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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１回北広島市

都市計画審議会を開催させていただきます。私は司会を務めさせていただ

きます都市計画課の高橋です。よろしくお願いいたします。 
初めに、人事異動の都合で２名の委員の方が交替となりますので、企画

財政部長の岩泉から委嘱書を交付いたします。替わられた２名の委員の方

は、その場でご起立してお受取り願います。 
それでは名前を読上げて委嘱書を交付いたします。最初に、北海道空知

総合振興局札幌建設管理部千歳出張所の東谷和雄様 
 

○岩泉部長   東谷和雄様、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○髙橋課長   続きまして札幌方面厚別警察署の北広島交番寺分光男様。 
 
○岩泉部長   寺分三男様、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○髙橋課長   あらためまして、２名の方よろしくお願いいたします。 

なお、審議会条例の第２条第３号の規定により、本日委嘱された２名の

方の任期につきましては前任者の残任期間となっており、本年の８月 31 日

までとなりますのでご承知置き願います。 
続きまして、次第３に移ります。 
自己紹介ですが、本日新たな委員が決まったということと 4 月の人事異

動により事務局も大幅に替わりましたので、木村委員から順次自己紹介を

していただき、その後事務局、最後に会長という順番で進めたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
 
○木村委員   私は北広島市議会の建設文教の担当委員長ということで、充て職でこの

都市計画審議会の方に呼ばれています木村と申します。よろしくお願いい

たします。 
 
○寺分委員   ４月１日に移動で、厚別警察署北広島交番所長ということで、この市内

で勤務させて頂いております寺分といいます。お寺の寺に分けるというち

ょっと珍しい苗字ですので、１回憶えられたら忘れられないということで、

よろしくお願いしたいと思います。 
 
○大滝委員   市内白樺町で司法書士の仕事をしています、大滝と申します。よろしく

お願いします。 
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○伊藤委員   道都大学美術学部建築学科の伊藤でございます。地元の大学として色々

な意味で、この北広島市のお手伝いをしたいと思っております。よろしく

お願いします。 
 
○東谷委員   ４月１日で千歳出張所に来ました、東谷といいます。勤務先は元の札幌

土木現業所で、４月１日から空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所と

大変長い名前になりました。どうぞよろしくお願いします。 
 
○中川委員   ７番の木村委員と同じで、北広島市議会の総務常任委員会の委員長を務

めており、充て職ということでやっております中川と申します。よろしく

お願いします。 
 
○髙橋課長   この他に本日欠席されておりますが、副会長の太田清澄先生、３番委員

の野村輝冶様、１０番委員の松原小百合様の３名の方がいらっしゃいます

のでよろしくお願いいたします。 
それでは事務局の自己紹介をさせて頂きます。 
私は都市計画課長の髙橋と申します。平成２０年からこの職に就いてお

り、３年目でまだまだ勉強不足なところがございますが、よろしくお願い

いたします 
 
○岩泉部長   ４月１日から企画財政部の方を担当することになりました岩泉と申しま

す。以前は保健福祉部で子育てを担当しておりました。都市計画は市役所

に入ってもう３５年経ちますが、初めての経験でございます。色々分から

ないことばかりで、皆様方にご迷惑をお掛けすると思いますけれども、ひ

とつよろしくお願いします。 
 
○千葉主査   千葉と申します。４月からこちらにお世話になっております。以前は土

木事務所に居りまして管理を担当して居りました。今度は計画ということ

でかなり色違いの所に来ましたけれども、皆様の力をお借りしまして務め

て参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
○式場主任   式場と申します。水道施設課から４月に人事異動で参りました。何分、

分からない事が多いかと思いますけれどもよろしくお願いいたします。 
 
○笹原主任   都市計画課の笹原です。３年目になりますが、毎日勉強をさせて頂きた

いと思いますので今後ともよろしくお願いいたします。 
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○髙橋課長   では最後に瀬戸口先生のご挨拶をいただき、その後の司会進行は会長の

方で進めていただきたいと思いますので、よろしく願いいたします。 
 
○瀬戸口会長  皆さんこんにちは。２２年度の初めての都計審になりますけれども、よ

ろしくお願いいたします。北大の瀬戸口と申します。私自身、北広島には

色々お世話なっておりまして、この都計審を始め団地の活性化検討委員会、

それから今年度から小学校の跡地に関する委員会についてもお世話になる

ことになっております。様々な場面で、皆様のご意見を伺う機会があると

思いますけれども、また今後ともよろしくお願いいたします。 
それでは審議に入って参りたいと思います。今日の審議ですけれども、

出席者が１０名中７名ですね。これは審議会条例の第５条第２項の規定に

基づきまして当審議会は成立することを報告したいと思います。なお、本

日の議事録署名人ですが、大滝委員と伊藤先生にお願いしてよろしいでし

ょうか。 
 
（はい） 
 

○瀬戸口会長  よろしくお願いします。では、今日の都市計画審議会の審議案件に入り

ますが、議案書には会議次第６の報告案件と次第７の審議案件があります。   
報告案件は１号、２号の二件あり、諮問案件も議案第１号として取上げ

ておりますので、今日はこの三つについて、ご意見なりご審議をいただき

たいと思います。 
まずは報告第１号案件区域区分の見直しについて、これは昨年度皆様に

色々ご意見をいただいたものですが、その内容についてご報告いただこう

と思いますので、よろしくお願いします。 
 
○笹原主任   笹原です。よろしくお願いいたします。それではパワーポイントの画面

に従い、都市計画の見直しについて説明させていただきます。 
        第６回区域区分の見直しについてここでもう一度、前審議会までの簡単

な経過と前回以降の報告ということで説明をさせていただきます。   
平成２０年１１月１８日に開催された、平成２０年度第３回の都市計画

審議会におきまして説明案件として、都市計画の変更制度、内容、目的、

現在までの経緯、これからのスケジュール、市街化区域拡大箇所の要望等

こういった事を最初に説明させていただきました。そして２１年度に入り

まして、第１回都市計画審議会、これは２１年５月１８日に開催されてお

ります。ここでは事前説明案件として、北海道決定の案件、札幌圏都市計

画区域区分、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更、札幌圏都
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市計画区域区分の変更について、これらの都市計画法に基づく根拠、北海

道の基本的方針、北広島市の現在における状況等を説明させていただきま

した。 
その後８月３日開催の、第２回都市計画審会では北海道決定の送込み諮

問案件として、先程の整備、開発及び保全の方針の変更、区域区分の変更、

用途地域の変更、輪厚地区に造成予定の工業団地、この地区を変更箇所と

する北広島市の案を説明し同意をいただきました。 
北広島市決定の案件として、この工業団地予定地での特別用途地区の変

更、札幌圏都市計画緑地の変更、札幌圏都市計画下水道の変更についての

内容をご説明させていただきました。この同意を得ました北広島市の案に

つきましては、同年８月２４日に北海道に案の申出を行いました。１０月

に北海道都市計画幹事会、北海道都市計画審議会の予備審議会を経て、２

１年１月８日からは２２日までの間、案の縦覧を行ったところです。  
本市としましては特に意見が出されませんでしたので、その旨を北海道

に報告いたしました。２月１日に開催されました北海道都市計画審議会に

おいて、付議案のとおり可決されております。 
今年２月１０日に開催した２１年度第３回都市計画審議会におきまして、

北広島決定案件として札幌圏都市計画特別用途地区の変更、札幌圏都市計

画緑地の変更、札幌圏都市計画下水道の変更について説明を行い、この工

業団地の予定地を第２種特別工業地区として、住居系の土地利用を排除し、

３カ所の緑地を指定し、下水道の排水区域とした原案どおり同意を得られ

ております。 
見直しの概要ということで、説明をしましたけども北広島市輪厚地区の

一部、画面の赤く囲ってある部分が新しい工業団地の予定地で、面積が約

６７ヘクタールで、区域区分は市街化調整区域から市街化区域へ変更して

おります。用途地域は工業地域で、建ぺい率が６０％、容積率が２００％

がとなっております。ここまでが北海道決定の案件です。 
以下は北広島市の決定になりまして、特別用途地区の第２種特別工業地

区としました。これは住居系の土地利用を排除しまして、用途に沿った工

業や物流関係の施設等を誘導するという目的で上乗せ規制をしております。

それから下水道の排水区域にも編入しております。工業団地予定地の拡大

図と緑地の位置図が出ておりますが、工業団地予定地に緑地が３カ所、輪

厚第１緑地、輪厚第２緑地、これが都市林ということで指定をしておりま

す。こちらは自然破壊をしないように出来るだけ現況の形を残して、羊ケ

丘通との遮断をするという目的があります。図面の下側の方にある第３緑

地は、工業団地の休憩施設という目的を持ち、園路ですとか四阿等を作る

予定をしております。以上で区域区分の見直しの説明を終わります。 
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○瀬戸口会長  はい、ありがとうございます。今までこの審議会で議論した中身を、報

告していただきました。これについてはよろしいでしょうか。これまで色々

ご意見をいただいておりますので、異論が無いかと思います。市街化区域

の拡大は、工業地域として拡大するとういことで、報告ありがとございま

す。 
それでは報告案件の第２号北広島団地活性化計画の策定について、報告

をお願いします。 
 
○笹原主任   引き続き説明させていただきます。お手元に別冊で資料がありますが、

団地活性化委員を兼ねた方には先日お送りしているもので、今回はお配り

しておりません。他の委員さんには団地活性化計画の冊子が置いてあると

思いますが、これつきまして、今までの経緯を簡単に説明させていただき

ます。 
平成１９年７月６日開催の平成１９年度第１回都市計画審議会におきま

して、北広島団地活性化について諮問いたしました。この中で瀬戸口先生

を部会長としまして同年１１月に専門委員会を設置いたしました。平成２

０年９月には、この活性化計画の基になる北広島団地活性化に向けた提言

を策定いたしました。提言の中には３つの理念と１５の提案がまとめられ

ております。 
２１年１月になりまして、北広島団地活性化検討委員会を設置いたしま

した。こちらの委員長にも瀬戸口先生にご就任頂きまして、１１月までに

合計９回の委員会を開催いたしました。毎回活達な議論が重ねられて、今

年の３月に北広島団地活性化計画を策定したところです。提言を受けた時

の３つの理念を尊重しまして、特に重点的に取組む施策をアクションプロ

グラムとして具体的に表現をしております。詳しい内容の説明は省略いた

しますが、一度中身をご覧になっていただければと思います。 
その間、瀬戸口委員長のすぐ出来る事から実行しましょうという意向も

ありまして、検討委員会のメンバーを中心としまして、平成２１年９月に

手づくり野菜の収穫祭、１１月から今年の３月までは、団地の中でお茶の

間と言いまして、お年寄りを中心に集めて地域を活性化させようというこ

とで、そちらも開催いたしました。この３月には、北海道立北方建築総合

研究所（北総研）の協力を得て住替え支援の仕組みづくり、これはアクシ

ョンプログラムの中にもうたわれており、これに向けた空地・空家のアン

ケート調査を行っております。 
また、この計画の内容が、２３年度来年度策定されます、北広島総合計

画（第５次）に反映され、施策の展開を図る推進計画にも盛り込まれてい

く予定であります。何と言いましてもこの活性化計画を進めて行くために
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は、行政だけでなく、住民の方々や、それぞれの事業者等が役割を理解し

て推進していかなければならないと思っております。そのためにも住民の

皆様やそれぞれの担うべき主体の方々には参加して協力していただき、情

報や意見交換を行って、取組み状況を確認して行かなくてはいけないとい

う事です。以上をもちまして、北広島団地活性化計画の策定について説明

させていただきました。 
 
○瀬戸口会長  ありがとうございます。私もこの活性化計画に関わらせていただいてお

りますが、団地の活性化と言うと、大きなスーパーを持って来てそれで活

性化というような発想も最初はありましたが、そうではなくて、今住んで

おられる方が、充実出来る様なそういう事をまず活性化の基本理念として

考えようということで、色々なプログラムを立てて、中には実行している

物もあります。その中の１つに、先程説明のありました地域のお茶の間と

いうのをすでに実行しています。一人住まいのお年寄りを引き出す様にコ

ミュニティの中に受け入れて行こう、例えば、そんな事をやりながら、こ

の活性化を進めたいと思います。もう１つは、団地というのは非常に高齢

者の方が多いものですから、若い人も住んでもらおうと言う事で、その取

組みを立ち上げていまして、空家の流動化っていうことで、新しい住民、

子育て世代の若い人に入ってもらおうと言う事を考えて、これからの取組

みを始めて行くところです。そんなふうにして今、団地の活性化を少しず

つ出来る範囲から伸ばしてやっていこうとしています。今度小学校の跡地

の検討も始まりますが、それも同じような趣旨で進めて行くものと期待し

ております。この活性化の委員の方でこの審議会のメンバーの方もいらっ

しゃいますが、一言ご意見や補足をいただければ有難いと思います。伊藤

先生いかがですか。 
 
○伊藤委員   今、委員長並びに事務局の方から説明有りましたけれども、やはり冊子

を見ても住民の方が委員の大半でして、この委員の方々が住民として自分

達の街の活性化に、実際にどう関わって行くかということに対して、すご

く色々な意見が出されたということで、単なる計画でなくて、地元の住民

から立ち上がって来た計画という事で、これからいろんな展開がされると

思いますけども、その中でも住民の力というは非常に大きくなって行くも

のだと思っております。色々な意味で期待をしたいと思っています。 
 
○瀬戸口会長  大滝さんはいかがですか。 
 
○大滝委員   会長さんと先生がおっしゃったとおりで、お茶の間も何とか４月以降も
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継続出来る見込みが出来て来ています。核が出来たので、後は雪だるま式

に行くのではないか、どれだけ膨らませて行けるかなという感じです。 
 
○瀬戸口会長  ありがとうございます。そういった趣旨で、この団地の活性化だけでは

なくて、これから北広島のまちづくりを考えるので、色んな参考になる意

見が、活性化検討委員会の中で出ていますので、今後都計審の中でも参考

にさせて頂きたいと思います。続きまして、諮問案件に移ります。議案第

１号長期未着手の都市計画道路の見直しについて、事務局の方から説明し

ていただきます。 
 
○髙橋課長   説明に入ります前に私共の部長の方から、会長の方に諮問をさせていた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
○岩泉部長   都市計画に関しての長期未着手都市計画道路の見直しについて諮問をさ

せていただきますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 
 
○髙橋課長   それでは引き続きまして、担当の方からまたパワーポイントを使いなが

ら、今回の諮問させていただきました内容について、説明をしたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 
 
○千葉主査   それでは長期未着手都市計画道路の再評価につきまして、お手元の議案

書に付いております資料に基づきまして、説明をさせていただきます。 
都市計画道路と申しますのは都市活動を支える動脈であり、市街地の骨格

を形成する根幹的な都市施設です。これまでは人口増や経済成長、交通量増

大、市街地の拡大と右肩上がりが継続するとの前提で計画されてきましたが、

近年の社会情勢や経済の情勢を踏まえると、その必要性等に変化が生じてい

る道路もあると思われます。この様な状況から北広島市における都市計画道

路のあり方について、計画の必要性や事業の実現性を総合的に検証し、特に

計画決定から長期間経過しても未完成のままの区間について、計画の変更、

廃止を含めて見直しのための検討が必要と考えております。 
都市計画法の目的とするところは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図

り、もって国土の均衡な発展と公共の福祉に増進に寄与することとされてお

りますが、都市計画道路もその目的のために、都市計画法第１１条に基づい

て計画決定されたものです。都市計画道路は、その役割や性質によって区分

されており、区分１の自動車専用道路、区分３の幹線街路、区分７の区画街

路、区分８、９、１０の特殊街路に分けられます。市内の自動車専用道路は、

高速道路が札幌市から大曲のインターチェンジまで計画決定され、幹線街路
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では、国道３６号、２７４号が計画決定され、道道では栗山北広島線や江別

恵庭線等が計画決定されており、市道では、地区の骨格を形成し又はこれら

を補完する道路が幹線や補助幹線として位置づけられております。区画道路 
は宅地利用のための道路ですが、当市では計画決定された路線はありません。

市内の特殊街路は、いずれも歩行者専用道路となっております。 
次に北広島の都市計画道路の現状ついて概要をお話します。資料の一覧表

のとおり、計画決定されている道路は３６路線あり、自動車専用道路が１路

線、幹線街路が３０路線、特殊街路が５路線となっております。都市計画道

路の総延長は約７１㎞ですが、その内整備済みは８７％となっております。

表中の中央通、北進通、東栄通、輪厚中央通の４路線が長期間未完了の区間

を抱えた路線です。 
続きまして、グラフを示しておりますけれども、これは都市計画道路の各

種データをまとめたもので、左上は道路管理者別の延長を示したものです。

市内の都市計画道路全延長７１㎞の内、国道と高速道路は１５．７％、道道

が３３．７％、市道は５０．６％となっております。右のグラフは、管理者

別道路それぞれの都市計画決定の割合を示しております。下のグラフは都市

計画道路の決定時期を１０年毎に区切って延長をまとめたものですが、昭和

４０年の計画決定以来、平成元年までに約９７％の６９km が決定されてお

り、２０年位前までに当市の現在の骨格が形成されているのが分かります。   
次の図面は都市計画道路の路線を表示した概略図です。赤い路線は国道や

高速道路の都市計画決定区間で、橙色は道道、青が市道です。歩行者自転車

道につきましては黄色が道道、黄緑が市道を示しております。点線で表示し

ました部分は未完了区間です。 
長期未着手の区間について説明いたします。 
北進通は昭和４４年に計画決定されましたが、昭和５４年には、北広島高

校側へ延長増を行いました。北広島団地内の１．９㎞は整備済みですが、北

進通①の道道江別恵庭線から㈱ホクリョウを経て北広島団地の南側に至る

２．４５㎞の区間は、昭和４４年から４１年が経過しておりますが、全く手

付かずの状況になっております。北進通②は道道栗山北広島線から北側の０．

８３㎞の区間で、北広島高校や北広島レクレーションの森へのアクセス道路

となっておりますが、車道の２車線と片側歩道だけ整備されており、完成断

面ではありません。この区間は昭和５４年に変更されて以来３１年が経過し

ております。 
次に東栄通ですが、これは道道江別恵庭線のバイパスとして計画され、東

部市街地の東端を通る１，８４㎞の路線ですが、市街地の部分の１．５㎞程

が計画断面の半分の車道の２車線と片側歩道だけ整備された以外は、昭和５

４年の計画決定以後３１年間未整備となっております。 
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続いて中央通ですが、昭和４４年に決定された、道道江別恵庭線からＪＲ

千歳線を跨ぎ、北広島団地西側の高台町に至る道路です。昭和５４年には東

栄通から道道江別恵庭線までの０．３㎞が延長されましたが、未整備のまま

３１年経過しています。 
最後に輪厚中央通ですが、起点、終点側はそれぞれ整備が完了しておりま

すが。中間部の０．５４km の区間だけが、昭和６３年の計画決定から２２

年間未整備となっております。 
  続いて最近の都市計画道路という事でご説明させて頂きます。第４回の道

央圏パーソントリップ調査が行われて来ました。北海道や札幌市が実施機関

であり、開発局と北広島や石狩などの圏域９市町が協力機関として協議会を

構成し調査を進めて来たところです。これは１０年毎に人の動きを調査し移

動の目的や移動手段、目的地等を把握し交通の現状、課題を明らかにし将来

の計画につなげて行くものです。今回の調査を基に将来目標を２０年後の２

０３０年に設定し、それまでに実現を目指す骨格の交通網や各種施策を取り

まとめ、都市交通マスタープランとして設定されます。お手元には道央都市

圏の都市交通マスタープラン（案）を配布してありますが、道央都市圏の大

きな枠組みの中での概要が示されておりますので、後ほど参考までにご覧頂

ければと思います。このたびの調査で得られるデータが、道路の必要性等を

検証する上での判断材料になるものと思われます。 
最後に都市計画道路の見直しについてですが、過去の右肩上がりの時代と

は様変わりし、現状は国の補助金削減による街路事業の減少に加え、将来的

な人口減少による交通需要の減少が想定され、事業完了までが更に長期化す

るものと思われことから、長期間事業が行われていない路線については見直

しの検討が求められている状況です。これらを踏まえ北海道では、平成１９

年２月に都市計画道路の見直しガイドラインを作成しましたが、見直しの留

意点として、将来の交通需要の推計、変更理由等の明確化、住民の合意形成

というものが挙げられており、また計画決定から３０年以上未着手の都市計

画道路を見直しの対象とするとされております。当市におきましても、北海

道のガイドラインを準用し見直しの検討を進めたいと考えておりますので

よろしくお願い致します。以上で説明を終わらせていただきます。 
 
○瀬戸口会長  はい。只今諮問案件についての長期未着手都市計画道路の見直しについて

説明をしていただきました。多くの市町村で都市計画道路の都市計画決定を

行ってきましたが、その見直しが動き出しています。都市計画決定というの

は非常に重くて、一度決定すると最後までずっとその決定は続くというのが

今までの原則だったのですが、それを見直して、長年実行されないものはも

う一回見直そうというのが、今回の道路見直しの主旨でもあります。資料を
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配って頂きましたが、この道央圏のパーソントリップの都市交通マスタープ

ラン（案）の中にも３ページのところに、これからの交通需要は極端ではな

いですけれども、微減になるだろうというような予測も立てられています。

こういった事の背景には人口が減少し交通手段も変わりつつあり、すべての

道路が必要というわけでは無くなって来たというのが大きな背景としてあ

ります。今回の案件は見直すと言う事がスタートですので、いきなり廃止す

るという事ではないです。都市計画決定をもう２０年、長いものですと４０

年位決定を打たれてそのままになっていますけれども、そういうものをどう

したらいいか考えるという段階であり、ここに上げられたからすぐさま廃止

するということではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。こ

のことついてご意見がありましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょう

か。 
 
○大滝委員   初歩的な質問で申し訳ないですが、都市計画道路と普通の道路とどう違

うのか、例えば東栄通１．８４㎞で一応道路はありますよね。市道だと思う

のですけど、それが都市計画道路とはどう違うのか、どう見直さなければな

らないのかちょっと教えて下さい。 
 
○髙橋課長   それでは、私の方からお答え申し上げます。 

都市計画道路については、さきほど都市計画法に基づいた道路であると説

明をしましたが、都市計画法における都市施設は、道路だけではなく、公園、

下水道など、街づくりの骨格となる主要施設となっております。 
道路を都市計画決定して都市施設とする目的の一つとしましては、計画予

定地の土地利用を制限することができること、具体的には、都市計画法第

53 条の規定により建築制限がかけられるため、都市計画道路の施行がスム

ースとなることであります。 
もう１つの目的は、都市計画道路の築造にあたっては、都市計画事業の補

助金の対象となることです。 
したがって、計画的に将来の幹線道路網を定め、その予定地に建築制限を

かけて、補助金を使って整備を進めることができるものであります。 
都市計画道路は、主に幹線道路などの広幅員の道路を対象としていること

から、生活道路などの幅員の狭い道路については、都市計画道路ではありま

せん。 
北広島市は、北広島団地開発を始めとして、民間の開発行為や土地区画整

理事業などにより、まちを整備してきてところであります。 
市内の都市計画道路につきましては、昭和 40 年から 50 年代に計画決定を

した道路がほとんどであり、住宅地開発に合わせて都市計画道路の整備をし
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てきております。 
現在、未整備となっている４路線につきまして、それぞれの事情がござい

ますが、市街化調整区域の区間であることから、道路整備の優先順位が低く、

まだ整備に至っていないものであります。 
今回の第 6 回パーソントリップ調査により、20 年後の平成 30 年の将来交

通需要がまとまりましたので、この際見直しを行いたいということです。 
 
○瀬戸口会長  よろしいでしょうか。 
 
○木村委員   議会でも再三問題になっているのですが、さきほどの説明にもありました

土地利用制限の問題により、今回の見直しによっていろいろな影響がでてく

るのではないかと思います。 
これまで３０年４０年と土地利用の制限をしてきたのであれば、それらの

部分は、法律上どんな整理がされるのか教えていただきたい。 
 
○髙橋課長   先ほど、都市計画決定をすると大きな土地利用の制限がかかるというご説

明をしました。 
その土地利用制限の代償として買い取り請求権があり、土地を持っておら

れる方は、都市計画道路の予定地となった場合には、その土地の買い取り請

求ができます。 
都市計画事業を施行する場合は、事業認可を受けて補助申請手続きを行い、

土地の買収を進めていくのが一般的であります。 
事業認可を受けていない区間については、土地利用制限が長い間続いてい

ることが、全国的に問題となってきており、裁判で争われたことがあります。 
その裁判結果につきましては、現行の法律上やむを得ないものであるとい

う結論は出たのですが、長期間に渡って土地利用、私権の制限を行っている

ことについては、好ましい状態ではないという附帯意見がついたと聞いてお

ります。 
その結果を受け、平成 14 年８月に国土交通省の社会資本整備審議会の中

間報告のなかで、「都市計画道路については、今後も都市の取巻く状況の変

化や目指すべき将来都市像に的確に対応するよう追加・廃止・現状維持等の

見直しを早急に実現する必要がある。」という答申がなされ、北海道は、平

成 19 年２月に見直しのガイドラインを策定したところであります。 
北海道における見直しの状況につきましては、現在見直しを行っている、

若しくは終了したところは、札幌市、岩見沢市、函館市などであり、他の市

も今後見直しを順次進めていくものと考えております。 
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○木村委員   今回、この審議会に諮問されたわけですが、路線 1 つごとに答えを出し

て行くのか、全部で５ヶ所ですか５ヶ所の全体像をまとめてから全体として

答申を出すのか、どんな考え方でいるのかお聞きしたい。 
 
○髙橋課長   北海道のガイドラインに沿って、まず路線毎にそれぞれの評価のシートを

作成します。 
例えばＡという路線があって、今現状がどうなっているかという現状評価、

必要性を検証します。 
計画決定当時の状況と社会情勢や交通の将来需要等も変化をしておりま

すので、それらを踏まえながら、現時点の評価をしていきます。 
また、道路網としても評価というか判断をしないければなりませんので、

例えば全体のバランスとしてどうかなど、総合的にやっていきたいと思って

おります。 
最後に、このガイドラインの中に示されておりますが、再評価後に方針が

決定し、都市計画決定の変更手続きをする前に、各地権者などの合意形成が

できていることが大前提となっております。 
したがいまして、まず今年は都市計画審議会の中で再評価に基づいて方針

を策定していただき、その後関係地権者などとの合意形成を図るため、説明

会などを開催していきたいと考えております。 
全ての条件が整った段階で、都市計画の変更手続きを進めていくような流

れで考えているところです。 
 
○木村委員   私と中川委員については、来年の三月一杯までが、実質的な委員の任期に

なると思います。 
その後は、多分メンバーが入れ替わる可能性が非常に強いので、この審議

会の審議委員としてこの案件を審議する期間の問題も含めて、私共がそうい

う責任を果たせる立場にいるのだろうかという若干の疑問があるのですが、

その点についてはどう考えますか。 
 
○髙橋課長   のちほど、事務局から提案をしようと思っていたところですが、都市計

画道路の見直しについては、道路交通の専門的、総合的な判断が必要となっ

てきます。 
そこで、皆さんのご承認頂ければ、道路工学や交通工学の専門家の方を加

えていただき、専門委員会を設置して技術的な判断をしていただきたいと考

えております。 
審議会委員のみなさまには、専門委員会の検討結果を報告しながら、総合

的な判断をいただきたいと考えております。 
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○瀬戸口会長   ただいま事務局の方からも説明がありましたけれども、ここで考えるべ

き事は二つ有りまして一つは技術的な問題、もう一つは市民の生活を考え

た上での問題があります。技術的な問題については専門委員会を立ち上げ

て検討していただいて、この審議会でまたご理解してもらうというやり方

をする。と言いますのは先ほどのガイドラインですが、技術的なガイドラ

インというのは、Ｂ／Ｃですとか色々なものを検討しなければいけない。

この道路が採算上投資に見合うだろうかということも検討しなければいけ

ませんので、専門的な人に入ってもらって、専門委員会の中でそういう検

討をしてもらうという事です。その評価を基に市民生活上支障が有るか無

いかという事まで加えまして、それから皆さんは市民でも有りますので、

市民生活上ここは必要であるとか、無くてもいいとか、そういう観点から

この審議会でもう１回検討頂いて、最後答申ということにしたいと考えて

おりますけれどもいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 
○木村委員   流れとしては問題無いですけれども、この審議会委員のメンバーのうち、

私と中川さんそれから東谷さんと寺分さんは、充て職であるため、異動な

どにより途中で替わることもあると思います。 
諮問から答申までの間にメンバーのうち、４名が替わることになると体

制的に不十分ではないかと思います。 
市民の生活に直結する道路の問題に対して、来年度は少なくとも木村、

中川は、８割以上替わる可能性が強く、そのような状況の中で諮問されて

答申することは、私共が最後まで責任が持てない懸念がありますが、その

点はいかがですか。 
 
○瀬戸口会長  これは、そもそも専門委員会のスケジュールというのはどのようになる

のですか。 
 
○髙橋課長   今後のスケジュールをきちっとお示しすればよかったのですが、現在予

定しているスケジュールとしましては、専門委員会を概ね５回程度、１ヶ

月に１回のペースで、少人数で開催していきたいと考えております。 
また、都市計画審議会は、３回程度の開催を予定しており、８月くらい

に専門委員会の中間報告をさせていただき、年内には答申をいただきたい

と考えております。 
木村委員さんからご指摘がありました都市計画審議会の委員の在り方に

ついてでありますが、都市計画審議会で審議する事項は、都市計画に関す

ることと都市計画法で定められており、前回ご審議いただきました区域区
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分の変更につきましても、非常に都市計画の重要な事項をご審議いただい

たところです。 
 委員のみなさまの責務につきましては、任期の都合から審議の途中で委

員が替わることもありますが、市民意見を代表する委員として、市議会議

員のうち、総務と建設文教常任委員会から 2 名の委員の選出をお願いして

きておりますので、その点をご理解いただきたいと思います。 
 
○瀬戸口会長  こういう見直しで、地権者の反応は二通りありまして、一つは今まで制

限を受けて来たのに急に外すのはけしからんという、そういう意見ももち

ろんあります。もう一つは、早く決めてくれというのが大方の意見ですね。

もう３０年も４０年も引っ張って来て、今後出来る見込みがないのなら、

やらない事を早く決めてくれ、そうすれば自分の土地にもっと他にも使い

道が有るということです。二通り有るのですね。 
必ずしも都市計画決定を止めるからいかんという事だけではなく、特に

可能性の低い所は早く決めてくれ、判断をしないでズルズル延ばされるの

が一番困る、というような意見も沢山聞きますので、その点もまたご理解

いただきたい。 
他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、只今ご審議

頂きました所で、私の方からお願いが有るのですが、資料の３ページに都

市計画道路の一覧がありまして、車線数や延長距離とかがありますが、新

設か拡幅かは重要な項目ですので、入れていただきたいですね。特に未完

了の４路線について、拡幅なのか新設で考えているのかとういのはＢ／Ｃ

にも影響して来ますから、項目に入れておいてほしいと思います。 
それでは只今ご審議頂きました内容を基に、長期未着手都市計画道路の

見直しについての諮問に対して審議会で検討させていただき、技術的な問

題については、専門委員会を立ち上げて技術的な問題の検討をする、とい

うふうに進めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。なお、

専門委員会の構成については、事務局の方にお任せするということでお願

いしたいと思います。 
 
○髙橋課長   ただいま、ご承認いただきました専門委員会につきましては、都市計画

審議会条例第３条第２項の規定により、専門事項の調査のために専門委員

若干名置くことができることとなっておりますので、それに基づいて設置

させていただきます。 
また、専門委員会の人選等につきましては、事務局に一任させていただ

きたいと思います。 
専門委員の人数につきましては、道路交通工学の専門家など、４名から



○瀬戸口会長

5名程度を考えており、5月の連休明けに選考して6月から検討を進めて

いきたいと考えております。

　専門委員が決定しましたら、各委員さんには通知をさせていただきます

ので、よろしくお願いします。

只今の内容で、今日の報告事項；諮問案件、次第全て審議、ご意見伺い

ましたけれども、最後にこの機会に何かありましたらいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

　それでは、平成22年度第1回北広島市都市計画審議会をここで閉会さ

せていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

議事録署名人う く
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