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平成２２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２２年７月２７日（火） 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        （  〃  ） 

          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 笹原 敏文 

都市計画課計画係 塚本 真敏 

 

４．議 事   

【諮問事項】 

諮問第２号 帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」第１回見直しについて

（北海道決定） 

諮問第３号 帯広圏都市計画区域区分の第６回定時見直しについて（北海道決定） 

諮問第４号 白地地域における建築形態規制の変更について（北海道決定） 

 

【協議事項】 

協議第４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） 

   協議第５号 帯広圏都市計画下水道の変更案について（幕別町決定） 

   協議第６号 帯広圏都市計画特別工業地区の変更案について（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２２年度第２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、土谷委員、平川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のでご報告申し上げます。 

初めに、斉藤会長よりご挨拶を頂きます。 

 

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２２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、諮問事項といたしまして、帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保

全の方針」第１回定時見直しと帯広圏都市計画区域区分の第６回定時見直し、さ

らには白地地域における建築形態規制の変更について３つの案件がございます。

こちらの案件につきましては、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っています。さらに、協議
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事項といたしまして、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、さらには帯広圏都市計画特別工業地区の変更についての３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。 

 
 

本日の審議会におきましては、まず諮問事項として、北海道決定となります 

○帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」第１回見直しについて 

○帯広圏都市計画区域区域区分の第６回定時見直しについて 

○白地地域における建築形態規制の変更について 

以上、３つの案件について諮問させていただきます。 

次に協議事項として、幕別町決定となります 

○帯広圏都市計画用途地域の変更案について 

○帯広圏都市計画下水道の変更案について 

○帯広圏都市計画特別工業地区の変更案について 

以上、３つの案件について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。どうぞ宜しくお願いいたしま 

す。 

 

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

げます。 

それでは、次に議事に入らせていただきます。 

議事の進行につきまして、斉藤会長よろしくお願い致します。 

 

斉藤会長   それでは、議事に入ります。諮問第２号帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び

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 22 年度第２回幕

別町都市計画審議会にご出席を賜りまして、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や、それぞれの地域におかれ

まして、町政全般に渡りましてご理解とご協力、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、春先は天候に恵まれない日が多かったこともありまして、農作物に生育

の遅れが目立っておりましたが、６月に入り、特に後半以降はそれまでとは対照

的な好天に恵まれ、ほぼ例年並みに回復するなど生育が順調に進んでいると聞き

安堵しているところであります。 

一方で、４月より宮崎県南部を中心として感染が広がっていた口蹄疫につきま

しては、ワクチン接種や殺処分など懸命な防疫対策によりまして、５月 18 日に発

表した非常事態宣言も、本日の午前零時をもって全面解除の発表を聞きホッと一

安心しているところであります。本町におきましても、役場庁舎などに消毒マッ

トを設置し、消毒の励行を行っているほか、消石灰や消毒薬の無料配布を行うな

ど、町ぐるみで防疫対策を行っているところでありました。 

最終的な終息宣言までは、まだ一ヶ月を要するとのことでありますが、今後の

状況を見ながら、本町としての対策も対応してまいりたいと考えているところで

あります。 
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保全の方針」第１回見直しについて事務局から説明をお願いします。 

 

笹原係長    諮問第２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

しについての説明をさせていただきます。 

前回の審議会の際には、素案についてご協議いただきましたが、本日は、来月上

旬に北海道へ申し出を行います原案についての諮問をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

まず、この「整備、開発及び保全の方針」につきましては、略して「整・開・保」

と呼ばれておりまして、都市計画法第６条の２の規定に基づき、北海道が決定する

こととなっている方針であります。帯広圏では、「帯広圏都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」として平成１６年４月６日北海道告示第３９０号にて当初決定

を行いまして、帯広圏の全ての都市計画について、この「整・開・保」に沿って今

日まで進めてまいりました。当初の「整・開・保」では、平成２２年を目標年とし

ておりましたが、今回の見直しでは平成３２年に変更し、方針の見直しを行うとい

うものであります。 

それでは、別紙資料の「整備・開発及び保全の方針新旧対照表」をご覧ください。 

まず最初に、こちらの資料の見方についてご説明させていただきます。３列表示

となっておりますが、右側が当初決定した現行の内容であります。次に、真ん中の

記載につきましては、前回の審議会におきまして素案としてご協議いただいた内容

であります。最後に、左側の記載につきましては、北海道へ申し出を行う予定とな

っております原案でありまして、本日、主にご説明させていただく内容となります。 

次に、真ん中の素案の文中に下線が引いてある箇所がございますが、こちらは素

案作成段階で現行の文章を訂正した箇所でありまして、前回もこのように表記しご

協議いただいております。また、同様に素案の文中に下線が引いてある箇所の文字

上に取り消し線が引いてある箇所がございますが、こちらは今回の原案作成段階に

おいて訂正や削除となった箇所を示しているものあります。 

次に、左側の原案の文中に黒文字で下線が引いてある箇所がございますが、こち

らは先ほどの素案作成段階で現行の文章を訂正した箇所で同じ文章のままである

部分であります。次に、赤文字で下線が引いてある箇所がございますが、こちらは

素案の文章を今回の原案作成段階において更に訂正した箇所でございます。 

このような表記方法によりまして、全３２ページに渡り記載をしておりますが、

原案作成段階での訂正につきましては、その主な内容は文章表現や文言の整理とい

った内容となっております。特に、前半部分にあります土地利用に関する記載につ

いて訂正箇所が多く見られますが、主旨といたしましては素案と大きく異なるもの

ではないことをご理解のうえご覧いただきたいと思います。 

以上を踏まえまして、説明をお聞きいただきたいと思いますが、ボリュームが非
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常に大きいことから、本町に関わる部分ですとか特に説明が必要と思われる部分を

中心に説明させていただきますので、この点につきましてもご理解いただきたいと

思います。  

それでは１ページから、こちらは「都市計画の目標」についての記載であります

が、基本的事項として目標年を平成３２年として策定することが記載されておりま

す。 

２ページをご覧ください。こちらは、「都市づくりの基本理念」についての記述

でございますが、主な変更箇所といたしまして、中段に赤字で「原則」と記載して

おります。素案におきましては、単に「市街地の拡大を抑制し・・・」との表現で

ありましたものを「原則市街地の拡大を抑制し・・・」と表現を改めたものであり

ます。 

３ページをご覧ください。幕別町に関する基本理念の記載でございますが、平成

１９年度に策定いたしました第５期幕別町総合計画に基づいた文言に変更してお

ります。 

４ページをご覧ください。ここからは、「区域区分の決定の有無及び区域区分を

定める際の方針」についての記載であります。中段に「区域区分の方針」とありま

して、目標年におけるおおむねの人口が記載されております。これによりますと、

平成３２年における帯広圏の将来人口を、都市計画区域内人口が２３万４千人、そ

の内、市街化区域内人口が２２万６千人とそれぞれ想定したものであります。 

５ページをご覧ください。「産業の規模」についての記載でありますが、工業出

荷額におきましては帯広圏として約４百億円増加するものと想定しており、卸小売

販売額は１千億円以上減少するものと想定しております。 

以上の、人口及び産業規模の推計に関わる詳細につきましては、別紙資料の「人

口・工業・商業における各計画フレーム概要」に基づきまして、後ほどご説明させ

ていただきます。 

６ページをご覧ください。ここからは、「主要な都市計画の決定の方針」につい

ての記載であります。最初に「土地利用に関する方針」でありますが、①の住宅地、

７ページにあります②の商業業務地、９ページにあります③の工業・流通業務地と、

「主要用途の配置の方針」を詳しく記載しております。 

９ページをご覧いただきたいのですが、「工業・流通業務地」におきまして、下

段の方に赤書きで「幕別町の主要幹線道路沿道については、地域資源を活用した工

業系業務施設の立地動向や必要性を見極めながら、周辺環境に配慮した適切な土地

利用を図る。」と言う文章を新たに書き加えております。これにつきましては、１

２ページをご覧いただきたいのですが、素案の中で「（５）市街化調整区域の土地

利用の方針」におきまして、中段に「農用地区域として定められたものについては、
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『農業上の利用を図るべき土地』として、原則市街化区域の拡大の対象とはしな

い。」と言う文章のうち、原則の文字が削除されておりまして原案では単に「市街

化区域の拡大の対象とはしない。」と言う表現に変更されております。これにつき

ましては、前回の審議会の後に北海道と協議をいたしましたところ、この部分に「原

則」の文字を入れた場合、帯広圏全体に関わることとなりますことから、幕別町の

みを対象とする文章に改めるべきとの見解が示されましたことと、帯広圏と同様に

「整・開・保」の見直し作業を進めている区域区分を定める全道の圏域におきまし

ても、これまでの「整・開・保」の策定経過などを踏まえまして、「農振農用地は、

市街化区域の拡大の対象とはしない。」とする文章で統一するとの説明がありまし

たことから、「原則」を削除することとなったものであります。 

この「原則」が削除されたことに代わりまして、冒頭の２ページに戻りますが「都

市づくりの基本理念」の中で、「市街地の拡大を抑制し・・・」の前に「原則」と

言う文字を追加いたしまして、更に、９ページに戻りますが幕別町のみを対象とす

る文章として主要幹線道路沿道に係ります将来の土地利用についてこの部分に書

き加えさせていただいた、と言うものであります。 

１０ページをご覧ください。「（２）市街地における建築物の密度の構成に関する

方針」についての記載であります。専用住宅地におきましては、良好な住環境を保

全し、ゆとりと潤いある低密度の土地利用を図っていくものであります。 

１１ページをご覧ください。「③居住環境の改善又は維持に関する方針」につい

て、土地区画整理事業などによる計画的な宅地開発が行われた低層住宅地などを、

良好な居住環境を維持すべき地区として位置付け、閑静で落ち着きある住宅市街地

が形成されるよう、この環境を維持、保全するとしたものであります。 

１２ページをご覧ください。「（５）の市街化調整区域の土地利用の方針」につき

ましては、先ほどの説明させていただいたとおり、素案の中で表記されていた「原

則」を、原案では削除したものであります。 

１５ページをご覧ください。「都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の

方針」についての記載であります。最初に交通施設についての記載でありますが、

帯広圏総合都市交通マスタープランを踏まえたものとなっておりまして、既存の道

路の有効活用により、都市交通のニーズの多様化への対応、環境への配慮をしてい

くという内容となっております。 

１６ページをご覧ください。「整備水準の目標」についてでありますが、下段の

表の中の幹線街路網密度の平成１７年の数字につきましては、素案では市街化区域

内の既決定済みの街路延長を対象としておりましたが、原案では既決定済みの街路

のうち改良済み延長を対象としておりますことから変更となったものであります。

次に、同じく幹線街路網密度の平成３２年の数字につきましては、原案において区
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画街路を対象から外したことによりまして変更となったものであります。 

１７ページをご覧ください。「主要な施設の配置の方針」の中で中段くらいに「さ

らに、圏域環状線道路として札内新道の延伸計画の検討を進め、圏域内交通機能の

向上を図る。」とありますが、これは、昨年より十勝総合振興局と札内新道延伸検

討協議会を立ち上げ、問題点の洗い出しや課題の整理などを進めているところであ

りまして、圏域環状線としての機能を有する札内新道について、みずほ通以東の検

討を今後とも進めてまいりたいと考えておりますことから、記載しているものであ

ります。 

若干飛びまして、２０ページからは下水道及び河川についての記述となっており

ますが、主に文言を整理しているのみでありまして、本町に関わる部分についても

大きな変更はないものであります。 

更に飛びまして、２６ページからは公園・緑地についての記述であります。「緑

の基本計画」に基づきまして、公園緑地にはレクリエーションの場としての機能、

災害時の避難場所としての機能、火災が起きた時の延焼防止の機能など多様な役割

がありますことから、今後も整備・保全に努めていくという内容でございます。 

３０ページと３１ページには、「公園緑地等の整備目標及び配置方針」が記載さ

れておりますが、一部数字の整理の関係で変更となっている箇所がございます。具

体的には、帯広の森（１２．６ha）が素案の中では広域公園に含めておりましたが、

原案では総合公園に含めて表記しております。このため、広域公園及び総合公園の

数字が、素案・原案で増減しております。この他、音更町に関わります十勝川水系

河川緑地（７．６ha）が素案の中では運動公園に含めておりましたが、原案ではそ

の他の公園緑地等に含めて表記しております。このため、運動公園及びその他の公

園緑地の数字が素案・原案で増減しております。 

最後に、今後のスケジュールについてご説明いたします。 

本日答申をいただけましたなら、８月２日に北海道に案の申し出を行います。そ

の後、北海道でパブリックコメントを行いまして、案に対する意見の公述希望者が

おりましたら９月９日に公聴会を開催いたします。１０月に北海道都市計画審議会

の協議を経た後、北海道と関係機関が事前協議行いまして、計画案の縦覧を来年の

１月８日から１月２１日までの２週間行います。その後、２月上旬に改めて北海道

都市計画審議会で諮問を行い、答申を得られましたなら、３月末頃に北海道が決定

告示を行う流れとなっております。 

以上で、「整備・開発及び保全の方針新旧対照表」の説明を終わらせていただい

て、次に、別紙資料「人口・工業・商業における各計画フレーム概要」の説明に移

らせていただきます。 

（資料により説明） 
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以上で、諮問第２号の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します。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、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。 

 

藤原委員  はい。原則という言葉使い再度説明してほしい。さきほどの説明だけだと、結局、

頭の原則がなくなったので農地の見直しはないということなんですか。 

 

田井課長  素案を提出いたしまして、その後北海道と協議を行ったわけですけど、前回にも少

しご説明させていただいたのですが、札内新道沿いの土地利用ですね。その関係で

ですね、過去に商業施設の立地ということでの道との協議に入ろうとした経過があ

りましたが、門前払いにされた経過もありまして、今回、帯広圏として原則を入れ

たいということで協議を申し上げたわけであります。北海道の方針といたしまして

は、先ほど係長からも説明がありましたように、各圏域あいまいな部分を残さない

ということが一つと、あの部分に原則を入れてしまうと、逆に他の町もできちゃう

ということになってしまうと。芽室にしても帯広にしても音更にしても出来る形に

なると。それで、町として望むということになればという協議になったわけですけ

ど、さきほどフレーム論の説明もしましたけど、今後は人口フレームが拡大するこ

とはちょっとありえないので、住宅地を拡大していく市街化区域と言うのはありえ

ないのではないかと。今後、拡大していく可能性があるとすれば、工業系の土地利

用が拡大していくことになるだろうと。そうした中で、９ページですか、下段の方

に幕別町の主要幹線道路沿い、沿道については、地域資源を活用した工業系の業務

施設の立地動向の必要性を見極めながら、適切な土地利用を図るということでの開

発の含みを残したということでお考えいただければと思います。ただ、あくまでも

工業系の土地利用にしても待ち受けの工業団地といいますか、具体的な企業が入ら

ない中で、今まで町が造成してできた工業団地の形式はフレーム論から言っても取

れないんですけれども、個々具体的な協議の中で地域資源を活用ということですの

で、幕別町の基幹産業であります農業に関連した企業だとか、あるいはそこで取れ

る砂利ですとか。まぁ中々公共事業が伸びていないので難しいところもあるかと思

いますが、そういった地下資源とかですね、その場所に立地する特異性の説明がつ

くものがあれば、可能であろうかなと。あと、工業出荷額に関らない業種、例えば

通信業だとか。そういったものも、その場所でなければならない理由の整理がつけ

ば可能ではないかということでの、北海道との協議の中で、原則を抜いた代わりに

９ページの部分でですね、こういう形に付け加えさせていただいた経過でございま
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す。 

 

藤原委員  結局、住宅系の宅地造成は幕別町では認めない。工業の土地はお前たちの町は増え

ないんだからそれも駄目だと、今日我々が認めた形で都市計審議会として進んでい

くということは、将来遺恨を残すような気がせんでもないね。このメンバーでこん

な重要なことを決定しましたということで、その辺もう少し説明ほしいですね。 

 

田井課長   整開保につきましては、あくまでも北海道が決定するものでございます。案の提

出について、地元の圏域で作ってきなさいというのが今回のものであります。どう

しても北海道が決定するものでありますから、北海道の都市計画審議会に諮ってで

すね、国が定める都市計画の運用の中でいきますと、地元の圏域でたたき台を作り

なさいと。それを北海道が北海道の都市計画審議会に諮って決定するんですよとい

うのが、法的手続きの中身でございます。その段階で北海道都市計画審議会に諮っ

た中で、予備審の段階でいいだろうということになると、今度各町村に意見照会と

いうことでまた出てまいります。またその際に幕別の都市計画審議会として意見を

述べるという場面もありますけれども。あくまでも北海道が決定するものですから、

結局、内容に対して意見し変えていっても、結局は変えられてしまうそういう部分

もございますので、幕別町の思いというのを道の担当者に伝えた中で今回の原案と

いう形をとらせていただきましたし、協議メモもしっかり取り交わした中での修正

となっておりますので、その辺ご理解いただければと思います。 

 

高橋部長  若干今の説明補足させていただきますけども、藤原委員がおっしゃられるのは、整

開保は別にして、担当から説明しました各人口・商業・工業のフレームの持ち方の考

え方のどうなのかということで、現在は住居系で行くと人口が減少する中で土地利用

が広げられるか広げられないかという問題がある。商業の場合は小売業の販売推計に

応じた面積が足りるのか足りないのか、工業出荷額に基づいたものが工業用地という

ことになるわけでございますが、現状としては、幕別では都市計画区域内は若干増加

しているわけですが、帯広圏として全体で人口が減っているので幕別としては今広げ

ることはできないというのが住居系ですね。商業につきましても小売業は幕別は伸び

ているので拡大できそうですが、圏域として見ると下がっているので拡大できないと。

で、工業につきましては、寂しいかな幕別町ではいろいろ要因があるかとは思います

が、工業出荷額が落ちているという意味では、現段階の工業用地の中でこれから進出

してくる企業も足りるだろうというのがフレームの考え方なんですね。今整開保の説

明をさせていただいたのは、２ページ目ですか、「原則市街地を抑制し」ということ

は、逆を言えば、広げられる余韻を残しましょうというのが「原則」の意味です。「抑
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制し」としてしまえば、広げることはできないです。ただし「原則」が入ることによ

って広げられる余地を残しておきましょうという中身でございまして、先ほど課長が

いいましたように、９ページの工業の部分で進出できる企業があった場合については、

「原則」があるから逆に工業地としても広げられるんですよという意味でご理解いた

だければと思うんですけれども、ちょっと難しいところなんですが。原則がないと広

げられないことになります。原則があるから、札内新道の沿線や国道３８号線沿いに

どこかの企業が進出したいとなった時に、中身によっていろいろ制約はありますが、

広げられる余地はありますよということになります。 

 

吉川委員  一つよろしいでしょうか。今の説明で話としては、推計値に基づいてこういうこと

でフレームを決めたということで、３２年までのフレームはこうしますよという説明

はある程度わかったのですが、もう一つ突っ込んでですね、そういう数字になった理

由をですね、本当はもうちょっと中身を詰めて、今後の町の振興策ですとか、人口が

今増えてる、それじゃあこれをもっと増やす方法はないのか。あるいは工業が減って

いる、じゃあなんで減っているのか、行政としてなにか対応することはないのかとか、

その辺のことをもうちょっと詰めて、できれば町のいろんな方針に反映させていって

もらいたいなという希望を意見として述べさせてもらいます。 

 

高橋部長  今言われましたことについては、先ほどの工業系の土地利用の内容ですけれども、

国道３８号あるいは札内新道の沿道については、どうしても将来的には工業系にした

いんだというのが前回の整開保の中身でして、その後、進出する企業の照会がありま

して、調整してきたという経過もあるのですが、現実としては誘致には至らなかった

のですが、幕別町としては上位計画であります第５期総合計画という形のものが同じ

文言の中で土地利用を新たにしていこうという方針を持っています。それで、その５

期計画に基づいて都市計画としてのプランを立てていくというのが今回の整開保で

あります。それとも整合性を取った中で町づくりを進めていかなくてはいけないとい

うのが、都市計画法上の制約でありますので、合わせて同じような計画を盛り込んで

いかなくてはいけないと思っております。先ほど吉川委員が言われる、町づくりの観

点から人口ですとか、商業あるいは工業の問題を解決していかなきゃならないのはい

ろんな政策の中で進めていかなくてはいけないということで重々承知しながら進め

ているわけでありますが、都市計画の問題としてはこういう形で町の計画と合わせた

計画を持ってプランを持って行こうと。これも町づくりの一つなのかなと思っており

ます。 

 

斉藤会長  幕別町のマスタープランという決定しているのがありますが、帯広圏都市計画区域
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の今の諮問事項ですけれども、そちらのマスタープランと反する部分とか出てきた場

合はマスタープランはマスタープランで、並行して進んでいくんですか。 

 

田井会長  幕別町の都市計画マスタープランですね。につきましては、上位計画として北海道

が定める整開保とですね、幕別町が定める総合計画に則して、見直しをしていきなさ

いというのが見直しの方向性であります。今後におきまして、都市計画のマスタープ

ランにつきましても、見直しの検討も進めていかなければならないと考えております。 

 

斉藤会長  他にご質問ございませんでしょうか。・・・ないようですので、それでは諮問第２

号帯広圏都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」第１回見直しについては、諮

問案を適当と認め答申することでよろしいでしょうか。 

 

            （異議なし） 

 

      意義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号帯広圏都市計画区域区域区分の第６回定時見直し（北海道

決定）について事務局から説明をお願いします。 

 

笹原係長  諮問第３号、帯広圏都市計画区域区域区分の第６回定時見直しについて（北海道決

定）について、ご説明させていただきます。 

議案の２ページをご覧ください。幕別町では、帯広市、音更町、芽室町とともに、

１つの圏域として都市計画法第７条に基づいた区域区分を定めております。 

現在の区域区分は、平成２２年度までの各種推計に基づいて定められたものであ

ること、また、「整・開・保」に即していることが必要でありますことから、先ほ

ど答申をいただきました「整・開・保」の見直しに併せて区域区分の見直しも同時

に行うこととしております。 

今回行います定時見直しは、都市計画基礎調査に基づきまして、将来の市街地に

配置すべき人口や産業等を適切に収用できる市街地の規模を検証するものであり

ます。 

帯広圏の区域区分の見直しは、昭和４５年に当初決定して以来、概ね７年ごとに

見直しを行っておりまして、今回が第６回の見直しとなります。 

それでは、今回の見直しについて具体的な説明をさせていただきます。３ページ

と４ページをご覧ください。青色の実線で囲まれた区域が、今回の定時見直しによ

り区域区分の変更予定箇所でありまして、前回ご協議いただいた内容と同じもので

あります。 
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最初に３ページは、桜町地区であります。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の細長い土地となっています。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、面積は約０．３ｈａであります。隣接地と同様、今

後も採草地としての土地利用を維持するとして地権者からの申し出がありました

ことによりまして、市街化区域から市街化調整区域に変更するものであります。 

次に４ページは、旭町北地区であります。こちらも、現在、農地としての土地利

用がされている場所でありまして、面積は約５．８ｈａであります。将来的にも現

在の農地としての土地利用を継続していきたいという地権者からの申し出があり

ましたことによりまして、市街化区域から市街化調整区域へ変更するものでありま

す。 

最後にスケジュールについてでありますが、諮問第２号でご説明した「整・開・

保」と基本的には同じ流れで進むこととなりますが、本日答申をいただけましたな

ら、８月２日に北海道に案の申し出を行い、こちらはパブリックコメントは行わな

いこととなっております。また、公聴会につきましては、公述希望者がおりました

ら、「整・開・保」と併せて９月９日に行うこととなっております。そして、１０

月に北海道都市計画審議会の協議を経た後、北海道と関係機関が事前協議を行いま

して、計画案の縦覧を来年の１月８日から１月２１日までの２週間行います。その

後、２月上旬に改めて北海道都市計画審議会で諮問を行い、答申を得られましたな

ら、３月末頃に北海道が決定告示を行う流れとなっております。 

以上で、諮問第３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

程お願いします。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、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号帯広圏都市計画区域区域区分の第６回定時見直し（北海道

決定）については、諮問案を適当と認め答申することでよろしいでしょうか。 

 

            （異議なし） 

 

      意義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号白地地域における建築形態規制の変更について事務局から

説明をお願いします。 

 

笹原係長  はい、それでは諮問第４号白地地域における建築形態規制の変更についてご説明い
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たします。 

議案の５ページ、６ページをご覧ください。諮問第３号で説明させていただきま

した、桜町地区、旭町北地区の区域区分の変更に伴いまして、市街化調整区域の面

積が増えることになりますので、それに基づいた変更となります。 

桜町地区の面積が約０．３ｈａ、旭町北地区の面積が約５．８ｈａ増えるもので

ございます。資料のおきましては、表記上、小数点以下を四捨五入して整数で記載

することになっておりますので、合わせて約６ｈａを変更いたします。今回の変更

につきましては、面積の変更のみでございまして、容積率、建ぺい率など規制の内

容に変更はございません。 

次に７ページをご覧いただきたいのですが、このページは変更前を示しておりま

すが、市街化区域のほぼ全体を幕－１地区としておりまして、一部幕別市街の穴抜

けの地区として幕－２地区の二地区がありました。 

次ぎに８ページをご覧いただきたいのですが、今回の変更によりまして右側の旭

町北地区が市街化調整区域（白地）になりますことから、分断されておりました幕

－１地区の幕－２地区が地続きとなりますことから、変更後は幕－２地区を幕－１

地区に統合いたしまして、市街化調整区域全体を幕－１地区と表記することといた

しました。 

６ページに戻りますが、全体の増減面積としては、桜町地区と旭町北地区合わせ

て約６ｈａの変更になるのですが、幕－２地区につきましては、幕－１地区に統合

されますので、今まで９ｈａだったものを０にいたします。そして、幕－１地区は

統合した幕－２地区分９ｈａと区域区分の変更に伴う６ｈａを合わせて、１５ｈａ

が幕－１地区の面積が増えるとするものであります。 

最後にスケジュールでありますが、本日答申をいただけましたなら、来月初めに

北海道へ案の申し出を行い、北海道の都市計画審議会を経まして、「整・開・保」

や区域区分の変更と同様に来年３月末頃に北海道が決定告示を行うことになりま

す。 

以上で、諮問第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

程お願いします。 

 

斉藤会長  ただ今事務局から説明のありました、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４号白地地域における建築形態規制の変更については、諮問案

を適当と認め答申することでよろしいでしょうか。 

 

            （異議なし） 



13 

 

      意義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。 

 

      それでは、ここで休憩を取りたいと思います。一時中断いたします。 

 

            （休憩） 

 

斉藤会長  それでは、開催いたします。協議事項に入ります。協議第４号から協議第６号まで

一括して事務局より説明をお願いします。 

 

笹原係長  はい、それでは協議第４号帯広圏都市計画用途地域の変更について、協議第５号帯

広圏都市計画下水道の変更について、協議第６号帯広圏都市計画特別工業地区の変更

について、一括してご説明いたします。これらの都市計画の変更は諮問第３号で答申

いただきました、区域区分の変更に伴いまして、市街化区域の面積が縮小いたします

ことから、併せて各計画の区域を縮小するものであります。すべて幕別町が決定する

案件でありまして、今後変更の手続きを進めるために、北海道と協議を行いまして、

改めてご審議いただくことになります。初めに用途地域についてご説明いたします。

用途地域は全部で１２種類ありまして、住居系７種類、商業系２種類、工業系３種類

となっています。幕別町では、そのうち工業系の「工業専用地域」を除く１１種類の

用途地域を決定し、土地の合理的な利用を誘導しているところであります。用途地域

では種類によって建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さなどに制限を設けておりま

す。先ほどご説明させていただきました、区域区分の変更で市街化区域から市街化調

整区域に変更する、２地区に設定している用途地域を解除するのが今回の変更の内容

であります。 

 議案の１０ページをご覧ください。まず、桜町地区について、約０．３ｈａを市

街化調整区域に変更するわけですが、現在は市街化区域で第２種中高層住居専用地

域となっております。この用途は「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を

保護するため定められた地域」でありまして、建ぺい率は６０％、容積率は２００％

となっております。幕別町では現在第２種中高層住居専用地域の面積が約１８６ｈ

ａありまして、そこから０．３ｈａ縮小するのですが、資料におきましては表記上

１０ｈａ以上の面積については整数で表記することとなっておりますので、変更前

と変更後が１８６ｈａと変わらない数字になっております。 

 次に旭町北地区でありますが、こちらは工業地域になっておりまして、「主として

工業の利便を増進するため定められた地域」と定義されております。建ぺい率は６

０％、容積率は２００％となっております。工業地域につきましては、幕別町全体
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で約１６８ｈａありまして、今回、約５．８ｈａを縮小するのですが、先ほどの桜

町地区と同様に資料におきましては表記上整数での表記をすることになりますこと

から、約６ｈａを縮小しますので１６２ｈａが変更後の工業地域の面積となります。 

 これらの地区は市街化調整区域いわゆる白地に変更になりますので、先ほど諮問

第４号でご説明いたしましたが、建ぺい率は５０％、容積率は８０％となります。

また建築物については、基本的に建築できない地区となっておりまして、農業用の

施設であったり農家さんの住宅等の法に定められた建物しか建てることはできなく

なると言うものであります。 

 

 続きまして、協議第５号ついてご説明いたします。 

 議案の１４ページ、１５ページをご覧ください。都市計画下水道の変更でありま

すが、幕別町には札内公共下水道と幕別公共下水道の２つの下水道区域がございま

す。それぞれの区域は市街化区域と同じ区域で設定することとなっておりますこと

から、今回の変更では、札内公共下水道の区域約５３３ｈａのうち、約０．３ｈａ

を桜町地区の区域区分の変更に伴い縮小し、同じく、幕別公共下水道の区域約２５

７ｈａのうち、約５．８ｈａを旭町北地区の変更に伴い、それぞれ縮小するもので

あります。なお、用途地域と同じく整数で表記することとされていますことから、

資料におきましては札内公共下水道の排水区域を０ｈａ縮小して面積変わらず約５

３３ｈａに変更するものであります。幕別公共下水道の排水区域については、５，

８ｈａを切り上げて約６ｈａを縮小いたしますので、２５７ｈａから２５１ｈａに

変更するものであります。 

 

 最後に協議第６号帯広圏都市計画特別工業地区の変更についてご説明いたします。 

 特別工業地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわし

い土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指

定を補完して定める特別用途地区の一つです。 

議案の１８ページをご覧ください。表の中の備考欄に主な規制建築物とあり、（１）

から（７）までございますが、ここに記載されている用途の建物は特別工業地区の

中では建築ができないこととなっております。これは、工業に特化した工業地とし

ての増進を図るために住宅等や図書館、パチンコ屋といった工業を誘致すべき土地

にふさわしくない建築物の規制を行い、近隣の住宅地に影響が出るであろう危険物

等を取り扱う工場などの規制をしているものであります。 

 幕別町におきましては、特別工業地区は、札内地区のリバーサイド幕別工業団地、

千住地区の札内東工業団地、幕別地区の明野工業団地の３個所がございます。面積

は合計で約１１９ｈａあります。 
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 今回、諮問第２号、協議第４号でご説明したとおり、幕別地区の明野工業団地の

一部である旭町北地区が市街化調整区域に変更され、同時に用途地域を解除いたし

ます。特別工業地区は用途地域を補完するという性格でありますことから、用途地

域がない場所には設定することができませんので、用途地域の変更に併せまして、

約５．８ｈａ縮小し、約１１３ｈａに区域を縮小するものであります。 

 最後に協議事項第４号から６号に係る計画変更のスケジュールについてご説明い

たします。 

 議案の２１ページをご覧ください。本日７月２７日皆さんにご審議いただきまし

て、８月２日に北海道都市計画課に対し事前協議を行います。その後北海道と内容

について協議を重ね、計画案の縦覧を２週間行います。これが来年の１月８日から

１月２１日までとなります。そして、２月上旬に改めて幕別町都市計画審議会でご

審議いただき、答申を得られましたなら、北海道知事の同意を得て３月末頃に幕別

町が決定告示を行う流れとなっております。このスケジュールは協議事項でご説明

した３つの計画変更全て同じ流れで進むこととなります。 

 以上で、協議第４号から協議第６号まで一括し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   ただいま、説明のあった協議第４号から第６号までに対してご意見、ご質問はご

ざいますでしょうか。・・・ないようですので、これで協議事項は終わります。 

       次に、その他に移ります。事務局から何かございますか。 

 

田井課長   それでは、私の方から次回の都市計画審議会の日程についてご説明させていただ

きたいと思います。前回の都市計画審議会におきまして、予備審議の形で協議をさ

せていただきました、幕別町が決定する都市計画の変更、車線数の決定であります

が、その本審査を諮問答申という形を取らせていただきますけれども、その審議会

を９月の初旬に行いたいと思います。幕別町が決定する都市計画道路につきまして

は、北海道が決定する都市計画道路の決定スケジュールに併せまして、案の縦覧を

８月６日から２０日に行いまして、９月の初旬に本審査を行っていただき、１０月

中旬の決定に向けて作業を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

 

斉藤会長   ここまでのお話で委員の皆さんからの意見・提案等はありませんでしょう

か。・・・それでは意見提案等も無いようでしたら、本日の議事終了致します。 

 


