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平成27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27年11月13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  嶽山 信行         （学識経験者） 

岡本 芳夫         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

野原 惠子         （町議会議員） 

寺林 俊幸         （  〃  ） 

谷内 雅貴         （農業委員会会長） 

西田 由美子        （公募によるもの） 

中島 純一         （   〃   ） 

笹原 早苗         （   〃   ） 

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 

 

４．議事   協議事項第１号 帯広圏都市計画公園の変更〔幕別町決定〕（案）について 

       協議事項第２号 帯色圏都市計画用途地域の変更〔幕別町決定〕（案）について 

        

５．その他  平成27年度第４回都市計画審議会日程について 

 

６．説明概要  次のとおり 

 

須田部長   ご起立願います。お疲れ様です。ご着席ください。 

只今より平成 27 年度第３回都市計画審議会を開催いたします。 

本日、土谷委員につきましては所用により欠席との申出がございました。 

 

須田部長   それでは、嶽山会長よりご挨拶をいただきます。 

 

嶽山会長   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２７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、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、協議事項といたしまして、帯広圏都市計画公園の変更案と帯広圏都市計画用

途地域の変更案についての協議でございます。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。 

 

須田部長   それでは、次に議事に入らせていただきますが、議事以降の進行につきまして、嶽山

会長よろしくお願い致します。 

 

嶽山会長   それでは、議事日程の２、議事に入ります。始めに、協議第１号帯広圏都市計画公園

の変更案について事務局から説明をお願いします。 
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宮田係長   計画係長の宮田です。説明に入る前に議案のご確認をお願いいたします。まず、事前

にお配りしております議案の確認をお願いいたします。表紙に平成27年度第３回幕別町

都市計画審議会議案として、表紙から５ページまでＡ４の両面印刷になっており、６ペ

ージから９ページまでがＡ３の図面で、10ページから13ページまでがＡ４の両面印刷で、

14ページと15ページがＡ３図面で、Ａ４で16ページ、最後がＡ４で17ページ審議会員名

簿となります。 

別添としまして、札内福祉センター改築基本計画ですが、Ａ４横の両面印刷で４ペー

ジございます。 

脱落しているページ等はございませんでしょうか。 

それでは、協議第１号帯広圏都市計画公園の変更幕別町決定案、止若公園の変更につ

いて説明させていただきます。 

この止若公園の変更につきましては、一昨年、昨年と都市計画審議会で説明させてい

ただいておりますが、本日は始めにこれまでの経過を説明させていただき、そのあとに

具体の説明をさせていただきたいと思います。昨年の都市計画審議会に出席されていた

委員の方々におかれましては、再度の説明になりますこと、あらかじめご了承ください。

 始めに、一昨年の都市計画審議会で説明いたしました際には、公園の変更理由として、

２点ございまして、１点目は庁舎の建替えに伴って止若公園の一部を新庁舎の駐車場と

して利用するため、公園区域の一部変更を想定していること。 

また、２点目として、以前から止若公園を中心に上下流部分が猿別川河川緑地であり、

２つの公園にまたがった形で一体的なサーモンコースとしていることから、河川敷地未

占用部分も含め、これらの２つの公園区域全体を一つの公園区域として変更したいとい

う２点の変更理由でありました。 

その後、１点目の新庁舎の駐車場の利用については、駐車場計画全体を再検討した結

果、駐車場の利用はせずに、この場所の区域は現状のまま従前どおり公園として利用す

ることとなったものであります。 

次に、２点目の止若公園と猿別川河川緑地にまたがった形でのパークゴルフコースの

区域見直しについて検討を行ったところ、実際にサーモンコースとして利用し町が管理

をしている部分と河川敷地の占用している部分に差異が生じていることが判明したため、

河川管理者と協議を重ね、実際の利用実態に合わせた河川敷地の占用について、了解を

いただいたところであります。 

これらのことから、現在の利用実態に合わせた現止若公園と猿別川河川緑地の一体と

した区域全体を新たな止若公園の区域として、変更するものとして、昨年の都市計画審

議会でご協議をいただいたところでありました。 

昨年の都市計画審議会では、止若橋の下流部分の崖地について、幕別の市街地の入り

口ということからも、公園区域に入れて町で管理した方が良いのではないかとのご意見

をいただき、継続協議とさせていただきました。 

この場所については、従前から工事などにより手を加えることなく、自然な状態を維

持している場所であり、崖地についても、いわゆる自然河岸というものであり、このた

め公園区域としての使用実態がなく、河川敷地の占用自体も認められないことから、公

園区域に含めることができないものであります。 

そのため、北海道開発局に対しましては、都市計画審議会であった意見を踏まえ、あ

らためて適切な管理をしていただくよう要請をさせていただいたところであります。 

つきましては、昨年と区域及び面積は変わりませんが、あらためて都市計画公園の変

更について協議をさせていただくものであります。 

ここからは、一部スライドを使って説明させていただきますので、議案と見比べなが

ら見ていただければと思います。 

それでは、始めに議案書の９ページをお開きください。 

こちらは、帯広圏都市計画公園の変更図であります。 

止若公園につきましては、昭和27年に都市計画決定をした町内で一番古い都市計画公

園で、その後平成５年に公園番号の変更を行い、都市計画公園として管理しております。

 図面のオレンジの線の内側になりますが、公園の面積としては、約1.3ヘクタールで、

その内①の緑で表示している部分の約0.3ヘクタールが町有地となっています。 
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宮田係長   先ほど説明いたしましたが、新庁舎の駐車場として利用が想定された場所が、こちら

の町有地部分の約0.3ヘクタールでありますが、駐車場としての利用はせずにこの場所の

区域は現状のまま、従前どおり公園として利用することとなったものであります。 

一方猿別川河川緑地につきましては、平成元年に約2.5ヘクタールの河川敷地を利用し

た都市公園として供用開始し、サーモンコースとして利用されているものであります。

 しかし、実際に利用し町が管理している部分と河川敷地の占用区域に差異が生じてお

りました。 

具体的に申し上げますと、実際に利用している部分に河川敷地の未占用部分があるこ

とが判明したこと、また、河川敷地の占用は行っておりましたが、町として草刈等の管

理をしていない部分があることとの差異が生じていたため、実際に利用している区域と

して、面積が約2.5ヘクタールから約0.6ヘクタール増の約3.1ヘクタールとなったもので

あります。 

この度の都市計画公園の変更内容としては、この図でもわかりますように、サーモン

コースについて、その真ん中に位置している現止若公園と上下流に位置している猿別川

河川緑地の２つの公園にまたがった状態で利用されており、この不整合な状態を解消す

ることにより、現止若公園のオレンジ色の線で囲まれた部分の約1.3ヘクタールと猿別川

河川緑地の赤色の線で囲まれた部分の約3.1ヘクタールを合せた区域の約4.4ヘクタール

を新たな止若公園の区域とするものです。 

それでは、議案に沿ってあらためてご説明いたします。１ページ目になりますが、協

議第１号帯広圏都市計画公園の変更幕別町決定案について帯広圏都市計画公園を次の案

のとおり変更するというものであります。 

議案の２ページをご覧ください。こちらは、帯広圏都市計画公園の変更ということで、

止若公園の番号及び面積を変更するものであります。変更箇所については、次の３ペー

ジをお開きいただき、こちらは新旧対照表となりますが、表の上段が変更前、表の下段

が変更後となります。 

変更する項目については、番号で、こちらにつきましては、公園番号を３・３・５０

２から３・４・５０２とするもので、２つ目の数字が、公園の規模を表す数字であり、

変更前の３については、面積が１ヘクタール以上４ヘクタール未満のもので、これまで

の止若公園は面積が約1.3ヘクタールであったために３でしたが、今回公園面積が約4.4

ヘクタールになるため、４ヘクタールから10ヘクタールの規模の場合の数字４になるも

のです。 

面積については、只今説明いたしました、約1.3ヘクタールから約4.4ヘクタールとす

るものであります。 

表の右側の変更内容については、以下のとおりです。 

次に４ページをご覧ください。こちらにつきましては、現況説明書になります。 

次の５ページですが、都市計画変更に係る理由書ですが、これまで、前段で説明をさ

せていただきましたので、ここでは割愛をさせていただきます。 

６ページが、帯広圏都市計画公園の変更総括図になります。 

次の７ページと８ページについては、前のスクリーンを使って説明させていただきま

す。 

７ページが現況図になり、オレンジの枠が変更前の止若公園の区域で、赤枠が変更後

の止若公園の区域となります。 

こちらの部分になりますが、現況部分の調査の結果、ゲートボール場について、公園

区域から南側に約２メートルはみ出ていることがわかりました。このゲートボール場の

取扱いについては、次の８ページでご説明いたします。 

次に８ページになりますが、平面計画図になります。 

現況の公園施設を色分けし、図示したものです。こちらは、先ほどの図面と同じよう

にオレンジの枠が変更前の止若公園、赤枠が変更後の止若公園の区域となりまして、濃

い黄緑部分が、パークゴルフコース、薄い黄緑部分が芝生広場、薄いグレーの部分がゲ

ートボール場、濃いグレーが園路でありまして、その他細かくなりますが階段、ベンチ、

トイレになります。 

今回の都市計画公園の変更としては、あくまで現状の利用実態に合った公園区域とす 
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宮田係長  るための区域の変更であるため、公園施設の新たな整備を行うというものではございま

せん。 

しかしながら、先ほどの７ページの現況図で説明いたしました、ゲートボール場が南

側にはみ出ていること、現在のコートが正規のコートより南北に約50センチメートル短

いことが、ゲートボール協会との協議でわかったこと等から、ゲートボール場について

は、本来の公園区域内に収まるように、北側に約３メートル移動して整備するものであ

ります。 

また、今回の都市計画公園の変更には直接関係はございませんが、現在公園区域内に

あります時計塔、台座、及び東屋につきましては、昭和50年から昭和55年にかけて幕別

ライオンズクラブがボランティアにて、整備を行い町に寄贈したものであります。これ

らの施設につきましては、年数の経過とともに老朽化も激しいことから、幕別ライオン

ズクラブの了承を得て撤去する予定であります。 

しかしながら、ライオニズムの精神を後世に受け継いでもらいたいとの話がありまし

たので、台座にあります友愛のプレートを使って公園の案内板を設置したいと考えてお

ります。 

以上で協議第１号帯広圏都市計画公園の変更幕別町決定案についての説明を終わらせ

ていただきます。 

 

嶽山会長   只今、事務局から説明のありました協議事項第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。 

 

岡本委員   はい 

 

嶽山会長   岡本委員どうぞ 

 

岡本委員   ２点ほど教えてください。１点目ですが、３から４にしますが、いわゆる近隣公園で

そのまま持っていっていますが、面積からいうと地区公園レベルですよね。施設の機能

からいうと近隣公園という押さえ方だとは思うのですが、標準的には、４ヘクタール以

上を地区公園で押さえても問題は無いはずなのですが、何か調整はあったのでしょうか。 

 

宮田係長   はい 

 

嶽山会長   宮田係長 

 

宮田係長   岡本委員がおっしゃいましたように、公園番号というものがありまして、３・３・５

０２ですが、最初の３が近隣公園を示している数字でございます。今回、面積要因から

しますと、確かに４ヘクタールを超えますので地区公園にする要件は整っていますが、

利用実態が現状と変わらない近隣公園のままというところで、何か新たに整備を行うの

であれば、地区公園ということも考えられるのですが、現状のパークゴルフコースであ

ったり、止若公園も現状と変わらずといったことから、近隣公園のままで管理をしてい

きたいということで、北海道とは、事前の協議の中でそのように説明しているところで

ございます。 

 

岡本委員   ２点目ですが、先ほど説明あった斜面の部分ですが、北海道なり開発局と調整がつい

てこのような形になったのかと思いますが、橋の下流側は外していますが、上流側は一

部、斜面が入っています。実際の維持管理、草刈を行っていますが、これは河川側で行

っているのでしょうか。 

 

宮田係長   はい 

 

嶽山会長   宮田係長 
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宮田係長   岡本委員がおっしゃいますように、上流部分にも崖面がございます。こちらが、公園

区域に入っている理由といたしましては、こちらに園路がございまして、園路整備をす

るにあたりまして、この法面を使って園路整備をしたというところから、公園区域とし

て町で管理を行っているという状況でございます。 

 

岡本委員   造成する時にいじっているということですか。 

 

宮田係長   切って園路を整備している関係がございまして、公園区域に入れて町で管理している

ところでございます。 

 

岡本委員   下流の部分は確かに行政サイド、開発局関係で行きますと基本できない。このような

白抜きになってしまうのですが、地域住民の方からするとパークゴルフ場と一体なのに

どうして一体で管理しないのというのが頭に来るとは思うのですが、開発局と調整がつ

いて、開発局が維持管理することであれば、問題はないのでしょうが、何かあそこに空

白というか白地が残るというのが、ストンと落ちないというのがイメージとしてはあり

ます。 

       ただ、変更することについては、問題ないと思いますが、そのあたりのことが、地域

の対応をしていれば問題ないと思います。 

 

笹原課長   はい 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   説明にあったとおり、上流側のように園路を造るためにどうしても、法面を形成し直

しながらでなければ園路を造れなかったという公園施設なりの位置付けを何かしらしな

ければならなかったという理由があれば占用することは可能だったのですが、下流側に

ついては、現状に至るまで手をつけないで現状に至っているという自然の斜面であった

ということからも、公園利用ですとか特定の目的でなければ、占用すること自体が難し

いという判断もありまして、今後においては、河川管理者の開発に町側の住民の方々の

意見も踏まえて管理をしていただきたいという要請をしたところであります。 

       ただ、開発もあくまで河川管理上の考えをもって管理をするという事になりますから、

今、岡本委員がおっしゃるような玄関口である、それにふさわしいという状況が常に維

持できるのかどうかという危惧は十分ございますので、私たちも状況を見ながら場合に

よっては開発に申し入れる。それでも対応できない事がありましたら、公園の維持管理

の延長上の中で管理をさせていただくという対応もあるのかと考えております。 

 

嶽山会長   よろしいですか 

 

岡本委員   はい 

 

嶽山会長   他にみなさんからありませんか 

 

笹原委員   はい 

 

嶽山会長   笹原委員 

 

笹原委員   今回の計画の変更とはずれるかもしれないのですが、この赤い枠が今度幕別町が公園

として管理されるということですが、公園自体の変更はありませんとの事ですが公園と

して見た場合、公園と言いつつもパークゴルフ場ですとか、運動することが出来るよう

な施設ですとか、このグレーの部分の歩道の部分が幕別町に住んでいる皆さんがここの

場所を利用するという観点で見た場合、パークゴルフだけのためにここに訪れている人

ばかりではないのかなと、お年を召した方だと、多分こんなに長い遊歩道がある公園は 
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笹原委員  幕別ではここだけなのかなと思うのですが、ここを歩く方の楽しみというものも町とし

て創造していただけたらなと思います。 

       例えばですが、この遊歩道の所にうさぎさんコースですとか、かめさんコースですと

か看板を建てて、ここまで歩いたら１キロコースですよといったような健康増進の目的

意識を楽しく歩けるような遊歩道を創造してもいいのかなと思いながら歩く方たちを見

ています。自分が今日は１キロ歩けたとか、２キロ歩けたとか、そのような看板的な楽

しくここの園路を歩けるような、この通路を維持したままもっと発展して楽しい公園に

できるのではないかなという思いで見ることがございます。 

 

笹原課長   はい 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   築堤の上も一定程度整備されて、そこも含めるとかなりの長い延長が笹原委員がおっ

しゃるようにあります。 

       このパークグルフコースの部分は高水敷きという部分になるのですが、河川敷地を借

りて造成しているという場所でございますので、何かまた新たに看板なり設置するとい

うことになりますと、開発に協議をさせていただいてひとつひとつ占用の手続きを取ら

なければならないという事もございますので、そのようなものが設置できるのかという

ことも十分検討しなければならないと思います。これについては、教育委員会の生涯学

習担当ですとかにも情報提供しながら、今後の中で検討していきたいと思います。 

 

野原委員   はい 

 

嶽山会長   野原委員 

 

野原委員   止若公園として一体化されるということですが、維持管理費は今までと変わらないと

いうことになるのでしょうか。そうしますと、この公園全体が町の管理ということです

が、パークゴルフですとか、その他今散歩コースってこともありました。 

       今まで以上の維持管理をしていかなければならないと思うのですが、今公園を利用し

ている方から言われているのが、犬とか猫とかの処置をきちっとしていただいて公園を

利用してほしいという要望がこの間出されていて、町のほうにも来ていると思うのです

が、そのような管理も含めて、今まで以上に管理をして行かなければならないと思うの

ですが、いかがお考えでしょうか。 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   元々は管理区域の中には入っていましたので、管理の体制にはこれまでと変わらない

と申しますか、これまでも十分管理を務めてきたものでありますから、そこの点につい

ては、変わらないのかなと考えているところであります。 

       ただ、野原委員がおっしゃったのは犬の散歩して糞の始末をしないでということだと

思うのですが、これはこの公園に限らずと言いますか、公園だけではなくして道路上に

もそのようなものが見受けられる状況がありますので、管理自体は土木課のほうになっ

てしまいますが、これまで以上に気をつけながら、管理を務めていくよう話していきた

いと思います。 

 

須田部長   今、課長からお答えさせていただいたように、特にペットの問題については道路です

とか色々問題は抱えております。 

       基本的には飼い主さんのモラルの問題とはなってくるのかとは思いますけれども定期

的にお知らせなどにも掲載してペットの管理は十分飼い主が行うようにと啓蒙も行って

おりますので、引き続き行っていきたいと考えています。 
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野原委員   春先になると苦情が結構多いのですよね。 

       ですから、その管理というのを知恵を出し合って対策をしていかないといつまでも続

く課題なのかなと思ったものですから質問いたしました。 

 

嶽山会長   他にいませんか 

 

中島委員   はい 

 

嶽山会長   中島委員 

 

中島委員   ８ページの色塗りしている部分ですが、パークゴルフと書いてある少し上の部分が少

し太い線になっていますが、ここには何か工作物か何かあるのですか。 

 

嶽山会長   宮田係長 

 

宮田係長   パークゴルフ場に降りる階段がございます。 

 

中島委員   道路敷地まで間が空いていると思うのですが、河川敷地ですよね。 

       あくまで、構造物だけ区域に入れたものですか。 

       そのような解釈でよろしいですか。 

 

宮田係長   構造物だけ区域に入れさせていただきました。 

 

笹原課長   最小限の階段部分だけを区域に入れて、上のほうは道路敷地の中に含まれている町有

地ということであります。 

 

嶽山会長   他にご意見ご質問ございませんでしょうか 

 

嶽山会長   それでは、他にご意見ご質問ございませんので協議第１号帯広圏都市計画公園の変更

案については終わります。 

       引き続きまして、協議第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。 

 

宮田係長   協議第２号帯広圏都市計画用途地域の変更幕別町決定案について説明をさせていただ

きます。 

       この度、札内青葉町の一部の区域について用途地域の変更を行う理由について、ご説

明をさせていただきたいと思います。 

       まず、今回の用途変更の要因となる札内福祉センターの建替えについて、ご説明させ

ていただきます。 

       現在の札内福祉センターは昭和49年４月に鉄骨造り２階建て、床面積1,430平方メート

ルで集会室や札内支所等を構え建築し、建築後40年以上が経過していることから、全体

的な老朽化が進み、これまで修繕、改修工事等を実施していますが、高齢者や障害者な

どに配慮したバリアフリー化に対応ができていない状況にあります。 

       また、札内福祉センターは、現行の耐震基準が制定された昭和56年以前の旧基準に基

づき建設された建物であり、耐震診断の結果では、建物の耐震性能を表す構造耐震指標

のアイエス値が0.39で、震度６以上の大規模な地震が発生した場合の安全性が十分に確

保されていない結果でありました。 

       このことから、現在の札内福祉センターを耐震補強、設備更新、増築した場合と現在

の札内福祉センターを取り壊して建替えした場合の検討を行いました。 

       結果としては、建築後40年以上経過していることから耐震補強、改修工事を行ったと

しても、その後更に長期に渡る利用期間の延長が見込めないことや、老朽化の状況、耐

震改修に要する費用など総合的に判断し、建替えをする事となりました。 
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宮田係長   ここからは、平成27年３月に策定いたしました、札内福祉センター改築基本計画につ

いて、スライドを使って説明させていただきますので、別添資料と見比べながら見てい

ただければと思います。 

       町として、札内福祉センターを建替えすることとし、改築基本計画を策定するにあた

るまでの経過として、１ページの左上の１のこれまでの経過になりますが、平成26年３

月に札内支所窓口の利用者や、札内福祉センターの利用団体の代表者、更には札内地区

にお住まいの年齢20歳以上の無作為抽出した1,000人を対象にアンケート調査を実施し

ております。 

       また、パブリックコメントも実施し、平成26年５月に改築整備方針を策定いたしまし

た。その後に、アドバイザー会議、ワークショップを開催し改築する施設機能などに対

する意見やアイデアの募集を行い平成27年１月に札内福祉センター改築基本計画案を決

定し、パブリックコメントを経て平成27年３月札内福祉センター改築基本計画を策定し

ております。 

       ２の札内福祉センターの改築における基本計画の基本的な考え方としては、表の右側

になり、５つ示されていますが、（１）設置場所としては、現施設と札内東コミュニティ

センターの敷地内とする。（２）問題点解消、住民活動機能の強化としては、バリアフリ

ー化に対応したユニバーサルデザインや、これまで以上に住民が利用しやすい居室空間

を確保する等。（３）東コミセンの有効活用としては、コミセン機能と合せた効率的な改

築を検討する。（４）防災機能の強化としては、施設の耐震性の確保、災害時における札

内地域情報連絡室の設置、避難所として十分なスペースの確保、防災備蓄品の備蓄庫、

耐震性貯水槽の設置等。（５）札内支所における窓口機能の強化としては、保険福祉担当

職員の配置、個室の相談室の整備などがあげられています。 

       これらの基本的な考え方に基づき、以降改築基本計画をご説明いたします。 

       全体のイメージとしては、次の３になりますが、協働と参加で創る札内みんなの家を

テーマに、現在の札内東コミセンの南側に建築するものでありまして、建築後に現在の

札内福祉センターを解体するものであります。 

       次に２ページの４になりますが、敷地の有効活用に関する方針として、新しい札内福

祉センターの配置は、札内東コミセンとの結びつき、敷地の有効利用を踏まえ、札内東

コミセンと一体的に利用できる配置とするものです。 

       また、ここでは青色の点線で示しております歩行者動線と赤色で示しております自動

車動線の交差が極力少なくなるよう東西に通り抜けできる歩行者用通路を配置し、また

東西２つの駐車場を結ぶ車両連絡通路を設け、災害時における円滑な移動も可能とする

ものです。 

       次に３ページ５施設機能と規模に関する方針として、新しい札内福祉センターは、札

内東コミセンと一体的な利用を図ることから、施設機能ごとに４つのゾーンに分けてお

り、各機能ゾーンの計画にあたっては、単一の目的だけではなく様々な住民活動を想定

した利用しやすい空間構成にすることや、内外の連続性や明るい日差しを取り入れる高

窓など、心地よい空間づくりの空間計画とするものです。 

       ４つのゾーンについて、その１つ目は、黄色で示しております自由な立ち寄りをうな

がす交流ゾーンであり、青色の点線で示しております動線が交差するエントランスホー

ルにライブラリーホールとカフェを設けて、自由な立ち寄りをうながす交流と休憩スペ

ースを配置する等です。 

       ２つ目は、赤色で示しております多様な利用が可能な会議集会ゾーンであり展示スペ

ースとして利用できる30メートルのギャラリーを挟んで、３つの会議室と和室、２つの

集会室をコンパクトに配置しており、災害時における情報連絡室の設置を想定し、２つ

の会議室２と３になりますが、一体的利用可能な構造とする等です。 

       ３つ目は、青色で示しております窓口機能を強化する支所ゾーンであり、札内支所は

西側エントランス横のわかりやすく利用しやすい位置にガラス張りの空間として配置し

執務室はオープンフロアとするとともに、プライバシーに配慮した個室の相談室を配置

する等です。 
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宮田係長   ４つ目は、緑色で示しております東コミセンを増改修してつくる健診ゾーンであり、

既存エントランスを渡り廊下でつないで、その部分に約40平方メートルのスペースを増

築し、既存の和室と調理室を一体化しロビーの一部をフリースペースとして改修を行い

各種検診時の利用に対応するものです。 

       次に４ページ６環境配慮、ユニバーサルデザイン、防災、セキュリティ等の方針とし

て、環境計画の方針としては、省エネルギー建築とするものです。防災計画の方針とし

ては、耐震性の確保、洪水浸水対策を行うというものです。それらを踏まえまして、７

の工事概要、概算事業費ですが、改築基本計画における新しい札内福祉センターは鉄骨

造り平屋建て、面積1,730平方メートル概算工事費は建築工事、設備工事費として、約７

億２千万円を予定しているものであり、この改築基本計画を受けまして、今年度実施設

計を行っており、今後建築工事を行う予定であります。 

       ここまでは、札内福祉センター改築基本計画の内容についてご説明させていただきま

した。 

       以上のことから、札内福祉センターを建替えるにあたり、札内支所の機能を拡充し、

保健福祉分野等に関する相談業務を行うためのプライバシーに配慮した個室の相談室等

を設けること、また、災害時の対策室として一体活用ができる会議室、ライブラリーホ

ールやカフェを設置すること、更にはユニバーサルデザインの導入により通路幅が広く

なること等のように、これまでなかった施設機能や、これまであった施設機能の拡充を

図った結果、札内福祉センターの床面積が約1,730平方メートルの予定であるため、用途

変更が必要となるものであります。 

       ここからは、本題となる用途地域の変更についてご説明いたします。 

       議案の15ページ帯広圏都市計画用途地域の計画図をご覧いただきたいと思います。 

       今回の用途地域を変更する区域としましては、赤枠で示しております約1.8ヘクタール

の区域でありまして、区域内には、札内郵便局、病院、グループホーム、住宅等が建っ

ている区域となります。この区域の現在の用途地域は、第二種中高層住居専用地域であ

ります。 

       第二種中高層住居専用地域とは、住居専用地域内の生活利便施設として、中規模な店

舗、事務所等が立地できる区域等が選定条件となっております。 

       配置、規模等については、原則として商業地域、工場地域、工業専用地域には接しな

いこと、原則として、主要幹線道路、交通量の多い幹線道路、鉄道には接しないことと

し概ね５ヘクタール以上の規模を有するものと定められています。 

       議案の16ページになりますが、改築後の札内福祉センターの建物用途としては、これ

までと変わらず集会場の用途として取り扱われます。しかしながら、床面積が1,730平方

メートルの予定であるため、現在の用途地域の第二種中高層住居専用地域では、②であ

り、２階かつ1,500平方メートル以下の建物までしか建築することができません。 

       このような土地利用を図るためには、用途地域を第一種住居地域に変更することによ

り③の3,000平方メートル以下まで、建築可能となります。 

       第一種住居地域とは、住宅地内で、近隣住民のための大規模な生活利便施設等の用地

として、計画的に整備を図る区域等が選定要件となっております。 

       配置、規模等については、原則として、工場専用地域には接しないこととし、こちら

も概ね５ヘクタール以上の規模を有するものと定められているものであります。 

       ここからは、議案に沿って、変更内容をご説明いたします。 

       議案10ページになりますが、協議第２号帯広圏都市計画用途地域の変更幕別町決定案

について、帯広圏都市計画用途地域を次のとおり変更するというものであります。 

       次に議案の11ページをご覧ください。 

       こちらは、帯広圏都市計画用途地域の変更ということで、第二種中高層住居専用地域

を約184ヘクタールに第一種住居地域を約53ヘクタールに変更するものであります。 

       それぞれの用途地域の新旧対照表として、次の議案12ページになりますが、第二種中

高層住居地域を約1.8ヘクタールマイナスとし約186ヘクタールから約184ヘクタールに、

第一種住居地域を約1.8ヘクタールプラスとし約51ヘクタールから53ヘクタールとする

ものであります。 

       次の13ページになりますが、都市計画変更の理由ですが、これまで当該地における土 
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宮田係長  地利用を図るための建物面積の規制等、用途地域の変更が必要な要因をご説明いたしま

したが、その要因を踏まえまして、３の都市計画変更の目的について読み上げますと、

幕別町では、平成23年度に幕別町都市計画マスタープランの見直しを行い、地震や浸水

による災害に強いまちづくりや、安全、安心で安定した住民生活の確保、社会基盤施設

や公共施設の適切な維持管理と計画的な更新等により、安全安心な都市づくりを進める

こととなった。 

       この度、災害時の安全性や都市機能の確保を図るため幕別町耐震改修促進計画に基づ

き、防災拠点となる公共建築物の計画的な耐震化を図る一方で、避難場所としての機能

確保に努めることを目的とし公共施設の改修を計画している。 

       そこで、既成市街地に存在する公共施設の利活用を図りつつ避難場所としての機能確

保を図るべく現在の建築規制を見直す事になり、都市計画マスタープランの土地利用の

方針を踏まえた用途地域の変更を行い、安全で快適な市街地を形成し、住民の生命と財

産を守る都市づくりを図ることとした。 

       このため、快適で安心安全な住環境の維持を目的として、計画する建築物の立地が可

能となる第一種住居地域への用途地域を変更する。ということが、今回の都市計画用途

地域の変更理由と変更内容であります。 

       次の14ページは総括表になりますので、説明を割愛させていただきます。 

       なお、用途地域の変更区域内にあります、郵便局及び病院につきましては、事前に変

更内容の説明を行い、了解を頂いております。 

       以上で協議第２号帯広圏都市計画用途地域の変更幕別町決定案についての説明を終わ

らせていただきます。 

 

嶽山会長   只今、事務局から説明がありました、協議第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。 

 

岡本委員   はい 

 

嶽山会長   岡本委員どうぞ 

 

岡本委員   何点かあるのですが、最初に１点だけ。 

       今回変更する部分にあたり、町有地と郵便局と病院があり、病院と郵便局を入れる理

由はあるのですか。 

 

嶽山会長   宮田係長 

 

宮田係長   用途地域を定めるさいには、例えば道路で区切ったりですとか、地形地物で区切って

おります。そのようなことで、今回病院と郵便局は一体な土地利用が図られております

ので、これらを含めた中で用途地域を変更したいと考えております。 

 

岡本委員   用途地域を変えるということは、土地の値段変えるって意味なんですよね。単的に言 

うと。価値観が違うんですよね。建てられる物が違うから。 

 当初、宅地造成、区画整理か何かやったのか、いわゆる住環境を整えて用途地域を被 

せてますよね。 

       それで、長年きているわけですが、今公共的な施設が時代的な変化で、面積が変わる

だとか機能が変わるとかという事で用途を変えていくことはあると思うのですが、民的

な用地を含めて安易に用途変更をするというのは、どうなんでしょうか。 

       確かに、道路だとかの地形地物でやるのは解るのですが、そこの場所ってそこそこ面

積大きいですよね。郵便局も病院のほうも。というのは、今度病院で建替えて何か違う

事やりますという時に、新しい用途を適用しますから、当初想定されていない大きなも

のが建てられるって話ですよね。ということは、住環境に良好な住環境を守る事に、公

共施設と違って民間施設の場合は、病院かどうかは解りませんが、もし他の物が来たら

住環境への影響ってものが多々ある。出る可能性も含まれるんですよね。ただ、このよ 
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岡本委員  うにしか線を引けないというのは分かるのですが、一色単に色塗るのは、なにか適正で

はないのかなというイメージはあります。 

       ただ、制度的にはこのようになってしまうのは理解できますが。そのあたり皆さんの

ご意見を聞いてみたいと考えます。 

       それと、言いにくいのですが、基本計画を今年のあたまに策定していますが、パブリ

ックコメントなり公区長会議なりやられていると思うのですが、その段階で1,500を超え

るというのはほぼ決定ですよね。決定して今実施設計もやっているとは思うのですが、

完全にそこの場所なり面積はかわらない前提で動いているはずなのですが、そのような

中でこの変更の話が、審議会に上がったのは今回初めてですよね。 

       というのは、言ってる意味解ると思うのですが、もう既成の事実で決まってるのだか

ら、異議なしにしなさいよという話なのか、本当は基本計画の案が確定するかしないか

の位に協議に上がっていれば、流れとしては良いとは思うのですが、ここまで来て、物

事動かなくなってから、審議会の協議事項、特に協議事項ですから、上がってくるとい

うのは、変な話用途地域のうんぬんの協議ができない中身です。いいも悪いも言えない

そのままの中身でいくしかないというのが現状だと思うのですが、すいませんあえて言

わせていただきました。 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   岡本委員が今おっしゃるように、福祉センターについては遡れば、庁舎の建替えの時

の話から、福祉センターの耐震の状況はどうなんだという話から検討がすすんでいき、

庁舎のほうの目処が一定程度立ったのちに、基本計画というのが昨年策定していったと

いう状況でございました。その途中経過でのお話を差し上げなかったとことには、説明

ができる部分はございませんが、都市計画のほうについては、法定の協議をしなければ

ならないというところでございますから、一定程度こうするという確たるところがなけ

れば正式なお話というのは申し上げられないのではないかなという事から、このような

段取りになってしまったというところでございます。これについては、ご理解いただき

たいと思います。 

       委員がおっしゃるように、結果として1,730平方メートル余りということで、現在進ん 

でおりますので、この用途変更を可能としなければ、建てる事ができませんので、なん 

としてもこの形で行かせていただきたいということで、今回協議をさせていただいたも 

のでございます。 

 最終的には、建築確認申請がされるまでに、手続きを今年度中には終わらせて、次の 

段階に進んでいきたいと考えております。 

 

嶽山会長   他にいませんか 

       中島委員どうぞ 

 

中島委員   洪水対策を考慮した床の高さでありますが、札内地区の浸水高さって決まっているの 

ですか。 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   ハザードマップから、このエリアは途別川の流域でありますことから、途別川の影響 

を受けるということで、ハザードマップを作成した段階では、一番浸水の影響範囲の少 

ない50センチ未満の影響がある範囲に含まれるものです。50センチ未満ということは、 

極端な話、1センチを超えて50センチまでの幅がありますことから、具体的にどの程度な 

のかを確認しましたところ、おおよそ20数センチ位ではないかとの回答がありましたの 

で、少なくともそれよりは建物の床の高さを高くして、建物を建てるということを考え 

ているところであります。 
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中島委員   ユニバーサルデザインを考えているとあまり高くはできないですよね。 

 

笹原課長   幸いにも周りの敷地が広くあるものですから、擦り付けの影響を広くとるなどして当 

然建物だけでなく、建物周りの敷地の部分も違和感になるような勾配にならないような

設計にはしなければならないと考えております。 

 

嶽山会長   野原委員どうぞ 

 

野原委員   札内福祉センターの建替えが進む過程の中で、並行してこの審議会も開きながら決定 

ではないが、こういう事も考えられるということで、委員に諮りながら同時進行してい 

く事を進めていくべきなのかなと思ったものですから、その点はいかがでしょうか。 

 

嶽山会長   笹原課長 

 

笹原課長   確かにおっしゃるところについては、説明のしようがないというところでございます。 

ただ、この場所に限って言いますと、ほぼ町有地でございます。ご指摘のあった郵便局 

と病院とグループホームがあるところで、病院とグループホームがあるところはお一人 

の地権者さんであります。従いまして、一定程度限られた土地のスペースしかないとい 

うこと、また、建ぺい、容積からしても確かに事務所建築であれば、3,000平方メート 

ルまでは可能なのですが、現実的に郵便局なり病院がある場所でそれだけの規模の物が 

建てられるかと言いますと、そのようなことにはならないものですから、結果として現 

状とそれほど大きな周辺環境に悪影響を及ぼすような状況にはならないと考えました。 

 あと、先ほど岡本委員からもありました、土地の値段にも当然影響があると。これも 

先ほど申し上げたような、規模の大きな建物の建築が可能であるとかないとかというと 

ころも少なからず影響してくるところはあるとは思います。この部分についても、今と 

それほど大きくは変わらないような建物と申しますか、大きな建物は結果として建てら 

れるということにはならないのかという事から考えても影響についてはないと考えま 

す、土地の値段に関しては、結果的に付いてくるというところもございますので、これ 

については、そこの部分を優先するということには都市計画としての考え方としてはそ 

の事があるから、こうしないということにはなり得ないのかと。あくまで、行政として 

今後のまちづくりを考えた上で、こうしなければならないという考え方に基づいてこの 

用途変更なり都市計画を定めるということになっていくものと考えております。 

今回のような行政、防災の拠点施設となる建物でございますので、極めて永続性の高い 

施設の建築に伴うものでありますから、町としては考えているところでございます。 

 答えになってなくて申し訳ありません。 

 

野原委員   説明は理解できないわけではないのですが、それでは審議会としての役割という意味 

では、やはり決まっていない段階であってもこういう計画がすすめられていますという 

説明を早い段階でできなかったわけではないので、岡本委員がご発言されたように、そ 

れでは、私たちの役割はどのような事になるのでしょうって事に繋がるのではないかと 

いう事を思ったものですから、できるのであれば早い時期に審議会を開いて諮るという 

事も必要ではないかと思いましたので、あえて質問させていただきました。 

 

須田部長   只今、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 

      町の土地利用が変わる場合において、それぞれ皆さんにご相談なりご意見をいただい 

たりする場面が多々ございます。この都市計画審議会についてもそうであります。 

 今回、法の中で定められた手続きとして今日開催させていただいておりますけれども 

今年委員の皆様代わられまして、いろいろと勉強会なども踏まえて本日の場面になった 

わけでございますが、様々な場面を捉えて正式な議題ではなくとも、土地利用の情報提 

供という事ででも土地利用について、ご相談をさせていただく事も必要ではないかとい 

うようにあらためて考えております。 

 今後、このような事例があった場合には、出せるものと出せないものとがございます 
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須田部長  が可能な限り、事前に情報提供させていただきたいと思いますので、今後もよろしくお 

願いいたします。 

 

嶽山会長   他にご意見ご質問ございませんでしょうか 

 

嶽山会長   ひとつ教えてください。 

       改築基本計画の２ページ左の配置計画方針の（１）の東西に通り抜けできる幅４メー 

トルの歩行者通路というのは、真ん中のメイン通路の事を指しているのですよね。 

 

笹原課長   そうです。 

 

嶽山会長   それで、それの左下に赤い線があるのですが、この赤い線の南北に向かっている赤い 

線は、左側が郵便局で右側が福祉センターだと思うのですが、郵便局のところは塀があ 

って、この福祉センターと間の道路はどのくらいあるのですか。道路の幅とそこのとこ 

ろは歩道はあるのですかこの２点を教えてください。 

 

笹原課長   車が交差できるように６メートルの幅を確保する事を考えています。歩行者の通路と 

いいますかについては、残ってるスペースの中で多少確保はできるかなと。東西方向に 

ついては、歩行者通路として４メートルです。 

 

嶽山会長   解りました。歩行者も車も事故のないような通路を考えておられるという事ですね 

 

嶽山会長   他にございませんか 

 

嶽山会長   小林委員どうぞ 

 

小林委員   センターの基本計画の３ページ目の事ですが、図面でこちらの黄色い部分が交流ゾー 

ンということになっていまして、先日新庁舎の北側のほうもそういう予定はしたいとい 

う話があったのですがそちらのほうは、できるだけ休日とかも含めて解放できるような 

かたちで、未だ確定ではないのでしょうが一応そのようになっているとは思うのですが、 

こちらのほうも同じだと思うのですが、その点についてのセキュリティの考え方という 

のは今のところどのような計画をされていますか。 

言うのも、ある他の町村さんでもこのようなかたちで、庁舎ではないのですが、ある

ところで解放しているところがあるのですが、通常皆さんマナーを守って使う分にはと

てもありがたいのですが、最近色々な人がいてマナー関係なしに使用してしまうことも

当然考えられることなので、そのへんのセキュリティの面を今の段階でどのように考え

ているのか教えていただきたいです。 

 

笹原課長   現状でもですが、管理人を常駐させて管理をする。土日でも祝祭日でも利用可能なよ 

うな体制はとっていく事になると思います。基本的には、管理人さんがそのようなこと 

も含めて管理していく事になると思います。 

 

小林委員   今、管理人さんを常駐させるということでしたが、それ以外で本来でいう機械的なセ 

キュリティというのは。 

 これ逆に言ってしまうと東西自由にまるっきり行き来できる状態にありますよね。で 

は管理人さん両側に置くのかってなりますと、おそらくどちらか一方というかたちです 

よね。そうなると、頭隠してお尻隠さず状態になってしまうので、機械的なセキュリテ 

ィも含めたかたちでやらないと、当初は地域の皆さん使い易くて良いとは思うのですが、 

犯罪等も含めてそのへんを今の内から考慮しておかなければそのうち大変な事になる 

のではないかと思います。 
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笹原課長   こういったコミュニティ施設での機械的なセキュリティですとか、入口部分は機械警 

備というのもあるのですが、中に例えばカメラを設置するですとかということは例が無 

かったのかなと記憶しております。ただ、その事も含めて管理する担当部署が、ここは 

最終的に札内支所になってくるのですが、そうした部署への情報提供しながら確認をし 

ていきたいと思います。 

 

嶽山会長   他にございませんか 

       岡本委員どうぞ 

 

岡本委員   最後に用途の関係で、個別の話ではなく全体的な話で確認をお願いしたいのですが、 

今回の公共施設の関係での用途変更はさほど問題とはならないとは思うのですが、これ 

が仮に民間の店舗なり事務所が用途変更してくれと、一ランク若しくはツーランク上げ 

てくれという話が来た時に、町としてはどのような対応をしますか。基本的に民間の事 

業主からそのような話を受けて協議をして、まちづくりに貢献できるのであれば、まる 

にしたり、でなければバツにしたりという話なのかなと、そのへんの基本的な入口の方 

針みたいなところって何かありますか 

 

笹原課長   難しい問題なのですが、今回は確かに公共性が極めて強いというのが一番の理由だと 

いう事は私たちはまず考えております。 

 岡本委員がおっしゃったような民間企業が事務所だとか店舗を希望する場所でその 

用途では建てられないので、というようなお話をされた時には、そこにどうしても変更 

しなければならない合理的な理由が更に厳しく問われる事になっていくのではないか 

と思います。そこでなければならないという理由ですね。他の場所で、特に希望する建 

物を建てられる用途地域内で本当に建てられないのかですとか、あとこれを認めた場合 

の周辺への影響がどのようにあるのかですとか。このあたりが大きなポイントになって 

くるのではないかと思います。 

 従いまして、全てまったく可能性がないという事にはならないと思います。 

 今回の場所にあっては、今現在この場所で基本的には札内福祉センター自体が存在し 

ていますので、大きく今と今後と状況を変えるということにはならないと、それによっ 

て例えば道路でもできるですとか、交通量が極めて増えてしまって現在の道路幅員では 

足りなくなってしまうですとかという交通渋滞が発生するというような事もないと考 

えていますので、そうした問題ですとか、ひとつひとつ解決されないと用途変更する事 

にはなっていかないのではないかと考えています。 

 

嶽山会長   笹原委員そうぞ 

 

笹原委員   先ほどの岡本委員がおっしゃっていた、四角で囲むという事と今のお話が混ざるので 

すが、結局、病院のあるところと札内郵便局のところは今、現状はその可能性は低いと 

いうことですが、やはり民地である以上、第一種住居地域という事に今してしまうと、 

もし万が一これが高層階の建物で例えばもっと大きな行政施設でも建てたいとかとい 

う事になって建ってしまったら、この北側には札内青葉保育所など公園ですとか、まる 

っきり日陰になってしまうような建物をもしこの土地の地権者が将来変わっていって、 

そのような事態が起きた時に、今ここでこの状態にしてしまった為に後悔してしまう事 

が起きないでしょうか。 

 そのような事を考えると、実際に今、ご説明の中では道路で区切っている場合が多い 

という事で、先ほど説明があったのですが、15ページのほうを見ておりますと赤く四角 

で囲った隣の第一種住居地域では、中央町の公園広場ですとかの部分を見ますと、必ず 

しも道路で区切られてはいないので、今の第二種中高層住居専用地域に住まわれている 

方の今得ているメリットを脅かす恐れのある事は安易にあってはいけないと思うので 

す。町が今回平屋建てってそれは、周りの第一種低層住居専用地域などに隣接する皆さ 

んに配慮して、平屋建てとしますっておっしゃいましたが、この今回見直される民地の 

方々が、長い将来に渡って今回の都市計画変更における、この専用地域の変更の理由を 
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笹原委員  この地権者の方々がそれを汲んで、そういう建物を建て続けてくださいという保障はど 

こにもないですよね。そうであれば、必要な部分に留めるという事も逆に周辺に住んで 

いる方の権利を守るという事になるのではないかという気がいたします。 

 

笹原課長   病院、グループホームがあるこの二中高の部分ですが、建ぺい容積率という規制基準 

もございますし、あと日影規制と言いまして、際限なく建物を建てていけるものでは無 

くて、影を落とした時の影響という事もございますので、特にこの道路に面した部分に 

ついても、道路に対する日影ですとかがありますので、確かに、規制を二中高から一種 

に変えることによって、面積の要件については拡大してくる緩和されるという事になる 

のですが、先ほど申し上げました、別の規制基準から考えますと結果としては、今とそ 

れほど大きな影響のある変わるような状況にはならないと考えたところでございます。 

 

嶽山会長   他にご意見ありませんか 

 

嶽山会長   他に意見もございませんので、協議第２号帯広圏都市計画用途地域の変更案について 

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せんでしょうか。 

 

宮田係長   今後の予定ですが、本日都市計画審議会という事で予備審査のほうを行っていただい 

ております。その後、原案を北海道に送りまして事前に協議をさせていただいた後、縦 

覧を２週間行いまして、次の都市計画審議会は本審査という流れになっていきます。 

       今の予定では、本審査は来年１月の20日前後を予定しているものでございます。 

      日程等が決定しましたら、追ってご案内をさせていただきたいと思いますので、その 

際には、また皆様方お忙しいとは思いますがよろしくお願いしたいと思います。 

 

嶽山会長   今後の予定についてありましたが、委員の皆様からのご意見はありますでしょうか 

 

嶽山会長   その他、ご意見ご質問も無いようですので、本日の議事を終了します 

 

須田部長   ありがとうございました。 

       それでは、皆様ご起立願います。本日はご苦労様でした 


