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平成25年度第３回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２５年１０月１７日（木） 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  嶽山 信行         （学識経験者） 

林  恵子         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

中橋 友子         （町議会議員） 

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 

 

４．そ の 他  説 明 町内各施設等の視察について 

 

５．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。 

只今より平成 25 年度第３回都市計画審議会を開催致します。 

会議に先立ちまして、本日、藤原委員と杉坂委員につきましては所用により欠席との

申し出がございました。 

それでは、始めたいと思いますが嶽山会長からご挨拶を頂きたいと思います。 

 

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 25 年度第３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、審議会が開催されますことを心から感謝を申し上げ

ます。 

本日は、町内各施設等の視察研修と致しまして、町内で行われました開発行為、区画

整理、札内新道の建設予定地等の視察を行う予定でありますので、どうぞ宜しくお願い

したいと思います。 

簡単ではございますが、開会に当たりまして一言ご挨拶とさせて頂きます。本日は宜

しくお願い致します。 

 

佐藤部長 続きまして、岡田町長よりご挨拶を申し上げます。 

 

岡田町長   一言ご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

委員の皆さんには時節柄何かとご多用な中を第３回の都市計画審議会にご出席を頂き

まして誠に有難うございます。 

また、平素から都市計画行政の推進は基よりでありますけれども、町制の各般に深い

ご理解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。 

昨日は思わぬ雪も含めての嵐の一日でありました。今朝ほど担当の方から聞きますと、

おかげさまで町内では大きな災害は発生しなかったという事でありますけれども、それ

でも雪のせいでしょうか、車が何台か突っ込んで事故があったという事です。 

それと全戸合わせますと約 920 戸の停電に見舞われたという様な事です。又、倒木に
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よって道路が塞がれたり、一部路肩の決壊があったという事であります。 

ただ、農業施設や畑の冠水等については現在各農協にお願いして調査中という事であ

りますけれども、若干の被害があるのかなと思っております。 

農作業は間もなく終わりを迎える訳でありますけれども、何とかこの後も災害や農作

業等事故が無い中で無事一年の作業が終え、皆さんと共に豊穣の秋を迎えられればと願

っている所でもあります。 

また、折半幕別町で誕生したパークゴルフが今年で 30 年を迎えるという事で、グラン

ヴィリオホテルで記念式典そして祝賀会を開催させていただきました。 

 遠くは高知県の中土佐町長、神奈川県開成町の府川町長がわざわざお出でを頂きまし

た。花を添えて頂き、盛大な式典が無事終了する事が出来ました。パークゴルフも 30

年を迎えて、今全国 120 万の愛好者と言われております。一つこれからも、パークゴル

フを通じてのまちづくり、あるいはパークゴルフを通じて他町村とのより良い交流を図

っていく事が大切であろうと思っている所であります。 

また、ご案内の新庁舎の建設につきましては、現在議会の皆さんにもご協力を頂きな

がら、専ら実施設計に向けての作業を進めている所であります。今後、いろんなご意見

等を頂く中で順調に進めれば予定通り平成 27 年度の完成に向けて作業を進めて参りた

いと思っておりますので、どうか委員の皆さんの引き続きのご協力とご理解を賜ります

よう、お願いを申し上げたいと思います。 

本日の審議会、今会長のお話にもありましたように、この後町内の各施設を中心とし

たインフラの整備状況等を視察研修頂くとの事であります。どうぞ、見て頂いて悲嘆の

ないご意見を頂く、そしてまたいろんな面でアドバイスを頂ければ有難いと思っており

ます。 

引き続き、皆さん方の変わらぬご支援、ご協力を賜ります様にお願い申し上げて、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   ここで、町長は公務のため退席致します事をご了承頂きたいと思います。 

それでは、次に議事に入らせて頂きます。 

議事の進行につきましては、嶽山会長よろしくお願いしたいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

嶽山会長   それでは、幕別町の施設の視察研修について事務局から説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

宮田係長   それでは、本日の議事について、私の方からご説明をさせて頂きたいと思います。 

最初に、本日お配りしております資料の確認をさせて頂きたいと思います。 

まず、議案１枚もの、裏表のＡ４、１枚の議案、それとＡ４、１枚で上に「10 月 17

日 平成 25 年度第３回幕別町都市計画審議会 視察研修経路」、次にＡ４版１枚とＡ３

版４枚をホッチキス止めしておりまして、右上に「Ｈ25.10.17 平成 25 年度第３回幕別

町都市計画審議会 資料１」、次にＡ４版をホッチキス止めしております、10 枚の「資

料２」、次にＡ４版２枚とＡ３版１枚がホッチキス止めをしております、３枚の「資料３」、

次にＡ４版１枚とＡ３版２枚がホッチキス止めをしております「資料４」、次にＡ４版４

枚がホッチキス止めをしております「資料５」、それと、最後になりますけれども、前回

の審議会開催時に、岡本委員から要望がありました「都市計画区域の整備、開発及び保

全の方針」を添付しております。 

資料全てお揃いでしょうか。足りない方はいらっしゃいますか。大丈夫そうですか。 

それでは、先ず本日行います視察研修経路についてですが、お配りしておりますＡ４

版横の図になります「視察研修経路」、こちらが、今日行います予定時刻を記載した経路

図となっております。 

これから各施設等の説明を行いまして、その後役場の公用車に乗って頂きまして、桜

町中央団地、北栄区画整理、桂町西団地の現地の状況等を見て頂きまして、札内新道の

事業予定区間の一部を見て頂き、青葉町の道営住宅、子育て支援施設の建設地につきま

しては、建物の外側から見て頂きまして、最後に千代田新水路、魚道観察室の視察を行

い、また役場に戻って来て頂いて再度５階会議室で視察を通しての質疑等をお受けする

という内容となっております。 

       それでは、「町内施設等の視察研修について」説明に入らせて頂きます。約 15 分お時
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間を頂ければと思います。お配りしております資料１から順に説明をさせて頂きたいと

思います。なお４月及び５月に開催を致しました審議会において説明した内容と一部同

様の説明になる事を予めご了承頂きたいと思います。 

 先ず、資料１につきましては、近年行われました土地区画整理事業及び開発行為図面

になります。なお、これから説明致します建築率につきましては、今年９月 30 日現在の

建築確認申請が提出された物となりまして、図面上グレーで表示をしております。これ

から現地に行きました際には、グレーには塗っているのですが実際に建物がまだ建って

いないという現状もございますので、こちらにつきましても予めご了承頂きたいと思い

ます。 

それでは、１ページ目の「桜町中央について」でございます。 

       こちらにつきましは、赤い線の区域になります、面積 0.96 ヘクタールで宅地数 31 区

画に対しまして、建築戸数が８戸で建築率 25.8％となっております。 

次に２ページ目の「札内北栄土地区画整理事業について」であります。 

こちらにつきましては、面積 31.9 ヘクタールで宅地数 643 区画に対しまして、建築戸

数が 492 戸で建築率 76.5％となっております。 

次に３ページ目の「桂町西について」であります。 

こちらにつきましては、面積 3.41 ヘクタールで宅地数 77 区画に対しまして、建築戸

数が 54 戸で建築率 70.1％となっております。 

次に４ページ目の「桂町東について」であります。 

こちらにつきましては、本日視察は行いませんが、面積 0.83 ヘクタールで宅地数 25

区画に対しまして、建築戸数が 18 戸で建築率 72.0％となっております。 

なお、４か所合わせますと、面積 37.1 ヘクタールで宅地数 776 区画に対しまして、建

築戸数が 572 戸で建築率 73.7％となっております。 

次に資料２になります。「圏域環状線に係る道道昇格について」であります。 

こちらにつきましては、４月に開催致しました審議会に置きましても、ご説明申し上

げましたが、５月に新たに委員になられた方もおられますので、再度お配りしておりま

す。説明につきましては資料を抜粋して説明させて頂きます。 

この圏域環状線いわゆる札内新道につきましては、平成 25 年３月５日付けにて十勝 

総合振興局長より、道道幕別帯広芽室線への区域変更による道道昇格が内定したとの通

知があり、今後事業化を前提とした手続きに入ることとなった事から、４月開催の審議

会において説明をさせて頂いたものであります。 

資料の右側の中央と下側にページを振っています。表紙を捲って頂きまして２ページ

になりますが、圏域環状線についてですが、最初に帯広圏都市計画における位置づけに

ついてでありますが、そもそも圏域環状線につきましては、遡ること昭和 56 年当時に、

圏域環状線構想が示されたのが始まりであり、これまで道道としての整備を主体として

計画的に進められ、それぞれの区間において道道の昇格を経て、北海道が事業主体とな

って整備してきた所であります。 

資料の３ページ、圏域環状線の経過についてでありますが、図に示してありますとお

り、昭和 57 年から整備が進められ、本町につきましても札内清流大橋を含みます札内新

道について、平成５年から平成 14 年の間に整備され既に供用を開始されております。 

 次に、町内の幹線道路網に係る課題、幹線道路網の現状についてですが、資料の６ペ

ージになります。先ず町道幕別札内線の現況については、国道 38 号線と平行に位置する

関係から、幕別市街と札内市街を結ぶ幹線町道であり、東十勝方面から帯広方面へ抜け

る裏道として大型車両の通行が多い路線となっております。直近の調査結果では、12 時

間で 5,305 台を記録して 10 年前と比較しても増加傾向にあるなど、町道の中でも交通量

の多い路線の一つとなっています。 

 次に資料の７ページ、国道 38 号線の混雑度についてでありますが、町道幕別札内線の

交通量が多くなっている間接的な原因といたしましては、国道 38 号線の交通量の多さが

あるものと考えており、平成 22 年に実施いたしました交通量調査において、札内橋では

12 時間で 32,101 台となっており、１日当たりとしても 40,768 台と非常に多いという結

果が出ております。 

 こうした実態から、国道 38 号線の混雑を嫌って平行する幕別札内線を走行する車両が

多く含まれているものと考えられます。 

 次に資料の８・９ページになりますが、札内清流大橋が完成したことに伴いまして、

帯広からの流入交通量が増加しており、また、町道幕別札内線からの流入する交通量も
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増加傾向にある中、通行する大型車両の一部が鉄南地区の団地内へ流入している実態が

あり、平成 23 年１月には、車両同士の衝突による死亡事故が発生するなど、こうした道

路環境の安全性が低下している実態がありました。 

 次に資料の 12 ページ、新たな道路整備の必要性についてであります。 

 これまで説明致しました交通量が増加傾向にある町道幕別札内線や、その間接的な原

因とされる国道 38 号線の混雑度、札内清流大橋を経由した帯広からの流入交通量や、こ

られが原因とされる鉄南地区を中心とした交通環境の安全性の低下などの課題を踏まえ

まして、圏域環状線としての必要性だけでなく、地域住民の更なる安全・安心を実現す

るためにも、新たな道路整備が必要とされたものであります。 

 次に資料の 14 ページ、道道昇格予定区間についてであります。 

 こちらにつきましては、起点を幕別町本町の国道 38 号線と道道幕別大樹線との交差点、

図面右側の小さく丸、起と記載しております場所になり、終点を札内新道とみずほ通と

の交差点、図面左側の小さく丸終わると記載しております場所までの約 10.6 ㎞を想定し

ています。 

 この区間のうち左側の赤色の点線で表示している、みずほ通以東から町道幕別札内線

に接続するまでの区間、約 2.5 ㎞を事業実施が予定される区間となっております。 

 次に資料の 16 ページ、事業実施区間の概要についてですが、赤の点線で表示してお 

ります区間が、事業実施を予定している区間となっておりまして、みずほ通りから東側

へ途別川を渡り、堤防と平行に下流側へ向かって走りまして、町道日新線及び町道札内

高台線を交差し、町道幕別札内線に接続するというルートになっておりまして、約 2.5

㎞を想定しているものであります。 

 なお、事業区間の延長約 2.5 ㎞につきましては、現時点において想定している区間で

ありまして、今後において道路線形等、詳細な検討により最終的な延長区間が決まるも

のであります。 

 次に資料の 17 ページ、道路構造についてであります。 

 事業実施区間の道路構造につきましては、ページの右側に幅員構成を示す図を表記し

ておりますが、道路区分を３種２級、車道幅員を片側１車線 3.25m の２車線とし、南側、

山側になりますが、幅員 2.5m の歩道の設置を想定しております。 

       次に資料の 18 ページ、今後の予定についてであります。 

       ４月に当審議会にて説明を行い、５月 12 日札内福祉センターで地権者となることが想

定される方及び事業実施予定地区の公区住民を対象に説明会を実施致しました。その後

に欠席された方へ個別に説明を行いまして、事業概要の説明をさせて頂いた所でありま

す。 

       次に資料３になります。 

「道営あおば団地(子育て支援住宅)について」であります。 

この子育て支援住宅につきましては、子育て世代への適切な住宅供給の必要性と住宅

に困窮する子育て世帯に対する良質な住宅供給を子育て支援サービスの提供と併せて実

施することにより、北海道における少子化対策としての子育て支援住宅の整備を行うも

のであります。 

整備概要ですけれども、３ページの図面になりますが、Ａ棟からＤ棟の４棟、全 22

戸になります。内訳と致しましては、２ＤＫが４戸、２ＬＤＫが 16 戸、３ＬＤＫが２戸、

その内オレンジ色に塗っております部分の 10 戸が子育て支援住宅となっております。 

資料１ページに戻って頂きまして、子育て支援住宅の特徴と致しましては、ベビーカ

ー置場の確保、洗面脱衣室及び浴室出入り口につきましては、高い位置に鍵を設置する

等考慮しております。また、寝室と主寝室との間の収納を可動式とし、子どもの人数や

成長に合わせて可動可能として、室内スペースを自由に変更可能としたものであります。 

次に資料４、仮称あおば子育て園についてであります。 

道営あおば団地の建設に伴いまして、子育て支援施設仮称あおば子育て園を整備する

ものであります。 

施設整備内容についてですが、子育て支援施設が支援室等を備えて 110 ㎡、学童保育

施設が遊戯室等を備えまして 235 ㎡、その他として事務所等が 25 ㎡の合わせて 530 ㎡と

なっておりまして、木造平屋建て、工期は 12 月までを予定しているものであります。 

次に資料５千代田新水路についてであります。 

本日視察を行います魚道観察室につきましては、千代田新水路に設置されております

が、この千代田新水路について若干説明させて頂きます。 
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千代田堰堤は、十勝川の計画河床高より 5.6ｍ高い固定堰であり、計画高水流量

9,300m3/S に対して、新水路完成前については河道の流下能力が 4,000m3/S で、左岸側

に大きく蛇行しておりました。そのため、増水時のスムーズな水の流れを阻害しており、

堰堤自体も過去の洪水により２回改修しておりまして、洪水時には危険な状態になるこ

とも想定されておりました。 

これらの危険な状態を解消し、治水安全度を向上させるためには、現存する十勝川の

右岸に洪水時に流水する新水路を掘削する必要がありまして、これが千代田新水路で河

道掘削延長約 2,600m、幅 160m で平成 19 年に完成しました。 

通常時は分流堰ゲートを閉めて千代田堰堤側に水を流し、洪水時には分流堰ゲートを

開けて千代田新水路側にも分流することにより、洪水に対する安全性を高めるものであ

ります。 

これにより、平成 13 年の洪水時の状態と比較し、概ね２m 程度水位が低減させたと想

定されるものです。 

以上で、これから視察を行います施設等の説明を終わらせて頂きたいと思います。 

 

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

すが、どなたかいらっしゃいませんか。 

       視察から帰ってきてからも質問の時間がありますので、その時にも質問をお受けいた

します。 

それでは今は質問が無いようですので、これから視察研修を行いたいと思います。皆

さんにおかれましては１階のロビーにお集まり頂きたいと思います。 

宜しくお願いしたいと思います。 

 

       《視察》 

 

嶽山会長   気温が寒かったですけれども、ご苦労さまでございました。各施設の方で課長始め事

務局の方でそれぞれ説明はして頂きましたけれども、この研修通じましてご意見・ご質

問があればお受け致したいと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

岡本委員   道道昇格の関係ですが、まだ計画決定をしてないと思いますが、いつ頃都市計画決定

をするお考えでしょうか。 

 

笹原課長   都市計画決定自体は、結論から言いますと予定はしていないという事であります。 

何故かといえば、土地利用の一定程度の規制を掛けて事業としての担保を取るために

都市計画決定を行っております。 

また、都市計画というのは大きく土地利用があるのですが、今回予定されている事業

予定区間の沿道にはそういう都市計画的な土地利用というのが予定されていないもので

すから、そうした条件にある中で都市計画決定という都市計画の手続き自体は行うこと

が困難な状況と今の段階では考えております。 

 

岡本委員   北海道も都市計画決定をしないという事ですか。 

 

笹原課長   道も都市計画決定をしないという事です。必ずしもあのような郊外地で都市計画決定

をしないで事業を行うのかというとそうではなく、実際にはこの１市３町の中での道路

事業でも都市計画決定をしている所があります。 

直近では畜産大学の前の通りですとか、川西の方に向かって国道までの間を都市計画

決定しております。自衛隊の前の中央分離帯があって片側２車線の太い通りが出来まし

て、ダイイチさんの前を通って帯広北高校や帯広農業高校の前を行く南 10 線までの交差

点までは４車線の通りとなっております。 

その南側を、道路事業を行うと思うのですが、一部市街化調整区域になっております

けれども都市計画決定はしております。ですが、今回にあってはそういった状況にはな

いという事で考えております。 

 

嶽山会長   他にご意見ご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 
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小林委員   札内新道と札内高台線との交差点部分について、冬場の実地調査をしっかりとして頂

ければと思います。 

 現在でもヘアピンカーブで、夏場でも非常に危険な道路ですが、冬場になって悠湯館

さんの方から札内高台線に出たところに建築屋さんの資材置き場があり、そこだけが林

が切り開かれていている状態で、冬の雪道に太陽が当たって一層道路状態を悪くしてお

ります。 

 ですから、下ってきても止まれないですし、上るにも踏切からしても斜め交差で全方

向が一時停止になっており、ドライバーの気持ちひとつで進まなくてはいけない所もあ

り、その踏切を越えて行くにも特に幕別方面から西の方に向かう車の方がどちらかとい

うと一番マナーが悪くて、踏切から車が来ているのに一時停止線を全く止まらないで突

っ込んでくるとか、非常に危険な状況です。その交差点を越えたら越えたで春日橋から

既に上り坂になって当然橋の所も氷で滑る状態になっていて、そこから直ぐに上りに向

かうと右にヘアピンカーブが始まるという非常に危険な交差部であります。 

 そういう訳で、道道ということになると道の管轄になってしまうのですけれど、札内

高台線の方の町道の部分の交差部の周辺整備はやはりきちんと机上でなく、現地をきち

んと確認して頂いた上で道の方と協議をして最終的な実際の道路計画をして頂きたいと

思います。 

 本当に非常に危険なので、冬場上りもあそこで止まっちゃうと、四駆だとかいい車に

乗っていればいいのですが、通常の乗用車だと先ず止まってしまうと間違いなく上れま

せん。下りもそれこそ全然止まれる状況でなくてドライバーによってはずっとブレーキ

を踏みっぱなしであったり、私もエンジンブレーキをかけて冷や汗をかきながら上った

り下りたりという状況ですので、そこを更に道道昇格になって一時停止になるとおそら

く道道優先という形ですし、当然信号はつかないだろうと、ついたとしても何十年も先

でないとつかないのが現状だと思いますので、その辺を是非冬場の実地調査を含めてお

願いしたいと思います。 

 

笹原課長   これまでも都市計画が中心となって要望やいろんな検討協議を、北海道と一緒に行っ

て来たものですから、実際この後も正式に道道昇格になって、設計の協議とかという所

も、当然今小林委員おっしゃるような交差点の具体的な協議とかにも係わって行くとい

う事に当然なりますので、現状の厳しい状況が抜本的に変えられるかというと中々そこ

は難しさがあるので、行える範囲というのはまたあると思うのですが、今おっしゃった

ような話を含めて北海道との協議の中で留意して行きたいと考えております。 

       また、確かに信号処理はお話の中にあったのですが、全道で数ヶ所しか設置がないと

いう状況にあったりするものですから、そうした処理は期待することは難しいものです

ので、あくまで、道路管理者として出来る範囲で何が出来るのかという事を検討すると

いう様な事で、留意して行きたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

嶽山会長   宜しいでしょうか。はい。他にご意見・ご質問ございませんか。はい、どうぞ。 

 

中島委員   公園の遊具なのですが、どの公園もみんな同じ様な遊具ですが、町で統一されている

のですしょうか。 

 

笹原課長   ここ５年位については、それまであった主に団地内にある小さな公園の子どもたちが

主に遊ぶブランコや滑り台とかを中心に遊具の改修を進めておりました。 

そうした物にあっては、ある程度同じような規格の物を設置してきたという事で、整

備してきております。 

 

中島委員   経費が安くなるので、同じものを設置してきたのでは。 

 

笹原課長   値段という事ではないのですが、状況的には同じ様な規格の物を設置してきたという

事でございます。 

       通常、開発行為の場合は基本的には必要になる物、都市計画法の中で技術基準がある

のですが、その中で定められている事項については事業者の負担で工事をして頂き、そ
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の中に無い事項にあっては、やってほしいと言った町側の方で行うか、若しくは負担金

を払って事業者に行って頂くという手法をとっております。 

今回、お話にありました遊具にあっては、技術基準の中に遊具の設置までの定めがな

いものですから、町の方から遊具を設置をして頂きたいという事で負担金をお支払いし

て行って頂いたという状況になっております。 

 

嶽山会長   宜しいでしょうか。はい。他にいらっしゃいませんか。 

       それでは、ご意見・ご質問無いようですので、事務局から他に何かありましたらお願

いします。 

 

笹原課長   ありません。 

 

嶽山会長   ありませんという事で、その他ご意見ご質問無いという事ですので、本日の都市計画

審議会を終了させて頂きたいと思います。 


