
令和元年第２回函館市都市計画審議会 議事録

○ 開催日時 ： 令和元年７月１９日（金） １３：５７～１５：１９

○ 開催場所 ： 函館市役所 ８階第１会議室

○ 出 席 者

委 員 ： １４名

函 館 市 ： ２１名

〇 傍聴者

３名

次 第

１ 開 会

２ 議 事

（１）都市計画の案の作成にあたっての審議

議案１ 「函館圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の

変更（北海道決定）について

議案２ 函館圏都市計画区域区分の変更（北海道決定）について

議案３ 函館圏都市計画用途地域の変更（函館市決定）について

議案４ 函館圏都市計画特別用途地区の変更（函館市決定）について
（大規模集客施設制限地区）

議案５ 函館圏都市計画下水道の変更（函館市決定）について

（２）都市計画の変更にあたっての審議

議案６ 函館圏都市計画公園の変更（函館市決定）について
（高盛公園，千代台公園）



３ そ の 他

⑴ 建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道都市計画審議会への付

議に係る報告

⑵ 函館市における都市計画法第53条許可の運用に係る報告

⑶ 都市計画決定に係る報告

４ 閉 会

……………………………… １ 開 会 ……………………………

………………… (1) 傍聴者へ注意事項告知等 …………………

（会長）

それでは定刻時間の前ではありますが，出席予定の委員全員がお揃いにな

りましたので始めたいと思います。

本審議会におきましては，函館市都市計画審議会の公開に係る要領によっ

て，写真，ビデオ等の撮影，録音などは禁止となっております。

このことにつきましては，会場の入口に掲示し，周知しているところでご

ざいます。

つきましては，審議に支障が生じない会議に入る前に，写真，ビデオ等の

撮影の時間を設け，これらを許可したいと思いますが，委員の皆様，よろし

いでしょうか。

（委 員）

［異議なし］

（会長）

では，報道関係者の皆様の中で写真，ビデオ等の撮影をしたい方がいらっ

しゃいましたら，今から若干時間を取りますので，その間に撮影してくださ

るようお願いいたします。

よろしいでしょうか。撮影の時間は以上で終了します。これ以降は，写真，



ビデオ等の撮影，加えて録音につきましても禁止となりますので，よろしく

お願いいたします。

………………… (2) 審議会成立の要件の確認 ……………………

（会長）

次に審議会成立の要件を確認したいと思います。

本日は，委員15名のうち14名に出席をいただいております。

よって，函館市都市計画審議会条例第５条第３項，委員の半数以上の出席，

の要件を満たし，本審議会が成立してございます。

それでは，令和元年第２回函館市都市計画審議会を開会いたします。

……………………… (3) 新委員の紹介 ………………………

（会長）

会議にはいります前に，このたび委員に交代がありましたので，交代のあ

った委員について，事務局から紹介してもらいます。

（都市建設部長）

［都市建設部長から委員の紹介］

……………………… (4) 議事録作成の告知 ………………………

（会長）

つぎに，本審議会の議事録の作成について告知いたします。

本審議会におきましては，「函館市都市計画審議会の公開に係る要領」に

基づき議事録を作成しております。

本審議会の議事録は，議論の内容が明確となるよう，逐語で作成している

ところでございます。

議事録の作成方法につきましては，まず，事務局で案を作成した後，審議

会会長と，出席委員の中から，会長が指名する議事録署名人２名の委員の，

計３名に，会議内容と相違ないことの確認を受けた後，署名と捺印をもらい，
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これをもって完成としております。

また，３名の署名をもって完成した議事録については，発言者の氏名を示

さず，「委員Ａ，委員Ｂ，委員Ｃ」と書き換えたものを，函館市のホームペ

ージで公開しております。

……………………… (5) 議事録署名人の指名 ………………………

（会長）

それでは，函館市都市計画審議会の公開に係る要領により，本日の議事録

署名人２名を指名いたします。

［会長が議事録署名人を指名］

…………………………… ２ 議 事 …………………………

………… 都市計画の案の作成にあたっての審議 …………

（会長）

それでは，議事に入ることといたします。

本日の議案は，令和元年７月５日付けで，函館市長から，当審議会に付議

があった，議案６件でございます。

議案１と２につきましては，北海道が決定する案件でございます。

これらの案件につきましては，北海道が定めることとなっている都市計画

の案の内容となるべき事項を，函館市が北海道に対し申し出るにあたって，

当審議会の意見を聴取するため，審議が求められているものでございます。

議案１については，前回，本審議会で素案が示されましたが，本日は案が

まとまったということで後ほど説明していただきます。

議案３から５につきましては，函館市が定めることとなっている案件であ

りますが，議案２の北海道決定案件と相互に関係するものであることから，

本審議の前にあらかじめ，今回，議案２と同時に予備審議が求められている

ものでございます。

議事の進め方ですが，まず，市から説明してもらい，次に，委員の皆様の

ご意見やご質問をお伺いすることといたします。
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それでは，説明をお願いします。

（都市計画課長）

はい。それでは，説明させていただきます。

議案１につきましては，本年２月26日に行われました本審議会で委員の皆

様に素案をお示しさせていただきましたが，本日，案がまとまりましたので，

ご説明させていただきます。

本案件は，北海道決定のものでございますことから，都市計画法第15条の

２第１項の規定により，本市の都市計画の変更案を北海道に申し出るにあた

りご審議頂くものでございます。

それでは詳細につきまして，都市計画課，青木より説明いたします。

（都市計画課主査）

都市計画課，青木です。よろしくお願いいたします。

着席にて説明させていただきます。

議案の１ページをお開き願います。 議案第１号，「函館圏都市計画都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更について，説明いたします。

まず，１の変更理由でございます。この都市計画区域マスタープランまた

は区域マスといいますが，都市計画法第６条の２の規定に基づき，都市計画

区域ごとに都市計画の目標をはじめ，区域区分の決定の有無とその方針，さ

らに土地利用，都市施設の整備などに関する主要な都市計画の決定の方針を

定めるものでございまして，都市計画区域における都市計画の基本的な方向

性を示しており，すべての都市計画はこれに即することとされているもので

ございます。

現行の区域マスは，函館市，北斗市，七飯町の２市１町で構成する函館圏

の都市計画のマスタープランとして，北海道が平成16年４月に当初決定し，

その後，平成23年３月に第１回の定時見直しをしたものでありますが，現行

の目標年次が令和２年（2020年）であり，目標年次までに見直しを行う必要

性があることから，このたび，第２回目の定時見直しを行うものでございま

す。
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次に，２の変更概要でございます。今回の区域マスの変更につきましては，

北海道が作成した事務要領に基づき，全道的に統一を図った表現に修正して

いるほか，現行の区域マスにおける各種計画などの時点修正による見直しが

主なものとなっておりますが，本市が平成28年12月に函館市総合計画を策定

し，また，平成30年にコンパクトなまちづくりへと誘導していくための計画

として，函館市立地適正化計画を策定したことから，それらの内容と整合を

図るとともに，平成27年度から平成29年度にかけて実施した都市計画基礎調

査の結果を踏まえて行うものであります。

なお，国が定めている都市計画運用指針において，市街化区域の規模など

の将来予測や都市施設などの整備目標の年次を，おおむね10年後としている

ことから，新たな目標年次は令和12年（2030年）とするものでございます。

本年２月，本審議会において素案の説明を行い，北海道へ素案を提出して

以降，北海道および北海道開発局函館開発建設部などの関係機関との協議に

より時点修正などの一部修正をしておりますが，基本的な部分は素案説明時

と変わっておりません。

したがいまして，本日は詳細な説明は省略させていただき，変更案の概要

と素案の提出以降の主な修正点について，説明させていただきます。

次に，２ページをお開き願います。

２ページから17ページまでが変更案の本文でございます。

４ページをお開き願います。

まず，変更案の概要でございます。中段にあります２．都市づくりの基本

理念につきまして，ここには，圏域の各市町と圏域全体の都市計画区域にお

ける課題を明らかにしたうえで，目指すべき都市の将来像を実現するための

基本理念を定めております。

今回の内容につきまして，本市におきましては，函館市総合計画や函館市

立地適正化計画を踏まえ，また，北斗市および七飯町につきましては，それ

ぞれの総合計画を踏まえまして，一番下の行に記載のとおりコンパクトなま

ちづくりに主眼を置いた基本理念としております。

５ページをお開き願います。

Ⅱ．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針のうち，１．区
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域区分の有無につきまして，都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に

区分する区域区分に関する記載をしており，引き続き区域区分を定めること

としております。

次に２．区域区分の方針のうち，（１）おおむねの人口でございます。人

口は，将来の市街化区域の規模を定める上で最も重要な根拠となるものであ

りますが，北海道としては，特段の理由がない限り，国立社会保障・人口問

題研究所が平成27年の国勢調査結果に基づいて公表しました，全国の市町村

別人口推計に基づくことと定めております。

こちらの表につきましては，函館圏における基準年と目標年の人口を記載

しております。目標年であります令和12年（2030年）における都市計画区域

内人口をおおむね267,000人，市街化区域内人口をおおむね250,000人とし，

基準年であります平成27年（2015年）からそれぞれ54,000人と47,000人の減

少となっております。

スクリーンをご覧願います。

こちらにつきましては，圏域のうち函館市分に関する将来人口でございます。

これにより，函館市における令和12年（2030年）の行政区域内人口をおおむ

ね215,200人と設定したところでありまして，基準年の平成27年の人口と比

較して約50,800人の減少となるものでございます。

また，この人口と整合するよう都市計画区域人口と市街化区域人口を設定

し，それぞれ減少となっており，函館圏を構成する北斗市および七飯町にお

きましても同様の結果となっております。

この結果，圏域全体において，新たな住宅地を形成するために市街化区域

を拡大する必要はないということでございます。

次に，５ページ中段にあります(2)産業の規模でございます。

表内の左側にあります生産規模につきましては，過去の工業統計や商業統

計，国勢調査の結果をもとにした数学的推計により，工業出荷額と卸小売販

売額を想定し，また，その下にあります就業構造につきましては，第１次産

業から第３次産業までの就業人口を同様に想定し，産業の規模に関する，い

ずれの項目におきましても基準年から減少しているものでございます。

スクリーンをご覧願います。
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こちらにつきましては，圏域のうち函館市分に関する生産規模でございま

す。令和12年（2030年）の函館市の工業出荷額を1,932億円とし，また，卸・

小売販売額を6,689億円とそれぞれ推計し，いずれも基準年である平成27年と

比較して減少しております。

さらに，函館市分に関する産業別の就業人口をそれぞれ記載のとおり推計

し，こちらにつきましても，基準年である平成27年と比較して減少しており

ます。

次に，５ページ下段にあります

(３)市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係で

ございます。

このようなことから，人口や産業の規模に対応して，新たな市街地を形成

するために市街化区域を拡大する必要はありませんが，函館圏は道南の中核

都市圏であり，人口や産業規模は道内で大きい状況にあることから，令和12

年（2030年）の市街化区域の規模約6,535ヘクタールは，現在の市街化区域の

規模を維持するというものであります。

次に素案からの主な修正点についてでございます。

18ページをお開き願います。18ページから37ページまでが，区域マスの現

行と変更案との新旧対照表であり，右側が現行の区域マスで，左側が今回の

変更案となっております。赤色の箇所が現行の区域マスから変更している箇

所となっており，左側の欄のうち青い記載箇所が，さらに素案の段階から変

更となっている箇所でございます。

まず，改元に伴う新元号への表記の変更についてですが，上段にあります

（１）目標年次のなかに記載があるほか，本文中において，目標年次であり

ます平成42年とあったものを令和12年に修正しております。

次に，（２）範囲の表中のうち一番右に記載のあります函館圏都市計画区

域の規模についてですが，北海道が実施した調査委託に伴い，測量成果の向

上により都市計画区域の面積に変更があり，その結果に基づき，それぞれ修

正しております。

28ページをお開き願います。

都市施設のうち，交通施設に関する整備の方針について記載しております。
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一番下の段落に，公共交通の利用促進についての記載があり，素案の段階

では，五稜郭・美原・湯川周辺における整備方針および路線バスに関する記

載をしていましたが，北海道との協議により，本市が策定した地域公共交通

網形成計画を盛り込んだ内容へと修正しております。

29ページをお開き願います。

道路の配置の方針についての記述となっております。中段にありますａ．

道路の２段落目で，青色の道路について，函館圏都市交通マスタープランに

よる骨格道路網の位置付けを整理した結果，記述箇所を修正しております。

また，30ページおよび31ページに記載のある市道名を精査した結果，変更

のありました市道について修正しております。

30ページをお開き願います。中段にありますＣ．交通結節点等に関する記

述でございます。交通結節点とは各交通機関の乗り継ぎ施設などで，函館駅，

上磯駅，七飯駅および五稜郭駅に関する記述を追加しております。

32ページをお開き願います。

中段にあります②主要な施設の配置方針，ｂ河川において全道的な表現の

統一により修正しております。

また，その下にある③主要な施設の整備目標において，整備予定が10年以

内に予定していない石川を削除しております。

最後になりますが，38ページに変更に係るスケジュールを載せており，今

後の予定としましては，北海道へ案の申し出をした後，北海道がパブリック

コメントや公聴会を実施し，北海道の都市計画審議会を経て，最終的には，

2020年の３月に，北海道による決定を予定しているところでございます。

以上，議案第１号「函館圏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」の変更について，説明させていただきました。

よろしくお願い致します。

（会長）

ただ今，市から，「函館圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」の案について説明がありました。

都市計画決定を行う北海道に対し，都市計画の案の申し出をするにあたっ
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て，ご質問やご意見はございませんでしょうか。

（委 員）

［意見なし］

（会長）

よろしいでしょうか。

それでは，議案１については，当審議会として，「意見なし」ということ

でよろしいでしょうか。

（委 員）

［異議なし］

（会長）

それでは，議案１「函館圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」につきましては，意見が無い旨，市長へ回答することといたします。

（会長）

次に議案２から５までの説明をお願いします。

（都市計画課長）

はい，説明させていただきます。

議案２の函館圏都市計画区域区分の変更につきましては，昭和45年の当初

決定後，平成23年に第６回目の定時見直しを経て，今般，第７回目の見直し

を行うものでございます。

変更内容としましては，新たに市街化区域へ編入するもの１箇所，市街化

区域から市街化調整区域へ編入するもの２箇所，市街化区域への編入を保留

するものが２箇所の計５箇所の見直しとなっております。

また，ただいまの市街化区域への編入を保留するものの２箇所以外の土地

の３箇所について議案３から５の用途地域，特別用途地区および下水道の変
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更を行うものであります。

それでは詳細につきまして，都市計画課，青木よりご説明いたします。

（都市計画課主査）

それでは説明させていただきます。スクリーンをご覧願います。

議案２の函館圏都市計画区域区分の変更に関連して議案３の用途地域の変更，

議案４の特別用途地区の変更，そして議案５の下水道の変更まで一括して説

明いたします。

まずは議案２函館圏都市計画区域区分の変更でございます。１の変更理由

ですが，都市計画法第21条第１項の規定により，各種都市計画につきまして

は，おおむね５年ごとに実施される都市計画に関する基礎調査や，国が行う

統計調査を踏まえまして，変更する必要が明らかになった時に，当該都市計

画を変更しなければならないとされております。函館圏における，市街化区

域と市街化調整区域に区分する区域区分につきましては，昭和45年12月に当

初決定をして以来，これまで合計で６回の見直しを行ってきたところでござ

いまして，議案１でも説明しましたとおり，今年度末に区域マスの見直しを

行うということになりますので，区域区分につきましても，都市計画基礎調

査や国勢調査等の結果を踏まえまして，人口動態や産業構造など都市をめぐ

る社会経済情勢のほか，今後における人口，産業等の動向を勘案しながら，

第７回の全体見直しを同時に行おうとするものでございます。

次に，２の変更内容でございます。

はじめに（１）計画人口ですが，先ほど議案１で説明しましたとおり目標

となります，令和12年（2030年）における函館市の将来人口がおおむね

215,200人となっておりますので，これと整合するように都市計画区域内人口

と市街化区域内人口を設定しております。

現在の計画は，左側の表の下になりますが，目標年でありました令和２年

（2020年）における都市計画区域内人口をおおむね238,400人，市街化区域内

人口をおおむね222,300人としていたところでありますが，今回，見直し後の

計画におきましては，右側の黒い太線で囲った中になりますが，国立社会保

障・人口問題研究所の推計値をもとに算出し，目標年であります令和12年
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（2030年）における都市計画区域内人口をおおむね208,300人，市街化区域内

人口をおおむね198,400人としたところでございまして，議案１で説明しまし

たとおり，基準年から減少していることから新たに市街化区域の拡大を行う

必要はないということでございます。

次に，（２）の市街化区域等の面積でございますが，表の左側に都市計画

区域，市街化区域，市街化調整区域と並んでおります。変更前の列となりま

すが，かっこ書きで都市計画区域約14,454ha，市街化調整区域が約9,666haと

書かれておりますが，議案１でも説明しましたとおり，これは北海道が，都

市計画区域面積の精査を目的に調査委託を実施した結果，測量精度が向上し

たことにより変更となっておりまして，このかっこ内の数字が現在の面積と

なります。

また，今回の区域区分の全体見直しを行うことによりまして，市街化区域

が約4,787haと約１ha減りまして，逆に市街化調整区域が約9,667haで約１ha

増加となります。

このスクリーンにつきましては，今回，区域区分の全体見直しにより，変

更する区域を示しており，スクリーン下の中央部分に凡例を記載しておりま

す。

編入予定区域の①につきましては，市街化区域に編入する区域としまして

スクリーン左下の①入舟町埋立第２地区であり，函館漁港内の公有水面を埋

め立てた土地でございます。

次に逆線予定区域の②，③につきましては，市街化区域から市街化調整区

域に変更する区域であり，スクリーンの右上にありますが，②山の手日吉地

区と③日吉４丁目地区でありまして，都市計画道路１・４・３号新外環状線

が整備されている区域となっております。

続きまして，（３）区域区分を変更する土地の区域について説明いたしま

す。赤丸で囲んでいる箇所が，編入予定区域①の入舟町埋立第２地区であり

まして，函館漁港における当地区の公有水面埋立地について，埋立しゅん功

していることから市街化区域に編入するものでございます。面積は約0.01ha

となっております。

また，関連する都市計画の決定・変更として用途地域ですが，漁港用地と
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しての利便性の向上および周辺土地利用との整合性，一体性を図るため準工

業地域を指定し，建蔽率を60％，容積率を200％といたします。

その他，特別用途地区としまして，大規模集客施設制限地区を指定すると

ともに下水道の排水区域を指定します。

こちらは逆線予定区域である②の山の手日吉地区で，図面中央の青線で囲

んでいる範囲でございます。面積は約１haとなっております。都市計画道路

１・４・３号新外環状線の整備に伴いまして，区域区分界の根拠としており

ました市道東山鈴蘭丘線の一部が廃止されることから，新たな区域区分界を

都市計画道路３・５・８８号山の手日吉通の道路中心として整理するため，

このたび市街化区域から市街化調整区域へ編入するものでございます。

また，関連する都市計画の変更として用途地域ですが，こちらについては

第二種低層住居専用地域を指定しておりましたが，周辺土地利用との整合性，

一体性を図るため用途地域を廃止し，建蔽率を50％，容積率を100％といたし

ます。その他，下水道の排水区域を廃止いたします。

続きまして，逆線予定区域となります，③の日吉４丁目地区で，図面の左

右に三角形の形で青実線で囲んでいる範囲でございます。面積は両方で約

0.3haとなっております。

まずは右側についてですが，都市計画道路１・４・３号新外環状線の整備

に伴いまして，区域区分界の根拠としておりました道道臨空工業団地線の一

部が廃止されることから，新たな区域区分界を新外環状線の本線から日吉イ

ンターチェンジ出口へと通じるランプウェイの中心とし，また，左側につき

ましては，都市計画道路３・３・２２号放射４号線の整備の形状にあわせて

整理するため，放射４号線および市道東山鈴蘭丘線の道路中心とし，このた

び市街化区域から市街化調整区域へ編入するものでございます。

また，関連する都市計画の変更として用途地域ですが，こちらにつきまし

ては，第一種低層住居専用地域が約0.26haと第一種住居地域が約0.02ha指定

しておりましたが，周辺土地利用との整合性，一体性を図るため用途地域を

廃止し，建蔽率を50％，容積率を100％といたします。その他，下水道の排水

区域を廃止いたします。

次に（４）市街化区域および市街化調整区域への編入を保留する土地の区
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域について説明いたします。

こちらは④の末広地区緑地となりまして，図面中央の赤点線で囲んでいる

箇所が市街化区域への編入を保留する土地で，こちらの青い矢印の先にあり

ますちょっと見えづらいですけど，青点線で囲んでいる箇所が市街化調整区

域への編入を保留する土地となっております。

この地区につきましては，函館港発祥の地として，歴史的建造物や水際線

前面の石積み護岸など市民や観光客に親しまれていることから，周辺の景観

と調和のとれた緑地を確保するため，平成29年度から公有水面埋立に着手し

ており，令和３年（2021年）３月には埋立地のしゅん功認可が予定されてい

ることから，今回の見直しにおいて特定保留と位置付け，しゅん功が確実と

なった時期において速やかに市街化区域および市街化調整区域へ編入するも

のでございます。

なお，面積につきましては市街化区域が約0.1ha，市街化調整区域が約10㎡

となっております。

最後となりますが，こちらが⑤弁天町埋立第３地区となります。図面には

(1)と(2)の記入がありますが，(1)が国が埋立を行う部分となっておりまして，

函館国際水産・海洋都市構想に基づく学術研究施設の立地に伴い，研究調査

船が接岸するふ頭用地の整備として平成19年度から公有水面埋立に着手して

おり，平成26年度に一部が暫定的に供用開始されております。

また，(2)は函館市が埋立を行う部分となっておりまして，先ほど申し上げ

ました函館国際水産・海洋都市構想の展開と合わせて，来訪者が水辺で憩い

と安らぎを感じ，くつろげる空間となる親水性の高い緑地を整備するため，

傾斜した護岸の整備を平成29年度から着手しておりまして，いずれも令和５

年（2023年）３月には埋立地のしゅん功が予定されていることから，今回の

見直しにおいて特定保留と位置付け，しゅん功が確実となった時期において

速やかに市街化区域へ編入するものでございます。

なお，面積につきましては市街化区域が国埋立分と市埋立分と合わせて約

1.6haとなっております。

次に議案４函館圏都市計画特別用途地区の変更について説明いたします。

本市におきましては，都市機能の無秩序な拡散を防止するため，準工業地域
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において，大規模集客施設制限地区を指定し，大規模集客施設の立地を制限

しているところでございますが，区域区分の変更により市街化区域に編入さ

れる入舟町埋立第２地区について，準工業地域の指定がなされることから制

限の一体性を確保するため，当該用途地域の指定に併せて大規模集客施設制

限地区を指定しようとするものでございます。

次に，議案５函館圏都市計画下水道の変更について説明いたします。区域

区分の変更のうち，特定保留の末広地区緑地と弁天町埋立第３地区を除く

ご覧の３地区につきましては，先ほどの説明において，入舟町埋立第２地区

については排水区域の指定，また，山の手日吉地区と日吉４丁目地区につい

ては排水区域を廃止すると説明いたしましたが，これらを変更するとご覧の

表のとおりとなります。

まず，函館公共下水道は変更前の約4,788haから約1.3ha減りまして変更後

は約4,787haとなります。

内訳としましては，単独公共，金堀町にございます南処理区で１ha減の約

2,491ha，流域関連の函館湾処理区は増減なしの約2,296haとなります。

また，下水道の変更理由でございますが，今回，市街化区域に編入される

入舟町埋立第２地区について，公共下水道の整備による公共用水域の水質保

全を図るため，下水道の排水区域を指定するとともに市街化調整区域に編入

される山の手日吉地区および日吉４丁目地区について，公共下水道の整備の

必要性が無くなったことから下水道の排水区域を廃止するものでございます。

最後にこちらが議案２から議案５までの変更内容をまとめたものとなって

おります。

以上，議案２函館圏都市計画区域区分の変更から議案５函館圏都市計画下

水道の変更まで，一括して説明いたしました。

ご審議のほど，よろしくお願いいたします。

（会長）

ただ今，市から，函館圏都市計画区域区分の変更に伴う用途地域の変更，

特別用途地区の変更および下水道の変更についてそれぞれ説明がありました。
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これらについて，ご質問やご意見はございませんでしょうか。

（委員Ａ）

考え方だけを確認したいと思いますが，議案２の函館圏都市計画区域区分

の変更についてということですけど，先ほど議案１の区域マスのところでも

ご説明いただいたのですが，変更後の計画人口なんですけれど，現在，函館

市でも立地適正化計画ですとか，そういったようなコンパクトなまちづくり

を進めようということで，市街地の権利は変わりはしませんけど，居住誘導

区域の設定ですとか，そういったようなことで人口をまちなかに集約しよう

という計画になっていますので，そういった市街化区域の外にいらっしゃる

ような方々が市街化区域内といいますか，あるいは立地適正化計画の計画区

域内に採用するというような，そういうようなことも一定程度見込まれて計

画人口というのは作られているのでしょうか。

（都市計画課長）

計画人口につきましては，社会減ですとか自然減ですとかというなかでこ

れまでのデータを基に推計しているのですが，その人口減少の中でも函館市

においては立地適正化計画のなかで居住誘導区域を産業道路より南側区域と

いうふうに設定しておりまして，そこが元々都市機能が集積されている区域

であるということで，そこを今後も維持していきたい。なおかつ，それこそ

今問題になっています都市のスポンジ化ですとか，そういう土地が今後も生

まれてきますので，そういう土地を活用して例えば郊外にいらっしゃる方は

今後，公共交通も交通網が主要な都市を，まちなかをネットワークとして都

市間を公共交通を使うなり歩いて行けるだとかというような都市機能の集積

を図っていきたいという部分がありますので，人口減少は確かにこのように

減っていくというのは確実なものになっているのですが，将来的にも今の都

市部を何とか維持したいということでの推計で，市としても立地適正化計画

を策定しまして今後，施策を展開していかなければならないという部分を検

討していかなければならないという考えで策定をしております。
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（会長）

その他いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは，議案２～５については，当審議会として，「意見なし」として，

よろしいでしょうか。

（委 員）

［異議なし］

（会長）

それでは，議案２函館圏都市計画区域区分の変更，議案３函館圏都市計画

用途地域の変更，議案４函館圏都市計画特別用途地区の変更，議案５函館圏

都市計画下水道の変更につきましては，意見が無い旨，市長へ回答すること

といたします。

ここで，関係する職員が入れ替わりますので，委員の皆様少々お待ち下さ

い。

………… 都市計画の変更にあたっての審議 …………

（会長）

それでは，次の都市計画変更にあたっての審議に入ります。

議案６函館圏都市計画公園の変更につきましては，函館市が，都市計画を

定める案件となっております。

この都市計画を変更することにつきましては，都市計画法第21条第２項に

おいて準用する同法第19条第１項の規定に基づき，本審議会の議決を求めら

れているものでございます。

それでは，市から，説明をお願いいたします。

（都市計画課長）

それでは，ご説明させていただきます。
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議案６の公園の変更につきましては，２箇所の変更がございまして，１つ

は高盛公園の区域および面積の変更となっております。

変更理由といたしましては，隣接する函館市立高盛小学校の廃校に伴い不

整形であった都市公園区域を学校用地と交換し整形化を図るとともに一部公

園として都市計画決定されていた住宅地を近年の人口減少等によりまして，

今後の公園利用者の増加が見込まれないことから，都市計画の公園区域から

除外するものでございます。

２つ目は，千代台公園の面積の変更ですが，法務局が不動産登記法第14条

地図作成のため，同公園を測量した結果，面積の錯誤が判明したため，この

たび公園の区域は変更せず，面積のみ縮小するものでございます。

詳細につきましては，土木部公園河川整備課，大久保より説明いたします。

（公園河川整備課主査）

それでは議案第６号につきまして引き続き説明の方させていただきます。

わたくし土木部公園河川整備課の大久保と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。

それでは，議案第６号函館圏都市計画公園の変更（函館市決定）について

でございます。この議案につきましては，今月７月２日から16日までの２週

間，都市計画案の縦覧を実施いたしております。期間中，案に対します縦覧

者および意見書の提出がなかったことをまずもって，お知らせいたします。

それでは，説明の方に入らせていただきます。パワーポイントとお手元の

資料と合わせて使用しますのでどちらか見やすい方を見ていただければと思

います。それでは資料の49ページをお開きください。

今回変更する公園は，街区公園２・２・３高盛公園と運動公園６・５・２

千代台公園の２公園となっております。変更内容につきましては，先ほど都

市計画課の課長の松倉より説明がありましたとおり現在，都市計画決定して

おります区域の整形化と，それに伴います面積の変更ということになってお

ります。面積につきましては0.87haから0.58haに縮小の変更をするものでご

ざいます。

続きまして，千代台公園につきましては，こちらも先ほどのとおりでござ
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いまして測量調査の結果に合わせまして，登記簿の地積更正ということで登

記簿上の土地の面積を修正することとなっておりますが，それの公簿の面積

を修正いたしまして，約14haから12.8haへ変更するものでございます。なお，

区域につきましては変更はございません。

続きまして資料50ページをお開き願います。

今回の計画変更に関わる公園の位置図となっております。高盛公園につき

ましては，黄色の引き出し線で出ておりますが亀田川の東側，旧高盛小学校

の部分になっております。その横に隣接する公園でございます。街区公園と

しまして都市計画決定をしております。

続きまして千代台公園ですが，こちらも場所は皆様ご存じのこととは思い

ますけれども，本市の中央部地区に位置しておりまして，図には黒で表示を

しているところでございます。運動公園として都市計画決定をしているとこ

ろになっております。

51ページをお開き下さい。高盛公園の計画図となっております。高盛公園

につきましては，今年３月末で廃校となりました，旧高盛小学校に隣接して

おりまして，北側には放射４号線，そしてこの間の部分に細長く公園の用地

ございます。また，公園の南側には現在，住宅地となっている部分が下の方

にございます。

今回の変更にあたりましては，道路と旧小学校の間の部分になりますけれ

ど，この間の部分を廃止いたしまして，小学校の既存の敷地，ここの部分で

すけれど，この部分を新たに公園の敷地に組み入れるということでこの赤枠

の範囲になりますけれども公園の整形化を図るというものとなっております。

また，この整形化を図りました区域において新たに遊具の再配置などを計

画しておりまして，この部分で公園の機能を十分に確保されると考えており

ますことや，また，隣接する区域は人口減少ですとか少子高齢化など地域を

取り巻く環境が変化しておりますので，今後，公園の拡張，新たな公園の整

備の必要性というものが低下していくと，見込まれないというふうに考えて

おりますことから，新たなこの赤い部分のみとしまして隣接する住宅地部分

には都市計画の区域から除外するということで計画変更をするということで

考えております。
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続きまして資料50ページをお開き下さい。千代台公園の計画図でございま

す。今回の変更につきましては，測量の結果に伴います登記簿の面積の変更

のみとなっておりますので，図面上は現在の計画区域と将来の計画区域とな

っております赤線，黄色線，これがどちらも重なった表示となっております。

区域の変更がないということでございます。今回につきましては面積の変更

のみということになってございます。以上，議案第６号函館圏都市計画公園

の変更についてでございます。以上，説明させていただきました。ご審議の

ほど，よろしくお願いいたします。

（会長）

ただ今，市から，高盛公園の区域・面積の変更，および千代台公園の面積

の変更について，説明がありました。

このことについて，ご質問・ご意見はございませんでしょうか。

（委員Ａ）

確認とさせていただきたいと思いますが，高盛公園に関わってですけれど，

従来この図面で黄色の枠内が公園ということになっていたわけですけど，こ

の公園の中に，要は今の高盛小学校の隣のグラウンドのところの海側といい

ますか，ここに住宅が貼り付いていますよね。これは公園区域内に住宅が建

てられた経緯はどうなんでしょうか。

（公園河川整備課長）

わたくし土木部公園河川整備課長の榎本と申します。今日はよろしくお願

いいたします。この公園なんですが，当初決定，要は都市計画の一番はじめ

に計画決定されたのが，昭和23年７月26日になります。今から約70年前にな

ると。戦後，都市計画法があって，戦後間もなく国の方では公園ですとか緑

地を確保する，要は保全するだとか増やすという動きになっていました。先

ほどいった千代台とこの高盛公園も当時，戦後間もない頃，軍用地ですとか

高盛公園は疎開地，要は空き地でした。空き地であったんですけど，一部は

民有地，民地だったものですからこの先ほど言った南側にある10戸位連たん
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している住宅地は民地ということで整備ができなかった。将来的には都市計

画決定をして整備に繋げようと思っていたんですけど，これまでそういった

状況にならなく，整備が出来なかったものですからこの度は社会情勢，その

他を踏まえてですね，今は民地だという状況を踏まえて区域を縮小しますと。

ですから，将来的には当時はその70年前は都市公園にしようというなかで計

画決定をして，今未整備でいたということでございます。以上でございます。

（委員Ａ）

経過は分かりました。ただ，この住宅は結構新しい住宅が結構多いと思い

ますけど，未整備のままだったということでそのまま建築許可が下りたとい

うことになるんでしょうけど，その辺のところはどうなんでしょう。

（公園河川整備課長）

区域決定をして，これは公園とか道路もそうなんですけど，都市計画法の

11条の都市施設というなかで施設の区域を担保していると。将来道路にする

ですとか公園にするというふうな位置付けの中で確保してきました。そうい

うわけで整備の間は建築制限，53条，54条という建築制限が掛かっておりま

して，この間，ここに住宅が建ったといういきさつに関しましては54条の制

限の制約の中で，これからちょっと説明があるかもしれませんけど，低層建

築物，要は２階建てまでだよ，木造の構造，もしくは鋼構造の方で，堅牢な

コンクリートは建ててはだめだよという制限の中でここに今住宅が建ってい

るという状況でございます。

（会長）

他によろしいでしょうか。

（委員Ｂ）

関連して高盛公園についての質問をしたいと思います。黄色の面積から赤

の面積に高盛公園が縮小されて今決定しているということなんですけど，一

部旧高盛小学校の敷地の中に公園が入っていて，さらに小学校の建物がまだ
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残っていると思っているんですけど，今後，この公園が公園として機能して

いく計画，そのスケジュールについてお聞きしたいと思います。小学校の解

体がいつ位なのか，それで公園が変更されて公園として使えるようになるの

はいつくらいなのか確認したいと思います。

（公園河川整備課長）

公園の再整備につきましては，令和元年の今年度に再整備をしようと思っ

ています。その再整備にあたりまして，ちょうどその学校に掛かっている部

分は体育館の部分になるんですが，その体育館については年内の除却，そし

てその後，新たに公園の区域の部分については整地ですとか再整備をしまし

て，遊具も一部移設します。あとは健康器具ですね，健康器具を新たに設置

するというふうに年度内に公園の再整備を行う予定でございます。

（委員Ｂ）

年内に解体をして年度内に公園として整備していくということで来年の４

月にはこの公園を健康器具も入ったなかで周辺の高齢者の皆さんや大人の皆

さんも含めた公園になるということでよろしいですか。

（公園河川整備課長）

はい。そのとおりでございます。

（会長）

その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは，議案６については，当審議会としては，付議された議案のとおり

可決するということでよろしいでしょうか。

（委 員）

［異議なし］

（会長）
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それでは，議案６函館圏都市計画公園の変更につきましては，付議された議

案のとおり可決した旨を，市長に通知することといたします。

また，これをもちまして，本日の議案の審議を終了いたします。

……………………………… ３ その他 ………………………………

（会長）

続きまして，会議次第の３番目のその他に入ることといたします。

内容につきましては，⑴建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道

都市計画審議会への付議に係る報告，⑵函館市における都市計画法第53条許

可の運用に係る報告，⑶都市計画決定に係る報告となっております。

それでは，⑴建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道都市計画審

議会への付議に係る報告について，市から説明をお願いいたします。

（都市計画課長）

はい。報告いたします。建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道

都市計画審議会への付議に係る報告について，ご説明いたします。

民間の産業廃棄物処理施設の立地につきましては，建築基準法第51条の規

定によりまして，市が都道府県都市計画審議会の議を経た上で，敷地の位置

について許可する必要があることとなっております。

本市では，この許可にあたっての立地上の判断につきましては，函館市廃

棄物処理施設設置等指導要綱を策定しておりまして，この指導要綱に合致し

ているものについて許可することとしております。

今回報告する案件は，新規に産業廃棄物処理施設を立地するものではなく，

既に建築基準法第51条に基づく許可を得て設置している産業廃棄物処理施設

敷地内において，既存の施設の負担軽減および生産力の向上を図るとともに，

木質バイオマス燃料やパーティクルボードの原材料の製造を行うため，新た

に木くず等を処理するための破砕施設を設置するものでありまして，当初許

可を受けた施設の処理能力の1.5倍を超えることとなるため，改めて建築基準

法第51条に基づく許可が必要となることから，この許可をしたいと考えてい
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るものでございます。

この許可にあたっては，都道府県の都市計画審議会の議を経ることとなっ

ておりますので，再来月の９月５日に北海道都市計画審議会に付議する予定

でありますが，その内容について，地元であります函館市の都市計画審議会

に，報告という形で，お知らせをしたいと考えております。

詳しい内容につきましては，建築行政課，長谷部よりご説明いたします。

（建築行政課主査）

都市建設部建築行政課の長谷部と申します。

では(1)建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道都市計画審議会へ

の付議につきまして説明させていただきます。座って説明させていただきま

す。

本日配布させていただいております資料の１ページをご覧いただけます

でしょうか。まずは１の北海道都市計画審議会に付議する事項でございます。

付議する事項につきましては，建築基準法第51条ただし書の規定に基づく特

定行政庁であります函館市が許可しようとする産業廃棄物処理施設に係る敷

地の位置につきまして北海道都市計画審議会へ付議しようとするものでござ

います。

次に，２の申請の内容でございますが，(1)申請者につきましては，株式

会社クロダリサイクル代表取締役佐野邦光でございます。申請の位置につき

ましては，函館市西桔梗町246番26ほか５筆となっておりまして，区域区分に

つきましては，市街化調整区域となっております。

申請の位置関係を確認していただきたいと思っておりますので，資料の３

ページの方をお開き願いますでしょうか。こちらが処理施設の位置図でござ

いまして，敷地の位置を赤い色で表示しておりますが，都市計画道路３・３

・１０１号外環状線，通称産業道路から北に約300ｍ離れた市街化調整区域に

位置してございます。

恐れ入りますが，資料の４ページをお開き願います。こちらの方が処理施

設の位置を拡大しました区域図でございまして，赤色の線で囲ったところが

敷地の位置となっておりまして，その敷地面積につきましては，41,154.69㎡
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となってございます。

この赤い線で囲まれた区域につきましては申請敷地となっておりますが，

この区域におきましては，既に，平成４年から産業廃棄物の中間処理施設あ

るいはや鉄スクラップ加工等を開始しておりまして，平成22年に破砕機の更

新による処理能力を増強するため，特定行政庁であります函館市長から，建

築基準法第51条ただし書の規定により建築許可を受け，現在に至っていると

ころでございます。このうち，青色で塗られている部分が，今回，新たに破

砕施設の増設を計画しております破砕処理施設を示しているものでございま

す。

大変恐れ入りますが，１ページにお戻り願います。

次に，⑸ 申請された処理施設の内容についてでございますが，このたびの申

請に係る施設は，現在稼働中の木くず，繊維くずの既存破砕機の前処理等を

行うため，周辺環境に配慮した建築物の新設と破砕施設を増設し，生産性の

向上を図ろうとするものでございます。破砕機の増設に伴いまして，当該処

理施設の処理能力が，現行の１日当たり383.12ｔから，50.16ｔ増加しまして，

１日当たり433.28ｔの処理能力となるものでございます。

次に，処理施設の概要についてでございますが，恐れ入りますが，２ペー

ジをお開き願います。こちらに既設の処理施設と今回増設する処理施設の概

要を記載してございます。既設の処理施設につきましては，シュレッダーダ

スト工場や解体ヤード，廃プラ処理センターなどで，全17棟で6,413.82㎡の

建築物がございまして，４機の破砕機にて，廃プラスチック類や木くずとい

った廃棄物を処理している破砕処理施設となってございます。今回，増設す

る処理施設につきましては，１日当たり50.16ｔの処理能力を有する破砕機と，

破砕機の増設に伴う，工場２棟とポンプ室１棟の，合計３棟の建築物を増築

し，合計しまして総計20棟で7,817.68㎡となるものでございます。なお，今

回の破砕機の増設に伴いましての処理品目の変更はございません。

恐れ入りますが，１ページにお戻り願います。

次に３の土地利用状況および施設の立地経過等についてでございますが，

当該施設の位置は，まちづくりの観点から周辺環境の保全を図るために函館

市が定めております産業廃棄物処理施設の立地基準に適合しておりまして，
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また，当該施設の敷地を含む周辺地域の土地利用については，今後において

も市街化調整区域として市街化を抑制していく地域となってございます。

最後に，今後のスケジュールでございますが，再来月の９月５日の北海道

都市計画審議会を経まして，９月下旬頃には建築許可となる見込みとなって

ございます。

以上，建築基準法第５１条のただし書の規定に基づく北海道都市計画審議

会への付議につきまして，ご報告させていただきました。よろしくお願いい

たします。

（会長）

ただいま市から，既設の産業廃棄物処理施設内において，破砕機の増設を

行うにあたり，建築基準法第51条ただし書の規定に基づく許可が必要となり

ますが，その許可にあたっては，北海道都市計画審議会に，この敷地の位置

が，都市計画上，支障がないと認められるかどうかについて，付議すること

となりますことから，これに先立ち，地元である当審議会に対しまして，そ

の内容について説明がありました。

本件に対する，都市計画上の支障に関しての，市の判断としましては，こ

れを判断する基準であります函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱に定める

立地基準に合致しており，支障がないものと判断されているとのことでござ

いました。この件に関し，委員の皆様から，何かご質問など，ございますで

しょうか。

（委員Ｂ）

この区域図を見させていただいて，敷地面積の中に破砕処理施設の増設と

いうことで1.5倍の処理能力が増えるということなんですが，周りが市街化調

整区域ということで住宅は無いと思うのですけど，農地になっているのかな

と思うのですが，そこをまず１つ確認したい思います。

（建築行政課主査）

この敷地周辺につきましては，農地だとか畑の状況になっております。
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（委員Ｂ）

今現在，この農地は農作物を作っていると思うのですけど，この破砕機の

処理することで木くずのいろいろな粉じんだとか環境に対しての悪影響と言

えばいいんでしょうか，そこは今のところ無いということで判断して良いの

かどうなのでしょうか。

（建築行政課主査）

産業廃棄物を設置する際にはいろいろな基準がありまして，騒音だとか振

動だとか防塵対策ということでありまして，廃棄物を処理する場合ですけど

今回，例えば木くずを処理する場合には家屋内で処理しまして集塵機だとか

あるいはミストというか，散水養生をしながら破砕をしていくものですから

そういったもので防塵対策を図っているところでございます。そういう意味

では周辺の方には影響はないということで考えているところでございます。

（委員Ｂ）

分かりました。一応確認のために質問いたしました。

（会長）

では，その他いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは，３その他の⑴建築基準法第51条ただし書の規定に基づく北海道

都市計画審議会への付議に係る報告は，終了したいと思います。

（会長）

次に⑵函館市における都市計画法第53条許可の運用に係る報告についてお

願いします。

（都市計画課長）

はい，ご報告いたします。スクリーンの方をご覧下さい。
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先ほど板倉委員からもご質問ありましたけれど，それに関係する法律でご

ざいまして，都市計画法第53条の規定では，都市計画道路などの決定がされ

ている区域において建築物を建築しようとするときに函館市の許可を受けな

ければならないこととなっておりまして，この許可にあたりましては54条に

許可する規定がございまして，今まで２階建て以下，地下を有しない鉄筋コ

ンクリート造以外の建築物に限って許可をしてきたところでございます。

しかし，本市の都市計画決定されている都市計画道路においては，108路線

のうち，26路線において計画決定から長期に渡り，一部の区間が未着手とな

っている状況となっております。このような状況は，全国的なものとなって

おり，長年，未整備となっている，これらの施設の区域において，個人の土

地へ過度な権利制限を掛けている実態もございまして，これに対して，昨年

に国土交通省から示されたガイドラインでは，各自治体において建築制限の

緩和の検討を行う必要性が示されたところでございます。

そして，近年においては，住宅構造の技術進歩等により，３階建て住宅の

建築が一般的となってきておりまして，本市においては市街地の人口密度が

高いことからも，今後，３階建ての建築需要が見込まれることから，これら

を受けまして，このたび都市計画施設内での建築制限の緩和を行うこととい

たしました。

緩和する内容としましては建築物の階数の制限で，これまで２階建てまで

しか建てられなかったものを，原則，３階建てまで建築出来るようにするも

のでございます。

これにより，今後，本市における高密度な土地利用の需要にも対応を図っ

ていきたいと考えております。この運用による周辺環境への影響ですけど，

これまで建築基準法の高さの制限内であれば３階建てが可能であったものを

都市計画法によりまして階数を２階までとしていたものでありますので，今

回，３階建てまで可能としましても建築基準法の高さの制限はこれまでと変

わりませんので周辺への影響はないものと考えております。説明は以上でご

ざいます。
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（会長）

この件に関し，委員の皆様から，何かご意見など，ございますでしょうか。

（委員Ｃ）

１つご質問です。今回，このような形で都市計画道路の，いずれ道路が出

来るということで，これまで２階建てしか出来なかったものについて３階建

ての建築を認めるということであります。

そうしますとここで書いておりますように26路線において一部の区間が長

期未着手の状態となっていると。そういう状況を踏まえて３階建てを許可す

るということなんですけど，そうしますと長期未着手のところは今後，実質

上道路とすることはあきらめるということになりかねないと思いますけど，

その部分の懸念をどういうふうにクリアしていくのかというところについて

市のお考えをお聞かせください。

（都市計画課長）

この未着手の26路線につきましては，今後整備しないということでござい

ませんで，長期未着手道路の見直しというものを過去にやっておりまして，

これも年数が経ってきておりますので，再度見直しをかける予定であります。

そのために交通量調査ですとかいろいろな調査をしてデータを積み重ねなけ

ればならないので，見直しをするにあたってもまだ時間を要することにもな

りますので，その間，３階建てを希望される方がおりましたらそこに関して

は許可していこうというものでございます。今まで何故２階建てまでしか許

可していなかったかということにつきましては，都市計画決定をしてその敷

地内に例えば３階建て，４階建てという建物が建てられますと事業が実施段

階になったときに建物の補償費が莫大になってしまって事業自体が成立しな

いというような事を踏まえて２階建てだとか木造だとかというものに関して

許可していたということです。今回，構造的には変えませんが，３階建てま

でということにしましても補償費の方は莫大に掛かるというものでもござい

ませんので，道路管理者であります国なり道と協議した結果，支障ないとい

う回答をいただきましたので，今回，先ほどもちょっとご説明しましたけど

長期に渡って制限をかけるという部分がありますので緩和しようということ

ですので，今後，都市計画道路の整備をしないという判断ではございません。
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（委員Ｃ）

今のご回答につきまして若干，確認をというふうに思っているんですけど，

市においても都市計画道路を通すということと都市を有効活用してもらう，

いずれも大事なことだと思います。ただ，今のお話からすると長期未着手道

路については諦めるという可能性も見据えつつ，３階建てを認めていくとい

うふうに聞こえる一方，都市計画道路をあくまでも造っていくんだというニ

ュアンスでも聞かれた訳なんですけど，この２つはなかなか両立しない話な

んだと思います。一方，人口が減ってまちの中心市街地への誘導とかを図っ

ていく上では都市計画道路のあり方についても絶えず見直すということは必

要だと思っています。全体的にまとめますと都市計画道路そのものについて

は今の姿が現状ありきということではなくて，今後見直していくのであると。

そういうことが頭の中にありつつ，そういうことも踏まえながら今回少し基

準を緩めてより有効活用できるようにしていくんだという方向性でよろしい

でしょうか。

（都市計画課長）

その通りでございます。

（委員Ｄ）

今のご質問の方と全く同じ質問だったんです。今から何年か前に未着手道

路の，都市計画の見直しの小委員会を作ってやったことがあります。委員会

自体で相当議論をしまして，廃止したらどうかとかいろいろな案が出てたん

です。今後，見直しについて未着手について，そういう計画はありますか。

（都市計画課長）

今年度から北海道において交通マスタープラン策定のためにパーソントリ

ップ調査だとか交通量調査に入っていきます。その基本的な調査内容にプラ

スしまして交通量の調査だとか函館市が要望する調査も取り入れてもらえる

部分に関しては取り入れてもらいまして，そのデータも活用しながら将来的
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に市全体の交通量がどうなのかというのを検討した上で見直しを図っていき

たいと考えております。まだ，それがいつからというのは決まっておりませ

んけど。

（会長）

それではその他いかがでしょうか。

それでは次に⑶都市計画決定に係る報告についてお願いいたします。

（都市計画課長）

今年２月26日に開催しました本審議会においてご審議いただきました日吉

中央通沿道の用途地域の変更につきましては，翌月の３月29日に決定し，同

日付けで函館市告示を行っております。

報告事項は以上でございます。

なお，次回の審議会の開催予定は来年の１月下旬を予定しておりますので，

よろしくお願いいたします。

…………………………… ４ 閉 会 ………………………………

（会長）

それでは，これをもちまして，

令和元年第２回函館市都市計画審議会を閉会いたします。

－ 以 上 －


