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第 2期 White villas（仮）第 4回住民説明会 

議事録 

 

日時：2021年 9月 11日（土）15:00～ 

場所：Planet札幌支社及びニセコ活性化センター、それぞれの自宅からの zoomでの参

加 

参加者：株式会社 PLANET プロジェクト総合責任者 佐藤 

株式会社ビープラン 代表取締役社長 馬場 

株式会社タガミ企画 会長 田上 顧問 安部 

株式会社シイナ重建 営業部長 頓所 

株式会社浦野工務店 代表取締役 浦野 

株式会社 PLANET 宋、山崎 

ニセコ町役場 金澤、島田 

地域住民の皆様 

その他ニセコ町住民の皆様 

 

00:00～1:36:41 

～山崎より第 1回から第 3回住民説明会の今までの経緯の説明～ 

 ～佐藤よりプロジェクトの概要及び修正箇所についての説明～ 

 

【質疑及び回答】 

(レフコ) 小さな都市ニセコ町のグローバル化とはどの様に捉えていらっしゃるかお聞

かせ願いたい。  

(pt佐藤）町の HPに記載されている文言【小さな世界都市ニセコ町】をそのまま使わせ

て頂いた。行政並びに地域全体がグローバル化に前向きな考えを持っていら

っしゃると感じている。 

(レフコ)  PLANETが考える人生における豊かさとは？  

(pt佐藤）人が幸せを感じることであり、あるいは心の豊かさであると考える。 

(レフコ）PLANETが考える小さな世界都市はどの様なものか？ 

(pt佐藤）様々な国籍、様々な人種の人達が集う都市、また色々な考え方や価値観を持

った人達が共存出来る都市という形で解釈している。 

(レフコ）ニセコ町が考える都市とは別に、PLANET独自の視点での都市という意味での

街づくりをお考えでは？ 

(pt佐藤）近年外国からの資本の導入、あるいは外国からの移住者の増加などグローバ

ル化に向けて地域、行政が積極的に取り組んでいる姿勢を強く感じている。

弊社しては世界各国の人々が、ニセコ町においてそれぞれ移住したり、起業
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家あるいは労働者として活躍されたり、または旅行に来ていただいたり、そ

の様に考えている。 

(レフコ) よく理解が出来ませんが、回答有り難う。 

(南野)  冒頭の概要説明で外観の色は淡いグレーとの説明だったが、具体的どのよう

な色か？  

(pt佐藤）お手元の資料の参考イメージをご確認頂ければ、ある程度イメージが掴める

かと思う。( zoom参加につき手元に資料がない為 chatで送信する。) 

(長谷川）東京本社に問い合わせた際に、対応してくださった女性の電話のやり取りに

関してのコメントとして、「しつこく聞かれた」、「不動産業者だと思った。」

とあるが、私の覚えてる限りその様にやり取りした記憶はない。また販売価

格について問い合わせたが香港のセールスオフィスに確認を取らなければ判

りかねると言われた。何故日本で販売価格も判らないのか？ また、ある中

国人女性が White villas の物件の購入を考えていると言って契約書を見せ

てくれた。田上企画の話では販売はしていないとの事だが真実をお聞かせ願

いたい。 

(pt 佐藤）まず、大前提として販売は行ってない。もしそのような事実があるのなら、

証拠となるものを開示してほしい。その上で、もし開示内容が虚偽の事実で

あった場合、当然弊社のブランドイメージに傷が付いてしまうので、それ相

応の法的措置を取らざるを得ない状況になる。 

(長谷川）第 2期 White villas の近隣に私道があるが、そこは通行しないように周知徹

底してほしい。 

(pt佐藤）周知する。 

(坂本）  PLANETの販売パートナーであるカンウィンという会社が 3月 4日付で販売の

案内を出している。 

(pt佐藤）販売予約の旨を事前にパートナー会社にお伝えして、その上で予約段階とし

て彼らが動くと承知している。 

(坂本） PLANET は 2020 年 12 月 21 日に宅建登録していると確認しているが、2020 年

9月 24日付で White villas1の販売案内が出ているのを確認している。 

(pt佐藤）宅建登録申請前提で事業者として動いているので、当然販売パートナー会社

が事前に販売予約案内を出すものと認識している。また、しっかりと宅建業

法に則っとって予約から契約の運びとなることをお伝えする。 

(坂本）  PLANETが毎回言ってることが二転三転しているので、信用できない。当初販

売はしていないとの話しだったが、結局は販売をしている。 

(pt佐藤) 契約そのものはしていない。契約を締結するかしないかが問題となる。法令

を遵守した上で販売パートナー会社が販売予約募集活動を行っている。よっ

て弊社としてはまだ未契約の状態である。 
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(坂本）  PLANETの Facebookには 9月 24日「販売しています」と投稿があった。 

(pt佐藤) 予約の販売を募るという意味での宣伝、募集活動になる。契約は締結してい

ない。 

(南野） 販売はしていないが予約はしている？ 

(pt佐藤) プロジェクトの宣伝も兼ねて販売協力会社に購入希望者を募って頂いて、リ

スク管理の観点からも購入希望者の数などを把握させて頂いている。 

(南野） ニセコ町長と遠星社長が直々に面談をされたと思うが、「全ての合意が得られ

なくとも、誠意ある対応で全ての質疑に対して受け答えしてほしい。」とお話

の中であったと思う。賛成の意見もあることは承知しているが、隣接する私

たちの意見を大事にしてほしい。私たちの意見は変わらずただ１つ大きな区

画に変更して戸数削減である。景観条例を踏まえて今一度戸数削減を検討し

てほしい。 

(pt佐藤) 要望にある大きな区画に関しては、250～300などの広大な土地にしてしまう

と、一部の富裕層のみに買われる方が限定されてしまうというデメリットが

ある。 

(馬場）  A案を例に取ると建蔽率が 13.7%、容積率が 27.6％となっている。 

(pt佐藤) 馬場さんから建蔽率と容積率の詳細を照会して頂いたが、とてもゆとりのあ

る計画になっている。決められたルールの中で、100坪という区画で計画させ

て頂いている。区画を広げると、やはりそこには販売事業上リスクが生じる

ため、区画を広く変更することは出来ないことをどうかご理解願う。 

(沼尻） 100 坪の土地に対しての建蔽率 13.7%と容積率 27.6%は建物が小さいだけであ

る。また、何故このプロジェクトに 4 回もの説明会を開催せざるを得なくな

ってしまったのかお判りになるか？ 

(pt佐藤）皆様が感じておられる、コミュニティ形成が大切なニセコ町において、やは

り地域住民の皆様とのお互い譲歩しつつある程度の合意が必要だと感じてい

る。故に 4回目の説明会に至ったものと考えるが、100％皆様の要望に応える

事は出来かねることをご理解いただきたい。 

(沼尻） 今まで全て事業上の問題として、要望に応える事が出来ないとの回答であっ

た。毎回その繰り返しになっている認識はあるか？ 

(pt佐藤）事業上の問題に関しては今回の説明会において、より具体的に説明出来るよ

うに努めていきたい。 

(沼尻）  事業を成功させたいのであれば PLANETが信用を得るように努めて頂きたい。

安心ができるようお互いが歩み寄れるような関係づくりが重要だと考える。 

 

1:36:42～3:05:00 

（南野）：先ほどの住民総意の要望に対して「大きな区画だと購入できる方が少ないう



4 

 

え、今の時点で充分余裕をもって建てている」という回答だったが、その返

答で納得できると思うか。1,2,3回と住民説明会を開いてきたが、我々は毎回

同じ要望を言ってきた。戸数を削減できるか検討していただきたいというこ

とだ。説明不足だったと言っていたが、その説明で納得できると思うか。 

 

(pt佐藤）：全員に納得して貰うのは難しいと思っている。しかし、現在我々が計画して

いる区画に関しては、法令を守っている。景観条例に関しては、区画につい

て、何坪にしなさいという明記はない。 

南野  ：それは分かるが、先ほど沼尻さんが言ったように、まず信頼を得てほしい。

なぜ信頼を得ることが出来ないか分かるか？あなたたちは法令は順守する。

しかし、それは当たり前のことだ。法律を守ればどんな建物でも建てられる

のなら、説明会はいらない。では、説明会はなぜ開くのか？それがわからな

いのなら、説明会は延々と続く。佐藤さんご自身でもおっしゃっていたが、

コミュニティ形成が大事だ。 

(pt佐藤）：法令と併せて事業性を検討している。大きな区画だと事業性がとれない。 

レフコ ：White villas2 の周辺に、販売中の土地がある。その土地は 800 坪だが、2

戸の住宅を建てるのにちょうど良い広さだと説明があった。どこの土地でも、

ゆとりをもった計画が出来るように紹介されている。アンヌプリヴィレッジ、

アンヌプリガーデン、アンヌプリレジデンスにはいったことがあるか。 

(pt佐藤）：行ったことはない。 

レフコ ：広い土地で、ゆとりをもった計画になっており、通りがかった際にも心地が

よい。現在の White villas2の計画は、いままでニセコ町で行われてきた計画

とはかなり異なる。いままで、ニセコ町が良い町になるよう計画してきた方た

ちの努力が台無しになるような開発だ。それを理解してもらいたいので、一度

見学に来られたらどうか。 

(pt佐藤）：スケジュールが合えば是非見学させていただきたい。 

レフコ：通常、先に見学し、その後計画するのが筋だ。現地を知らず計画はできないは

ずだ。 

(pt佐藤）：ニセコのプロジェクトをすべて知っているわけではない。しかし、ニセコに

は幾度となく足を運んでおり、周囲の土地や計画を見、参考にしてきた。今

後もそうするつもりだ。 

レフコ：参考を活かしていただきたい。大きな区画だと購入する方がいないとのことだ

が、いると思う。 

(pt佐藤）：我々は、大きな区画だと販売が難しいと判断した。別荘地で、土地の値段が

高いため、買える方が少ない状況だ。 
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レフコ ：それは PLANET の企業努力の問題ではないか。良いものをつくれば、それに

対してお金を払う人はいる。 

(pt佐藤）：大きい区画での販売になると、事業性が損なわれる状況だ。 

レフコ ：これ以上良いものをつくる努力はしないと宣言しているのか。 

(pt佐藤）：大きな区画が良いものという訳ではない。100坪ほどの区画でも良いものは

作ることが出来る。 

レフコ ：では White villas2の良いところはどこだと思うか。 

(pt 佐藤）：まずは場所がよい。スキー場が近く、羊蹄山を見ることが出来る。そのう

え、新築で露天風呂がついている。海外の方がお休みに来られた際にはゆっ

くりとリゾートを楽しむことが出来るのではないか。 

南野  ：羊蹄山は見えないだろう。 

(pt佐藤）：羊蹄山が見えるかどうかは建物の位置に関係すると思うが、基本的に、White 

villas2の周辺は、羊蹄山が見える。 

南野  ：それでは White villas2の良いところとは言えないのではないか。 

(pt佐藤）：羊蹄山は近く、羊蹄山が見える区画もある。それを良さだと認識している。 

南野  ：では、羊蹄山が見えなくなり、その良さを奪われる私たちについてはどう思

うか。 

(pt 佐藤）：羊蹄山が見えなくなるということについては、先ほどパースで説明した通

りだ。まったく見えなくなるという訳ではない。 

南野  ：佐藤さんの言っている「見える」とはどういうことか。端だけ見えていれば、

「見えている」のか。 

(pt佐藤）：シルエットが見えることを「見える」と認識している。 

石崎（ニセコ町ニセコ）：申し訳ないが、南野さんの話を伺っているとわがままにしか

聞こえない。どの位置になったら羊蹄山が見える見えないというのは、今の話

には関係がない。景観条例は、もっと広い視野で見た話だ。そして、PLANETは

条例に則って計画している。条例が感覚にそぐわないのであれば、まず条例を

変えにいくべきだ。条例に則った計画が気に食わないのであれば、それは仕方

のないことだ。南野さんは、たまたま広い土地に店を設けることができた。採

算が取れ、同じように建物を建てられるならそうするだろう。だが、採算が取

れなければ計画は頓挫する。湯の里の別荘地は見たか。買い手がなく、雑草だ

らけで廃墟のようだ。それこそ見にいかれたほうが良いのではないか。採算が

とれるかどうかは、業者でなければわからない。条例に沿っているかどうかは

町が判断する。希望を言っても、できないことはある。香港での販売に関して

は、もしも法令に違反すると思うのであれば、定めた機関に罰してもらうよう

動いたらどうなのか。私は PLANET が無許可で販売しているとは言えないと思

う。今まで、ニセコに大きな建物が建つのをたくさん見てきた。今では町は発
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展し、どこの業者なのかわからない業者もたくさんいる。そのなかで、PLANET

は、地元の業者で建て、地元の発展に還元しようとしている。そのような良い

ところを、しっかりと見つけていくべきではないか。 

(pt佐藤）：景観条例に関しては、理念に則って計画を進めていく。だが、条例には最低

区画に関しての明記があるわけではない。そうなると、我々は事業者として採

算の合う区画割を考えていく必要がある。今回は、法令に則り 100坪以上とい

うことで計画している。現段階ではこれが我々の最善策だ。この計画で進めさ

せていただこうと思っている。いろいろな意見があるなか、全員に納得して貰

うことは難しいが、頂いた意見は、今後の計画含め、参考にさせていただく。 

南野 ：石崎さんが、私の意見をわがままだといったが、私たちは羊蹄山が見たい訳で

はない。地域に沿ったものを建ててほしいとお願いをしている。個人の意見で

はなく、近隣住民としての意見だ。 

石崎 ：南野さんは前回の説明会の際、「店のこの位置から羊蹄山が見えるか写してき

てほしい」と発言されていた。だが、今は「羊蹄山が見たいわけではない」と

発言されている。ちぐはぐではないか。 

南野 ：佐藤さんは White villas2の良いところとして、羊蹄山が見えるところと言っ

ているのにも関わらず、眺望に関してあまり考えているようには見えない。そ

れがおかしいと思う。私たちの気持ちを大事にして計画を進めてほしいと言っ

ている。 

石崎 ：全体的な眺望の話をしている。一階からは見えるが、二階からは見えないだと

か、そのような話になると、おかしな方向に行ってしまう。 

南野 ：言い方が悪かったのかもしれない。佐藤さんの言い方に不信感があったため、

突っ込むような言い方をした。 

石崎 ：突っ込むことしか考えていないから、そういうことになるのではないか。第三

者から見て、そう感じる。 

南野 ：それは心外だが、そのように感じさせているのであれば、私の説明不足ないか

もしれない。ただ、近隣住民も私も、ニセコが好きでニセコに住んでいる。そ

の気持ちを大事にしてほしいと言っている。その大事にしている気持ちとは何

なのか、ひとつずつ話すと、そのようなことになる。第一回説明会から話して

きた。どのようにすれば大事な気持ちに寄り添ってもらえるのか考え、私たち

は戸数の削減を要望した。それに対し、PLANET は、「事業だから」、「採算が合

わないから」という回答をするばかりではないか。もっとちゃんとした回答を

示してほしい。 

(pt佐藤）：寄り添える部分にはもちろん寄り添いたい。 

南野 ：区画に関して、条例に明記されていないことは理解している。しかし、条例に

「住民に理解してもらえるような説明をする」と記載があることはわかってい
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るのか。区画面積や建蔽率の問題ではない。全員の意見を反映できないことも

理解できる。だが、せめて私たちの気持ちに寄り添うことは出来ないのか。現

段階の回答では信頼感を得ることは出来ない。これ以上先には進めない。建て

るなと言っている訳ではない。一緒に良い地域をつくっていきたい。一緒に考

えてもらいたい。 

(pt佐藤）：出来ないことには、理由がある。事業性を損なわないより良い意見をくださ

るのであれば、もちろん採用させていただく可能性もある。 

南野 ：時間が欲しい。意見書の期限である 2 週間をめどに、意見を練らせてほしい。 

(pt佐藤）：承知した。個別で質問があれば佐藤の携帯に連絡いただきたい。 

 

レフコ：なぜ、準都市計画区域で高さや建蔽率などの規制はかかっているが、景観条例

には数字の定めがないか。数字で縛っても良いものは出来ないということは、

建築に携わっている人からすれば常識だ。数字で縛って、良い町になった事例

は日本全国どこにもない。どのような決まりを作ればニセコ町に相応しい景観

を維持することが出来るのか考えた結果、現行の景観条例が出来た。良い景観

を維持し、作っていくことは難しいことだと思うが、努力すべきだ。採算が合

わないという返答はプロとして如何なものか。 

(pt 佐藤）：景観条例に関しては役場の指示に従っていきたい。区画を大きくすると販

売事業として大きなリスクを抱えてしまうため、現プロジェクトで進めること

とした経緯をご理解頂けると幸いだ。 

レフコ：事業性が損なわれるということについて、住民がわかるように設明いただきた

い。住民の意見は 250～300坪を要求している。 

(pt佐藤）：区画が大きくなると、価格も大きくなり、事業リスクが高まる。我々は売り

やすいか価格帯が分かっている。そのような条件から考え、100 坪で販売する

のが妥当としている。 

レフコ：移住してきてから 17 年見てきたが、いまニセコ町で不動産を購入される方は

1億 5千万から 5億くらいのものを購入する力がある方々だ。もう少し大きい

区画で販売しても買う方はいる。 

(pt佐藤）：そのような方がいるのであれがご紹介いただきたい。我々は、その価格帯で

購入される方を見つけるのは難しい。 

レフコ：それは、あなたたちの建物がそのくらいの値段だからだ。もっと良いものを作

り、それに対して良い値段をつければ、購入する人はいる。 

(pt佐藤）：区画が大きくなると、価格が上がり、購入する方の絶対数が下がるので現時

点では販売は難しい。 

レフコ：他の物件では 1 億 5 千万から５億で買い手がついているのに、PLANET の物件

には買い手がつかないのはなぜか。 



8 

 

(pt佐藤）：場所や規模、内容によるのではないか。 

レフコ：その土地の価値を上げるのは開発事業者の仕事だ。良い開発をすれば、その土

地での生活の価値が上がる。生活の価値が上がれば、土地の価格があがる。そ

の努力をしてほしい。 

(pt佐藤）：では、土地の面積は関係ないということになる。100坪でも、良いものをつ

くってほしいということで良いか。 

レフコ：いままでの経験上、100坪で良いものはつくれない。話を聞いてほしい。その

ために、景観条例に「地域の人の話を聞くように」とされているのではないか。 

(pt 佐藤）：我々も景観条例に基づき説明会を開き、意見を聞き、回答させて頂いてい

る。焦点になっているのが、区画を 100 坪にするか、250 坪にするかという話

だ。我々は小さい区画でも良いものがつくれると思っている。小さい区画の中

で、新しい価値を生みだしていきたい。いろいろな層がいる。2 億から 5億の

別荘地を購入できる方しか住めない町になってもよいのか。 

沼尻：では、PLANETの計画が、我々の町の価値観とそぐわないことについてはどう思う

か。そもそも、この話し合いはそこから始まっている。 

レフコ：私の家の周りも 30年から 40年前に分譲された。1区画が 117坪なのだが、大

体の方が家を建蔽率 15％くらいで建てており、車 2台で生活している。駐車場

を 2台分つくり家を建てると、落雪の関係で、樹木は生えない。さらに、敷地

内で雪を処理できないため、土地を買い足す。私の家も、最終的に 400坪まで

買い足した。それでやっと樹木が 20本ほど生えた。雪を処理する場所もあり、

子供も遊ぶことが出来、バーベキューなども出来る。400 坪をもって、やっと

そのようなスペースが確保できる。ニセコとはそういう場所だ。都会で 100坪

で建蔽率 20％というと余裕があるように感じられるかもしれないが、ニセコで

は樹木も生えない。イメージしているような、ニセコでの豊かな生活にはなら

ない。購入された方々が実際に来られた際、ニセコに来てよかったと思える計

画にはなっていない。反対している訳ではなく、それを伝えている。 

(pt佐藤）：近隣の分譲地を見させていただいたが、100坪単位の分譲が多いイメージだ。

樹木が生えている家も実際に拝見した。見た限り、今回の計画と同じような区

画での分譲が、いろいろなところで行われているのが現状だろう。ただ、レフ

コさんが言っている、都会の 100坪とは違うという問題も分かっている。その

うえで、我々は建蔽率も 20％以下に落とし、除雪に関しても、本当にこれで除

雪ができるかどうか考えている。 

レフコ：除雪はお金をかけ、エネルギーを使えばいくらでもできる。ニセコ町が環境モ

デル都市になっているのはご存知か。2050 年までに CO2 をゼロにするという

目標もある。2050年、化石燃料が使えなくなったときに、どのような除雪をす

るか。 
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(pt佐藤）：そうなった場合は、近隣の方とともに選択することになると思うが、現時点

では、どこの地域でも明確な答えは出ていないだろう。 

レフコ：出ていないが、これから私たちひとりひとりが考えて、答えを出していかなけ

ればならない。 

(pt佐藤）：その部分に関しては当然賛成する。その方向で進める。 

レフコ：その方向とは。 

(pt 佐藤）：今の段階ではわからないが、近隣住民の方々の意見に沿った形で除雪をす

る。具体的に何をどうするかまでは、現段階では誰も出せないだろう。そのタ

イミングで一番良い方法を取るということが、現時点での返答になる。 

男性 ：私たちは除雪をする際、排雪する必要性が無いように、コミュニティ協定で定

めている。排雪エネルギーを使うのは、環境のことを考えると良くない。その

土地で処理した方が良い。PLANETの計画では、排雪をしなければ成り立たない。

そこはどのように考えているのか。 

(pt 佐藤）：排雪しなければいけない土地は我々の計画している土地以外にも多数存在

している。2050 年に排雪しないで済むよう土地の取得をするなどできることは

あると思うが、現段階では具体的な排雪方法を明確にお答えすることは出来な

い。 

沼尻 ：では、除雪業者にお断りされたということについてはどう思うか。無理な計画

だから業者に断られ、独自の除雪をしなければならなくなったのではないか。 

(pt佐藤）：我々の計画に無理があり、除雪が出来ないという訳ではない。 

沼尻 ：失礼した。 

 

レフコ：除雪時や建物の暖房使用時等に排出される温室効果ガスの量は計算しているか。 

(pt佐藤）：私は現段階では把握していない。計算すればわかるだろうが、資料として提

出すべきものなのかどうか現段階ではわからない。 

レフコ：答えなくてもよいが、計算してみると良いだろう。おそらく大量の温室効果ガ

スが排出されることになる。ニセコ町が一年間に排出する温室効果ガスの量は

ホームページに記載されている。Planet の計画で排出される温室効果ガスの

量を比較してみると良い。ニセコ町の放出量の何％になるはずだ。 

(pt佐藤）：計算して確認する。開示ができるかどうかについては社内で協議する。 

レフコ：今後、温室効果ガス放出量について、建物の性能表示が義務付けられてくるだ

ろう。東京ではすでに義務付けられている。 

(pt佐藤）：私も同意だ。 

 

斎藤 ：White villas2 が別荘地なのであれば、道路の幅は 8m で良いが、簡易宿所の

場合だと不特定多数が出入りするため、9mにしなければならない。簡易宿所で
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ないことを証明してほしい。 

(pt佐藤）：White villas2 は別荘地として計画している。そもそも、現計画の道路幅で

簡易宿所として申請できない。田上先生が詳しいので話してもらいたい。 

田上 ：現計画の道路幅では簡易宿所として申請できない。都市計画法上での開発申請

では、別荘となっている。住宅、別荘以外にはなり得ない。 

斎藤 ：では、販売時の説明に、簡易宿所としては利用できないことを明記すべきだ。 

(pt佐藤）：参考にする。 

斎藤 ：別荘として利用するのは良いが、購入者が滞在していないときはどうするのか。

購入者に対して、なにか提案をされているのか 

(pt佐藤）：購入者がいつ不在になるかは、我々が関与するところではない。 

斎藤 ：重要事項説明のなかに、何らかの形で明記するようにしてほしい。 

(pt佐藤）：参考にする。 

斎藤 ：脱法行為にならないよう、しっかり対策をしてほしい。 

(pt佐藤）：先ほども伝えたが、簡易宿舎として申請できないため、脱法行為にはならな

い。 

斎藤 ：新規の場合は道路にあった内容でしか申請することが出来ないが、8m の道路

が出来た後、道路に面した建物すべてが簡易宿所として申請出来ないかという

と、そうではない。建物が出来てから時間が経過しても、簡易宿所として使用

されないことを明確に証明してほしい。 

(pt 佐藤）：いままでも公の場で言わせてもらってきたが、簡易宿所としては使用しな

い当然、購入者にもしっかりと伝える。 

斎藤 ：重要事項説明に明記してほしい。 

(pt佐藤）：参考にする。 

斎藤 ：担保がほしい。 

(pt 佐藤）：重要事項説明に記載したとしても、契約書を斎藤さんに見せる訳ではない

ので担保にはならないのではないか。契約書に明記するかしないかの判断は

PLANETが行うが、一意見としては参考にする。何度も言うが、簡易宿所として

は申請できないため、別荘として販売を行う。 

斎藤 ：時間の経過と共に別荘の使用目的が変化するのでは？ 

(pt佐藤）：8ｍ道路で簡易宿泊施設の申請が通るのか？ 

斎藤 ：既存の建物であれば簡易宿泊施設として認められるケースもある。それを踏ま

えると White villas2も将来的に見据えると使用用途が変わってもおかしくは

ない。 

(pt佐藤）：PLANETとしては 8m道路において簡易宿泊施設の申請は通らないものと認識

している。また、今回別荘として販売する計画でプロジェクトを進めているの

で、簡易宿泊施設としての申請は通らないことを明言させて頂く。これに関し
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ては、今役場の方も説明会に参加されてる中で、はっきりと明言させて頂いた

ので信用して頂く限りである。担保とはどの様なものが担保になるのか？ 

斎藤 ：それは PLANETが考えてほしい。 

(pt佐藤）：また時間を設けて個別に対応させて頂きたい。 

斎藤  ；個別ではなく公の場においてお答え頂きたい。それが担保にもなる。 

(pt佐藤）：仰る通り公の場で名言させて頂いた。 

斎藤  ：将来に渡り使用用途が変わらないことを担保してほしい。 

(pt佐藤）：重要事項説明書及び管理規約等に明記させて頂くことで良いか？ 

レフコ ：第 5回の説明会を開いてほしい。White villas2の予定地に隣接する近隣住

民の方々がまだ充分に理解、納得されていないと推測するにあたり、本日上が

った議題に関して再度説明を求める。 

(pt 佐藤）：第 5 回説明会に関しましては町との協議の上でご連絡させて頂く。また、

要望に上がっていた区画を広く取る変更については、販売事業上大きなリスク

が発生してしまい、多額の損失を抱えてしまう恐れがある事から、変更に関し

ては難しい事をご理解いただけると幸いだ。並びに景観条例にも具体的に区画

に関しての明記は無く、区画の面積において望ましい面積は個々の主観による

ところが大きいものと考える。当然弊社としては、法令及び条例を順守した上

で事業を進めて参りたい。 

 

3:05:00～ 

(井上）  この地域においてコミュニティ協定が結ばれているのはご存じか？ 

(pt佐藤) コミュニティ協定については伺っている。当然購入予定のオーナー様にも周

知する考えでいる。 

(井上） コミュニティ協定については、町に申請して認定をして頂いている。このコ

ミュニティ協定の中身をしっかり理解した上で、どの様に対応出来るのか次回

説明して頂きたい。協定には住民達が地域において何を大切にしているのか、

文言が明記してある。これについては町が承認しており、景観条例にも謳って

ある。この事実を踏まえて PLANET はどの様にお考えなのか、次回お聞かせ願

いたい。 

(pt佐藤) コミュニティ協定の内容を確認させて頂き、弊社の方で返答させて頂く。ま

た、これに関しては web上に開示させて頂く。 

(井上） コミュニティ協定のお話を聞いていると景観条例を正しく理解しているとは

思えない。施行規則等もしっかりと内容を理解し、審査基準や 9項目に渡る配

慮事項について、それぞれ PLANETがどの様に配慮しているのか説明願いたい。 

(pt佐藤) 景観条例及びコミュニティ協定については、弊社の方で速やかに回答を準備

して HP上で開示させて頂く。 
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(金澤)  色々なご意見が見受けられたので、整理して提出の方宜しくお願いする。        

2 週間の期間を資料公開と意見を募るものとしている。本日参加できなかった

方のご意見等も踏まえて、まとめてご報告の方宜しくお願いする。今後につい

ては、現段階で私の方で判断しかねるので、まとめて報告して頂いた内容をし

っかりと精査して、町の方で協議して今後の方向性を示していきたいと考えて

いる。 

（山﨑） 時間となるので説明会を終了とさせて頂く。今回役場の方からの指導もあり

景観条例以外の質疑に関しても、誠心誠意受け答えさせて頂いた。        

本日、皆様から頂いた貴重なご意見等については、弊社の方でしっかりと協議

していく。 

（山﨑） 本日はお忙しい中、誠に有り難う御座いました。 
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