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平成27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27年10月26日（月） 午後２時００分 

 

２．開催場所  幕別町役場 ５階会議室 

 

３．出席者   都市計画審議会委員  嶽山 信行         （学識経験者） 

岡本 芳夫         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

寺林 俊幸         （町議会議員） 

西田 由美子        （公募によるもの） 

中島 純一         （   〃   ） 

事務局    建設部長 須田 明彦 

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 小野寺 博央 

都市施設課都市整備係長 久保  勝 

 

４．説明   都市計画と都市計画決定について 

       都市計画データファイル２０１５について 

 

５．その他   

 

６．説明概要  次のとおり 

 

須田部長   ご起立願います。お疲れ様です。ご着席ください。 

只今より平成 27 年度第２回都市計画審議会を開催いたします。 

 

須田部長   それでは、嶽山会長よりご挨拶をいただきます。 

 

嶽山会長   開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は、平成２７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、皆さんの出席を頂きまして、

審議会が開催できますことを心から感謝を申し上げます。 

本日は、説明といたしまして、都市計画と都市計画決定についてでありますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い

いたします。 

 

須田部長   それでは、次に説明に入らせていただきますが、説明以降の進行につきまして、嶽山

会長よろしくお願い致します。 

 

嶽山会長   それでは、議事日程の２、説明について一括して事務局からお願いします。 

 

宮田係長   計画係長の宮田です。それでは、都市計画と都市計画決定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、「都市計画と都市計画決定について」と、

「幕別町都市計画データファイル２０１５」を各１部ずつお配りしています、お持ちで

しょうか。 

   説明に入ります前に、今回「都市計画と都市計画決定」を説明させていただきますの 
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宮田係長  は、都市計画決定及び変更につきましては、久しく町として手続きを行っていないこと

から、あらためまして、都市計画とはどのようなものなのか、都市計画決定とは、どの

ようなものなのか、また、まちづくりを行っていくに当たり、都市計画審議会がどのよ

うにかかわっていくのか、また都市計画審議会が「まちづくりの意思決定にどのように

参画していくのか」というところを、説明をさせていただくものであります。 

       それでは、「都市計画と都市計画決定について」の説明に入らせていただきますが、事

前にお配りしました「都市計画と都市計画決定について」に即した、資料を本日お配り

しておりますが、そちらを使い、正面のスクリーンで説明させていただきます。 

       それでは、説明に入らせていただきます。始めに、都市計画とはについてであります。

 都市計画は、まちづくりの基本的な構想、これは町の総合計画になりますが、この計

画や、近隣の帯広市、音更町、芽室町の１市３町で作成します、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針の内容に即するものとして、土地利用に関する計画や、都市施設の

整備に関する計画、市街地開発事業に関する計画を総合的、一体的に定めるものであり、

この計画に基づいて、まちづくりを規制、誘導するとともに、整備事業を実施して、住

みよいまちづくりをつくりあげるものです。 

この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて、定めて 

いるのが、都市計画法となります。 

具体的に、都市計画の中で定めるルールは大きく３つがあげられます、 

１ 地域地区などの土地利用に関すること 

２ 道路や公園などの都市施設に関すること 

３ 土地区画整理事業などの市街地開発事業に関すること。 

これからの、３本柱についてご説明いたします。 

その１つ目(１) 地域地区についてです。 

地域地区には21種類あり、事前にお配りした資料の８ページに記載してありますので、 

後ほどご覧いただきたいと思いますが、最も基本となるのが用途地域です、土地利用に 

ルールがない場合は、この絵の人のように住宅も工場もゴチャゴチャに建って住みづら 

そうと言っていますが、ルールを決めずに好き勝手に建築物を建ててしまえば、ごみご 

みして住みにくい都市になってしまいます。 

住宅地のそばに、大きな工場が建てられた場合、周りに住む人々は、騒音などに悩ま 

されることになります。逆に大きな工場が立ち並ぶ中に商店街があった場合は、残念な 

がら、お客さんが気軽に買い物を出来るとは思えません。 

また一戸建ての住宅ばかりの住宅地に高層マンションが建てられてしまうと、周りの 

家は日当たりが悪くなってしまいます。このように、種類の異なる土地利用が混じって 

いると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。 

そこで、都市計画では、都市を住宅、商業地、工業地などのいくつかの種類に区分す 

る、「用途地域」によりその地域に建てられる建築物を定めて用途の混在を防ぐことで、 

住宅系・商業系・工業系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して、 

建築物の制限等を規制・誘導しています。 

つまり、用途地域を都市計画決定することにより、個人の財産である建築物等につい

て、制限や規制、誘導を行うことになります。 

２つ目(２) 都市施設についてです。都市施設とは、道路などの交通施設、公園や緑 

地などの公共空地、上下水道などの供給・処理施設、ごみ処理場や火葬場など、都市で 

生活し、学び、仕事などをするためには、これらの都市施設がなくてななりません。都 

市計画では、これらの都市施設の種類、名称、位置、区域等を定めることとされていま 

す。 

これらの都市施設を都市計画として定めた場合「都市計画施設」といいます。都市施 

設のすべてを都市計画として定める必要はありませんが、都市施設を都市計画として定 

めた場合は、その都市施設の都市計画全体での位置づけをはっきりさせることができる 

とともに、その都市施設が将来にわたって、そこで機能し続けることが保障されるもの 

であります。 

また、都市計画決定を行うことにより、都市計画制限が働いて、建築制限がされるこ

とになります。 
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宮田係長   この建築制限とは、都市計画で定められた都市施設、道路や、公園等の区域内に建築 

物を建築しようとするときには、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりま 

せん。 

例えば新しく、道路区域を広げる都市計画決定をした場合、事業決定するまでの期間、 

事業の着手が決まるまでになりますが、その期間、区域内に建築物を建築する場合は、 

建築することができるものとして、階層が２階以下であること、地階を有しないこと、 

主要構造部、壁や柱、はり、床、屋根、階段が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 

これらに類する構造であること、容易に移転か除去が可能なもの。と限定されたものに 

限られるものであります。 

また、事業の着手が決まった、事業決定の段階では土地収用や立退き交渉、実際の道 

路工事に取り掛かるため、基本的に、新たな建物を建築することができなくなります。 

つまり、こちらについても、都市計画決定を行うことにより、個人の財産に制限をか 

けることになるものです。 

最後に３つ目の(３) 市街地開発事業についてです。 

市街地開発事業とは、一定の区域について大規模な整備開発を行うものです。 

市街地開発事業としては、都市計画事業、市街地再開発事業、土地区画整理事業など

がありますが、例えば、土地区画整理事業とは、土地の所有者や住民が話し合い少しず

つ土地を提供して、この土地を公園などの公共用地に充てます。それぞれの土地の所有

者にとっては、事業後の宅地の面積は少し小さくなりますが、道路や公園などが整備さ

れたり、宅地が整形化されることにより、住みやすく利用価値の高い土地が得られるこ

とになります。 

札内北栄土地区画整理事業は、この土地区画整理事業になります。 

これらの種類、名称、施行区域を都市計画で定めることにより、スムーズに事業を進

めるようになるものです。 

都市計画決定をした場合は、施行区域内の建築制限が適用されます。 

つまり、こちらについても、都市計画決定を行うことにより、個人の財産に制限をか

けることになるものです。 
次に都市計画決定についてです。 

これまで説明いたしました、都市計画について、それぞれ法の手続きに従って定める

ことを都市計画決定と言い、土地利用、都市施設、あるいは市街地開発事業を都市計画

決定することにより、都市の発展を計画的に誘導して、秩序ある市街地を形成し、住民

の健康で文化的な都市活動を実現するものです。 

その一方で 法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかってきます。そのため、

都市計画決定を行う際には、本当にその計画が将来のまちづくりにとって必要なものか、

そして妥当なものかどうかを十分に検討する必要があります。 
次に都市計画の決定権者についてです。 

都市計画法では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」、「広域的

な見地から決定すべき都市計画や根幹的な都市計画」については都道府県が、それ以外

のものについては市町村が決定することとされています。まちづくりの基本となる方針

や二つ以上の市町村にまたがる規模の都市施設などは北海道が定め、土地利用の内容な

どは幕別町が北海道の同意を得て定めるものとされています。 

なお、黒丸については、幕別町で都市計画決定済のものを示しております。 

幕別町都市計画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、都市計画決定をする案件に当たりましては、あくま

でも市町村の決定する案件について諮問答申、後程ご説明いたしますが、していくとい

うことであります。 
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宮田係長   次に市町村が定める都市計画の決定手続きについてですが幕別町が定める都市計画の

決定手続きの表はこのようになっております。 

左側に示しておりますが、(１)、第１段階として 素案の作成となります。 

市町村は都市計画の決定に先立ち、必要な調査や資料の収集を行い、上位計画、これ

は都市計画マスタープラン等になりますが、との整合、関係各課との調整を図りながら

素案を作成し、北海道と素案についての協議、下協議を行います。 

次に(２)、第２段階として、事前手続きの段階となります、ここでは、市町村が作成

しました素案について、必要がある場合には、公聴会等を開催や関係機関との協議を行

うもので、その後に都市計画審議会の予備審査として、都市計画決定・変更について、

幕別町都市計画審議会で協議をして頂くものであり、可決され場合には、都市計画決定・

変更の原案を作成し、北海道と事前の協議を行うものであります。 

次に(３)、第３段階として、法定手続きの段階となるわけですが、ここでは、北海道

からの事前協議の同意に基づき、都市計画決定・変更について公告及び案の縦覧を行い、

広く住民からの意見を受けるものであります、縦覧期間は都市計画法で２週間と規定さ

てれおります。 

その後に都市計画審議会で本審査を行うことになります。 

本審査の内容は５の都市計画審議会と都市計画決定でご説明いたします。 

都市計画審議会の議を経た後、北海道知事の同意協議を行い同意を受け、都市計画が

決定・変更となるもので、その内容について公告及び縦覧を行うものであります。 

以上一連の手続きを経まして都市計画が決定・変更されるものです。 

次に都市計画審議会と都市計画決定についてであります。 

都市計画法第19条では、市町村は、市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決

定するものとすると規定されております。 

その趣旨としては、都市計画が都市の将来の姿を決定するものであり、かつ土地に関

する権利に相当な制約を加えるものなので、各種の行政機関との十分な調整を行うこと

などが必要なことから市町村が都市計画決定・変更を行うにあたって学識経験者、議員

等からなる都市計画審議会の議を経るものであります。 

都市計画審議会の議を経るとは具体的には、幕別町が決定する都市計画について、町

が都市計画の決定や変更を行う場合、その都市計画の案を審議し、審議会として都市計

画決定・変更することが、妥当であるか否かを決定するものです。 

また、第77条の２では、この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、

及び市町村の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に都市計

画審議会を置くことができる。と規定されています。 

つまり都市計画審議会は、町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議する

ため設置された附属機関となります。 

ここで、市町村の諮問に応じとは、一定の機関に対し、法令上定められた事項につい

て市町村が、意見を求めることで、意見を聞かれる機関を「諮問機関」と言います、意

見を聞かれた諮問機関は、その諮問事項について、調査審議をして意見を答申するもの

で、その答申については、法的な拘束力はありませんが、答申を受けた行政機関、市町

村はその答申を尊重すべきとされています。 

審議会としては、諮問された都市計画の案につき、可決するか否決するかを決するの

みを行い、審議会自ら修正することや条件を付することはできません。 

ただし「事業執行にあっては周辺環境に配慮すること」等の付帯意見を付けることは

可能であります。この付帯意見に法的拘束力はありませんが、都市計画決定・変更市町

村は、その意見を尊重すべきとされております。 

次に今年度予定している都市計画変更についてであります。 

現在予定しております、今年度の都市計画の変更は２件であります。 

１つ目が帯広圏都市計画公園の変更、これは幕別町決定になりますが、止若公園の区

域変更に伴う都市計画変更であります。 

止若公園の区域変更について、現在、図面の黄色部分の約1.3ヘクタールになりますが、

止若公園と猿別川河川緑地にまたがった形でのパークゴルフコースについて、一体とし 

  た区域全体、赤色部分の約4.4ヘクタールを新たな止若公園の区域として変更するもので 



5 

宮田係長  あり、帯広開発建設部との協議がまとまりましたので、あらためて変更手続きを行うも

のであります。 

       ２つ目が、帯広圏都市計画用途地域の変更、これも幕別町決定になりますが、札内青

葉地区の用途地域の変更であります。 

こちらにつきましては、平成28年度札内福祉センターの建替え事業を予定しておりま

して、札内福祉センター改築基本計画では延床面積を1,730㎡としているものであります。 

       先程ご説明いたしました、用途地域についてですが、現在の用途地域が、下段左の第

二種中高層住居専用地域となっておりまして、集会所を建築する場合は、床面積が1,50

0㎡までとなっており、このままの用途地区では、福祉センターの建替えが出来ないため、

その右の、第一種住居地域に用途地区を変更することにより3,000㎡までが建築可能とな

ることから、第一種住居地域への用途変更を行おうとするものです。 

この２点について、都市計画変更による変更理由等について、次回の都市計画審議会

で協議をさせていただきたいと思っております。 

なお、都市計画変更に伴います、今後の予定についてですが、先ほど５ページで説明

いたしました。都市計画審議会予備審が、11月13日(金)、都市計画審議会本審査を平成2

8年１月下旬頃予定しております。 

審議会のご案内は、後日送付をさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 

以上で、都市計画と都市計画決定について、説明を終わります。 

 

嶽山会長   ありがとうございました。 

      只今、事務局より説明ありましたとおり、都市計画と都市計画決定について説明を受け 

ましたので、皆様から質問を受けたいと思いますので、宜しくお願いいたします。 

 

中島委員   現在都市計画決定されている道路のうち、未整備の道路はどの位あるのでしょうか 

 

宮田係長   データファイルの２０１５をお開き頂きたいのですが、こちらの１２ページに５番都 

市計画道路、都市計画決定一覧という事で載せてございます。全部で、３５路線都市計 

画決定がされている道路があると言う状況でございます。 

 

中島委員   改良延長がゼロと言う箇所が未整備路線と言うことで宜しいでしょうか 

 

宮田係長   右から３列目に都決延長を表示しておりまして、更に右側の改良済延長と言う延長に 

誤差が生じている路線、例えば上から３つ目の中央道路、止若道路ですとか、札内西大 

通、明野ヶ丘通、百年通、桜町西本通、札内学園通、と言ったところが、現在一部未整 

備の区間となっている状況です。 

 

嶽山会長   よろしいでしょうか 

 

中島委員   はい。 

 

嶽山会長   他にご意見ご質問はないでしょうか 

 

須田部長   都市計画って難解な法律のひとつと言われていますので、今日ここで、一方的にお話 

をさせていただいて、理解して頂きたいと言うことはなかなか難しいとは思いますので、 

その都度詳しい説明をさせて頂きながら、皆さんのご理解をいただいて、都市計画につ 

いて、進めていきたいと思っております。 

       冒頭申し上げましたとおり、最近北栄の区画整理の事業が終わった後に、桂町の西側 

に一部区域を拡げて民間の開発行為がありましたけれども、そのあたりが最後となった 

くらいで、具体的な都市計画を決定したと言う事は近年なかったものでありますから、 

改めて本日説明をさせて頂きました。 

 

 



6 

嶽山会長   ありがとうございました。 

       それでは、事務局の方から改めて説明はありませんか 

 

小野寺主査  計画係の小野寺です。引き続き幕別町都市計画データファイル２０１５について、簡 

単にご説明させていただきます。 

       既に、事前配布させていただいております、幕別町都市計画データファイル２０１５ 

は文字どおり幕別町の都市計画に密接に関わる人口推移、土地利用及び、都市施設など 

の数値情報を昭和４５年の幕別町都市計画区域決定以来の変遷として、解り易く一覧表 

やグラフにまとめたものとなっています。 

       都市計画では、これらのデータを基に様々な角度から分析、あるいは解析することに 

より、将来を見据えたまちづくりを計画するためのひとつのツールとして利用していま 

す。 

 ３ページ目をご覧ください。 

 ここでは、帯広圏域を構成する各都市の人口と面積を最新の国勢調査をベースにまと 

めています。 

 表の右側に人口集中地区と言う馴染みのない項目がございます。ＤＩＤ区域とも言わ 

れたりしますが、これは１００ヘクタールあたりの人口が４，０００人以上である区域 

が隣接することによって、５，０００人以上の人口となる区域に設定されるものです。 

 言葉ではあまり伝わりにくいのですが、簡単なイメージで言うと、人口の密度を一定 

条件の基、定量化した指標であると言えると思います。 

 人口密度が低密度になり過ぎると、産業の停滞によって、地域の活力低下を招いたり、 

居住者の生活を支える利便施設などのサービスの提供が困難になりかねない状況とな 

ります。 

 地域地区などの土地利用をコントロールする上での指標のひとつとしての見方をす 

ることができるかと思います。 

 少し飛びまして、６ページ目以降、これまでの宅地開発の状況を一覧にしています。 

この表から、これまでにどの位の住宅地が供給されているのかという情報を見ることが 

できます。 

 １２ページ目以降、先程、宮田の説明でもございました、幕別町の現在都市計画決定 

している都市施設などの決定内容を施設別に一覧に表示しています。 

 ３６ページ目です。これまでの区画整理事業をまとめています。先程、６ページ目で 

これまでの宅地開発についてご説明しましたが、宅地開発は、民間の事業者が宅地開発 

を行ったものでございまして、区画整理事業の事業主体は記載のとおり町であったり、 

区画整理事業組合といった所が主体となっていることから、分けて記載させていただい 

ておりますが、見方としては住宅地の供給といったところでは、数字を押さえることが 

できるかと思います。 

       すいません。資料戻りまして、１０ページの３の３開発行為等件数についてご説明い 

たします。 

 都市計画法の中には開発許可制度がございます。これは、都市計画区域内で、１，０ 

００㎡を超える土地の区画形質を変更し建築物を建てる場合に、予め開発許可を受ける 

必要があります。 

 区画形質の変更とは、道路等の社会基盤を造成することによって、現在の土地の区画 

が変更する事。現在の土地に盛土や切土などの物理力を行使し形を変える事。この場合 

盛土と切土の合計が３０ｃｍ以上となっております。最後に、現在畑地として使用して 

いたものを宅地にする場合等の地目変更が発生する場合を質の変更として扱います。 

 特に、市街化調整区域内にあっては、建築物は原則建てられないものとして、建築を 

厳しく規制しています。農業に供する施設は市街化調整区域内で建築することは、許可 

が不要となっており、特に規制はありません。これは、市街化調整区域は市街化を抑制 

する区域であり、農地を保全すると言う本来の考え方によるものであると考えます。 

 しかしながら、農業に供する施設以外の建築にあっては、都市計画法第３４条の１号 

から１４号の許可基準に該当するものは、これを根拠として許可することができます。 

 これらの許可基準の内容は、そもそも市街化区域の中にあるべきものではないものや 
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小野寺主査 本来的にも市街化調整区域内で立地すべきものと言うような建築物が主体となってい 

ます。 

 （１）２９条では、都市計画法第２９条の開発行為の許可申請を意味します。区画形 

  質の変更を伴い、都市計画法第３４条の１号から１４号までの許可基準を根拠に許可 

した件数を１号から１４号別にまとめています。 

 （２）４３条では、都市計画法第４３条の開発許可を受けた土地以外の土地の建築許 

可申請を意味します。簡単に言うと先程の２９条許可申請は、区画形質の変更が伴うも 

のであるのに対して、４３条では区画形質の変更はないが、建築物を立地する場合のも 

のであります。これも２９条と同様に、都市計画法３４条の１号から１４号までの許可 

基準を根拠に許可した件数をまとめています。 

       （３）６０条では、都市計画法施行規則第６０条の開発行為又は、建築に関する証明

書の交付を意味します。 

       これは、農業に供する施設であったり、市街化区域内であれば、１，０００㎡を超え

る土地で区画形質の変更がなく建築物を建築するような場合に、建築物の確認申請をす

る者が、確認を行う建築主事の求めによる事実に基づき証明書の請求をすることができ

ます。 

       これを受けて、開発許可が不要である旨の証明書を発行した件数をまとめています。 

      これらの許可や請求は、周辺で居住する人にとって住み良い環境に悪影響を与えないよ

うにする為であったり、市街化調整区域にあっては、厳しく建築規制をしているので、

土地利用などの開発行為を許可する側と建築物の確認申請を受ける側とが相互し、補完

することにより、本来の開発許可制度を担保するものであると考えます。 

       以上データファイル２０１５について、説明をさせていただきました。 

       最後に、このデータファイルからも解るのですが、これまで大型スーパーの出店や社

会福祉施設の立地、更には宅地開発が進むなど、人口減少社会においても、都市化の需

要は高い水準で推移してきたものと考えております。 

       今後は、都市計画制度の枠組みのなかで、持続可能な町づくりを、今後予想される社

会情勢に対応しながら、将来を見据え行っていく必要があると考えます。 

       委員の皆様には、ご審議の参考資料として活用して頂ければと考え、本日ご説明をさ

せていただきました。 

       以上で、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

 

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

と思います。 

 

岡本委員   人口の事でお聞きしたいのですが、市街化区域内人口、道の整開保の中で１７年に作

成して、３２年を目標年にしていますが、人口は右肩下がりになっています。 

       帯広圏で総合計画的にしか載ってないのですけれども、その内町として、幕別町とし

ては、この３２年でどの位の推移となるのかと言う数字は押えているのでしょうか 

 

笹原課長   平成２２年度、今から５年前になるのですが、整備開発保全の方針と言うものを１市

３町の中で定めておりまして、その中では帯広圏域としての人口減少、これは整備開発

保全の方針の将来目標、平成３２年のものでございます。 

       ただ、市街化区域内人口、特に幕別町の市街化区域内人口といった部分になりますと

若干伸びておりまして、幕別町にあっては、都市計画区域内人口も伸びていました。た

だ、未利用地ですとかそうした所を活用していけば、増分の人口については、受け入れ

する事が可能ではないのかといったところで、１市３町の何処も市街化区域内の人口増

加を基にした、市街化区域の拡大といったことは、当時は理論付けできなかったという

状況にありあす。 

       それで、先程須田部長が言ったように、平成２１年度に桂町の西に新しく造成した所

が市街化区域を拡大したのが最後に、あのように市街化区域を拡大して造成した場所は

今に至るまでないと言う事になっています。 
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岡本委員   今、国の方で人口整理していますよね。その中で北海道の人口はこうなるだとか、市

町村の人口はこうなる、消滅市町村が出てきます。というような事が出ていますよね。 

       これを受けると、幕別町全体としては、下がると言うのは当たり前の話なのでしょう

けれども、それと３２年と言う数字をラップさせるとどうなるのでしょうか 

 

笹原課長   基本的には、前回は平成２２年に策定しているのですが、その時点に合った国立社会

保障人口問題研究所で推計をした、市町村別の将来推計人口に基づいて市街化区域内人

口ですとか、都市計画区域内人口を推計していくと言う事であります。 

 

岡本委員   そしたら、計算の基となる人口という事ですね 

 

笹原課長   そうです。計算の基本となる人口の推計です。 

       ただ、当時はその時の最新の国調であり、今年も国勢調査やっていますけれども、当

時最新のデータとしては２２年ですが、整開保は２２年にやっているもので、その時点

においては、その前の１７年の国勢調査に基づいた将来推計人口を使っているというこ

とではありました。ですので、若干データとしては古いデータを使用しています。 

       ただ、当時全道何処の市町村でもある程度同じ考え方であったと聞いております。 

 

岡本委員   考え方としては解りました。 

       右肩上がりの時代の人口は色んなトレンド式があって、それをどのように評価するか

でそれが、右肩になったり、横ばいになったり、下がるかになると言うことですよね。 

 

笹原課長   そうですね。 

       市町村によっては、余りにもバラ色の将来を描き過ぎて、全道の人口がとてつもない

人口に膨れあがったと言うようなこともあり、それに伴って、計画する施設規模が現実

的ではないような施設になってしまうと言うようなことが見受けられました。 

       そういったことからも、前回にあっては、国が推計した人口を使用するといったこと

で、より現実的な手堅い数字で将来推計をしたということで聞いております。 

       平成２２年に帯広圏の都市計画、おおもとの都市計画ですね。将来人口ですとか、そ

れに基づいて、例えば土地利用がどのように変化するのかですとか、そうした見直しを

軸に平成３２年頃を目処にやっていきましょうと言う事でした。 

既に来年位から、一部それに向けた見直し調査を進めていくという事になっています。 

これは、いくつもの町に跨るものであります事から、そのような都市計画にあっては、

北海道が決定する。各市町村の意見も聞いて決定する。ということで、平成２８年度か

らそのような準備に入っていくと聞いております。 

       その場合には、また将来推計人口が現時点のもので置き換わるのですが、それによっ

て、土地利用がどのようになっていくのか、見直しをすると言う事になっています。 

 

嶽山会長   他にご意見、ご質問はありませんか 

       はい、小林委員どうぞ 

 

小林委員   本日の議案というか本筋からは離れてしまうと思うのですが、先程少し笹原課長の話

と若干ラップすると思うのですが、幕別町内でのひとり暮らしの高齢者とか含めまして

空き家がかなり増えて来ている状況かと思います。 

       この事に対して、町として、把握はされているものなのでしょうか 

       それこそ、国勢調査で現地で実際調査員が回られて、ここに家はありますが、人は住

んでいません。といった情報はあるかと思うのですが、ただ国がやっていることであっ

て、町が必ずしもそのような情報を共有できるといったものではないかと思ってはいま

す。それと、先日うちの町内でもあったのですが、そういった空き家になったお宅が、

結局管理も何もされていなくて草が伸び放題な状態で虫から何からひどい状態で環境衛

生上も悪いという事で、今回うちの町内会につきましては、札内支所を通じて本庁各関

係部署で手配して頂いて、地主さんに連絡が着いて、若干日数は掛かったのですけれど 
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小林委員  も、処理して頂いたと言う事がありました。 

       ただ、隣の町内会では、その連絡は着いたのだけれども、何もしてくれないまま放置

されていた状態で、当然私有地でありますので、勝手に入って刈るという訳にはいかな

いといったところで、そういった事も含めて庁舎内でも横の連携と言いますか、そうい

った事をお願いできればと思うのですけれども。 

 

笹原課長   まず空き家の実態把握については、議会の中でも言われている事でもありますが、昨

年度、私たちの都市施設課と企画室と町民課と３課合同で、町内を見て確認はしており

ます。 

       ただ、基となったデータは水道の利用を一時的に休止しているというデータを基に実

際に空き家になっているのか、目視で実際に見て確認をしたと言う状況であります。実

数は、今手元に資料がないのではっきりと解らないのですが、２００数十件だったのか

なと記憶しております。 

       一方では、平成２５年度に国の統計調査で、住宅土地統計調査と言うものがございま

して、全町をくまなく見て回るといった調査ではなく、部分部分で抽出してやる調査で

はあるものの、その調査結果では、我々が調査した結果よりもまだ多い結果であったと

いう数字もございます。 

       今年になりましてから、空き家対策特別措置法が施行されるようになりました。 

これに基づいた実態把握、具体的には税務データを法律を根拠として利活用ができる

事になったものであり、これまでは空き家対策の為に税務データを活用する事は出来な

かった為、先程申し上げたような水道の閉栓データを使って行っておりましたが、今後

は税務の固定資産データも使ってという事ができるようになりましたので、こうしたデ

ータを基にまた取組をしなければならないであろう。といったところを現在考えている

ところです。 

       その空き家対策特別措置法が関わる部署は、私たちの都市施設課の住宅係が現時点で

は担当しておりますので、そうした取り組みを現在しているという事です。 

       現在国勢調査をこの１０月にやっておりましたけが、あくまで国勢調査の目的という

ところから言いますと、空き家対策の空き家の確認という目的では調査はしていないも

のであります事から、国の調査の中でも目的以外にはその調査結果を利用しないという

大前提がございますので、一定程度、空き家が何処にあるという事は調査員さんの把握

ができたにしても、それを基にした空き家対策という事は難しいのではないかと考えて

おります。 

       実際に、今小林委員がおっしゃったように空き家があそこにあるここにある、そして

適切な管理がされていない事で、近隣住民の方が困っているというような場合にあって

は、私たち都市施設課に連絡を頂いきたい。これまでは住宅の登記簿謄本であったり、

土地の登記簿謄本であったりですとか、できる限りの情報収集をして所有者なりを特定

して、直接働きかけをしておりました。今度は、空き家対策特別措置法に基づいて税務

データを活用して所有者の方に直接働きかけをできる事にもなりました。 

そうした働きかけの中でこれまでにも半数以上は改善に向かっているという実態もご

ざいます。 

       これまで、連絡を頂いたのは１０件も満たなく、そんなに数も多くはないのですがそ

のように困った場合がございましたら、都市施設課にに連絡いただければと思います。 

       今後においての取り組みですが、この１０月に来年４月１日を目処とした町の機構改

革のパブリックコメントをやっておりまして、その中で空き家対策を含めた部署の位置

付けを改めてしております。はっきりとは明記はしていないのですが、今までは空き家

対策という事で、都市施設課に連絡があり、一方では移住定住対策というのが企画室で、

土地に関わる環境衛生対策が町民課で、いくつもの部署に分かれていたのですけれども、

それらを一本化しようという方向での今現在の状況であります。 

来年度になり、機構改革が行われましたら、その辺りの事が一本化され、今以上にス

ムーズになると考えています。 
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嶽山会長   他に委員から何かありませんか 

 

嶽山会長   他に意見もございませんので、説明については終わらせていただきたいと思います。 

次に議事日程の３その他につきまして、事務局から何かありますか 

 

宮田係長   その他について、ご説明します。 

       先程、都市計画と都市計画決定の中でもご説明はさせていただいたのですけれども、

改めまして、今後の都市計画審議会の予定について、お話をさせていただきたいと思い

ます。 

       予定では、１１月の１３日の金曜日になります。午後２時から、この場所で第３回の

都市計画審議会を開催いたしまして予備審査と考えております。 

 

笹原課長   本日は短い時間で、ざっぱくな説明となりました。都市計画に関わる変更ですとか決

定という手続きが５年ぶりとなります事から、そうした事もあって都市計画の決定です

とか変更に関わるものがどういった位置付けであるようなものであるのかといった事を

今一度説明させていただく為に時間を頂きました。 

       専門用語が出てきたり、そもそも法律が難解なものであります事から、その説明が十

分理解し易くなるような事で、色々と配慮させていただいた所ではございますけれども、

次回の説明の中でより詳しく説明の方はさせて頂きたいと思っておりますので、どうぞ

宜しくお願いしたいと思っております。 

 

嶽山会長   只今、事務局から今後の予定について説明がありましたが、委員の皆様から何かござ

いませんか 

 

嶽山会長   無いようでありますので、今後の都市計画審議会について宜しくお願いしたいと思い

ます。 

       それでは、本日の議事日程を全て終了させていただきました、ありがとうございまし

た。 

 

須田部長   ご起立願います。 

       お疲れ様でした。 


