
1 

平成27年度第４回幕別町都市計画審議会議事録 
 

 

１．開催日時  平成28年２月１日（月） 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         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

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 

 

４．議事   諮問第１号 帯広圏都市計画公園の変更〔幕別町決定〕について 

       諮問第２号 帯色圏都市計画用途地域の変更〔幕別町決定〕について 

        

５．その他  主要道道幕別帯広芽室線の道路工事について 

 

６．議事概要 次のとおり 

 

須田部長   定刻となりましたので、審議会を始めさせていただきます。 

       それでは、開会に先立ちまして、町長から会長に都市計画変更に係る諮問書をお渡し

いたします。恐れ入れます会長は前の方にお願いいたします。 

 

飯田町長   諮問書 

       平成28年２月１日 

       幕別町都市計画審議会会長嶽山信行様 

       幕別町長飯田晴義 

       次の事項について、貴会に諮問いたします。 

       一、帯広圏都市計画公園の変更について 

       二、帯広圏都市計画用途地域の変更について 

       どうぞ宜しくお願いいたします。 

 

須田部長   町長につきましては、他の公務の都合がございますので、ここで退席をさせていただ

きます。 

 

飯田町長   よろしくお願いいたします。 

 

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４回都市計画審議会を開催いたします。 

嶽山会長よりご挨拶をいただきます。 
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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４回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、全員の出席を頂きまして、誠にありがとうございます。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。 

本日の会議につきましては、先ほど町長から帯広圏都市計画公園の変更と帯広圏都市

計画用途地域の変更に係る諮問を受け、開会するものでありますが、前回の審議会でも

議論いたしましたが、さらに審議を重ねまして、答申をしたいと思います。 

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いた

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   ありがとうございます。 

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、諮問第１号帯広圏都市計画公園

の変更について事務局から説明をお願いします。 

 

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４回幕別町都市計画審議会議案として、表紙から17ページまで一

部Ａ３の図面があります。 

       もう一部になりますが、本日机の上に配布しております、その他で使用します、帯広

圏都市計画における圏域環状線と上に表示してある、Ａ４横でカラーの11枚ものが一部

でございます。 

       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、諮問第１号帯広圏都市計画公園の変更幕別町決定止若公園の変更について

説明をさせていただきます。 

       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。 

       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の緑色で表示している部分の約1.0ヘクタールが河川敷地で②の茶色で表示し

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。 

       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、また河川敷地について利用実態に合わせた区域の見直しを行うことにより、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 
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宮田係長  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ページになりますが、諮問第１号帯広圏都市計画公園の変更について、帯広圏都市

計画公園を次のとおり変更する。というものであります。 

       ２ページをご覧ください。 

       こちらは、帯広圏都市計画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・502

から３・４・502とするもので、２つめの数字が、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、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。 

       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

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。 

       次に、都市計画案の縦覧結果についてですが、町の広報、役場掲示板、町のホームペ

ージにおきまして、平成28年１月６日から１月20日までの２週間、縦覧を行うことをお

知らせしたところでありますけれども、縦覧者が１名でしたが、意見書の提出はござい

ませんでした。 

       最後に今後の計画変更のスケジュールについてご説明いたします。 

       本日２月１日皆さんにご審議をいただきまして、答申を得られましたなら、北海道知

事の同意を得て今年度中に幕別町が決定告示を行う流れとなっております。 

       以上で諮問第１号幕別町都市計画公園の変更についての説明を終わらせていただきま

す。 
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嶽山会長   只今、事務局から説明がありました、諮問第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。 

 

嶽山会長   岡本委員どうぞ 

 

岡本委員   公園の変更については、特に異議はございません。 

       質問なのですが、国道38号との交差の部分ですが、国道そのものが都市計画決定をし

ておりますので、原則的には都市計画決定がダブルことはできないと思いますが、これ

は、橋とその下の公園部分のクリアランスが確保されているということで、ダブル決定

しているという理解でよろしいでしょうか。 

 

嶽山会長   宮田係長どうぞ 

 

宮田係長   岡本委員がおっしゃいますように同じところで、都市計画決定をすることはできませ

んので、上の部分は38号で都市計画決定いたしまして、下の部分は公園で都市計画決定

をしております。橋梁部分の橋脚部、この赤で囲んだ部分は公園で都市計画決定はして

いません。橋梁の桁下部分は5.50メートル確保されており、建築限界を確保しておりま

すので、それぞれで都市計画決定をしているところでございます。 

 

嶽山会長   よろしいでしょうか。 

 

岡本委員   もう一点同じような質問ですが、河川の占用も同じように行っていると思いますが、

橋も投影で占用していますので、この公園もさきほど言ったクリアランスが取れている

事で、橋は橋の占用、公園は公園の占用という扱いになってくるのですか 

 

宮田係長   占用につきましても、橋脚部分は占用区域から除きまして、河川管理者との協議によ

り都市計画の区域と同じ区域を占用区域としているものであります。 

 

岡本委員   わかりました。 

 

嶽山会長   他にどなたかありませんか。 

 

嶽山会長   笹原委員どうぞ 

 

笹原委員   町の考えを伺いたいのですが、今回河川の敷地を幕別町として公園管理の部分で実際

の占用している部分と、そうではない部分の乖離があるということで、改めた開発局と

の土地の区分けというような話かと思うのですが、役場として河川の占用として開発が

定めている場所を実際に公園にしている訳ですが、ここで町民の方がパークゴルフやゲ

ートボールをしているのですが、町の防災対策として、大雨ですとか例えば、河川が穏

やかに流れていますが、増水した時などのサイレンみたいな設備はここには用意されて

いるのでしょうか。 

       実際に開発が河川の敷地としている場所を、公園にする許可を得て公園になっている

訳なのですが、近年の防災対策ですとか、町は耐震性貯水槽ですとか色々な事を取り組

んでいるのですが、実際にキャンプ場等でもサイレンが鳴ったのが聞こえないで、その

被害に遭われている方が他の地域ではいらっしゃいますよね。 

       そういった場合、大雨の中パークゴルフやゲートボールをする方は居ないでしょうけ

れども、万が一の備えというものも、河川の敷地である占用という事とは別に、河川の

敷地であるという事を考えると、その整備があるのか認識がないまま話をさせていただ

いていますが、そのような事に対してどのような見解をされているのか確認させて頂き

たいと思います。 
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嶽山会長   笹原課長どうぞ 

 

笹原課長   何故、実際に使っている区域と占用されている区域に差が生じてしまったかという経

過については、かなり調べてはみたのですがはっきりとご説明できるような事情は掴み

きれなかったのですが、ただ考えられるのは、プレーをするための安全措置と言うよう

な事を決めた事ですとか、そのようなことから結果として広がって行って占用している

区域から、はみ出してしまったのではないのかなと内部で話をしていました。 

       河川管理者側も不足の事態が生じたにしても、占用させていた区域の中で利用されて

いた方々に危害が及ばないという前提で貸しているという前提条件がございますので、

我々としましては、まずは今、占用はしていなかったのですが使っていた区域を正規の

かたちに占用させてもらえるものなのかを確認させていただいて、それについては問題

ないですよとの確認をさせていただきました。やはり河川管理者は河川管理者として、

占用させる場合の考え方というものを一定程度決めておりますので、それに照らした時

に占用させる事に特段問題はないということで、占用の面積については整理できたとい

う事になります。 

       一方で今、笹原委員がおっしゃったように借りた後に、公園を利用していた方々が不

足の事態が起きた時にどうであるのか、その安全性の確保という点でどうなのかという

ことなのですが、これは、その区域の中に設ける施設によって、安全対策のレベルも変

わってくるのかというように考えています。 

       おっしゃったように確かにそこに常駐するような、一晩とか二晩ですとか睡眠を伴っ

て常駐するようなキャンプ場ですとかという公園施設を設ける場合にあっては、上流域

の河川の流下の大きな変動によって、不足の事態が生じる可能性も考えてサイレンなり

の対策が必要ではないかと昨今の事故の事例から申しましても、国としてもその辺りの

対策強化を求めていますので必要と考えています。 

       今回の公園施設に関して申しますと、パークゴルフコースであったり、主に晴天時に

プレーをされる公園施設であると考えた場合にありましては、そのような安全対策まで

は現段階にあっては、町としてはそこまでの必要性は考えられなかったというところで

あります。 

       ただ、利用者の安全確保というのは、一定程度幅を持って考えなければならないと考

えておりますので、今後違う利用にリニューアルした時は、不足の事態が起きたとして

も安全性が確保できるのかを十分検討のうえ確保しなければならないと考えています。 

 

笹原委員   わかりました。 

 

嶽山会長   他にどなたかいらっしゃいませんか。 

 

嶽山会長   他にご意見もございませんので、諮問第１号については、諮問案を適当と認め答申す

ることでよろしいでしょうか。 

 

       ・・・・・・（異議なし）・・・・・・ 

 

       異議がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

 

嶽山会長   それでは、引き続きまして諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更について事務局

から説明をお願いします。 

 

宮田係長   諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更について説明をさせていただきます。 

       こちらもプロジェクターを使って説明いたしますので、議案とこちらを比べながら見

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、ご説明をさ

せていただきます。 
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宮田係長   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、これまで修繕や改修工事を実施していますが、高齢者や障碍者など

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I

S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、建替えした場合の検討を行いました。 

結果としましては、建築後40年以上が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、建替えをすることとなりました。 

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相談室を設けること、また災

害時に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、札内福祉センターの他、札内東コミュニティセンタ

ー、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２種中高層住居専用地域であります。 

第２種中高層住居専用地域とは、住宅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、原則として商業地域、工場地域、工業専用地域には接しな

いこと、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

２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１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１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、議案書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、諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更について、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２種中高層住居専用地域

を約184ヘクタールに第１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12ページになりますが、第２種中高層

住居専用地域をマイナス約1.8ヘクタールとし約186ヘクタールから約184ヘクタールに、

第１種住居地域をプラス約1.8ヘクタールとし約51ヘクタールから約53ヘクタールとす

るものであります。 
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宮田係長   次に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

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

よる被害に備えた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、快適で安全安心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１種住居地域への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。 

次に、都市計画案の縦覧結果についてですが、町の広報、役場掲示板、町のホームペ

ージにおきまして、平成28年１月６日から１月20日までの２週間縦覧を行うことをお知

らせしたところでありますけれども、縦覧者が１名でしたが意見書の提出はございませ

んでした。 

最後に今後の計画変更のスケジュールについてご説明いたします。 

こちらにつきましても、本日２月１日皆さんにご審議をいただきまして、答申を得ら

れましたなら、北海道知事の同意を得て今年度中に幕別町が決定告示を行う流れとなっ

ております。 

以上で諮問第２号帯広圏都市計画用途地域の変更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、諮問第２号についてご意見ご質問がありました 

らお受けしたいと思います。 

 

嶽山会長    小林委員どうぞ 

 

小林委員    今回札内福祉センターの増改ということで1,500を超えるため用途地域の変更という

ことになるのですが、本来の順番からすると現在の用途地域の中での1,500の中で建設す

るのが第一だと思います。逆に言うと今230平方メートルくらいオーバーするこれが、正

当に面積が必要であることを示したうえで、1,500を超えるので計画変更をしたいという

のが本来の筋だと思います。今回の場合は既に1,500を超える計画ができてしまっていて、

だから今の用途地域では建てられないからっていうようにどうしても見えない訳ではな

いかたちだと思います。今後もこういったケースがないとは言えないので、例えば急に

大型店舗が来たりですとかない訳ではないので、そういったことも含めて、まずは現況

のなかどこまでできるのかがあって、今回このような計画をしたい。それでこれだけ面

積が必要になる。それでどうしても面積が収まらないのでという道筋を今後はできたら

お願いしたいと思います。 

 

嶽山会長   笹原課長どうぞ 

 

笹原課長   前回も同じように、札内福祉センターの計画内容について説明をさせていただきまし

た。検討の経過のなかでは、現在の敷地のなかではどういった建物規模のものが可能な

のかというような検討は行ってきたところでございます。 



8 

笹原課長   今回の建物の場合ポイントとなっていましたのが、この場所が避難場所になっていま

す。現在収容しなければならない区域の人口がこの建物では収容できない状況にありま

す。100人くらいの人口だったのですが、避難所としてそういった人口を当然カバーしな

ければならないといった時に、その規模は当然大きくしなければならないとなってしま

います。もともとが1,400平方メートルほどの規模でございましたので、避難時は１人あ

たり２平方メートルということで、地域防災計画のなか想定をしていたこともありまし

て、既存の面積プラス200平方メートルは広がってしまうというところでございました。

更には、先ほども説明のなかにもあったのですが、特に小林委員はプロなのでご存知か

とは思うのですが、これから建てる建物のなかで今にない機能で一番大きな部分は、ユ

ニバーサルデザインの観点で通路ですとかトイレですとかの共有スペースをかなり従前

の建物から比べると広く取らなければならないということがございます。これら一連の

事柄につきましても、現在建設しております新庁舎の関係のなかでも面積規模が大きく

なってしまうのですが、その要因の大きなひとつには、そうした共有スペースの拡大が

大きな要因のひとつにございました。福祉センターの場合は基本的には集会室でござい

ますが、多くは住民の方々が利用していただくスペースで尚且つそこは非常時には避難

所となるスペースという考えで整理をして、なるべくプラスアルファのスペースは設け

ないようにしてはいたのですが、先ほど申し上げたような検討の結果、大きくなってし

まったというような理由から今回のように用途地域の変更になってしまったということ

であります。 

別の観点から申し上げますと、未だ昨年の国勢調査の結果が公表はされてなかったか

と思いますが、大きくは人口減少時代にありまして市街地を拡げていくこと自体ができ

ないということから、基本的には今の市街地のなかの土地をどのように利用していくの

かという別の観点での考え方もございます。公共施設の建築に使える数少ない土地をい

かにして有効に使っていくのかといった観点で検討のひとつのテーマとして掲げまして

今回の建築規模からの必要性からいいますとどうしても用途変更が必要になってしまう

という結論に至ってしまったというものであります。 

民間の建築の場合はどうであるかというところもありますが、公共以上に必要性なり

高度な理由が必要となると思うところがございます。むやみに都市計画の変更をしなが

らそのような建物の立地をしていくというものではではなく、やむを得ない事情がいく

つも重なってこうした変更に至ったということで理解いただければと思います。 

 

嶽山会長   他にどなたかいらっしゃいませんか 

 

嶽山会長   野原委員どうぞ 

 

野原委員   ここの敷地のなかには病院が入っていますが、こことの合意はしっかりされているの

でしょうか。 

 

嶽山会長   宮田係長どうぞ 

 

宮田係長   今回都市計画変更をするにあたりまして、区域のなかにございます郵便局、病院の地

権者の方々にはそれぞれ内容の説明をさせていただきまして、ご了承をいただいている

ところでございます。 

       

笹原課長   前回の協議の前に行って説明させていただきました。 

 

嶽山会長   他にございませんか 

 

嶽山会長   他に意見もございませんので、諮問第２号については、諮問案を適当と認め答申する

ことでよろしいでしょうか。 

 

       ・・・・・・（異議なし）・・・・・・ 
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嶽山会長   異議がございませんので、諮問案を適当と認め答申いたします。 

 

嶽山会長   ここで、追加議案といたしまして、答申書案についてを協議したいと思います。 

ここで５分ほど休憩としてお時間をいただきまして、答申書の準備をさせていただきた

いと思います。答申書の用意が整いましたら、町長に再度お越しいただき答申書をこの

場で提出したいと思いますが皆様よろしいでしょうか。 

 

・・・・・・（了承）・・・・・・・ 

 

嶽山会長   それではこれから休憩といたします。 

 

須田部長   皆様、準備が整いましたので、会議を再開いたします。 

       それでは、答申書案を皆様のお手元に配布いたしましたので、ご確認をお願いいたし

ます。 

 

嶽山会長   諮問された内容について、諮問案を適当と認めますとの内容となっております。この

内容でよろしいでしょうか。 

 

       ・・・・・・（了承）・・・・・・・ 

 

嶽山会長   それでは、答申書案は原案のとおり決定されました。 

 

嶽山会長   次に、議事日程３のその他に移ります。 

主要道道幕別帯広芽室線の道路工事について事務局から説明をお願いします。 

 

小野寺主査  計画係の小野寺です。 

それでは、早速道道幕別帯広芽室線の進捗状況及び懸案でありました町道との交差点

の課題について、本日配布させていただいておりますタイトルに帯広圏都市計画におけ

る圏域環状線となっている資料でご説明いたします。 

着席してご説明させていただきます。 

スクリーンをご覧ください。 

道道幕別帯広芽室線は、帯広圏圏域環状線の一部を構成する道路として、都市計画上の

位置付けがされております。 

圏域環状線の整備目標は都市内外の円滑な交流と連携のための交通ネットワークの形

成を目指し、四放射一環状と表現した圏域内道路網の骨格形成を目指します。四放射一

環状とは、東西南北の４方向の放射道路と一本の環状道路で構成されていることを意味

します。具体的には、南北の国道241号と国道236号そして、東西の国道38号を結び、帯

広市、音更町木野市街及び幕別町札内市街、更には産業拠点や観光拠点を結ぶ道路であ

ることが言えます。こちらの東西を結ぶ道路が国道38号で、国道38号を境に南北報告を

結ぶ、北側に位置するのが国道241号で、南側が国道236号です。そして、これらを連絡

する道路として、水色の点線で示されているのが環状線となります。 

現在事業化された区間はこの区間となりますので、ここの部分を拡大してみます。 

こちらは札内市街地を拡大したものです。 

現在の道道幕別帯広芽室線は、この緑色の線で示された区間となっています。起点は

こちらの国道38号との交差点から、終点は芽室町までとなっています。 

事業化された区間は、道道幕別帯広芽室線のみずほ町の交差点から東側に延伸した赤

色の点線で示した区間となっており、環状線で唯一の未整備区間で事業延長約2.7キロメ

ートルとなっています。 

この区間が完成する事によって環状線の全区間が繋がる事となります。 

続いて、道路の位置及び構造について簡単に触れて行きたいと思います。 

工事の起点部は現在の町道みずほ通とのＴ字交差点となっておりまして、こちらはこ

れまでのＴ字交差点であったものが十字の交差点となります。 
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小野寺主査  途別川に橋梁が新設され、途別川を渡って市街地の対岸となる途別川に沿った南側を

通ります。 

終点は、町道幕別札内線に接続されます。こちらの白人橋からおおよそ200メートル幕

別本町側となります。 

道路の構造といたしましては、車道幅員が片側4.50メートルの２車線で、南側にのみ2.

50メートルの歩道が設けられた総幅員11.50メートルになります。 

これがほとんどの区間、このように土を盛った上に構築するというような道路構造と

なります。 

ここまで道道幕別帯広芽室線の事業概要についてご説明させていただきました。 

引き続き交差する町道との交差点の課題についてご説明いたします。 

この事業区間には、交差する町道が４路線ございます。 

今回、道路整備が行われることによって、新たに４ヶ所町道との交差点ができること

になります。 

一つ目は、町道みずほ通の交差点でこちらは信号制御による交差点を予定しています。

次に、日新線の交差点です。こちらは日新線側が一時停止となります。次に、札内高台

線の交差点です。こちらも札内高台線側が一時停止となります。最後に幕別札内線の交

差点です。こちらは信号制御の交差点を予定しています。 

交差点はそれぞれ十分な安全が確保できるよう、対策を検討しておりますが、本日は

平成25年度の第３回都市計画審議会の際にご意見をいただいております札内高台線につ

いての対策をご説明いたします。 

札内高台線の現状は、札内市街地と日新高台地区を結ぶ幹線町道として機能していま

す。平成27年10月22日に交通量調査を実施しており、12時間の交通量は、1,159台でうち

10パーセントが大型車両となっています。 

歩道部は、江陵高校の通学路としても利用されています。 

標高差約30メートルを駆け上がるルートであることから、比較的道路の勾配が急とな

っており、カーブの多い道路となっています。 

このような現状から、新たにできる交差点の課題として、カーブの途中に交差点がで

きることになり、環状線と直行しない。 

交差点の前後が比較的急な勾配になっているため、交差点での発進・停止において、

特に冬期間の十分な安全対策を確保する必要がある。 

急な勾配を下りながらカーブに突入するためスリップ事故防止の対策が必要である。

新たに交差点ができるため、十分な距離で交差点の存在を視認できる必要がある。 

環状線が優先道路となり、信号制御ではなく札内高台線側が一時停止の交差点となる 

ため、交差点手前での注意喚起の特殊な対策が必要である。 

これらの課題を解決するため、札内高台線の道路線形の見直しを含め検討を行いまし 

た。 

検討にあたっては、春日橋の架け替えを含め大きくルートを見直す方法と既存の道路 

を最大限生かしながら安全を確保する２つの考え方を並行して進めました。 

まず大きくルートを見直す案では、西側の山林が鳥獣保護区であるため、現在よりも 

東側にしかルートを設ける事ができないといった設計上の制約がありましたが、春日 

橋を100メートルほど下流側に架け替えることで、急勾配区間を大幅に緩和することが 

できました。しかしながら、この案は山を掘り込んだ谷の底に道路をつくることにな 

り、吹雪の影響を受けやすく吹き溜まりですとか、前が見えなくなる視程障害、道路 

法面の雪崩といったような、自然的要因が引き金となる事象が発生し易くなります。 

現道も同じような掘り込んだ道路で同一の事象が発生していますが、現道以上に掘 

り込みが深くなることから、更にリスクの高い区間を延長してしまう事になります。こ 

の案はかなり大胆にルートを見直し検討しましたが、結果的に現在よりも安全が図られ 

ないルートであることが解りました。 

次に既存の道路を最大限生かし安全を確保する案では、車両が安全に発進・停車でき 

るよう平坦な区間を交差点手前に設ける事と、特に冬期間の安全対策、更にドライバ 

ーが視認することによって注意を意識できる対策が実現できれば安全を確保できるも 

のと考え、更に具体的な検討を行いました。 
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小野寺主査   具体的な対策内容についてご説明します。 

        交差点部のカーブを現在のカーブより緩いカーブにする事により、スリップ事故の

防止と交差点手前での見通しの向上が図られます。 

        次にカーブ手前の直線区間では、現在5.3パーセントから10パーセントと混在いてい

る勾配を登坂し易いよう7.5パーセントの一定の勾配にします。 

        安全に発進・停止できる対策として、こちらのオレンジ色で着色している約45メー

トルを平坦な区間にし、発進時と停止時に必要な制動距離を確保します。 

        冬期間の安全対策としては、さきほどの約45メートルの区間に特殊な舗装材料を採

用しました。 

        これは、路面の摩擦抵抗を高めることで、車両のグリップ力が向上します。更に路

面凍結の抑制効果を期待することができます。 

        併せて吹き溜まり除雪や、凍結防止剤の散布回数を増やすなどの路面状況の把握に

心がけながら冬期路面の安全対策を図っていきたいと考えます。 

        最後にドライバーに視認性を与える対策として、平坦な45メートルの区間を色付の

舗装にし、視覚効果でカーブの存在を明確にします。こちらの写真のようなイメージ

です。明らかに道路がカーブしているのが解ります。 

        この他にも交差点があることを注意する大型の標識等を設置します。 

        これらの対策を行うことによって、道路の構造基準に合致した安全な道路になるも

のと考えております。 

        続いて、平成27年度の進捗状況でございます。 

        現在、道路本線の設計が完了しルートが決定していますことから、あらたな道路用

地を確保するための用地確定測量と呼ばれる作業が昨年の夏に発注され現在進行中で

あります。 

        内容といたしましては、新たな道路をつくるには必要な道路用地を確保する必要が

ございます。このため、用地を買収する交渉が今後進められて行くのですが、その算

定根拠となる面積を測量し、登記等に必要となる図面を作成したりします。 

        その後、平成28年度に物件の補償をするための調査が実施されます。これは、道路

用地を確保するためには、場合によってはその上にあるもの、建物や立木等を無くし

てもらわなければなりません。このための補償費を算定するため、そこにある物件の

調査を行い移転方法を検討し、それに見合った補償費を算定します。 

        その後、各権利者様と買収・補償の交渉をおこない、平成28年度中に一定区間の用

地が確保できれば、年度中にも一部区間の本工事を実施していきたいと事業主体の北

海道より伺っています。 

        以上で道道幕別帯広芽室線の進捗状況と町道交差点の課題報告を終わります。 

 

嶽山会長    只今、事務局から説明がありましたが、ご意見ご質問がありましたらお受けしたい

と思います。 

 

嶽山会長    野原委員どうぞ 

 

野原委員    今、説明を受けたのですが場所がおぼろげながらしか解りません。地図をみても現

地が解りません。それで、みなさん委員の方が現場を把握しているのであればよろし

いのですが、それでなければ現地をしっかり視察して、意見を出していただくという

ようにしなければ、なかなか問題点も明らかにすることはできないと思ったのですが、

皆様がそこを見ていらっしゃるという事であれば、地図を見て一度現場を見て私は意

見を出したいと思います。 

 

嶽山会長    宮田係長どうぞ 

 

宮田係長    この環状線につきましては、平成25年からお話をさせていただいている事でござい

まして、委員の方が変わられてはございますが、平成25年に当時の委員の方と視察を

している経緯はございます。その後は、現場を見る機会を特段設けてはございません。 
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宮田係長    大変申し訳ございませんが、もし現地を見ていない方は個々で現地をご覧いただく

事をお願いしたいと思っております。 

 

野原委員    現地を未だ把握されていない委員の方がいらっしゃるのであれば、一緒に現地に向

かうというのも一つの方法ではないかと思うのですが、それはいかがでしょうか。 

        皆さんが解っておられて、私だけだったら自分で行ってきますが。 

 

嶽山会長    宮田係長どうぞ 

 

宮田係長    現地が今一解らない方っていらっしゃいますか。 

        

野原委員    いないですね。解りました。私一人で行ってきます。 

 

嶽山会長    小林委員どうぞ 

 

小林委員    私もその当時発言させてもらった者の一人なんですけども、想像以上に有意義なも

のをご検討いただいてまず感謝申し上げます。 

        一点なんですが、資料の８ページ、９ページの部分になるのですが、カーブを現況

より緩やかにして、45メートルの区間を特殊舗装って話をいただいたのですが、当時

意見させていただいたのですが、図面でいうと右側のカーブの右側の直線部分なので

すが、この部分が一番冬期間テカテカになる部分なんですよね。今年は雪も少なくて

良いんですが、例年で言いますと建築屋さんの土場がありまして、丁度その部分が木

が伐採された状態で開けています。それでちょうど南側なものですから、ここだけ日

当たりが良い事によって、ブラックアイスバーンとなっている状況ですので、できれ

ばこの直線部分も特殊舗装とかの策をしていただければなと思います。例えばこの色

付の舗装でカーブ部分と直線部分で色替えするとか、融雪剤だけの措置だけではなく、

道路自体にも何か措置をやっていただければありがたいと思います。 

        実際に私も３年間子供の送り迎えで通っていたので、特にこの直線部分が一番怖い

のですね。逆に手前のヘアピンカーブはドライバー自体が気にするので比較的安全な

んです。それと日が当たってないので、ある程度路面がガサガサになっているので比

較的大丈夫なんですが、今言ったように直線は日が当たって、解けてブラックアイス

バーンになってしまう状態なので、できればこの直線部分に措置をしていただけるよ

うに計画いただけるとありがたいと思います。 

 

嶽山会長    笹原課長どうぞ 

 

笹原課長    この交差点の検討にあたりまして、現在の町道は交差する道路がなかったので、一

時停止することもなく、上から降りて来たら真直ぐ橋に向かうという状況だったもの

が、新設される道道ができることによって、町道が一時停止しなければならない危険

性、弊害に対して、どうするべきなのかということで今申し上げました色の着いた区

間をほぼ平らな状態で、カーブに向かって行き、制動をより効きやすくするため、最

低限ここの区間は必要であろうということで、このような検討をしたところでありま

す。その上のパークホテルさんに入るくらいまでの区間が現在北海道において施工を

する範囲になっています。今、小林委員がおっしゃいますように、このすべり止めを

行う予定の区間は先程申し上げましたように、必要最低限の平らで、制動を効きやす

くするのに必要な区間というところに着眼点を置いて検討した区間でありますので、

委員がおっしゃいましたような上側のパークホテルさんのところの交差点に向かって

いってという部分に関しましては、更にプラスアルファという部分でありますので、

これについては、実は北海道さんがやっていただける範囲としては今このようなかっ

こではないのか、更に今申し上げましたプラスアルファの分については、この町道を

管理する町としてどうあるべきなのかということを検討して整理すべき事と考えます

ので、これは道路を管理する土木課でもここら辺の対策も含めてどうするかというよ 
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笹原課長   うなことも引き続き検討している最中でございますので、今お聞きしたような意見も

含めまして今後検討していきたいと考えております。 

 

嶽山会長    寺林委員どうぞ 

 

寺林委員    二点ほどお伺いしたのですが、みずほ通の交差点から、札内幕別線に接続される道

路という事でありますが、その間にある交差点については、それぞれ対処していただ

きたいと思いますが、まずは札内幕別線に接続されるところですが、当然道道が優先

されるという事で今の町道は信号で制御されるということであろうかと思いますが、

これが整備されることによって交通量が更に増えるであろうという事を想像するので

すが、朝夕の通勤時間帯での渋滞が生じるくらいの交通量がというような事から、例

えばこの接続部分で幕別から行ってこの信号で右折する車のための専用右折車線を設

けるような方策も取っていただけないかという事と、もう一点環状線の部分で、その

先の踏切を渡って国道38号を横切って、十勝川温泉に向かう道路のその踏切でありま

すが、今の現状では大型車が左折して行くのには幅が狭すぎるのですよね。対向車も

あるとすると渋滞も生ずる可能性もあるという事で、整備区間にはなっていないので

すが、この踏切の改善も視野に入れて検討いただけないかなと二点ほどよろしくお願

いいたします。 

 

嶽山会長    笹原課長どうぞ 

 

笹原課長    まず新設される道路の計画交通量は、日あたり5,700台くらいと想定をしていたはず

でございます。 

        現状のこの旧国道の部分、札内市街地に入る踏切の手前の木材屋さんの工場の前あ

たりでも、７時から７時までの12時間交通量でも5,000台ちょっとくらいだったと記憶

をしております。かたや5,700台の日当り交通量ですので、同じような比較ではベース

にはならないのですが、基本的には現状ある交通量が新たに造られる道路に転換され

るであろうというような考え方で将来的には見ています。 

        計画交通量を出すにあたっても将来的に人口がどれだけ伸びているですとか、それ

によって車の所有台数ですとかを加味しながら計画交通量自体は一様は算定していく

という事になっておりますので、そうした中では極端に大きく今以上に伸びていくこ

とは、こうした道路の場合にあっては、現状にあっては検討の中にはないのかなとい

う事で、現状の交通量がどれだけ新設される道路に転換されれていくのか、そして市

街地を通らないで、どれだけ出て行くのかといったイメージでいます。 

        右折車線の部分に関しては、計画する段階でどれだけ右折する車両があるかという

事になるのですが、実はそうしたところの検討については現状にあってはしていない

というところであります。北海道にはそのような要望もありましたという事をお伝え

したいと思います。 

        今の計画の中で取り組むことが可能なのかどうなのか、実は多くの場合は後追いで

やっているというのが実態です。国道38号の札内市街地を見ましても、東10号の交差

点ですとか、フクハラさんの所の交差点ですとか、生協さんのところの交差点ですと

か、後追いでやっているというのが実態なのかなと。それだけ現実に右折車両の把握

をするのが難しく、どれだけのものを確保するのが良いのかというのが難しいという

ような事もあって、そのような状況になっております。 

        何れにしましても、このような意見を北海道には伝えていきたいと思います。 

       踏切の改善につては、今に始まった話ではないのかなと記憶しております。巻き込み

の大きさですとか基本的に道路の幅に合わせて踏切の幅が決まってくるという事もあ

りますので、現状にあっては、道路の幅に合わせて踏切の幅が決まっていますので、

それ以上拡げるという事は基本的には道路を拡げなければ難しいのかなというイメー

ジでおります。 

        これも、新たな道路がどのように利用されていくのか、こうした道路が認知される

事が更に高まっていって交通量が多くなっていくと、で踏切部分に阻害要因となるよ 
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笹原課長   うな結果幅員に問題があったであろうというところになっていければ、今委員がおっ

しゃいますように改善の道もあるのかなと考えています。 

何れにしても今の計画されている道路が完成した後に一定程度の阻害の要因となる

ようなものを十分把握して対応をしていかなければならないのかなと考えています。 

 

嶽山会長    寺林委員どうぞ 

 

寺林委員    この事業区間から旧国道に接続する部分については、道路の嵩上げもあるという事

で見通しは良くなるという事はあるのでしょうが、今の現況の道路で見ていきますと、

途別川の橋がだいぶ高くなっていますよね。やっぱりあそこで交差点が設けられると

いう事は、幕別側から来て右折をして橋を渡って札内に入って行くという事ですが、

当然見通しが悪いと、まして札内から来る車も橋を渡って直ぐ交差点というような状

況になりますので、しっかりと調査して整備をお願いしたいと思っております。また、

踏切の件ですが、事業区間の中に運送会社の方が工業団地に何軒か入っておられて当

然そこに出入りする車も交通網が良くなれば増えるというような事と、環状線を通っ

て帯広市内から幕別、38号に接続する事から車の交通量も増える事から、やはり空い

ている道路に入っていく事は考えていかなければならないことであって、まして環状

線という位置付けの中にあっては、しっかりと将来に向けて整備をして行くことが幕

別の工業団地のこれからの発展にも繋がっていくのではないかなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

嶽山会長    笹原課長お願いいたします 

 

笹原課長    見通しが悪いといいますか、他の交差点部分もそうなんですが、町道部分が基本的

に一時停止になってしまうものですから、今以上に注意喚起の標識を設置しなければ

ならないだろうと我々も考えておりまして、ここの今ご指摘にあるような、幕別札内

線との交差点の手前から、そうした交差点がある、若しくはカーブなっているですと

かといった注意喚起の標識は予めこの工事の中で付けるようにしながら取り組んで行

きたいと考えております。 

踏切部分に関しましては、新設される道路そして旧国道の部分が北海道の管理の道

路になります。ですので、町道の管理よりはそうした阻害要因になっているところの

対応というのは、し易くなる部分もあるのかなと期待しているところでございます。 

我々はこの圏域環状線の整備にあたっては、まずこの未整備区間となっている約2.

5キロメートル区間を優先して整備せざるを得ないだろうと、それ以外の部分に関して

はその後の状況を観た上でどうしなければならないのかという事を検討していきたい

と考えております。道路の管理者は北海道に移りますけれども、圏域環状線という位

置付けに関しては、この都市計画の中でどうあるべきかという事を今後とも検討して

いくという事になりますので、この新設される道路が出来たから検討を辞めるという

ものでは無くて現状把握、そして将来的にどうしていかなければならないのかという

事については引き続き検討していきたいと思います。 

 

嶽山会長    中島委員どうぞ 

 

中島委員    現状の勾配が5.3パーセントから10パーセントなんですけれども、それを7.5パーセ

ントの一定にするという事ですが、7.5パーセントでもかなり急じゃないかなと思うの

ですが。その後の7.5パーセントの後のレベル区間を45メートル取れるというのですが、

道道ありきでやっているから、こうゆうようになるのかもしれないのですが、7.5パー

セントは急だと思いませんか。 

        これは合成勾配ではないですよね。センターの縦断勾配ですよね。 

 

嶽山会長    笹原課長どうぞ 
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笹原課長   申し訳ありません。7.5パーセントは実は合成勾配で7.5になっております。 

どうしても、上側と下側の高さが決まっておりますことから、その中で勝負しなけれ

ばならないといった制約があった結果このようなことになったと。ただちょうどこのパ

ークホテルさんに行く交差点の近くで、短い区間なのですが、10パーセントの短い区間

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、段になっているような箇所がありまして、こ

うした急勾配区間にあっては何としても解消して供用を図るようなかっこにしなければ

ならない事だというようなことで、7.5パーセントの勾配になったというようなことでご

ざいます。 

 

嶽山会長   他にいらっしゃいませんか 

 

嶽山会長   それでは、私のほうから二点ほど。 

図の右下、車道4.5と4.5、歩道2.5それで車道と歩道の間に何か柵を付けるとか対策は

考えられているのですか。 

二点目、これだけ高台のほうの道路が良くなりますと、逆に冬期間で大雪だとか吹雪

の時に、高校生が車道を歩くというような危険性があるかと思いますので、そのような

対策も考えてほしいなと、以上二点お願いします。 

 

笹原課長   柵の件は、車道と歩道の間に付くのかということでよろしいでしょうか。それとも山

側のほうに 

 

嶽山会長   はい。山側です。 

 

笹原課長   山側部分には、所定の高さ以上になれば転落防止柵というものを設置しなければなら

ないという構造基準がございまして、それに従って設置をしていくという事になろうか

なということでございます。それから言いますとほぼ、この山側の部分に付く事になる

のかなというように思います。 

あと、高校生の対策ですが、歩道部分を含めて砂を撒くなりして歩行し易いように維

持管理体制をして参りたいと思いますが、車道を歩くような事が見受けられましたら、

たぶん通報も入ると思いますので、学校を含めて対策をとってもらうなり対応をしてい

きたいと思います。 

 

嶽山会長   ありがとうございます。 

       他にどなたかご意見、ご質問はありませんか。 

 

嶽山会長   土谷委員どうぞ 

 

土谷委員   もう一度、道道と町道の道路の管理の事を確認させてください。 

新しくできる道路から音更に抜ける、先程言っていた踏切の部分は道で管理してくれ 

るという事で良かったですか。 

        

笹原課長   踏切部分は町で管理します。あくまで旧国道の部分が道道の管理という事になります。 

 

土谷委員   これが34年に完成した際に、今のこの２ページ目ですよね。緑と黄色の道道これが町 

道になるという事なのでしょうかね。 

 

笹原課長   この辺の協議を現在している最中でして、元々昇格をした時には、このような考え 

方も議論されていたものでありますから、このような表記になっているのですが、これ 

から、どの道路を道道から町道に落とすのかですとか、そのあたりの協議をこれから詰 

めていくのかなという作業です。 
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土谷委員   今高台線のお話を色々聞いたのですが、この日新線のほうは大丈夫なのでしょうか。 

 

笹原課長   一応同じ考え方で日新線のほうも検討しておりまして、ただ日新線のほうは、上から

下に下ってくる勾配も札内高台線よりも良い条件であったりですとか、一方で北側に橋

が直ぐそばにあったりですとか。ただ、こちらについては、勾配条件が恵まれた状況に

ありましたので、この先一時停止になっているですとかの警戒標識なりをより多く付け

なければならないと検討しているところであります。 

 

嶽山会長   小林委員どうぞ 

        

小林委員   一点だけ確認させてください。 

       ３ページの資料の中に２箇所信号のマークが入っているかと思うのですが、こちらは 

道路の開設時には、同時にあると考えてよろしいのでしょうか。それともあくまでも計 

画であって、その後何年も経ってからでないと付かないという状況なのでしょうか。 

 

笹原課長   これは北海道さんが公安委員会に協議をして行くものでございまして、間違いなく付 

くのかどうなのかというような事を私達のほうでお答えするという事にはならないの 

ですが、こうした前提で協議を進めているというお話を聞いているという状況でありま 

す。 

なかなか、新設の信号機の設置箇所数は極めて限られているというお話を従前から聞 

いておりますので、かなりハードルの高い、競争率の高いお話になるのかなというの 

は考えてはいるのですが、公安委員会と北海道さんの協議の中で一定程度明確になっ 

ていくのかと思いますので、ここら辺については、まだはっきりとした情報収集をし 

ておりませんので、確認をして行きたいと考えております。 

 

嶽山会長   他にどなたかいらっしゃいませんか 

 

嶽山会長   他にご意見がございませんので、その他については終わります。 

       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 

 

須田部長   先ほど、ご審議いただいた答申書をこの場で、町長に答申していただきますので準備 

が整いますまで、休憩を取っていただければと思います。 

 

須田部長   委員の皆様におかれましては、慎重な審議をいただきありがとうございました。 

これより、この場で会長より町長へ答申書を手渡していただきます。 

 

嶽山会長   答申書、幕別町長飯田晴義様 

幕別町都市計画審議会会長嶽山信行 

平成28年２月１日付けで諮問のありました次の事項について、本審議会において審議 

した結果、諮問案を適当と認めます。 

一帯広圏都市計画公園の変更について 

二帯広圏都市計画用途地域の変更について 

以上、答申いたします。 

 

須田部長   ここで、町長からご挨拶いたします。 

 

飯田町長   一言ご挨拶申し上げたいと思います。 

       只今答申書をいただきました、都市公園の変更と、用途地域の変更についての答申で 

      ございます。 
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飯田町長   迅速な、しかも慎重なご審議をいただきました事を心からお礼申し上げたいと思いま 

      す。 

       町におきましては、この答申を踏まえて計画の決定をさせていただきたいと思います。 

今、人口減少時代に差し掛かっておりまして、まちづくりが非常に難しい時代になって 

来ております。 

それに伴って、今後のまちづくり、都市計画をどうしていくべきかといった課題が出 

て来るかと思います。 

       先月の27日に幕別町の地方創生審議会から答申書をいただきました。人口ビジョンで 

は、2060年の人口予想を19,457人と、今から見ますと8,000人ほど減るようなかたちで 

推計をしております。これは実際に今の1.46という出生率を1.55まで引き上げても、そ 

こまで減って行くという数字であります。かなり現実に近いような、かなり努力をしな 

いと1.55という数字も確保できないと思っているところでございます。 

       各施策を各分野に渡って総動員しながら、19,457人を確保できるように取組んでまい 

りたいと思います。 

       それに伴って、当然それだけの人口減になれば、都市計画上もどうして行くか、コン 

パクトシティに向けて取組を進めていかないと、今の今まではお金ばかりが掛ってしま 

うというところがありましょうから、都市計画もどうして行くかを今後考えていかなけ 

ればならない訳であります。 

       引き続き皆様方には色々な面でのご指導、ご協力を賜るかと思いますが、まちづくり 

のためにご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、一言ご挨拶とさせていただきま 

す。 

       ありがとうございました。 

 

嶽山会長   以上をもちまして、平成27年度第４回幕別町都市計画審議会を終了いたします。 

 

須田部長   ご起立願います。 

お疲れ様でした。 


