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平成23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23年12月５日（月） 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） 

中橋 友子         （  〃  ） 

杉坂 達男         （農業委員会会長） 

吉川 民之輔        （公募による者） 

平川 康蔵     (    〃  ) 

小林 美裕         （  〃  ） 

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   報告第１号 委員の変更について 

協議第３号 幕別町都市計画マスタープランの見直しについて 

協議第４号 幕別町緑の基本計画の見直しについて 

 

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。 

それでは只今より平成２３年度第３回幕別町都市計画審議会を開催いたします。 

会議に先立ちまして、本審議会の委員になられる、杉坂委員に委嘱状を交付いたし 

 ます。 

 

岡田町長    委嘱状、杉坂達男様。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。平成23年７月28日

幕別町長岡田和夫。宜しくお願いします。 

 

髙橋部長    始めに斉藤会長よりご挨拶頂きます。 

 

斉藤会長    開会にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。 

              本日は、平成２３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、みな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、報告事項といたしまして、佐伯委員に変わりまして、先ほど委嘱状が交

付されました杉坂委員が本審議会の委員となりましたので、後ほどご挨拶頂きたいと

思います。また、協議事項といたしまして、第１回、第２回で議論してまいりました、

「幕別町都市計画マスタープランの見直し」についてさらに議論を深めたいと思いま

す。さらに「幕別町緑の基本計画の見直し」についても協議をいたします。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
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いたします。 

 

髙橋部長    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、一言ご挨拶をさせて頂きたいと思います。 

        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２３年度第２回幕別

町都市計画審議会にご出席賜りまして、厚くお礼を申し上げます。また、委員の皆様

には、日頃からそれぞれ小野お立場や、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、今年も残すところ、あとひと月となりましたが、今年の出来事として挙げる

とすればやはり「東日本大震災」、「福島第一原発事故」であろうと思います。この震

災と事故によって、多くの尊い命が奪われ、未だ避難所での不自由な生活を強いられ

ている方々を思うと、一刻でも早く何とか収束をし、通常の生活に戻ることができる

よう切に願うばかりであります。 

また、今回の震災では何度となく「想定外」と言う言葉が使われてきましたが、特

に、町ごと、役場ごと町外へ避難するといった通常では考えられない事態に陥ってい

る状況を見ますと、決して他人事ではなく、同じ自治体を預かる者としてこうした想

定外への対応についてどうあるべきか、そうしたことを深く考えさせられる年ともな

りました。 

この他、明るい話題としましては、本町出身の陸上選手である福島千里さんが韓国

で行なわれました世界陸上に出場し、活躍したことが挙げられます。この大会で、100

ｍと 200ｍで日本選手で初めて準決勝に進出すると言う快挙を成し遂げ、彼女の躍動

感ある走りは多くの町民や日本中に勇気と感動を与えたものと思います。来年は、ロ

ンドンオリンピックが開催されますので、北京に次いで再びオリンピックの場で活躍

して欲しい、そう期待するところであります。 

本日の審議会におきましては、報告事項が一件と、協議事項といたしまして、「幕別

町都市計画マスタープランの見直しについて」と「幕別町緑の基本計画の見直しにつ

いて」の二件となっております。 

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。 

 

髙橋部長    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。はじめに報告事項です。委員の変更について事務局か 

らの報告を求めます。 

 

塚本主査   はい。委員の変更についてご説明させていただきます。 

資料が前後してしまい申し訳ありませんが、別紙６をご覧ください。幕別町都市計

画審議会委員は、幕別町都市計画審議会条例第２条第１項の各号の規定に基づき委嘱

させていただいております。 

今回の委員の変更につきましては、第３号の幕別町農業委員会会長につきまして、

平成 23 年７月 28 日に開催されました幕別町農業委員会総会において、新たに杉坂達

男会長が選出されましたので都市計画審議委員に委嘱をさせていただいたものであり

ます。       

以上で報告を終わります。 

 

斉藤会長    只今、事務局より報告がありました。ここで新たに委員になられた杉坂委員に自己 
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紹介をお願いいたします。 

杉坂委員    只今、ご紹介ご報告いただきました忠類の杉坂達男でございます。佐伯前会長の後

を受けて農業委員会会長に就任いたしました。任期中はどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

斉藤会長    ありがとうございました。それでは今後につきましてはこのメンバーで審議会を進 

めて参りたいと思います。よろしくお願いします。  

それでは続きまして協議事項に入ります。 

協議第３号について、事務局より説明をお願いします。 

 

笹原係長    協議第３号の幕別町都市計画マスタープランの見直しについてご説明させていた

だきます。ご説明の前に、先日お送りした資料と本日お配りした資料の確認ですが、

別紙が１から６まで、それと参考資料ということでお配りしております。ご確認いた

だいて足りない方いらっしゃいましたら、申しつけてください。 

協議事項３については都市計画マスタープランの見直しでございますので、別紙の１

と２を使用して説明させていただきます。 

別紙１については、新旧対照表。別紙２については、先般行われました地域別意見交

換会での主な意見についてまとめたものとなっております。 

初に順番が前後いたしますが、別紙２の主なついてご説明させていただきたいと思

います。 

意見交換会自体は、今年９月に幕別地域１ヶ所、札内地域３ヶ所の合計４会場で開催

してきたところでございます。合計で87名の方に参加いただいたところであります。ど

の会場でもだいたい１時間半から２時間の時間で開催されたところでございます。 

その中で多くの意見をいただきましたけれども、主なものを掲載しております。まち

づくりですとか、都市づくりについてが多く意見をいただいた部分でありました。財源

の確保ですとか、離農が相次いでいるという、市街化調整区域ですけれども、そうした

農業と都市計画に関するご意見ですとか、札内地域ではこれ以上市街化区域を拡大しな

い方がいいのではないかというご意見もございました。 

日常生活の利便性につきましては、幕別地域でありましたけれども、やはり商業施設

が近くにない。そうしたことから買い物弱者が発生しているといったご意見がございま

した。 

３番目に安全・安心についてでありまして、これは主に大雨の浸水被害が心配という

ことがありまして、主に札内南地域で過去に浸水被害を経験したことから防災について

の意見が出たものと思われます。 

裏面に行きまして、道路につきましてはこれまでも課題でもありましたが、国道38

号線のバイパス計画や札内新道の延伸計画の話題が出ておりました。またアンケート調

査結果でも表れておりましたが、高齢化が進んで除雪が大変である。除雪のあり方につ

いてといった意見が出されていました。 

この他、街路樹ですとか自然環境ですとか、まちづくりに関する議論の場のあり方に

ついて何がしかの形であったほうがいいのではないかというご意見や、役場庁舎の建て

替え絡んだご意見がありました。以上が別紙２についての意見交換会での主な意見の説

明とさせていただきます。 

では、別紙１に戻りまして、幕別町都市計画マスタープラン見直し案の新旧対照表に

ついて説明したいと思います。こちらにつきましては、これまでに２回説明させていた

だきまして、その案を持ちまして、意見交換会や庁内策定委員会でのご指摘を踏まえま

して、一部内容を変更したものであります。今回全部で68ページになっておりますけれ

ども、その中で修正個所が40ヶ所ほどあります。真ん中の見直し案の中に赤字で書かれ

ているものにつきましては、現在のマスタープランからの修正個所です。青字で書かれ

ている部分が今回の修正個所となっております。前回からの変更箇所です。また変更理

由の中には、今回の変更理由について若干コメントを記入しているものとなっておりま

す。 

それでは 初の１ページ目から順番に説明したいと思います。１ページ目につきまし
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ては、前回の審議会でご意見いただきました、わかりやすい表現と言うことで、前回ま

ではインフラストックという表現をしておりましたけれども、今回の案の中では、道路

や公園などの社会基盤施設と改めております。 

少し飛びまして、10ページ、11ページでございます。こちらにつきましては、さきほ

どご説明した地域別意見交換会の開催状況にについて載せております。11ページ下段は

こちらも表現の変更でありますけれども、都市基盤整備を施設整備、インフラストック

を既存にある道路や公園などの社会基盤施設と改めております。１ページめくりまして、

13ページも下段で同様の表現の修正をしております。 

15ページにいきまして、中ほどの安心・安全への更なる配慮ですが、こちらも前回ま

でに表現内容についてどうなのか？というご指摘をいただいておりました。以前までは

「自然的条件から災害が発生しやすい傾向にあり、地震や記録的な集中豪雨による被害

が発生するなど、災害が多発する傾向に」となっていたものを、「過去に地震や大雨に

よる浸水被害等に遭っており、自然災害に対して備える必要が」と修正しております。 

若干飛びまして、20ページの下段にあります。既存の整備済み道路という表現があり

ますけれども、以前は既存ストックという表現だったものを検めたというものです。 

１枚めくりまして、23ページの第４章部門別方針です。こちらも変更点は青字で書い

ております。場合によっては、というところからなんですが、そのすぐ後に重複して「場

合によっては」という記載がありますが、こちらは削除をお願いします。 

こちらについては、読みあげた通りですが、既存の土地利用計画に合致した開発計画

の誘導や開発計画に合致するように都市計画制度の運用を図るなど、都市の健全な発展

と秩序ある土地利用を図ります。という表現を今回新たに加えたものでございます。こ

こにつきましては、既存の市街地の中にあります低未利用地の利活用を図るにあたって

ですね、こういった観点での考え方も図るべきだろうということで、あえて記載してい

るものでございます。 

若干飛びまして、43ページこちら、第４章地域別構想の中の第２節幕別地域の記載で

あります。こちらには、買い物弱者という表現を加えておりまして、中ほどにも「買い

物弱者が発生していることから」という表現と併せて、「これまで以上に利用しやすい

公共交通機関の整備」という表現を追加しております。 

１枚めくりまして、45ページでございます。こちらも同じく幕別地域の地域づくりの

方針でありますが、買い物弱者という表現を付け加えたりですとか、自然環境の整備方

針の中で優れた水辺環境の保全というところですが、猿別川の記載になっておりますが、

こちらは河川管理者が町ではなくて、開発建設部や北海道となっていることから、「関

係機関と連携を図りながら」という表現を付け加えています。 

50ページに行きまして、札内東地域の記載になっておりますが、交通体系の整備方針

ですが、札内南地域と連絡をしている札内南大通りについての適切な維持管理に努める

という前段にこちらも北海道が管理していますことから、関係機関と連携を図りながら

という表現を加えています。 

次のページにも千住川の記載がありますが、こちらも北海道の管理する河川ですので、

関係機関と連携を図りながらという表現を追加しています。 

56ページは札内南地域に係る記載でありますが、中ほどは先ほどの札内東地域と同じ

札内南大通りの記載を関係機関との連携という言葉を追加しているものです。下段から

次のページにかけても途別川の記載ですが、同様の修正を行っています。 

（5）の地域防災の整備方針では、こちらについては一部表現を変更しておりまして、

適切な維持管理体制の確保を図るという文言を追加しているのと、途別川について関係

機関と連携を図りながらという文言の追加をしています。 

65ページの 後の第Ⅴ章まちづくりの実現化方策ですが、65ページにつきましてはこ

ちらの表現を新たに付け加えさせていただいたものです。66～67ページは従前、行政が

担う領域と住民や団体等が担う領域の間に位置する新たな公共との関りやという文言

でしたが、庁内策定委員会の中で「新たな公共」という言葉が分かりにくいのではない

か。という意見がありまして、多様な住民ニーズから生まれる新たな公共サービスへの

対応については、民間活力の導入や事業手法の組み合わせなどによってという文言に変

更しております。 
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以上が資料の説明となります。 

 

 

斉藤会長    只今、事務局から説明がありました、協議第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。 

 

嶽山委員    ちょっとお聞きしたいのですが、 初に説明いただいた地域別意見交換会４ヶ所で

やったみたいですが、参加した人たちは何らかの方法でここで出た問題点などの周知

などは何もしないのですか。例えば、一番 初の１に公共交通機関の整備、少子高齢

化云々って書いてありますよね。こういう問題を含めていろいろな問題が出ているん

ですけれど、私が言いたいのは、これを聞きっぱなしにしたらせっかく参加した人た

ちの後付けがなくなるような気がするものですから。で、そういう意見も出ていたよ

うな気がしますので、それを聞きたいのですが。 

 

田井課長    これは主な意見と言うことで整理させていただいておりますけれども、これから作

ります冊子の中でそういう意見があったということについては、資料としては今まで

の都市マス同様、記録として皆さんに見ていただくような形は取ろうと思ってはいま

すけれども、今この段階でホームページに載せたりとかは考えておりません。 

 

嶽山委員    納得はしたんですけれども、要はせっかくこうやって開催したんだから… 

 

田井課長     報告書としてはこれよりもうちょっと詳しい形で関係各課には決裁取っておりま

す。 

 

嶽山委員    職員向けのはわかるけれども、私が言いたかったのは町民向けの何かそういったの

がないのかな。と思っての発言です。聞きっぱなしになってしまいますよね。なので

そういった後付けも必要なんじゃないのかなという質問です。 

 

田井課長    正直言って検討はしていなかったのですが、公区長にお願してこういう形で意見交

換開かせていただきましたので、公区長に対して整理したものを配布させていただく

という形を取らせてもらいたいなと思います。 

 

斉藤会長    よろしいですか。他にございませんでしょうか。 

 

小林委員    今の嶽山委員の話に関連することになると思うんですけれども、私も実は 終日の

あかしや近隣センターの時に出席させていただいて、地域の皆さんどういった感想、

考え、意見お持ちなのかな、聞き役一本という自分で思いながら参加させていただい

たんですけれども、実は私過去２回ここに出席させていただいて感じていたことなん

ですが、地域の皆さんも一緒なんだなという部分があったので発言させていただきた

いのですが、まず基本こういった説明会とか意見交換会とかは時期の問題だと思うん

ですね。一番問題なのは。今まで長い間やってきているので、急に変えろと言っても

変えられないのは百も承知なんですが、地域住民の意見をまず聞いたり説明したりす

るというのは一番 初の段階。地域の皆さんがどういった要望があるのかとか、地域

の皆さんは正直言って、マスタープランこんな立派なものではなくて、自分の住んで

いる場所で不便なところとか危険なところとか個別の案件が皆さんやっぱりワガママ

も含めて何ですが、誰でも当然のことだと思うんですよね。ところがもう行政の方で

Ａ４判一枚ワードで作るだけでも大変なのに、これだけのものを短期間に作るのはほ

んとに幕別町の職員さんってすごい能力だなと敬服するんですけれども、逆にここま

で行ってしまうと町民の方はもうバンザイですよね。ですからやっぱり初期の段階で

拾い上げて、その中には先ほど言ったようにワガママもあります。私自身もあかしや

で聞いていても、ちょっと町側からこられた皆さんに申し訳ないなと思うような、発

言された方自体が自分が何を言いたいかが、筋が通ってなかったりとか、今回のこの
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問題とは違う方向に進んでいたりとか非常にご迷惑かけた部分もあって申し訳ないな

と思うんですけれども、ただ、それも地域住民として個々の案件に対しての想いが強

くてちょっと脱線したりする部分があると思うんですよね。ですから、できるならば

というか、できるだけ早いうちにこのプログラムを変えていく方向になんとか進めて

行っていただきたいなと思います。で、その中でやはり本当に地域住民の生の声とし

て行政として今後の施策だとかに対して取り上げていかなきゃいけないだとか、この

部分は行政では気付かなかったということとか、これはやっぱり個人的なワガママだ

なとこれは受けられないよね、という部分を仕分けしつつ、こういったものに取り入

れていけるように、やっぱり行程の問題だと思うんですよね。この後、あそらくパブ

リックコメントとか予定されていると思うんですけれども、ほんとにどれだけ要約し

た形で町の方でこの資料を参加される方に用意されるかわかりませんが、少なくとも

これだけのものを要約すると言っても、そう簡単に要約できるものではないですよね。

そうなると参加した人たちも、一体この会は何なんだろう。と、何を言ったらいいん

だろう、何を聞いたらいいんだろう。という形にしかなってこないと思うので、そこ

らへん私自身も強く感じていましたし、意見交換会に出席させていただいて感じたこ

とです。ぜひ、前向きに検討ではなく推し進めていただきたいなと思います。 

 

斉藤会長    事務局の方からはよろしいですか。 

 

髙橋部長    只今、お話いただきましたこと、まず確認していただきたいのが町の計画で一番中

心となるものが町の総合計画がございます。都市計画マスタープランは総合計画に基

づいた都市計画に関する将来的にこうしていこうというのがマスタープランでして、

それであの別紙２で皆さんから出されてきたというのを列記しておりますが、この中

で皆さんが思っている意見をまず聞き取った中でそれを都市計画マスタープランの中

に活かしていけるものは文言の整理をして町の計画として持って行こうと。細かく言

いますと、ここに公営住宅を増やしてほしいですとか空地対策をどうするんですかと

か、今後のコミュニティいわゆる都市環境交通はどうするんだとかいうものについて

は、皆さんそう思っているんですけれども、それぞれの計画があります。で、都市計

画の中でそれを謳えると言うのは、どちらかと言うと裏面にあります都市計画の道路

についてはどうなんだとか、公園についてはどうなんだとか、土地利用についてはど

うするんだとか主なものになる都市計画の計画なんです。ですから今言われるように、

皆さんの意見をいただくという意味ではいろんな意見を吸収するために地域の方々に

来ていただいて懇談会をやってきているということでございまして、どちらかと言え

ば都市計画マスタープランは皆さんの意見を聞きながら作ってはいるんですけれども、

町の方にとってはマスタープランがあったとしても、ばふらっとオブラートに包んだ

大まかな言い方になっているので、個々の意見がどこに来ているんだ。というのが不

安と言うか一番見えないところなのかなというところもございますので、先ほど課長

が言いましたように、懇談会に来ていただいた方には出来た形を送付させてもらうと

か、こういう形で文言を整理したとか返していきたいとは思いますけれども、計画そ

のものはそういう認識で理解していただきたいなと思います。 

 

平川委員    このマスタープランずっと聞いたりしていたんですが、忠類地区は一つも入ってき

ていないのはどういうことですか。 

 

田井課長    基本的には都市計画区域内の方向性をどうするか。といったものが都市計画マスタ

ープランです。で、地域の活性化とかそういったもので忠類地域は住民会議もござい

ますので、忠類地域の振興策は忠類地域で考えていただいておりますので、そこにマ

スタープランの枠をはめると言うことにはならないんだろうなということでございま

して、今回は忠類地域はいれてないということでございます。 

 

平川委員    ただし書きか何かでそういうことを明確にしておかないと、なんでうちの地域は外

れるんだと言う阻害されるというかそんなことがあるかどうかわかりませんが、考慮
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する必要があるかなと思いまして。 

 

田井課長    文章の中で注意書き等、どういうふうになるか検討させてもらいますけれども、断

り書きと言いますか、まずはエリアの考え方表記させていただきたいと思います。 

 

中橋委員    確認させていただきたいんですけどね、この都市計画マスタープランは都市計画法

に基づいて、そこに関る地域の開発計画、基本的なスタンスをここできっちと計画を

持ってやっていくということですよね。同時に幕別町の都市計画のあり方ってことに

なりますと、公園をどうするとか、道路をどうするとかになれば幕別町全域ってこと

になりますよね。そういうその活用の仕方。そういうのは都市計画のマスタープラン

というよりはむしろ基本計画の中で全体の地域づくりと言うのが位置づけられて、さ

らにこの他にも公住のマスタープランですとか、いろんな計画ございますけれども、

それぞれの関る計画の中できちっと位置付けて、全体の計画に歪みが出ないような総

合的なものに作り上げられるんだろうというふうに思うんですよね。都市マスの中の

位置づけというのが、私も今回初めてなので法から紐解きながら、この計画がゆるぎ

ないものと言いますか、町の発展に本当に寄与できるものにならなきゃいけないなと

思いながら見ていたんですけどね、そういった位置づけと言いますか、この意見を見

ても住民の方にどの程度説明なされてこういうのが出たのかな。ということも疑問に

思ったものですから、もうちょっと町の姿勢というものを整理してきちっと必要なと

ころの問いかけや報告だとかただし書きとかをきちっとやっていく必要があるんじゃ

ないでしょうか。違いますか。 

 

田井課長    今回のマスタープランというのはあくまでも平成15年に策定したものの、中間見直

しと言うことで位置づけをしており、今回国の政策、道の政策などを見据えて見直し

てきているという実態でございます。基本的には都市計画区域の土地利用なりをどう

するんだという方向性、指針を示すのが都市計画マスタープランというふうに理解し

ておりまして、そういった方向で今回も都市計画エリアに絞ってですね、作成をさせ

ていただいていると言うのが今回の見直しでございます。 

 

髙橋部長    これ現在の都市計画マスタープランなんですけれども、頭の方の文で今皆さんが疑

問に思われている内容が書いてありまして、５ページの方で対象区域はどうするんだ

という記載がここにございまして、幕別町都市計画区域を対象として作成しますと。

しかしながら、今中橋委員が言われたような、幕別町全域を視野入れた計画づくりと

なっていくということでは、町全体のまちづくりをどうしていくんだ。ということ踏

まえた中で、特には都市計画に関することですので、エリアを都市計画区域に定めて

います。という文言の中で整理しております。さきほど私が言いました、町の上位計

画があって、国・道の計画がさらにあって、公営住宅をどうするんだとか言うのは、

都市計画マスタープランの下にぶら下がった計画であるというのは４ページの方に記

載された中でこのマスタープランの位置づけがされておりますので、何から何まで入

れると総合計画と変わらない分野の計画となってしまいます。 

 

中橋委員    住民の方から意見をお聞きする。聞いた以上はやはりそれが活かされなくちゃいけ

ない。そうしましたら、住民の方は都市計画マスタープランそのものの位置づけ、都

市計画に関ることだろうなと思って参加するわけですから、町のあり方、都市のあり

方ということになれば、当然こういう住宅のことだとか庁舎の建設のことだとか幅広

く意見が出されるわけですけど、でも実際今までご説明いただいた中身からすると、

必ずしも都市マスに活かせるものばかりではないというものが含まれていますよね。

でも言われた方は自分の意見を出した以上はきちんとそれが活きたものになってほし

いと思って出されるわけですから、そういうものをきちっと整理されて、お返しして

いくことが大事じゃないでしょうか。それと先ほどご答弁いただいたように、他の分

野で活かされるわけですから、それもきちっとこの中では活きなくても他の分野で活

かされるということをお伝えしていかなくては、せっかく協働のまちづくりって言っ
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て住民参加を促しているわけですから、そこが往々にして聞きっぱなしって言うと申

し訳ないですけど、そういう感触が感じ取られることがありますのでね、そういうこ

とを求めて、もうちょっと整理されるといいんじゃないかなと思います。 

 

斉藤会長    よろしいですか。他にございませんか。 

 

藤原委員    具体的な質問に入ります。24ページ。商業地の扱いで幕別駅前とか札内駅前の商業

地を今後商業業務地という名称に変えると言うことですが、この文言の変更理由です

ね。例えば住宅地とか都市計の図面何かでも商業地域とか言い方しますけど、今度そ

れがなくなって商業業務地という言い方になるのか、そのことをお尋ねいたします。 

 

笹原係長    用途地域などで呼ばれている表現は商業地域ですとか近隣商業地域ですとか呼ばれ

ておりまして、そういった名称に変更はないんですけれども、たまたまこの都市計画

マスタープランの中では、市街地の中を住宅地ですとか商業地ですとか工業地ですと

かということでそういう表現で分けているということで、用途地域の表現とは違いが

あるということがございまして、商業地域の中でも、地域商業業務地ですとか沿道商

業業務地という分けをさせていただいてるんですけれども、この辺については、実は

都市計画マスタープランを策定するに当たっての大元の計画と言うのが、帯広圏の整

備、開発及び保全の方針というのがございまして、これはこの春までに都市計画の手

続きが終了しておりますけれども、その中の表現が商業地の中に、地域商業業務地が

あったりですとか、沿道商業業務地があったりとなっておりまして、その文言の整合

性を図ったというだけでありまして、それほどこの言葉の表現を変えた意図というの

は他にはないというのが理由でございます。 

 

藤原委員    例えば、企業誘致で来た場合、その業務地と言うことで何か緩和されるかとか逆に

制限されるということではないんですか。 

 

笹原係長    その通りでございます。 

 

平川委員    まだ幕別市街地は商業地としての可能性は残っていると思うんですが、札内駅周辺

には商業地域という商業地だろうと業務地だろうと整合性は今全くないはずですよ。

それを実現性がまったく乏しいものを掲げてはたして価値があるのかと懸念されます

ね。今後具体的に何か要素があるのなら書きあげて文章化していくのもいいと思うん

ですけれども、具体化してない中でどうしていくの。ということを問いたいというの

があります。 

 

田井課長    確かに札内駅周辺、商店としては廃業されている方おりますけれども、町の商工の

方の関係でも空き店舗対策といいますか、新規出店者の募集をしたりだとか、そうい

ったことで、全くあそこが商業地として無くなってしまっていいというふうには考え

られないものですから、そういったことの活性化、あるいはそれ以外のことも含めて

ですね、何とかしていかなくてはいけない地域ではないのかという思いがあってこう

いうような表現で整理させていただいております。 

 

平川委員    ありがたいです。 

 

藤原委員    28ページ、主要幹線の道路の整備というところで、国道38号線の４車線化促進とい

う文言が今後４車線という言葉が無くなりますよね。これは、私も30何年間この国道

バイパスと４車線化というのは自分なりに考えて、いつまでも求めるものであったと

言うのが、審議されたのかもしれないけどね、消えていくと言うことに対して、一つ

だけ聞きたいのは、４車線化を消すことによって今千住13号から幕別本町に向かって

整備がされやすくなるのか、それともそういうことは全く関係なしに４車線化という

ことは消えるのか。して、後ろの方見るとバイパスと言うのは残ってますよね。そう
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するとバイパスは 悪２で、本町にくるのは２という形になればね、４車線化という

のを消せばどこか何か一つ消えていくような気もするんですよね。で、どうしてここ

で４車線化と言う言葉が消されたのかこれは、どうしても今日聞いて帰りたい言葉な

んで一つ明快な答弁をお願いします。 

 

田井課長    平成19年に帯広圏の交通マスタープランというものが策定されております。その中

でこの部分につきましては、バイパスと現道を足した交通量が将来計画として21,000

台というふうに推察されております。21,000台の交通量と言うのは２車線の交通量の

要領でいいますと、市街地または山間部で多少考え方は違いますけれども12,000台と

いうことでありまして、現状でいきますと将来的には２車線ではパンクするだろうと

いう考え方でございます。で、４車線ありますと48,000台というのが交通容量ですね。

それで21,000台をカバーできるという考え方がまずございます。そうした中で考え方

として、バイパスを２車線、現道を２車線という考え方もありますし、逆に現道を４

車線という考え方もあるでしょうし、庁内でもいろいろ議論してはいますけれども、

ただ開発建設部との話の中で言いますと、当面国道整備の具体的な計画はないという

話も承っているところでありまして、町としてはそうした中でそこの止若橋を含めた

交差点の改修だとか立橋の勾配緩和だとかを要望はさせていただいておりますけれど

も、そういった議論、結果を踏まえた中で将来的に変更していくこともありうるのか

なと。当面ここでは、ちょっとぼかした言い方をさせていただいています。 

 

藤原委員    今日どうしてもというのは、庁舎問題も含めて非常に、例えば幕別の千住からここ

までは国道は狭くなっている。だから本町に庁舎を置いてもいざ鎌倉の時には、札内

２万人に向かって誰が緊急出動するのかということはだいぶ言われた気がするんだよ

ね。防災体制上からもね。そして、なおかつここに本庁の役場があれば、幕別の都市

計画マスタープランといいながら本町の場所からどこかへ向かうと言う文言はあまり

出てこないですよね。どっちかというと帯広市中心、帯広市役所が中心みたいな理論

の書き出しが多い気がするんですよね。全てにおいて。その中で含めて、４車線化が

札内のあそこで止まってもう本町に向かって消されると言うことになれば、おそらく

これを認めた皆さんは札内本庁庁舎移転組じゃないかと言われるくらいのこともない

わけではないなぁと。特にある人たちは非常に道路行政に詳しい人で札内千住の前に

役場を持っていきたいという人もいるのでね、そういう人たちが、今日４車線化が無

くなったなんて知ったら、敵に塩といったらおかしいかもしれないけど、そういうこ

とも踏まえるとちょっと４車線化今消されたら、全てのまちづくり、都市計画狂うん

じゃないかなと言う気もしますけど、いかがでしょうか。 

 

田井課長    バイパス２車、現道２車になるのか、あるいは現道４車がいいのかという議論であ

って、全体を13号からここまでは当初の計画通り４車線というものは将来的には必要

ではないかということで、そういう意味では変わっているわけではないんですが。 

 

中橋委員    今、開発でそういう計画がないということが消えた大きな要因なのかなと受け止め

たんですけど…。 

 

田井課長    あくまでも平成19年に作られた帯広圏都市計画交通マスタープランでは、バイパス

４車、現道２車というのが消えているわけではありませんし、それらの内容が上位計

画にも記載があるものですから、今２車２車にするとかそういう議論ではないのかな

と思うのですが…。 

 

笹原係長    以前と表現として変わっているのが、現行の中では国道38号とか路線名がハッキリ

と表現されていたんですけれども、見直しの案の中では一応、今現在ある街路名、中

央通ですとか改めていたこともあり、中央通は国道38号のことなのですが、結果とし

て４車線で街路決定していますので、その実現に向けて、既存の都市計画道路の見直

しなんかも含めて検討していくべきだという考え方の表現にしたつもりだったのです
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が、あえて４車線化を後退させて、ここに意思を表したということではないですので、

ご指摘の内容について今一度見直したいなと思います。 

 

斉藤会長    よろしいですか。他にございませんか。 

 

中橋委員    はい。51ページなんですが、（４）自然環境の整備方針、良好な自然環境を有する千

住川とありますが、自然環境としては良好なものだとは思うんですけれども、川の存

在としては、なかなか住民には川と認識される部分とされない部分がありますよね。

つまり川と言うのは水が流れていて当然土手というのがあって、そうでないものが、

整備の方針として位置づけられているんですけどね、位置付けられれば川としてきち

っと整備されていくということですよね。そういう思いを持って、この文言はいれら

れているのでしょうか。 

 

笹原係長    何らかの整備をするというものではなくてですね、今現在、スマイルパーク内です

とか暁町の団地内については、一応の河川断面が確保されている状況にあるものです

から、その断面なりを新たに変えていくというものではなくて、今現状の自然環境を

維持保全するという意味合いのものでございまして、新たな整備をこれからするとい

う意味合いのものではないものであります。 

 

中橋委員    自然は守られた方がいいと思いますのでね、維持保全ってことに意義を申し上げる

つもりはないのですが、現実に公園となってしまった今、この公園敷地になっている

現状を見ますとね、川と言う存在が薄れてくるんですよね。変えていただきたいとは

思いませんが、もう少し実態にあった方向性といいますか、川としてずっと環境を守

ろうとおもってらっしゃるのか… 

 

笹原係長    あの中には川が、中々上流の方ではチョロチョロと流れていて、下流の方では潜っ

ていたりして水が流れていないという状況はありますけれど、川としては千住川とし

て北海道が管理する１級河川なものですから、公園を整備する際にですね、現状を見

た時にどうなんだ。という議論はあったんですけれども、なかなか北海道が管理する

河川を町の管理する河川というわけにもいかないものですから、今のような形になっ

たというところなんですけれども、元々今回もそうだったんですけど、当初この現行

の都市計画マスタープランを策定した中では、地域別にワークショップを開いた中で

も、こういった川に関する自然環境の維持保全ですとか、ご意見を頂いたりもしてい

まして、これは千住川だけでなくメン川でもそうだったんですけど、今回も千住川に

関しては、少数かもしれませんが、お子さんがあそこで虫を取ったりという姿が見え

るようです。という意見を頂いたりもしまして、そうした環境をなんとか維持すると

いうことの文言はいいかなということで、掲載したと言うことでございまして、簡単

に川が川じゃ無くなるということは、相当なことが無い限りは難しいのかなと思って

おります。 

 

斉藤会長    よろしいですか。自然は守ってほしいということですね。他にありますか。ないよ

うでしたら、協議第３号はこれで終わりにします。それでは次に協議第４号について、

事務局より説明をお願いします。 

 

笹原係長    それでは協議第４号幕別町緑の基本計画についてであります。緑の基本計画につき

ましては、これまでに皆さんにも冊子としてお配りしていたかと思いますが、平成16

年の３月に策定しているものでございます。実はこの現行の緑の基本計画を策定して

いる時は、都市計画マスタープランの策定と並行して作業しておりました。今回も都

市計画マスタープランの見直しにあたりまして、同様にこの緑の基本計画の見直しの

作業も同時並行で町の方で進めていたといったものであります。今回見直しにあたり

ましてですね、審議会で協議をし、ご意見をいただきたいということで、協議事項に

あげたものでございます。説明資料としましては、別紙３と４、それと本日お配りし
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た参考資料の３つでの説明とさせていただきます。まず私の方から参考資料の説明を

させていただいた後に、詳細な説明を塚本の方からさせていただきたいと思います。 

        私の方から緑の基本計画のこれまでの経過と改訂の考え方ということで若干説明さ

せていただきたいと思います。 

        緑の基本計画自体はですね、まさに町の緑に関するマスタープランと言うものでご

ざいまして、私ども都市計画課計画係の中では、大きな計画の中で２つありまして、

都市計画マスタープランともう一つがこの緑の基本計画であります。現行の16年３月

に策定いたしました、幕別町の緑の基本計画でございますけれども、策定当時の背景

といたしまして、大きく４つの事項がございました。法律的なことをいいますと、都

市緑地保全法と言う根拠法令がありました。この法律の中で緑の基本計画を策定する

と言うのが謳われておりました。これは、市町村の区域内の主に都市計画区域内につ

いての緑地の適正な保全ですとか、緑化の推進に関する内容を記すと言ったものを緑

の基本計画と言っておりました。で、同時期に町には当時、帯広圏の緑のマスタープ

ランと言うのがございまして、これは都市計画に関する主な事項を記したものでござ

いまして、帯広圏でございますので、帯広、音更、芽室の１市３町の共同で策定した

ものでございました。あともう一つ、都市緑化推進計画というのがございまして、こ

れは都市緑化を図ることを目的としていまして、公共公益施設ですとか民有地の緑化、

保全を進めるための計画として昭和60年当時の建設省がですね、各自治体に策定を要

請していたものでございましたが、これは本町では策定をしていなかったものでござ

います。あと、 後に４番目として地域緑化推進計画というものがございまして、こ

れは北海道自然環境等保全条例に基づく計画でありますけれども、幕別町は古くから

策定をしておりまして、昭和49年から５期に渡りまして策定をしておりました。これ

が町全体に関る計画として、緑化の推進に関る内容を記していたものでございます。

これらの計画がある中で、どれもこれも緑に関して似通った内容でありました。本来

の緑の基本計画自体は都市計画区域内を主に対象としていましたけれども、一方で、

④の地域緑化推進計画につきましては、町全体を対象としたものとしておりまして、

その対象範囲に若干重複や差異があったことから、この現行の幕別町緑の基本計画を

策定する際に、これら４つの各種計画を包括した総合的な計画として一本化したもの

として策定するべきではないかということで策定したというものでございます、従い

まして、法律的なものを言いますと、主に都市計画区域内についての計画でありまし

たけれども、本町の緑の基本計画につきましては、幕別町全域を対象として策定をし

たといったものであります。 

        次（２）番目として、現行の緑の基本計画の主な施策であります。基本方針として、

緑を守る、緑を増やす、緑を育むという３つの基本方針を掲げておりました。②番と

して具体的な施策の取り組みでありますけれども、緑を守るでいきますと、河川管理

者と連携しながら自然などを保全するということで、クリーンウォークを実施するで

すとか、あと協働のまちづくり支援事業の取り組みなどを取り組んでいたと言うこと

です。あと、緑を増やすという内容でいきますと、公園の整備、札内西公園を始めと

した公園整備を進めてきました。あと緑を育むという点におきましては、行政と住民

が共に緑についての緑づくりを進めていこうと言うものでありまして、具体的には公

園整備に関る計画段階からの住民参加ということで札内西公園につきましては、地域

の住民を中心としてワークショップをつくりまして、計画の内容について議論をし、

公園整備にあたったということであります。あと、公園里親制度。今は公園見まもり

隊という名称に改まっておりますけれども、そういった制度の創設ですとか、元気の

森森林体験等々の取り組みを実施したところであります。 

         ③番目といたしまして、札内西緑化重点地区の取り組みということで、これは図に

示している太線の範囲内が札内西緑化重点地区としまして、北栄地区とその周辺を含

む一帯を選定いたしまして整備を進めてきたものであります。これにつきましては、

公園・緑地を核といたしまして、それらを結ぶ道路の緑化を推進することによりまし

て、緑化を創出するといった目的で設定をしたものであります。道路につきましては、

この地区内、北栄大通ですとか、北栄西通の道路整備に併せて街路樹を整備したりで

すとか、公園・緑地につきましては、札内西公園等々の整備をしたといったものであ
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ります。 

        次に（３）番目といたしまして、今回の緑の基本計画の見直しの背景であります。

本町をとりまく状況といたしましては、大きくは18年２月の旧忠類村との合併であり

ます。あと少子高齢化ですとか、地球規模の環境問題の対応ですとか、地方分権の推

進と急激な社会構造の変化に対応するといったことがあります。この中で旧忠類村に

つきましては、緑の基本計画につきましては、元々幕別町であった計画でありますけ

ど、旧忠類村につきましては、これに類する計画がなかったといったことで、新町に

おいて検討するということになっていたものですから、今回、旧忠類村も含めた全町

の区域として計画の見直しをするということにしています。あと、関連法の改正とし

て法律の名称が、従前は都市緑地保全法というものが都市緑地法に変更になっており

ます。これは本町の緑の基本計画の策定直後に景観緑三法の改正ということで、16年

の６月に法律が改正されたものであります。あと、この法律の改正に伴いまして、新

たに景観という視点もこの緑作りに取り入れられたということがあります。③番目と

しまして、現状の把握ということで、旧忠類村を含んだ町の緑に関するデータの整理

をしたということ、公園整備の進捗状況ですとか、住民の意識の変化について今一度

把握をしたいといったことがあります。こうしたことを踏まえまして、現状と課題を

再度検証いたしまして、緑の保全及び緑地の推進の総合的な方針として改訂を行うと

いうものであります。 

        次に（４）番目といたしまして、改訂見直しの概要でありますけれども、策定の期

間につきましては、平成22年から23年の２ヵ年で行うというものであります。計画期

間につきましては、基準年を平成22年としまして、期間につきましては、現行の計画

と同じ平成32年度までを目標としているものであります。対象の区域につきましては

現計画と同様に町全体を対象といたしまして、旧忠類村を含んだ区域とするというも

のであります。②としまして、基本方針の見直しでありますけれども、３つの基本方

針の中にそれぞれ新たに項目を追加しております。緑を守るにつきましては、手間の

かからない維持管理の方法等々の検討を追加しております。緑を増やすにつきまして

は地球規模の環境問題に対応するため、低炭素化の促進という部分を追加しておりま

す。緑を育むという部分につきましては、これまで取り組みありました、協働のまち

づくり支援事業ですとか、公園見まもり隊についての記述を追加しているものであり

ます。あと 後のページに行きまして、主な方針ですとか施策についてでありますけ

れども、現行の計画の中では、やはり一番主なものとして具体的にわかるものとして

は、札内西緑化重点地区の取り組みであったんだろうと思います。その札内西緑化重

点地区の取り組みにつきましては、これまでにほぼすべて完了しているといったこと

になっております。こちらにつきましては、既存の施設公園施設の適切な維持保全で

すとか、計画的な公園施設の改築更新ですとか、そういった際に健康遊具などの導入

によりまして、高齢者の方がより利用しやすい公園整備にするですとか、地球環境に

対応するための緑の保全と育成に努める、あと景観資源の活用をする。住民と行政と

が協働で行う体制づくりの推進をする。緑に関する人材や団体の育成、住民が主役の

緑のまちづくりを進めていこう。といった観点での文言の整理を行ったものでありま

す。以上、参考資料についての説明を終わらせていただきます。 

 

塚本主査    私からは、別紙４の新旧対照表に沿って、変更点を中心にご説明したいと思います。 

１ページ目は「第Ⅰ章 策定の主旨」についてでありますが、先ほどご説明した内

容と重複していますので省略させていただきます。 

３ページ目にいきまして、緑の役割と必要性ですが、現行では４つの柱立てをして

おりましたが、改正案では「低炭素型のまちを形成する」という柱を加えております。

４ページには説明文も追加しておりますが、まちの緑の量的・質的な向上を図り、緑

の効果を高めることにより、まちの低炭素化を促進し環境負荷の少ない持続可能な循

環型まちづくりを形成することができます。そうすることにより、地球規模の深刻な

環境問題にも貢献することができます。という文言になっております。 

次に５ページにいきまして、計画策定の経過ですが、こちらについても、先ほどご
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説明した内容と重複いたしますので、省略させていただきます。 

６ページからは昨年度行いました、町民アンケートの概要と結果を記載しておりま

す。【市街地の緑のあり方】や【緑豊かで住みよいまちづくり】の結果を見ますと、平

成 15 年策定時のアンケート結果に比べ、手間のかからない方法による日常の管理が必

要という結果が高くなっております。また、町民参加のしやすさも高く求められてい

る結果でした。 

10 ページからの「第Ⅱ章 幕別町の現況」につきましては、旧忠類村と合併したこ

とによります、数字や文言の整理が主な変更内容となっております。 

13 ページをご覧ください。こちらは自然などの現況についての記載ですが、中段か

らの赤字部分で、平成 21 年に忠類で発見された「ヒカリゴケ」の記述を追加しており

ます。 

22 ページのグラフは、町道の街路樹樹種の構成比を表したグラフですが、平成 15

年時と比較できるようにするため、縦の棒グラフへと変更しています。 

27 ページからは第Ⅲ章緑地の保全及び緑化の目標です。 

ここでは、基本理念において、平成 20 年に策定された「第５期幕別町総合計画」と

の整合性を図るため変更しております。また、整開保についても主要な緑地の配置方

針が定められており、それらとの整合性を図るといった内容になっております。 

29 ページの基本方針では、これまでと同様、緑についての３つの方針を掲げていま

す。一つ目は「緑を守る」です。現計画同様町民と行政が一体となって積極的に維持・

保全に努めていくという内容と、少子高齢化の進展や厳しい財政状況など、多くの行

政課題を抱えているなか、手間のかからない維持管理方法について検討をし、積極的

に緑を守ります。という文言を追加しています。 

二つ目の「緑を増やす」では、これまでの量的拡大だけではなく、質的向上に重点

を置き、緑豊かなまりづくりをめざす。としていた文言に、新たに防災機能を高める

とともに、まちの低炭素化を促進するという文言を追加しています。 

三つ目の「緑を育む」では、これまでの環境保全やまちづくりにおける住民活動の

場の拡大など支援体制の整備や、情報発信に努めていく内容に、新たに、協働のまち

づくり支援事業や公園見まもり隊の推進を図る。という文言を追加しています。 

次に 33 ページ「計画フレームの設定」であります。人口の見通しについてですが、

平成 32 年の目標年次の人口は、整開保、都市計画マスタープラン同様の数字を使って

います。行政区域人口で 26,400 人という推計結果となっております。 

35 ページで１ヶ所訂正なのですが、赤字で約 210 ㎡というところがありますが、こ

れを約 120 ㎡に修正をお願いいたします。申し訳ありません。これは目標年次である

平成 32 年の１人当たりの都市公園等の面積目標となっております。 

37 ページの第４章緑地の系統別配置方針です。 

こちらは、緑地を４つの機能別に分けて記載しています。 

一つ目は「環境保全機能の配置方針」です。 

大きく分けて５つの項目をあげていますが、（１）、（３）、（４）は主に忠類地域の記

載を追加しているものです。 

（２）は十勝エコロジーパークが平成 20 年４月に供用開始していることから、文言

の修正を行っています。（５）は新たに、地球環境に対応する緑としてタイトルを増や

しております。 

40 ページより、レクリエーション系統の配置方針ですが、（１）の広域的な活動の

場としてはエコロジーパークやスマイルパーク、運動公園など比較的規模の大きい公

園をレクリエーション拠点としております。また、忠類地域ではナウマン公園のその

周辺施設一帯を幕別町南部のレクリエーション観光拠点として一体的な活用を図るた

め、その機能の維持に努めるという内容となっております。 

（２）の日常的なレクリエーション施設の配置につきましては、近隣公園や街区公
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園など住宅地の中にある公園を も身近なレクリエーション拠点として位置づけ、公

区などの意見を取り入れながら、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業により、

古くなった遊具などを改修し、気軽に利用できる拠点として適切な維持管理に努める

という内容になっております。また、日常的なレクリエーションと言うことでは、パ

ークゴルフ場などについても重要な拠点と考えております。 

（５）のレクリエーションネットワークですが、平成 23 年７月に指定ルートに指定

された、忠類地域を含む「シーニックバイウェイ南十勝夢街道」の取り組みを活用し、

レクリエーション拠点の景観向上に努め、ネットワークの形成を図るという文章を追

加しています。 

次に 43 ページからの防災系統の配置方針ですが、緑地は火災延焼防止、洪水の調整、

建物の倒壊防止や被災時の避難場所となるなど重要な役割をもっていることから、今

後においても引き続き、国や道と連携しながら適正な配置に努めていきたい。という

内容となっております。 

45 ページからは景観構成系統の配置方針についてであります。（１）の自然的景観

は幕別町は緑量も多く、良好な景観となっております。忠類地域につきましては、保

安林などの町内 大級の森林景観資源があるだけではなく、忠類共栄牧場にある「シ

ーニックカフェちゅうるい」も日高山脈の雄大な景色と、緑豊かな農村景観が眺望で

きる場として多く利用がされている。という内容を追加しています。 

また、（３）の都市的景観として、アンケート結果でも高かった、負担軽減の方法を

検討しながらの公園や街路種の配置及び維持管理に努めていきます。 

47 ページからは第５章緑地の種類別配置方針、緑化の推進のための施策の展開とな

っています。４章では、緑の機能別に分けた配置方針でしたが、５章では、緑の種類

別の方針となっています。 

表５－１－１は、都市計画区域内の都市公園の現況と整備目標についてまとめたも

のとなっています。 

49 ページの施設整備方針は新たに加えた項目になっておりまして、内容につきまし

ては、都市公園等に設置されている施設についての整備方針であります。 

①として、幕別町公園施設長寿命化計画であります。ここで、１行目の公園の漢字

に間違いがございます。申し訳ありません。この長寿命化計画は、全ての都市公園を

対象として、公園施設の安全性を確保し、ライフサイクルコストの縮減に努め、既存

施設の有効活用を図りながら、計画的な長寿命化対策と予防保全的管理を行うため、

計画的な公園施設の改築・更新を進めるという文章を記載しています。 

②の都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業は、①の長寿命化計画により危険と

判断された遊具を中心に、平成 26 年までに、都市公園 51 ヶ所で公園遊具の改築・更

新を行うものであります。更新の際には、健康遊具などを積極的に取り入れ、高齢者

も利用しやすい公園整備に努めるという内容となっております。 

51 ページをご覧ください。都市公園ではありませんが、条例に規定する条例公園に

ついての内容を追加しています。条例公園は糠内公園と忠類地域にはナウマン公園な

ど４ヶ所の合計５ヶ所が設置されています。これらの公園は地域のレクリエーション

拠点であり、防災、景観の観点からも重要な施設となっておりますので、今後も適切

な維持保全に努めるという内容となっております。 

次に 58 ページの緑化の目標及び推進方針の中に、「管理者のみならず地域住民とと

もに緑を守ることに取り組む」という文言と、「公園見まもり隊の推進を図り、行政と

地域住民が協働して行う体制づくりを進める」という文言に内容を変更しておりまし

て、同様の文言は 60 ページにも記載しております。 

61 ページに飛びまして、普及啓発活動等の推進方針です。（１）の学習の場の提供

と支援では、下段で協働のまちづくり支援事業をはじめとした各種事業を活用し、人

材育成とネットワークづくりを行い、住民が主役の緑のまちづくりを進めていくとい



15 

う内容としております。 

62 ページの（３）町民とともに緑を育てるでは、下段で公園施設長寿命化計画によ

る施設・遊具の改築更新にあたっては、地域住民の意見が反映されるよう地元公区等

と協議を行い、公園施設の安全性確保、ライフサイクルコストの縮減に努めるという

内容になっております。 

同じく 62 ページからの緑化重点地区の現況と今後の展開でありますが、現計画では

現在北栄土地区画整理事業が行われている北栄町を中心とした区域、63 ページにあり

ます図の赤線の区域内を緑化重点地区として定め、公園等の整備を進めて参りました。

この図の公園が 64 ページに一覧としてまとめてありますが、平成 20 年に共栄せせら

ぎ公園、北栄せせらぎ公園、平成 21 年に札内西公園の供用を開始しており、この地区

の公園整備は一通り完了しているところです。 

この、緑化重点地区は市街地内の緑のまちづくりのモデルとなる地区でありますこ

とから、今回の見直しにおきましては、今後も良好な緑化環境の維持保全に努めてい

くこととしております。 

以上、簡単ではありましたが、緑の基本計画の見直しに係る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、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    町の花、シバザクラやスズランについては一言もこれでは触れていませんよね。や

はりそういう指定をしていて、緑の基本計画に一つも言葉も出てこないとなれば、こ

れは守る気がないのか、全く指定する気がないのかちょっとどうなんでしょう。 

 

髙橋部長    今おっしゃられたのは町の花と木を指定しているがということですが、どっちかと

いうと総合計画的に町の中で幕別町独自のものについて指定しようというものでして、

現計画にも入っていなかったものですから意識しておりませんでした。文言の整理と

して検討してみます。 

 

藤原委員    全く触れないというのはねぇ。いや分かりました。 

 

斉藤会長    他にありませんか。私から一ついいですか。どこかで高齢者の利用しやすい公園と

言うのがありましたけれども、具体的にどういうものが考えられますか。利用しやす

い公園というのは。 

 

田井課長    今すでに街区公園ですとか運動公園とかで遊具の更新事業を平成21年度から推進し

ておりますけれども、その中には背伸ばしベンチを置いたりだとか、高齢者向けの健

康遊具などを公区の方と相談させていただきながら置かせていただいているというこ

とであります。 

 

斉藤会長    他に何かございませんでしょうか。 

 

小林委員    公園の維持保全の中に防災の関係で防災の方の施設的なものを将来的に計画とかは

今の段階でないんでしょうか。 

 

田井課長    実は庁内で議論している部分は緊急貯水槽、いわゆる飲み水の確保という観点で計
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画をしたいということで、今内部的には検討を進めております。できれば25年くらい

から着手をしたいということで、今いろいろ内部で検討をしておりますが、まだハッ

キリとやるという確定ではないですけれども、そういったものが必要であろうと。ま

た、防災計画の見直しについても担当課の方で進めたいということで考えるというこ

とをお聞きはしております。 

 

斉藤会長    小林さんよろしいですか。緑の計画ということで、土谷さんとか吉川さんよろしい

ですか。 

 

吉川委員    では一つだけよろしいですか。47ページで改訂時で平成22年度、目標年次平成32年

で面積を比較してみるとほとんど増えていません。ということは、基本的にいろいろ

推進しますとはいいながら、具体的には増える要素はないという解釈でいいのかどう

か。それと、もう一つだけ、基本的には無しになるんですが、38ページの水と緑のネ

ットワークのところで、緑のネットワークと言うことは、ここでも書いてあるように

動植物の移動繁殖のため、それらを生かした緑の回廊づくりを推進します。と具体的

に書いてあるんですが、この計画を作ってから本当に緑の回廊として整備されたとこ

ろがはたしてあるんだろうか。確かにかなり動植物の移動を推進するための緑の回廊

と言うのはただ単に街路樹を植えればいいという話ではなくて、ある程度の規模を持

った緑を連続させるということなんで、当然金もかかるし、土地も必要になってくる

し、推進するためには相当の覚悟を持ってやらなければできないと思いますが、ただ

ここにこう書いてありますので、それに向けた取り組みが今までに行われたのか、又

は今後そういう予定があるのかどうかその辺の方針をお聞きしたいと思います。 

 

田井課長    まず47ページの公園のカ所数が増えてないと申しますのは、人口が増加しないとい

うこともございますし、新たな公園の計画がないということで、まずはそれらの公園

の維持管理を進めていくということをここで表しております。 

        次に38ページの緑の回廊ということですけれども、確かに言われる通り、新たに回

廊を増やしていくということは非常に難しいんだろうなということでいきますと、現

在ある保安林などの保全、維持に努めていくようにするということで、緑の回廊を維

持していくということになっていくのかなということであります。 

 

平川委員    動植物を含めて、精査してどの程度の調査が行われているのか。15、16ページにア

オサギの名前が出てきていませんが、前はいましたよね。 近はあまり聞かないんで

すけど、それが今はいなくなってしまったのか、なぜ無くなったのか。自然環境が悪

かったのか。それがしっかり調査されて反映されているのかどうか。 

 

田井課長    動植物のここに書かれているものは、道なり国なりが公表しているデータ。あるい

は、自然保護団体、生き物調査だとか町内の方がやられているデータを載せておりま

して、緑の基本計画のために改めて調査をしているということではございません。公

表されているデータ、特に忠類地域は公表されているデータが中々見つからなくてで

すね、大変だったんですけれども、実際にそういった調査をするとなると莫大な費用

がおそらくかかるということになりますので、あくまでも公表されているデータをこ

の中で整理させていただいたということでございます。 

        また、アオサギについてはですね、私たちが捉えているのはですね、新田の森に巣

を作っているように思います。猿別の斜面からは巣作りは見られないのは承知してお
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ります。国、道なりの公表されているデータ、あと自然保護団体がやられているデー

タを整理させていただいておりますし、また国、道なりのそういったデータが変われ

ばそういったものは注視しておりますけれども、そういったものでこの計画では整理

させていただいているということでございます。 

 

吉川委員    確かに幕別町というのは回り畑とか緑が多い場所で、そういった場所にこれ以上金

をかけて緑を増やしていくというのは、正直まだ他にもっとすることがあるんじゃな

いかと思うし、増やせとは言わないし、緑の回廊をどんどん作っていくべきという意

見でもないんですが、この方針と言うのが基本的なるべく保全していこうという趣旨

であると理解して、考えていこうと思います。 

 

田井課長    38ページの表現につきましては、ちょっと検討させていただきたいと思います。あ

くまでもこの緑の基本計画については、新たなものを作っていくということは住民の

方も理解されておりませんし、今ある緑をいかに守っていくのか、保全していくのか

という観点で進めざるを得ないという思いでおりますので、この部分はちょっと表現

を変えさせていただければなと思います。 

 

斉藤会長    他にございませんでしょうか。ないようでしたら第４号議案は終わりにしたいと思

います。それでは、本日の協議事項は以上となりますので、次に議事日程３その他に

移ります。事務局より何かありますでしょうか。 

 

田井課長    それでは今日お配りしております、別紙５をご覧いただきたいと思います。左側に

都市計画マスタープランの見直し策定スケジュール、右側に緑の基本計画見直し策定

スケジュールを記載しております。現在の段階と申しますのが、12月の５日、都市マ

スにつきましては原案説明協議ということで、今回の都市計画審議会、緑の基本計画

についても原案説明協議ということで今回の都市計画審議会と言うことでございます。

この後、原案の修正、案の作成ということで、庁内策定委員に諮りまして、原案を確

定させたいと。今日、いろいろご意見をいただきましたので、それらも盛り込んだ中

で今回の案の見直しをさせていただいて、原案を確定し、年が明けまして１月の１０

日くらいから２月の１０日前後でと今のところ考えておりますが、町のホームページ

あるいは役場、糠内、駒畠、忠類、札内の総合支所、支所、出張所に資料を置かせて

いただきまして、お知らせをしてパブリックコメントをいただくような形をしたいと

思っております。それらを受けまして、さらに案の修正をして庁内策定委員会に諮り

まして、２月の下旬または３月の頭にかかってしまうかもしれませんけれども、第４

回の都市計画審議会にお諮りをして諮問答申という形で確定をしていただきたいとい

うようなことでございます。その後、都市計画マスタープランにつきましては、定例

会の中で議員協議会という形で説明・ご報告をさせていただいて、その後に印刷をし、

知事に通知をしたいと。緑の基本計画につきましては第４回の都市計画審議会で確定

をしていただいて、印刷をし、知事に通知をするという段取りで考えております。以

上です。 

 

斉藤会長     委員の皆様からのご意見、ご提案等はありますでしょうか。 

                その他、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。 


