
第 5回策定委員会 

第 5 回 中標津町都市計画マスタープラン 策定委員会 議事録 

◇開催日時：令和 2 年 1月 31 日（金）14 時 00 分～15 時 30 分 

◇開催場所：中標津町役場 3 階 301 号会議室 

◇参 集 者：委員 23名中 16 名出席 

（欠席者：小林委員長、長渕委員、田村委員、村元委員、西町・川西街づくり協議会、飯野委員、

遠藤委員） 

 
１．開会 

（天野課長） 

それでは定刻を過ぎましたので、第 5回

中標津町都市計画マスタープラン策定委員

会を開催致します。 

本日はお忙しい中、足元の悪い中、たく

さんの委員の皆様にご出席いただきまして

誠にありがとうございます。本日の進行役

を務めます、都市住宅課の天野と申しま

す。宜しくお願い致します。 

 

２．出欠の確認 

（天野課長） 

本日は昨日からの悪天候により小林委員

長が出席できないという事で、委員会設置

要綱第 5 条第 3 項に基づき副委員長が代理

することとなっておりますので、本日は

佐々木副委員長にお願いしたいと思いま

す。 

本日の委員会の開催につきましては、委

員の半数以上の出席がございますので、会

議が開催できることをご報告させていただ

きます。 

それでは議事に入る前に、資料の確認を

させていただきます。本日は事前にお送り

した資料のみでございます。 

それでは早速議事に入りたいと思いま

す。 

 

３．議事 

（天野課長） 

議事の進行につきましては佐々木副委員

長により進めていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（佐々木副委員長） 

佐々木です、どうぞ宜しくお願い致しま

す。昨日からの雪の影響で除雪が大変だと

思いますけれども、本日は出席いただきま

してありがとうございます。 

小林委員長は名古屋にいるって話です

ね、これから札幌に飛んで明日またフォー

ラムが中標津でということです。 

本日は、どうぞ皆様のあたたかい目で進

行させていただきたいと思いますので、ど

うぞ宜しくお願い致します。 

では早速議事に入ります。 

まず「（1）対話の場②の開催結果につい

て」「（2）計画案について」について事務

局に説明していただきたいと思います。 

 

（１）対話の場②の開催結果、計画案について 

①対話の場②の開催結果について 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

 

②計画案について 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

 

  



＜意見交換＞ 

委員からの意見 

テーマ 分類 意見 

全体 2‐5 都市整備の基本方針 

対話の場など協働で進めることを各章で記述して

ほしい（協働が基本であることを忘れないよう

に）。 

全体 2‐5 都市整備の基本方針 

水と緑の環境方針については、単純な緑ではな

く、酪農、営農など営みの景観であることを強調

する。 

全体 
2‐6 ⾧期的な都市の構造づ

くり 

共生する都市づくりに、人（外国人）との共生社

会の視点を加えてはどうか。 

全体 協働のまちづくり 

実際に協働のまちづくりを実施できているかとい

うとできていない。行政がすべてやってくれると

いう発想を変えてもらう必要があり、それをきち

んと計画の冒頭に記載するべきである。 

全体 協働のまちづくり 

身近なところから危機感と協働の在り方をイメー

ジしてもらうことが重要である。（例：ゴミ出し

のルール、除雪サービス） 

全体 協働のまちづくり 
しらかば町内会の取り組みなど地域で先進的に取

り組んでいることを紹介するといい。 

全体 協働のまちづくり 今後も意見交換の場を作ることが重要である。 

全体 協働のまちづくり 協働と対話は各章で述べたほうがよい。 

全体 ツボマップ 

ツボマップの”ツボ”をひらがなにするかカタカ

ナにするかは検討が必要である。ひらがなよりカ

タカナのほうがイメージしやすい。 

全体 ツボマップ できるだけ具体的な言葉を書き込みたい。 

全体 ツボマップ 

サポート体制については、まちなかに限らない。

まち全体のこととしてツボ２に記述してはどう

か。 

全体 ツボマップ 
開陽、武佐などの集落でも、小さくても集まれる

ツボがあるのではないか。 

全体 ツボマップ 
以前の策定委員会などで出てきた意見がまだ入っ

ていないのではないか。 

全体 ツボマップ 

都市マスは長期計画なのだから”検討します”で

はなく、”実現します”にするなど強気に書くべ

き。 

全体 ツボマップ 
学校の誘致のほか、子供の教育の要素を計画に入

れてはどうか。 

ツボ 1 

①しるべっと広場など既存施

設を活用した賑わい・交流の

創出 

まちなかでインターネットにつなげられるように

するといい。（例：フォトコンテストで撮った写

真をすぐにアップロードできるなど） 

ツボ 1 
②市街地内の回遊性を高める

歩行者ネットワークの整備 

東一条橋から伝成館につながるルートを中標津町

のメインストリートにするなど、歴史と発展のス

トーリー性をまちなかに持たせることが必要であ

る。（例：灯篭を飾る） 



テーマ 分類 意見 

ツボ 1 
②市街地内の回遊性を高める

歩行者ネットワークの整備 

人が集まるところがまちなかであり、歩かない人

を歩かせるには歩きたくなる動機付けが大切であ

る。 

ツボ 1 
②市街地内の回遊性を高める

歩行者ネットワークの整備 

一条通を歩行者天国にする（焼き鳥、ファーマー

ズマーケットなど） 

ツボ 1 
②市街地内の回遊性を高める

歩行者ネットワークの整備 
旧国道を時間限定で歩行者天国にする。 

ツボ 1 
③遊休不動産の活用や起業・

出店支援 

遊休の場があるから起業・出店するわけではな

い。人と人とのつながりや場の雰囲気が決め手と

なる。 

ツボ 1 その他 

道営住宅の自治会館をしらかば町内会で使ってお

り、道営住宅がなくなれば地域の拠点がなくなっ

てしまい、住宅供給の問題も出てくる。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

既存施設を使って、地域ごとに拠点を作ることが

必要である。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

交流拠点をどこにするのがいいか検討が必要。

（例：学校、町内会館などの既存施設、コミュニ

ティ施設の新設など） 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

今ある拠点を生かして、連携したり、使いやすく

することが重要である。（例：しるべっと向かい

にある中標津町 共生型交流センター、ぷらっと茶

フェなど） 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

多世代交流ができる場所が必要である。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

まちなかに高齢者が集まれるところがあるとい

い。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

孤立した人が地域で一人にならないように、高齢

者、子ども、障がい者が一緒に過ごせる場が必要

である。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

居住地ごとにたまり場があるといい。中標津に戻

ってきた人が建物をリノベーションしたカフェ

（ヒゲトハナウタ）が人が集まる場になってい

る。 

ツボ 2 
①子どもから高齢者まで㇐緒

に集える交流・防災の拠点づ

くり 

（仮称）町民活動センターはツボ１にもツボ２に

も関係するので整理が必要である。 

ツボ 2 その他 
人の支えあいを進めるために名簿を作ることも必

要である。（町内会未加入の人の問題） 

ツボ 2 その他 
町内会の加入率アップにつながる施策はないの

か。 



テーマ 分類 意見 

ツボ 3 
①既存の公園を活用し、町内

外から人を呼ぶ交流拠点づく

り 

丸山公園の利用について、歩いていくには不便で

あり解消することが必要である。 

ツボ 3 
①既存の公園を活用し、町内

外から人を呼ぶ交流拠点づく

り 

身近な小規模の公園も含めて活用方針など整理す

ることが必要である。（東 7 条公園、お墓場公園

など） 

ツボ 3 
①既存の公園を活用し、町内

外から人を呼ぶ交流拠点づく

り 

役場跡地（東 7条緑地）をもっと有効活用してほ

しい。 

ツボ 4 
①関心は高いが使われない公

共交通の状況を変える 

公共交通を全面廃止してすべてデマンド化するな

ど、利用促進という弱い対策ではなく発想を変え

ることが必要である。 

ツボ 4 
①関心は高いが使われない公

共交通の状況を変える 

実際に使ってみたうえで、不便なところを洗い出

し、利便性を高めることが必要である。 

ツボ 4 
①関心は高いが使われない公

共交通の状況を変える 

観光客も公共交通を使って良いだろう。観光交通

の取組についても入れてはどうか。 

ツボ 5 ①伝成館周辺の保存・活用 

伝成館の利用を進めるため補助金があってもい

い。野の花の会で活用しているがトイレが有料な

ど制約がある。 

ツボ 5 ①伝成館周辺の保存・活用 伝成館以外の資産も位置付けてはどうか。 

ツボ 5 ②景観まちづくり活動の実践 
暮らしの営みを反映した景観の大切さを強調する

べきである。 

ツボ 5 その他 
ツボ 4と 5が逆順に記載されている。不整合を修

正すること。 

ツボ 6 
①中標津空港をまちの生命線

として維持・活性化 

北方領土を結ぶ空港として中標津でも PRすること

が重要である。（釧路や女満別もその座を狙って

いる） 

ツボ 6 
①中標津空港をまちの生命線

として維持・活性化 

役場の出先機関や公共的施設を立地させて、空港

でも住民票が取れるなどのサービスがあるとい

い。 

ツボ 6 
①中標津空港をまちの生命線

として維持・活性化 

空港に人が集まる施設があるといい。（例：ショ

ッピングモール） 

ツボ 6 
①中標津空港をまちの生命線

として維持・活性化 

空港でしか食べられないもの、買えないものがあ

るといい。 

ツボ 6 
②中標津の魅力を伝える発信

機能・案内機能の強化 

中標津アプリを開発して、SNS の利用で情報を発

信する。 

ツボ 6 
②中標津の魅力を伝える発信

機能・案内機能の強化 

道の駅のような、町の中に観光情報を PRするとこ

ろがない。 

ツボ 6 
②中標津の魅力を伝える発信

機能・案内機能の強化 

観光客と町内の高齢者や子供が触れ合い、町民自

らが観光の案内をする場所があると良いのではな

いか。 

ツボ 7 
①魅力ある暮らしやすい環境

整備 

公園の整備をしっかり打ち出してほしい。（正美

公園は都市計画公園ではないが、活用も検討する

ことが必要） 



テーマ 分類 意見 

ツボ 7 

②街づくり協議会による地域

㇐体となったまちづくり・ひ

とづくり 

農業高校の産品を買える場所があるといい。 

 

 

  



意見交換の内容（A グループ） 

  



意見交換の内容（B グループ） 

  



意見交換の内容（C グループ） 

  



（２）来年度の検討の進め方について 

＜㈱ドーコンより資料に基づいて説明＞ 

 

（佐々木副委員長） 

来年度のスケジュールについて説明がありましたけれども、非常に早くて、あと１年と

なりましたがよろしくお願いします。それについて何か質問あればお願いします。 

 

（天野課長） 

皆さん大変お疲れ様でございました。まず、まちづくりフォーラムについて事務局の方

から話をさせていただきたいと思います。明日まちづくりフォーラム 2020 ということで 1

時半から寿宴さんで行います。誰もが安心して住み続けられる持続可能なまちづくりに向

けて町内会など地域コミュニティの在り方について町民の皆さんと一緒に考え、多くのご

意見をいただくということで、フォーラムを開催するということになっていまして、町民

の皆さんと意見交換するほか、静岡県掛川市から講師をお招きしまして、協働によるまち

づくりについてご講演いただくという内容となっております。参加締め切りは過ぎており

ますが、申し込み忘れたという方はぜひ参加していただき、できれば掛川市から来る栗田

さんの講演だけでも聞きに来ていただければと思っています。 

その後、第 2部でグループディスカッションもご用意していますが、そこにもお時間が

あれば参加できるようにしますので、是非とも明日１時半に寿宴でお待ちしておりますの

で、申し込み忘れたという委員の方いらっしゃいましたらきていただければと思います。

以上です。 

 

（佐々木副委員長） 

私も実行委員と関係していますので、先ほど参加される方を把握しました。総勢で、1

部 2部含めると 82 名参加します。内訳しますと、役場職員が 15 名消防含めると 18 名ほ

ど、町議さんが 6名、策定委員 8 名、高校生 3名、一般 36 名という形になっています。 

策定委員が今日出ている方がかなり出られないということで、この日程を決めるときに

土曜日の昼からが良いと策定委員の中で決めましたが、残念ながら参加できないというこ

とで、これからもこのプロジェクトチームでやっていかなくてはならないがこれでは少し

心配に思います。 

このままでは行政とドーコンさんで計画が出来上がって終わりという形になるかもしれ

ません。皆さんぜひぜひ参加していただければ。がんばっていただきたいなと思っている

のでよろしくお願いします。 

 

（委員） 

お茶出るって言いましたね。 



 

（佐々木副委員長） 

お茶はでます。お茶も手作りのお菓子も出す予定となっていますので、ぜひぜひ今から

でも間に合うかもしれませんのでよろしくおねがいします。 

 

４．閉会 

（天野課長） 

佐々木副委員長、議事進行ありがとうございました。委員会の終了にあたりまして、も

う一人の副委員長である館下副委員長からご挨拶いただいて終了ということにしたいと思

います。 

 

（館下副委員長） 

策定委員の皆様本日はご苦労様でございます。雪の中、そして貴重な時間を費やして頂

きまして、このようなドーコンさんにまとめてもらったツボも改めて検討したところでご

ざいます。色々まだまだ忘れていること抜けていることが多分あると思いますので、次回

またこの資料に沿って追加などをしていただければいいなと思っています。 

明日のフォーラムですが、私も出席を出していなかったので顔は出したいなと思ってい

ます。 

小林先生今日は見えなかったんですけど、小林先生のご意見をいただきながら進めてい

かなければならないと思っていますし、対話というのも大切ですので、もっと町民の意見

をどんどん入れていきたいと思いますので、もし時間がありましたら町民からこんなこと

やっているのだということを問いかけて、新たなご意見を拾っていただければ、この計画

が良い計画になっていくのではないかと思っています。 

これからもご協力いただきながら皆さんとがんばっていきたいと思います。本日はどう

もありがとうございました。 

以 上 

  

 


