
令和２年第２回函館市都市計画審議会 議事録

○ 開催日時 ： 令和２年８月２８日（金） １３：５９～１５：２２

○ 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

報道関係者 ５名

一般傍聴者 １名

次 第

１ 開 会

２ 議 事

都市計画の決定・変更にあたっての審議

議案１ 函館圏都市計画道路の変更（函館市決定）

（日吉中央通）

議案２ 函館圏都市計画石川北第３地区地区計画の変更（函館市決定）

議案３ 函館圏都市計画高度利用地区の変更（函館市決定）

（函館駅前東地区）

議案４ 函館圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定（函館市決定）

（函館駅前東地区）

３ そ の 他

⑴ 都市計画決定に係る報告

４ 閉 会
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……………………………… １ 開 会 ……………………………

（都市計画課長）

定刻前ではございますが，出席予定の委員様全員がお揃いになりましたの

で，始めさせていただきたいと思います。

私は函館市都市建設部都市計画課長の宿村でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

本日の審議会につきましては，令和２年７月３１日をもって委員の任期が

終了し，新たな委員の選任後の第１回目の会議となっておりますので，会長

選出までの間，私が司会進行を努めさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

着席にて進行させていただきます。

本日は，新型コロナウイルス感染対策として，室内の換気やマイクの消毒

などを行ってまいりますが，皆様方におかれましても会議中のマスクの着用

や会議時間の短縮等にご協力をお願いいたします。

また，今日は暑くなるということですので，上着の方はお脱ぎになってい

ただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

次に，函館市都市計画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，公開にあたってのルールを定めておりまして，その

中で，写真，ビデオ等の撮影，録音などは禁止することとしております。

このことにつきましては，会場の入口に掲示し，周知をしているところで

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

（都市計画課長）

ありがとうございます。
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では，報道関係の皆様のなかで，写真，ビデオ等をしたい方がいらっしゃ

いましたら，今から，若干，時間を取らせていただきますので，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。それでは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，加えて録音についても禁止となりま

すので，よろしくお願いいたします。

（都市計画課長）

それでは，議事に入ります前に，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いることをご報告いたします。

では，早速ではございますがただ今から，令和２年第２回函館市都市計画

審議会を開会いたします。

（都市計画課長）

はじめに，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。

本日の２名の議事録署名人につきましては，後ほど，審議会会長が指名す
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ることとなりますのでよろしくお願いします。

（都市計画課長）

次に，このたび，委員改選後の最初の審議会でございますので，都市建設

部長から一言ご挨拶申し上げます。

［都市建設部長挨拶］

（都市計画課長）

次に，本来であれば，ご就任いただきました委員の方々を，ご紹介させて

いただくところでございますが，新型コロナウイルス感染対策としての会議

時間の短縮等を考慮いたしまして，お手元に配布してございます委員名簿，

それと席札の方をご確認していただくことで，ご紹介を割愛させていただき

たいと思います。

皆様，どうぞよろしくお願いいたします。

（都市計画課長）

次に，審議会会長の選出でございますが，函館市都市計画審議会条例第４

条第１項の審議会に会長を置き，学識経験のある者につき委嘱された委員の

うちから委員の選挙により定めるとの規定に基づき，本審議会の会長を定め

たいと思います。

まず会長の選挙の方法でございますが，委員の皆様からどなたか適任と思

われる方をご推薦いただき，その方を会長とすることついて，皆様のご意見

をお伺いするという方法をもって選出することにしたいと思いますが，委員

の皆様いかがでございますでしょうか。

（委 員）

異議なし
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（都市計画課長）

ありがとうございます。

それでは委員の皆様からどなたか，適任と思われる方をご推薦いただけま

せんでしょうか。

［委員が会長を互選］

［会長挨拶，職務代理者の指名］

（会長）

次に，本日の会議の議事録に署名をいただく，議事録署名人をお２人を指

名したいと思います。

［会長が議事録署名人を指名］

…………………………… ２ 議 事 …………………………

………… 都市計画の決定・変更にあたっての審議 …………

（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２年８月４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は函館圏都市計画道路の変更，議案２は函館圏都市計画石川北第３

地区地区計画の変更，議案３は函館圏都市計画高度利用地区の変更，議案４

は，函館圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定でございます。

函館市が都市計画を定める案件ですが，都市計画法第２１条第２項におい

て準用する場合を含めて，同法第１９条第１項の規定に基づき，都市計画を

決定，変更することについては，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，まず，事務局から議案の内容を説明してもらい，次

に，委員の皆様のご意見や，ご質問をお伺いすることとしますが，議案３，
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４については相互に関連がございますので，市から一括して説明してもらい

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）

まず，説明に入る前に，案件に関連する部局の職員を紹介いたします。

土木部道路建設課長の荒谷でございます。

それでは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１の都市計画道路の変更の説明をさせていただきます。

詳細につきましては，都市計画課石橋よりご説明いたします。

（都市計画課主査）

函館市都市建設部都市計画課石橋と申します。

よろしくお願いいたします。

では，私の方から議案１，函館圏都市計画道路の変更３・４・６６号，日

吉中央通の変更についてご説明させていただきます。

まず，都市計画道路日吉中央通の位置についてご説明いたします。

恐れ入りますが議案の２ページをお開き願います。

位置はこちらに赤字で引出しておりまして，日吉中央通は旧函館市街地の

東側に位置しており，日吉町地区を縦断する形で配置された幹線道路となっ

ております。

次に，日吉中央通の概要についてご説明させていただきます。

恐れ入りますが，議案の１ページへお戻り願います。

こちらの上段の表が日吉中央通の概要になりまして，まず，道路の位置は

起点が湯川町２丁目，終点が日吉町４丁目となっており，主な経由地は日吉

町２丁目となっております。

そして延長は約２，２００ｍ，構造は地表式で，車線数は２車線，代表的

な幅員は１６ｍとなっております。

恐れ入りますがスクリーンをご覧いただけますでしょうか。
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こちら都市計画道路日吉中央通ですが，日吉中央通全体を拡大したもので

ございまして、この赤い縦に示している路線が日吉中央通となっております。

先ほどご説明しました概要のとおり，起点は湯川町２丁目外環状線，通称

産業道路の湯川中学校の交差点となり，そこから北上しまして、終点は日吉

町４丁目，青色で示しております，現在工事中の新外環状線日吉インターチ

ェンジに接続する放射４号線への函館フットボールパーク前の交差点が終点

となっております。

次の図ですが，こちらは先ほどの図を左側に９０度回転させたものになり

ますが，日吉中央通の道路整備の状況に関する図となっております。

この赤い線が日吉中央通で，縦に示しているこの紫色の線が文教通，この

文教通より左側につきましては，現在ほぼ整備が終わっている状況でござい

まして，現在はこの文教通から右側ラ・サール高校前を通って産業道路に向

けた区間を，平成３０年から令和６年度の予定で現在函館市で事業を行って

いるところでございます。

昨年度までに，用地測量と詳細設計の実施，一部区域内の用地買収および

建物補償を行ってきているところでございます。

今回の変更におきましては，この事業に関連して，ラ・サール高校に接す

る区間において，都市計画変更を行うものとなっております。

では，変更の内容につきまして，議案の１ページへ戻りまして説明させて

いただきます。

１ページ目の中段に２の変更理由として記載しておりますが，変更の理由

としまして，事業実施に伴う詳細設計の結果，擁壁の区域が確定したため，

都市計画道路３・４・６６号，日吉中央通の一部区域を変更するものである。

このような理由で変更を行うこととなったものでございます。

そしてこの変更の内容についてですが，議案の下段に記載しております，

３変更の内容の表となりまして，このたびの一部区域の変更について，この

内容を表の右側に記載しております。

変更の内容は一部区域の変更としまして，これは擁壁の追加によるもので，

この追加による区間の延長は合計で３５０ｍとなります。

議案に記載した変更の内容は以上ですが，次に，変更の内容について詳細
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をご説明させていただきます。

ページが飛びますが，議案の３ページをお開き願います。

こちらが変更箇所の詳細な位置になりますが，こちらの図に赤と黄色の線

でお示ししております区間が今回変更をする区間でして，合計の変更延長は

約３５０ｍとなります。

この図中の凡例にございますとおり，黄色線が変更前の区域で，赤線が変

更後の区域となっております。

次に変更の内容でございますが，この区間におきまして，道路構造の詳細

設計の結果，ラ・サール高校の学校敷地と新たに築造する道路に生じる高低

差を，擁壁を設置して処理することとし，この擁壁を設置する用地を新たに

都市計画の区域として決定する，というような変更を行うものでございます。

こちらスクリーンの方をご覧ください。

こちらは，変更を行うラ・サール高校グランド付近の写真に，変更するイ

メージを重ねたものでございます。

この，黄色い線で示した変更区域が変更前の道路区域となっております。

新たに築造する道路も，基本的にはこの現況の道路と同じ高さとするため，

このような状況で，ラ・サール高校の敷地と高低差が生じることとなります。

これを処理するため，道路区域の外側の，赤く示した区域に新たに擁壁を

設置するものでございます。

こちらは，ラ・サール高校のグランド側から撮影したものですが，このよ

うな高低差が現況で生じており，道路築造後も最大で約２．２ｍの高低差が

生じるものとなっております。

こちらは，議案の３ページの右下にお示ししている図ですが，擁壁設置部

分を横断面から見た施設定規図となっております。

このように歩道と学校敷地の境界に擁壁を設置しまして，高低差を処理す

るものとしたものでございます。

なお，この擁壁設置に伴い，歩道と敷地の間に危険な高低差が生じるため，

歩行者の安全のため，転落防止柵を設置するものでございます。

これらの施設の幅が合計４０ｃｍとなり，擁壁が必要となる区間で，この

４０ｃｍを追加するものでございます。



- 8 -

こちらスクリーンにお示ししていますのが計画幅員の断面図となっており

ますが，上の図が変更前の断面図で，下の図が変更後の断面図となります。

この赤で示した擁壁と転落防止柵を設けることによって，道路の幅員１６

ｍに施設帯４０ｃｍの幅を追加して道路区域は１６．４ｍとなるものでござ

います。

最後に，都市計画変更手続きのスケジュールでございますが，今回の変更

手続きは，こちらのような流れで進めておりまして，まずは，今年の５月に

地権者であるラ・サール高校さんと，関係町会へ変更の内容をご説明しまし

て概ねご理解を頂いたところでございます。

その説明ののち，同じく５月より，警察や道路管理者との関係機関協議を

行い，８月７日から２１日の１４日間の期間で，変更案の縦覧を市民に向け

て行いましたが，縦覧者はいらっしゃらず，案に対する意見の提出もござい

ませんでした。

そして本日の函館市都市計画審議会において本変更案の内容についてご審

議いただき，ご承認を頂けましたら，９月上旬を予定しておりますが，本変

更案にて変更決定の告示を行う予定でございます。

説明は以上でございます。

以上，審議議案第１号，函館圏都市計画道路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いたします。

（会長）

ただ今，市から，函館圏都市計画道路の変更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。

よろしいでしょうか。

（委員Ａ）

どうもご苦労様です，委員Ａです。

今回，ラ・サール側の都市計画変更ということで，それは了解いたしまし

た。
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ただ，この案件については，この間２０１８年から道路変更が行われてい

て，住民の皆さんに説明していると思うんですけれども，この間２年間あっ

たんですが，その中で住民の皆さんからの，先ほど閲覧にはだれも来なかっ

たっていうことでしたけれども，この間の個別の案件で住民の皆さんからの

意見とかはどのようになっているのかお聞きしたいのと，それと今回９月の

上旬に決定告示された後のこの工事の進み方を，そこをちょっと確認したい

なというふうに思います。

（都市計画課主査）

都市計画変更の決定の際，平成３０年にまず，この大きくルート変えた際

に，地元住民の方の皆様に集まっていただき，変更内容をご説明した際には，

いろいろな意見はございましたが，総体して反対という意見はございません

で，あと実際工事に影響する，付近市民，近隣に住まわれている皆様には，

今後，土木部の方で事業を行う際に，例えば用地の買収ですとか道路の工事

の際，そういった場面場面で直接お会いしてご説明したり，事業の認可を平

成３０年に同じく取った際にも説明を，工事の内容を説明して御理解をいた

だいているような状況でございます。

今後の工事のスケジュールにつきましては，函館市土木部の方で，今ご説

明いたします。

（道路建設課長）

道路建設課長の荒谷と申します，どうぞよろしくお願いします。

ただいま委員Ａから質問がありました，工事の関係について，湯川工区に

おきましては，先ほど事務局から説明ございましたとおり平成３０年から進

めておりまして，事業認可を約９００ｍを取得し昨年度まで用地測量，道路

詳細設計を実施し，昨年度まで４件の建物補償を行っているところでござい

ます。

今後は引き続き用地買収，建物補償を進めて行くとともにですね，一定区

間の用地取得後は道路の本体工事を実施するほか，老朽化が進んで著しい開

進橋という橋がございます。
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その更新も優先に工事を進め令和６年度を目途に事業を進める予定となっ

ております。

以上でございます。

（委員Ａ）

わかりました。

令和６年度に進めるということは，令和６年度から工事が開始されるとい

うことですか。

それとも令和６年度に終わるということですか。

（道路建設課長）

終わるということで考えております。

（委員Ａ）

わかりましたありがとうございます。

以上です。

（会長）

そのほかご意見，ご質問はございませんでしょうか。

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，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１函館圏都市計画道路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。

次に議案２の説明をお願いします。
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（都市計画課長）

それでは，議案２石川北第３地区地区計画の変更について説明させていた

だきます。

詳細につきましては，都市計画課小林よりご説明させていただきます。

（都市計画課主査）

都市計画課の小林と申します。

よろしくお願いいたします。

それでは私から議案２，函館圏都市計画石川北第３地区地区計画の変更に

ついてご説明いたします。

着席にてご説明させていただきます。

お手元の議案では，４ページから１１ページにわたって，このたびの変更

に関する内容や，理由，新旧対照等をお示しておりますが，これら議案の内

容につきまして，スクリーンを使ってご説明させていただきます。

それでは，スクリーンをご覧願います。

はじめに，石川北第３地区の位置ですが，地図の中央に赤色で囲った部分

となっておりまして，石川町と桔梗町の各一部，面積は約３２．９ヘクター

ルで，現在，石川稜北土地区画整理事業が実施されているエリアであります。

この地区計画につきましては，土地区画整理事業により，新たな市街地が

形成されるにあたって，良好な居住環境と，幹線道路沿道にふさわしい業務

地環境の形成を図ることを目的に，平成２２年４月６日に当初決定がなされ，

その後，土地区画整理事業の一部変更や，建築基準法の改正などへの対応を

図るものとして計４回の変更を経て，現在に至っております。

次に，変更内容と変更理由でございます。

本地区計画は４つの細区分地区で構成されており，このたびの変更につき

ましては，この細区分地区の区割りについて，一部変更をしようとするもの

であります。

まずはじめに，現在の細区分地区の指定状況ですが，スクリーン左側の変
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更前の図面にて，赤色の太枠で示している部分が石川新道沿道にふさわしい

合理的な土地利用を図るための沿道業務地区で，下地の用途地域が紫色で示

しています準工業地域となっております。

次に，示しております部分が，稜北高校や医療施設などが立地する公共公

益施設地区で，下地の用途地域は黄緑色で示しています第２種中高層住居専

用地域となっております。

次に，示しています部分が居住環境に配慮しつつ，周辺住民のための中規

模な日常利便施設等の立地を図る複合住宅地区で，下地の用途地域は同じく，

第２種中高層住居専用地域で，美原学園通と昭和団地通の沿道に配置してお

ります。

最後に，これら以外の部分が良好な居住環境の形成を図る一般住宅地区で，

下地の用途地域は，同じく第２種中高層住居専用地域となっておりますが，

本地区内の現状といたしましては，日常利便施設等の立地が少なく，また，

未利用地も多く残っている状況にあります。

このことから，スクリーン左側の変更前の図面に，黒色の点線で示してお

ります，一定の業務地としての土地利用を想定して土地区画整理事業によっ

て造成された業務地街区のうち，大部分が未利用地となっている青色で囲っ

ている一般住宅地区の約１．６ヘクタールを，スクリーン右側の変更後の図

面に赤色で囲っているとおり，複合住宅地区に変更して日常利便施設等の立

地の誘導を図ろうとするものであります。

次に，スクリーンには，変更部分に係る土地利用の状況を映しております。

現在の細区分地区の境界を黄色の線で，変更の対象部分を青色の線で示し

ており，先程ご説明いたしました業務地街区につきましては，石川新道沿い

の敷地に中古車の展示販売店舗が，美原学園通沿いの敷地にスポーツクラブ

が立地しておりますが，その北側の一般住宅地区の大部分が未利用地となっ

ております。

続きまして，スクリーンには変更を反映させたものを映しております。

このたびの変更は，当該地区内には日常利便施設等の立地が少なく，未利

用地も多く残っている状況にあること，また，このたび変更しようとする街

区が，一定の業務地としての土地利用を想定して造成されたものであること
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から，スクリーンに赤色で囲った部分の細区分地区を複合住宅地区に変更し

て，日常利便施設等の立地の誘導を図ろうとするものですが，日常利便施設

等が誘導されることで，現在住まわれている住民の方々の利便性が向上する

ほか，地区としての利便性や魅力が向上し地区内に残る他の未利用地の利用

の促進にもつながっていくものと考えております。

続きまして，スクリーンには変更前の一般住宅地区と，変更後の複合住宅

地区との制限内容の比較表を映しております。

はじめに，下地の用途地域ですが，いずれも第２種中高層住居専用地域で

あり，建蔽率６０％，容積率２００％となっております。

次に，地区計画に定める細区分地区の土地利用の方針ですが，一般住宅地

区が，良好な住宅地としての住環境の形成を図る地区であるのに対し，複合

住宅地区は住宅地としての環境を確保しつつ，周辺住民のための中規模な日

常利便施設等の立地を図る地区となっております。

次に，建築できる主な建築物ですが，両地区とも住宅や，病院・診療所，

老人ホームなどの建築ができる点では変わりませんが，店舗や事務所などの

業務系の建築物につきましては，一般住宅地区では良好な住環境の形成を図

る観点から，下地の用途地域の制限では，１，５００㎡まで建築できるとし

ているところを，５００㎡までに制限しております。

一方の，複合住宅地区につきましては，住環境を確保しながらも，一定の

利便施設等の立地を図る地区でありますことから，地区計画による上掛けの

制限をしておらず，用途地域の制限と同じく，１，５００㎡までのものを建

築することができます。

両地区での建築できる建築物の違いにつきましては，この店舗等の面積の

制限のみとなっております。

次に，敷地面積の最低限度の１８０㎡，壁面の位置の制限の１メートル，

高さの最高限度の１３ｍの各制限でございますが，複合住宅地区につきまし

ては，住環境を確保しつつ一定の利便施設等の立地を図る地区でありますこ

とから，一般住宅地区と変わらずに制限され，利便施設等が立地する際にあ

っても，住環境に対し配慮がなされるものとなります。

最後に，本変更の手続きに係るこれまでの経過と，今後のスケジュールに
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ついてですが，スクリーンに映しておりますとおり，今年４月に変更部分の

地権者などに個別説明を行い，５月８日から２２日までの２週間，函館市地

区計画等の案の作成手続に関する条例に基づく原案の縦覧を実施し，その後，

８月７日から２１日までの２週間，都市計画法に基づく計画案の縦覧を実施

いたしましたが，いずれも縦覧者はなく，意見書の提出等もございませんで

した。

今後のスケジュールでございますが，本審議会においてご審議いただいた

後，本日お諮りしています他の案件と合わせまして，９月上旬に変更の告示

を行いたいと考えております。

以上，ご説明申し上げました。

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，石川北第３地区地区計画の変更について説明がありまし

た。

これらについて，ご意見やご質問はございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは特にないようなので，議案２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函館圏都市計画石川北第３地区地区計画の変更につきま

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。

次に議案３，４の説明をお願いします。

（都市計画課長）
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説明に入る前に，案件に関連する部局の職員を紹介をさせていただきます。

まずは，都市建設部建築行政課長の神でございます。

つづきまして，経済部商業振興課長の東出でございます。

それでは，議案３高度利用地区の変更および議案４市街地再開発事業の決

定について説明させていただきます。

まずはじめに，議案３高度利用地区の変更の詳細につきまして，都市計画

課小林よりご説明申し上げます。

（都市計画課主査）

都市計画課の小林です。

よろしくお願いいたします。

それでは私から議案３函館圏都市計画高度利用地区の変更について，ご説

明いたします。

着席にてご説明させていただきます。

お手元の議案は，１２ページから１８ページにわたって，このたびの変更

に関する内容や理由，新旧対照の図表をお示ししておりますが，これら議案

の内容につきまして，スクリーンを使ってご説明させていただきます。

それでは，スクリーンをご覧願います。

まずはじめに，高度利用地区の概要について，お話しさせていただきます。

高度利用地区は，市街地の再開発を行おうとするエリアに指定する地区で，

次の議案４でご説明いたします，もとの棒二森屋の跡地における市街地再開

発事業を実施していくにあたっての要件となっておりますことから，本議案

３の高度利用地区の変更と，次の議案４の市街地再開発事業の決定をセット

でお諮りするものでございます。

高度利用地区と，市街地再開発事業の目的とするところはいずれも，土地

の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新であり，言い換えますと，有

効利用されていない低利用の土地や，老朽化，陳腐化した市街地を再開発し

ていくための制度であり，高度利用地区では，容積率の最低限度などの，建

築物の規模に関する建築制限と，建蔽率の最高限度などの，空地の確保に関

する建築制限を定めることによって，市街地再開発事業では，事業そのもの
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の実施によって，市街地の再開発を図っていこうとするものであります。

次に，スクリーンには本市における高度利用地区の指定と，市街地再開発

事業の実績を示しております。

先程，ご説明いたしましたとおり，高度利用地区の指定につきましては，

市街地再開発事業の要件となっていますことから，本市におけるいずれの市

街地再開発事業も高度利用地区を指定のうえ，その地区内において事業が実

施されております。

スクリーンに映していますとおり，本市には４地区で，４事業の実績があ

り，①の昭和５４年決定の函館駅前地区にて，もとの棒二森屋アネックス館

が，②の昭和５８年決定の函館駅前南地区にて，もとのハーバービューホテ

ル，現在のフォーポイントバイシェラトンが入っています函館ツインタワー

ビルが，③の平成１３年決定の末広町５番Ａ地区にて，本審議会の会場であ

りますアクロス十字街が，④の平成２５年決定の函館駅前若松地区にて，キ

ラリス函館が，それぞれ市街地再開発事業によって整備されてきたところで

す。

このたび変更しようとする地区は，この４地区のうち，スクリーンに赤色

の点線で示しております，①の函館駅前地区でありまして，当該地区の一部

とこれに隣接する，もとの棒二森屋本館の街区を合わせた区域を施行区域と

する，新たな市街地再開発事業の実施が予定されていることに伴いまして，

当該市街地再開発事業に合わせて，高度利用地区の変更を行おうとするもの

であります。

次に，変更理由について，ご説明いたします。

スクリーンに，黒色の点線で囲っている区域がこのたび変更しようとする

高度利用地区，函館駅前地区でございます。

本地区につきましては，ＪＲ函館駅に近接する本市の中心商業業務地に位

置しており，かつては低層建築物等により土地利用が細分化されていたこと

から，都市環境を改善すべく，昭和５４年に高度利用地区を指定し，隣接街

区に立地する百貨店の別館として，計画的な再開発が図られた地区でありま

すが，現在におきましては，当該百貨店の閉館と建物の老朽化により，新た

な利用が見込めず，都市機能が著しく低下している状況にあります。
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このことから，本地区について，駅前地区にふさわしい，土地の合理的，

かつ，健全な高度利用と，都市機能の更新を図るため，赤色の線で示してお

ります函館駅前東地区に変更しようとするものであります。

冒頭でもお話しいたしましたが，高度利用地区の指定につきましては，市

街地再開発事業の要件となっていますことから，この函館駅前東地区につき

ましては，このたび予定されている市街地再開発事業の施行区域と名称に合

わせたものとしております。

これによって，もとの棒二森屋本館の区域が高度利用地区に編入され，宿

泊施設が立地している南西側の区域につきましては，このたびの市街地再開

発事業の施行区域に含まれないことから，高度利用地区から除外されるもの

となります。

次にスクリーンには，変更内容について映しております。

高度利用地区には，まず，建築物の規模の制限として容積率の最高限度と

最低限度および建築面積の最低限度を，次に，一定の空地を確保するための

制限として建蔽率の最高限度と，後にご説明いたします建築物の壁面の位置

の制限を定めるものとなっております。

現在スクリーンに，黒の太枠で示している部分が，今回変更する函館駅前

地区で，上段に現在の内容を，下段に変更後の内容を示しており，変更箇所

を赤色の文字で示しております。

まずはじめに，スクリーンに赤色の点線で囲んでいます，地区の名称と面

積についてですが，このたび計画されている市街地再開発事業の施行区域の

名称と区域に合わせ，地区の名称を函館駅前地区から函館駅前東地区に，地

区の面積を約０．５ヘクタールから約１．０ヘクタールに，これに伴って，

４地区の合計面積を約２．２ヘクタールから約２．７ヘクタールに変更いた

します。

次に，スクリーンに赤色の点線で囲んでいます，建蔽率の最高限度ですが，

建築基準法で定められています基準値の８０％については変わりありません

が，これに注意書として※１を付していたものを※２に変更いたします。

この注意書の内容につきましては，表の一番下に示しており耐火建築物と

する場合におきましては，※１では基準値の８０％に１０％を加算し９０％
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が建蔽率の上限となりますが，※２に変更した場合は，加算値が２０％とな

り建蔽率の上限は１００％となります。

この建蔽率の制限につきましては，土地の高度利用を図りながらも，市街

地環境に配慮し，一定の空地を確保することを趣旨とするものですが，この

たび予定されている市街地再開発事業では，他の地区とは違い，天候に左右

されずに賑わいを創出する屋根付き市民広場の整備が予定されております。

この市民広場につきましては，公開空地的な空間でありながらも，屋根が

付くことによって建蔽率に加算されるものとなりますことから，より有益で，

より機能性の高い市民広場の計画がなされるよう，空地については数値によ

ってのみ制限する建蔽率ではなく，次に説明します壁面の位置の制限によっ

て，計画的に確保するものとし，建蔽率の加算値については１０％から２０

％に引き上げたいと考えております。

次に，スクリーンに赤色の点線で囲んでいます建蔽率の表記についてです

が，平成３０年施行の建築基準法の改正により建ぺい率のぺいの表記が，ひ

らがなから漢字に変更されたため，本件と合わせて，表記の変更をいたしま

す。

なお，スクリーンに青色の点線で囲んでいます，容積率の最高限度の600

％，容積率の最低限度の３００％，建築面積の最低限度の２００㎡の各制限

につきましては，当該地区での建築計画や周辺エリアにおける土地利用状況

から検討した結果，変更を要さないものと判断しております。

最後に，スクリーンには変更後の計画図を映しており，道路の名称は通称

で示しております。

図面に赤色の線で示していますのが，変更後の高度利用地区函館駅前東地

区の位置および区域で，このたびの市街地再開発事業の施行区域に含まれな

い南西側の区域を除きまして，市電の停留場があります海峡通と駅前通，高

砂通，南西側の区画道路の道路中心で囲んだエリアとなっております。

次に，図面に青色の点線で示していますのが，敷地内に空地を確保するた

めに設ける壁面の位置の制限のラインであり，この制限によって図面に示し

ていますとおり，国道の２面と高砂通に面して計３面，幅２メートル，延長

約２２０メートルの歩道状の空地の確保が担保されることとなります。
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なお，変更前の壁面の位置の制限の内容につきましては，議案の１８ペー

ジに示しておりますが，これはもとの棒二森屋アネックス館の整備コンセプ

トを考慮しながら設定したものでありますため，説明は割愛させていただき

ます。

また，本都市計画変更に係るスケジュールにつきましては，議案４の市街

地再開発事業の決定と併せて行うものとなりますため，議案４の中でご説明

させていただきます。

以上，議案３函館圏都市計画高度利用地区の変更についてご説明申し上げ

ました。

（都市計画課長）

では，つづきまして議案４，第一種市街地再開発事業の決定の詳細につき

ましては，建築行政課の長谷部よりご説明いたします。

（建築行政課主査）

議案４の内容につきまして説明させていただきます，建築行政課の長谷部

と申します。

座ってご説明させていただきます。

議案の１９ページの方をお開き願います。

議案４函館圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定に関する，都市計画

の議案の内容につきましてご説明させていただきます。

このたびの議案につきましては，もと棒二森屋の本館とアネックス館の街

区において予定されております，市街地再開発事業の円滑な施行を確保する

ため，都市計画に定めようとするものでありますので，議案を説明させてい

ただく前に，この地区において予定されております再開発事業の概要につき

まして，ご説明をさせていただきます。

本日，机上の方に配布しておりますＡ３横の議案４参考資料，こちらの方

をご覧願います。

Ａ３横の参考資料です。

函館駅前東地区第一種市街地再開発事業の概要でございますが，こちらは
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スクリーンの方にも表示しておりますが，まず，事業を予定しております施

行地区でございますが，国道２７８号の駅前通と国道２７９号の海峡通が交

差するＪＲ函館駅に面した角地なっておりまして，若松町の２街区となって

ございます。

地区内の土地利用状況につきましては右下の図の方になっておりますが，

もと本館側の１６番街区につきましては，もと棒二森屋本館のほか店舗等の

ビル，その隣の喫茶店と小規模な空き地という利用状況となっております。

反対のもとアネックス館側の１７番街区につきましては，現在，函館駅前

ビルということで使用されておりまして，その２街区を挟んでおります市道

若松１０号線，こちらを含めた形で市街地再開発事業を行おうとするもので

ございます。

区域の面積につきましては，前面道路の中心からの道路区域を含めた，赤

色で囲った区域が施行区域となっておりまして，面積にしまして約１ヘクタ

ール，約１０，０００㎡となっております。

このたび，この区域内に土地と建物を所有されている権利者の方々が，土

地を集約化し新たな建築物を建築していくための事業手法として，都市再開

発法に基づく市街地再開発事業を行うことについて，合意に至ったところで

ございます。

次に２の都市計画の決定理由でございます。

本地区は，ＪＲ函館駅に近接した位置にありながら，少子高齢化等に伴う

人口の減少や都市機能の拡散，また，地区内の大規模な商業施設が閉館し，

残存する建物も老朽化が進んでいることから，商業地としての土地利用状況

が著しく不健全なものとなっているところでございます。

このようなことから，市街地再開発事業により，土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新を図るため，本地区において第一種市街地再開発

事業の都市計画決定を行うものでございます。

なお，本地区が位置しております函館駅前大門地区につきましては，函館

圏都市計画都市計画区域の整備，開発および保全の方針，また，函館市都市

計画マスタープランにおきまして中心商業業務地として位置づけられており

まして，市街地再開発事業の促進などにより，商業，業務，医療，福祉，居
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住といった都市機能の集積，向上を進めることとしているところでございま

す。

次に，３の経緯でございます。

経緯でございますが，平成３０年６月でございますが，棒二森屋店の閉店

が発表されまして，翌月の７月でございますが，棒二森屋店を含む２街区の

地権者等が構成する函館駅前東地区まちづくり協議会が設立されまして，駅

前地区の課題や棒二森屋閉店後の跡地整備，活用等につきまして，検討され

てきたところでございます。

その後，令和元年７月でございますが，地権者等によりまして，函館駅前

東地区市街地再開発準備組合が設立され，市街地再開発事業の実施に向けた

具体的な検討がなされてきたところでございます。

次に４のスケジュールの予定でございます。

本日の審議会においてご審議していただいた後，９月上旬に決定の告示を

予定しておりまして，その後，施行者において現況測量や土地・建物の調査，

基本設計等を実施した後，来年でございますが，令和３年に都市再開発法に

基づく市街地再開発組合の設立認可を予定しております。

こちらは北海道知事の方の認可となります。

認可後には，権利変換計画の作成や実施設計等を行いまして，令和４年に

は権利変換計画の認可を予定しております。

こちらにつきましても，北海道知事の認可というかたちになります。

その後，転出者に対する補償等を行った後，今から２年後でございますが，

令和４年１２月ころから建物の解体と新築工事に着手することとなっており

まして，今から６年後位ですけれども，令和８年３月に完成，開業を目指し

ているところでございます。

次に資料の方の２ページをお開き願います。

５の事業概要でございます。

まず，資料の方の右側の③の施設構成イメージをご覧いただきたいと思っ

ております。

その上の方の図でございますが，既存建物の配置図でございますが，もと

棒二森屋の本館とアネックス館の間にあります，市道若松１０号線，そちら
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の方を廃道しまして，敷地をその施行者に払い下げをしてですね，道路を含

めたかたちで，一体に整備する計画となっております。

続きまして，計画しております整備内容でございますが，まずは，函館駅

前からのアプローチとなります，まちかど広場の整備。

次に，天候に左右されず各種イベント等が開催することができる全天候型

の市民広場の整備，この市民広場の大きさにつきましては，約７００㎡を想

定しております。

その市民広場の南側には，バル街をイメージしました飲食店街や歩行者空

間を整備しまして，市民のみならず観光客が食べ飲み歩きができるよう，交

流空間を整備する計画となっております。

次に，現在の本館跡地側につきましては，２５階建ての共同住宅，約１５

０戸を計画しておりますが，１５０戸を整備しまして，生活拠点となるよう

整備するとともに，アネックス館側の方には，２４階建ての都市型ホテルを

整備しまして，観光拠点となるよう整備する計画となっております。

また，敷地周辺につきましては，現在の歩道と一体となるように歩道状公

開空地を整備しまして，良好な歩行空間を整備するとともに，災害時等にも

活用可能となるように防災備蓄倉庫だとか，自家発電施設，そういったもの

を整備しまして，観光客等の避難施設として活用することができるよう整備

する計画となってございます。

次に②の建築計画でございます。

建築計画ですが，敷地面積は約６，５００㎡，建築面積は約５，２００㎡，

延べ床面積は約４２，９００㎡，建ぺい率は約８０％，容積率は約５６０％

となっております。

建築物の用途につきましては，共同住宅，住戸数約１５０戸と，ホテル，

客室約２４０室，あと商業業務棟の１，２階につきましては飲食店や物販店

といったものが入る商業施設，商業業務棟の３，４階の方には，クリニック

や市民交流施設といったものが入る，公共公益施設を整備する計画となって

おります。

なお，駐車場につきましては，施行区域に隣接しております，もとボーニ

パーキング，現在３４６台あるのですけれども，こちらの方を使用をする，
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一部改修して使用する計画となっております。

以上，函館駅前東地区において予定されております，市街地再開発事業の

概要につきまして，説明させていただきました。

大変恐れ入りますが，議案の１９ページの方にお戻り願います。

議案４の函館圏都市計画第一種市街地再開発事業の決定について，説明さ

せていただきますが，市街地再開発事業の都市計画は，事業を行うことを前

提に定めるものでありますので，都市計画に定める事項につきましては，都

市計画法のほかに，都市再開発法においても規定されているところでござい

ます。

都市計画に定める事項としましては，こちらスクリーンの方にも記載をし

ておりますが，大きくは市街地再開発事業の種類，名称，施行区域とその面

積のほか，公共施設の配置と規模，建築物および建築敷地の整備に関する計

画というものを定めることとなっております。

①の再開発事業の種類につきましては，権利変換方式で行う第一種の事業

と用地買収方式で行う第二種事業がありますが，このたびの事業につきまし

ては第一種の権利変換方式となっております。

④の公共施設の配置および規模につきましては，区域内において整備する

道路あるいは公園といった公共施設の配置等について定めることとなってお

ります。

⑤の建築物の整備に関する計画につきましては，区域内において建築する

建築物の大まかな建築面積だとか建蔽率そういったもののボリュームと主要

な用途を定めることとなっております。

今の議案の１９ページをご覧ください。

議案の１９ページの方には，先ほど，説明させていただきました計画の内

容から，都市計画に定める事項を記載しております。

名称は，函館駅前東地区第一種市街地再開発事業，施行区域の面積は約１

ヘクタール，公共施設の配置および規模につきましては，道路等の公共施設

につきましては，既に整備済となっておりますので，記載のとおりとなって

おります。

建築物の整備に関する計画および建築敷地に関する計画につきましては，
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先ほどご説明させていただきました計画内容を数値等で記載をさせていただ

いております。

続きまして，議案の２０ページの方をお開き願います。

議案の２０ページの方につきましては，再開発事業を行う場所の区域図と

なってございます。

議案の２１ページをお開き願います。

こちらは再開発事業を行う場所の区域図でございまして，赤色の線で囲っ

た部分が施行区域となってございます。

議案の２２ページをお開き願います。

こちらは再開発事業の計画図となってございまして，公共施設として整備

済みとなっておりますが，道路の配置状況とその規模のほか，建築敷地の整

備に関する計画として，再開発事業により建築しようとする建築物の壁面の

位置の制限を受ける区域，これを表記しているところでございます。

議案の２３ページの方をお開き願います。

こちらにつきましては，現在，その建築を予定しております施設建築物の

配置図を先ほどの図面に落としております，参考図ということで添付してい

るものでございます。

最後でございますが，本議案の決定と先ほどの議案３の高度利用地区の変

更に関するこれまでの経過と今後のスケジュールでございます。

今年の４月に関係地権者等に対しまして個別説明を行いまして，その後，

北海道との事前協議を７月末に終えております。

今月の８月７日から２１日までの２週間，都市計画法に基づく計画案の縦

覧を実施しましたが縦覧者はなく，いずれも意見書の提出等もございません

でした。

今後のスケジュールでございますが，本審議会においてご審議していただ

いた後，北海道との法定協議を経まして，９月上旬に決定および変更の告示

を行いたいということで考えているところでございます。

以上，議案４の内容につきまして，ご説明させていただきました。

ご審議の程よろしくお願いします。
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（会長）

ただ今，市から高度利用地区の変更および第一種市街地再開発事業の決定

について説明がありました。

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。

（委員Ｂ）

すみません，分かる範囲でお願いしたいんですが，この用途における商業

施設，ここの２階部分なんですが，ここはいわゆる一つのテナントが入るの

か，それとも細かく区分していくつかの複数のテナントが入るのか，どのよ

うな感じになのでしょうか。

わかる範囲で結構ですので，お伺いできますでしょうか。

（建築行政課長）

個別のですね，施設の内容につきましては，今後は，これは市街地再開発

事業でやりますので，保留床を買っていただくというふうになります。

従いまして，保留床を買う方をこれから決定いたしまして，それによりま

して中身が，実際にはですね，詳細などういう店舗だとか，１店舗なのか２

店舗なのかそういう観点につきましては，今後決まっていくというふうにな

ります。

（委員Ｂ）

ありがとうございます。

（会長）

そのほか，いかがでしょうか。

（委員Ｃ）

委員Ｃでございます。

まず，確認というか教えでほしいんですが，高度利用地区の変更なんです

が，市街地再開発事業ですから高度利用地区でなければ，事業を行うことが
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できないことはわかるのですが，アネックス側のその，従来，高度利用地区

になっていたところ，今回，南側のホテルですか，そういったものが建って

いるところが除外されるんですが，これはその除外しなければならないのか，

元々，高度利用土地区に指定されていた地域でしたけれども，確かに市街地

再開発事業そのものは，そこの部分は含まれないということはわかりますけ

れども，それを除外しなければ市街地再開発事業ができないのか，あるいは

そうではなくて，別に，特に必要がないから外すんだということなのか，そ

のへんのところをちょっと教えてほしいと思います。

（都市計画課長）

今回は市街地再開発事業のエリアに合わせたかたちで，高度利用地区の地

区を設定させていただいておりますが，将来的に見まして，今外した，外そ

うとしてますホテルとコンドミニアムが建っている部分につきましては，将

来的な利用を考えますと，再開発，今回，再開発に含まれませんし，高度利

用地区に含まないことによって，自由な，ある程度自由なですね，建築が可

能になりますので，そういった意味をもって今回は外させていただいたとい

うことになります。

（委員Ｃ）

わかりました。

それからもう一点，都市計画審議会でどこまで議論ができるのか，ちょっ

とわかりませんけれども，この市街地再開発事業ですが，スケジュールは先

ほどご説明をいただいたので，ある程度概略はわかりましたが，この間，い

ろんな協議ですとか，あるいは議論されてきているだろうというふうに思う

のですが，そのへんのところ少し，もう少し詳しい何かこう，状況ですとか

お知らせできるものがあるのかどうかということと，それから今年だけにな

るのかどうかわかりませんが，新型コロナウイルスの関係でですね，だいぶ

ホテルですとか，あるいは商業施設ですとか，そういったものも影響を受け

ているというふうに思いますけれども，そういったことが今回のこの市街地

再開発事業にですね，影響を及ぼさないかどうかというような見通しですと
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か，そのことについて教えていただければと思います。

（建築行政課長）

協議はどんな感じでということだと思うんですけれども，これは民間の事

業になりますので，市が入ってといったものではございません。

直接的にはですね，ただ，地権者，棒二森屋の閉店があった後に，やはり

なんとかしなければいけないという中で，地権者の皆さんによってまちづく

り協議会といったものが設定されて，その中で地権者の皆さんによって何と

かしようよということ話し合われたということの経過ですね。

その後，やはり，再開発で行きたいということでまとまって，市街地再開

発事業としてやりたいということの中で，そのまま地権者の皆さんによって

再開発の準備組合といったものが設立されたということになります。

それと同時並行で進めているまちづくり協議会の中では，どういうような

かたちでここを整備していったらいいかということが話し合われた中では，

将来ビジョンといったものを示されまして，その中ではどういう施設がどん

なものがいいかとかということが話し合われたと，その中では，街中居住の

推進だとか，あるいは都市機能の誘致をするとか，それから観光機能を入れ

たいと，それから市民交流施設というのをやっぱり入れたいねといったよう

な考え方が出されたと，そういった中では，そういう考え方を基にですね，

今回の整備内容が考えられたと，交流機能を持つ市民広場だとか，それから

商業公益施設の都市機能といったものが，融合する施設を造りたいねといっ

た中で，今回ですね，そのプランが我々の方に示されたというふうになって

おります。

それでですね，そのプランがですね，函館市としても，都市計画マスター

プラン，それから，そういった元々の総合計画だとか，そういったものの関

係で市の考え方とマッチしているといったことで，今回市街地再開発事業の

決定をするというふうな流れでございます。

コロナの影響に関しましてですけれども，今のところですけれども，大き

な影響は出ていないというふうに聞いております。

事業者，実際の保留床の買っていただく方，マンション事業者あるいはホ
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テル事業者ですね，そういった方がちょっと，単純にいうとほしいといって

きているかということだと思うんですけれども，そういった意味では，今，

準備組合の方で公募して，その中で今，どの方を選ぶかということを進めて

いるところですので，そういった意味では今後のスケジュール的では順調に

進んでいるのかなあと思っております。

（委員Ｃ）

はい，結構です。

（会長）

それでは，そのほかいかがでしょうか。

（委員Ｄ）

ここで質問していいことなのかどうか，ちょっとここで質問するのも初め

てなので，すごく緊張しているんですけれど。

細かいことで３点ばかり，もし教えていただけたらと思います。

ホテルと住居棟が建つに当たって，駐車場はどこに確保されるのかなあと

いうことと，この地区の元々ですね，函館市のハザードマップ上では，浸水

地区になっているんですけれども，観光客等の避難施設の整備を進めるとい

うことなんですが，この災害の備蓄品だとか発電機等は果たしてどこに造ら

れるのかなあということ。

もう一つがこの図面のとおりにもし建てられるとすると，市民広場の上が

ガラス屋根ってなっているんですけれども，防災の観点からするとですね，

固定されたガラスは大地震の時に外れてしまう可能性が非常に高くて，防災

の先生方からも固定されたガラス窓は非常に危険なのでという話を常にお聞

きしてましたので，このガラス屋根がこのまま設置されるとすると，もしも

大地震が来た時に大変なことになるんじゃないかなあとすごく恐怖を感じる

んですけれども，この３つのことについて教えていただければと思います。

（建築行政課長）
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まずは駐車場に関してです。

事前の説明の中でも，説明させていただきましたけれども，今ある旧棒二

アネックスがございます。

その駐車場を再利用といいますが，使うかたちで現在のところ考えられて

おります。

準備組合といたしましては。

今後，まあ，後。

すいません，棒二パーキングです，すみません。

棒二パーキングを利用するというかたちで考えられております。

今後，実際に事業者，保留床を買う方が決まっていった中で，また違った

展開があるかもしれませんが，現在のところは棒二パーキング，旧棒二パー

キングがございますので，それは利用できるというようなことなので考えら

れております。

それから，防災の関係のですね，浸水する地域に入っているということな

んですけれども，その辺は事業者もちゃんと意識しておりますので，それは

支障のないようなかたちで，当然，自家発電装置だとかというのは，当然，

支障のない場所になるでしょうし，それは設計の中で，今後設計の中で考え

ていくとになります。

それからガラス屋根の関係につきましてもですね，やはり，土地の利用上

ということ，北海道ということを考えると，吹きさらしというわけには，や

はりいきませんので，そういった中でガラス屋根ということで設定をさせて

いただいてますが，その中でやはりこれから今造るもの，昔の建物はそうい

った類で地震に対して非常に弱いといったことがございますが，これから造

られるものですので，その辺の配慮はきちんとしながら造られるものという

ふうに考えております。

（委員Ｄ）

しつこいようなんですけど，駐車場が今ある棒二パーキングを利用すると

なると，駐車場が今３４６台使用可能の内，住居棟１５０戸もし造られると

すると，各家庭に１台ずつとなるとそれで１５０台埋まってしまったほかに，
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ホテル利用のお客様が停めた時には，市民広場で何かイベントがあるときに

一般市民方がこの駐車場を利用するとするとなかなか停めづらい状況になっ

てしまうのかなあて，ちょっとそこが心配で，棒二パーキングが今函館駅前

地区の駐車場の中では比較的に安い金額で長時間停めれるところなので，結

構皆さん利用されている方が多いので，台数の確保を出来るかなあというこ

とと，建築の技術も上がっているので，ガラス屋根のことについては，ご説

明ですけれども，私は個人的には非常にこわいなあと思いしかありませんの

で，何かあったときに大変なことにならないように工夫していただきたいな

あと思っております。

以上です。

（会長）

よろしいでしょうか。

それでは，そのほかいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは，ほかにないようてすので，議案３，４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３函館圏都市計画高度利用地区の変更，議案４函館圏都市

計画第一種市街地再開発事業の決定につきましては，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。

……………………………… 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，都市計画決定に係る報告となっております。
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それでは，お願いします。

（都市計画課長）

報告させていただきます。

前回，令和２年１月２９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

更につきましては，北海道へ案の申し出を行い，同年４月７日に決定し，同

日付で北海道公告がおこなわれております。

また同じく前回ご審議頂きました用途地域，特別用途地区，および下水道

の変更につきましては，同年４月７日付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，次回の開催は１１月頃を予定しておりますので，また近くなりまし

たらご案内差し上げます。

どうぞ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２回函館市都市計画審議会を閉

会いたします。

― 以上 －


