
 

 

 

第５５回（令和元年度第１回） 

富良野市都市計画審議会 
 

 

 

 

 

日時 令和元年７月１７日（水） 

午後 ２時３０分より 

場所 市役所 第３会議室 

 

 

富 良 野 市 



会 議 次 第 

開  会 

１．辞令交付 

２．市長挨拶 

３．審議事項① 

議案第１号 会長、副会長の選出について 

４．富良野市都市計画審議会会長挨拶 

５．報告事項 

報告第１号 平成３０年度事業報告 

    報告第２号 令和元年度事業概要報告 

６．審議事項② 

議案第２号 富良野市都市計画マスタープランの策定について 

議案第３号 富良野都市計画の変更について（富良野市決定） 

      １．用途地域の変更について 

７．意見聴取事項 

   意見聴取第１号 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第２回定時

見直しに係る案の申し出について 

８．そ の 他 

閉  会 

 



- 1 - 

議案第１号 

会長、副会長の選出について 

 富良野市都市計画審議会条例第５条第１項の規定により、会長、副会長の選出を求め

る。 

 

会 長                

 

副会長                

 

 

報告第１号 

 平成３０年度都市計画に関する報告 

１．都市計画決定・変更 

平成３１年 ３月２７日（富良野市告示第２０号）都市計画施設の変更 

 

２．事業 

■東雲通道路改良舗装事業            総事業費  57,499 千円 

 ①道路改良舗装工事               事業費  45,284 千円 

■公共下水道事業                総事業費  97,545 千円 

①富良野水処理センター長寿命化改築・更新工事（補助事業） 

事業費  70,200 千円 

②長寿命化対象機器実施設計委託（補助事業） 

事業費  5,778千円 

③公共下水道ストックマネジメント基本計画策定委託（補助事業） 

事業費  21,567 千円 

 

■下水道普及状況（H31.3.31 現在） 

・処理区域    485.5ha 【認可の 92.0％ （485.5ha/527.9ha）】 

・管渠延長   95,057ｍ 【認可の 92.5％ （95,057ｍ/102,810ｍ）】 

・処理人口   16,017 人 【認可の 98.5％ （16,017人/16,262 人）】 

    【行政区の 73.1％ （16,017人/21,907 人）】 

・水洗化人口  15,502 人 【整備済の 96.8％ （15,502人/16,017 人）】 
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報告第２号 

令和元年度事業概要報告 

１．事業 

 ■東雲通道路改良舗装事業            総事業費 78,800 千円 

  ①道路改良舗装工事               事業費 57,300 千円 

■公共下水道事業                総事業費 248,000 千円 

①富良野水処理センター長寿命化改築・更新工事（補助事業） 

事業費 248,000 千円 

 

 

議案第２号 

 富良野市都市計画マスタープランの改定について 

 

  １．都市計画マスタープランについて 

   （現行）第 2次都市マス～平成 22年度策定（平成 23～42年度） 

 

  ２．アンケート調査の実施について 

   （資料１）アンケート様式 

   

 ・６月１０日（月）発送 （期限：６月３０日投函分まで） 

   ・対象者 都市計画区域内居住者（H13.4.1以前生まれ）無作為抽出 1,012人 

   ・回答数 326（32.2％） 
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３．スケジュール（予定） 

 

 

議案第３号 

 富良野都市計画の変更について（富良野市決定） 

   １．用途地域の変更に関する経過について（前回の審議会以降） 

         ４月１１日 北海道建設部まちづくり局都市計画課事前協議 

         ５月１３日 変更（案）の縦覧公告 

     ５月１４日～２７日 変更（案）の縦覧 

 

２．計画案の縦覧結果について 

     告  示  令和元年 ５月１３日 

     縦覧期間  令和元年 ５月１４日～２７日（公告の翌日から１４日間） 

     意 見 等  なし 

 

   ３．用途地域の変更（案）の内容について 

    （資料２）計画書、変更箇所図等 

 

 

 

 

 

 

事   項 年 月 日 

現況分析（アンケート調査含む） 令和元年 ６月～ ９月 

主要課題整理 令和元年 ６月～１０月 

将来目標の設定 令和元年１１月 

全体構想の設定 令和元年１２月～令和２年 ５月 

都市計画審議会 令和２年 １月 

地域別構想の設定 令和２年 ４月～ ６月 

都市計画審議会 令和２年 ５月 

実現方策の検討 令和２年 ７月 

関係機関協議 令和２年 ８月 

都市計画審議会 令和２年 ８月 

計画書原案の作成 令和２年１１月～令和３年 ２月 

パブリックコメント 令和２年１２月 

都市計画審議会 令和３年 １月 
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４．経過及び今後の日程 

事   項 年 月 日 

住民説明会 平成３１年 ３月２０日 

富良野市都市計画審議会（諮問） 平成３１年 ３月２６日 

北海道都市計画課事前協議 平成３１年 ４月１１日 

計画案の縦覧公告（２週間） 令和 元年 ５月１３日（１４日～２７日） 

富良野市都市計画審議会（答申） 令和 元年 ７月１７日 

北海道知事協議 令和 元年 ７月 中旬 

北海道知事協議回答 令和 元年 ７月 下旬 

都市計画変更告示 令和 元年 ７月 下旬 

 

 

意見聴取第１号 

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第２回定時見直しに係る案の

申し出について 

   １．関係機関協議について 

     ４月２２日 北海道旅客鉄道株式会社総合企画本部地域計画部 

４月２４日 上川総合振興局旭川建設管理部地域調整課・道路課・河川課 

５月 ９日 北海道開発局旭川開発建設部道路計画課・技術管理課 

５月１５日 北海道開発局札幌開発建設部技術企画課 

    ※意見等なし 

 

２．案の申し出の内容について 

 （資料３）整開保について、事務要領（抜粋）、新旧対照表 

 

 ３．経過及び今後の日程 

事   項 都市計画の変更 

都市計画審議会（素案説明） 平成３０年１１月２０日 

北海道都市計画課下協議 平成３０年１２月～３１年 ３月 

都市計画審議会（報告） 平成３１年 ３月２６日 

関係機関協議 平成３１年 ４月２２日～５月１５日 

都市計画審議会（市町村案への意見聴取） 令和 元年 ７月１７日 

案の申し出（市町村案） 令和 元年 ７月１８日 

（北海道の手続き）パブリックコメント・都市

計画審議会ほか 
令和 元年 ８月～２年 ３月 

 

予定 


