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平成２１年度第５回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成２２年２月２日（水） 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         （  〃  ） 

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 

 

４．議 事   

【諮問事項】 

 諮問第２号  帯広圏都市計画用途地域の変更（案）について（幕別町決定） 

        諮問第３号  帯広圏都市計画下水道の変更（案）について（幕別町決定） 

        諮問第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） 

  

    【協議事項】 

        協議第５号  帯広圏都市計画道路の変更について 

        協議第６号  帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」（第１回見直し）

及び「区域区分」の第６回定時見直しについて 

 

 

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。 

        只今より平成２１年度第５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、土谷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。また、

嶽山委員につきましては所用により遅参との申し出がありますので、ご報告を申し上

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５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。本日は、諮問事項といたしまして、札内地区の市街化区域の拡大に関連しまし

て、帯広圏都市計画用途地域の変更、下水道の変更及び地区計画の変更の３つの案件

でございます。いずれの案件につきましてもこれまでの審議会でご検討いただいた案

件でございます。本日さらに審議を重ねまして答申したいと思います。また、協議事
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項といたしまして、帯広圏都市計画道路の変更と帯広圏都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針の見直し及び区域区分の見直しの２つの案件を協議していただきます。

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。 

 

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５回幕別

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、２月１２日からカナダのバンクーバーで開催されます冬季オリンピックに札

内中学校３年生の高木美帆さんが出場します。中学生のオリンピック選手は冬季オリ

ンピック初の快挙であります。これまで幕別町からは５人のオリンピック選手が誕生

しており、高木さんは２００８年の夏に開催された北京オリンピックに出場した福島

千里選手、山本幸平選手に続き６人目となります。世界の舞台で持てる力を存分に発

揮できるよう、我々も精一杯応援したいと思っています。本日の審議会におきまして

は、まず札内地区の宅地開発計画に伴います市街化区域の拡大に関連しまして「帯広

圏都市計画用途地域の変更」「帯広圏都市計画下水道の変更」及び「帯広圏都市計画地

区計画の変更」の幕別町が決定する３つの案件について諮問させていただきます。そ

れぞれ必要な都市計画の変更を行いまして、適正で効率的な土地利用を図り良好な市

街地の形成を目指すものでありますので、慎重審議のうえ、答申いただきますようお

願いいたします。 

また、平成２２年度に予定しておりますが、都市計画道路の車線数の決定及び、帯

広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」の第 1回見直しと「区域区分」の

第 6 回定時見直しについて今回事前に協議させていただきます。詳しい内容につきま

しては、後ほど担当からご説明させていただきますので、十分なご審議並びにご協議

をお願い申し上げます。 

今後とも幕別町のまちづくりに皆様の一層のお力添えを賜りますよう、お願いを申

し上げまして開会のご挨拶とさせていただきます。 

 

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。諮問第２号帯広圏都市計画用途地域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。諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更案について

説明させていただきます。 

本日の諮問第２号から諮問第４号までの案件は、札内桂町西地区で計画されており

ます宅地開発計画に伴います市街化区域の拡大に関連してこれまでの審議会において

協議していただいた案件です。 

本区域の市街化区域の拡大は、北海道の決定案件でありまして平成２１年９月２日

に開催しました第２回審議会の審議を踏まえまして北海道に原案の申出を行っており

まして、１２月３０日付けで北海道に計画に対する町の同意を行い、１月８日から１

月２２日まで案の縦覧を行いました。縦覧期間中に意見の提出はありませんでしたの



3 

で、１昨日２月１日に開催されました北海道都市計画審議会において決定されており

まして、３月末までに都市計画の決定の告示がされる予定となっています。 

それでは、諮問第２号についてご説明します。（スクリーンをご覧ください。） 

都市計画は、整備・開発及び保全の方針、いわゆる整開保と幕別町都市計画マスタ

ープランの２つの都市計画に関するマスタープランに定められた基本計画に基づき、

土地利用、都市施設、市街化開発事業及び地区計画など都市計画に必要な事項を定め

ることになっています。それぞれの項目は更に細かく定めるべき必要な事項がありま

す。 

今回諮問いたしますのは土地利用の地域地区の用途地区の変更に関してであります。

今回編入される地区の適正な土地利用を図るため、土地利用目的に応じて区分し用途

を指定するものです。 

住居、商業及び工業など１２種類の用途地域がありますが、幕別町では工業専用地

域を除く１１種類の用途地域を決定しています。 

議案書３ページの用途地域計画図をご覧ください。現在は市街化調整区域いわゆる

白地地域となっておりますが、赤線で囲まれた今回の市街化区域の編入に合わせまし

て、区域北側の橙色区域になりますが、鉄道用地及び農機具修理工場が立地している

区域 0.7 ヘクタールを既設利用の状況を勘案し準住居地域とし、建ぺい率は６０％。

容積率は２００％とする計画です。また、緑色で表しています、開発行為により住宅

地の造成が行われる区域と、南側の境内地として既設利用されている区域 3.4 ヘクタ

ールを低層戸建住宅を主体とした良好な住宅地とするもので第 1 種低層住居専用地域

とし、建ぺい率は４０％、容積率は６０％とする計画です。 

議案書４ページをお開き下さい。本案につきましては、広報、町のホームページ及

び役場掲示板によりまして都市計画の変更案を縦覧していることをお知らせしました。

縦覧期間は平成２２年１月８日から１月２２日までの二週間行いましたが、縦覧者、

意見書の提出のいずれもありませんでした。 

議案書１ページをご覧下さい。都市計画の変更後の幕別町の用途地域の内容を示し

ています。１ページめくっていただきまして２ページは今回変更となる内容を示して

います。 

決定する面積は、小数点以下を四捨五入し、第一種低層住居専用地域は３.４ヘクタ

ールですが３ヘクタール増えまして、約２０２ヘクタールとなります。また準住居地

域は０.７ヘクタールですが１ヘクタール増えまして、約１３ヘクタールとなります。 

以上で諮問第２号の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    ただ今事務局から説明がありました、諮問第２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。ご質問ありませんでしょうか。・・・ないようですの

で、それでは諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更（案）は、諮問案を適当を認

め答申することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

続きまして、諮問第３号帯広圏都市計画下水道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、諮問第３号帯広圏都市計画下水道の変更案について説明させていただきます。 

議案書６ページをご覧下さい。この案につきましては、都市計画で定める都市施設

のうちの下水道について変更するものです。 

札内地区の下水道であります、札内公共下水道の排水区域、約５２９ヘクタールを

市街化区域の編入により４ヘクタール拡大し、約５３３ヘクタールに変更しようとす

るものです。議案書７ページの札内公共下水道総括図をご覧下さい。黒の一点鎖線で

囲まれた区域が現在都市計画決定されている公共下水道の排水区域で、赤線で示した

区域が今回市街化区域の編入により、下水道区域の拡大を行う区域になります。 

議案書８ページをお開き下さい。用途地域の変更と同様に本案につきましても、広

報、町のホームページ及び役場掲示板によりまして都市計画の変更案を縦覧している



4 

ことをお知らせしました。縦覧期間は平成２２年１月８日から１月２２日までの二週

間行いましたが、縦覧者、意見書の提出のいずれもありませんでした。 

以上で諮問第３号の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    ただ今事務局から説明がありました、諮問第３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。ご質問ありませんでしょうか。・・・ないようですの

で、それでは諮問第３号帯広圏都市計画用途地域の変更（案）は、諮問案を適当を認

め答申することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

続きまして、諮問第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、諮問第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。（スクリーンをご覧下さい。） 

地区計画は、地区を単位として公共施設の配置や建築物等の用途、形態等に関する

事項を地区独自のまちづくりルールとして定め、建築物の用途の混在や敷地の細分化

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、目標や方針を定める地区計画の方針と、具体的な内容を定める地区

整備計画からなっています。現在幕別町には、札内春日町北地区をはじめ全部で８地

区計画が定められています。今回変更いたします桂町西地区は既存の地区計画の西側

で行われる宅地開発の区域に関連して変更するものです。 

議案書９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、面積のが４．３ヘ

クタールから２.９ヘクタール増えて、７.２ヘクタールに変更します。前回の精査を

行った結果若干変わっております。 

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 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

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。 後に、緑化を推進しうるおいのある

町並みの形成す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１０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４．３ヘクタールから２.９ヘクタール増えて、７．

２ヘクタールに変更となります。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、４．１ヘクタールから２.９ヘクタール増えて、７．０ヘクタールに変更に

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。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
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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 低制限は２００平方メートルとし、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 低１メートルとすること

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１．５メート

ルに制限しています。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１１ページの新旧対照図をご覧下さい。上の図が変更前計画図で、黄色の一

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。下の図が変更後の計画図で、緑色の線で囲まれた区域

が市街化区域に編入する区域で、さらに、赤色の一点鎖線囲まれてる区域が、今回の

変更後の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１２ページの市街化区域編入区域の土地利用構想図をご覧下さい。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、

公園及び境内地を除いた区域です。 

議案書１３ページをご覧下さい。本案につきましても、広報、町のホームページ及

び役場掲示板によりまして都市計画の変更案を縦覧していることをお知らせしました。

縦覧期間は平成２２年１月８日から１月２２日までの二週間行いましたが、縦覧者、

意見書の提出のいずれもありませんでした。 

以上で諮問第４号の説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、諮問第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。ご質問ございませんか。 

        私からいいですか。塀だとか看板だとか土地に制限がありますけども、一般住宅地

区ということで。お寺のほうは入らないのでいいとおもうのですが、住宅兼店舗とし

て建ったとして、後でそれに触れるような住宅の塀でも追加してできた場合、違反な

場合は後から指導であったり罰則というのはあるのでしょうか。 

 

須田係長    塀ですとか、建物を新しく建てたり増築改築する場合は建築基準法に基づく確認申

請という手続きが必要になります。ので、確認申請の申請をいただいた時にですね、

基本的にはそこで地区計画では認められていないもの、その前段で用途として認めら

れていないものなどについては、建築基準法のほうでチェックすることになっていま

す。ただし、塀ですとか柵というのは手続きがされないで建てられることもあります
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ので、そういうものについては、都市計画課それから施設課の方でパトロールをして、

その時に、もしそういったものが発見された場合は、是正措置を行っていただく指導

を現在は行っております。 

        それから土地を販売する時、不動産屋さんはその土地にどういう都市計画が定めら

れているか、土地を買う方に説明する義務があります。重要事項説明という義務があ

ります。ので、その中でも当然、その地区が都市計画としてどういう地区なのか、用

途はどうなのか、建蔽率はどうなのか、容積率はどうなのか、それからさらには地区

計画はどうなっているのか、その他に防火地域ですとか準防火地域ですとかいろいろ

な定めがかけられている場合もございますが、そういうものも含めまして、不動産屋

では土地を買う方にそれぞれご説明してもらっておりますので、そういうものをふま

えた上で皆さんは土地を買われているものと思いますし、確認申請を出すときには専

門の建築士が町の方にお問い合わせをいただいたり、それから用途と地区計画につい

ては幕別町のホームページにも掲載されておりまして、皆さんに確認をしていただけ

るようにしておりますので、機会があるごとにいろいろな手立てを講じまして、町と

しても周知を図っていきたいと思っております。 

 

藤原委員    公園の位置だけど、たしか現地視察に行ったときは中心部に古い素晴らしい気が生

えてましたよね。普通で考えればここに公園を持ってくるのがあたりまえの条件だと

思うんですが。なおかつ今現在の公園の設定位置はお寺でいえば駐車場くらいにして

くれれば、山際ですから宅地にもならないのはわかるんですけれど、今生えてる木は

伐採して、緑を潰して宅地にして木のないところに公園を造るというのは、我々都市

計画審議会としては何の注文もつけることはできないのですか。 

 

田井課長    たしかに現地の方は立派な木が生えておりましたけれども、開発者の意思としまし

ては、山際にも木が生えていることもありますし、山の陰になることから中々宅地に

なりにくいということが一つと、山の斜面の水処理の関係もございまして、こういっ

たところで山の斜面の水を受け止める施設を設け、公共施設的な使い方をするのがい

いのではないかということもございまして、公園の配置としてはここでやむを得ない

としているところでございます。 

 

斎藤会長    よろしいですか。他にご意見、ご質問ないですか。・・・ないですね、そしたら諮問

第４号帯広圏都市計画地区計画の変更（案）は、諮問案を適当を認め答申することで

よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

続きまして、協議第５号帯広圏都市計画道路の変更について事務局から説明をお願

いします。 

 

須田係長    はい、協議事項の説明に入ります前に、ただ今原案どおり答申をいただいた幕別町

が決定する３案件につきましては、この後、北海道知事へ同意協議を行い知事から同

意を得た後平成２２年３月に北海道が決定する区域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。   

それでは、協議第５号帯広圏都市計画道路の変更について説明させていただきます。 

議案書１４ページをお開き下さい。今回の都市計画変更の内容は、都市計画法施行令

が改正されたことにより、車線数を定めるものです。またあわせまして、街路の位置

の表示が、従前は地番まで表示されていましたが、現在は字名までの表示となってい

ることから所要の変更を行うものです。また、都市計画の変更の決定者は、国道、道

道、４車線以上の町道及び幅員が１６メートル以上の町道の車線数の決定は北海道決

定となります。幅員１６メートル未満の町道の車線数の決定は町決定となります。 

現在幕別町の都市計画道路は、幹線街路が３１路線、区画街路が４路線の合わせて、

３５路線が都市計画決定されています。このうち法律が改正後都市計画の変更を行っ
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た９路線については既に必要な車線数の決定を行っておりますが、そのほかの２６路

線については、平成２０年に帯広圏の交通マスタープランが北海道によって決定され、

それぞれの街路の将来交通量が明らかになったためこの交通量に基づき車線数を決定

するものです。 

１４ページは今回北海度が決定する街路を示したものです。表の右から４列目の車

線の数という欄が今回新たに追加して決定する車線数の内容です。位置の表示の内容

は、起点、終点、主な経過地の表示を字名までの表示に改めます。変更の内容は、１

５ページの変更説明書のとおりです。 

議案書１８ページと１９ページの街路網図をご覧下さい。黒色が既に車線数を決定

済みの路線です。青色は国道、緑色は道々です。赤色でが町道となります。スクリー

ンと同じ内容ですので、議案書１４ページとスクリーンをご覧下さい。 

今回北海道の決定に係る街路は全部で１６路線ですが、幕別地区は、国道３８号の

止若通、一部が道々幕別大樹線の幕別本通、町道の平和通、千代田通、新田通、明野

ヶ丘公園通及び新緑町通の国道１路線、一部道々１路線、町道５路線合わせて７路線

です。札内地区は、国道３８号の石狩通、道々幕別帯広芽室線の札内新道、道々札内

停車場線の札内本通、道々更別幕別線のみずほ通及び道々幕別帯広芽室線の札内９号

南通、町道は札内９号通、札内北町本通、１００年通及び札内１０号通で国道１路線、

道々４路線、町道４路線の合わせて９路線です。車線数は、石狩通、札内新道及び平

和通は４車線で決定します。それ以外の路線は２車線で決定します。 

次に、議案書１６ページは今回幕別町が決定する街路を示したものです。北海道決

定と同じように表の右から４列目の車線の数という欄が今回新たに追加して決定する

車線数の内容です。位置の表示の内容は、起点、終点、主な経過地の表示を字名まで

の表示に改めます。変更の内容は、１７ページの変更説明書のとおりです。（スクリー

ンをご覧下さい）今回幕別町決定に係る街路は、桜町西本通、桜町南本通、新北７号

通、新北西本通、新北南本通、豊町南本通、豊町東本通、札内北町西通、札内北町仲

通及び札内学園通の１０路線です。車線数は何れの街路も２車線となります。 

議案書２０ページから２２ページは北海道決定に係る街路の代表断面を示したも 

のです。この内、２２ページの幕別本通は現在４車線で決定されていますが、交通体

系マスタープランにおける将来交通量予測が４車線に満たないため全体の幅員は変更

せず、車線数を２車線に変更します。また、平和通は現在の都市計画決定の代表断面

を完成している断面に変更します。議案書２３ページは幕別町決定の街路の代表断面

となります。町決定の街路については断面の変更はありません。 

後に、都市計画道路の都市計画決定スケジュールについて説明いたします。議案

書２４ページをお開き下さい。上の表が北海道決定に係る日程です。下が幕別町決定

のスケジュール となります。北海道決定については、本日の都市計画審議会の後、

国道、道々の道路管理者などと関係機関協議を行いまして、４月上旬に北海道決定に

係る原案の申出を行うため町の都市計画審議会に諮らせていただきます。その後北海

道の都市計画審議会で予備審議後案の縦覧などを行い、９月上旬に北海道都市計画審

議会の本審議会において決定し、１０月下旬に決定の告示がなされる予定です。また

幕別町決定についても関係機関協議を行いまして、４月上旬に町の都市計画審議会で

協議させていただきまして、北海道へ事前協議を行い、道の回答後変更案の縦覧を行

ない、９月上旬に町の都市計画審議会に諮問させていただきまして、知事同意を得て、

北海道案件とあわせまして１０月下旬に決定の告示を行う予定です。 

以上で協議第５号について説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、協議第５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。ご意見ご質問ございませんか。 

 

藤原委員    ２２ページ、幕別本通の定規。４Ｍの歩道の次に２Ｍの植樹帯ですか？これが評判

悪いんですね。幕別町では。この時にこそ、この植樹帯を止めて、平和通りに立派な

自転車道があるんであればね、自動車道に結ぶとかさ、そういう街づくりをしなけれ

ば、ただ今既存の形がこういう形だからということにはならないんじゃないかな。真
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剣に考えたらいいんじゃないかと思いますが。特にこの植樹帯のあり方は。幕別大樹

線はこの形でいこうとしてるんじゃないですか。錦町含めてね。そういうことにどん

どんなっていかないような気がするんだけどね。いかがでしょうか。 

 

田井課長    街路計画につきましては、施設の一部ですね、都市の緑化というものも求められて

いるという部分もございまして、道協議の中でも当然、植樹帯じゃなくても、 低で

も植樹枡くらいはつくものだという認識でございます。そうした中で、無くしていく

ということにはなってこないと思いますが、皆さんの利用状況等も勘案した中で、お

互いの融通を利かせあうといいますか、そういったことで協議させていただいて、道

路作りをしていくという必要性はあろうかと思いますが、全く無くすということには

ならない、できないということでご理解いただければと思います。 

 

斉藤会長    ただ今のお話について、外になにかございますか。 

 

平川委員    止若通をこの後どのように直していくのか。止若橋を含めて。もう一つ、ここには

ないですが、千住橋拡幅、特に向こうからこっちくるのはずっと拡幅されているので

問題ないと思いますが、逆に幕別側から帯広に向かって、渋滞が起きている。追い越

しとかしやすい、見通しがいい場所で橋の上から追い越しができるんですね。追い越

し禁止じゃないですし。危険な道路と認識しているんですが、千住橋の拡幅も併せて

要望していけないのかという２点です。 

 

田井課長    今回都市計画道路の変更ということで提案させていただきました。今回法で定めら

れております、車線数の決定をしなければならないということで、今回とりあえず車

線数の決定をさせていただきたいということで提案させていただいております。懸案

であります、国道のバイパスの問題、あるいは止若通の取扱い等々につきましては、

現在国道ということもございます。止若通の整備の必要性につきましては、町の方か

らも毎年開発の方に要望はあげさせていただいているところであります。政権も変わ

りましたし、高速道路無料化等々の問題もございます。そういった情勢の変化も合わ

せながら開発の方とさらに整備については協議させていただいて、その内容が固まり

ましたらそれに合わせた都市計画の変更というのはありうるのかなと持っていますの

で、今しばらく時間をいただければなと思います。また千住橋につきましては、開発

に縦断勾配の緩和ということになろうかなと思いますが、そういったことでの要望を

した経過はございませんけれども、そこら辺も現地の状況を確認しながら必要があれ

ば要望していくということになろうかと思いますが、中々今の縦断勾配は土地利用を

されているということもございますし、高さを変えていくということになりますと、

宅地に対する摺り付けの問題ですとか、いろいろな諸問題も出てまいりますので、そ

こら辺も勘案しながら検討してまいるということになろうかと思っています。 

 

平川委員    見通しについては全く立たない状況ですか。 

 

田井課長    今まで開発と協議させていただきまして、開発としては、今までは道東道の整備に

主力を置いておりまして、その平行路線である国道３８号線の整備につきましては、

非常に消極的な部分がございました。それが一定程度整備がされてきた現段階であり

ますけれども、協議に入っていこうということで町と開発で話にはなっております。

ただ、政権が変わりましてですね、建設事業に対する予算の付き具合ですとか、そう

いった非常に厳しい状況が生まれてきました。そういった状況も勘案しながら開発と

の協議に入っていかなければいけないということもございますので、そこら辺今すぐ

どうこうできるということはございませんけれども、協議は進めてまいりたいと思い

ます。 

 

藤原委員    ３０ページの図面の、札内と幕別を結ぶ中央通りだけれども、４車線ということだ

けど、この絵はまだ幕別の都市計画のイメージとして生きているの。 
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田井課長    バイパス計画の４車線につきましては、現在まだ生きております。ちょうど都市計

画道路の見直しということも国の方から指示が生まれてきておりますので、これにつ

いても。計画変更するからには整備ありきということでの計画変更をしていかなけれ

ばなりませんので、バイパス計画そのものを見直すのかということも含めまして開発

との協議に入っていかなければならないのかなと思います。平成１９年度に策定され

ました帯広圏総合都市計画体系調査では将来交通量が国道としては４車線が必要だろ

うというふうに予測がされております。ただ、時間が経過すれば再度見直しが必要と

なってきますけれど、現段階においては４車線が必要であろうということであります。

ただ、バイパスの部分と止若通の部分と交通量的には併せて４車線あれば交通量的に

は流せるということには今の計画ではなっていますが、ただ、バイパスの計画として

それでいいのかということも併せまして、バイパスで行くとなった場合には、そうい

ったことも含めて開発と協議していかなければなりませんし、バイパス問題につきま

しては過去からの経過もございます。そういったことも勘案しながら、開発と協議を

させていただいているということでございます。 

 

平川委員    バイパスというものを作るということを前提にたって話しておられますが、ハッキ

リ言って住民の誰一人として、バイパスができるなんてことは一生かかってもありえ

ないだろうという認識だと思います。それもあるから現状の道路はあまり言えないと

か噂されるわけですけれども、現実に具体化されているものが何一つない中で、あり

うるということは考えれないわけです。そうすると今の定規を止若通も含めて拡幅し

ていったらいいか考えたらいいと思います。現状をよくわきまえて都市計画を立てれ

ばいいんじゃないかと思うんですけれども。でなければここで今いくら議論していて

も、意味がないんじゃないかと思うんですけれども。 

 

高橋部長    若干説明をさせていただきますけれども、バイパスを含めた帯広圏の４車線の中央

通の決定につきましては、昭和３９年に北海道全域にですね、市街地を通過しない国

道バイパスとして決定された経過がございます。今、街路の決定をさせていただくと

いうのは、整備をする段階ではこの定規によって整備してもらうよう町として計画決

定を行い、整備するのはこの路線については国道でございますので、開発がどういう

形で整備するかという形で進んでいきます。今、整備の中身がどうこうという話は事

業主体である開発がいつ年次どの時点で着手していただけるのかというところでござ

いますけれども、町としては１３号までが４車線で終わった段階で引き続きやってほ

しいというのは過去からもずっと要望しておりますけれども、さきほど申しましたよ

うに昭和３９年に北海道の横断道路というそのものの計画がなかった時点での計画で

ございまして、今、現在は横断道の整備に開発として誠意努力して予算をつけている

というところで、こうなった場合この平行路線についてはどうしても後年次になるよ

という返事しかいただけていないというのが現状ですけれども、町としては引き続き

やってほしいということは常々要望しているところであります。また、バイパスの問

題につきましては、平川委員言われますように、過去にバイパスの計画があって、商

工会や住民の中でもいろいろ論議がありましたが、平成２０年に交通量そのものが道

の横断道ができて現在のここの交通量がどのようになるかというものが出てまいりま

して、バイパスを残す、あるいは止若通も残すということになりますと、合計で６車

線の交通量が必要になってくるんですが、そこまでの交通量は現在のところ必要ない

だろうと。あくまでも４車線で十分だろうといった場合に、バイパスを残して２車線

で、止若通も２車線にするのか、そうじゃなくては、４車線を止若通に全部持ってき

て、バイパスを止めるのか、当然、道路管理者である開発とも協議しなければいけま

せんけれども、今後、町としても整理していかなければならないという段階でありま

す。 

        それと、今回今日の決定につきましては、あくまでも今まで幅員は定められていま

したが、新たに車線数を決定しなさいという都市計画の変更があったために、車線数

の欄を新たに加えて、今回決定するという案件でございますので、その辺理解をいた
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だきたいと思います。 

 

斉藤会長    ただ今の件につきましてよろしいでしょうか。私も少し話したいのですが、さっき

の街路樹の話ですね。僕は街路樹のある道路っていいなと思うんですけれども、ただ

現状を見ると木が大きくなりすぎて、道路にはみ出している部分切ったりだとか、電

柱より高くなりすぎて上切ったりだとか、段々こう形が悪くなってきてですね、交差

点角だとか車から見ずらくなったりだとかいろいろあると思うんですが、あんまり大

きくなりすぎたら取り替えるだとか、大きくならない気にするだとか工夫するといい

と思います。 

        それとですね、２２ページの部分なんですけれども、そんなに変える必要があるの

かなと思うんですけれども、今の現状でもそんなに不満なこともないと思いますし、

ちょっと綺麗にするくらいでいいんじゃないかなと個人的には思うんですけれども。

やっぱりこれほど大幅に道路作り変えるくらいの変更っているんですかね。 

 

田井課長    ２２ページの定規図はですね、幕別本通と平和通の定規図なんですけれども、それ

ぞれ上のほうがですね当時計画決定した時の標準断面図だったものを、現実に作られ

ている定規に今回の変更に併せて変更したいということでございます。 

 

斉藤会長    わかりました。他にご意見ご質問ございませんでしょうか？ 

 

吉川委員    藤原委員から言われた自転車道路は、会長が言われたように、どちらかというと植

樹を残すほうがいいと個人的には思うので、そのへんは、今後の道路の使い方や交通

安全を検討した中で 適な方法を協議していってもらえればいいかなと思います。 

        それともう一つ、計画街路について、国道のバイパスの話が出たんですが、札内で

ですね、僕の記憶では、今のマスタープランにもまだ乗っかっている札内循環道路、

札内新道が今みずほ通りで止まっているんですが、そこから途別川を渡って、崖ぶち

をずっと行って、工業団地の裏に抜ける計画街路がたしかあったと思うのですが、そ

れを現実に施工するかはかなり難しい状況だと思うのですが、その計画については今

どうなっているのか支障のない範囲で教えていただければと思います。 

 

田井課長    札内地区の道道につきましては、札内アンダーパスの事業で今進めていただいてお

りますが、それが平成２２年度完成する目途がついたということで、昨年、帯広土現

さんと一緒にですね、札内新道のみずほ通り以東の延伸についての検討会を立ち上げ

ているところです。現状の把握、基本ルートは皆さんもご存じだと思いますが、昭和

５０年代後半に基本ルート定めておりますが、その後、道路構造令の取り扱いの問題

だとか、いろいろな問題がでてきておりまして、現地においても、鳥獣保護区ですと

か、保安林ですとか、いろいろな問題がありますので、そこらへんの現状把握、課題

整理をしてルートを定めていきたいということでの検討会を立ち上げているところで

ございます。ただ、昨今の公共事業に対しまして、対費用効果の問題だとかも求めら

れる時代となってきておりますので、事業化に向けてさらに鋭意検討していかなくて

はならないという状況です。まだ具体的にどのルートに決めているというような状況

ではありませんが、検討会におきまして課題なりいろいろなものが見えてきておりま

すので、それらをケアする中でなんとか事業化に結び付けていきたいというのが町の

考えでございます。 

 

斎藤会長    よろしいでしょうか、他にございますでしょうか？ 

ないようですので、それでは協議第５号については終わります。 

続きまして、協議第６号帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第１回見

直し及び区域区分の第６回定時見直しについて事務局から説明をお願いします。 

 

須田係長    はい、協議第６号帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第１回見直し及

び区域区分の第６回定時見直しについて説明させていただきます。 
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議案書２５ページをお開き下さい。初めに、都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針は、一般的に略称で整・開・保と呼んでおりますので、本日の説明においても整・

開・保とよばさせていただきます。 

（１）整・開・保の位置付けであります。整・開・保は、都市計画法第６条の２に基

づき都道府県が広域的な観点に立ち、都市計画区域毎に概ね１０年後を見通した都市

計画の総合的な方針であります。略図で示させていただきましたとおり、整・開・保

は北海道都市計画マスタープランと整合をはかりながら、都市計画の総合性や一体性

を確保するための都市計画における基本的な方針として、都市計画の目標、区域区分

の有無と決定の方針、主要な都市計画の決定方針などを定めることとされています。

また、各町ごとの都市計画マスタープランもそれぞれの町の総合計画と整合を図りな

がら整・開・保に即した計画とする事が必要であり、区域区分や用途地域などの土地

利用や街路、公園、下水道などの都市施設に関する都市計画は整・開・保に即した計

画とする必要があります。 

（２）帯広圏都市計画の整・開・保ですが、今日議案のほかに、資料として配布させ

ていただきましたのは、現在の帯広圏の整・開・保で平成２２年を目標として、平成

１６年に決定したものです。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

整・開・保は北海道が決定するものですが、都市計画法では町は、都市計画の案を

道に申し出ることができるとされておりますので、それぞれの町の都市計画の状況に

一番精通している地元の町が原案を策定し北海道に申し出るとしておりまして、帯広

圏域でも、１市３町が共同で北海道や関係機関と協議を行いながら原案を策定してま

いります。 

（３）現状と見直しの方針であります。帯広圏においても、少子高齢化と人口減少が

進むと予想されます。さらに経済の低成長や、地球温暖化などの環境問題など都市を

とりまく環境が変化しまちづくりは転換期を迎えているといえます。北海道では見直

しの方針として、都市をとりまく環境の変化に対応したまちづくりを進めるため、市

街地の無秩序な拡大の抑制や中心市街地への都市機能の集積などをはかり、コンパク

トで持続可能なまちづくりを目指すこととしており、既存の都市施設の有効活用を図

りながら安全で快適な地域社会の形成を目指し見直しを行ってまいります。 

見直しの流れですが、見直しにあたってはまず、都市計画法第６条に基づき北海道

が実施する都市計画基礎調査や国勢調査等の資料に基づき現状の把握を行います。そ

れに基づき平成３２年を目標とした検討を行います。その上で北海道が示している見

直しの方針や、北海道の上位計画、各市や町の総合計画及び都市計画マスタープラン

と整合を図りながら策定を進めます。現在は、まだ基礎調査の各数値の取りまとめを

行っており同時に１市３町共同で現状の分析と課題の整理などを行いながら素案の検

討を行っております。 

（４）将来人口推計であります。市街化区域の拡大などの主要な都市計画を定める場

合、整・開・保の目標人口を根拠として行うことになります。将来人口の推計方法は

様々な方法がありますが、今回の見直しにおいて北海道から示されているのは、国立

社会保障人口問題研究所が算定している推計値を用いることになっていることから、

帯広圏域の将来人口の推計値は圏域全体の行政区域内人口が、２４万７千３百人、都

市計画区域内人口が、２３万３千９百人、幕別町の行政区域内人口が２万６千４百人、

都市計画区域内人口を２万３千５百人と推計しています。 

続きまして、議案書２７ページの２区域区分の定時見直しについてであります。 

スクリーンの図は先ほど用途地域の変更のときにご覧いただいたものと同じです。

整・開・保や町の都市計画マスタープランに基づき定められる都市計画は土地利用、

都市施設、市街化開発事業などが定められます。そのうち土地利用に関することで、

都市計画法第７条に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、

市街化調整区域と、市街化区域に区分していることを区域区分といいます。 

現在の区域区分は、平成２２年度までの推計値に基づき定められたものであること

と、区域区分は整・開・保に即していることが必要であることから、北海道では平成

２２年度に整・開・保と合わせて見直しを行うこととしています。 

定時見直しは都市計画基礎調査に基づき将来の市街地に配置すべき人口や産業を 
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適切に収用できる規模を検証するため概ね５年ごとに行うことになっていますが、帯

広圏域の区域区分の見直しは、昭和４５年に当初決定されて以来、概ね７年ごとに行

っており、今回が第６回の見直しになります。 

議案書２８ページと２９ページの区域区分総括図を合わせてご覧いただきたいと 

思います。またスクリーンも同じ図を写しております。３区域区分変更予定地区です

が、第６回定時見直しでは幕別地区で明野北地区及び明野東地区、札内地区で桜町地

区の合わせて３地区の変更を予定しておりまして、いずれも現在市街化区域になって

いる地区を市街化調整区域に変更するものです。 

議案書３０ページをご覧下さい。赤線で囲んだ箇所が区域区分の変更を予定してい

る地区です。１番の明野地区は、明野工業団地に隣接する地区で南６線の北側で東２

５号と JR 根室線に囲まれた約６ヘクタールの区域です。現在は採草地として土地利用

されており、将来も現在の土地利用を維持するとして土地所有者から申し出のあった

ため変更を予定するものです。 

２番の明野東地区も明野工業団地に隣接する地区で国道３８号の北側で東２５号 

の西側の約４ヘクタールの区域です。現在の土地利用は民間会社の苗畑として利用さ

れており、将来も現在の土地利用を維持するとして土地所有者から申し出のあったた

め変更を予定するものです。 

３番の桜町地区は南側を桜町南本通に接し、北側を札内西大通に接する南北に細長

い土地で 寄の公共施設では、札内北コミセンの西側になります。現在は東側に隣接

する採草地と一体の土地利用がされており、将来も現在の土地利用を維持するとして

土地所有者から申し出のあったため変更を予定するものです。 

これら３地区については、今後土地所有者への確認や北海道の担当部局、関係機関

との協議進めてまいりますので、今後の協議の中で区域や面積が若干変更になる場合

もあります。 

後に整開保、区域区分の見直しのスケジュールについて説明いたします。 

議案書３２ページの全体スケジュールをご覧下さい。先ほども説明いたしましたよ

うに、現在帯広圏域では都市計画基礎調査の数値や将来推計値の検討を行いながら素

案の検討を行っております。本日の審議会においては整・開・保の位置付けや見直し

の必要性について説明させていただきましたので、さらに素案の検討を進めまして、

４月上旬には素案を本審議会で協議していただき、帯広圏域として北海道に素案を提

出する予定です。その後関係機関協議を行い原案を策定し、８月上旬に原案を諮問さ

せていただきまして帯広圏域の原案を北海道に申し出します。北海道は圏域の原案の

申出があった後、道の都市計画審議会で審議し、平成２３年３月末に決定となる予定

です 

以上で協議第６号について説明を終わらせていただきます。 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、協議第６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。ご意見ご質問ございませんか。 

        いいでしょうか、先ほどの市街化区域から視界化調整区域に変更したいという予定

箇所というのがあったんですが、前回会議したのと逆のパターンで、農地から住宅地

で、こっちは市街化区域から農地特化した使い方ですかね。こういう風に変更すると

いうことは何かメリットがあるんでしょうか。一体的な土地利用をするという理由に

なっていますが。税の面で有利だとかあるんでしょうか。 

 

田井課長    基本的には市街化区域から市街化調整区域ですので、固定資産税は下がるかと思い

ます。あと、市街化区域内というのは農業振興地域に含めることができませんので、

農業投資に対して補助金が出ないというデメリットがございますが、市街化調整区域

に落としまして、農振地域に含まれればですね、農業投資に対しての補助事業が可能

になるというようなこともございます。 

 

斎藤会長    他にご意見ご質問ないでしょうか。・・・ないようですので、それでは協議第６号に

ついては終わります。 
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        次に議事日程３その他に移ります。事務局からお願いいたします。 

 

田井課長    事務局より２，３点お願いということでさせていただきますが、次回の都市計画審

議会、今回協議していただきました、都市計画道路の変更あるいは整開保、区域区分

の見直しの協議をさせていただきたいと思います。この他にですね、来年度皆さんに

ご協議いただく内容といたしましては、緑の基本計画の見直しですとか、都市計画マ

スタープランの中間見直しというものもございます。今年度以上にですね、皆さんに

お集まりいただいて協議をしていただく場面が増えますけれども、どうぞよろしくお

願いいたします。 

        後になりますが、そうした中で心苦しい部分ではありますが、審議委員の報酬の

改正というのが都市計画審議会も含まれますけれども、幕別町の付属機関の委員の報

酬の改定がですね、３月の定例議会の中で提案される予定でございます。可決されま

すと、委員長が日額８，２００円から５，７００円に、委員の皆様におかれましては、

日額７，０００円から５，２００円ということでなってしまいます。十勝管内の他市

町村の状況も勘案してこの額ということで提案されると思います。町の財政状況も察

していただきましてご理解いただきますよう、お願い申し上げます。以上です。 

 

斎藤会長    ただ今のことについてについて何かご質問等ないですか。 

 

嶽山委員    今のことについての質問じゃないですが、毎年３月に帯広圏でやってます、セミナ

ーの今年のスケジュールは何か聞いていますか。 

 

須田係長    都市計画セミナーについてですね。あれは帯広市が主催していたんですけれども、

帯広市の財政事情がありまして、今年は具体的にやるというお話は聞いておりません。

もしそういう機会がありましたら、皆さんに開催のご案内をさせていただきたいと思

いますので、その節はよろしくお願いいたします。 

 

斎藤会長    他にないでしょうか。 

 

平川委員    札内の南側のアンダーパスのあるところの一部整備されていないところは見通しは

立っているんですか。自転車あるところです。 

 

田井課長    まだ、地権者のご理解が得られない中で、道事業としてやっていただいているわけ

なのですが、地権者との話し合いがつかないということで、収用委員会の方にかける

ということで、収用委員会の方に申し出を道の方でされている状況です。その内容に

ついての公告縦覧も１月に行われておりますけれども、その後の手続きにつきまして

は６月くらいまでには収用委員会で、それぞれ意見の戦わせということがあるんです

が、順調にいけば６月くらいには収用委員会の決定が下りてということになります。

その後、強制執行となるのか、相手が納得されて自ら動かれるようになるのか、その

辺もまだ見えておりませんけれども、順調にいけば６月くらいには決定になるという

状況です。 

 

平川委員    音更みたいに 終的には駄目で、強制撤去ということもありうるんですよね。 

 

田井課長    可能性としてはあります。 

 

斎藤会長    他にないでしょうか。 

        私から一つ。以前視察した北栄町、せせらぎタウンはあの時点では販売状況がまだ

半分くらいということでしたが、だいぶ進んだのでしょうか。 

 

須田係長    北栄の分譲状況でございますが、区画整理事業ですので、一般の宅地は換地という

ことになります。それから組合で持っている分譲する宅地を保留地というふうに呼ん
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でおります。北栄の区画整理事業の区域の中で昨年の６月１９日に換地処分の公告が

行われまして、各地については確定したんですけれども、その換地処分の公告がなさ

れた段階で保留地と換地含めまして、地区計画２００㎡未満が 低の面積となってお

りますので、２００㎡以上の宅地で一般の宅地が建てられる区画が６６７区画ありま

す。換地については各個人の資産なものですから、どれくらい分譲が進んでいるかと

いうことについては組合としても中々把握できません。ですが、家を建てる場合、確

認申請というものが出てまいりますので、その確認申請の数字を取りまとめますと、

６６７区画の宅地の内、現在までに２９５区画に家が建っています。ので、分譲率で

はなくて、建築率と呼んでいますが、家は建っている率は今のところ、４４．２％く

らいでございます。１月末の保留地の分譲状況でございますが、組合がもっている一

般の分譲地は２２１区画ございます。そのうち、組合が分譲を行った区画というのが

１８５区画です。残り３６区画がまだ未分譲として残っています。分譲率といたしま

しては、８３．７％の分譲率となっております。 

 

斎藤会長    家が建っているのは、４０数％くらいということで、販売はされているんだけど、

まだ不動産屋が持っていることもあるんですね。 

 

須田係長    それとですね、今年の１月９日からオープニングセレモニーが行われたんですが、

第４５次かちまいホームセンターというのが北栄の土地区画整理区域内で行われてい

ます。開催期間の予定が１０月末までの期間で、開催されておりまして、１１社が展

示を行っております。その他に近傍では町内の北王ホームライフさんだとかもですね、

モデル住宅の公開も行っておりますので、そういうモデル住宅の公開の効果が表れま

すとですね、さらに北栄地区の分譲も進むものと組合も町も期待をしているところで

ございます。 

 

斎藤会長    今日新たに諮問していますし、桂町も増えますし。今後新たに申請があれば進めて

いくんでしょうかね。どんどんやって大丈夫なんでしょうかね。 

 

田井課長    桂町西地区については、区域を一遍に開発するか、工区分けをして年次計画で少し

ずつ分譲していくかというところは地権者さんの方でいろいろ考えているところでご

ざいまして、まだ具体的なものは町に示されておりません。また、宅地分譲につきま

しては、現在の市街化区域内の未利用地でやられるとすればあろうかと思いますけれ

ども、せっかくの市街化区域ですので、建物が建つというのは好ましいということだ

なと感じておりますけれども、ただ、中々今の経済情勢でいきますと、土地が動かな

いということもございますけれども、一軒でも多く幕別町に家が建ってくれればなと

いう風には考えております。 

 

斎藤会長    僕が個人的に思うんですけれども、新しいところは開発して新しくなっていくんで

すけれども、古い住宅街が寂れてくると、空き家も目立ちますし、段々町自体も古く

なってきますよね。こちらの方を何とかしたりだとか、再生というか、まぁ更地にし

てという風にはならないんですけれども、補助があるだとか、家が新しくなっていっ

て再生されるような、古い住宅街に新しい家建てると目立つんですよね。妙に浮いて

しまうというか。だからどうしても若い人が家建てる時は新しいところに行くと思う

んですけれども、昔からある古い住宅街ですね。古くなりっぱなしでどうにもならな

いんじゃないかなとも思うんですけれども。その他でしか言えない意見なんですけど

ね。 

        他に何かないでしょうか。・・・それでは他にご意見ご質問も無いようですので、本

日の議事を終了致します。 


