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日 時   平成２２年１０月１２日（火）１５：３０～ 

場 所   北広島市消防本部３階 防災会議室 

出席者   会長       瀬戸口 剛 

      副会長      太田 清澄 

               長南 秀之 

                  伊藤 寛 

                  東谷 和雄 

                  中川 昌憲 

                  木村 公昭 

                  寺分 三男 

                  大滝 和子 

 

 企画財政部長    岩泉 功一 

        都市計画課長    髙橋 孝一 

        都市計画課 主査  千葉 英典 

              主任  式場 昭 

              主任  笹原 拓己 
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○髙橋課長   それでは、定刻を過ぎましたので、只今より平成２２年度第２回北広島

市都市計画審議会を開催させていただきます。会長が決まりますまでの間、

司会進行を務めさせていただきます、都市計画課の髙橋でございます。よ

ろしくおねがいいたします。 
        それでは次第に従いまして進めさせていただきます。岩泉部長より、皆

様方に委嘱書の交付させていただきます。お名前をお呼びしますので、そ

の場で委嘱書を受領して下さい。 
 
       （出席者全員に委嘱書を交付） 
 
○髙橋課長   それでは、会議次第３番部長挨拶ということでございますが、時間の都

合もございまして、割愛させていただきます。 
        皆様に委嘱書を交付いたしましたが、２年間の任期ということで、８月

３１日で任期が切れたところでございますが、改任にあたりまして検討し

た結果、現在審議中の案件もあるので、皆様には継続で委員を務めていた

だきたい旨のお願いをいたしまして快諾をいただいたところでございます。 
ただ、これからご紹介します長南委員につきましては農業委員会推薦でご

ざいますが、前任の野村さんについては諸事情があり続けられないという申

出がございましたので、新たに農業委員会から選考していただきました。 

長南委員につきましては、農業委員会の委員協議会会長をなさっています。

一言ご挨拶をいただきたいと思います。 
 
○長南委員   皆さん初めまして、長南秀之といいます。只今ご紹介いただきましたよ

うに北広島の中の沢で農業をしております。私は、皆さんには大変失礼な

んですが、都市計画については何も分からないまま今日出席いたしました。

これから勉強させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。 
 
○髙橋課長   長南委員ありがとうございます。 

それでは、次第５に移ります。会長選出についてでございます。会長の選

出につきましては、審議会条例第４条第１項の規定により委員の皆様の選出

によって定める。となっておりますが、事務局として提案させていただきた

いのですが、これまでの審議継続ということも含めて、瀬戸口委員に会長を

続投していただきたいと思いますが皆様方よろしいでしょうか。 
 
（一同、賛成） 
 

○髙橋課長   それでは、全員の挙手によって、承認されたということでございますの
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で、瀬戸口委員に会長の任を務めていただきたいと思います。 
 
○瀬戸口委員  よろしくお願いいたします。 
 
○髙橋課長   それでは、会長は席を移って正面の方へ。 

これからの議事につきましては、会長の司会でお願いいたします。 
 
○瀬戸口会長  前回に引き続きまして、会長の職を承認いただきましてありがとうござ

います。今後とも皆様のご協力の基に都市計画審議会を運営させていただ

きたいと思いますので是非ともご協力よろしくお願いいたします。 
        それでは、会長代理（副会長）の指名をさせていただきたいと思います。

これも前回と同様に太田委員にお願いしたいと思いますけれどもよろしい

でしょうか。 
 

（一同、賛成） 
 
○太田委員  よろしくお願いいたします。 
 
○瀬戸口会長  それでは、今日の審議にこれから移らせていただきたいと思います。審

議に入る前に議事録署名人の指名をさせていただきたいと思います。今日

は５番の東谷委員と、６番の中川委員にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
        これからの部分につきましては、議事に従いまして進めさせていただき

たいと思います。 
        それから、今日の審議会の成立について事務局の方からよろしくお願い

します。 
 
○笹原主任   それでは、本日の審議会の出席者でございますが１０名中９名のご出席

で審議会条例第５条第２項の規定により本審議会は成立する旨ご報告いた

します。 
 
○瀬戸口会長  今日はご欠席一名だけです。審議会は成立ということで承知していただ

きたいと思います。 
        それでは今日の本題に移ります。今日は報告案件が１つありますので、

これについてご意見を伺っていきたいと思います。お手元に資料が有りま

すけれども、長期未着手都市計画道路の見直しについて事務局からご説明

お願いします。 
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○千葉主査   都市計画課の千葉と申します。よろしくお願いいたします。 
        それでは、お手元の資料に従いまして説明させていただきます。 
        都市計画道路の見直しの目的ですが、北広島市の都市計画道路は市街地

の拡大などに伴って、整備拡充を行って来ましたが中には長い間整備が行

われていない路線もございます。一方近年の社会情勢の変化などにより必

要性などが薄れてきている道路もあると思われます。 
また、長期間整備が進まないことによる地権者や沿線住民の皆様の生活等

のよる影響も考慮しなければなりません。従って、都市計画道路の見直しが

求められており、このような状況を踏まえて北海道が平成１９年に策定しま

したガイドライン等を参考として、北広島市の都市計画道路の必要性などを

検証し見直しの基本的な方針を策定するということで今回審議をお願いす

るものでございます。 
        これまでの経緯ということで簡単に説明いたします。今年４月２６日に

行われた第１回都市計画審議会におきまして、都市計画道路の見直しにつ

いて諮問をさせていただきました。その際に専門委員会の設置もご承認い

ただきました。これを受けまして名簿にあります４名の方に専門委員をお

引受いただきました。 
東谷委員につきましては、本審議会の委員でもあり北海道空知総合振興局

札幌建設管理部千歳出張所の所長を務めておられます。 
        岸委員につきましては、北海道大学准教授で専門委員会の委員長をお願

いしております。 
        鈴木委員につきましては、北海学園大学准教授で専門委員会の副委員長

をお願いしております。 
        田巻委員につきましては、元札幌市の職員で街路事業などの経験が豊富

です。尚、岸委員と田巻委員につきましては、共に北広島市の市民であり

ます。 
        本年５月に第１回専門委員会を開催しまして、見直し対象路線の現状・

見直しの手順の説明を行って現地を確認していただきました。７月に第２

回、８月に第３回を開催し検討を進めた結果、見直しの方向性が概ね固ま

りつつあることから今回の審議会に於いて中間報告を行うこととなりまし

た。 
        続きまして見直しの手順でございます。まず見直し路線の抽出をいたし

ます。路線毎に必要性や実現性などを検討し、その方向性を判断いたしま

す。現在はこの段階にございます。 
        続いて見直しの方針の決定した後、新たな道路網について検討して支障

がなければ見直し方針の原案となります。 
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        続きまして、これが北広島市の都市計画道路の全路線ですが、全部で３

６路線、延長約７１㎞です。この中で４番の中央通、５番の北進通、１８

番の東栄通、２４番の輪厚中央通この４路線につきまして、最低でも２２

年以上経っておりますので、見直し対象ということでノミネートいたしま

した。 
        続きまして、ノミネートした４路線を抽出してまとめた表ですが、北進

通につきましては、①と②で、状況が異なっていますので２つに分けて考

えました。合計で約６㎞の延長となっております。 
        続いては、図面ですが右側の図面の北進通①につきましては、道道江別

恵庭線を起点として、北広島団地に向かう２，４５０ｍの区間です。これ

は全くの未整備で完成するためには、用地の取得も含めて新設整備が必要

となっております。 
その上の方に行きまして、北進通②となり、道道栗山北広島線から北西に

延びる８３０ｍ区間ですが、車道の２車線と片側の歩道だけ整備されており

ます。反対側の歩道については未整備です。用地は用意されてありますので、

片側の歩道の整備は拡幅しなければなりません。 
        中央通は、東栄通から道道江別恵庭線までの３００ｍの区間ですが、全

くの未整備で残されております。用地も含めて新設整備が必要です。右側

の建物が支障物件です。 
東栄通は１８４０ｍの内、市街地の区画整理の１４４０ｍ区間は半断面、

車道２車線と片側歩道が整備済ですが残りが未整備です。従って半分の拡幅

整備が必要で終点側４００ｍについては、完全な新設整備となります。用地

については取得されておりません。 
        左側の図面に移りまして、輪厚中央通ですが輪厚市街地にコの字型に配

置されて、国道３６号から国道３６号に抜ける道路です。中間部の５４０

ｍが未整備で残されています。完成するためには、用地の取得と新設整備

が必要です。 
        続きまして当初の計画決定された当時の考え方についてご説明いたしま

す。北進通と東栄通につきましては、将来的には構想を含めてこういう形

で考えていました。左側の北進通の方は、北広島団地の整備に合わせて昭

和４４年に都市計画決定されましたが、当時は南の里に開発構想があり、

これと北広島団地を連絡する構想で道路を計画しております。北進通の上

の方につきましては将来的に国道２７４号に接続するという構想がありま

した。 
        右の図面の東栄通につきましては、道道江別恵庭線のバイパスとして東

部市街地を迂回する構想に基づいております。この構想に基づいて市街地

整備事業に合わせて、昭和５４年にその一部を計画決定したもので、中央
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通も延長してそれらと結んでネットワークを形成しております。 
        輪厚中央通につきましては、地区内完結の道路で将来的に地区外に伸び

る構想はございません。 
        続きまして、道路の断面図でございますけれども、北進通①につきまし

ては巾が２５ｍの４車線道路です。 
 北進通②につきましては、巾が２０ｍの２車線道路で現状では下の赤い

図面のとおり歩道と車道が２車線で整備されており、点線部分が出来上が

れば完成となります。 
        輪厚中央通につきましては、１８ｍの２車線の道路。 

中央通の断面は３０ｍの幅員で４車線の道路。 
東栄通につきましては１６ｍの断面が２つ。農業用水を挟んで両側に平行

して走る道路になっておりまして、その半分の断面の下の赤い部分が出来上

がっておりまして、完成させるとしましたら反対側にも同じ様な断面を作る

ことが必要です。それから終点側につきましては、下の様になってきまして、

幅員３０ｍの４車線ということになります。 
次は写真で見ていただきたいのですが、北進通①につきましては１番の

写真は道道江別恵庭線から見た写真ですが、広大な畑が広がっています。

２番は市道の音江別島松線から起点側を振返って見ておりますけどもこれ

も畑が広がっております。同じ場所で終点側を振返りますと林がありその

奥にはホクリョウの建物が有るんですが、この写真には写っていませんが

これは支障物件となっています。４番は、団地に向かってそこから起点側

を振返って見ておりますが、画面の奥に音江別川がありましてその先に畑

が広がっています。 
北進通②ですが５番は道道栗山北広島線の交差点から坂を登って下の方

を見ている写真で右側に歩道がございます。完成するには左側にも同じ歩

道を整備する必要があります。６番の輪厚川に架かっている北進橋ですが、

赤い桁がございましてこの部分が車道になっておりますが、歩道を整備す

る場合は、この横に張出して歩道を作る形になります。７番、８番は沿線

の状況で、８番は左側に北広島高校が見えます。９番は終点で奥には養護

施設や福祉施設等がありましてこの道路も程々に利用されております。 
中央通につきまして、これは起点側１番ですが道道江別恵庭線方向を見

ておりまして奥に市街地が見えております。２番は途中の市道の崖の状況

です。３番も崖の状況です。４番は喫茶店が有るんですけれども、その向

う側が道道江別恵庭線でこれは支障物件です。ここで、振返って見ますと

道道江別恵庭線と平面交差を挟みまして支障物件が並んでいます。 
東栄通につきましては輪厚川の堤防沿いの市道から始まりまして、２番

は右側が市街地で、左側は農業排水。３番も同じような状況です。この農
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業排水の左側に更に幅員１５ｍ分を作りますと完成断面となります。４番

が市街地の終わりでこの先は整備されておりません。５番が終点側から振

返っていまして草地等が広がっております。 
輪厚中央通ですが、１番はこの先地形的に上がっており、８ｍ位の高低

差がございます。２番と３番に行きますと一番高い所で、住宅地が２件有

り支障物件となっております。４番は終点に向かって下り勾配になってお

り、その先には牧場の納屋等が支障物件となっております。５番は、起点

側を振返って見てまして牧場の納屋の状況と既存の交差点の状況です。 
続きまして、見直し対象路線の方向性ですが、必要性の検証では道路周

辺の状況や計画決定した当時の考え方等を踏まえて、道路の機能を検討し

必要性の判断をしています。この表は道路の機能ということで参考に示し

ております。機能につきましては、①交通機能で人や車が通行するための

空間であり沿道サービスとするための機能があります。②空間機能という

のは道路施設によって生じました空間の利用を考えたもので、環境保全の

ためですとか、災害の避難路とかバスや路面電車等の公共交通のための空

間、上下水・電気・ガスなどのインフラを収めるための空間等多様な機能

がございます。③道路の存在によって市街地が促されるというようなこと

もございます。 
続いて実現性の検討ですが、見直し対象路線が該当します様々な環境を

整備して事業を実施した場合の影響、又は課題について整理します。又、

課題が生じた場合は例えばその路線をルートを変えたりして、課題を解消

できるか検討します。 
以下路線毎の課題などお示しいたします。 
 

○瀬戸口会長  いきなり道路の話に行きましたけども、今回初めての方もいらっしゃい

ますので、何で都市計画道路の見直しを行っているのか。これは北広島市

だけではなくて全国的にやっている。その動きですとか、どの様なことが

要件として係るのか前段の話をまずしてもらえますか。そうしないといき

なり細かい話をしても、これがどういう意味があるのか理解できないので、

そこを話していただいてそれから続けて下さい。それから５３条許可物件

は、どの様な条件だと５３条の許可物件になるのかも説明していただく必

要がある。都決を打ってから建物が出来ている。５３条の許可についても

説明して下さい。 
 
○千葉主査   都市計画道路の見直しは、国は都市計画道路が長期間未整備の状況にお

かれていることを考えて、平成１４年に全国都市計画担当課長会議で、都

道府県が見直しするための方針等を策定して、各市町村を支援するとの考
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えを示しました。それを受け北海道が平成１９年に都市計画道路の見直し

についてのガイドラインを策定しました。それを受けまして、私共が現在

策定の見直しを進めている状況でございます。  
        本市では２０年間以上整備されてない道路につきまして対象としてピッ

クアップいたしましてご議論いただいているところでございます。 
        今委員長からお話のありました５３条物件でございますけれども、都市

計画法５３条の許可物件と申しますのは都市計画決定された道路予定地に、

例えば家を建てたいと言ったときに、一定の条件を持ちまして許可するこ

とになります。一定の条件と申しますのは、比較的簡単に移転できる物件

ということで、例えば簡易に除去できる２階建ての住宅は許可になります

が、それ以上の大きな建物については許可できません。北広島市につきま

しても何件か５３条許可物件がございます。 
 
○瀬戸口会長  都市計画法では都市計画道路を指定して、そこは将来の市街地の拡大に、

その道路が必要だと見込まれる場所には、都市計画決定をします。それは

民地の上にするので個人が所有している土地利用を制限する事になります。

その人は勝手に高い建物等を建てられないというような制限を受けます。

ところが、その都市計画決定をしてから２０年以上、２０年というのは目

安ですが、長期に渡って決定をしたのに道路を作らない、買収をしないと

いうことは、その地形を制限して置きながら、その人の利用を有る意味宙

ぶらりんにする様な状況が生じるので、何年か前に裁判が有り、これにつ

いては国は都市計画決定をして長期間放置されているものは、何らかの方

針を示すべきだという裁判所の判定が有り、それを受けて国が一斉に全国

の都市計画決定の道路で、長期未着手のものについては継続するのか廃止

するのか判断をしなさいという国の方針が決まりまして、それを受けて全

国の市町村で都市計画決定の道路を見直そうという動きが出ている。その

一環で、この見直し作業が北広島市でもやられる。恵庭市や札幌市でも同

様に行っています。北広島市では２０年、他でも大体２０～３０年を目途

に長期未着手として扱っています。全国的にも２０～３０年着手されてな

いものをピックアップして、今の時代でも必要かどうか判断する作業を行

っている事をご理解いただきたい。それで、４の都市計画道路の一覧の中

で、５つ２０年以上経っても完成していないものもありますので、これに

ついて今回色々検討していくという展開です。では、方向性について続け

て下さい。 
 
○千葉主査   見直しの方向性につきましてご説明いたします。まず、北進通①でござ

いますけれども、先程図面でお示ししました様に南の里地区に構想のあっ
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た団地開発の見込みが全く無くなり、現在は特別緑地保全地区となり、土

地利用が出来なくなりましたので、北広島団地への連絡という機能が無く

なりました。またパーソントリップ調査では、将来の交通需要等が出てき

ている訳ですが、将来的には交通需要が減少することになりますので、こ

こでは江別恵庭線を補完する機能も薄れて来ております。更に整備するに

あたりましては、橋梁の整備や用地買収が必要であり、ホクリョウの敷地

を分断することにより移転補償・営業補償等事業費が増大するという様な

課題も抱えております。従ってこの２，４５０ｍ区間につきましては、廃

止する方向で検討を進めております。 
        北進通②ですけれども、将来的に国道２７４号へ連絡するという構想が

既に道路網の構想から外れており、国道方向へ伸ばす必要性がありません。

しかし、周辺の高校や体育館などへのアクセスのために広島公園通とネッ

トワークを確保する事は必要と思われます。従って道道栗山北広島線から

広島公園通までの約４３０ｍを存続とし、その先の終点側約４００ｍにつ

いては廃止の方向で検討いたします。尚、整備されていない片側歩道部分

につきましては、周辺施設の利用者の歩行者のネットワークを確保すると

いう意味合いから今後整備が必要と思われます。 
 続きまして、中央通でございますけれどもこれは東栄通と接続して北広

島団地と東部地区を結ぶネットワークを形成しておりますが、これは道道

江別恵庭線から駅前通等を経由するというような別のルートで代替えする

ことが出来ます。この区間については高低差が大きく沿線市街地や市道へ

の接道が困難な事と、擁壁等の構造物による工事費の増大等の課題もあり

ます。また用地買収や移転補償も必要です。将来の交通需要が減少傾向に

あることから、この３００ｍの区間は必要性が低いものと判断し廃止する

方向で検討を進めます。尚、周辺土地利用が具体化して来た場合には、あ

らためて道路計画を検討するものといたします。 
 続きまして、東栄通でございますけれども道道江別恵庭線の交通量が市

街地の辺りで１日約２万台ございます。これは交通容量の約７０％程度で

余裕があります。将来の交通需要は減少傾向にあることから、バイパスの

必要性はないものと判断しました。もしバイパスとして整備するのであれ

ば、橋梁が２か所必要になり財政的な課題も生じます。又、中央通とのネ

ットワークにつきましては、中央通の場合と同様に替りの路線が考えられ

ます。従いまして、東栄通は全線１、８４０ｍを廃止する方向で検討いた

します。 尚、これにつきましても将来周辺の土地利用が、もし具体化し

た場合につきましては、あらためて道路計画を検討する事といたします。 
 続きまして、輪厚中央通でございますけれどもこの道路は輪厚市街地の

骨格を形成するもので代わりの道路がございません。また北広島市都市計
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画マスタープランにおきましても輪厚中央通の整備促進がうたわれており

ます。従って輪厚中央通につきましては存続する方向で検討を進めます。

尚、市街地南北の連絡につきましては、現在交通量の多い国道３６号に頼

らざるを得ない状況にあることから、例えば地形なりの縦断勾配で暫定断

面等によって整備するなど、現実的な対応により市街地間を連絡する事を

優先すべきであると考えております。又、沿線の既存住宅地との接道にも

十分に配慮する必要があります。 
以上の見直しの方向性をまとめたものでありまして、北進通①について

は廃止の方向、北進通②については一部廃止の方向、中央通と東栄通につ

いては廃止の方向、輪厚中央通につきましては存続の方向となっておりま

す。次の図面につきましては方向性を示したもので、廃止の方向で検討を

進めている個所につきまして赤で示しております。以上で方向性は終わり

ます。 
最後に今後の進め方ですが、第４回専門委員会を１１月に予定しており、

第５回は１月に予定しておりまして、ここで出ました方針を報告書として

まとめまして、２月に第３回都市計画審議会を開催して、最終的な報告の

提出、それにつきまして審議会としての答申をいただきまして、都市計画

道路見直し方針の原案として作成したいと考えております。原案ができま

したら、関係機関との協議・調整及び地権者や地域住民の合意形成を得ま

して、都市計画法による変更・廃止の手続きと考えております。以上で説

明を終わります。 
 
○瀬戸口会長  確認しますが今日は中間報告でご意見を伺って最終的な決定は、来年の

２月になりますので今日ここで変わるという事はございませんので、まず

今日はどの様な方向性で検討されているのか、皆さんにお知らせするとい

う段階だという事をご理解いただきたいと思います。 
２２ページの表現の方法で見直しのまとめがあって、廃止の方向・一部

廃止の方向とか書いてありますが、他の街でも同じ議論していて誤解を受

けやすい表現で、例えば東栄通を廃止の方向っていうのは現道を廃止する

と理解されてしまいます。一般の人は道路自体を廃止するというふうに理

解されて、都市計画道路の廃止か都市計画決定の廃止という表現をしない

と道路自体が無くなるという言い方をされるので、これは注意していただ

きたいと思います。 
それではご意見を伺っていきたいと思いますけれども、大体今日の話の

中で５路線のうち４路線は廃止又は一部廃止、それで輪厚中央通のみ継続

という事で今検討していただいています。これについて用語の分からない

点ご質問も含めていかがでしょうか。 
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○木村委員   今後のスケジュールという事で専門委員会の設置を１回目の審議会で承

認して、今日が中間報告と意見反映で次回が最後で２月。審議会として中

間報告を受けて検討する時間は、今日しか無いのかどうかというのが１つ

です。 
それから、専門委員に今日の意見反映を是非して下さい。ただし、その

結果意見反映しましたとか、出来ませんでしたとか回答がいつ出されるの

か。２月に方針として出来上がった時点では審議会として答申しなくては

いけないという日程になります。このスケジュールでは、審議会が責任を

負える見直し方針が策定される日程となっているのか疑問に思います。 
何点か確認させていただきたいのですが、今日専門委員の方が、札幌建

設管理部千歳出張所の所長さん以外いらっしゃっていないんですが、ここ

で今議論が出た部分は、当然行政が専門委員会に伝達する事になるんです

けれども、本当に伝わるのかが疑問です。 
具体的な部分で何点か触れさせていただきますが、北進通②の公園通で

都市計画道路については終点といたします。それ以降は一般道路として存

続をいたします。公園通までは片側歩道ですが、それは都市計画街路とし

て公園通までは整備するという事を前提にした決定だという事でいいので

すか。例えば橋が片側歩道しかないです、そうすると別に歩道専用の橋を

架けるか拡幅しなければならないし、その終点側には長い法面があります。

そこに歩道を作らなければいけない、それを含めた上での一部廃止という

議論になるのかどうか。 
それから、中央通を東栄通まで繋げるのは廃止する理由として、約１０

ｍの高低差がある。これが１つの理由だというのはおかしいのではないの

か。何故かというと都市計画決定時点からこの高低差はある、初めからあ

るにも関わらず今回廃止に向けて理由にあらためて上げるというのは、客

観的に決めた理由となるか整理する必要があると思います。 
最後に輪厚中央通については、都市計画道路として整備していく価値の

ある道路だと現在専門委員会で検討中となっていますが、前々から議会で

も相当この議論が出ていまして、是非整備してくれと要望している。これ

は地域だけでなく、議会としてもすごく注目している道路です。問題は都

市計画決定から２０年以上経って整備されていないのに、これを今後も残

したとして、誰がどういう手法で具体的にいつ整備完了させるのか。レベ

ルは下げるかもしれないし、断面としては色々手を尽くす。何年後に開通

させるのか、整備出来なければ誰がどういう形で責任を取るのですか。そ

の部分が担保されずに、単に整備の継続性はあると、審議会として報告す

るわけには行かないのではないか。これが５年か１０年しか経ってないの
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であればまだいいと思います。２０年以上経った物件を単に整備の必要性

有りますという報告だけで終わるのは、今回再検討を行うのであれば、や

はりお尻の部分はきちんと決めないと再検討の意味が無い感じがします。

そこを今後十分審議をするということで、専門委員の皆さん方に報告をし

ていただきたいと思います。 
 

○瀬戸口会長  はいありがとうございます。まずスケジュールについては、臨時に開催す

ることは可能ですので、委員の皆様は例えば１２月の中間で、再度検討する

事が必要だと要望されれば開催することは出来る。今後のそれぞれの道路に

扱いついてはお答えをお願いします。 
 

○髙橋課長   今日は専門委員会の岸委員長に是非出席していただいて、岸委員長から

説明の予定でしたが、どうしてもスケジュールが合わないので事務局から説

明させていただきました。今後こういう場があれば岸委員長は説明したいと

いう意向がありますのでご理解いただきたいと思います。 
何点か木村委員からのご質問でございますけれども、北進通②はご指摘

のとおり、橋梁の拡幅と耐震基準の課題があります。現在車道２車線、片

側歩道の断面で出来ていますが、車道については道路構造令の基準を満た

しています。歩道を利用するのはほとんどが北広島高校の生徒で、現在の

片側歩道で事故や危険な状況ではありません。けれども信号機のない交差

点もあることや、当該地区には、総合運動公園・北広島高校・石狩教育セ

ンターなど文教・公園施設があることから、将来的には歩道を全断面完成

させて、公園通まで繋げるべきという意見を専門委員会の委員にいただい

たところでございます。 
中央通ですが、木村委員のおっしゃる高低差は最初から分かっていまし

たが、昭和５６年都市計画決定した時の経過をご説明いたします。 
東栄通の必要性は、道道江別恵庭線が当時は２車線道路で２万台を超え

て、狭くて交通量が多い状態でした。昭和５６年の決定時には、市街地の

交通量が多く危険なため、道道江別恵庭線のバイパスとして東栄通を計画

し、当面のネットワークとして中央通に接続させたものであります。 
東栄通の必要性については、パーソントリップ調査で道道江別恵庭線の

交通量は平成２１年が２１，４００台、平成４３年では１６，４００台で、

約７７％に落ちるという予想がされております。従いまして、現在でも交

通容量に余裕があり、２０年後は今よりも５，０００台位減ります。そう

なると東栄通のバイパスとしての必要性が益々無くなってきます。中央通

はネットワークとして繋いでいましたが、駅前通が代替となることから繋

ぐ必要性が無いというのが専門委員会の意見でございます。 
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それから輪厚中央通の実施時期ですが、輪厚中央通に限らず存続するも

のについては、建設部局と調整が必要になって来ます。今後建設部局と情

報を共有して意思統一し、実施に向けた検討を調整したいと思っています。

また、存続ということになれば議会からもいつ実施するのかといった質問

も出ますので、私共としては今検討中の推進計画の中で反映されるものと

思っていますが、年次までは言い切れないというところが率直なところで

ございます。 
 

○瀬戸口会長  よろしいでしょうか 
 

○木村委員   よろしくない部分もありますが、意見として私はその様に考えますので

理解していただきたいと思います。 
 

○瀬戸口会長  今は都市計画決定の議論ですけど、都決というのは何年に実施するとい

うところまでは決められないです。造るか造らなか決めるのが都市計画決

定ですので、いつ実施するかというお考えは良く分かりますが、それは事

業計画の中でまた落し込んで行くしかない。手続き上はそういうことにな

ります。 
この輪厚中央通を先程から拝見すると航空写真から見ても、市街地が出来

ている。これは何で造っていないのか、専門的な意見で無く常識的に見ても

これは既に造ってしまうべきだろう。手が遅れたために５３条許可をする状

況になっているのです。本当は最初に造っていれば５３条許可も出てこない

ので遅れているというのが率直な印象です。 
 

○髙橋課長   専門委員の全員からもそういう声をいただきました。現地を見た後にな

ぜ道路を整備していないのか。これまでの経過を説明しましたが、先程千

葉からも説明したように、実施にあたっては完成断面でなくても、市街化

区域の半断面、補助制度が無いのであれば交付金使う、まずは繋げること

が１番まちづくりで必要だというご意見は全員からいただいております。 
 
○太田副会長  私だけが分かってないのかと思って質問しようと思いましたが、輪厚中央

通に関しては何か背景にあったのかとしか思えないんですよ。何で道路を造

っていないのか色々な背景等を理解していないと、責任持たないで都計審が

判断していいのかということになります。  
 今会長がおっしゃった様にどう見ても不自然です。背景がどういうところ

にあったのかが聞かされないと、これは非常に微妙なニュアンスを含んでい

ると思います。 
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○瀬戸口会長  いかがでしょう 
 
○髙橋課長   あらためて説明をさせていただきます。 

平成１６年に輪厚パーキングエリア周辺で民間主導による開発でＷＰＡ

Ｃ計画が提案されました。この計画は当時の小泉内閣の規制緩和の流れを組

んで民間開発を側面的に支援する事業として、平成１６年６月に国の地域再

生計画認定を受けたところです。 
         開発予定区域は市街化調整区域ですが、大規模ショッピングモールとオー

トモールを中心とした民間開発が当初計画されましたので、輪厚中央通等の

道路計画もその中に包含をする。計画内容によっては道路網計画も影響があ

るので、周辺開発の状況を見ながら判断をするということがありました。 
それから６年経ちまして、その間に都市計画法が平成１８年に改正され市

街化調整区域の大規模開発が認められなくなり、経済状況の悪化や、予定し

ていた事業主体が撤退するといったような状況から、現在はＷＰＡＣ計画自

体が頓挫しています。それで５年経った昨年ですが、２年間もう一回検討す

る時間をいただくということで、国に申請し２年間の事業期間の延伸をした

ところでございます。この開発計画があったものですから、計画に合わせて

道路網計画も考えて行く事なっていましたので、単独で街路事業等で先に造

るのでなはく、周辺開発計画に合わせて実施しようという行政側の考え方が

ありました。以上がこれまでの経過でありますのでご理解をいただきたいと

思います。 
 
○瀬戸口会長  ＷＰＡＣ事業に乗っかると道路網整備もその中で出来る可能性があった。         

どっちにしても必要な道路であるので、これはどの様な経緯にしても必要で

あるということですね。 
        他にはいかがですか。 
 
○太田副会長  何点か質問ですけれども、東栄通の都決について根本的に見直そうという

事ですよね。東栄通については、先程半断面でしかも中途半端な形で終わっ

ています。片側歩道で写真で見る限りは、農業用水側は未整備ですけれども、

都決を外したとしても道路としては廃止しないので、都決とは別に整備した

区間を完成形に近い道路整備の在り方とかを考えないと景観的にも道路的

にもどうかなと思いますが、その検討はしていただきたいと思います。 
 
○瀬戸口会長  いかがでしょう。 
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○髙橋課長   ご説明いたします。当時の土地区画整備事業の中で施工した道路でござい

まして、確かに半断面しか施工されていませんが、排水路側に転落防止の柵

を付けており道路構造そのものは現在の構造令基準に合致していますから、

あえて手を加える仕様は無いと考えております。 
 
○瀬戸口会長  ④の写真のところですね。 
 
○髙橋課長   そうですね。道路はあるんですけど砂利道になっているため、少し整備が

必要であると思います。 
 
○瀬戸口会長  はい。他にいかがでしょうか。 
 
○太田副会長  中央通で木村委員から指摘のあった、高低差が大きいというのは都決の時

に見えていた話で、専門委員会に伝えて理由の整理していただきたい。 
１２ページの中央通で５３条物件があり都決を外すわけですが、これから

どういう対応があるか、基本方針としてはどうお考えですか。 
 
○髙橋課長   今後の対応で若干説明不足の部分でございますが、都市計画の方向は決め

ます。ただし、具体的な変更手続きに入る場合は、道の見直し基準の中では

関係地権者との合意形成が大前提です。ですから、当然廃止されたら困ると

言う方もいますし、廃止すべきと言う方もいます。特に５３条の関係者につ

いては色々な思いが有ると思っています。 
ですから、順序としてはまず方針を決めます。その方針をもって関係地権

者との説明会を開きます。そこで、色々な意見があって、合意形成が整わな

い場合は廃止手続きを見合わせる状況になると思います。 
だた、方針として１度は出していますから何とか理解をいただく様に努力

を進めることになると思います。合意形成が整えば都市計画決定の手続きに

戻る。整わない場合は少し待つというステップを踏んで行くことになろうか

と思います。 
 
○瀬戸口会長  そうすると、極めて宙ぶらりんな状況がずっと続くとう可能性がある。 
 
○髙橋課長   実は岩見沢も２年前にやって、説明会を開いて紛糾している例もありま

す。地権者の合意形成を図ることが必要であり、整わなかった場合はその手

続きを中止にするのではなくて、合意形成の努力を進めることになります。 
 
○瀬戸口会長  都市計画決定はされたままの状態だけれども、将来的に道路はやらない
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という方針が出されていて、益々今後は宙ぶらりんな状況になる。そこの対

応の仕方っていうのはどういうふうになりますか。 
 
○髙橋課長   マニュアルに沿って行くと、方針をここで決めて、その後素案については

住民の合意形成を図ることになります。本来は方針を決めて合意形成があっ

て、最終方針という形が一番きれいですが、マニュアルによるとここで一旦

結論・方向を出す。そして関係者に理解していただくというステップです。

ただ、どうなるかはこれからやってみないと分からないですけど結構意見は

いただくと思います。 
 
○瀬戸口会長  全員の合意が必要ということですか。 
 
○髙橋課長   全員とかっていうのはここに入ってないです。概ね合意形成が整うとい

う言い方をしています。ですから我々も全員の合意というのは考えていませ

んが、説明会等を開催しながら多くの方々の意見が整ったのを確認してから

具体的な都市計画の変更手続きに入りたいと思っています。ただ基本的には

専門家の意見と方針ですからここで出した結論は揺るぎないと思っていま

す。 
 
○瀬戸口会長  都決を打つのも都計審で決めますので、住民の全員の合意は無いです。

廃止するのもここで決める事ですけれども、制度はそうであっても実際それ

が動くかどうかっていうのが問題です。 
         今日は議題の都市計画道路について色々審議してもらっていますが、本来

であれば個別の事がどうかでなく、市全体のマス―タープランがあって、今

都市計画道路の廃止になる背景には人口がこれから増えない、北広島も増え

ない状況で、全国的には人口が減る状況が生まれる中で、全体の将来ビジョ

ンで、これから北広島市の場合でも市街地は広げない特に居住地としての市

街地は広げないコンパクトシティの方針になって、それで将来の市街地開発

を見込んでいた道路は要らなくなるのだから廃止する。そういう大きなビジ

ョンの次に、こういう道路の計画という段階形成が理論的には必要だと思い

ます。 
特にこれは合意取れてますからいいと思いますが、南の里の開発というの

は人口増加を見込んでいたけども、今の時代このプロジェクトが動くか動か

ないか問題じゃなくて、北広島市自体が住宅市街地を広げないという１つの

方針を持っていて、その中でのこういう都計審の決定の審議だと。そういう

様な方向性が必要だと思うんですけれども、そういう説明の仕方にはならな

いですか。 
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○髙橋課長   そういう説明の仕方もありますが、今回は道路網としての必要性に絞って

検討しております。 
 
○瀬戸口会長  そこが大事だと思うんですよ。そこが無いと非常に個別な話で、この道

路は何で必要か必要じゃないかという場当たり的な理論にしかならない。 
 基本的には市街地を広げないから道路はいらない。その局面を見て行くと、

例えば輪厚中央通みたいに市街地として形成されているところは必要だと

いう判断にもなりますし、それは適宜応じて判断はありますけど、基本的な

方針っていうのは要る、要らないという個別の発想になってしまいます。こ

の判断は全体の都市計画のマスタープランの中で、それぞれの道路がどうい

う役割が無くなって来ているか、そういう解釈も前段には必要になってきま

す。最後の理由のところにも必ず根拠になるのは都市計画マスタープラン。 
 

○髙橋課長   それと、今回認められました市の第５次総合計画です。 
 
○瀬戸口会長  市の総合計画の中でも新たな開発はしないというふうになっていますか。 
 
○髙橋課長   コンパクトシティの考え方は謳っております。ですから、今回文書にする

のもそういう流れから書きます。 
 
○瀬戸口会長  今回の線引きの見直しでも、輪厚の工業地域の拡大はしてますので全く

しないという事ではないのですが、住宅地としての拡大はしないということ

です。そういう方針の中でこの道路を見直していくという事です。そういう

位置付けをとっていただければ。他にはいかがでしょう。東谷さん専門委員

会にかかわる事はいかがですか。 
 
○東谷委員   専門委員会からは必要性があるかどうかだけの判断で、今後のまちづくり

に対してです。例えば輪厚の様に市街地が形成されていて隣に行く道路が無

ければ環状的な道路が１本必要だと考える。 
北進通の南の里側については昔の計画があって、それが今進行していない

ので必要性があるかどうか。 
それから東栄通についてもバイパス機能が必要かどうか。それに対して中

央通はアクセスで作っているので必要性があるかどうか。例えば代替の道路

は無いのか。そういう判断で手を加えています。 
 
○瀬戸口会長  そういう個別の判断も非常に大事ですけれども、その前段として大きな方
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針の中でこれを議論しなければいけない。 
 
○東谷委員   これはマスタープランでは人口増というのは考えてない、住宅エリアは増

やしてないと思っているんです。 
 
○瀬戸口会長  それがこの見直しの理由のところにも出て来ますので説明の仕方として、

その部分も是非検討していただきたいと思います。 
他にはいかがでしょうか。 

        先程木村さんの方から出ていた審議会をもう一回やった方がいいかどう

かについてはどうでしょうか。今はこれの方向でもう動いている。議論はこ

れ以上無いですね。実質的には今日の話で方向性が出ましたので。 
 
○髙橋課長   実質的な方向が変わるということは無いと思います。 
 
○瀬戸口会長  路線もこれで全てですよね。 
 
○髙橋課長   木村委員からもいただいた様に結論が２月にあって、この時間に決めるの

は厳しいスケジュールだなと思いますので、もう一回位同じ様な話かもしれ

ませんけども実施したいと思います。 
 
○瀬戸口会長  もし必要であれば、２月にやってその時に再度必要であれば３月にやると

いう進め方か、２月の第３回を少し早めて、第５回の専門委員会も少し早め

て後に余裕を持つ。もしそこで審議がまとまらなかった場合は、もう一回こ

の都計審を開催する。多分１１月と１月の間に無理やりやっても今日と同じ

話だと思うんです。 
 
○髙橋課長   岸委員長他専門委員が同席するのがいいかと思うので、同じような話かも

しれませんが機会を作るというのは可能だと思うんです。 
 
○瀬戸口会長  それであれば２月の時に第３回の都計審の時に岸委員長と日程を調整し

て参加できる様な形にして、その時に説明をしていただいて、もしそこで問

題があればもう一回第４回都計審を開く可能性を持つということで木村さ

んいかでしょうか。 
 
○木村委員   いいですね。 
 
○瀬戸口会長  これで今日の案件は全て終了しましたけれども最後に委員の皆様からご




