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平成27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２７年５月２９日（金） 午後４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  嶽山 信行         （学識経験者） 

岡本 芳夫         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

野原 蕙子         （町議会議員） 

寺林 俊幸         （  〃  ） 

西田 由美子        （公募によるもの） 

中島 純一         （   〃   ） 

笹原 早苗         （   〃   ） 

 幕別町長 飯田 晴義 

事務局    建設部長 須田 明彦 

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 小野寺 博央 

都市施設課都市整備係長 久保  勝 

都市施設課都市整備係 南  浩樹 

 

４．議事   議案第１号 会長の互選について 

 

５．その他  【説明】都市計画について 

 

６．議事概要  次のとおり 

 

須田部長   ご起立願います。お疲れ様です。着席してください。 

会議に先立ちまして、谷内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

ましたので報告をさせていただきます。 

本日は、都市計画審議会委員の改選に伴い審議会に先立ちまして、飯田町長より委嘱

状の交付をさせていただきます。 

お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立願います。 

 

須田部長   野原蕙子さん。 

 

飯田町長   委嘱状、野原蕙子殿。幕別町都市計画審議会委員を委嘱します。ただし任期は平成29

年５月13日とします。幕別町長飯田晴義。宜しくお願いします。 

 

須田部長   寺林俊幸さん。 

 

飯田町長   委嘱状、寺林俊幸殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   嶽山信行さん。 

 

飯田町長   委嘱状、嶽山信行殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   土谷裕樹さん。 
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飯田町長   委嘱状、土谷裕樹殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   小林美裕さん。 

 

飯田町長   委嘱状、小林美裕殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   岡本芳夫さん。 

 

飯田町長   委嘱状、岡本芳夫殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   西田由美子さん。 

 

飯田町長   委嘱状、西田由美子殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   中島純一さん。 

 

飯田町長   委嘱状、中島純一殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   笹原早苗さん。 

 

飯田町長   委嘱状、笹原早苗殿。以下同文につき省略させて頂きます。宜しくお願いします。 

 

須田部長   只今より平成27年度第１回幕別町都市計画審議会を開催致します。 

       はじめに、飯田町長よりご挨拶を申し上げます。 

 

飯田町長   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２７年度第１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、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、町政全般に渡り、ご理解、ご協力を頂

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。 

       また、ただ今委嘱状を交付させていただきましたが、今年度は２年に一度の都市計画

審議会委員の改選期に当たりまして、新しく委員になられました方、引き続き委員をさ

れる方など皆様方にはお忙しい中にも関わず、快くお引き受け頂いた事にお礼を申し上

げます。 

       先日、わたくし明倫公区の花見に伺いました。 

       今年は例年とくらべ桜の開花も早く、当日は桜の花も散っていました。 

       春の訪れが早かったように思われました。 

       先般、十勝総合振興局より農作物の生育状況について発表がありましたが、秋まき小

麦等、例年よりも早い生育状況という報告を受けております。 

       このようなことから、農家の皆さん共々ホッと一安心しているところでありますが、

この先も天候に恵まれ、農作物が順調に生育し、稔り豊かな秋が迎えられますよう、心

から願っているところであります。 

       さて、私事ではありますが、この度の統一地方選挙において、皆様方のご支援を頂き

まして、幕別町長となりました、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

       本日は改選後初めての審議会ということになります。議案第１号で「会長の互選につ

いて」を、また、初めて審議委員になられる方もいらっしゃいますので、事務局から都

市計画審議会の役割あるいは都市計画の概要を説明させていただきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

       最後になりますが、日本全体の少子高齢化が進み、人口減少期を迎えており、まちづ

くりに対する考え方も大きな転換を求められる時代となってまいりましたが、幕別町と

してより良い都市計画行政が進められますように、皆さんの一層のお力添えを賜ります 
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飯田町長  ことをお願い申し上げまして、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。 

 

須田部長   それでは、新しく委員さんになられた方もいらっしゃいますので、自己紹介をお願い

したいと思います。野原委員の方から順にお願いします。 

 

野原委員   幕別町議会から参加させていただいております。旭町の野原でございます。宜しくお

願いいたします。 

 

寺林委員   私も幕別町議会から参加させていただいております。美川に住んでおります寺林俊幸

でございます。宜しくお願いいたします。 

 

嶽山委員   札内北町に住んでおります嶽山と申します。どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

土谷委員   札内みずほ町の土谷でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

小林委員   札内若草町に住んでおりまして。中央町で建築の設計事務所を自営しております。小

林美裕と申します。よろしくお願いいたします。 

 

岡本委員   札内桂町に住んでおります。岡本と申します。宜しくお願いいたします。 

 

西田委員   札内中央町の西田と申します。宜しくお願いいたします。 

 

中島委員   緑町に住んでおります中島です。宜しくお願いいたします。 

 

笹原委員   錦町で管工事業を営んでおります笹原と申します。宜しくお願いいたします。 

 

須田部長   ありがとうございました。只今、自己紹介いただいた皆様は、それぞれのお手元の議

案の１ページに幕別町都市計画審議会の委員として名簿を載せています。委員の構成と

しましては、学識経験のある方４名、町議会の議員２名、農業委員会の会長、そして公

募による方３名という構成になっております。みなさまには、今後任期満了までの期間、

都市計画行政にお力添えをいただくことになりますので今後ともよろしくお願いいたし

ます。 次に事務局の紹介をさせていただきます。                

 最初に私、平成27年５月15日付けの人事異動にて建設部長を命ざれました須田でござ

います。宜しくお願いいたします。 

 

笹原課長   都市施設課長の笹原です。今年３年目です。その前が計画係長で２年、５年目になり

ます宜しくお願いいたします。 

 

宮田係長   都市施設課の計画係長の宮田と申します。３年目となります宜しくお願いいたします。 

 

小野寺主査  都市施設課計画係の小野寺と申します。今年２年目となりますよろしくお願いいたし

ます。 

 

久保係長   本年の人事異動で都市整備係長に任命されました久保と申します。宜しくお願いいた

します。 

 

南主査    都市整備係の南と申します。宜しくお願いいたします。 

 

須田部長   事務局につきましては、以上の体制でございますので、今後とも宜しくお願い申し上

げます。 
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須田部長   ここで、町長につきましては、公務所要のためこの場で退席致しますことをご了承の

程お願い申し上げます。 

 

須田部長   それでは、議事日程２の議事に入らせていただきます。             

 議案第１号会長の互選についてですが、今回は、改選後初めての会議でございますの

で、通常議長を務めます会長がおりません。したがいまして、議案第１号につきまして

は、私の方で議事を進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

       （異議なしの声） 

 

須田部長   ありがとうございます。それでは、会長の互選につきましては、幕別町都市計画審議

会条例第４条第１項の規定により、会長については学識経験のある者として任命された

委員の中から審議委員の皆様の互選により定めるとなっております。したがいまして、

嶽山委員、土谷委員、小林委員、岡本委員の４名から選出することになりますが、どの

ような方法で選出したらよろしいかお諮りします。 

 

       （小林委員挙手） 

 

須田部長   はい、小林委員。 

 

小林委員   推薦という形がよろしいかと思います。 

 

須田部長   小林委員から推薦というご発言がありましたが、推薦でよろしいでしょうか。 

 

       （異議なしの声） 

 

須田部長   ありがとうございます。異議がないようでございますので、推薦といたします。  

 それでは、どなたかを推薦して頂きたいと思いますが。 

 

       （小林委員挙手） 

 

須田部長   はい、小林委員。 

 

小林委員   これまでも会長を務められ、経験豊富な嶽山委員を推薦いたしたいと思います。 

 

須田部長   只今、小林委員から嶽山委員を推薦するというご発言がありましたが、他に推薦はあ

りませんでしょうか。                             

 ございませんので、嶽山委員に会長をお願いするということでよろしいでしょうか。 

 

       （異議なしの声） 

 

須田部長   異議がございませんので、会長を嶽山委員に決定いたします。          

 それでは、嶽山会長よりご挨拶を頂きたいと思います。 

 

嶽山会長   一言ご挨拶を申し上げます。只今、ご推薦を頂きましたので大役ではありますが、都

市計画審議会の会長をお受けしたいと思います。再任の委員さんはもちろんのこと、こ

の度、新しく委員になられました委員の皆様におかれましても、高いご見識をお持ちの

方ばかりとお聞きしておりますので、委員の皆様のご指導とご協力を頂き、活発な審議

会を展開できますよう努力してまいりますので宜しくお願いいたします。 

 

須田部長   ありがとうございます。                           

 それでは、この後、職務代理者の氏名については、審議会条例第４条第３項の規定に 
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須田部長  基づきまして、会長が指名することとなっておりますので、嶽山会長よろしくお願いい

たします。 

 

嶽山会長   それでは、職務代理者の氏名につきましては、会長に事故があった場合に、その職務

を代行する職務代理者をあらかじめ会長が指名することとなっておりますことから、会

長の私より職務代理者を指名させていただきます。                

 職務代理者につきましては、岡本委員を指名いたします。宜しくお願いいたします。 

 

須田部長   只今、職務代理者においては、岡本委員が指名されました。岡本委員宜しくお願いい

たします。 

次に、その他の説明事項に移ります。今回は、委員改選後の最初の審議会と言うこと

もありまして、事務局から都市計画についての説明をさせていただきたいと考えており

ます。この先は、嶽山会長に議事の進行をお願いいたしますので、宜しくお願い致しま

す。 

 

嶽山会長   それでは、議事日程３のその他として事務局から都市計画についての説明に移ります。

事務局より説明願います。 

 

宮田係長   それでは、私の方から都市計画についてご説明させていただきたいと思います。  

 お手元にお渡ししております資料の確認をしたいと思います。既に配布させていただ

いております資料は、表紙が幕別町都市計画審議会となっているもの、平成27年度第１

回幕別町都市計画審議会資料となっております。また、市街地が表されている１万分の

１の都市計画図と都市計画区域全体が表されている２万５千分の１の都市計画図の２枚

の図面と幕別町都市計画マスタープラン改訂と幕別町緑の基本計画改定の２冊は、今回

新たに審議委員となった方にお配りしております。                

 説明については、表紙が幕別町都市計画審議会となっている資料を使い正面のスクリ

ーンで説明させていただきます。一緒にお配りしております平成27年度第１回幕別町都

市計画審議会資料につきましては、これから説明いたします内容の基となっている資料

であるため、後程ご覧いただければと思います。                 

 始めに都市計画審議会についてであります。                  

 まず、都市計画審議会の設置についてですが、市区町村の都市計画審議会は、都市計

画法第77条の２第１項の規定に基づき設置されます。その組織及び運営については、都

道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営を定める政令で定める

基準に従い市町村の条例により定めることとし、幕別町では幕別町都市計画審議会条例

を定めて、昭和45年４月に地方自治法に基づく町の附属機関として設置しております。

 次に都市計画審議会の権限についてであります。 

       一つにその権限の属された事項を調査審議すること、市町村が決定する案件に対して

調査審議すること。                              

 二つ目に市町村長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議し答申すること。

 三つ目に都市計画に関する事項について、関係行政機関へ意見を述べることができる

こと。という三つの権限があります。                       

 次に都市計画審議会の組織及び運営についてでありますが、組織については、都市計

画審議会の構成や人数、会長の選出などについては都道府県都市計画審議会及び市町村

都市計画審議会の運営の基準を定める政令に基づき幕別町都市計画審議会条例で定めて

います。                                   

 審議会の委員は幕別町都市計画審議会条例に基づき10名以内で学識経験のある者、町

議会の議員、農業委員会会長、公募による者として町長より委嘱すると規定しておりま

す。                                      

       次に審議会は、基本的には通常公開で行いますが、議事の公開、非公開については審

議会の判断に属する事項で、議事録の取扱いについても同様となります。また、委員の

代理出席については、通常認められないものですが、関係行政機関の職員が委員になっ

ている場合で、あて職のような場合に関しては、代理出席を拒否すべき理由はありませ 
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宮田係長  んので、代理出席は可能であります。しかし幕別町の審議会では、代理出席はありませ

ん。 

       次に近年の幕別町の都市計画決定の事例を２点紹介いたします。         

 まず一つ目は、用途地域の変更でありまして、札内桜町と旭町の赤く囲まれた区域に

ついて、市街化区域から市街化調整区域へ変更したものであります。その理由としては、

もともとこの箇所は、市街化区域内農地であり、その後についても継続して農地として

の利用を図っていくことから用途地域を見直し第二種中高層住居専用地域及び工業地域

の一部を廃止し、市街化調整区域としたものであります。             

 次は都市計画公園の変更であります。札内の西町南公園ですが、もともとは黄色で示

された公園区域でしたが東側に隣接する都市計画道路が整備されたことにより、想定以

上の交通量となり公園利用者の安全確保の観点から、同等の規模を有し住区内から公園

へのアクセス性にも優れている赤色で囲まれた区域に公園の位置を変更したものであり

ます。                                    

 次に都市計画についてであります。                      

 都市計画はまちづくりの基本的な構想に基づき、土地の使い方や建物の建て方につい

てのルールをはじめ、まちづくりに必要な事柄について総合的、一体的に定め秩序を持

ってまちづくりを進めていくことを目的とした計画であると考えております。    

 都市計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して住

み良いまちをつくりあげていきます。すなわち法的規制力を背景として、都市計画の基

本理念を実現すべく定められる計画であると言えます。              

 都市は市民生活の場であるとともに個人や企業の経済活動の場であることを踏まえ、

健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動の双方の目的のため、土地の利用を個人の

恣意に委ねることなく、適正な制限を課すことによって合理的な土地利用を図る事とし

ています。                                  

 多くの人が住む都市では、たとえ自分が所有する土地であっても、まったく自由に利

用できるわけではなく、一定のルールが存在しています。また、国や自治体は国民が健

康で文化的な都市生活や機能的な都市活動を確保できるように都市をしっかりと整備し

なければなりません。そこで都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均

衡ある発展と公共福祉の増進に寄与することを目的として定められているのが都市計画

法です。                                   

 都市計画法では、都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などにつ

いて定められております。また、この後ご説明します市街化区域及び市街化調整区域の

区域区分の制度をはじめとして、基本的な土地利用制限について定めている法律であり

他の土地関係法令の中心として位置づけられています。              

 幕別町は、近隣の帯広市、音更町、芽室町の１市３町が一つの都市として帯広圏都市

計画を定めており、帯広圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、あるいは幕別町

都市計画マスタープランにより市街化区域、市街化調整区域、用途地域等の土地利用の

規制に関わること、道路、公園、下水道等の都市施設の整備に関わること、土地区画整

理事業などの新たな市街地開発に関することについて、圏域内で調整を図りながら進め

ているところであります。                           

 都市計画区域は健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計

画の基本理念を達成するために都市計画法やその他の法令の規制を受けるべき土地とし

て指定した範囲のことです。都市計画は、この都市計画区域ごとに定められ、それに基

づいて土地利用の規制や都市計画事業等を実施することにより都市整備を実現していき

ます。                                    

 本日お配りしております２万５千分の１幕別町都市計画図でございます。外側にグレ

ーのぼかしが入った二点鎖線で囲まれた内側の区域が都市計画区域となっております。

都市計画区域は現在８千210ヘクタールの区域面積となっております。これは幕別町の行

政区域面積の約17パーセント程の区域面積となっています。            

 市街化区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域となり

ます。これに対して市街化調整区域は、建築物の建築が厳しく規制されることになりま

す。このように、市街化区域と市街化調整区域の区域区分をおこなった場合にはご覧の 
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宮田係長  とおりの法的効果が生じます。                         

 先程お示しいたしました、都市計画区域の内側にカラフルに着色されている区域が市

街化区域に指定されています。幕別町の市街化区域はご覧のとおり幕別地区と札内地区

で二極化された区域となっています。着色は色ごとに住居環境の保護や、商業、工業な

どの業務の利便の増進を図るために建築することができる建築物の用途を定めています。

幕別町の市街化区域内は現在11種類の用途を定めています。都市計画区域内で市街化区

域を除く区域が市街化調整区域となっており、市街化の抑制を図るべく特定の条件でな

ければ建築物の建築規制を解除することはできない区域となっています。その他、都市

計画図では右下の凡例に記載されている都市計画公園など現在都市計画決定されている

都市施設が図面上に表示されております。                    

 都市計画マスタープランは、都道府県が策定する都市計画区域マスタープラン、整備

開発及び保全の方針とも呼ばれます。これは、一市町村を超える広域的な見地から都市

計画の基本的な方針としてこれら３項目の事などを定めるものです。一方、市町村が策

定する市町村都市計画マスタープランがあります。これは、住民に最も身近な地方公共

団体である市町村がより地域に密着した見地から市町村の創意工夫のもと住民の意見を

反映させ、将来都市像や地域別の都市計画の方針をきめ細かく総合的に定めた都市計画

の基本的な方針です。このことから、記載のような効果を期待し、地域住民との合意形

成を構築していくことを目的としています。                   

 本日配布しております幕別町都市計画マスタープラン改訂という冊子がこれにあたり

ます。                                    

 幕別町では平成13年６月に着手し平成15年10月に策定しました。これは平成12年を基

準年とし、おおむね20年後の平成32年を目標年次としての内容となっております。しか

しながら、社会情勢の変化に伴い修正が生じた場合には計画の見直しを行い新たな時代

環境に対応した都市づくりを目指すべく適切に対応することとしており平成24年３月に

中間見直しを行っているところでございます。                  

 以上、都市計画の説明を終わります。 

 

嶽山会長   只今、事務局より都市計画についての説明がありましたが、ご質問がありましたらお

受けいたします。 

 

笹原課長   今年度第１回目ですので、ざっくばらんにご意見いただければと思います。 

 

野原委員   （都市計画図を示して）                           

 この外側の枠と内側の小さな枠で囲まれたところの関係性が解らなかったのでもう一

度説明をお聞きしたい。 

 

宮田係長   （スクリーンに都市計画図を表示） 

         まずこちらの区域、赤でお示しした部分ですが、こちらが幕別町の都市計画区域と言

われる区域であります。次にこの内側の小さな赤枠で囲った区域、こちらが市街化区域

と呼ばれるものでして、市街化区域につきましては、色がカラフルに着色されているの

ですが、用途ごとに建てられる建築物を制限している。と言うのが市街区域でございま

す。そして、赤の外枠と赤の内枠の間の部分ですが、こちらが市街化調整区域と呼ばれ

るものでございまして、基本的には市街化を抑制しようと言う区域になっています。 

 従いまして、市街化調整区域に建物を建てたいと言うことであれば都市計画の許可を

行ったうえでないと建てられないといった制限が掛かる区域が市街化調整区域と言うこ

とになっております。 

 

嶽山会長   よろしいでしょうか。 

 

野原委員   はい。 

 

嶽山会長   他に質問はどなたかありませんか。 
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笹原課長   市街化区域は基本的には、市街地として必要な施設整備、下水道ですとか道路ですと

か公園ですとか、そうしたものを集中的に計画的に整備していくと言うものでありまし

て、調整区域に関しては基本的には建物は建てられない。ただ、調整区域でなければ実

質建てられない建物がございますので、具体的に言いますと、当然そこで営農されてい

る農家さんですとか、市街化区域内で設置することが周辺の皆さんにとって不利益を生

じるような建物もございますので、そうした物にあっては特別に許可を得て立地をして

いただくと言うようなことで棲み分けていると言うことになっています。棲み分けて健

全なまちづくりを進めていくと言う趣旨に乗とって都市整備を進めると言うものであり

ます。 

 

嶽山会長   一つ教えてください。事務局から説明があった中に運営と言う部分があったかと思う

のですが、基本的に幕別町の都市計画審議会は公開でやっていると言うことなんですけ

れども、それはそれでよろしいのですが、インターネットで議事録を閲覧できるように

していますよね。あれは、審議会後どのくらいの期間で公開するものなのですか。 

 

宮田係長   会議終了後、会議の内容の議事録として文書化する作業がございます。このため１週

間から10日程度でホームページ上で公開させていただいているところでございます。 

                                        

嶽山会長   ありがとうございます。他にないでしょうか。 

 

小林委員   今後の見通しとして、札内も幕別も含めてですが、市街化区域に編入される予定箇所

の見通しはあるのでしょうか。 

 

宮田係長   市街化区域における編入、拡大についてはこれまでの都市計画の見直しのさいには市

街化区域を拡大してきた経緯がございます。これは、人口が増加する傾向にあると言う

のが前提にございまして、人口が増加することから市街地が足りなくなり市街化区域を

拡大する経緯がございます。                          

 今後につきましては、先程町長からのお話もあったのですが人口が減っていくと言う

調査結果がでております。このような背景の中で今後区域を拡げていくと言うのは難し

いのではないかと考えております。人口が減少していくなかにあっては、既存の市街化

区域をどう活用していくかと言うことが視点になってくると考えています。 

 

笹原課長   今年秋に国勢調査が実施される予定なのですが、ここ最近の住民基本台帳上の人口を

見ますと伸びている状況にはあります。前回の22年国勢調査がそのさらに前の17年国調

から比べますと若干微減したと言う状況にはなっています。場合によっては、前回の国

調と今回の国調を比べますと、増えるのではないかとの予測もあります。ただ今回が増

えたからと言いましても、将来的にも増えていくのかと言うような事を踏まえて市街化

区域を更に拡大する事を裏づけとして拡げていく作業をしていかなければなりませんの

で、今回の国調が単に増えたからと言って、市街地が広がっていくかと言うことは、将

来予測を踏まえた上で結論づけられるのではないかと考えています。また一方で、特に

本町市街地は既に定住対策の一環として、空地ですとか空き家を購入された場合に補助

制度を持っています。更に今年３月の補正予算の中でそれを更に拡大して札内の方にも

と言う取組を進めているところであります。                   

 事実、幕別本町地区以外にもそういった空地があると言うものでありますけれども札

内の中にあっても古い団地造成された所は昭和40年前後から始まっていって団地造成が

されておりますので、そうした場所を中心としてやはり高齢化が進み、更には空地、空

き家が点在している状況になっておりまして、当然そうした場所に新たな住民の方々が

住むことができるのではないかと言う、いわゆる宅地ストックがございますので、そう

した場所との兼ね合いもあるのかなと思っております。近年の新たに造成した場所です

と、例を挙げますと北栄の区画整理では、大方の８割以上宅地が埋まっているのですけ

れども、２割くらいがまだ家を建てていないと言う宅地がございます。数にして約100 
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笹原課長  区画くらいあるのではないかと押さえております。そのような所もございますので、な

かなかこれまでのように市街化区域を拡げていくと言うことはかなり困難な状況にある

のではと考えているところでございます。 

 

嶽山会長   他に都市計画について質問はないですか。 

 

野原委員   先程、市街化区域と市街化調整区域を説明していただいたのですが、忠類地域はどの

ような区域になるのですか。 

 

笹原課長   （スライドに都市計画図を表示）                       

 外側にあります太い枠の内側が都市計画区域で外側がそういった区域に指定されてい

ないと言うことで忠類地域も都市計画区域の指定がされていない場所であります。従い

まして、大きく分けて、この枠の中は都市計画法の適用があり、枠の外は都市計画法の

適用がないと言う考え方となります。                      

 ただし、立地する大規模な建物で例えば１万平米を超える土地を都市計画区域の外側

例えば忠類ですとかに造成する場合にあっては都市計画法の適用を受ける場合があるの

ですけれども、大きな考え方として、この枠の区域の中は都市計画法の適用がある、外

側は適用が基本的にないと言うような事です。従って忠類地域にあっては一般住宅であ

れば建築確認申請の必要がない。届出の必要はありますが、確認申請は必要ない。ただ、

この枠内の都市計画区域内にあっては、農家住宅であっても確認申請が必要となります。 

 

嶽山会長   他にありませんか。 

 

嶽山会長   事務局から都市計画についての説明が終わりましたので、その他に都市計画に関する

質問がありましたらお受けします。 

 

岡本委員   38号線についてなのですが、現在４車線で計画決定されていて、バイパス部分も含め

ている計画となっているのですが、止若橋も狭くてかなり老朽化もしている状況もある

中で、４車線化の延伸ですとか更にバイパス化をどのようにするかと言う中身について

お話いただける事があれば、お聞かせいただきたい。 

 

笹原課長   バイパスの関係は昭和50年前後くらいから計画自体は持ち上がって未だに実現には至

っていない状況ですが、都市計画として進めるにあっては一定の理論的な根拠にあって

進めていくと言うことで、当然バイパスが必要と言うことはそれだけの交通量があると

の事で都市づくりをしていくことになります。これまでにも、一応将来的な計画交通量

として４車線道路が必要であろうと言う計画を持ってまいりました。ただ、このバイパ

スと並行して北側に道東自動車道がございまして、この整備が現在釧路方面に向かって

開発局で事業を進めている状況にありまして、釧路まで開通する時期は未だ明確にされ

ていない状況であります。                           

 このバイパス問題に絡んで開発さんと年に数回ディスカッションをする事があります

が、必ず言われるのが、この並行する高速道の整備が一定程度終わって、その後にどの

ような交通量の変化が生じるのか、それを見極めてからでなければ、並行する一般国道

の整備はなかなか今の段階でやりましょうと言う話はできないと言うような話をされて

います。                                   

 これは、本町のバイパスの問題だけかと言いますと、実は国道と並行して高速道路を

整備する全国の町で同じ事を実際言われています。ですので、今説明したのは、開発局

からの回答ではありますが、国土交通省の考え方が予算の重点配分として考えた時に国

民の皆様から高速道の整備と言うのが最重点課題としてあげられておりますので、そこ

に予算を重点配分していくと言う事ですので、一般国道の整備については特別に事故が

多発しているとか若しくは、事故の危険性が極めて高い場所の整備は当然の事ながら整

備はしているのですが、このようなバイパスのような大規模な事業にあっては、先程も

申し上げましたが、高速道路の整備が一定程度終わってどの程度この高速道路の方に交 
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笹原課長  通量が転換されるのか見えてこない段階にあっては、整備はできないと言う回答をされ

ているところであります。                           

 今年度、阿寒まで開通することが公表されているところでございます。それ以降釧路

までの間が未だ公表されておりません。釧路側からは、十勝に向かって釧路バイパスの

一環で整備されてきているのですが、こうした中では、開発さんもなかなか整備を進め

ることは難しいのかなと考えております。 

 

嶽山会長   他にどなたか質問はありませんか。 

 

土谷委員   昨年度の審議会で説明のありました環状道路の現在の進捗状況と今年度審議会で何か

予定しているのか、教えていただきたい。 

 

笹原課長   昨年に地権者となられる可能性のある方若しくは、隣接する土地をお持ちの方等、直

接的にご協力を頂かなければならない方々をお呼びして説明会を行っています。それ以

降、測量と設計の方を昨年進めております。ただ、交差する町道がございまして、温泉

に向かっていく日新線と江陵高校に向かっていく札内高台線の調整が未だ完全に終わっ

ていない状況にあります。ただ（環状線）本線自体の設計は一定程度終わっていますの

で、今年度はどの程度用地買収を必要とするのかを調査する用地確定測量を進めるとお

話をお伺いしています。                            

 町道側の関連整備の在り方がどのようになるのか一定程度見えてまいりましたら、全

体像としてご説明をしたいと考えています。                   

  

嶽山会長   他にどなたか質問はありませんか。 

 

小林委員   趣旨と異なってしまう質問で大変申し訳ないのですが、先程笹原課長の話の中で危険

な箇所とお話があったのですが、町内の町道にあっても危険な場所というのか、正式な

交安委員会さんの標識がついていない箇所とか多いと思います。          

 各町内会長さんを通じて役場にも話が来ているかと思うのですが、このことに関して

の実際のサポート体制と言うか、なかなか進まないと言うのが現状かと思うのですが、

お聞かせいただきたい。                            

 私が住んでいるところも、危険な信号のない通学路も多くて、特に鉄道南沿線通りと

かはとても危険で現況と逆の状況になっていて、取り敢えず補助標識を外してもらうだ

けでも何とか状況は良くなるのではないかなという事に関しても、補助標識さえも外し

てもらえないので子供が通学する道路を、80キロや100キロのスピードで通っていて子供

さんが危ない状況があるので、自治体の交安委員会さんへの対応はどのように絡んでい

るものなのかお聞かせいただきたい。 

 

笹原課長   小林委員がおっしゃりますように、特に市街地を中心として信号機の設置ですとか、

指示標識の設置要望と言うのは、各公区長さんを通じて取りまとめをし、交安委員会さ

んの方に要望をしている状況になっています。ただ、信号機を含めその実現は正直申し

上げましてかなり厳しい状況なのかなと言うお話は伺っております。信号機につきまし

ても十勝で何基とか言うレベルでなかなかその危険性がないとですね実現に至るまでが

難しいと言うお話は聞いております。                      

 標識に関しましては、交安委員会さんでなければ付けられないと言う標識がございま

すので、町のほうで暫定的にそれに代わるものを設置させていただいて運転手の方々に

啓発をさせていただいていると言う状況であります。標識がなくとも制限値ですとか優

先道路はこちらですよねってことが当然の事として決まっていると言うこともあります

ので、現状にあっては最低限の整備に留まっているのかなと言う認識は担当のほうでも

知っていると言う事ですので正直、粘り強く要望をしていくと言う状況にはなっていま

す。 

 

嶽山会長   他にありませんか。                             
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       （ありませんとの回答） 

 

嶽山会長   それでは、本日は大変お疲れ様でした。今後、益々幕別町のまちづくりの上で、都市

計画審議会が大きな役割を占めることになると思います。委員皆様の貴重なご意見を頂

戴いたしまして活発な審議ができると考えますので、今後とも宜しくお願い申し上げま

す。                                     

 以上を持ちまして平成27年度第１回幕別町都市計画審議会を閉会いたします。   

 ありがとうございました。 

 

須田部長   ご起立願います。                              

 お疲れ様でした。 

 


