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平成２１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２１年１０月９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） 

佐伯  滿         （農業委員会会長） 

吉川 民之輔        （公募による者） 

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 

 

４．議 事   協議第４号  帯広圏都市計画地区計画の変更（案）について（幕別町決定） 

 

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。 

        只今より平成２１年度第４回都市計画審議会を開催いたします。会議に先立ちまし

て、本日、大野委員、廻渕委員より欠席のご報告がございますので、報告を申し上げ

ます。 

        始めに斉藤会長よりご挨拶お願いします。 

 

斉藤会長    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２１年度第４回幕別町都市計画審議会でございます。何かとお忙しい中

皆さんのご出席をいただきまして、審議会が開催できることを心より感謝を申し上げ

ます。 

        先日、衆議院の選挙で、政権交代ということで、生活のほうの無駄な公共事業削減

だとか廃止ということで、政府は表明していますが、私たち都市計画審議会といたし

ましても、公共事業というのはこの辺はあまりないので、昨年度は審議なかったので、

今回久しぶりの審議ということで、あまり公共事業もないような状況になっているん

ですけれども、私たち都市計画審議会としましては、出てきた審議、町づくり、また

幕別町発展のために審議してきたいと思っております。 

本日の議件につきましては、協議第４号といたしまして帯広圏都市計画地区計画の

変更でございます。皆さんのご忌憚のないご意見を頂きたいと思います。 

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。 

 

高橋部長 続きまして、岡田町長よりご挨拶申し上げます。 

 

岡田町長 開会にあたりまして、一言ご挨拶させていただきます。 

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２１年度第４回幕別
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町都市計画審議会に御出席を賜りまして、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

はもとより町政全般に渡り、ご理解、ご協力、そして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、都市計画審議会において審議をいただき都市計画を定め、札内北栄地区で平

成１７年度から町が整備工事を進めてまいりました札内西公園が幕別町の五つ目の近

隣公園として１０月３０日に供用を開始いたします。また、北栄土地区画整理事業に

関連して町が整備を進めてまいりました北栄大通が１１月１日に供用を開始いたしま

す。着々と住環境が整備されているのかなというふうに思います。 

残る北栄西通の整備工事も来年度には完成する予定となっておりますので、更なる

地域の生活環境の向上につながるものと考えています。 

本日の審議会においては、「帯広圏都市計画地区計画の変更について」についてご協

議させていただきます。 

この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。 

委員の皆様には引き続き、本町の都市計画行政を初め町政各般に変わらぬご支援ご

協力を賜りますよう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

うぞ宜しく願いいたします。 

 

高橋部長  ここで、町長は公務のため退席いたしますことをご了承の程よろしくお願い申し上

げます。 

 

それでは、議事日程２の議事に入らせていただきます。 

議事の進行につきましては、斎藤会長よろしくお願いします。 

 

斉藤会長  それでは議事に入ります。協議第４号帯広圏都市計画地区計画の変更（案）につい

て事務局から説明をお願いします。 

 

須田係長    はい、計画係長の須田です。私から協議第４号帯広圏都市計画地区計画の変更（案）

について説明させていただきます。 

地区計画の変更案につきましては、９月２日に開催した第３回幕別町都市計画審議

会において協議第３号として協議した案に基づきまして、地区関係者及び北海道と協

議調整を行い、境内地予定地及び緑地の配置を若干変更し原案計画を策定いたしまし

た。その原案を都市計画法に基づき９月１１日から９月２８日までの１７日間原案の

縦覧を行い、縦覧期間中１名の縦覧がありました。その後、１０月５日までの１週間

を意見の申出期間といたしましたが、期間中意見の申出はありませんでした。 

この後北海道に都市計画法に基づく、事前協議を行うことに先立ちまして、あらか

じめ審議会に協議をさせていただくものです。 

それでは具体的な地区計画の内容についてご説明させていただきます。議案書１ペ

ージをお開きください。 

地区計画の方針では、当該地区の地区計画の目標や方針を定めています。 

今回の変更では、地区計画の方針の内、面積の項目が４．３ｈａから３．２ｈａ増

えて、７．５ｈａに変更となります。それ以外の地区計画の目標や、区域の整備、開

発及び保全に関する項目は変更がありません。 

地区計画の目標は、当該開発行為の事業効果の維持、増進を図り事業後に予想され

る建築物の用途の混在や敷地の細分化などによる環境の悪化を未然に防止し、調和の

とれた良好な市街地の形成を図ることを目標とするものです。 

土地利用の方針は、本地区を一戸建ての低層住宅を主体とした低層一般住宅地区と

鉄道に隣接した一般住宅地区を設定しています。 

地区施設の整備の方針は、開発行為により整備される地区施設の機能の維持、保全

を図ることとしています。 

建築物等の整備の方針では、一つ目は住宅地の環境保全と地区にふさわしい土地利

用を図るために建築物の用途制限を定めます。二つ目は良好な住環境の形成に必要な

敷地を確保するため、建築物の敷地面積の最低制限を定めます。三つ目はうるおいと

ゆとりのある町並みを形成するため建築物の壁面位置の制限を定めます。四つ目は閑
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静な戸建住宅地区にふさわしい景観形成が図れるように建築物等の形態または意匠の

制限として、公告、看板類の制限を行います。最後に、緑化を推進しうるおいのある

町並みの形成を図るため垣または柵の構造の制限を定め塀を禁止します。 

続きまして議案書２ページをお開き下さい。地区の整備計画は、地区計画の方針で

定めた目標や方針に沿って、具体的な制限や限度を定めています。 

今回の変更では、地区整備計画の区域の面積の項目が４．３ｈａから３．２ｈａ増

えて、７．５ｈａに変更となります。また、地区の細区分の項目の内、低層一般住宅

地区の面積が、４．１ｈａから３．２ｈａ増えて、７．３ｈａに変更になります。 

建築物等の制限に関する事項は地区計画の方針に基づき具体的な制限や限度を定め

ています。今回は変更はありませんので、概要を説明いたします。 

建築物の用途の制限のうち、低層一般住宅地区は第一種低層住居専用地域で建築が

認められている建築物の内、学校、神社、寺院、老人ホームなど日常的に多くの一般

の人々が出入りする施設の建築を制限し、一般住宅や日常生活に必要な店舗等で住宅

を兼ねる建築物、アパートなどの共同住宅が建築できる区域とし、静穏で快適な生活

を営める住宅地とすることを目指します。また、一般住宅地区は、店舗や事務所など

を制限しています。 

次に建築物の敷地の最低制限は２００㎡とし、過小宅地を無くしゆとりある住宅地

とすることを目指します。 

建築物の壁面の位置の制限は、敷地境界線から建築物の外壁またはこれに代わる柱

の中心線までの距離を最低１ｍとすることにし、隣棟間隔を制限しゆとりある住宅地

を目指します。 

次に建築物等の形態又は意匠の制限につきましては、地区に一定の店舗の立地が認

められることから、看板の設置が考えられますが、公告物看板の大きさや意匠を制限

し、景観に配慮した町並みの創造を目指します。 

次に垣又は柵の構造の制限についてであります。門については高さを１．５ｍに制

限しています。また、塀については禁止しています。これはこの地区を開放感にあふ

れる住宅地区とすること、死角を無くし防犯効果が期待できることまた、交差点では

見通しを確保できることにより、交通安全の向上につながると考えられます。ただし

生垣や柵を認めているのは、生垣による緑化率の向上が期待できることや、柵の開口

率に制限を加えることにより、閉塞感や圧迫感をなくし潤いのある良好な住宅地を目

指すためです。 

議案書４ページの資料２、新旧対照図をご覧下さい。上の変更前計画図で、黒色の

一点鎖線で囲まれている区域が現在の桂町西地区計画区域です。JR 根室線沿いの幅の

狭い少し荒めの網掛けされている区域が一般住宅地区で用途地域は第一種住居地域で

す。その下の細かい網掛けがされている区域がが低層一般住宅地区で用途地域は第一

種低層住居専用地域となっています。下段が変更後の計画図で赤色の一点鎖線囲まれ

てる区域が、今回の変更により拡大する低層一般住宅地区で、新たに編入される第一

種低層住居専用地域の区域の内、現在境内地として利用されている区域と、将来境内

地として利用することが確実となっている区域及び公園として計画されている区域を

除く区域を新たに桂町西地区計画区域に含めて変更するものです。 

議案書５ページの資料３は、市街化区域編入区域の土地利用構想図です。 

黒色の一点鎖線で囲まれた区域が現在の地区計画区域で、青色の線で囲まれた区域

が、市街化区域に編入を予定している区域です。 

橙色の線で囲まれた区域が準住居地域の用途を予定している区域で、ＪＲ用地と既

設の農機具修理工場が立地している区域です。緑色の線で囲まれた区域が第一種低層

住居専用地域の用途を予定している区域で宅地、境内地および公園の土地利用を予定

しています。更にその内側の赤色の一点鎖線で囲まれた区域が今回地区計画の区域を

拡大する区域で、第一種低層住居専用地域の内、境内地及び公園を除いた区域です。 

最後に、地区計画の変更にかかる日程について説明いたします。議案書６ページの

都市計画決定スケジュールをご覧下さい。４番の項目が地区計画に係るスケジュール

です。原案の縦覧及び意見書については先ほど説明したとおりです。この後北海道に

事前協議を行います。先に北海道に事前協議を行っている、用途地域の変更及び下水

道の変更と合わせて北海道から１２月下旬までに事前協議の回答を得た後、年明けの

１月に都市計画変更案の縦覧を行います。案の縦覧後、幕別町都市計画審議会で審議

していただき、北海道知事へ同意協議を行い平成２２年３月に北海道が決定する区域
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区分の変更と日程を合わせて都市計画の変更の告示及び縦覧を行い決定となる予定で

す。 

以上で協議第４号について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の程お

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が、協議第４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。 

 

藤原委員    お寺の用途の中で、第一種低層の中としてお寺は了解しているんですか。というこ

とは、将来５重の塔だとかそういうものは絶対建たない地区になるという考えなんで

すか。 

 

須田係長    もう一度図面をご覧いただきたいのですが、５ページの土地利用構想図でご説明を

させていただくのがいいかと思うのですが、今藤原委員からお話がありましたように、

お寺については制限が加えられておりますので、前回９月２日の都市計画審議会で協

議をさせていただいた後、地区の開発者、お寺とですね、最終的な協議をさせていた

だきました。顕勝寺さんの用地がですね、現在は顕勝寺さんの建物の北側に地主さん

からお借りしてですね、駐車場等々利用しているんですけれども、そこについては、

住宅用地として開発者としては考えておりますので、この図面でいきますと、顕勝寺

さんの西側、公園に隣接するところをですね、将来的に顕勝寺さんの用地として利用

するということで、開発者さんと顕勝寺さんで調整がつきました。それで、お寺です

とか神社は地区計画で制限がかかりますので、その部分を除いた地区として、図面の

赤い線を設定させていただいたものであります。お寺のほうにつきましては、お寺と

して５重の塔だとかいろいろ施設があると思いますけれども、それについては制限な

く建てられることができます。以上でございます。 

 

藤原委員    一種低層で建てられるのか。 

 

須田係長    建てられるんです。 

 

田井課長    ただあの、建築基準法の制限はありますが、用途的には建てられるんです。 

 

須田係長    説明不足で申し訳ありません。第一種住居専用地域の中では、まず住宅、それから

住宅で事務所や店舗を兼ねるもの。それから共同住宅、それから学校ですね。学校は

今回の地区計画の中で除かせていただいてますので、建てることは出来ません。それ

から今の用途の中で建てられるのは、神社、寺院、協会、それらに類するもの。とい

うことになっておりますが、今回の地区計画の中では、神社、寺院、協会等は除いて

おりますので、地区計画の中では建てることができないということです。それから、

老人ホーム、託児所、身体障害者の福祉法の施設、その他これらに類するもの、公衆

浴場、診療所、派出所、その他公益上必要な建物というのが、第一種低層住居専用地

域の中では建てられることになっていますが、桂町西地区の地区計画ではこれらのう

ち、２ページの建築物の用途制限の欄に書いていますが、住宅、住宅で学習塾、華道

教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの又は、住宅で、出力の合計が

０．７５ｋｗ以下の原動機を使用する美術品又は工房を兼ねるもの。あくまで住宅が

主として兼ねるものが条件になっています。それから、住宅で、理髪店、美容院、ク

リーニング取扱店その他これらに類するサービス業を営む店舗を兼ねるもの。それか

ら共同住宅ということになってまして、介護用の老人施設とかは、身体障害者だとか

法律に基づくものについては建てる事はできないということで制限をくわえさせても

らっています。ただ、老人専用の共同住宅というのがあるのですが、それはあくまで

共同住宅ということで、現在北栄にも計画されておりますが、それらにつきましては

共同住宅という区分けで建築を認めております。 

 

高橋部長    若干補足させていただきますが、今説明しているのは、普通で言えば、地区を編入

する。その編入する時には用途地域という用途制限をかけるんです。地区計画という

のは、建てられるものが用途ですから、さらにその用途以上に厳しい制限をかけると
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いう計画です。それで今回のお寺の地域あるいは上側の農機具修理工場というのは、

今幕別町が定めている地区計画の中では建てられないことになっているので、今回の

赤の破線と緑のラインが一致しないというのは、あえてこの地域は抜いて、真ん中の

住宅地域について制限を加えるというのが今回の色の違いです。その辺をご理解いた

だければと思います。 

 

嶽山委員    今の部長の話とさっきの事務局の説明を合わせると、防犯効果のことも考えて塀は

建てられないとしているのですか。何か考慮されてということですか。それとはまた

別ですか。 

 

須田係長    当然、お寺ともなると、塀をまわしたりだとか考えられるかもしれませんが、塀だ

とかという地区計画の中のことではなくて、先ほど部長からも話がありましたように、

用途として、まずは今の地区計画の中では適合しないものとして、既設で利用されて

いるものですから、北側の農機具修理工場と南側のお寺の用地については、今回の地

区計画から予め除かせていただきました。ですので、地区計画から外れていますので、

当然お寺として塀が必要であれば、塀を建てられることになります。ただ、お寺と協

議した中では、塀までは考えていないということを申しておられましたけれども、地

区計画の制限がありませんので、塀についても建てられる地区になります。 

 

斉藤会長    他に何かありませんか。 

 

吉川委員    数字の確認だけさせていただきたいのですが、前回の審議会の時に、第一種低層住

居専用地域として３．４ｈａ、第一種低層住居専用地域というのが、今回の資料で言

うと、緑色の線ですよね。で、今回変更する面積が３．２ｈａ、それが地区計画の面

積ですよね。赤い線ですよね。だから、緑から赤い点線を引いたのが、０．２ｈａと

いう話になると、これでいいのですか。面積的にですね、見た感じだと。準住居地域

が０．７ｈａ、緑から赤を引いた分が０．２ｈａだと、こんなものなのでしょうか。

見た目もうちょっと多いような気がしましたので。 

 

須田係長    申し訳ありませんが、あくまでも土地利用構想図につきましては、計画段階であり、

正確に描ききれていない部分もありまして。 

 

吉川委員    それにしても、地形図なので何かちょっと面積的に合わないような感じがしたんで

すけど、図面に間違いないですか。 

 

須田係長    これにつきましては、開発者の方から、土地利用の計画図を示させていただきまし

て、面積について算定しておりますので、面積については間違いございません。 

 

吉川委員    それから赤い点線が、道路の中心。ということは道路の半分は地区計画区域外。で、

それも含めてのイメージだと、この面積だと少ないかなと。それで間違いないんです

ね。 

 

須田係長    はい。その辺はきちんと計算させていただいておりますので、間違いはありません。 

 

吉川委員    図面見たら、ちょっと違うかなと思ったので。もしあれだったら再度確認していた

だければと思います。 

 

須田係長    わかりました。計画については、お示しさせていただく前に面積については十分確

認させていただいてますので、間違いないものでございますが、再度確認した上で、

道のほうに協議をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

斉藤会長    他にご意見、ご質問はないでしょうか。 

        それでは、意見、質問もないようですので、以上で協議第４号を終わらせていただ

いていいですか。 

        次に議事日程の３に移ります。事務局から何かございますでしょうか。 
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田井課長    事務局からは特にございません。次回の都市計画審議会につきましては、年を明け

まして来年の２月ということで、今度は諮問、答申という形をとらせていただきます

が、よろしくお願いします。以上でございます。 

 

斉藤会長    その他ありませんでしょうか。無いようですので、本日の議事を終了させて頂きま

す。 


