
令和２年第１回函館市都市計画審議会 議事録

○ 開催日時 ： 令和２年１月２９日（水） １３：５６～１４：２８

○ 開催場所 ： 函館市企業局 ４階大会議室

○ 出 席 者

委 員 ： １３名

函 館 市 ： １１名

〇 傍聴者

０名

次 第

１ 開 会

２ 議 事

（１）都市計画の変更にあたっての審議

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）

議案２ 函館圏都市計画用途地域の変更（函館市決定）

議案３ 函館圏都市計画特別用途地区の変更（函館市決定）
（大規模集客施設制限地区）

議案４ 函館圏都市計画下水道の変更（函館市決定）

【参考資料】

函館圏都市計画区域区分の変更（北海道決定）

３ そ の 他

⑴ 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，会議に入る前に，写真，ビデオ等の撮影の時間を設け，こ

れ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）

それでは，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１３名に出席をいただいておりますので，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２年第１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）

会議に入ります前に，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）

「新委員の紹介」

……………………… (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，議論の内容が明確となるよう，逐語で作成して

おります。

議事録の作成方法につきましては，事務局で案を作成し，私を含む委員３

名により会議内容と相違ないことの確認を行い，署名・捺印をもって完成と

しております。

また，完成した議事録については，発言者の氏名を表示せず，「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，本日の議事録署名人を決めたいと思います。

本日は，委員Ａと委員Ｂにお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

（委員Ａ・委員Ｂ）

［承知しました。］
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…………………………… ２ 議 事 …………………………

………… 都市計画の変更にあたっての審議 …………

（会長）

それでは，審議に入ることといたします。

本日の審議は，令和２年１月９日付けで，函館市長から，当審議会に付議

があった議案４件でございます。

議案１につきましては，北海道が決定する案件でございます。

これについては，昨年の７月に開催された前回の本審議会で案が示された

ところですが，それから若干の修正があったということで，後ほど説明して

いただきます。

議案２から４につきましては，同じく前回の本審議会で，予備審議を行っ

た案件についての本審議でありまして，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，都市計画を変更することにつ

いて本審議会の議決を求められているものでございます。

議事の進め方ですが，これら３件の議案は，相互に関連がありますので，

市から一括して説明してもらい，その後，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。

それでは，議案１の説明について，市からお願いします。

（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，北海道決定のものでございまして，昨年７月１９

日に行われました本審議会においてご審議いただき，都市計画の変更案を北

海道に申し出ていたものでございますが，この度，令和元年１２月２７日付

けで北海道から，北海道が都市計画を変更するにあたっての都市計画法第

２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定に基づき，意見を

求められましたのでご審議いただ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。
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（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ページをご覧願います。

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。

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
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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。

区域マスの変更案につきましては，本審議会において，昨年２月に素案の

説明を行い，その後，７月には，北海道へ案の申し出をするにあたってのご

審議をいただいております。

今回，ご審議いただく区域マスの変更案につきましては，案の申し出以降，

北海道が原案作成において関係機関との協議により，全道的な表現の統一に

よる修正をしておりますが，北海道へ申し出た内容と変わりはないものとな

っております。

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，北海道への案

の申し出以降の修正点について，説明させていただきます。

次に，２ページをご覧願います。

２ページから１７ページまでが変更案の区域マスでございます。

１８ページから３６ページまでが，区域マスの現行と変更案との新旧対照表

でございます。

２０ページをご覧願います。

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，右側の（１）か

ら（３）の表内にあります目標年のように青色の箇所につきましては，北海

道への案の申し出の段階から変更となっている箇所となっておりますので，

今回は，この青色の箇所について説明いたします。

２．区域区分の方針につきまして，（１）から（３）に，目標年でありま

す，令和１２年，２０３０年の人口および産業の規模に関する推計値や市街

化区域の規模を記載しておりますが，右側の現行の表内に記載のあります

（目標年）につきましては，都市計画基礎調査の結果を踏まえた将来予測で

あり，それぞれの設定値が，令和１２年における目標値であると誤解を与え

ることのないようにとの理由で削除しております。

２１ページをご覧願います。

左側の中段にあります①住宅地に関する方針のなかで，それぞれ記載のあ
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ります都市計画道路の路線番号について，半角数字により記載していたもの

を一桁の数字については全角とするよう修正しております。

この都市計画道路の路線番号についての修正は，このページ以降について

も行っており，全道的な表現の統一を図っております。

次の②商業業務地に関する方針のなかで，２２ページの左側４行目にあり

ます「及び」につきましては，もともと句読点により語句の接続を行ってい

たものを，及びに修正したもので，このような接続詞等の修正につきまして

は，このページ以降も文章の内容によりまして「並びに」や「かつ」などへ

の修正を行っており，全道的な表現の統一を図ったものであります。

２８ページをご覧願います。

下段から次ページの中段にあります，道路の配置の方針についてでござい

ます。変更案につきましては，もともと記述のありました文章の路線や内容

を変更することなく，それぞれ自動車専用道路，放射道路，環状道路に区分

した記述としております。

３０ページをご覧願います。

中段以降にあります③主要な施設の整備目標に関する記述でございます。

現行の区域マスにおいては，路線毎に整備を促進すると記述しておりました

が，変更案におきましては，路線名を列記し，最後に上記１２路線の整備を

促進するとの記述としております。

３１ページをご覧願います。

下段にあります②主要な施設の配置方針のうち，ｂ河川に関する記述でご

ざいます。

スクリーンをご覧願います。

案の申し出段階においては，右側にありますように，現行の区域マスの記

述を変更し，市街地には久根別川，松倉川水系，常盤川水系，小田島川等が

流れており，これら河川については，としていたものを，変更案につきまし

ては，記述している河川に変わりはありませんが，市街地を流れる久根別川，

松倉川水系，常盤川水系及び小田島川等を主とする河川については，との記

述に変更しております。

３５ページをご覧願います。
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（２）緑地の配置の方針のうち，ｂレクリエーション系統についての３段

落目でございます。

スクリーンをご覧願います。

案の申し出段階においては，右側にありますように，現行の区域マスの記

述を変更し，総合公園の函館公園，見晴公園，市民の森，八郎沼公園，七飯

総合公園，運動公園として根崎公園，千代台公園，北斗市運動公園，として

いたものを，変更案につきましては，記述している公園に変わりはありませ

んが，函館公園，見晴公園，市民の森，八郎沼公園及び七飯総合公園を総合

公園として配置し，運動公園として根崎公園，千代台公園及び北斗市運動公

園を配置するとともに，との記述に変更しております。案の申し出以降の修

正点については，以上となります。

スクリーンをご覧願います。

議案では３７ページになりますが，変更に係るスケジュールとなっており

ます。先ほども説明いたしましたが，区域マスの変更案につきましては，本

審議会において，昨年２月，素案の説明を行い，その後，同じく昨年の７月

には，北海道へ案の申し出をするにあたってのご審議をいただいております。

その後，北海道がパブリックコメントと公聴会を実施しておりまして，議

案の３８ページから４６ページまでが，意見の提出結果となっております。

パブリックコメントによる意見につきましては，他の圏域と共通する意見

と函館圏に関する意見を合わせまして７件寄せられております。寄せられた

意見の内容につきましては，市電やバスの運行路線の再編などがありました

が，北海道では，それぞれ個別の計画により検討されるものとして，案の修

正は行わず，今後の施策の進め方などの参考とするものとしています。

公聴会におきましては，一般公述人と北海道知事が指定した公述人の２名

から，それぞれ意見が寄せられました。一般公述人からは，北海道新幹線の

経路変更や函館空港の移設などの意見が寄せられましたが，区域マスにおい

て位置付けするものではなく，案には取り入れないものなどとしております。

また，指定公述人からは，商業業務地や住宅地などの土地利用に関する方

針や公共交通に対する意見などが寄せられ，北海道では，寄せられた意見と

案の趣旨が同様であることなどから，案の修正は行わないものとしておりま
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す。

また，1月８日から１月２２日までの２週間，案の縦覧を行いましたが，縦

覧者および意見書の提出はありませんでした。

今後の予定としましては，北海道からの意見聴取に対する回答をしたのち，

北海道の都市計画審議会を経て，最終的には，本年の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

針の変更について，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

針の修正箇所について説明がありました。

この件について，ご質問やご意見はございませんでしょうか。

（委 員）

［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，市長へ報告することといたします。
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（会長）

次に議案２から４までの説明をお願いします。

（都市計画課長）

はい，それでは説明いたします。議案２ 用途地域の変更，議案３ 特別用

途地区の変更および議案４ 下水道の変更について一括して説明させていただ

きます。

議案２から議案４につきましては，北海道が３つの地区を市街化区域また

は市街化調整区域に編入することに伴い，函館市が決定する事項でございま

して，昨年７月１９日に本審議会で予備審議を行った案件であります。

その後，北海道と協議を行いまして，また，１月８日から２２日までの２

週間，都市計画の案の縦覧を行っておりました。

本案件につきましては，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，都市計画を変更することについて本審議会

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）

それでは着席にて説明させていただきます。

スクリーンをご覧下さい。

議案２の用途地域の変更，議案３の特別用途地区の変更，そして議案４の

下水道の変更まで一括して説明いたします。

議案の５０ページをご覧願います。

議案２から議案４について変更する区域を示しており，下側の中央部分に

凡例を記載しております。赤色で示しております，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である図面左下の①入舟町埋立第２地

区で，函館漁港内の公有水面を埋め立てた土地でございます。

次に青色で示しております，逆線予定区域の②と③につきましては，市街

化区域から市街化調整区域に編入する区域であり，図面右上の②山の手日吉
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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。

５１ページをご覧願います。

赤丸で囲んでいる①入舟町埋立第２地区につきましては，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，面積は約0.01haとなっております。

用途地域につきましては，漁港用地としての利便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，建ぺい率を60％，容

積率を200％といたします。

特別用途地区につきまして，本市においては，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あり，この入舟町埋立第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。

下水道の排水区域につきましては，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指定するものでございます。

５２ページをご覧願います。

青い実線で囲んでいる②山の手日吉地区につきましては，昭和４５年の当

初線引き時に市街化区域になったものですが，都市計画道路１・４・３号新

外環状線整備に伴い，区域区分界の根拠としていた市道東山鈴蘭丘線の一部

が廃止されることから，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，市街化区域から市街化調整区域に編入す

るもので，面積は約1haとなっております。

用途地域につきましては，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，建ぺい

率を50％，容積率を100％といたします。

下水道の排水区域につきましては，公共下水道の整備の必要性がなくなっ

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。

５３ページをご覧願います。
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青い実線で囲んでいる③日吉４丁目地区につきましては，昭和４５年の当

初線引き時に市街化区域になったものですが，都市計画道路１・４・３号新

外環状線および都市計画道路３・３・２２号放射４号線の整備により道路用

地となる地区であり，これに伴い区域区分界を近接する道路中心に整理する

ため，市街化区域から市街化調整区域に編入するもので，面積は約0.3haとな

っております。

用途地域につきましては，図面右側の第一種低層住居専用地域が約0.26ha

と図面左側の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，建ぺい率を50％，容積

率を100％といたします。

下水道の排水区域につきましては，公共下水道の整備の必要性がなくなっ

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。

４９ページへお戻り願います。

函館公共下水道の排水区域につきましては，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約1.3ha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。

スクリーンをご覧願います。

このたび説明いたしました函館市が決定する３件の案件につきましては，

昨年７月の本審議会においてご審議をいただき，北海道との事前協議を完了

しております。

また，都市計画法の規定に基づき，本年１月８日から２２日までの２週間，

本都市計画の案を公衆の縦覧に供しましたが，縦覧者および意見書の提出は

ございませんでした。

次に，本日の審議会の議案ではありませんが，議案２から議案４に関連い

たしますことから，北海道が決定する区域区分の変更について説明いたしま
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す。

市街化区域および市街化調整区域へ編入する区域区分の変更につきまして

は，北海道が決定するものでございますが，北海道が定める都市計画の案件

につきましては，函館市が都市計画の素案を作成し，昨年の７月に開催いた

しました第２回本審議会で審議を経たのち，同日付で都市計画法の規定に基

づきまして，北海道に対し，案の申し出を行っております。

なお，この案件につきましては，昨年１０月１５日開催の北海道都市計画

審議会で予備審議を行い，また，市が決定すべき議案２から議案４と同じく，

１月８日から１月２２日までの２週間，都市計画の案の縦覧に供しており，

２月６日には，北海道都市計画審議会で本審議を受ける予定となっておりま

す。

参考資料といたしまして，議案の５４ページに，昨年7月に開催いたしまし

た第２回本審議会での議案を添付しておりますが，内容につきましては，こ

の案の申し出以降に変更は無いものとなっておりますので，北海道からの意

見聴取に対しましては議案１と同日付けで意見なしとの回答をするものでご

ざいます。

最後となりますが，ただいま説明いたしました北海道決定の案件と併せま

した全体のスケジュールを説明いたします。上段の青い部分が函館市決定案

件となります議案２から議案４となっております。本日の審議が終了後，都

市計画法に基づき北海道と協議を行います。協議終了後，下段の赤い部分で

あります北海道が定めるべき案件と併せまして，同日付で，本年３月末に決

定する予定となっております。

以上，議案２ 函館圏都市計画用途地域の変更，議案３ 函館圏都市計画特

別用途地区の変更および議案４ 函館圏都市計画下水道の変更について一括し

て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）

ただいま市から，函館市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。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。
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（委 員）

［意見なし］

（会長）

よろしいでしょうか。

それでは，議案２～４については，当審議会として，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）

それでは，

議案２ 函館圏都市計画用途地域の変更，議案３ 函館圏都市計画特別用途地

区の変更，議案４ 函館圏都市計画下水道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，市長に報告することといたします。

（会長）

また，これをもちまして，本日の議案の審議を終了しました。

……………………………… 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。

内容については，都市計画決定に係る報告となっております。

それでは，お願いいたします。

（都市計画課長）

はい，それでは報告いたします。
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前回，令和元年７月１９日に開催いたしました本審議会においてご審議い

ただきました高盛公園および千代台公園の変更につきましては，同月の７月

２２日に決定し，同日付けで函館市告示を行っております。

また，株式会社クロダリサイクルにおける，木くず等の破砕処理施設の設

置につきましては，昨年の９月５日に開催されました北海道都市計画審議会

の議を経まして，同年９月１０日付けで許可しております。

報告事項は以上でございます。

なお，次回の開催は６月頃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２年 第１回 函館市都市計画審議会

を閉会いたします。

－ 以 上 －


