン２があったところで高齢者専用の住宅、介護保健の計画に位置付けのあ

った事業が 終的には決まりましたが、決まりに至るまでに候補地として今、岡本委員

からご指摘にあった場所についても話の中にはあったと聞いております。しかしながら、

現状におきましては具体の計画がございませんので、これにつきましては、低未利用地

の利活用の観点からも、折に触れて地権者に接触を図りまして開発の誘導につなげるよ

うにと考えております。 

 

嶽山会長   宜しいですか。はい。他にございませんか。 

 

小林委員   お願いになりますが、公園の整備を見させて頂いているのですが、 近突風が吹くこ

とが多く、秋に公園の周りを業者にネットを巻いて頂いているのですけれども、実際は

突風で全部ネットが効いていない状況で、落ち葉が非常に多い時期に車で通っていても

フロントガラスに被って視界が無くなるという現状がありまして、年々恐らくこの形で

すと突風がどんどん増えてくることが予想されますので、町で対策を進めて頂けたらと

思います。 

 

笹原課長   先ほどの説明の中に、資料の 後にこのような形で公園の遊具の改築をしております

と説明をさせて頂きました。これは、あくまで基幹事業として行っている部分でござい

まして、現状、街区公園にありましては、老朽化が全体的に進んでいる所であり、特に

外周柵についてはかなり古い物と 近の物とタイプが違う物がございまして、特に公区

の方の中から改修の要望もありまして、こういった基幹事業の整備に併せまして、状況
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に応じて小林委員がおっしゃったようなフェンスの改修と併せてネットの整備も状況に

応じて行っておりますので、そうした内容につきましても前段に地元の公区長始め公区

の方々にお話をお伺いした中で必要に応じて取り組みをさせて頂いておりますので、場

合によっては直接話を頂ければ対応を出来るものもあると思います。宜しくお願い致し

ます。 

 

嶽山会長   宜しいですか。はい。他にございませんか。 

 

土谷委員   ６ページ７ページにあります都市計画の決定主体についてですが、市町村が定めるも

のは市町村の欄に丸印、道が定めるものには道の方に丸印になっていると思いますが、

黒丸が幕別町において計画決定済みということなのですが、全体でみると黒丸が非常に

少ないのですが、黒丸にするかしないか、黒丸になっていない事業をどうするのかとい

うことを参考に教えて頂きたい。 

 

笹原課長   黒丸部分がかなり少ないと、この一覧を見てみると、あくまでまちづくりの一つの手

法として都市計画がございまして、その中でも全ての都市計画を定めれば良いのかとい

うとそういうものではなく、まちづくりとしてこういうものが必要だと、その事業を進

めるためには都市計画決定という一つの手続きも必要であろうということから、具体の

都市計画の決定をしていくものであります。特に、市街地の再開発は都市計画決定をし

て更にその後に都市計画事業認可をとりますと私権の制限が掛かってきます。具体的に

申しますと、土地収用法の手続きが通常は都市計画決定及び都市計画事業認可をとって

いない場合にありましては、事業の認定という作業が必要になります。その事業の有効

性を検証して貰う訳です。認定を経た後に、収容の手続きに入っていく段取りになって

おります。ところが、都市計画決定を定めて更にはそのあとに都市計画事業認可を取得

するといった場合におきましては、収容の認定というのが結果的にされたと見なされる

ことになります。ですから、直接の収用に入るということになります。そういった手続

きをすることによりまして、より事業をスムーズに進めるといった観点から、都市計画

決定ということも定めの必要性を考えていく訳であります。あくまで事業としてであり

まして、その事業の必要性と言いますのは、住民の方に当然のこととして理解されるで

あろうということで、こういった手続きを一つとして行うといったものが必要なものを

都市計画の決定で定めていくということでありますから、あくまでまちづくりの手法の

一つとして都市計画の決定が必要なものについてのみ定めていくというものであります。

裏を返せば、そういったかなり都市計画の法の趣旨の一つとして土地利用規制というの

が非常にきつく掛かる訳であります。先ほど申し上げましたような事業を行っていく場

合にあっても、規制が強くなっていくといったものですから、当然そういった手続きを

進めるにあたっては事業についての必要性など十分理解をして頂いてということがあり

ますので、どれでもこれでも計画決定をすればいいというものではなく、必要に応じて

計画決定をした結果、この黒丸の数だけ計画決定をしている状況になっているものであ

ります。 

 

嶽山会長   宜しいですか、他にございませんでしょうか。それでは無いようですので、引き続き

事務局の方から説明お願いいたします。 

 

平井主査   計画係の平井と申します。私からはこちらの幕別町都市計画データファイルについて

説明させて頂きたいと思います。こちらのデータファイルですが、前段資料１から６ま

で説明した通りの内容を数字や表として表したものを載せてあります。 

早速ですけれども、１ページ目から説明をさせて頂きたいと思います。 

まず、都市計画概要についてでありますが、こちらの方については、制度と帯広圏広

域都市計画のことについて書かれておりまして、申しわけないのですが後ほどお読みに

なって頂きたいと思います。 

次のページお願いいたします。１-３都市計画の決定権者についてでありますけれども、

こちらの方も先ほど宮田係長から説明した通りでございますので、ここでは説明を省略

させて頂きたいと思います。 

 ３ページ目をご覧ください。こちらは人口・面積についてであります。 

 ２-１の帯広圏域の人口と面積でありますけれども、帯広圏域全体と構成する１市３町
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の行政区域、都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域に分けまして、面積と、平成

22 年国勢調査時の人口及び人口集住地区の面積・人口を記載しております。 

 次、お願い致します。２-２幕別町の人口と面積でありますが、まず、国勢調査による

人口の推移でありますが、区域区分の設定以降のデータにつきましては昭和 55 年の調査

からになっておりまして、平成 22 年の調査までを記載されております。この表を見ます

と、調査の年ごとに札内地域については人口増加傾向にありますけれども、幕別地域に

おいては人口減少をたどっている状況であります。また、行政区域や都市計画区域につ

きましても、平成 17 年の国勢調査までは人口が増加している状況でありましたけれども、

平成 22 年の国勢調査には調査始まって以来初めて人口が減少したという結果となりま

した。 

なお、平成 17 年の数字からは忠類村との合併ということによりまして、忠類地域の人

口も含んでおります。 

       次に、住民基本台帳による人口推移でありますが、ここでは平成 14 年度から平成 24

年度の区域区分ごとの人口を記載してあります。いずれも年度末人口となっておりまし

て、多少前年度と比較した人口が減少した年もありましたが、ここ数年は人口増加の傾

向にあり、平成 22 年・23 年には大きく増加している状態となっております。なお、こ

こでも、忠類村との合併が平成 18 年２月６日であったことから 18 年の下に「旧忠類村

と合併」と表記しておりますが、年度では平成 17 年度でありますので、平成 17 年度末

人口から忠類地域の人口も含んだ数字となってございます。 

 ５ページ目お願いいたします。次に、面積の推移と区域区分決定一覧についてであり

ますが、（４）の区域区分の方からご覧になって頂きたいと思いますが、区域区分を当初

決定いたしましたのが、昭和 45 年 12 月 28 日でありまして、以降、一覧にありますとお

りの経緯をたどりまして、現在にいたっております。また、戻りますが、（３）の面積の

推移におきましては、区域区分決定の推移に伴いまして、各区域の面積を記載しており

ます。昭和の終わりから平成のひと桁の代には札内北町・札内新北町・チロットニュー

タウンの土地区画整理事業や多くの宅地開発の関係から市街化区域が急激に増加してい

ることが見て取れるかと思います。また、近年におきましては、先ほど宮田係長からも

説明がありましたが、コンパクトなまちづくりに向けた都市計画への転換が必要とされ

ておりますことから、市街化区域の増加につきましては抑えられているような状況とな

っております。 

６ページ目をご覧ください。ここでは土地利用についてであります。 

宅地開発についてでありますが、６ページ目から８ページ目にかけまして、札内地区

と幕別地区に分けて、団地造成事業について記載をしております。なお、近年における

宅地造成につきましては、先ほど資料５において説明があったとおりであります。 

９ページ目お願いいたします。未利用地についてでありますが、平成 14 年度と平成

21 年度の帯広圏都市計画基礎調査のデータを基と致しました市街化区域内の未利用地

を記載しております。この未利用地につきましては、近年のコンパクトなまちづくりに

より、市街化区域内においての団地造成や開発行為によりまして未利用地が着実に減少

してきております。なお、現在の具体的な未利用地の所在につきましては、下の表のと

おりとなっております。 

 10 ページ目お願いします。ここでは、開発行為等の件数について記載しております。

平成 19 年度以降の開発行為等の件数について、法第 29 条、法第 43 条及び法施行規則第

60 条の三つに分けまして、許可件数を記載しております。 

 11 ページ目をご覧なってください。ここでは、用地地域についてでありますが、まず

用途地域制度とは、良好な市街地環境の形成や、都市における住居・商業・工業などの

適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的と致しまして、建築物の用途・容積率・

建ぺい率・高さなどを規制・誘導をする制度でございます。この用途地域制度について

は、従前におきましては（１）のとおり８種類に分類されておりましたが、平成４年の

都市計画法等の改正により、現在の（２）の 12 種類に分類されることによりまして、そ

れぞれの経過におきまして、このような状況となっております。 

 12 ページ目お願い致します。ここでは、都市計画道路について記載してあります。幕

別町で都市計画決定されている道路がこのような形で表にして記載しております。    

その表の内訳と都市計画の変更の推移については次のページ 13 ページから 17 ページに

かけて記載しておりますので後ほど目を通して頂ければと思います。 

       18 ページ目お願いします。ここでは、都市計画公園・緑地について記載しております。
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都市計画公園決定一覧についてでありまけれども、都市計画決定されました公園・緑地

を記載いたしております。20 ページ目以降にこの公園の計画の決定・変更の推移をそれ

ぞれの公園ごとで載せているのがこの 20 ページから 23 ページとなってございます。こ

ちらも後ほどお読みになって頂ければと思います。 

23 ページの中段の辺りですが、こちらにつきましては、各公園の種別ごとの整備状況

について載せてございまして、それぞれの集計した面積等が載せてあります。一番下の

表につきましてはそれぞれの都市計画区域・市街化区域ごとの人口に対しましての一人

当たりの公園面積を載せてございます。 

次のページお願い致します。24 ページ目になりますが、ここでは、七番の都市計画下

水道についてであります。都市計画下水道決定一覧についてでありますが、札内公共下

水道と幕別公共下水道に分けまして、計画決定の経緯を記載いたしております。下段の

部分になりますが、都市計画下水道整備状況についてでありますが、各下水道の計画決

定排水区域面積と 終変更告示日・番号、及び、事業認可されました排水区域の面積、

汚水管渠の延長、雨水管渠の延長、ポンプ場面積、処理場面積、事業認可年月日を記載

しております。 

25 ページ目をお願いいたします。ここでは、地区計画について乗せてございます。地

区計画一覧いついてでありますが、地区計画は、比較的小規模な地区を対象としまして、

建築物の形態・公共施設・その他の施設の配置等から見まして、一体としてそれぞれの

区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備して、保全するための計

画となっておりまして、本町につきましても、開発行為等で整備された住宅・業務地の

ように、良好な住環境の形成を目指す一団の地区に対して、建築物の用途や形態等の規

制について一体的かつ総合的な計画を策定しまして、住民の方々にとりまして良好な市

街地環境の形成又は保持を目的として指定しているものであります。 

なお、本町におきましては市街化区域の中に八か所ございまして、それぞれがここに

記載されている表のとおりとなっております。また、これらの地区の位置関係が次のペ

ージにのせてございまして、更にはそれぞれ８か所の地区計画の細かい内容につきまし

ては 27 ページから 34 ページにかけて詳細に記してございます。ことらの方も後程ご覧

になって頂ければと思います。 

次のページにつきましては、35 ページ目その他地域地区についてでございますが、こ

れについては先ほど説明がありましたので割愛させていただきたいと思いますが、特別

工業地区の関係、又は、準防火の関係が載せてございます。 

36 ページ目土地区画整理につきましても、こちらのような形で本町におきましては６

箇所今まで実施してございます。内容につきましては、ここに記載されている通りとな

ってございます。 

37 ページ目、その他の都市計画についてでございますが、その他の都市計画につきま

しては、都市高速鉄道と都市計画河川がございまして、これにつきましても記載されて

いる通りとなってございます。 

後、38 ページ目になります。38 ページ目につきましては、都市計画審議会の今現在

の委員名簿、平成 10 年からの開催状況について記載を致しております。 

ちょっと急いだ形となってしまいましたが、以上で都市計画データファイルの説明を

終わらさせて頂きます。 

 

嶽山会長   只今、事務局から説明がありましたが、ご質問がありましたらお受けしたいと思いま

す。どなたかいらっしゃいませんか。 

 

岡本委員   一つ確認したいのですが、23 ページの一番下の部分ですが、都市公園と都市計画公園

と二段書きしているが、どういう定義で分けておりましたか。 

 

笹原課長   先に、都市計画公園の方からお話ししたいと思うのですが、先ほどの図面にも載せて

ありますけれども、都市計画決定をした公園のみ記載しているものであります。あと、

都市公園につきましては、都市公園法に基づいた公園ということで幕別町内には現在 91

個所ございます。必ずしも全ての都市公園が都市計画決定されているというものではご

ざいませんので、こういった差が生じているというものでございます。 

 

嶽山会長   宜しいですか。はい。他にいらっしゃいませんか。はい。 
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中橋委員   18 ページ 19 ページ只今の件に関連してくるのですけれども、前段の説明の中で長寿

命化では、いわゆる修繕計画について、ここに掲示されていいない情報、長寿命化計画

に係る 終年度、何年を目標に計画し図られるのでしょうか。当面計画終了の段階では

初に修繕したところが痛み始めると思うのですが、ここは都市計画の範囲でございま

すので、どのような計画を持っているのでしょうか。 

 

松井係長   都市公園について、長寿命化の計画を策定、平成 21 年にまず遊具と一般施設につきま

して、調査を行いまして、平成 22 年 12 月に国の方に計画書として提出をしてございま

す。その際、計画期間は概ね 10 年ということで示しておりまして、策定時から 10 年後

ということで計画をさせて頂いております。それから平成 23 年に建築物を含む長寿命化

ということで土木構造物と建築物関係、こちらも併せて長寿命化計画を立てまして、そ

れは平成 23 年に調査をしまして、それから 10 年間ということで計画期間を設けており

ます。 

 

嶽山会長   宜しいでしょうか。はい。他にご質問ございませんでしょうか。 

それでは皆さんの方でご質問が無いようですので、これで本日の都市計画審議会を終

わらせて頂きますが、私の方から一点だけ、次回の３回目の審議会についてのスケジュ

ールが分かれば教えてください。 

 

笹原課長   今の段階では、まだはっきりとした日程を決めておりませんので、また、いつものよ

うに事前にお知らせをして、議案配布などをさせて頂きたいと考えております。 

 

嶽山会長   ありがとうございました。それでは、本日の都市計画審議会を終わらせて頂きます。 


