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平成２１年度第１回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２１年５月１５日（金） 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） 

大野 和政         （  〃  ） 

佐伯  滿         （農業委員会会長） 

廻渕 幸雄         （公募による者） 

吉川 民之輔     (    〃  ) 

平川 康蔵         （  〃  ） 

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 須田 明彦 

都市計画課計画係 塚本 真敏 

都市計画課都市整備係長 香田 裕一 

都市計画課都市整備係 中村 優一 

 

４．議 事   議案第１号 会長の選出及び職務代理者の指名 

        説   明 都市計画について 

 

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。 

        会議に先立ちまして、平川委員より遅参のご報告がございますので、よろしくお願

いをいたしたいと思います。 

        それでは本日は、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いただきますので、お名前をお呼びいたしますので、そ

の場でご起立をお願いいたしたいと思います。 

        最初に藤原委員。 

 

岡田町長    委嘱状、藤原孟様。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。平成２１年５月１５

日幕別町長岡田和夫。宜しくお願いします。 

 

高橋部長    斉藤委員。 

 

岡田町長    委嘱状、斉藤剛様。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。 

 

高橋部長    林委員。 

 

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。 

 

高橋部長    嶽山委員。 
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岡田町長    委嘱状、嶽山信行様。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。 

 

高橋部長    土谷委員。 

 

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。 

 

高橋部長    廻渕委員。 

 

岡田町長    委嘱状、廻渕幸雄様。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。 

 

高橋部長    吉川委員。 

 

岡田町長    委嘱状、吉川民之輔様。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。 

 

高橋部長    それでは只今より平成２１年度第１回幕別町都市計画審議会を開催いたします。 

        始めに岡田町長よりご挨拶申し上げます。 

 

岡田町長    一言ご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

        委員の皆さん方には、時節柄、何かとご多忙中にも関りませず、本年第１回の都市

計画審議会にご出席をいただきまして、真にありがとうございます。また、委員の皆

様にはそれぞれのお立場にあって、本町の都市計画行政の推進を始め、町政の各般に

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。 

        今、任期満了に伴いまして委員さん１０名のうち８名の皆さんに委嘱状を交付させ

ていただいたわけでありますけども、皆さんそれぞれお仕事がお忙しい中、そしてさ

らにいろんなご公務をお引き受けいただいている中、大変恐縮だと思いますけれども、

一つ今後とも宜しくお願いを申し上げたいという風に思います。 

        本日は初めてということで、この後、会長の選出、あるいは職務代理者の選任など、

あるかと思いますけれども、よろしくお願いしたいという風に思いますし、さらには、

新しい委員さんもいらっしゃいますことから、この後事務局の方より、都市計画審議

会の役割、あるいは本町の都市計画の概要などについて、説明をさせていただければ

という風にも思っております。 

        いずれにいたしましても、厳しい社会経済情勢が続いておりますけれども、皆さん

のお力をいただきながら、本町の円滑な都市計画行政の推進に、さらには住みよい安

全・安心の町づくりにいっそうのご支援、ご協力を賜りますようにお願いを申し上げ

まして、一言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    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、この際を自己紹介をと

いうことをお願いしたいと思います。大野委員の方から順次お願いいたします。 

 

大野委員    議会の方から出ております。大野和政です。よろしくお願いします。 

 

藤原委員    同じく議会議員の藤原孟です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

斉藤委員    斉藤剛と申します。本町で自営業、食料品店を経営しております。これから２年間

よろしくお願いいたします。 

 

林委員     林恵子です。よろしくお願いします。 

 

嶽山委員    札内北町の嶽山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

土谷委員    土谷博樹でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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廻渕委員    幕別の相川におります。廻渕です。よろしくお願いします。 

 

吉川委員    吉川民之輔といいます。今回初めて公募で委員にさせていただきました。よろしく

お願いいたします。 

 

平川委員    遅れてすいません。平川康蔵です。よろしくお願いします。 

 

佐伯委員    農業委員会会長の佐伯です。よろしくお願い致します。 

 

高橋部長    それでは平川委員に委嘱状の交付をさせていただきます。 

 

岡田町長    委嘱状、平川康蔵様。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。平成２１年５月１

５日幕別町長岡田和夫。よろしくお願いします。 

 

高橋部長    今、ご紹介いただいた皆様は、それぞれのお手元の議案書の２ページ、資料１に幕

別町都市計画審議会の委員として名簿を載せています。委員の構成としましては、学

識経験のある方、４名。町議会議員の方が２名。農業委員会の会長さん。そして、公

募による方が３名ということになります。 

        皆様方にたいしましては、今後、任期満了の期間、都市計画行政にお力添えを頂き

たいと思いますので、今後ともよろしくお願いさせていただきたいと思います。 

        次に、事務局の紹介をさせていただきたいと思いますけれども、最初に私、建設部

長をやっております、高橋です。よろしくお願い致します。 

 

田井課長    都市計画課長の田井と申します。よろしくお願い致します。 

 

須田係長    計画係長の須田です。よろしくお願い致します。 

 

塚本主任    計画係の塚本です。よろしくお願い致します。 

 

香田係長    都市整備係長の香田です。よろしくお願い致します。 

 

中村主査    都市整備係の中村です。よろしくお願い致します。 

 

高橋部長    以上、事務局はご覧の通りでございますので、よろしくお願いを致したいと思いま

す。 

        ここで、町長はこの後、公務のため退席をさせていただきますので、よろしくお願

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。したがいまして、議案第１号につきましては、私の

方で議案を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

   

       （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」となっておりますので、つまり、林委員、斉藤委員、土谷委員、嶽山委員の４名
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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、お諮りをいた

したいと思います。 

  

林委員     推薦ということでどうでしょうか？ 

 

高橋部長    只今林委員の方から、推薦にてという声がありましたが、推薦でよろしいでしょう

か。 

  

        （異議なし） 

    

        異議なしという声がありましたので、そのようにしたいと思います。それではどな

たか推薦して頂きたいと思います。 

 

林委員     斉藤剛さんを推薦したいとおもいますが、いかがでしょうか。 

 

高橋部長    林委員から斉藤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か。 

 

        （推薦なし） 

    

        無いようですので、斉藤委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

  

        （異議なし） 

   

        異議なしということで、会長を斉藤委員に決定いたします。斉藤委員には会長の席

に移っていただきたいと思います。 

        それでは、斉藤会長よりご挨拶頂きたいと思います。 

 

斉藤会長    会長に選出されたことに対して、一言ご挨拶させていただきます。 

        多くの大先輩方を目の前にして、私のようなものが会長ということで、大変恐縮し

ております。前回に続き、今回も審議会の会長ということで恐縮しているところです

けども、推薦をいただきましたので大役ではありますが、お受けしたいと思います。

再任の皆さんはもちろんのこと、この度、新しく委員になられた委員の皆さんにおか

れましても、高いご見識をお持ちの方々ばかりとお聞きしておりますので、委員の皆

さんのご指導とご協力を頂き、活発な審議会を展開出来ますよう努力したいと思いま

すので、よろしくお願い致します。また、これから２年間審議会を運営していくにあ

たり、いろいろ審議事項出てくると思いますけれども、出てきた審議に対して、素通

りとならないように、しっかりと十分に審議したいと思います。私たちは町民の代表

でもありますし、大事な機関でもありますので、幕別町の将来的な部分も考慮した上

で、十分に審議して進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

高橋部長    ありがとうございました。それでは、この後職代理者の指名に移ります。 

        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、

ご指名を会長よろしくお願いします。 

 

斉藤会長    職務代理者につきましては、私、会長が欠席の時代理をしていただく、副会長みた

いな立場なんでしょうかね。先ほど私を指名頂きましたというわけではないですが、

２番目に古い、林委員をご指名したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

高橋部長    職務代理の方も決定いたしました。それでは、議事日程３に移ります。 

        今回は、委員改選後の最初の審議会ということもありまして、事務局から「都市計

画について」の説明をさせていただきます。この先につきましては、斉藤会長に議事

の進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。 
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斉藤会長    座ったまま、進行させていただきます。 

        それでは、議事日程３の説明に移ります。事務局から「都市計画について」の説明

をしていただきたいと思いますので、事務局お願い致します。 

 

須田係長    はい、計画係長の須田です。議事日程３の都市計画について説明させていただきま

す。まず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。 

本日の資料は、審議会議案と資料を含めて全２７ページとなっています。 

資料１が、２ページ幕別町都市計画審議会委員名簿となっております。 

資料２が、３ページから６ページまでで幕別町都市計画審議会についてです。 

資料３が、７ページから８ページまでで都市計画の決定権者について、それぞれ示

されております。 

資料４が、９ページから１８ページまでで都市計画について一般的なことについて

示されております。 

資料５が、１９ページから２４ページまでで幕別町の都市計画概要についてまとめ

たものです。 

資料６が、２５ページか２７ページまでで、平成２１年度に計画している都市計画

事業の概要についての資料です。 

議案書の最後には幕別町は帯広圏という圏域の構成市町でございますので、帯広・

芽室・音更、そして幕別町を含めた帯広圏都市計画図を添付しています。 

ファイルの後ろの袋には、幕別町の主に市街地が表されている１万分の１の都市計

画図と、幕別町の都市計画区域全体が表されている２万５千分の１の都市計画図の２

枚の図面を同封しています。 

また、新たに委員さんになられた３人には、「幕別町都市計画マスタープラン」と「幕

別町緑の基本計画」を各１部ずつお渡ししています。 

以上がお手元にお渡ししている資料ですが、資料が足りない方がいましたらお申し

出ください。 

（足りない方が居るかの確認） 

それでは、説明に入りますが、資料に詳しく記載されていますので、簡単に要点だ

け説明させていただきます。 

それから、前段には私の方から、都市計画の一般的なことについて、それから、後

段では都市整備係の方から都市計画事業について説明させて頂きたいと思いますので、

よろしくお願い致します。 

最初に、議案書 9 ページの資料４の「都市計画について」という資料をご覧くださ

い。9ページの目次には都市計画を定めるために必要な基本的な事項が書かれています。

続きまして、10 ページをご覧ください。 

「１．都市計画と都市計画法」ということで、１行目に、「都市計画はまちづくりの

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・一般的

に定めるものです。」と書かれています。10 ページの下のほうに示されているのが、都

市計画の概要になります。 

これは、市町村の基本方針を定めている総合計画に基づき、都市計画部門として町

の都市計画マスタープランを定め、その方針に沿って、土地利用や都市計画を決定を

するということになります。 

このような都市計画の内容について、あるいは決定手続きについて、あるいは都市

計画制限について定めているのが都市計画法になります。10 ページの中段には、都市

計画法の基本理念として、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健全で

文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正

な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるもの

とする」となっています。 

次に 11 ページをご覧ください。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、国土交通大臣の同意を受けて北海道知事が決定するものです。平成

１２年の都市計画法の改正により、都市計画区域外においても一部、都市計画法の規

制を受けることになりましたが、基本的には区域内ということになります。 

中段に載っているのが概念図になります。幕別町は線引き都市になりますので左側

の図を見ていただきたいのですが、外枠に行政区域があり、その中に都市計画区域を
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設定しまして、さらにその中に既に市街化区域を設定しています。都市計画区域内で

市街化区域以外の区域を市街化調整区域といいまして、市街化を抑制する区域になっ

ていて建物の建築は一部規制される区域です。 

スクリーンに映っている図面と同じものが、今回皆さんの袋の中にも入っておりま

すけども、これが幕別町の都市計画区域全体を示したものになります。外側にグレー

のぼかしのラインが入っていますが、これが都市計画区域を示す線になります。都市

計画区域は、南側が字名として古舞。古舞と途別の境まで、それから、こちら側が明

野地区、それから、軍岡の一部、猿別の一部、千住、相川、依田、それぞれの市街、

幕別市街、札内市街となっております。都市計画区域の中で白いところと色の塗られ

ているところがありますが、色の塗られている区域が市街化区域で、白いところが市

街化調整区域になります。こちらが札内市街化区域を表しています。それぞれの色が

つけられているのは、それぞれの用途を示しています。同じくこちらが幕別地区の市

街化区域を表しものとなっております。市街化区域と市街化調整区域の区分を分けて

いるのを、区域区分と呼んでおります。この区域区分というのは、概、7 年おきに見直

しを行っております。前回を平成１５年度に見直し行っておりますので、今回は、平

成２２年度に定時の見直しを行う予定でおります。今年は基礎調査というものを北海

道が行う予定となっております。 

資料４、１３ページにお戻りください。続きまして、都市計画マスタープランでご

ざいます。都市計画マスタープランは、整備、開発及び保全の方針という北海道が定

めるものと、市町村都市計画マスタープランというものがあります。北海道が定める

「整備、開発及び保全の方針」一般的には整開保と申しておりますが、その役割とい

たしましては、都市計画の目標を作ること、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ていくということでございます。それから、土地利用、都市施

設の整備及び市街地開発事業に関する都市計画の決定に関して方針付けていくという

ことでございます。 

対しまして、市町村のマスタープランは、住民参加により理解を得ながら、将来都

市構造を明らかにしていくということでございます。それから分野別計画相互の調整

を行って、都市計画の整合性、総合性の確保を図るということでございます。三つ目

に具体の都市計画を先導し、決定、変更の指針となるようなものということでござい

ます。 

効果といたしましては、ここに書いてあるような四つの効果が考えられます。 

続きまして、14 ページの地域地区でございます。地域地区というのは、先ほども申

しましたが、それぞれの用途でございます。土地をその利用目的によって区分し、都

市の合理的な利用を誘導するものというのが基本でございます。大きなものとして、

地域地区の中で用途地域というものがございます。これは、建築物の用途や容積を規

制するもので、地域地区の中で最も基本的なものということになってございます。 

目的といたしましては、用途地域の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目

指すものです。都市計画法では用途地域は現在、12 種類定められてございますが、幕

別町では、工業専用地域を除く 11 種類の地域を決定しているところでございます。 

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ものを、幕別町で

定めておりまして、具体的には明野工業団地、札内東工業団地、リバーサイド幕別工

業団地の３つの工業団地に特別用途の制限を行っております。 

１５ページからは、都市施設、それから市街地開発事業、地区計画などの一般的な

事項について説明させて頂いておりますが、今回は割愛させていただきます。 

それから、１９ページからの資料５につきましては、幕別町の都市計画の概要、都

市施設の概要について示しておりますので、ご一読いただければと思います。 

続きまして３ページにお戻りください。資料２の都市計画審議会について若干触れ

させていただきます。 

都市計画審議会は、都市計画法に基づきまして、都市計画に関する事項を調査審議

するため設置された付属機関ということでございます。 

都市計画審議会の権限ということになりますが、まず一つに都市計画法によりその

権限に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ございます。 

二つ目に幕別町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議する。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できる



7 

という、この三つの権限があるということでございます。 

1 ページめくっていただいて、４ページをご覧ください。審議会の組織及び運営に関

しましては、政令に定められている、規定に基づいて、幕別町の条例で定めてられて

おります。議案書の５ページに幕別町の審議会条例を載せてございます。構成といた

しましては、先ほど部長の方からも説明させていただきましたが、審議会条例の２条

にそれぞれの構成がきめられておりまして、幕別町では、町議会の議員が２名、学識

経験のある者が４名、それから農業委員会会長様として１名、それと公募による方と

言うことで３名の合計 10 名の方で審議会を構成していただいております。 

それから６ページには、その他の中で、審議会の非公開について説明させていただ

いております。幕別町の都市計画審議会では、通常公開するということで行っており

ますが、審議会の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事項であ

るということでございます。 

２番といたしまして、委員の代理ということでございますが、代理出席については

通常認めておりません。ただし、関係行政機関の職員が委員になっている場合で、充

て職のような場合については、代理出席を拒否するべき理由は無いということにもな

ってございますが、通常幕別町の審議会では、基本的には代理出席は無いというよう

な形で考えております。 

最後になりますが、７ページと８ページには都市計画の決定権者について示させて

いただいてございます。都市計画の決定につきましては、市町村と知事が決定するも

のとがございますが、それぞれにどちらの権限が及ぶのかということについて、○印

で示させて頂いております。町の審議会に関するものにつきましては、あくまで市町

村の決定に属するものということでございます。都道府県決定案件につきましては、

あくまでも地元の町が都市計画の案を提出するということでございますので、案を提

出する前に、審議会には協議していただいて、意見を聞くということになっておりま

すので、あくまでも諮問答申ということにつきましては、町村決定の案件についてと

いうことになっておりますので、よろしくお願い致します。 

以上、大変雑駁で簡単ではございましたが、都市計画に関する基本的な事項につい

て説明をさせていただきました。 

 

続きまして本年度幕別町内で行われます、都市計画事業につきまして、担当からご

説明させていただきます。 

 

佐伯委員    私、会議がございますので、席をはずさせていただきます。 

 

        （佐伯委員退席） 

 

香田係長    都市整備係長の香田でございます。私のほうからは都市計画課で所管している、都

市計画事業についてご説明いたします。 

        議案２５ページの資料６に基づいてご説明いたします。 

        まず初めに都市計画道路ですが、幕別町で施行している都市計画道路、通常、街路

事業と呼んでおりますが、こちらが北栄大通他３、住宅市街地基盤整備事業という国

の補助メニューに則って街路事業を整備しております。これは、札内地区の札内北栄

土地区画整理事業組合が施行している、土地区画整理区域があるのですが、この区域

から国道３８号線へのアクセス道路が北栄大通、東西の通りが北栄西通、ホーマック

のある交差点のあたりですね。それと、土地区画整理区域の施行外となっております、

４線の半断面分、この３本を街路事業として、幅員１８ｍで整備しております。 

        この事業は平成１６年から行っておりまして、来年度平成２２年度完成を予定して

おります。 

        平成２１年度の整備といたしましては、北栄大通ですね。川岸自動車さんのある６

号の交差点を帯広方面の西の方に移動させるという、整備を予定しております。幅員

１８ｍで約２４７ｍの道路の整備を、今年度の６月から１０月頃まで予定しておりま

す。 

        これ以外に街路事業といたしましては、札内のアンダーパスですね。札内南大通踏

切住宅事業と、こちらも平成１９年に終わっているのですが、札内９号南通他３交付
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金事業、札内支所と札内郵便局の前の通りですね。これが、踏切除去事業については、

札内８号から９号まで、ＪＲ根室本線の交差部をアンダーパス方式によって整備して、

その傍にある踏切を除却しております。 

札内南大通については平成１３年から整備しておりまして、一応、２２年の整備完

了予定となっております。札内９号南通につきましては、１３年から整備を行いまし

て、１９年に整備は完了しております。アンダーパス部につきましては、平成２０年

の１２月１０日に開通済みでして、同日踏切も撤去しております。 

続きまして、幕別地区の都市計画道路の整備なのですが、こちらは街路事業ではな

くて、道路事業で整備しているんですが、北海道の整備で主要道道幕別大樹線及び一

般道道明倫幕別停車場線の踏切除却事業として、主要道道が寿町公園から金剛寺の前

まで、明倫幕別停車場線が猿別市外から幕別高校を過ぎたあたりまでを整備しており

ますこちらは、この２本の道路がＪＲ上で交差するオーバーパス方式による立体交差

として整備いたしまして、傍にある踏切を除却しております。 

こちらは平成１４年から整備しておりまして、今年度整備が完成する予定となって

おります。 

平成２１年度の整備といたしましては、歩道の舗装、車道の表層舗装、金剛寺のあ

たりにあります、軍岡川のボックス整備などを予定しております。こちらも平成２０

年１２月１０日に開通済みでして、踏切も同日除却しております。 

国の事業といたしまして、北海道開発局が施行しております、一般国道３８号線の

拡幅事業といたしまして、千住東１２号から千住東１３号まで延長５５０ｍを幅員３

０ｍの４車線道路として整備しております。こちらは２１年度については、用地買収

の進捗に合わせて、整備を行うということで、まだどこからどこまでというのは決ま

っておりません。ちょうどペプシの工場のあるあたりから十勝川温泉に行く信号まで

の間を予定しております。 

国で行う事業がもう一つですね。先ほどご説明いたしました、北栄大通の整備に関

連して、交差点改良、国道の部分は国で整備をしていただきます。 

議案の２６ページをご覧下さい。続きまして、都市計画公園についてなのですが、

国の都市公園事業といたしまして、札内地区の札内西緑化重点地区総合整備事業とい

うものを行っております。国道３８号線とＪＲ根室本線と札内川に挟まれた、この三

角地を緑の基本計画で札内西緑化重点地区という地区に指定しまして、この中で近隣

公園１箇所、街区公園３箇所、緑地１箇所の５箇所を整備しております。街区公園３

箇所と緑地１箇所につきましては、整備済みで供用開始をしております。 

今年度整備予定しておりますのが、札内西公園。近隣公園なのですが、こちらの方

を整備予定しております。こちらの事業は平成１７年から整備をいたしまして、本年

度整備完了する予定となっております。 

続きまして、②番目の公園施設長寿命化計画策定ということなんですが、こちらは

ハード整備ではなくてソフトの面で、幕別町内に８９の都市公園があるのですが、こ

ちらの８９の公園の遊具について、安全性、健全性などを調査いたしまして、公園施

設の長寿命化計画の策定を行うというものです。長寿命化計画を策定することによっ

て、通常今までは、使えなくってから遊具の改築、更新を行っていたんですけども、

これを適正な時期に改築、更新をして、コストダウンをして、遊具を長持ちさせると

いう計画となっております。これも国の補助事業で平成２１年度から新しく補助メニ

ューが創設されまして、幕別町もそれにそって、２１年度に計画策定を予定しており

ます。 

③番目が幕別町安全安心事業ということで、都市公園防災事業。国の補助メニュー

を予定しております。こちらは、国の一次補正に則った形で要望しておりまして、ま

だ国の方で補正予算が通っておりませんので、今のところは予定となっております。 

整備内容といたしましては、明野ヶ丘公園、依田公園、幕別運動公園などの標準使

用期限を過ぎた危険な遊具などの改築、更新を行う予定となっております。こちらは

平成２１年度単年度で完了する予定となっております。 

続きまして、土地区画整理事業につきましては、須田の方からご説明いたします。 
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須田係長   それでは２６ページ最後の、区画整理事業についてご説明をさせていただきます。 

       北栄土地区画整理事業は幕別町札内北栄町と共栄町の一部を区域といたしまして、低 

層戸建の住宅を主とした良好な住宅市街地の形成を図るために、土地区画整理事業によ

り都市計画事業として整備を進めております。現在は換地処分に係る事務の手続き中で

ございますが、道路工事それから宅地の造成工事等の工事につきましては、平成１９年

度までにほぼ完了しております。施行区域の面積は３１．９ｈａ、計画人口１９００人、

計画戸数約６８０戸という計画で進めさせていただいています。総事業費は約２７億５

千万円となってございます。事業期間は平成１５年の３月に事業認可を受けまして、清

算事業の全てを含めまして、平成２３年度、平成２４年の３月３１日までに完了させる

という予定をしております。 

 現在は保留地の販売促進、並びに換地処分に向けて手続き中でございまして、７月の

頭には換地処分の公告がされる予定となっております。 

 以上簡単ですが、土地区画整理事業についてご説明させていただきました。 

 

斉藤会長   ありがとうございました。只今事務局よりご説明がありましたが、ご質問があればお

受けしたいと思います。只今の説明の中で、疑問な点あるいはお聞きしたい点ありまし

たらお願い致します。 

 

平川委員   札内南アンダーパスの場所なんですけも、あそこの歩道が完成して通行されています

けれども、見ていますと非常に暗いですね。あれはあのままで完成なのですか？街灯が

外のほうは非常に明るいですが、中のほうは３箇所程度しかついてなくて、夜非常に暗

く、危険というか、子供たちにはちょっとおっかない感じがします。あれはあれで完成

ですか。 

 

香田係長   元々旧基準で設計してああいう風に街灯が３つしかついてないという状況だったので、

私どもも町としては街灯の数までは協議されていなかったんですよ。供用開始した時点

で非常に暗いということで、町から土現のほうに要望いたしまして、新基準で見直して

くださいということで、要望しております。今年度あと２基増やして片側５灯ずつに歩

道照明はなる予定となっております。 

 

斉藤会長   他に質問ありませんでしょうか。 

 

嶽山委員   ２５ページの３、①。これは去年の工事の続きだと思うんですけども、十勝川温泉に

行く信号ありますよね。５５０ｍやって、あそこまで通じるのかい？あそこまでいかな

いんですか。 

       そして、それと関連しまして２１年度になっているんですけど、５５０ｍのところは

何月頃になったら４車線になるんですか。以上です。 

 

須田係長   北海道開発局が施行している事業としてですね、こちらに書かせていただいておりま

すが、皆様ご承知のようにしばらくあのままの状況になってございまして、実は地元の

地権者さんとの用地買収の進捗に合わせて整備ということでありまして、現在交渉中と

いうことでございますので、そちらのほうの処理如何によって整備が進むということで

ございますので、今現在は具体的なことについては、申し上げられないことになってい

ます。 

 

斉藤会長   他に質問ないでしょうか。 

       私から一ついいですか？ 

       さっきご説明の中に、都市計画法についてなんですけども、町から決議したことを審

議会で審議するというご説明あったと思うんですけども。違っていましたか 

 

須田係長   私の説明が悪かったようで、幕別町が決定することについて審議していただくと。北

海道知事が決定するものと、幕別町が決定するものの２つに分かれていますが、北海道
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が決定するものについては、答申、審議という手続きにはならなくて、意見をお聞きす

るということにしかならない。ただ、幕別町が決定するものについては、当然幕別町の

審議会で審議をしていただいて、答申をいただくということになります。 

 

斉藤会長   それではこちらで審議した内容や結果というのは、議会であったり、あるいは町長の

ほうに提出されて、意見として取り入れられるのですか。または、それ以上のことなん

ですかね、結果的に。 

 

須田係長   都市計画法の手続きとしてですね、当然幕別町が決定することについて、審議会にお

諮りして、意見をいただいた上で、都市計画について決定をするということになります。 

 

藤原委員   昨今、新聞紙上で賑わっております、町道廃止の件の手続きについて、伺いますけど

も、当然、申請書が出てきているという風に思いますけれども、その後、都市計審議会

で審議されて、なおかつ議会で審議されて決定するということなのですか。 

 

高橋部長   その他の案件の中で情報提供というで、お話させていただこうと思っておりました。

それで、その分については後で説明させていただきますけれども、今の質問の中の道路

の部分については、先ほど事務局のほうで説明をいたしましたが、都市計画を決定する

道路と、今、藤原委員が言われた、単純に団地内の中の道路というのは、都市計画道路

という位置付けにはなっておりません。それで、都市計画道路についての決定になって

いるものは、この審議会の中でいい悪いですとか、それは芳しくないのではないかとか、

いうことを北海道が決定する街路の決定と、町が決定する街路がそれぞれあります。そ

の部分について、この場であります審議会については審議をいただくということになり

ます。町道につきましては、都市計画審議会の中で決定するとか変更するとかという審

議の場ではございません。以上です。 

 

斉藤会長   最近いろいろ出ている、コープさっぽろにおける廃道のお話ですね新聞に出ている。

こちらの審議会では決定とか否決とかないようなので、その他の部分で報告として出る

ようですので、また質問などそちらのほうでお願いしたいと思います。 

       他に（質問ありませんか） 

 

平川委員   都市計画事業の中で札内土地区画整理事業に未施行区間が一箇所ありますね。施行区

間内で途切れている区間。踏み切りわたって、堤防沿いになっている区間の整備事業と

なっている施行期間が。原因はなんなのですか。 

 

田井課長   北栄の区画整理の区域設定の中で、一部４線の部分で一部地権者の方が抜けておりま

す。その部分について未施行ということではないのですけれども、市街化調整区域とい

うこともございまして、街路はこういう形で設定されておりまして、この部分を言われ

ていると思うんですけれども、こちらにつきましては、こちらの町道の基準に合わせた

道路整備を進めております。で、こちらの歩道につきましては、調整区域ということも

ありまして計画にはしていない。こちら側については連続的な歩道の整備と車道の整備

はされているという状況でございます。 

       この部分につきましては、地主さんとしてのお考えがあって、こちら側の事業とは別

に、自分で事業をその時期がきたらやりたいということを伺っているものですから、市

街化調整区域のまま残してあるという状況であります。 

 

平川委員   自分で事業をやった場合には、自分で道路を繋ぐ考えなのですか。 

 

田井課長   都市計画道路でなければ、開発の負担ということで町のほうからお願いをするという

ことになるかと思います。ただ現実の問題といたしましては、都市計の街路としてはこ

ういう形で１８ｍ完成をしておりますけれども、こちらが１４ｍ程度の道路整備という

ことで、それまでの断面というのはそれなりに確保されている状況にございます。 
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斉藤会長   平川委員よろしいですか。 

 

平川委員   はい。 

 

斉藤会長   他にございませんか。はい、吉川委員。 

 

吉川委員   今回、こういう審議会に出るの初めてなんですけど、審議会の基本的な役割について

確認したいのですけども、基本的に審議会というのは、町なりなんかで、都市計画に関

する案件が審議対象になった場合、この審議会で審議すると。ここにも書かれているん

ですけども、その審議に関して、可決するか否決するかは、決定権があると。場合によ

っては、町で提出された案を、物によっては否決することもありうるということですか。

否決するか可決するかどちらかを選ぶと。修正することはできない。ということですよ

ね。あとはそれに対して付帯意見を付けるということはできるということなので、議案

審議に関しては、基本的にそういうことかどうかを確認したいのと、後は今までいろい

ろ出ていたように、例えば、町の都市計画の事業についての疑問だとか、こここういう

ことになっているんだけど、こういうことについてはどうなんだろうか。そういう意見

を話し合う場所でもあるんでしょうか。その辺だけちょっと確認したい。 

 

田井課長   町が決定するもの、それについては当然諮問という形で皆さんに可決否決ということ

になろうかと思いますが、その前段といたしましてですね、協議をいろいろさせていた

だく場面がございます。その中で、皆さんの意見を取り入れた形の中で、当然町が出し

ていた案も変化していく訳でございます。そうした中で、皆さんの案で取り入れなけれ

ばならないものという形の中で、案が変更された中で幕別町として、あるいは上級官庁

である道と協議した中で変更していったもので、諮問させていただいて、それに対して

答申をしていただくという形でございます。皆様のご意見は、基本的には取り込んだ形

の中で、案が作成され、諮問させていただくという考え方で事務局はおります。 

       あと、付帯意見ということもあって然るべきといいますか、審議会の意見として当然

つく場面もあろうかと思います。 

       都市計画事業実施ということかと思いますけども、都市計画の実施にあたっては、知

事の認可等の手続きがございます。その際には、知事の審査を受けた中で都市計画事業

そのものがスタートするわけでございまして、事業が始まってしまいますと、現実の問

題としてですね、皆様から諮問答申だとかをお受けするということにもならないかと思

います。ただ、お気付きの点があれば、意見として述べていただいた中で、反映できる

ものがあるのかないのか、そういったことも北海道と協議をさせていただきながら、時

間的な問題もありますけれども、変えられるのであれば、変えていくという流れになる

のかなという風に思っております。 

 

斉藤会長   他に質問ありませんか。 

       （なし） 

       他に質問ないようでしたら、議事日程３の都市計画についての質問終わらせていただ

きますけどよろしいですか。 

 

       （異議なし） 

 

       続いて、議事日程４その他でございますけれども、事務局からお願いいたします。 

 

高橋課長   先ほど藤原委員の方からもお話がありましたけれども、新聞報道等で報道されており

ますので、皆さんご存知だと思いますけれども、実は、豊町の一部においてですね、

新たな開発計画というものが持ち上がっております。それに伴いまして、団地内の道

路でございますけども、廃道して新たな土地利用を図りたいという計画がございます。

そのことについて、実は、開発行為というのは都市計画法第２９条ということになる
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んですけども、中で規定された手続きが必要なこと、それともう一点につきましては、

先ほど都市計画について説明させていただきました、都市計画の用途地域というもの

も定めておりまして、その用途地域に適合しているかしていないかということもござ

いますので、この場でその開発計画の状況の概要について、説明をさせていただきた

いと思いますけども、その辺よろしくお願いしたいと思います。 

 

田井課長    それでは私の方から、豊町の開発計画につきましてお手元の図面をご覧頂ながら、

ご説明をさせていただきたいと思います。 

なお、開発面積だとか、建物の面積につきましてはですね、新聞報道昨日とか、今日

とかでておりますが、若干私の説明の数字と開きございますけれども、ご容赦いただけ

ればなと思います。 

それではまず、開発計画の位置、面積ということでございますが、お手元の資料にご

ざいます通り、国道３８号線に接する北側の札内９号通の野菜の園から、昔でいいます

元禄そばまでの間の部分の街区とそれより北側の赤線で囲んであります街区につきま

して、今回計画が上がってきております。今回の計画の中ではですね、この黒い斜線の

部分、これが豊町１６号通という町道の一部となっておりますが、この部分を廃道した

形の中で、その敷地も含めて、下側の赤枠で囲まれた部分、約４０００坪の土地でござ

います。この土地に商業施設を建設したいと計画でございます。なお、一番北側の土地

につきましては、主に従業員の駐車場として利用されたいというようなことで開発業者

のほうからお聞きしているところでございます。 

続きまして、この土地の利用の変遷、現在の状況ということでございますが、この開

発区域につきましては、昭和５４年から幕別町施行の土地区画整理事業が行われた地域

でございます。平成３年に換地処分が行われまして、事業といたしましては、その時点

で完了しているということで、完了後約１８年程度経過しているところでございます。 

国道沿いの街区につきましては、一部９号よりの所で野菜の園、あるいは途中の中で

は喫茶店をやられた方もいらっしゃいますし、おそば屋さんがあり、その後食堂という

ことで利用されていた経過がございますが、現在におきましては、野菜の園さんだけが

季節的な営業をされている状況の土地利用でございます。 

それから、廃止する町道の北側の土地につきましては、現状としては草地になってい

るというような状況でございまして、市街化区域でありながら農業的な利用がされてき

た地域でありまして、都市計画上の課題のある土地でありました。 

この開発区域の用途につきましては、用途地域ということでございますが、国道に沿

った街区、このピンクの部分につきましては、近隣商業地域。それより北側につきまし

ては、第２種中高層住居専用地域となっております。今回の開発計画では、北側の駐車

場を除いた４０００坪の土地の内、この近隣商業の部分につきましてはだいたい２６０

０坪くらいございます。残りの緑の部分につきましては、だいたい１４００坪くらいあ

るというような状況でございます。なお、近隣商業地域につきましては、近隣の住民が

日用品の買い物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域で、住宅や店舗の他に小規

模の工場も建てられるというような用途となっております。建ぺい率は８０％、容積率

は２００％ということでございます。それより北側につきましては、第２種中高層住居

専用地域ということになっております。主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地

域であるということでございまして、１５００㎡までの一定の店舗や事務所が建てられ

る用途となっております。建ぺい率につきましては６０％、容積率につきましては２０

０％ということでございます。 

開発に関わります経過でございますが、過去の新聞報道にありましたとおり、出店者

側、コープさっぽろ側といたしましては、当初は現フクハラの店舗で出店したいという

ような意向を持っていましたけれど、フクハラによる買収の結果、出店を断念したとこ

ろでありまして、その後、札内地区での出店について、いろいろと可能性を探られてい

たということでございます。本年２月上旬に当該地における開発についての相談が持ち

かけられまして、開発地の概要につきましては、４月９日に具体的に幕別町の関係部局

が開発事業予定者から説明を受けたところでございます。商工会の出店者側の対応でご

ざいますが、４月２０日に出店者側から当該地でのテナント、出店等に関し商工会に最
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初の説明がなされ、５月１３日にはさらにテナントに関してより詳しい説明がされたと

お聞きしております。また、これとは別に４月３０日には廃道となります道路の地先地

権者、土地所有者６名より町が定める町道認定及び廃止基準に基づき、町道廃止の申請

がなされたところでございます。幕別町といたしましても、廃止に伴う地域住民への影

響も軽微であると考えられること、都市計画上、商業系土地利用に合致をされている、

また町づくりの観点で申しますと、生活利便性の向上、あるいは雇用の場の創出、さら

には税収の確保など総合的に判断し、検討をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

さらに昨日、豊町公区の住民を主な対象といたしまして、町道廃止に関わります説明

会を開催させていただきました。参加者につきましては、４４名ということでございま

したが、その中のご意見といたしましては、町施行の区画整理事業で造成された道路で

あり、地権者の負担も伴ってできた道路である。あるいは、国道と平行路線で通学、通

勤に多数の方が利用されている。町道廃止後の残った道路の形状といたしまして、Ｌ字

型の道路になってしまう。といった反対する意向のご意見がでていたところでございま

す。今回の開発計画の概要につきまして、お聞き致してる内容といたしましては全体の

面積として、約４６００坪、店舗敷地面積といたしましては、約４０００坪、北側駐車

場を除いた部分ということでございます。開発事業予定者は北海道環境サービス株式会

社ということで、出店者につきましては、メインはコープさっぽろを予定しており、地

元テナントも広く募集されたいということでお聞きをしております。店舗の予定面積と

いたしましては、約１４５０坪程度の店舗を建てて、来年７月頃オープンをしたいとい

うご希望でございます。 

今回建物を建てる敷地につきましては、二つの用途に跨る訳でございますが、建築基

準法の９１条に規定されます、過半の原理という条項がございます。その中身につきま

しては、用途面積の多いほうの用途で認められた建築物が建てられるというような状況

でございます。この場合でいきますと、近隣商業で建てられる建物が建築できるという

ような状況でございます。また建ぺい率、容積率につきましては、敷地面積の加重平均、

高さ等の制限については、それぞれの敷地の用途に定められた内容というふうになろう

かと思います。 

今後の都市計画法上の手続きということでございますが、今回の開発がされるという

ことであればですね、今回の開発にあたりましては、開発面積が１，０００㎡を超えて

おり、建物を建てる目的で土地の区画形質の変更が行われますことから、都市計画法２

９条に規定された開発行為の許可が必要となります。開発行為の申請に向けた具体的な

協議というのは、これから進められるというようなことでございます。開発許可の基準

につきましては、都市計画法３３条に規定されているわけでございますが、その内容は

主に技術基準を定めたものでございまして、立地基準につきましては、あくまでも建築

基準法で定められた用途のものであれば、建てられるというようなことでございます。 

さらに、幕別町といたしましては、この地区が開発されるということになりますと、

周辺にお住まいの方に影響が大きいということもございまして、周辺にお住まいの方へ

の配慮された形で、計画をしていただくよう開発者側にお願いをしております。 

また、他法令との関連ということでございますが、農地法に関しましては、市街化区

域内の農地でありますので、幕別町農業委員会への農地転用の届出ということでござい

ます。また、大規模小売店舗立地法に関しましては、開発行為と平行して協議が進めら

れる形になろうかと思います。具体的な計画が確定した段階で届出がなされるというこ

とになります。協議の際には、協議の段階から交通、車の流れですね。あるいは駐車場

の問題、後、騒音、廃棄物など性格環境に関する事項の検討が当然開発者側に求められ

ておりまして、大店法に基づく地元説明会なども当然開かれるという風に町側としては

理解しているところでございます。 

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

 

高橋部長    若干補足させていただきますけれども、先ほど藤原委員の方から都市計画審議会であ

の道路について審議をいただくという場面はございません。ということは申し上げま

す。この後どういう形で進められるのかといいますと、今後開発に伴う町道の廃止に
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つきましては、町議会の議決案件ということに条例上なっておりまして、町議会の中

で、その可否について審議いただくという形がでてきます。で、このままの形で進ん

でいきますと、今のところでいいますと、６月の定例会の中で提案をさせていただく

ということになろうかと思います。それが可決となった時点で、今都市計画課長が説

明いたしました、開発行為の協議なども為されていくという順番になっていきます。

以上でございます。 

 

斉藤会長    審議事項ではなくて、報告事項として出されているようなんですけれども、こちら

も一応報告されて、何か質問なり意見あったりしたことはまた挙げてはもらえるので

すか。 

 

高橋部長    一応先ほど申しましたけど、都市計画法に絡んだことの審議でございますので、そ

れに基づいたご意見、それとは別に町づくりの観点からといえば、いろんなことも出

るかと思いますけれども、それがどの場でということではなくて、あくまでも審議会

の中で情報交換という中で、今の段階は整理をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 

斉藤会長    今の報告事項の中でご質問だとか、ご意見ありましたらどうぞ。 

        藤原さんどうぞ。 

 

藤原委員    ということは、議会で道路の廃止が決定された後に開発行為の協議がなされるとい

うことですね。それはまた当然、可否が出てくるということですか。開発行為の可否

はでないんですか。 

 

田井課長    先ほどの説明の中でも申し上げましたが、開発行為に関する規定、許可の基準とい

いますか、それは都市計画法３３条に規定されております。その内容については主に、

技術基準のみということでございまして、建築基準法に定められた、用途のものであ

れば、逆に言うと許可をせざるを得ないということでございます。 

 

斉藤会長    他に質問ありましたらお願いします。 

        （意見なし） 

        私からいいですか。 

        最近新聞の方で私の名前も少し出てたりして、非常に難しい立場なんですけども、

反対者みたいな形で。必ずしも私個人が反対しているだけじゃなくて、商業部会とい

う商業主の集まりで話し合って、反対意見を出してるところです。反対意見を出して

いるというのは、自分の店の売り上げが減るだとか、そういうエゴの話ではなくて、

こういう国道沿いに大きな店がさらに一件増えて、ますます大型店が激化して札内駅

前だったり、本町商店街だったり、ますます寂れていくのではないかということを懸

念してだしているんです。コープさっぽろが悪意だとかというわけではなくて、大型

店の進出に対して反対ということで、これは、フクハラが進出したときも、ダイイチ

が出たときも、いずれも同じ行動には出てます。そういうことで出したところなんで

すけども、ここは都市計画審議委員会ですので、それはまた一つ置いておきます。 

        道路が廃道という形で、店舗のほうを建設したいということで出ているんですけど

も、聞いているのは、先月急に出てきた話で、きっと内々では土地の地権者とかは、

話していたのだろうと思いますけども、ある程度合意に達したところで発表して廃道

という形で来てると思うのですけれども、道路一本廃道するのに、こんな短期間で「は

い、いいですよ。」となるんですかね。こちら元々この裏というのは住宅街として開発

されている道路で、国道沿いと一本しか変わらないとはいえ、まさに住宅街の真ん中

ですよね。都市計画として１０年も２０年もかかってお願いして、やっと実現すると

いう訳じゃなくて、たった数ヶ月で「はい、いいですよ。」となると、またここだけじ

ゃなくて、いろいろなところで廃道お願いしますと言えば、そんな風に通ってしまう

ものなんでしょうかね。一応跨いで土地所有できますから、いいでしょというような
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ことに対して、「いいですよ。」と、おそらく町のほうは返事しているんだろうと思い

ますけれども、一つ目の質問ですけども、どうなんでしょうか。 

 

高橋部長    最初新聞に載ったというのが、４月２０日の時点で生協さんが商工会の方に、こう

いう計画があるんでということでのお話があったかと思うんですよね。その時点で新

聞社が嗅ぎ付けて、ああいう形になりました。その後ですね、今週ですけども、５月

の１３日にさらに生協さんと商工会とがテナント等に関する協議というのをしており

まして、今後、商工会の方で、まぁ斉藤さんが一番お詳しいのかもしれないですけれ

ども、商業部会という部会がありまして、そことサービス部会ですか、という風に生

協さんの考え方を部会の方に下ろして、部会の方の意見をもらって、商工会としての

意見を今月の２７日に理事会を予定しておりまして、商工会の意見としてそれをまと

めたいというように、私ども今伺って、その途中であるというふうに聞いております。 

        それと２点目、先ほど都市計画課長の方から説明をさせていただきましたけれども、

実はこれは、地域は元々が区画整理事業として整備をさせていただいて、１８年が経

過されて今、ここに赤く囲ってある所について、国道の淵についてはいろいろ利用さ

れてきたと。さらにその奥の黄緑の所については、区画整理事業ですから、元々の地

権者さんがどういう土地利用を図りたいということで、区画整理の区画というのを決

めていくのが区画整理の事業なんですね。それで、その時に地権者の方が計画されて

いたのは、住宅団地で計画をしたいということで、こういう区画で整備はされたと。

その後、その地権者さんとは換地処分といいまして、お金の精算をし、自分が負担す

るものは負担し、町が負担するものは負担し、ということで事業が完了して、その後

宅地は地権者さんの考えですから、宅地が販売されないで今のような状況で残ってい

たというところです。 

        先ほど言いましたように、国道の沿線については、いろいろ商売をされてきて、現

在もされているところもあると。で、今回の申請というのは、いわゆる大型店のスー

パーでございますから、大きな店あるいはそれに伴った、駐車場を伴った大きな面積

を必要とする計画をしたいということの中で、協議が町に上がってきたということで

す。それでその場合、ここに斜線にあります、たまたま町道があるのでこれを何とか

ならないのかという話がございました。それで町の方には町道に認定する基準、さら

には廃止する基準というのがございまして、その計画そのものが廃止をしてほしいと

いう基準に合致しているものなのかどうなのかということを、町は勘案をしながら協

議を進めていくということになります。 

        今まで、協議を進めてきたのは、先ほど言いましたように、一般的な単純な道路あ

るいは都市計画の道路のように、多くの皆さんが利用する道路については、たとえそ

ういう利用がしたいんで何とかならないですか。という協議があったとしても、これ

はちょっと難しいものなのかなと。いわゆる一般公共用の道路として必要な道路とし

て都市計画の決定までしてやるものですから、無理なのかなと思います。ただ、今こ

こに上がってきているところにつきましては、住宅団地内の道路ということでござい

ますけれども、その中に大きな土地の利用を図りたいということでの再開発計画です

ね、いわゆる。ということがどうでしょうかということのご相談でございますので、

町としていろんな面、経済面ですとか、税制面ですとか、町づくりの観点、さらには

町として立地することによる税収面等も考えなければならない。いわゆる、トータル

的に物を考えて町づくりとしてどうなんだという判断をして、議会にそのことを提案

するかしないかというのは、これからの協議であります。以上です。 

 

斉藤会長    期間的にものすごく唐突な感じは否めない気がしますけど。 

 

高橋部長    町道の廃止ということになりますと、都市計画法ではなくて、もう一つ道路法とい

うのがございまして、廃止をする場合にはですね、それぞれある一定程度の期間を、

将来的にはここ廃道になりますよという周知を利用されている方皆さんにしていく期

間というのが設けられておりまして、町道の場合は４ヶ月以上はその告示をしながら、

その利用されている皆さんに周知を図っていって、初めて廃道ができるという順番に
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なっております。以上です。 

 

斉藤会長    何か質問ありませんか。 

 

吉川委員    今の部長のお話に関して、４ヶ月広告してよければ廃道と。決定してから４ヶ月。

だから今回仮に町のほうでＯＫとなり、議会に提出された。議会を可決してから、議

会を通ってから４ヶ月ということですか。 

 

高橋部長    その通りです。 

 

斉藤会長    今のことについていいですか。 

         

廻渕委員    こういう具合に解釈してもいいんですか。ということなんですけども。今回こうい

う図面をみる限りでは、半分から上のほうはいわゆる住居専用地域の黄色い枠ですよ

ね。半分から下は商業地域で半分赤になってますよね。こういうことで、これを二つ

併せて跨った形の開発だから、真ん中の町道は廃止しても、地域の住民が特別不便を

感じるとか、出口がなくなるとかという問題が起きないと。一つの区域であるから。

そういう問題は起きないだろうということで、町としては議会にこれを廃道するとい

うことで、提案されるという風に考えていいわけですね。 

 

高橋部長    廃道の申請が上がってきました。それは４月の３０日付けで上がってきたんですけ

ども。申請はこの斜線部分に接続している方々が６名おられるんですね。この方々誰

か一人が駄目といった場合に出来ないことになってございますけれども、というのは、

そこに例えば「私住宅を建てたい。」といった場合に、接道していないと住宅は建てら

れないのが建築基準法の定めでございますので、それができないということになりま

す。ただし、今回上がってきたのはそういう道路に接続している方が、全員が一体と

して土地利用を新たに図りたいということの申請で上がってきたということでござい

ます。ただ、地域の方々は今まで、ご存知の通り国道に平行して一本北側に入ったと

ころに札内のお寺さん永盛寺さんから札内の１０号スマイルパークのところまで、曲

がりながらなんですけども、一応平行して、ずうっと道路があります。で、そこが、

今回こういう開発になると真っ直ぐ行けないような形になって、曲がってＬ字に行っ

てまたこう行かなきゃならないという不便さがあるということは確かでございます。

その場合、ここに住んでいる方々については必ず不便さを感じられるというのは、言

われるとおり確かでございます。ただ、その辺が先ほど言いましたように、その不便

さが住んでいる方と町づくりというのはいろいろ一緒にはならないんですけれども、

町の方針としてそういう形で行きたいということになった場合には、議会に提案をし

て審判を仰ぐということになると思っております 

 

斉藤会長    よろしいですか。 

        はい、藤原さん。 

 

藤原委員    結論は議会に、議員に預けるということですか。町は一切これに関与しないと。 

 

高橋部長    提案するということは、町として相対的にものを考えて、町としてはこうしたいと

いう思いで進めたいということを議会に仰ぐということです。 

 

藤原委員    昨日４４名の参加の中で、１名の賛成者もいなかったですね。そのことも十分承知

の上で町で提案をしてくるということですね。 

 

高橋部長    実は昨日４４名の方が出席をいただきまして、地元説明会をさせていただきました。

それで、４４名の中で発言されたのは６名おられまして、発言は全て反対ですという

ことでございました。今、藤原委員が言われるように全員が反対をされているという
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ふうには私ども思ってはおりません。あそこで、決を採るだとかそういう場面ではご

ざいませんので、全員が反対というふうには私ども思ってはおりませんので、この後、

その６人の方の意見をどういうふうに重みとして感じていくかということも相対に考

えていこうと、町づくりこうしていこうと、いうふうに決まった段階では議会に提案

をするという場面になろうかと思います。 

 

斉藤会長    よろしいですか。僕もう一つ。今の話に絡めて話そうと思っていたんですけれども、

反対者で嘆願書を書いている方が４０数名、嘆願書に判を押している人がいると聞い

たんですけれども、嘆願書は直接見てないですけれども、主にここの住民の人だそう

です。こちらのほうですね、やっぱり近所に住んでる方を無視して出すということは、

本当にいいんだろうかという、それ以前にそもそも町から議会に出す以前に、住民の

人の話を聞いて、出そうかどうか考えるべきだったんじゃないかなというふうに思う

んですけれどもね。議会に出しますよという以前の問題。反対者がいるからどうしよ

うって考えるべきなんですけども、出しますよってなってから、嘆願書が出てくるの

はちょっと順番がどうかと思うんですけれども。都市計画審議委員として考えて。 

 

高橋部長    そういう行動があるとはお聞きはしております。ただ、町に現在提出されたわけで

もございませんし、それについて今町の方でどう対応しようかという段階には至って

いないのが現実です。 

 

斉藤会長    道路の廃道がおそらく決まりましたら、企業ですからね。周りが何と言おうと進め

ると思うんですけどもね。住民の意見は尊重するべきだと思います。おそらく、その

人たちとは話はしたことないですけれど、国道一本入ったら非常に静かな住宅街です

ので、国道は混んでますけどもね。裏道に通り抜けできる道路でありますけれど、ほ

とんど無いように思いますね。通り抜けは。ここに大きい物ができると、国道混んで

きたら通り抜けという事も十分起きるでしょうし、今まで静かに暮らしていた人たち

はやっぱり環境が一変しますから、そういうのも考えておそらく反対意見というのが

出てくるのかなと想像で思っているところなんですけれども。 

        何かほかにありませんか。平川さんどうぞ。 

 

平川委員    ずっと話聞いてまして、まず一つ、町側として法的に建築基準法も含めて、法的に

問題がないから議会に提案すると。議会で議決がするとほとんどの人が多数反対であ

ると。反対とわかってて何で提案するのか。その辺が理解できないのと、もう一つは、

ここにこれだけでっかい施設が町として必要なのかどうか。それほど札内にそういう

ものが必要なのかという肝心なところが見えてこない。 

        最初はただ、法的に通るからいいんだというものと、次は、議会との対応というの

が我々はよく見えない。そして３つ目は、はたして基本的に、ほんとに、こういうこ

とが幕別町にとって必要なのかどうかということがこの３つが私が聞いてる中では疑

問が残る。 

 

高橋部長    なぜここの土地を大きく利用したいという人が出てきているかというのは、先ほど

言いましたように、未利用地いわゆる住宅地として利用がされない土地がたまたまあ

った。さらには、国道沿線には商売をやったんだけれども、上手くいかなかったとい

うことにはならないんでしょうけども、違う土地利用として計画をしたいということ

でございます。これは、皆さんご存知の通り札内地区につきましては、町の町づくり

の中で、大きくは２０年から３０年の流れがあって、いろいろ変遷していくと言うの

も確かでございます。現実に札内のガソリンスタンドにしても、元々は８件から９件

あったものが今は４件くらいしかないですとか、パチンコ屋さんが閉店して、空き地

になっているとかということがございます。 

        一応町として町づくりを進めていく以上はそういう遊休用地についてもですね、何

とか都市化を図っていくように、誘導をしていかなければならない。というのも都市

計画法上の使命ということもありますし、町づくりの観点でもそれは進めていくべき
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ではないか。というところがございます。そういった意味では新たに開発がされてく

るということは、都市的利用が図られるという意味では町として推進すべきではない

かなということがございます。 

        それともう一点ですけれども、全ての方が反対されるのか、それをまだまして町議

会に上げていくかというご質問ですけども、あくまでも町議会に提案をさせていただ

くということでは、先ほど来私が申しあげておりますように、町づくりとしてこうい

う形でメリットの形が大きくあるから、これを進めたいんだという方向で、議員の皆

さんに審議を仰ぐということでの提案をしていきたいということになろうかと思いま

す。ただ、これから先ほど会長言いましたように、地域の住民の方が反対されている。

例えば、署名が出されて来たですとかといった重みは十分考えながら、先ほど言った

町づくりがそれに勝るものなのかどうなのかも考えながら、提案をしていくか、これ

はやめるべきだろうというものの判断をこれからさせていただくというのが今の時期

でございます。 

 

斉藤会長    今のことに関してご質問、ご意見お願いします。 

 

藤原委員    スタンドが９件が４件になったとか、じゃあこのスーパーが今３店舗か５店舗しら

ないけれど、１０年後には店舗になるかもしれないですよね。なおかつ地元の企業の

小さな店は１０店舗が０店になるかもしれない。それがはたして町づくりと言えるか

ということ。まぁこれは繰り返しのことですよね。その議論なくして本当にこのでか

い店舗がいるのか。特に先月の議会はシャッターを開ける空き店舗の対策に３００万

という予算までつけながら、まさしく右手でげんこつ、左手でビンタという意気込み

がここで出ているのではないかと思います。今日この会議でこういうことがふさわし

いかどうかは別ですけれども、それはちょっと感じました。 

 

廻渕委員    今の段階では申請が上がってきた。内部的にいろいろ審査して、ある意味で問題な

かったと、いろいろ考えてもなんとかしてみたいというスタートラインに上がった段

階ですよね今は。これから議員さんが審議に入ってもらうと。議会に提案して、議員

さんのほうで審議に入ると。ということは議員さんのほうでしっかりと審議してもら

えれば、もっといい判断になるということですね。 

 

高橋部長    申請が上がってきて、第１弾として地域の住民の方がどう思われるかということで、

昨日説明会をさせていただいたんです。それと、今出店するということで、商工会の

方にも新たな出店をしないですかということが開発者から話がいっていると。商工会

のほうでそれをどうするかということも、これから協議がなされるということです。

町はそこらへん商工会の考えを聞きながら、地元の住民の方にも聞きながら、これか

らの町づくりも考えながら、議会に提案をするかしないかということをこれから進め

なきゃいけないということです。 

 

斉藤会長    あんまり商工会の話はしないつもりだったんですけれどね。実際、昨日の新聞の話

ですね、聞いてない話なんですけれど。新聞見てアラって思って、道の駅だとかほん

とにあることなのかないことなのか分からない事ですけどね。まだ廃道も決まってな

いのに、どうしてそういう話ができるのかわからないですけども。 

        先ほど言っていた、ここに大型店が出店されれば、税収、固定資産税入りますよだ

とか、１００人程度の雇用もありますだとか、そういう話はいいことしか言わないん

ですよね。ああいう大手企業というのは。販売業というのは限られた枠の中で、魚で

言えば同じ水槽の中で飼われているわけで、新しい魚が入れば、また淘汰されて減っ

ていくものもいるんですよ。１００人雇用があればどこかその分１００人雇用が減る

んですよ。売り上げが他が下がれば、従業員も減りますし、何日か前に聞いた話しだ

とフクハラの若草店閉めようかという話を検討しているという話も聞きましたし、１

００人雇用されれば必ず、それと同等かそれに近いくらいの雇用は減るわけで、あと

は税収だってそうですね。どこかが閉めれば、その分税収減りますし、必ずしもその
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分上積みにはならないんですよ。たぶん生協自身も宅配業務の方が減ったりだとか、

あるいは帯広の東にありますよね。そちら行ってる会員さんが札内の方に来たりだと

か、同じ自分の中でも必ずしも増えた分だけ上積みにならないと思います。ですけど

も、町内に生協の会員さん現在おそらく３割以上いますので、賛成者というのは大変

多いと思います。だからその辺も大変なことなんですけどね。難しいですね町づくり

としては。あとは町議会のほうで判断してほしいと思います。 

        私のほうはそんなところなんですけれど、何かご質問ご意見ないでしょうか。 

  

        （意見なし） 

 

        それではその他の方他にないようですので、これでこの件については終了致します。 


