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平成26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２６年７月１４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） 

林  恵子         （  〃  ） 

土谷 博樹         （  〃  ） 

小林 美裕         （  〃  ） 

藤原  孟         （町議会議員） 

中橋 友子         （  〃  ） 

西田 由美子        （公募によるもの） 

岡本 芳夫         （   〃   ） 

中島 純一         （   〃   ） 

事務局 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 小野寺 博央 

都市施設課都市整備係長 松井 公博 

 

４．説明   都市計画について 

 

５．議事   協議事項 帯広圏都市計画公園の変更[幕別町決定]（案）について 

 

６．議事概要  次のとおり 

 

佐藤部長   ご起立願います。ご苦労様です（礼）、ご着席ください。 

只今より平成 26 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、杉坂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、今年度初めての開催となりま

す。 

平成 26 年４月１日付けで人事異動もありましたので紹介をさせていただきたいと思

います。建設部都市施設課計画係主査の小野寺です。 

 

小野寺主査  今年４月１日付けの人事異動にて都市施設課計画係に任命されました小野寺です。よ

ろしくお願いいたします。 

 

佐藤部長   それでは、嶽山会長よりご挨拶を頂きます。 

 

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 26 年度第１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。 
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佐藤部長    続きまして、町長挨拶ですが、岡田町長につきましては、本日所要のため欠席とな

ります。 
それでは、次に説明に入らせていただきますが、説明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 説明について一括して、事務局からお願いします。 

 

小野寺主査   私のほうからは幕別町都市計画データファイル 2014 についてご説明させていただ

きます。 

        このデータファイルの内容につきましては、昨年度の都市計画審議会の際にご説明

させていただいております。したがいまして、本日は細かい内容については、割愛さ

せていただき、昨年からの変更点についてのみ、ご説明させていただきます。 

昨年度においては、新たな都市計画決定等の事案が無かったことから、大きな変更

はございません。36 ページ、区画整理事業一覧のうち札内北栄土地区画整理事業にお

いて、事業の完了により平成 26 年３月 20 日に組合の解散が認可されましたので、解

散公告日が同日付けで記載されております。 

その他、住民基本台帳による平成 25 年度末人口及び、平成 25 年度開発行為等の件

数が更新されているところでございます。 

４ページをご覧ください。下段にあります住民基本台帳による人口推移では、前年度

末に比べ 18 人の人口増となっております。 

総務省が６月 25 日に発表した今年１月１日現在の住民基本台帳に基づく人口動 

態調査で、十勝管内では幕別町を除く 18 市町村で人口減となっており、唯一幕別町が

人口増となっているところであります。2013 年の１年間で、119 人の自然減を 129 人

の社会増が上回り、計 10 人の増となっております。 

この要因としては、北栄区画整理事業や、桂町の宅地造成、道営住宅のあおば団地

開発行為のほか、本町と忠類地域の定住対策の結果、自然減を上回る社会増に繋がっ

たものと推察しております。 

尚、宅地造成が行われた所の区画数、建築率は６月 30 日現在、札内北栄区画整理事

業は 643 区画で、建築率は 80.7％、桂町東団地は、25 区画で建築率 88.0％、桂町西

団地は、78 区画で建築率 81.82％桜町中央団地は、31 区画で建築率 45.16％となって

おります。 

以上で、データファイル2014の説明を終わらさせていただきます。 

 

松井係長    私の方からは、平成 26 年度に予定しております都市計画事業につきましてご説明さ

せていただきます。 

都市施設課の所管事業としましては都市公園事業と街路事業がございます。 

資料１をご覧ください。 

社会資本整備総合交付金（都市公園等事業）1 番、基幹事業の公園施設長寿命化対

策支援事業についてであります。 

事業目的としましては、公園施設長寿命化計画に基づき、適正に維持管理されてい

る公園施設について、公園利用者の安全・安心の確保や公園施設に係るトータルコス

トの低減を図ることを目的としております。 

幕別町では平成 21 年度に策定しました公園施設長寿命化計画に基づきまして、都市

公園安全・安心対策緊急総合支援事業によりまして、処分制限期間を超え危険と判定

されました遊戯施設などについて、平成 21 年度から平成 25 年度までの５箇年で、42

公園の改築・更新を実施してまいりました。 

今年度につきましては、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業に代わる、公園

施設長寿命化対策支援事業によりまして、街区公園５箇所の遊具の改築更新を行うも

のであります。 

対象公園につきましては、資料１の１ページをご覧下さい。図面左幕別地区の新緑

公園、資料の２ページ目をお開き下さい、札内地区になります。はるかぜ公園、春日
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団地北公園、せせらぎ公園、桂町公園、以上の街区５公園であります。 

次に資料の３ページ、４ページ目をご覧ください。こちらにつきましては、改築更

新のイメージとして添付してございます。上段が現況、下段が改築後をイメージして

おります。事業の実施前には関係します各公区長に、このような整備内容のご説明と、

遊具等の選定と配置につきましてご説明させて頂き、工事を実施しております。 

次に今年度事業費でございますが、18,170 千円でございます。 

続きまして資料１の２番、関連社会資本整備事業（公園関連）の札内西大通道路事

業についてでございます。 

事業目的としましては、道路移動円滑化基準に基づく道路整備として、昨年度整備

しました札内北公園の園路整備と一体的な整備を行い、歩行者空間の確保を行うもの

でございます。 

次に事業概要でございますが、資料の２ページ目をご覧ください。資料上段の実線

で表記しております、札内北小学校の西側の街路決定された道路になります。整備計

画延長 255ｍ、道路幅員 16.75ｍ、車道幅員 6.0ｍ、歩道幅員西側 3.5ｍ、東側 4.5ｍ

を整備するものでございます。 

本年度は計画区間の北側、延長 114ｍについて、改良舗装を実施するものでありま

す。また、札内北公園までの残るの南側区間につきましては平成 27 年度の整備を予定

しております。 

次に事業費についてでございますが、全体事業費としましては 79,700 千円、今年 

度事業費は 30,600 千円でございます。 

続きまして資料１の３番になります、効果促進事業（公園関連）の幕別町都市公園

等整備事業についてでございます。 

事業目的につきましては、先程ご説明させて頂きました、基幹事業の公園施設長寿

命化対策支援事業と一体的な整備を行うことにより、効果を発現させるとともに、公

園利用者の安全確保を目的としております。また、本事業は都市公園のうち補助対象

外施設と、都市公園以外の条例公園に係ります公園施設の新設及び改築・更新が対象

とされております。 

次に事業概要でございますが、資料の１ページをご覧ください。右側の糠内公園で

ございます。現在、公園内のパークゴルフコースに設置されております四阿につきま

して、柱や屋根など劣化が著しく、利用者が安心して使用することが困難となってお

りますことから、更新を行うものであります。 

次に資料左側の「つつじコース」案内標識設置についてでございます。この案内標

識の設置につきましては、パークゴルフ発祥コースであります「つつじコース」につ

きまして、町外利用者からコースの所在などの問い合わせが多く寄せられております

ことから、コースまでの通行ルート所要箇所などへ案内標識を設置し、利用者の利便

性を図るものでございます。設置場所につきましては、国道 38 号沿の本町近隣センタ

ー内の駐車場、道道幕別大樹線で町が設置し占用許可を受けております既存案内標識

の表示板２箇所の貼り替え、また、クマゲラハウス周辺への設置を予定しております。 

次に事業費についてでございますが、全体事業費につきましては 57,595 千円、今 

年度事業費は 7,520 千円でございます。 

補足ではございますが、北海道が管理しております、道道幕別大樹線の案内標識のう

ち、十勝信用組合幕別支店様横と、吉田時計電器店様横に設置されております既設標

識につきまして、北海道により「パークゴルフ発祥の地 つつじコース」の案内表示貼

付けを行っていただいております。 

続きまして資料１の一番下になります、町単独事業についてでございます。 

        今年度につきましては、旭町三角公園のトイレの改修と札内川河川敷地への大型案

内標識の設置を予定しております。 

旭町三角公園のトイレ改修につきましては既に実施済みで、資料の図面には記載して

ございませんが、老朽化した既存トイレを解体し、汲み取り式簡易水洗トイレ、小便

器１基、大小兼用便器１の、計２基の設置を行ったものであります。 

次に大型案内標識の設置についてでございます。 

資料の２ページ目をご覧ください。資料の左上になります。この大型案内標識の設置
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につきましては、パークゴルフ発祥 30 周年目を迎え、幕別町がパークゴルフ発祥のま

ちであることをＰＲし、更なるパークゴルフの発展と、町の観光振興を目的として、

札内川河川敷地内の国道 38 号から確認できる場所に設置するものであります。 

表示板の大きさにつきましては、縦２ｍ横４ｍで、幕別町側と帯広市側の両面表示

とするものであります。事業費につきましては 5,440 千円でございます。 

       私からの説明は以上でございます。 

 

宮田係長    計画係長の宮田です。続きまして、説明の２点目 主要道道幕別帯広芽室線工事説

明会について説明をさせていただきます。 

こちらにつきましては、昨年の第１回都市計画審議会で、ご報告いたしました、幕

別帯広芽室線の道路整備につきまして、その後、平成 26 年５月 26 日に北海道政策評

価委員会で事業概要について国費予算要望することは妥当であるとの判断がされ、平

成 26 年第２回道議会定例会で議会報告がされております。これを受けまして、北海道

十勝総合振興局帯広建設管理部事業課で、去る６月 29 日 日曜日に札内福祉センター

において、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に方々を対象

とした、説明会が開催され、18 名(地権者 14 件(16 人)+賃貸者１人+公区１人)の出席

がありました。 

今日お配りした資料が、その際に北海道から配られました資料でございますが、次

第、マスタープラン道路網の概要図、事業概要図、事業工程表の４枚となっておりま

す、資料は揃っておりますでしょうか、足りないページ等はありませんでしょうか。 

それでは当日北海道から説明がありました内容について、ご報告させていただきま

す。 

道道幕別帯広芽室線の道路整備事業について、その目的としては、帯広圏における

帯広市中心部と十勝の東部地域の交通アクセスの向上を図るものとして、圏域環状線

のうち唯一の未整備区間となっている当該区間を整備するというものです。 

現時点の事業期間は、平成 26 年度から平成 34 年度までの予定です。 

全体事業費は、途別川に新設する橋も含めて約 23 億８千万円となり、今年度は、測

量・設計業務となるものです。 

お配りした資料２の２ページですが、こちらが、事業概要図となっておりまして、

事業計画区間は、赤丸１から赤丸２までで、途別川に新設する橋の 149ｍを含む、約

2.7 ㎞であります。 

道路構造としては、２ページ左下に計画断面図（一般部）なりますが、車道幅員が

3.25ｍの片側１車線で南側、山側になりますが、幅員 2.5ｍの歩道が整備されるもの

であります。 

次の３ページ今後の事業の工程についてですが、平成 26 年度から平成 34 年度の事

業工程表となっていまが、今後の社会情勢等から、これらの工程については、変動さ

れることが想定されるものです。また、今年度は、測量及び道路と橋の実施設計業務

となるものです。 

当日は、出席者からは、道路の正式なルートは、いつ頃確定するのか、との質問が

ありましたが、今年度測量設計を行い、今年度中には具体的な線形を決めたい との

回答でした。また、道路工事は、みずほ通り側、旧国道側のどちらから行うのか と

いう質問には、途別川に橋を設置する関係からみずほ通り側から工事を行う予定です。 

との回答でした、また、昨年の第３回都市計画審議会で小林委員より質問がありまし

た、札内高台線と札内新道との交差点設置に伴う通行の危険性についてですが、札内

高台線の道路線形も含めて北海道と協議を重ねているところであります。 

以上で、主要道道幕別帯広芽室線の道路整備について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。 

  

       ・・・・・意見・質問無し・・・・ 
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嶽山会長   他に意見もございませんので、説明につきましては終わります。 

 

嶽山会長   それでは、議事日程３、議事に入ります。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。 

 

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、

本日お配りしました、Ａ３図面「帯広圏都市計画公園の変更図」、議案が表紙と裏が議

事日程であり、１ページから６ページがＡ４の裏表印刷、７、８、９ページがＡ３の

図面となっております。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   

変更について説明を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、昨年の第１回都市計画審議会において一度説

明させていただいておりますが、本日は始めにその後の経過を説明させていただき、

その後に具体の説明資料について、説明させていただきたいと思います。 

昨年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、庁舎の建て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、

公園区域の一部の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の利用をしていることから、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の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

の区域の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、議案を見比べな

がら見ていただければと思います。本日お配りしました、帯広圏都市公園の変更図を

ご覧いただきたいと思います。 

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 1.3ha で、その

内、①の緑色で表示している部分の約 1.0ha が河川敷地で②の茶色で表示している部

分の約 0.3ha が町有地となっています。 

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 0.3ha 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 2.5ha 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 2.5ha から約 0.6ha 増の約 3.1ha となったものであります。 
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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 1.3ha と猿別川河川緑地の赤色

の線で囲まれた部分の約 3.1ha を合わせた区域の約 4.4ha 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ご説明いたします。 

２ページになりますが、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別添のとおり変更する。というものであります。 

議案の３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４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１ha 以上４ha 未満のもので、これまでの止若公園は面積

が、約 1.3ha であったために「３」でしたが、今回公園面積が約 4.4ha になるため ４

ha から 10ha の規模の場合の数字「４」になるものです。 

面積については、ただいま、説明いたしました、約 1.3ha から約 4.4ha とするもので

あります。表の右側が変更内容については、以下のとおりです。 

次に５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。 

ここで、大変申し訳ありませんが、議案の訂正をお願いいたします。 

１の土地の沿革 部分ですが、本文の３か所記載している面積がそれぞれ ha 表示と 

しているため、面積の前に「約」の記載をお願いします。 

また、拡大公園区域である 4.1ha を約 3.1ha に変更をお願いいたします。 

次の６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。 

こちらにつきましても、１ケ所訂正をお願いいたします。２の都市計画変更内容の

3.1ha の前に「約」の記載をお願いいたします。 

７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、８ページと９

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。 

８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（ゲートボール場を指して）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

ｍ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

９ページでご説明いたします。 

次に９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８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 ㎝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３m 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
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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内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、事務局から説明がありました、協議第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    現在共用開始をしていて特段問題があるとは思っていないのですけれども今回、止

若公園に編入するという形になると思うのですが、あえて編入しなければならない理

由はあるのですか。 

        先程、整備を行わないと聞いたので、特に都市計画決定することは、たいした事で

はないと思うのですけれどもあえて変更することにあってはどのような理由なのでし

ょうか。 

 

笹原課長    過去を遡って確認しましたところ、平成元年からパークゴルフコースを中心とした

猿別川の河川緑地を利用されているのですが、その際にも同じ手続をしようとした

らしいのです。 

その際にも今回協議させていただいている内容の止若公園として位置づけようとし

た取り組みが当時されたみたいなのです。 

ただ、主に河川敷地内でありますことから、当時の開発局としては、河川敷地内の

都市計画決定を協議の中で了解していただけなかった、ということが原因で、都市計

画公園の変更はできなかったという話があったようです。 

岡本委員のおっしゃるように、施設の整備は致しませんので、現状のまま放置した

としても住民の方々の利用にあっては直接的な不利益を被る様なことは実際にはない

という状況です。 

ただ、今回協議させていただいた主な理由としては、先程の説明のように昨年の段

階で一部、公園の区域を変更して駐車場として利用する。それとは別に、先ほど申し

上げましたように、本当はひとつの公園の区域として決定したかったのだけれども、

出来ていなかった。という2つの理由が昨年の段階であったものですから、ひとつの理

由である駐車場の利用については先程申し上げましたとおり、全体の駐車場計画の再

検討しましたところ、利用しないということになりましたので、その部分については

区域の変更が無くなったのですが、本来はひとつの公園施設がひとつの公園の中に納

まって管理するべきであろうという原則的な考え方に基づきまして、そこの部分につ

いての理由をもってして、昨年度一応今後という中で事前説明をさせていただいたの

ですけれども、そのような視点に立って改めて変更をしたほうがいいのではないかと

いうことで協議をお願いしたいという状況であります。 

 

藤原委員    まず１点目ですけれども、止若橋の下流側の急斜面。この地域は現在の管理者は幕

別町ですか。それとも開発側ですか。 

 

笹原課長    法面部は開発局です。 

 

藤原委員    と言う事は、私から言うところ、この法面はですね長年整備をしてほしいと。要す

るに幕別の市街地の出入りする一番の顔であるから、もっと綺麗なかたちになって

ほしいというのをこれまで要求していたのですが、このままですとまた開発が管理
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していくということで、なかなかそういう整備をしてもらえない。 

ぜひ公園に拡げるのであれば、そこも公園の敷地として入れてもらいそして、公園

の一部として綺麗に整備していくべきではないか。 

特に上流側はかなり急斜面の部分も、現在取り入れてますよね。 

なぜ下流だけ取り入れないのか、非常に疑問なのですけれども、何か理由があるの

ですか。 

 

笹原課長    上流側については確かに法面の占用を当初からずっとされております。 

園路もその下に整備されているということで、実際に占用をさせていただいており

ますので、管理も町のほうでということで、多分当時の協議経過のなかで、このよう

なことになったのではないか、と推測しているのですが、下流側についてはこの区域

に示しているような範囲で、実際に町が占用している、若しくは一番下流側のほうで

少し飛び出したところが園路であり、その先町道と接する部分なんですけれども、そ

の間についてだけは、占用して管理をしておりまして、その上流側、一部平らな部分

があるのですが、ここは管理をしていなかったのですけれども占用はしていた、とい

う先程申し上げました不整合な状態があったところだったのです。 

下流側については、そういった管理をしていない部分については、本来パークゴル

フ場としての管理する必要もなかったものですから、これについては、区域から外さ

せていただくということで開発局と協議させていただいて、このような形になったと

いうところです。 

現状にあっては、上流、段丘状の上にあたる部分に公園施設が無く、町で管理する

ということにはならないということから、下流側についてはこのような形にさせてい

ただいております。 

また、上流側については、クマゲラハウスという、区域の中には含めていませんけ

れども、パークゴルフの関連施設もあるということもありまして、このような形の施

設にさせていただけるというのが現状であります。 

 

藤原委員    結局、パークゴルフ場として開発が管理している部分、実にきたない。みったくな

い。それの 大の原因はこういうことだと思うのです。 

        また、川側を見てもらえれば、ふつう河川敷でパークゴルフをやれば、川の流れを

眺めながら、とか。それがもう柳の森ですよね。まったく開発は木も切ってくれない

ような状態の管理しかしてくれていないのだから。 

是非、うちの町がパークゴルフが 大の売りで、発祥の地のパークゴルフ場でしょ

う。ここを法面は、開発が管理しているからだらしなくていいのだとか、そんな事で

はこれからまだ30年、50年、うちの町の観光として 大の売りとしてやっていくので

あれば、法面も是非公園に入れて、そして町ではっきりと管理する姿勢を見せるべき

ではないか。 

そうしなければ、今回何のために変えるんだ。整備もしなければただあなた方の管

理のし易さ、公共の管理のし易さだけにしかみえない。 

そういうことから言うとやはりこの面積を入れて綺麗な法面の維持管理をすると

いうことを決めてほしい。それが私たち都市計審議会の役割でもあるのではないかと

思うが、答えはでますか。 

 

笹原課長    現状をお話させていただきますと、いわゆる柳の木がほとんど水の流れている両脇

に生い茂っている状態なのです。止若橋から眺めていただくと、上下流ほとんどその

ような状態になっております。 

そういったところを中心に繁茂している様な状況になっていまして、これは猿別川

だけではなく、途別川も現状そのような形になっております。 

町としては、今おっしゃるような意見もありながらも、その場所では鳥などを中心

とした動植物も生息しているということもありまして、取り扱いについては考えてい

るところなのです。 

ただ一方で川ですから、大雨が降ったときの一定程度の流下能力というのは 低限
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確保していただかなければならない、というところであります。 

特に途別川の方ですが、平成12年くらいに、かなりの出水がございまして、結果そ

れ以降に市街地の中にポンプ施設を2ヶ所設けて、なんとか浸水被害に対応しおうと

いう対応をしたのですけれど、そのようなところからも、そういった機能の在り方も

どうなのか、開発や河川事務所と折に触れて話をさせていただいております。 

ただ一方で、先ほど申し上げましたような、動植物の関係もありますので、今現在

は開発局のほうとしても、どういった方法で整備する、切っていったらいいのだろう、

というようなところを検討していただいている状況であります。 

今すぐに、そういったものを切ってしまうことには、現状としてはならないのです

けれども。 

 

藤原委員    急斜面もですか 

 

笹原課長    急斜面も、崖もです。 

そのあたりについては、まだ話にはあがってないのですけれども、今日またそうい

った意見もありましたので、そのことも含めてお話はさせていただきたいと。 

 若干、斜面が急なのであまり綺麗に刈り取ってしまいますと、雨に当たったときに

また崩れるということがあってはいけませんので、管理の在り方については、正直に

申し上げますと、ああいった崖面ですので、正直難しいところがある、と考えており

ます。 

 現状としては、このような現状になるということです。 

 

藤原委員    今、流下能力の話が出ましたが、止若橋のところを見てもらえばわかるのだけど、

 当然ピアもありますから狭いのではないかとそのようになっているのではないですか。 

そのためにパークゴルフ場は洪水がでれば簡単に沈没するというかそういう状況が

起きていると思うのです。 

そうすると、公園に指定して、パークゴルフ場にすると、そういう川の流れを阻害

するという、本来この辺は小さな水路みたいなサブ水路的ものを掘るべき場所ではな

いのかと思うのですよね、流下能力を高めるためには。 

それが、パークゴルフ場をつくるので出来ないということになったら、相川側の堤

防に負荷がかかるということですよね。 

極端に言うと今、1時間に100ミリも200ミリも降り続くという異常気象に対応するこ

とになったら、パークゴルフ場を公園に指定することによって、相川の貴重な農地の

維持管理や、守るということを出来ないのではないか、という心配も広い目で見ると

見える。 

こういうことの検討は、なされてから公園指定ということにしたのか伺います。 

 

笹原課長    橋に関して言いますと、河川の構造基準のなかでも、橋等の河川以外の構造物が作

られる際、どの程度の断面積があれば許されるのか、という構造基準がございまして、

このような場所に、河川の管理者も開発局で道路も、橋の管理者も開発局であり、そ

ういう構造基準に合致した橋を架けているということで、その点においては当然、問

題はないというものではあります。 

        また、猿別川自体、30 年確率という 30 年に一度降る様な大雨があっても大丈夫な

様に、川の整備をしているというものでございます。尚且つ相川側の方は、先程お話

があったように、堤防がずっと上流も含めてあるのです。 

        反対に、市街側のほうですが、市街地に接している部分は堤防が無く、いわゆる自

然河岸という状態です。 

        ただ、下流は下水処理場がある辺りですとか、あとは、上流側の運動公園のほうへ

行きますと、堤防があります。 

この市街地側に接している自然河岸に関しては、堤防を作らなくても、ゆうに必要

な川の幅がある、というような状況でございますので、このような構造になっていま

す。 
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一応、先程も申しました、30 年に一度の雨に耐える川の構造になっておりますので、

この現状であっても、当然能力的にはまず問題ないというものです。 

ただ、想定外、それ以上の雨が降った場合にあっては、先程おっしゃいました様な、

対岸側にある相川の農地が、水が飲みきれなくて、ここに公園があることでというよ

うなことでなくして、飲みきれなくて、結果として畑が冠水するということはあるだ

ろうというように考えます。 

あと、こういった場所を占用させていただいて、パークゴルフ場として利用させて

いただいておりますので、思わぬ出水があった時には、場合によっては、過去にも一

度ありましたけれども、パークゴルフ場が水に浸かってしまう、ということも考えら

れます。 

そうしたことを了解の上、町としても貸していただいて、パークゴルフ場として利

用させていただくというものです。 

川に関して言いますと、先程申し上げましたように、30 年に一度という、一定の条

件の中にありますけれども、一応こういった現状にあっては構造基準にも合致し、そ

れに耐える河川構造にはなっているものであります。 

 

中橋委員    昭和 27 年にスタートした、都市計画決定した止若公園の区域で、開発から占用して

いる部分が広がるのですね。管理は変わらないとのことですけれども、パークゴルフ

場施設の管理はされていますよね。この変更によって実際に町として財政上のメリッ

トとか変更によって具体的に町が今後対応をとっていかなければならないようなこと

は何もないように思うのですけれども。 

 

笹原課長    現状と変わらない利用になります、ということなので、その点において住民の利用

に関しては変わるものがないとのことでありまして、町の対応としては、基本的に従

前から占用はしていなかったのですけれども、公園としての利用をさせていただいて

おりまして、尚且つ管理は当然させていただいておりましたので、その点においても

変わるものは基本的にないということです。 

        ただ、先程財政上のメリットと一言申し上げられましたけれども、一応差し引き、

現状と変わりがあって、結果、約 6,000 平米ほど増えておりますので、その点におい

ては、地方交付税が増えことになります。 

        単純計算で試算をしますと、約 18 万円あまりと聞いております。 

 

中橋委員    今の結果、去年も出されていたのですけれども、状況が変わらないのに何故変更の

提案がわざわざあるのかとずっと理解できないでいたのです。 

        占用する以上、公の機関が占用する以上は実態と合った届出を出すといったことが

原則だと思います。 

        それが、ずれていたということは、やはり解った時点で、是正しなければならない

ことではあると思います。 

        状況として住民の利用に変更がないと言うのであれば、そんなに心配は無いと理解

したいと思います。 

 

笹原課長    先程、藤原委員からお話のありました、急な斜面の法面部分の管理についてですけ

れども、現状にあっては占用していないので、基本的に開発の管理ということになる

のですが、先程おっしゃられました様に、景観に配慮という事と、その場所に合った

適切な管理について、という話の協議についてはさせていただいておりませんでした

ので、改めてその点については開発と協議させていただきたいと考えております。 

 

 

 

佐藤部長    もう 1 点よろしいでしょうか。 

        確かにみなさん、猿別川の繁茂の状態をみますと、大変不安を抱いていらっしゃる

と思います。 
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        途別川についても、同じような河川の管理方法に 近なっておりまして、また過去

住民の方々から不安を訴えられたということもありまして、河川の川岸の繁茂につい

ては、木を切っていただきたいとお願いしてきた経過もございます。 

        猿別川については、数年前からですけれども浚渫をお願いしているところでありま

す。 

        かなり土砂も溜まってきているということで、計画的に猿別川については浚渫をし

て河道の確保をしていただけないか、と。 

実際には断面として足りているようですけれども、近年、藤原委員もおっしゃるよ

うに、かなり雨も多くなって来ているということで、今年の冬、1 月だったと思いま

すけれども、旧途別川の出口の土砂を、まずは取り除いていただきたいということで、

ここの本川よりも、本流よりも、旧途別川の枝線のほうで水害らしき状況があるとい

うことで、そちらの出口の土砂の除去をしていただいたところであります。 

国の方も予算があるわけで、なかなか思ったようには進まないみたいですけれども、

そういったお願いをしながら、河道の確保・流量の確保については、ことあるごとに

関係課、あるいは町長のほうからもお願いをしているところであります。 

それから、川岸の繁茂については近年、管理上我々も大変心配しているところなの

ですけれども、河川事務所の担当の方とお話しますと、川面が一定区間の中で見える

ような管理はしております。と言っておりまして、何百メートルかおきくらいに、一

部川岸のところの木を切って、川を見通せるような、水面を見通せるような、そうい

う管理はされているということです。 

実際に途別川についてはそういう管理を、私も確認しましたけども、細かい寸法は

わかりませんが、何百メートルかおき位に、木を切ってはいただいております。 

流れに対する阻害条件にならないのでしょうか、という話はしているのですけれど

も、現状の段階ではそれほど心配というか、河道の確保がされているという風に聞い

ておりますので、これ以上は何とも我々のほうでも言えないのですけれども、そうい

った河川の安全については、かなり申し上げているつもりでありますので、住民の方々

に不安を与えないような管理については、今後もまたお願いしていきたいと考えてい

るところであります。 

 

笹原課長    先程お話しました、開発の方に斜面の取り扱いについて協議をした結果、また改め

てこの協議事項について、提案、説明をさせていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

嶽山会長    他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

        ・・・・・意見・質問無し・・・・ 

 

        他にご意見はございませんので、協議第 1 号帯広圏都市計画公園の変更案について

終了させていただきます。 

 

嶽山会長   次に、議事日程４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   ありません。 

 

嶽山会長   事務局からは無いようですので、委員の皆様からのご意見、ご提案等はありますでし

ょうか。 

  

嶽山会長   その他、ご意見、ご質問も無いようですので、本日の議事日程全てを終了いたします。 

 

佐藤部長   ありがとうございました。 後に事務局から次回の日程について説明があります。 

 

宮田係長   只今、協議第 1 号にご意見を頂きましたので、開発等と協議が整いましたら、改めて
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都市計画審議会の方を開催させていただきたいと思います。日程につきましては、追っ

てご案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

佐藤部長   それでは皆様ご起立願います。 

      本日はご苦労様でした（礼）。 


