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平成25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２５年４月１９日（金） 午後２時００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） 

杉坂 達男         （農業委員会会長） 

平川 康蔵         （公募によるもの） 

小林 美裕         （   〃   ） 

吉川 民之輔        （   〃   ） 

事務局 幕別町長 岡田 和夫 

建設部長 佐藤 和良 

都市施設課長 笹原 敏文 

都市施設課計画係長 宮田  哲 

都市施設課計画係 平井 慎也 

都市施設課都市整備係長 松井 公博 

都市施設課都市整備係 南  浩樹 

 

４．議 事   報告第１号 圏域環状線に係る道道昇格について 

 

 

５．議事概要  次のとおり 

 

 

佐藤部長   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 25 年度第１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、中橋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。 

さて、この度の都市計画審議会の開催につきましては、平成 23 年２月 28 日に開催さ

れて以来、およそ 14 カ月ぶりの開催となっております。その間、平成 24 年４月には、

機構改革などがあり、都市計画課と施設課を併せて、都市施設課ということになってお

ります。 

また、その間、２度の人事異動がございましたことから、事務局の顔ぶれもだいぶ変

わっております。まず初めに事務局の紹介をさせていただきたいと思います。 

初に私、平成 24 年４月１日付けの人事異動で建設部長に任命されました佐藤でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 
笹原課長   今年の４月１日に都市施設課の課長になりました笹原と申します。よろしくお願いい

たします。 

 

宮田係長   今年４月１日付けで都市計画係長に任命されました宮田と申します。よろしくお願い

いたします。 

 

平井主査   平成 24 年度４月１日付けの人事異動にて計画係に任命されました平井と申します。

よろしくお願いします。 

 



2 

松井係長   平成 23年５月20日付けの人事異動にて都市整備係長に任命されました松井でござい

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

南 主査   今年４月１日付けの人事異動にて都市整備係に任命されました南と申します。よろし

くお願いします。 

 

佐藤部長   今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、会議に先立ちまして、斉藤会長よりご挨拶を頂きたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

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 25 年度第１回目の幕別町都市計画審議員会でございますが、何かとお忙

しい中、皆さんの出席を頂きまして、誠にありがとうございます。 

本日は、報告事項と致しまして、圏域環状線に係わる道道昇格についての報告でござ

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ので、どうぞよろしくお願い致し

ます。 

簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせて頂きます。本日はよろしくお願いしま

す。 

 

佐藤部長   続きまして、岡田町長よりご挨拶申し上げます。 

 

岡田町長   ４月も半ばを過ぎたんですけれども、雪が降ったりなかなか気温が上がらなくて、寒

い日が続いております。 

そうしたなか、委員の皆さんには、大変お忙しい中にも係わりませず、本年度第１回

の都市計画審議会にご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。 

また、委員の皆さんには日頃からそれぞれのお立場にあって、本町の都市計画行政の

推進や、地域づくりまちづくり、いろんな面において、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。 

さて、平成22年の４月に市街化区域に編入を致しました「桂町西地区」でありますけ

れども、昨年８月に団地造成の工事が完了致しまして、78区画の宅地が新たに造成され

ました。 

また、今年の１月には第48次の「かちまいホームセンター」が開設され、大変活況を

呈しております。現在、既に住宅建築も数多く進んでおり、残る宅地も僅かになってい

るとお聞きを致しております。 

これと同じくして、桂町地区、更には桜町地区の未利用地において小規模な宅地造成

が行われるなど、この２年、ないし３年の間に約130区画が造成をされております。 

人口が減少時代に入ったと言われる現代にあって、新たな住民が増える、定住人口が

増加する、それらに繋がる宅地供給が行われるという事は、私も町にとっても大変嬉し

く、喜んでいるところであります。 

今後は、こうした新たな宅地に引っ越して来られた方、新たに住民となられた皆さん

方に「幕別町に来て良かった」、「幕別町に住んで良かった」そう言ってもらえるよう

なまちづくりに更に意を用いて参りたいと思っております。 

さて、本日の審議会におきましては、圏域環状線のみずほ通以東の延伸計画に関わり

まして、本年３月５日に道道への昇格が内定したとの通知があり、今後、事業化を前提

とした手続きに入ることとなりましたことから、このことについてご報告をさせて頂き

たいと思います。 

詳細については、この後、担当の方から説明をさせて頂きますので、よろしくご審議

を頂きます様、お願いを申し上げます。 

なお、今年は委員の皆さんの任期満了の年であります。来月、５月 12 日に任期満了を

迎えます委員の皆さんの内、現在、退任を予定されておられます斉藤会長、吉川委員さ

ん、平川委員さんにおかれましては、幕別町の都市計画行政、幕別町のまちづくりに長
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い間携わって頂き、ご尽力頂きました事に感謝を申し上げたいと思います。ひとつ、委

員の職は離れますけれども、今後とも、まちづくりに係わる一層のお力添えを賜ります

ようにお願いを申し上げまして、一言、お礼の言葉とさせて頂きます。 

本日はどうぞ宜しくお願い致します。 

 

佐藤部長   ここで町長と、それから都市整備係につきましては公務がございますので退席をさせ

て頂きたいと思います。 

それでは、議事に入らせていただきたいと思います。 

議事の進行につきましては、斉藤会長よろしくお願い致します。 

 

斉藤会長   それでは、座ったまま進めさせて頂きます。それでは議事に入ります。報告第１号圏

域環状線に係る道道昇格について事務局から説明をお願いいたします。 

 

宮田係長   はい、計画係長の宮田といいます。よろしくお願いいたします。 

それでは、報告第１号圏域環状線に係る道道昇格につきまして、説明をさせて頂きま

す。 

今回の報告事項につきましては、圏域環状線のみずほ通以東の延伸計画について、一

部区間の道路整備の事業化を前提とした手続きに入ることになりましたことから、その

内容について報告をさせて頂くものであります。 

本町の都市計画において、これまで位置付けをしておりました圏域環状線につきまし

ては、既に都市計画決定をしております都市計画道路名を「札内新道」と称しておりま

して、みずほ通以東の延伸計画について、道道への昇格と道路整備の要望をする事と併

せて、事業化の可能性について検討を進めてまいりました。 

その結果、本年３月５日付けにて、十勝総合振興局長より道道幕別帯広芽室線への区

域変更による道道昇格が内定したとの通知がありまして、今後、事業化を前提と致しま

した手続きに入ることになったものであります。 

今回の報告につきましては、圏域環状線や札内新道について各種の検討、計画策定や

道路整備について、都市計画が中心となって進めておりましたことから、こうした過去

の経緯を踏まえまして、道道昇格について本審議会に報告するものであります。 

次に、目次になりますが、５つの項目に分けて説明をして参ります。 

説明が、少し長くなります、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、資料の１ページ目をご覧頂きたいと思います。 

１番目に、「これまでの経過」についてご説明をさせて頂きます。 

一つ目に、道道昇格要望についてであります。 

まず 初に、要望の経過についてでありますが、今回の道道昇格に関わる要望を始め

ましたのは平成 18 年からでありまして、札内新道のみずほ通以東の延伸整備を目指して

始めたものであります。この要望を始めました平成 18 年当時の道路整備状況と致しまし

ては、現在の道道幕別帯広芽室線のうち、「札内アンダーパス」を含みます「札内南大通」

の供用開始が、平成 20 年末頃になることが明確になった時期でもありまして、札内南大

通の完成後の道路整備として、本町の主要懸案事項でありました、札内新道のみずほ通

以東の昇格要望を開始し、それ以降、毎年要望をしてきたものであります。 

次に、検討の経過でありますが、平成 21 年度に道道昇格による札内新道の延伸計画を

促進するため、そのための調査、研究などを行うことを目的と致しまして、十勝総合振

興局と本町の道路担当職員により構成致します「札内新道延伸整備促進検討会」を立ち

上げまして、新たな道路整備の必要性や、懸念される課題の整理、想定されるルート、

計画交通量の推計や費用対効果などの検討を行いながら、道道昇格や事業化の可能性に

ついて検討を進めてきたところであります。 

２ページ目をご覧ください。 

二つ目に、圏域環状線についてであります。 

初に、帯広圏都市計画における位置付けについてでありますが、そもそも圏域環状

線につきましては、遡ること昭和 56 年当時に、帯広開発建設部、帯広土木現業所、関係

１市３町により構成されました「帯広圏広域道路網計画専門部会」において、圏域環状



4 

線構想が示されたのが始まりであります。 

これ以降、帯広圏都市計画におきましては、圏域中心部や、圏域内の生活、産業、観

光の各拠点を有機的に連携することを目的と致しまして、主要幹線道路のひとつであり

ます圏域環状線が位置付けされ、こうした方針に基づきまして、各市町において、それ

ぞれ圏域環状線の道路整備を進めてきたところであります。 

３ページ目をご覧ください。 

次に、圏域環状線の経過についてでございます。 

この圏域環状線の整備につきましては、これまで道道としての整備を主体として計画

的に進められたものでありまして、それぞれの区間において道道の昇格を経て、北海道

が事業主体となって整備してきたものであります。 

これまでの整備状況についてでありますが、図に示してありますとおり、帯広市につ

きましては、この青色の区間について昭和 57 年から平成 21 年まで、音更町につきまし

ては、この緑色の区間について昭和 62 年から平成 24 年までに整備をされ、既に供用さ

れております。 

また、本町につきましても、札内清柳大橋を含みます札内新道について、平成５年か

ら平成 14 年の間に整備され、既に供用を開始されております。 

なお、音更町におきましては、点線で示しております区間につきまして、現在整備中

の区間となっております。 

４ページ目をご覧ください。 

次に、本町における圏域環状線の位置付けについてであります。 

本町の都市計画におきましては、昭和 56 年に圏域環状線構想が示された以降、これま

で策定した様々な方針や計画に位置づけられておりました。 

近年におきましても、都市計画法第６条の２に基づき策定した「帯広圏都市計画都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針」や、同じく都市計画法第 18 条の２に基づき策定

致しました「幕別町都市計画マスタープラン」の見直しにおいても、「骨格となる交通網」

や「交通体系の整備方針」などにおいて、帯広圏における主要幹線道路網の形成を図る

とともに、都市間の広域交通の円滑化と、地域内の交通環境の向上を図る目的から、圏

域環状線に係る整備方針を示してきたところであります。 

このようなことから、圏域環状線は本町の都市計画におきましても大変重要な位置付

けにあり、図面にお示ししましたとおり、既に供用しております札内清柳大橋からみず

ほ通までの札内新道を主要幹線道路として位置付けまして、併せてみずほ通以東におき

ましても、延伸計画の検討を進めることとしていたところであります。 

次に５ページ目をご覧ください。 

２番目と致しまして「町内の幹線道路網に係る課題」について説明を致します。 

一つ目に、幹線道路網の現況についてであります。 

初に、町内の幹線道路についてでありますが、お示ししております図面において、

太い黒線で主要幹線道路、赤の線で幹線道路、青の線でその他の道路など、骨格となる

道路網が示されておりますが、そもそも帯広圏及び十勝における交通の主たる方向とし

て、帯広圏にあっては帯広市へ、十勝にあっては帯広市だけではなく、札幌や千歳、苫

小牧などの経済や物流の拠点へと向かっております。 

そうしたことから、本町につきましては帯広圏や十勝における位置関係から、東西方

向の交通が多く見られ、具体的に申しますと、国道 38 号線や札内清流大橋を含む道道幕

別帯広芽室線、旧国道であります町道幕別札内線などが交通量の多い路線となっており

ます。 

また、市街地の形成状況から、幕別市街と札内市街が東西に並んでおり、二つの市街

地間を結ぶ路線としても国道 38 号線や町道幕別札内線が重要な位置にあるなど、こうし

た路線により骨格となる主要な幹線道路が形成されている状況にあります。 

６ページ目をご覧ください。 

次に、町道幕別札内線の現状についてであります。 

この幕別札内線は、明治 25 年に工事が始まりました、大津から茂岩、猿別、帯広、芽

室を経由して新得に至ります「大津街道」と呼ばれていた道路の一部でありまして、十

勝の開拓を目的に造られ、国が管理していた道路だったものであります。その後、国道
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が現在の位置であります南４線に変更することとなり、昭和 14 年に町道へと降格になっ

たものが町道としての起源であります。 

そうした歴史的な経緯や、現在の国道 38 号線と平行に位置する関係から、幕別市街と

札内市街を結ぶ幹線町道でありまして、東十勝方面から帯広方面へ抜ける裏道として、

大型車両の通行が多い路線となっております。直近の調査結果では、午前７時から午後

７時までの12時間で約5,300 台を記録して、10年前と比較しても増加傾向にあるなど、

町道の中でも交通量の多い路線の一つとなっております。 

７ページ目をご覧頂きたいと思います。 

次に、国道 38 号線の混雑度についてであります。 

町道幕別札内線の交通量が多くなっている間接的な原因と致しましては、国道 38 号線

の交通量の多さがあるものと考えております。平成 22 年 10 月 19 日に実施致しました交

通量調査において、札内橋の午前７時から午後７時までの 12 時間で 32,101 台となって

おり、１日当たりとしても 40,768 台と非常に多いという結果が出ております。 

更に、朝の通勤時間帯や夕方の帰宅時間帯における札内橋の出入口付近の混雑度につ

きましては、皆様ご承知のとおりであります。 

こうした実態から、国道 38 号線の混雑を嫌って、平行する幕別札内線を走行する車両

が多く含まれているものと考えております。 

８ページ目をご覧ください。 

二つ目に、札内市街、主に鉄南地区の通過交通状況についてであります。 

初に、札内清流大橋完成後の変化についてでありますが、札内清柳大橋の完成前で

ある平成 11 年 10 月７日の交通量が 728 台であったのに対しまして、平成 22 年 10 月 19

日の調査では 8,287 台と 10 倍以上に増加しております。これに伴いまして、札内市街の

鉄南地区での調査箇所では 5,000 台となっており、札内清柳大橋を経由した帯広からの

流入交通量が増加傾向にあります。 

次に、９ページ目をご覧ください。 

次に、交通環境の安全性の低下についてであります。 

町道幕別札内線からの流入する交通量や、札内清柳大橋を経由しての流入交通量の増

加傾向にある中、通行する大型車両の一部が鉄南地区の団体（団地内）へ流入している

という実態があり、交通事故の発生を懸念する声が聞かれるようなっておりました。 

平成 22 年度に実施いたしましたアンケート調査において、「道道への出入りがし辛い、

大型車両の通行が多い、歩行者の飛び出しに注意が必要」などの意見が寄せられていた

ところでありまして、平成 23 年１月 20 日には車両同士の衝突による死亡事故が発生す

るなど、こうした道路環境の安全性が低下しているという実態が、みずほ通以東の道路

整備を必要とする理由の一つとして挙げられたところであります。 

10 ページをご覧ください。 

三つ目に、救急搬送についてであります。 

これまでにご説明いたしました町内の幹線道路網に係る課題につきましては、救急搬

送などの緊急車両の通行にも影響があると言われておりまして、搬送先によっては国道

以外を通り、高度医療施設が集積する帯広市へ向かっている実態があると言われており

ます。 

しかしながら、町道幕別札内線にあっては、札内市街地の通路が隘路となっており、

更にその外側に位置します町道途別新川線にありましては、急勾配な区間があり、冬期

間の凍結などにより安全性が低下することから、救急搬送時における安全性や定時性の

確保が課題であると聞いております。 

また、帯広・十勝における災害発生時の災害拠点病院として、帯広厚生病院が地域災

害医療センターに指定されているなど、本町の救急医療や災害医療など、住民生活の安

定を図る上では帯広市との連絡強化が重要であると考えられます。 

11 ページ目をご覧ください。 

四つ目に、緊急輸送道路についてであります。 

北海道が策定しております北海道緊急輸送道路ネットワーク指定路線につきましては、

本町では国道 38 号線が第１次緊急輸送道路として、札内清柳大橋からみずほ通までの道

道幕別帯広芽室線や道道更別幕別線が、第２次緊急輸送道路として指定されている他、
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幕別町の地域防災計画に基づく地域緊急輸送道路として町道幕別札内線などが指定され

ております。 

しかしながら、国道 38 号線は交通量が多く、道道幕別帯広芽室線については、みずほ

通以東が未整備区間であるため、円滑な交通が確保されていないなど、災害支援活動を

支える緊急輸送道路としてのより十分な機能を確保することが重要であると考えます。 

こうしたことから、みずほ通以東から町道幕別札内線の未整備区間が整備されること

により、緊急輸送道路が直結されることになることから、防災体制の強化につながるこ

とが期待されるものであります。 

12 ページ目をご覧ください。 

五つ目に、新たな道路整備の必要性についてであります。 

これまでに説明致しました、交通量が増加傾向にある町道幕別札内線や、その間接的

な原因とされる国道 38 号線の混雑度、札内清柳大橋を経由した帯広からの流入交通量や、

これらが原因とされる鉄南地区を中心とした交通環境の安全性の低下、更には救急医療

や災害時の緊急輸送活動などの課題を踏まえまして、圏域環状線としての必要性だけで

なく、地域住民の更なる安全・安心を実現するためにも、新たな道路の整備が必要とさ

れたものであります。 

13 ページ目をご覧ください。 

３番目に、「道道昇格予定区間の概要」について説明を致します。 

一つ目に、道道昇格の考え方についてであります。 

そもそも、道道の昇格の考え方と致しましては、二つの方法がありまして、①の新規

の路線認定によるものと、②の既存道道の変更によるものがあります。①の新規の路線

認定の場合につきましては、「都道府県の路線認定基準等について」に示されます基準に

合致することが必要とされ、併せて議会の議決を必要とされるものであります。 

一方、②の既存道道の変更の場合につきましては、既存にある道道の路線位置を変更

するとした方法でありまして、町道の一部が道道に昇格するのに伴い、既存の道道が降

格し、その一部が町道に引き継がれることになるものであります。  

今回につきましては、②の既存道道の変更により道道昇格を行うとするものでありま

す。 

14 ページ目をご覧ください。 

二つ目に、昇格予定区間についてであります。 

起点を幕別町本町の国道 38 号線と道道幕別大樹線との交差点としまして、終点を札内

新道とみずほ通との交差点までの約 10.6km を想定しております。 

この区間は大きく二つに分かれまして、赤の実線で表示しております区間につきまし

ては、起点の道道幕別大樹線から道道明倫幕別停車場線、町道幕別札内線の区間、約

8.1km を現道活用区間と致しまして、事業の実施を想定していない区間となっておりま

す。残る区間につきましては、赤の点線で表示しておりますが、みずほ通以東、町道幕

別札内線に接続するまでの区間、約 2.5km を事業実施が予定される区間となっているも

のであります。 

15 ページ目をご覧ください。 

三つ目に、降格予定区間についてであります。 

降格の説明をする前に、現在の道道認定の状況について説明をいたします。 初に、

オレンジ色で示しております区間について道道猿別（更別）幕別線となっており、途別

方面からみずほ通を通って、国道 38 号線に接続するルートとなっております。次に、緑

色で示しております区間については道道幕別帯広芽室線となっておりまして、札内清柳

大橋から札内新道・みずほ通の札内南小学校、札内中学校の前を通り、札内南大通の札

内アンダーパスを通って、札内郵便局、札内支所前の札内９号を通り国道 38 号線に接続

するルートとなっております。 

したがいまして、みずほ通の部分につきましては、２つの道道が重複している区間と

なっております。 

このことを踏まえまして、今回道道の降格を予定する区間についてでありますが、こ

の緑色で示しております道道幕別帯広芽室線に係る、みずほ通の区間と、みずほ通から

札内９号までの札内南大通の区間、そして、札内９号の区間の約３km を想定しておりま
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す。 

また、みずほ通の区間は、道道幕別帯広芽室線ではなくなりますが、オレンジ色の道

道更別幕別線の区間でもありますので、今後とも道道として管理される区間となります。 

従いまして、画面を見て頂きたいのですが、灰色で示しております東９号から西側の

札内南大通の区間と、札内９号の約 1.8km が町道に引き継がれる区間と予定としている

区間であります。 

次に 16 ページ目をご覧ください。 

４番目に、「事業実施予定区間の概要」について説明致します。 

一つ目に、想定されるルートについてであります。 

赤の点線で表示しております区間が、事業実施を予定している区間となっておりまし

て、みずほ通から東側へ途別川を渡り、堤防と平行に下流側へ向かって走りまして、町

道日新線及び町道札内高台線を交差し、町道幕別札内線に接続するというルートになっ

ておりまして、約 2.5km を想定しているものであります。 

また、計画交通量につきましては 4,700 台から 5,400 台と想定しております。 

なお、先程申しました、事業実施区間の延長約 2.5 ㎞につきましては、現時点におい

て想定している延長区間でありまして、今後において道路線形等、詳細な検討により

終的な延長区間が決まるものであります。 

そうしたことから、変動する要素があることをご理解願いたいと思います。 

17 ページ目をご覧ください。 

二つ目に、道路構造についてであります。 

道路構造を決める上でのポイントにつきましては、道路種別、地域特性、計画交通量、

連続性などを考慮の上決定することになります。 

特に連続性につきましては、短い区間で幅員等の道路構造が変化することにより交通

の安全性や快適性を損なうことになるため、十分留意する必要があるとされています。 

こうしたことを踏まえまして、既設道路の整備状況や完成後の交通状況などを勘案し、

道路の区分を３種２級、車道幅員を 3.25 メートルの２車線とし、南側、山側になります

が、幅員 2.5 メートルの歩道の設置を想定しております。 

18 ページ目をご覧ください。 

後に、５番目の「今後の取り組み」についてご説明をさせていただきます。 

一つ目に、事業についての説明でありますが、①の町議会への説明につきましては、

平成 25 年第１回町議会定例会会期中の３月 14 日の全員協議会において、既に説明をさ

せていただいております。 

次に②の都市計画審議会への説明につきましては、この審議会での説明となっており

ます。 

次に③の住民への説明についてでありますが、おおよそ想定されるルートに土地をお

持ちの方及び地元公区の方々を対象とした説明会の開催を５月中に予定しております。 

後に、事業要望についてでありますが、現時点におきましては道道昇格の内示を受

けた段階でありますので、正式な道道となるべき必要な法的手続きを一日でも早く入れ

るように、町としての取り組みを進めていきたいと考えております。 

また併せまして、今後においても、十勝総合振興局に対しまして、早期の事業着手と

なるように改めて要望して参りたいと考えております。 

以上で、報告第１号の圏域環状線に係る道道昇格についての説明を終わらさせていた

だきます。 

         

斉藤会長   はい、ありがとうございました。只今、事務局から説明がありました、報告第１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。 

       はい、吉川さんどうぞ。 

 

吉川委員   今の説明で行きますと、道道昇格区間あるいは工事を行う区間として、当初札内新道

の終点から途別川を渡って東工業団地を通り抜ける。その区間であとは既存道路に結ん

で道道昇格するという説明だったのですが、当初の圏域環状線の構想については、今の

説明ではまってく触れられていないのですが、今どうなっているのでしょうか。 
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笹原課長   元々の圏域環状線構想、昭和 56 年当時から示されまして、それに基づいて都市計画を

中心とした計画ですとか、方針を示してきております。 

そのことは先ほども説明にあったとおりでありまして、先般昨年３月までに見直しを

致しました幕別町の都市計画マスタープランの中においても、将来の都市構想図の中に

もそうした位置付けを将来的に整備をしていきたいというような構想基準として位置付

けをさせて頂いております。 

今回触れられていないのではないかという吉川委員のご指摘ですけれども、あくまで

今回にありましてはこうした圏域環状線構想に乗っ取って町内の道路整備の在り方とし

て考えたときに、先ほどの説明にありましたとおり、さまざまな道路整備にあたっての

問題点が浮上してきていると、そうした問題点を解決するにあたって、どういう道路整

備が必要なのだろうかと、それが圏域環状線の中でどういうような位置付けにあるのか、

必要な区間についてまずは整備していきたいといったことから、今回お示ししたような

事業予定区間で、まず事業を実施していきたいと、それについての事業要望道道昇格の

要望を町から道に要望致しまして、北海道と町が共に協議検討してきた中で、そうする

ことがまずは一番良いのではないかという判断から、そうした方向で今後進めていきた

いとしたものであります。 

 

斉藤会長   他にございませんでしょうか。小林さんどうぞ 

 

小林委員   今ご答弁頂いたのですが、さっきも説明があったのですが、実際今 2.5ｋｍの事業実

施予定区間の構想について、実際に今どこまで進捗しているのですか。 

それともう一点、先ほど変わる可能性があるというご説明があったのですが、本当に

その変わる余地があるのかというのを２点お聞きしたいと思います。 

 

笹原課長   進捗の状況におきましては、ある程度の想定のルートを先ほども説明したのですが、

現在の札内新道で、４車線が終わったところ、ちょうどみずほ通との交差点になってお

りまして、その先、川を渡って堤防沿いに行きましてグランヴィリオの坂を上がってい

く日新線という町道に交差をして、その先も江陵高校に上がっていく町道に交差をし、

その先工業団地の手前付近で既存の町道幕別札内線に接続をするという大まかなルート

としては以上のような形でだいたい現在のところとしては概ねのルートとして想定して

おります。 

その中で、若干の修正が南北東西にされるといいますのは、今回道道としての整備と

なりますので、先ほど道路構造という中で３種２級という、道路構造令という法律に載

っている道路の種別になるのですが、その道路として作るため設計するに当たっては、

設計速度ですとか決まって参ります。その設計速度に応じたカーブを作るとか、細かい

詳細を検討していく中でルートが微妙に変わってくる。そうしたことから、延長も先ほ

ど 2.5ｋｍと申しましたのが、変更になるかもしれないと言った要素があるものですか

ら、変更になるかもしれませんということでありまして、先ほど申し上げました想定し

ているルートが劇的に変わるのかといいますと、概ね点線で示されたようなイメージで

整備するのではないかと想定をしているところであります。 

       あと、現在の取り組み状況でありまが、幕別においては現況図ですとかそういったも

のを航空写真測量に基づきまして、作成をしております。それはあくまで、2,500 分の

１という非常に小さめの図面ですけれども、そうしたものを使いまして、机上の図面上

で検討等をしておりました。 

そうした段階ですから、今後は、たとえは橋梁を架けなければならないですとか、そ

れに伴いまして、当然地質調査をやらなければならないですとか、あと道路の線形を詳

細に決めるのに現況調査をやらなければならないですとかということが、今後行われる

という予定でありまして、そうした調査に当たりましては、まだまだ着手している状況

にありません。と言いますのも、現在の段階においては道道昇格について、内定を頂い

たという段階でありまして、実はこの後、特に今年度こうした 2.5ｋｍ、20 億を超える

のではないかという事業費を想定しているのですが、北海道におきましては 10 億円を超
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える大規模な公共事業を行う場合におきましては、その事業を新規に行うべきかどうな

のかという事業評価といいます制度の条例化をしておりまして、外部の委員に事業の必

要性等の説明を致しまして、そうした評価を経て新規採択をするべきかという結果を持

って改めて事業に着手できると、それらの資料作成を今年度行う予定であります。そし

て、事業評価自体は 26 年の初めに委員会に掛かり、新規の事業着手と言いますのがその

委員会での事業評価を経て 27 年度に新規着手するということになりますので、先ほど小

林委員がおっしゃいましたどこまで進んでいるのかということで行きますと、詳細の測

量ですとかという作業はそれ以降になってくるというような状況になっております。 

 

斉藤会長   よろしいですか。他にございませんでしょうか。はい、平川さんどうぞ 

 

平川委員   降格の方の道路についてなのですが、札内の鉄南地域というのは、この今の道道とい

うのは、幹線道路として非常に利用しているわけですよね。言うなれば生活道路という

ことで、途中役場の支所があれば郵便局もあればということでいるわけですけれども、

降格なると冬場の除雪体制或いはアンダーパスの水害に対する体制、こういうものが期

待できるかどうかとういうと、現実の今の町の除雪体制を見てると、期待できる状態に

はならないと思うんです。安全道路としていち早く除雪体制をとってくれるから生活道

路で利用するわけですけれども、私も通勤にここ利用するのですが、安全だから利用す

るのです。安全性がなくなるということは、いうなればまたどこか別の道路を探さなく

てはならないという問題も生じるわけですから、その辺併せて降格された方については

どのように考えているかお尋ね致します。 

 

笹原課長   降格路線、先ほど説明致しましたこちらの図面で示した灰色の部分、約 1.8ｋｍござ

います。平川委員おっしゃいますように現在もアンダーパスを含めて幹線的な道路にな

っていると誰しもが思うところであります。元々札内支所前につきましては、整備する

前は町道だったものでありまして、今回札内南大通の整備に併せて道道昇格をしていた

だいたという経過にあるものであります。これらの引き継ぎの作業と言いますのが、実

は進んでおりません。といいますのも事業評価ですとかいう手続きを経た後に本格的な

道道引き継ぎに関わる作業に入っていくという段階になります。 

ただ、現時点におきましても、これらの現在の区間における維持管理の在り方どうな

っているのかといったことにつきましては、担当課であります土木課管理係、あと、振

興局事業課と打ち合せをさせて頂いているところであります。委員がおっしゃるように

除雪の在り方、あとアンダーパスといいます、町内にはここしかない特殊な構造になっ

ているということ、そうしたところにおいてどういった留意点があるだろうかといった

ところについて情報交換をさせていただいて、住民の方にご不便のないようにしていき

たいと考えているところであります。 

また、特にアンダーパスにつきましては、警報装置なども付いているというようなこ

とがございまして、近年におきまして、ここで車が水没して亡くなられたというような

悲惨な事故もございますので、運用の仕方につきましても、支障のないように今後準備

を進めていきたいと考えております。 

 

斉藤会長   よろしいですか。他にございませんでしょうか。小林さんどうぞ。 

 

小林委員   もう一点ありました。先ほど、2.5ｋｍの区間に関することなのですが、それに接する

町道数本ございます。そちらの方の周辺整備というのは、今回の計画の中で一緒に含ま

れるものなのか、あくまでも道道と町道の違いで別計画という形になるものなのかその

点をお伺いしたいと思います。 

 

笹原課長   周辺整備と言いますと、丸で示しております（資料 16 ページ）橋がある付近なのです

が、そういった交差するっていうところの整備ということでよろしいでしょうか。町道

といいますのが、正式には交差するところでいきますと、町道日新線というのと、町道

札内高台線という２本の町道が交差するということになっておりますけれども、交差す
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る部分に関しては一定程度の区間は、摺り付けをする、若しくは道路構造令に準じて整

備をするために一定程度の区間を町道も整備しなくてはならない区間が出てくると想定

はしております。 

そうした区間におきましては、あくまでこの道道整備に伴うことですから一定程度、

道道整備の事業の中で行っていくことになるのではないかなと考えております。 

それらの整備につきましては北海道と幕別町お互い道路管理者同士の協議の中で道路

構造などについて確認をしながら、問題のないように整備をしていくとなると考えてお

ります。 

 

斉藤会長   よろしいですか、他にございませんでしょうか。嶽山委員どうぞ 

 

嶽山委員   それでは私の方から２点ほどお願い致します。１点目９ページですけれども、ここに

書いてある通り交通環境の安全性の低下、このとおりだと思うのですが、このど真ん中

のみずほ通のここが、交通量が多いから道道への出入りがし辛いだとか、歩行者が多く

飛び出しに注意と書いてあるのですが、ここに、ご存じのとおり小学校がひとつ、中学

校がひとつあります。それから、ここがちょうど直線なっていて、40ｋｍ制限になって

いるのですが、結構スピードを出している方が多いんですよね。 

それともう一つ、跨線橋を下がってきたところに信号がないために、新道に入る、出

入りする車が多くなってきたものですから、こういうことから既に安全性の低下が考え

られる現状ですので、そういう何か起きたら遅すぎるものですから、早急に対策をして

頂きたい、そのように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

       次、18 ページ、住民への説明の件ですけれども、５月中にするということはそれはそ

れで宜しいのですけれども、住民の周知方法をどのようにするか、それから、会場をど

のくらいの規模でやるか、要はそれを聞きたいのと、それによって一人でも多く参加し

て頂くようなそういうような対策もお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

 

笹原課長   初にあったご意見ですけれども、この９ページの交通量が多くて道道への出入りが

し辛いといった箇所がまさに嶽山委員がおっしゃっている交差点の箇所についてのご指

摘でございました。これらの意見につきましては、都市計画のマスタープランのアンケ

ート調査において、ご意見があったものでございます。それ以外、学校側ですとかそう

いったところからも交差点の危険性をご指摘頂いているところであります。まず、信号

機の設置ですとかができないのかということを、町民課の担当の方と検討頂き警察の方

に協議をして頂いているといった現状にあります。 

あと、住民への説明の在り方なのですけれども、５月中に、町が主催するのですが、

事業主体は北海道になるということで、十勝総合振興局の事業課も同席を頂いて必要に

応じてご意見等を頂きたいと考えております。まずは、対象となられる方につきまして

は、事業実施を予定している区間にいらっしゃる地権者となることが想定される方、若

しくはそうした土地に隣接をして工事期間中に何かご不便をかけるようなことが想定さ

れる方をまずは直接文書で案内をしたいと考えております。あと、そうした事業実施予

定区間がある該当公区の方には回覧文書を以って案内をしていきたいと考えております。

会場につきましては、地権者若しくは隣接する土地などにいらっしゃる方々というのは

片手で足りるくらいには十分収まるくらいの人数なのかと洗い出しをしている 中でご

ざいます。あとプラスアルファーについては、関係公区の方々にということになるのか

と思うのですけれども、そうした方々が入るような場所ということで一番集まりやすい

のは札内支所がございます札内福祉センターを、あちらの方が広い駐車場が確保されて

いるものですから、説明会を開催していきたいと考えているところであります。 

 

斉藤会長   他にございませんでしょうか。私からもいいですか。 

       主に、札内鉄南地区を中心に思うとこ 30 年くらい前だと、鉄南地区はあまり住宅もな

くて、畑だとか田んぼだとかばかりであまり住宅がなかったような気もするのですが、

今や幕別町の人口の５分の１か４分の１位いますか。３分の１まではいかなくても、多



11 

くの人、数千人が住んでまして、出来た当初の道路もそのころはまだ余裕を持って計画

に基づいて作ったはずの道路も、いまではもう住宅街の中に埋もれた道路になってしま

って危険性もあると、また、道道ですから、車も飛ばしますし、長距離トラックなど大

きな車も通るでしょうし、そういった中で小学校があったり、多くの人が横切るし危な

いので、新たに道道の見直し、また環状道路の設置ということで、また、道の流れ、た

だ素通りするだけの車はそちらの方走ってくださいっていう、住宅街は通らないでって

いう感じですが、また或いは防災です。街中を走ると危険性がありますし混んでますの

で、遅くなるので防災という観点からも救急だとか必要だということで一刻も早く作っ

て欲しいと思います。 

また、環状道路ということで途別川の辺りだと片側２車線で歩道が付くということな

のですが、考えたら横切る人って江陵高校生くらいしかいないのかという気もするんで

すけれども。いっそう高規格道路だとか人の通らないようなものもどうかなと、実現性

は難しいでしょうけれども、いっそうその方が通りやすいですし、スムーズに、僕もよ

くみずほ通のところとか通ったりしますけれども、つい飛ばし気味になってしまうので

すけれども、よくパトカーなども止まってて気をつけて走ったりしますけれども、全体

的に飛ばし気味で危ないですし、そういう車専用の道路みたいなの作るのもどうかと思

います。 

あと、途別川の違う考え方ですが、道路の話なので、ソフトの話は違う話なのでが、

ちょっと一言だけ思い付きで思った話ですけれども、温泉の下の方ですと、自然環境も

良いですし静かで空気のいいところだと思うのですが、いっそう歩道を何々ロードとか

名称を付けてウォーキングのしやすい道路だとかソフト的な考え、今の段階ではまだ、

そういうこと語れないでしょうけれども、それらを盛り込んだら面白いかなだとか、マ

スタープランの方に入ってきますかそれは、そういう考えだとかそういうソフトも組み

合わせて話進めていくと町民の理解だとかそういう部分で有効かなと、道路建設の盛り

上がりだとかそういうことに繋がっていくのかとか私は思います。ということで、余計

なことも話したかもしれないですけれども、そういうことで私の話終わります。 

 

笹原課長   実はこれまでに、振興局といろんな議論させて頂いた中で、実は同じような話が出て

きたところですが、歩道の在り方に関しましてはいろんな意見がありました。まず、要

るのか要らないのかといったところから始まって、要るとしたらどうあるべきなのかと

いうことも話が出たところであります。現状として、どうなのかという話も出てきてお

りまして、斉藤会長がおっしゃった話が複合的に絡み合うのですけれども、まず、現在

札内新道にも幅広の歩道が両側に整備をされておりまして、町道の幕別札内線につきま

しても全て、全線歩道が付いているというようなことを考えますと、やはり歩行者の導

線を一定程度確保するという考え方はまずは大事ではないのかという話がありました。

あとパークホテルの悠湯館の前辺りの町道ですが、ちょっと狭い車道しかない町道です

けれども、特にこれから夏場、散策とかウォーキングとかされている方々が数多くいら

っしゃったりですとか、そうした方々が路上に落ちているごみを拾って頂いたりしてい

ることが見受けられているところでありまして、そうした利用もあるという現状を、お

話をさせて頂いたりしておりました。あと、江陵高校の通学生の方々ですけれども、昨

年も通学時間帯に私が現地に張り付いて見てたりしたのですが、思いのほか夏場の間は

バスで通学されている生徒さんが少ないのです。自転車で来られる方、当然札内の生徒、

徒歩で来られる生徒とか、駅から歩いてくる生徒、駅から歩いてくる生徒はそのままま

っすぐ南側におりまして吐月橋を渡って、散策をされているとおっしゃってた細い歩道

のない町道を歩いて来たりとういルートを歩かれているようです。ですから、そういっ

た現状にあることを協議させて頂いて、それで歩道の整備の必要性を町としても訴えさ

せて頂いて、付ける方向でという話になりました。現状にあっては歩道ではなくて、と

いう手法も実はないわけではないですけれども、やはり縁石をつけて車道と歩道を分離

した構造によって歩行者の安全性を確保するという、これまでの在り方がまずは整備を

して頂きたいということで検討して頂きたいということを申し伝えまして、このような

スタイルになったというところであります。 

あと今回の事業予定区間につきましては、あくまで片側については１車線です。札内
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新道については片側２車線ですけれども、今回の 2.5ｋｍについて説明させて頂いてお

りますけれども、その間にあっては片側１車線に、２車線の車道になるという道路にな

っております。その点もよろしくお願い致します。 

 

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、報告第１号圏域環状線に係る道道昇格については終わります。 

次に、議事日程３のその他に移ります。 

事務局から何かございますでしょうか。 

 

宮田係長   それでは、その他と致しまして、別に机の上にお配りをしておりますこちらのＡ３、

１枚もので、帯広圏都市計画公園の変更について３・３・502 号止若公園の変更につい

て説明をさせて頂いたと思います。 

今回の都市計画公園の変更に係る直接の原因と致しましては、既に広報等でお知らせ

しているとおり、現在の役場庁舎北側に新庁舎建設を予定しておりまいて、隣接する止

若公園の町有地部分の公園区域を、駐車場用地として使用することを想定しているとこ

ろによるものであります。 

この新庁舎につきましては、現庁舎内に配置されている部署に加え保健福祉センター

内に配置されている部署が集約されることが予定されますことから、来庁者や職員の増

加に伴いまして、不足する駐車場用地を確保する必要が生じたため、隣接する止若公園

の区域を変更し、町有地部分の公園区域の廃止を想定しているものであります。 

図面を使いまして具体的に説明させて頂きます。 

まず始めに現状の止若公園の区域についてでありますが、ピンク色の実線で囲まれた

ました約 1.3 ヘクタールの部分になり、そのうち、ピンク色に着色されております 0.3

ヘクタールについて廃止を想定している区域となっております。 

また、緑色で着色されました 3.4 ヘクタールの区域は、パークゴルフ場のサーモンコ

ースとして利用しており、１級河川猿別川の河川敷地で帯広開発建設部から占用を受け

ている区域となります。 

この緑色の部分につきましては、町が管理する公園として、真ん中が止若公園になり、

その上流と下流部分が猿別川河川緑地という名称の公園となっております。 

さらに、青色の部分の約 0.4 ヘクタールにつきましては、現在パークゴルフ場として

既に利用しておりますが、公園敷地として河川占用していない区域となっております。 

こうした現状を踏まえまして、止若公園や隣接する猿別川河川緑地が一体的にパーク

ゴルフ場として利用していることから、未占用の区域も含めまして、これらの区域全体

を変更後の止若公園の区域として想定しているものであります。 

従いまして、図面で示しておりますピンク色の実線で囲まれた現状の公園区域を、緑

色と青色で着色された区域に変更することを想定しているものであります。 

次に、区域変更に伴う公園施設の取り扱いについてでありますが、区域内にはゲート

ボール場等の公園施設があり、このゲートボール場につきましては、現在ゲートボール

協会と協議中であり、今後においてどのような対応を行うか検討して参りたいと考えて

おります。 

また、区域変更に伴い新たに通路等の整備が必要となる場合におきましては、バリア

フリー法に基づき、地域住民が利用しやすい公園となるよう整備して参りたいと考えて

おります。 

後に、今後のスケジュールについてであります。 

このスケジュールにつきましては、都市計画公園の変更の手続きが、新庁舎の建築確

認申請前まで終わらせる必要があります。 

また、現在進められております新庁舎建設に係る基本設計について、議会や住民の方々

へのご説明等をさせて頂き、一定程度の設計内容が固まってから手続きを進める必要が

あると考えております。 

こうしたことから、新庁舎建設の基本設計の作業と並行して、夏頃までには関係機関

との協議を行いながら公園の形状や公園施設の配置について整理した素案を作成いたし

まして、その後、秋に素案について審議会にご協議を頂き、年末に案について審議会の



13 

諮問・答申を経まして、手続きを完了したいと考えております。 

以上のことから、まずは秋頃より審議会にご協議をさせて頂きたいと考えております

ので、ご承知置きいただきたいと思います。 

これで、帯広圏都市公園の変更、３・３・502号止若公園の変更についての説明を終わ

らさせて頂きます。 

 

斉藤会長   只今、事務局から説明がありましたその他について、ご意見、ご質問がありましたら

お受けしたいと思います。 

       はい、藤原さん 

 

藤原委員   新庁舎建設のために駐車場が不足するということは、私 26 回の特別委員会を経ても、

もちろんこの場所を決めるときに駐車場を不足するということは全く出ていなかったは

ずです。 

       駐車場は足りるので庁舎は北側に建てるということで進んできた。 

       今日、この話をすると、庁舎建設位置自体が替えなければならない問題になるのでは

ないかということを認識してあなた方は今日説明しているのかどうかまず伺います。 

 

笹原課長   庁舎建設に関わりましては、２年前から住民説明会などを経まして、現在の状況にあ

りましてはこの現庁舎の北側に建設をするという方向で議会を中心に情報交換をさせて

頂いているという状況にあります。 

       それに先立ちまして、各地の検討を町でもさせて頂いておりまして、直近においては

庁舎建設にあたりまして基本構想というのを、策定をさせて頂いております。 

       その中におきましては、庁舎の建設位置についてはこういったところがあるだろうと

いうなどのことで、６箇所ほど想定したものを示させて頂いております。 

       その中にありまして、現庁舎敷地におきましては、止若公園の用地を駐車場用地への

転用を必要だといったことが既に明示をされております。 

       また、職員数につきましても先ほど説明にありました通り、保健福祉センターより保

健課・こども課・福祉課そうした部署が新庁舎の中に入りまして、よりよい住民サービ

スをしていこうという考え方でいま進んでいるところであります。 

       当然それに伴いまして、職員も増えますので、来庁者が当然増えることになります。 

       また、その他公用車も増えるといったことから現時点で想定している必要となる駐車

場台数につきましては、約 290 台と想定しているところであります。 

       それについても、基本構想の中で既にお示しをさせて頂いておりますので、一定程度

は情報提供させて頂いているものだと認識をしているところであります。 

 

藤原委員   いや、それは全く違って、駐車場は福祉センターが来ても足りるということを計算し

てますよね、あなた方がね。 

       それでも且つ、ここの公園を廃止して駐車場を設定するということは、これは都市計

の問題だけでなくて、庁舎の関わる重大なことだと私は思います。 

       また、公園を廃止していわゆる二酸化炭素のもととなる車をこの公園の中にわざわざ

入れて駐車場とするというのは、この幕別町の私たち少し前も緑の基本計画を立てさせ

てもらいましたけれども、なぜこんな矛盾するような行為をぬけぬけと堂々とやるのか、

これは役場の行政の姿勢として重大な問題があるのでないかと私は思いますが、その辺

あなた方の姿勢をうまく正したいと思いますが、いかがですか。 

 

笹原課長   290 台と申し上げました必要とする駐車場台数につきましては、役場庁舎の周辺、あ

と町民会館前の駐車場、ここは 60 台現在ありましてその半分を使おうと、それでも足り

ないところについては、場合によっては運動公園のほうの駐車場も使いながら、主にそ

ういった遠い場所にあっては当然職員が利用させて頂くということも想定した中で確保

していきたいということで、その想定の中には先ほど申し上げましたとおり、この止若

公園を廃止したいとする部分を駐車場用地として使わせて頂くということを既に想定し

ているといったところであります。 
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藤原委員   それは、勝手な思いであって、駐車場は職員が運動公園まで遠かろうがなにかろうが、

あなた方がそういう提案をして役場の北側に庁舎を建てるということをしたのだから、

それに対してそういう卑劣な答弁をするということは断じて許されないです、これは。 

       私は今後、この公園の変更に対しては絶対反対です。許される行為でない。 

 

佐藤部長   手元に資料がなくて大変申し訳ないのですが、庁舎の基本構想を策定した時に、周辺

の駐車台数が確保できるのかという議会からの問い合わせもありまして、290 台の確保

については面積上ということでいろいろシミュレーションしたり、１台あたり 25 ㎡だっ

たと思いますが、そういった面積を確保してやれるかどうかというシミュレーションし

た中では、290 台をこの公園の一部を用途廃止をしてそこを使うという前提でご説明を

させて頂いた記憶がございます。 

       周辺、町民会館前ですとかいろいろと教育委員会の前ですとか、そういったところの

台数も含めて、290 台という数字を必要台数として確保台数として挙げた記憶がござい

ます。 

       そこでは、一度そういった説明をさせて頂いたのかと思っているところであります。 

 

斉藤会長   藤原さんよろしいですか 

 

藤原委員   私の記憶では、こういう説明はありませんので、これは、記憶違いということですの

で、時間をおいて、次回なりこういう決めを提案してくることに対して、私はたとえ公

園を庁舎の駐車場にしたいということに、公園を廃止して職員の駐車場にしようなどと

いう考え方に対して、この都市計の皆さんが賛成するならこれは反対が一名なのかもし

れないけれども、まず私はこの案に対しては、まったく認めることはできないというこ

とを宣言しておきます。 

 

斉藤会長   よろしいですか、納得いかないでしょうけれど 

みなさん他に、ご意見ありませんでしょうか。 

 

平川委員   38 号線の交通状況、ここ２～３年非常に交通混雑が激しくなって来ている。朝方幕別

へ向かって、ちょっと雪が降ると渋滞が起きてしまうと、夕方なると帯広に帰る車がず

っと列を作って相川地区の人たちが国道への出入りが出来にくい状況になっていると、

それがここ２～３年非常に目立っておりますので、このままでいくとちょっとしたこと

で渋滞が起きる。あるいは渋滞だけならいいけれども、現実事故も幕別農協のスタンド

のある辺、あそこの交差点辺りは頻繁に事故が起きているところです。非常に危険なと

ころなので我々も出入りするのですけれども、どうして出たら一番安全なのかというこ

とを研究しながら出なくてはならない。これから連休に入るお盆が来るそしてまた冬が

来るということで、いつの時期も混んでおりますので、たぶん、緊急な対策が必要にな

ってくるのではないか、これは答えいりませんので、大至急その問題について検討して

もらえたらと思います。以上です。 

 

笹原課長   実は今年の２月にも１年の内、定期的に国道管理する帯広道路事務所、西町にありま

すけれども、所長ですとかが来られまして状況など、町としての要望などを伝える機会

がございまして、お話をさせて頂いております。今年の２月にも来られた際には、平川

委員おっしゃっているような、どちらかというと止若橋から相川側の状況についてはお

話をさせて頂いていたところであります。とくに冬場降雪があった次の日の朝ですとか

止若方面へ向かって徐々に徐々に登っていくものですから、どうしても車のスピードが

ゆっくりとなって、気が付けば家畜市場辺りから車が連なっていると状況があるのです

ということで、融雪剤を撒く等というようなとりあえずの対策等もして頂けないでしょ

うかというお話とかをさせて頂いているところであります。今後においてそうした機会

はあると思いますので、今おっしゃいましたような話につきましては、直接申し伝えた

いと考えております。 
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斉藤会長   よろしいですか。他にございませんでしょうか。 

       一つ私からいいですか。公園についてですが、パークゴルフ場の部分が駐車場になる

ということでいろいろとあるのでしょうけれども。 

笹原課長   なくなるのはゲートボール場です。 

斉藤会長   ゲートボール場ですか。下のパークゴルフ場の方も公園でなくなるのでは。 

笹原課長   そこは今まで通りです。 

斉藤会長   そうでしたら、町民会館の裏のゲートボール場がなくなるということでしょうか。パ

ークゴルフ場がなくなるのかと思いました。いいです。勘違いしておりました。 

 

斉藤会長   他にございませんでしょうか。 

       無いようでしたら次に他に委員の皆さんからまた違う話として平川さんからも一つあ

りましたけれども、何かございませんでしょうか。 

  それでは、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。 


