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平成２３年度【第３回】北広島市都市計画審議会 
 

１ 日  時    平成２３年１１月１日（火） １３時３０分～１５時００分 
 
２ 場  所    北広島市役所本庁舎２階会議室 
 
３ 出 席 者    委  員：会長ほか８名 
          北広島市：企画財政部長   
          事 務 局：都市計画課長ほか３名 
          傍 聴 者：１名 

 
４ 議  事     
 【審議事項】 
  １）北広島市都市計画マスタープランの見直しについて     

（テーマ）今後のまちづくりの方向性について 
         ①分散型から持続可能な集約型都市へ 
        ②ベッドタウンから職住近接のまちへ 

    
 

●出席者 
 【委員】 

１番委員 瀬戸口 剛（会長） ６番委員 尾崎 弘人 

２番委員 太田 清澄（副会長） ７番委員 野村 幸宏 

３番委員 長南 秀之 ８番委員 鈴木 幹男 

４番委員 伊藤  寛 ９番委員 大滝 和子 

５番委員 奥田 邦博 １０番委員 （欠席） 

 
【北広島市】 

企画財政部長   岩泉 功一 

 
【事務局】 

都市計画課長   髙橋 孝一 

都市企画課主査   千葉 英典 

都市計画課主任   式場  昭 

都市計画課主任   笹原 拓己 
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１ 開 会 

◆事務局（髙橋課長） 只今より平成２３年度第３回北広島市都市計画審議会を開会いたし

ます。最初に企画財政部長の岩泉よりご挨拶をいたします。 
  
２ 事務手続等 

◆岩泉企画財政部長挨拶 皆様こんにちは。大変お忙しい中、委員の皆様には都市計画審議

会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。前回は都市計画マスタープランの

見直しを諮問させていただきました。詳しい内容やスケジュール等についてご説明を行い、

主に人口関係についてご議論をいただいたところでございます。 
私共企画財政部は、この都市計画の他に政策調整、財政を担当していますが、その中で昨

年以降検討を行っておりますのが、今年度末で閉校となる北広島団地内の小学校２校の跡施

設の活用についてですが、現在、市としての考え方を取りまとめて、地域の皆さん方にご説

明をさせていただいております。また昨年の検討の中では瀬戸口先生には会長という形で大

変ご苦労をおかけしたところでございます。市としての考え方につきましては、広葉小学校

と緑陽小学校２校が閉校になるわけでございますが、１校については事業提案を受けて、地

域の活性化に役立つようなものを考えております。もう１校につきましては、地域のコミュ

ニティーを中心とした施設配置を検討し、地域の住民の皆さんの意見を求めている段階でご

ざいます。その中で住民の皆様からは様々なご意見が寄せられております。ここ１０年を見

ますと北広島団地だけで約２２００人が減っている現状もございます。 
その様な部分を十分踏まえた上で、本日のテーマといたしましては今後のまちづくりの方

向性ということで、前回と同様委員の皆様方には活達なご意見をいただきたいと考えており

ますのでよろしくお願い申し上げます。非常に簡単ですが最初のご挨拶とさせていただきま

す。本日もよろしくお願いいたします。 
 

◆事務局（髙橋課長） 部長につきましては、この後別な会議に出席の用務がございますの

で、これで中座させていただきますのでご了承いただきたいと思います。 
続きまして次第３に移ります。瀬戸口会長よりご挨拶をいただき、以降の進行につきま

しては、会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
 

◆瀬戸口会長 皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。 
今日は、前回に引き続きましてマスタープランの検討に入らせていただきたいと思います。

それぞれの地区をどういうような方向に持っていけばいいのか、北広島は幾つかの地区に分

かれて成立している街ですので将来像を考える上でも、また独自の考え方を進めていかなけ

ればいけない。そういう点で、それぞれのお立場から積極的なご意見をいただければ幸いで

す。 
議事に入ります前に、本日の審議会の成立について、事務局より報告願います。 
 

◆事務局（髙橋課長） 本日は松原委員が欠席でございます。１０名中９名の出席ですので、

都市計画審議会条例第５条第２行の規定によって本日の審議会は成立している旨ご報告いた

します。 
 

３ 議事録署名委員の指名 

◆瀬戸口会長 ただいま事務局より会議の成立について報告がありましたので、会議を進め

させていただきます。 



- 3 - 
 

本日の議事録署名人につきましては５番の奥田委員と６番の尾崎委員にお願いしたします。

よろしいでしょうか。 
（両人承諾） 
 

◆瀬戸口会長 よろしくお願いいたします。それでは議事に移らせていただきます。審議事

項の北広島市都市計画マスタープランの見直しについて資料に基づいて議事を進めてまいり

ます。 
まずは事務局からマスタープランの見直しについて、資料の説明をお願いいたします。 
 

４ 議 事 

◆事務局（髙橋課長） それでは本日皆さんに討議をお願いいたしますテーマなどについて

ご説明をさせていただきます。前回、９月５日に開催いたしました第２回都市計画審議会で

は、都市計画マスタープランの見直しについて諮問をさせていただき、北広島の将来人口、

市街化区域の収納可能人口等についてご説明をさせていただいたところであります。本日は、

都市計画マスタープランの見直しに当たって今後のまちづくりの方向性について皆様のご意

見を賜りたいと考えております。 
それでは資料を配布しておりますので、まず１ページをご覧いただきたいと思います。北

広島の現状と課題ということで、４点ほど列記をさせていただいております。 
１つ目といたしましては、市街地が５地区に分散しており、まちづくりを進める上では効

率が悪い状況になっているということです。 
２つ目といたしましては、高齢化等の課題を抱える北広島団地があるということです。 
３つ目といたしましては、札幌市のベッドタウンとして成長してきたまちであり、札幌市

への生活依存度が石狩、江別と同様に高い状況にあるということです。 
４つ目といたしましては、ＪＲ北広島駅周辺地区についてでありますが、現段階ではまだ

土地利用密度が低く、中心市街地としての賑わいや求心力が十分ではないということです。 
下の表につきましては、全国的なまちが置かれている現状と課題を図示したものでありま

して、詳細の説明につきましては省略をさせていただきます。 
続きまして２ページ、３ページをご覧下さい。これが本日の皆様に討議をしていただきた

いテーマでございます。１つ目のテーマは「分散型から持続可能な集約型都市へ」というこ

とであります。このテーマにつきましては、国土交通省の諮問機関であります社会資本整備

審議会の答申において今後のまちづくりの方向性について提言されたものであります。これ

までの全国的なまちづくりの課題として、車社会を背景に郊外地に大規模集客施設などが立

地するといった、都市機能が無秩序に薄く拡散していることで中心市街地が疲弊空洞化し衰

退している原因となっています。分散型まちづくりから集約型まちづくりへ、いわゆる持続

可能なコンパクトシティーを作るべきであるという考え方でございます。このことから、平

成１８年にはまちづくり３法と言われる都市計画法、中心市街地の活性化に関する法律、大

規模小売店舗立地法の改正が行われたところであります。 
また平成１８年４月に、北海道で策定しましたコンパクトなまちづくりに向けた基本方針

についてもその考え方が示されております。 
私共の都市計画マスタープランではどう位置づけているかといいますと、１１ページの中

に「都市づくりの視点」とありますが、ここではこれまでの外延的拡大の都市づくりから転

換を図ると記載されております。また、本年３月に策定しました第５次総合計画の基本構想

の土地利用２２ページには、コンパクトなまちづくりを基調として市街地の無秩序な拡大を

抑制し、都市基盤の既存ストックを活用しながら総合的な整備などに努めるとされておりま



- 4 - 
 

す。 
このようにコンパクトシティーの方向性についてはもう既に多くのまちづくりの方針とし

て示されておりますけれども、それぞれのまちの歴史、置かれている地理的条件等は様々で

あります。従いまして、改めて北広島におけるまちづくりの方向性について議論をいただき

たいと考えているところであります。資料中段の白ダイヤの部分については、参考として方

向性の例を記載させていただいております。 
次に３ページの２つ目のテーマは、「ベットタウンから職住近接のまちへ」でございます。

このテーマにつきましても社会資本整備審議会の提言ですが、平成１５年の都市再生ビジョ

ンの中に盛り込まれているものであります。本市の北広島団地と同様に、昭和４０年から５

０年代に築造された大都市近郊のニュータウン、例えば多摩ニュータウン、千里ニュータウ

ン、明石舞妓団地等については、押し並べて少子高齢化の進展が著しく、まちづくりにおい

ての大きな課題になっています。 
北広島団地活性化計画は平成２２年３月に策定したところでありますが、具体的なまちづ

くりの実行計画である第５次総合計画では、３つの重点プロジェクトの１つ目は子育て支援

人づくりプロジェクト、２つ目として賑わい魅力づくりプロジェクト、３つ目として住みた

くなる地域づくりプロジェクトを掲げておりますし、活性化に係る各種推進計画は５３の施

策がございます。これらを総合的に取込むことにより活性化を図ることとしているところで

あります。しかしながら、現在の都市計画マスタープランには活性化に向けたまちづくりの

方向性についての具体的な記載はありません。従いまして、このテーマの議論などを踏まえ

ながら、今後の見直しに反映させていきたいと考えているところであります。以上簡単でご

ざいますけれども、本日ご審議いただく２つのテーマについて説明をさせていただきました。

続いて後ろに添付しております参考資料につきましては、担当から簡単に説明をさせていた

だきます。 
 

◆事務局（千葉主査） 都市計画課千葉です。お手元の資料等につきまして、ご説明させてい

ただきます。座って説明させていただきます。 
まず１つ目のテーマであります街の構造に関する資料についてですが、４ページに示しまし

た街づくりの課題として模式図を示しております。北広島市の現状は分散型都市ですが、これ

と対立する概念として集約型都市、すなわちコンパクトシティーがあります。人口減少などに

より市街地拡大が抑制される中、低未利用地の有効利用を図る必要があり、また高齢社会が進

行する中、お年寄りの移動等を考えると居住地、利便施設等が集まっている、歩いて暮らせる

街が求められ、集約型都市へと繋がっていきます。更に近年話題のエコにつきましてはＣＯ２

削減のために、自動車交通から自転車、徒歩などへの転換や移動距離の短縮等を促すためには

集約型都市構造が有効と考えられます。 
続きまして、５ページには町の構造を例示した模式図を示しております。これは２ページの

下段に示しました、方向性の４つのケースに対応したものでございます。 
Ａは北広島駅の周辺を中心市街地としてまちの顔づくりを重点的に進めるというものです

が、北広島団地と東部地区を濃い緑で表現し、中心核を赤丸で表しました。他の地区は薄い緑

として表現しております。 
Ｂは駅周辺の中心市街地に加え大曲、西の里、西部の各地区にも、核を作るというものです

が、全地区同じ濃い緑で表し駅周辺には赤丸で中心核、他の地区にはピンクで地区核を現しま

した。 
Ｃは駅周辺に加えて、近年の発展が著しい大曲にも中心市街地を設けるというものですが、

団地と東部地区に加え大曲地区にも赤丸で中心核を表示し、他の地区は薄緑で表しました。 
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Ｄは高齢者などの利便のため徒歩圏内にサービス施設を配置するというもので、全地区を濃

い緑であらわし、利便施設を薄いピンクで一様に分布するように表しました。尚、中心核や地

区核などの施設として考えられるものを枠内にそれぞれまとめてあります。 
また、地区毎に記入してある人口につきましては上段が、平成２１年度の実績人口です。下

段の赤い数字は平成３２年の想定人口です。ケースＢとＤにつきましては市の総合計画に示さ

れました地区別の想定人口をそのまま用いてありますが、ケースＡでは重点的に顔づくりを進

める団地と東部地区に厚く配分し、ケースＣでは団地、東部に加えまして中心市街地を設定す

る、大曲地区にも厚く配分してみました。 
続いて６ページにつきましては将来の人口の表やグラフが示されておりまして、これは地区

別人口のグラフが示されております。下段の表にはケース別の人口配分をまとめております。

ケースＢとＤが総合計画の想定数字で、ケースＡ、ケースＣはそれぞれに重点的に配分する地

区を多少多目にしております。これらの資料をベースにまちづくりの方向性についてご議論い

ただきたいと考えてございます。 
続きまして、２つ目のテーマでありますベットタウンにかかわる資料につきましては７ペー

ジ以降になりますが、７ページ北広島市の人口と市街化区域面積の推移のグラフがあります。

これは昭和４５年団地造成開始以来、急速に人口が増加し１万人弱であった人口が一気に２倍、

３倍と増えていきまして、平成８年には５万４千人となり市政施行が行われております。その

後６万人を超えましたが現在は減少傾向にあります。 
８ページには北広島市内の住宅団地関係の開発を、それぞれ年表風にまとめたものでござい

ます。これも地区別に分かれております。 
９ページのＡ３版の図面ですが、これは今の開発区域を地図にしたものです。こうして見ま

すと住宅団地系の開発が万遍なく行われているのが見て取れます。その裏につきましてはそれ

ぞれの開発手法別にグラフで表したものです。 
１１ページのグラフにつきましては国勢調査のデータに基づきまして、１５歳以上の北広島

市内在住者の就業先を示したものでございます。左下のグラフにつきましては、昭和４５年か

らのデータをまとめたものですが、灰色表示の就業者総数は年々増えてきております。その中

で昭和５５年度は、赤表示の市内への就業者が青表示の市外への就業者を上回るようになり、

その傾向は現在も続いております。右下のグラフは、就業先別にその割合を示したものですが、

市内と市外への割合の変化が顕著にあらわれております。昭和５５年以降と以前では大きく変

わっております。 
最後に１２ページですが、これは近隣の町と北広島市の就業状況を比較したものでございま

す。左下のグラフは、札幌市への就業の割合を平成７年、１２年、１７年の国勢調査データに

基づき、近隣の町毎に表したものですが札幌市に接している北広島、石狩、江別では札幌への

就業率がいずれも４０％を超え、ベッドタウンとしての性格が強くあらわれております。一方、

恵庭では札幌への就業率は１２％であり、さらに千歳は４％弱となっており、より完結型のま

ちであると言えます。右側のグラフは市内就業率についてまとめたものですが北広島市、石狩

市、江別市では５０％程度が市内の就業者であり、その中で北広島市だけが５０％を下回って

いる状況にあります。このように北広島市は札幌への依存度が大きな街であります。 
北広島団地によってもたらされた、ベッドタウンという呼称が４０年以上ついて回っている

状況にあります。３ページに戻りまして下段の枠で囲った中に方向性が３つ示されております。

Ａは従来どおりベッドタウンとしての機能を維持すべきというものです。Ｂは現状を認めなが

らも徐々に市内就業率を高めていこうというものです。Ｃはベッドタウンからの脱却を明確に

するというものです。これをたたき台として、皆様にご意見をいただきたいと思っております。

最後にお手元にＡ３判の大きな市の全体図をお配りしておりますけども、これは地区の配置な



- 6 - 
 

どを参考にしていただければと思いますので、これをご覧いただければと思います。以上で説

明を終わらせていただきます。 
 

◆瀬戸口会長 それではこれからご意見を伺っていきたいと思いますけども、北広島市の将

来の都市像を今日決めるわけではないのですが、最後に話をしていただきました、用途地域

図を見ていただくとわかりますけれども、北広島市は市街地だけで言えば完全な分散型です。

中心は何かと言うと国有林です。これを見ればもう一目瞭然ですけれども、街が中心ではな

くて森が中心であるというのが非常に良く分かります。それを考えたら何も街だけで１カ所

にコンパクトにまとめるのが本当に北広島市の将来像なのかという考えでもいいと思います。 
今日のテーマで国交省の諮問機関の社会資本整備審議会で、全国的に地方都市はコンパク

トシティーを目指そうと言っていますが、これをそのまま北広島市に当てはめてどこかに１

カ所に集めるのは無理だと思いますし、それが北広島に求められていることではないだろう

と思います。 
私が感じるのは、この野幌原始林や国有林の豊かな自然が真中にあって、これが中心であ

る都市というのも、将来のあるべき目指す都市像、姿ではないかと感じます。東京に例えま

すと中心は皇居です。今は開発が進んでいますけど、東京の街の中がある程度、自然が保た

れているのはそのためだと思います。その様なことを考えると、他でやっているような事を

同じように真似して、市街地を１カ所に集めるということを、他と同じようなことを議論す

る必要はないと言うのが私の率直な感想です。 
北広島で都市像をコンパクトシティーとするのは大事です。市街地をこれ以上広げないの

は大事ですが、今分散しているこのまち現状を踏まえて、資料で書いてある中身に限定され

なくてもいいと思いますのでご意見をいただければと思います。北広島市の将来像を考える

ことは大事ですので、早急にあせらなくてもいいと思っていますので、まずは資料を見て率

直なご感想でも構いませんので、何方からでも構いませんのでランダムに意見交換をさせて

いただきたいと思います。いかがでしょうか。 
 

◆野村委員 私は市議会を代表して来ています野村と申します。まちづくりに関しては、市

議会でもいろいろ議論しています。それを踏まえて、皆様方に情報提供するとともに私の意

見を述べさせていただきたいと思います。私は北広島団地に長く住んでいるので団地につい

ては詳しいと思います。 
都市計画のマスタープランは、用途をどの様にするかということに集約されるとは思うの

ですけども、先ほど会長も言われたように、北広島団地を造るときに緑の防風林とか、緑の

擁壁で囲むということを、当時の北大の林学部を出た、穴田町長さんが考案した街です。 
まさしく原始林を中心のまちづくりですので、緑のまちづくり条例も全国に先駆けて作ら

れました。当時は、エコとかが無かった時に、クマゲラ等がこのまちの中心にいて、そして

団地に飛んで来るまちを造った。その精神はずっと続けるべきだと思います。 
ですから緑を大切にしていく。利便性を中心にしなくてもいいと思います。ただ団地に関

して、これはフィンランドのタピオラという町を模したものです。 
私は北広島団地の中の近隣商業地域のピンク色のところ住んでいます。団地は４つの住区

に分けられていて、これから高齢化が進んでいきますが、歩いていけるまちというコンセプ

トで、フィンランドのタピオラをモデルにして造られました。タピオラには行ったことはな

いですが、人を優先し車止めが所々にあり、人は歩けますし自転車も通行できます。ただし、

車は碁盤の目のようには行けません。ですから子供も空き地で遊べます。そういう哲学を持

った街です。 
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ただ、その時に出発点としては、それぞれの住区にコアの商業地があって、私は第３住区

のピンクのところに今お店を持っています。団地の中は当初からその様にしていました。近

隣商業や住居専用等に分けて閑静な街になっていますが、少子高齢化が進んで来ると、現在

は店を閉めているところが多く、理想どおりにはいかなかったのです。現実は商店が閉り、

不便になったお年寄りは買物に困っています。 
それは何故かというと、車社会ですから、商売をするときには駐車場がある程度確保され

ていないとだめです。しかし駐車場が商店の前に無く、全部裏側に造ってあるのです。また

丘状の地形のため駐車場スペースが取れません。 
また、案内の看板も表示しないとならないのです。幹線の緑陽通等に面しているところは

そこから見えますね。食料品を売っているとか、本屋さんがあるなどお客様は来易いけれど

も、幹線に面していない裏の方は全然見えないので、看板を作らなくてはいけないが、場所

がありません。歩いてくる人を中心にしたけども、今は車で来る人が中心のために駐車場が

不足しています。 
あとは、個人的に言うと地価が下がり、購入時の価格の半値程度でないと売却が進まない

のです。 
以上です。 
 

◆瀬戸口会長 他にはいかがでしょうか。タピオラの話などは。 
 

◆太田副会長 タピオラがどの様にして成功しているかということですね。成功しているお

話をしますと、先程瀬戸口会長がおっしゃられたように、タピオラの場合成功というよりも

根本的に住民の価値観が違うのです。その話を今からしようと思うのですけれども、瀬戸口

先生は会長という立場もあり言いにくいところがあるので、私がさせていただきます。 
長くなって恐縮ですけども、コンパクトシティーと職住近接でベッドタウンからニュータ

ウンというこの２つのテーマですけれども双方関連してくると思います。まずコンパクトシ

ティーのことからお話しますと、先程事務局からご説明があり、瀬戸口会長からも言われま

したが、もし北広島以外であれば非常に明快だと思うのです。要するに、北広島市が北広島

団地だけだとしますと普通の都市と同じで１つが中心になっています。そうしますとコンパ

クトシティーにするには簡単だと思うのです。大きく２つあって、市街地の拡大はもうこれ

以上しない、まちを広げない。それからもうひとつは、建築じゃなくて減らす方の減築とい

う言葉が我々の世界ではもう言われて久しいです。減築という意味は建物をもう作らないと

言う意味もあるのですけども、出来たものを壊してしていく縮小していくという意味もあり

ます。 
ですから、今野村委員のお話をひとつにすると減築という意味は作りかえですので、１つ

のイメージとして間違いなく言えるのは、歩いていける街を造ったのだけど、車を使わない

である程度生活が成り立つには、人を１ヶ所に集めて、すぐ目の前が商業だったら車に乗ら

ないで行けますので、買い物に車を使わないで行けばいいなと思わせるぐらいにぎゅうぎゅ

う詰めてしまう。そうすると残った所が出てきます。その地区の住宅はつぶして、例えば公

園、緑地、コミュニティー施設を作る場だとか、そういうものに作り変えて行く。タピオラ

の話をしますと、あそこも課題は我々の見えない所に有ると思うのですが、基本的にそれに

徹しているわけです。要するにみんなが支えなければ商売が成り立たないのだから、車に乗

る誘惑を抑え、自分達が作ったものを守るために歩いて買い物に行こう。そのためには今言

ったようにできるだけ１ヶ所に集め、車より歩いたほうがいいという、そして商売もそこで

成立するみたいな価値観の大きな差があると私は受けとめています。 
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話を戻しますと、コンパクトシティーにするには市街地の拡大はしない、出来ているもの

を少し見直し、商業も成り立つようにするため集まって暮す、車に乗らなくても歩いて行っ

て何の不自由もなければ歩くことにする、残ったものは基本的には緑にして自然に戻す、そ

ういうまちづくりの造り変えもあると思います。 
乱暴な話しをしますと、西の里と大曲は札幌にあげてしまえばいいかなと思います。そう

すると非常にコンパクトにしやすいのですけど、それは基本的に難し過ぎると思います。考

えとしては、何が可能かというと、先程瀬戸口会長がおっしゃった様に北広島が魅力あって

人を引きつけて、なおかつ多少なりともビジネスに結び付いていくとすると、この原始林を

中心にぐるっと回る都市というブランドイメージを作り、これを発信していくのが良いと思

います。 
私共の学校は江別の大麻にありますので、市長から特命事項を受けて江別の構想を２ヶ月

位で作りました。当時の厚生労働省から補助金を導入できるというプロジェクトもあり、急

遽決めざるを得なかったのですが、そこで決めたのが「２０１２年環境首都江別」です。２

００７年に決めましたので、５年後の２０１２年には環境首都江別ということを確実にアピ

ールしましょうということでした。その背景は２０５０ヘクタールの野幌原始林です。ドイ

ツのフライブルグとかみんな森を持っているところが世界の環境首都と言っていますので、

この原始林あったら環境首都しかないということでした。原始林があるわけだから、これを

ブランドにしようということです。これ見るとまさにこの続きの原始林ですから、先程瀬戸

口会長が言われた様にリングになっているわけです。このリングの都市だということをコン

パクトシティーとは別に言っていくべきです。このパラダイムシフトを図るべきだと思いま

す。その上で個々の５つの地区については、先程の減築という考えでお話した方向に向かっ

て作り直しをしていくべきだと思います。ひとつにまとめていく論理は他のまちには成り立

つけれど、北広島についてはどう見てもならない。西の里、大曲を札幌にあげてしまうとい

う考えがない限りは、原始林をぐるっと囲んでパラダイムシフトして、その中身を北広島と

していくべきです。 
先程の職住接近でいくと、職はどういう職にするのですか。今さら企業立地なんてあり得

ないと思います。そうすると年をとって来た方の商売も含めて、そういう方たちがわずかな

お金でサービスを受けられる様なビジネスがある。そこのビジネスを作ることは簡単ではな

いですけど、都市の環境を生かしたその環境で生み出されるビジネスというものに特化して

いくべきです。先程の説明を聞き、この図を見て江別で仕掛けたことを含めますと、私自身

の構想として思っております。長くなって申し訳ございません。 
 

◆瀬戸口会長 非常に的確なご意見をいただいてありがとうございます。実はこの図面は、

最初は都市計画図だったのですけれども、まん中の国有林の緑を入れてもらいました。そう

するともっとはっきりし、北広島が何で成り立っている街なのかが分かって来ます。野村さ

んが仰る様に団地のそれぞれの具体の話も大事ですので、同時に議論して行く事は必要だと

思いますけれども、まず大きな話とそれぞれの現場に応じた話と同時にご意見をいただけれ

ばと思います。他にはいかがでしょうか。 
 

◆大滝委員 ９番の大滝です。先ほどの事務局のご説明で、最後のページで就業者市内に住

んでいる方がどこで就業しているか市内就業率のお話があったのですけれども、札幌へ快速

１６分の街です。ベッドタウンというのはもう仕方のないことなので三、四十年前にここに

入って来た人がそろそろ定年退職して、どんどん札幌市への就業率が下がっているのですけ

れども、江別とか石狩に比べて若干市内の就業率が低いというのは、市内に受け入れる企業
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がそれだけ少ないということなのかなということがまず１点と、それから市内の企業に勤め

ている人がどこに住んでいるかというデータはありますか。多分大曲の企業で、前にお話を

伺った事があるのですけれども、結構札幌市から通っているって来る人が多いという話を聞

いた事があります。そうするとせっかく市内に勤めていただいているのにどうして市内に住

んでいただけないのか、やはりもう少し考えてもいいのかなと思っています。そんなことを

考えていました。 
 
◆瀬戸口会長 ありがとうございます。本当にランダムで構いませんので、どんなことでも

よろしいです。ご意見いただきたいので、いかがでしょうか。伊藤先生いかがですか。 
 

◆伊藤委員 ４番の伊藤です。今、大滝さんがおっしゃったように、私は札幌市内に住んで

いて北広島に通っております。そこで北広島と札幌との境という意識はほとんどありません

し、私の大学の学生は市内からも通っていますし、このまち以外から来ている方は北広島市

内の下宿やアパートにおります。 
けれども、一昨年北広島団地活性化検討委員会で瀬戸口先生を初め色々な方々と一緒に委

員会の中に入らせていただいたときに強く感じたのは、家庭菜園をやっている方が非常に沢

山いて、そういった方々はエネルギーがあるということです。 
私も還暦を過ぎまして定年後ということを考えたときに、女房と話しをするのは自然に触

れる生活というのを取戻せるような所に居たいということです。今住んでいる札幌の場所で

すと、なかなかそういう訳にはいきません。そういう考えを持っている方というのは、自分

の同級生などと話しをすると結構多かったりします。老後の生活の充実等を図るのは、都市

型の生活ではなく、緑豊かな中で土いじりをしたり、みんなで売り場をつくるとかそういっ

たことも可能なところです。年齢は高齢化していきますけれども、生きていくという中にお

いてはそういったことも必要ではないでしょうか。今、私は札幌にいて、春先にレンタルの

菜園を見ているとあっという間に満杯になってしまうのです。そういったものを、北広島で

もっと受け入れるところが増えればいいなと思います。あるいは北広島団地の先ほどお話し

のあった減築をしていく中において、減築した隣の区画を買って畑にすればいいとか、その

様なことも細かな話でありますけれども、広がる点はたくさんあるかなと思います。 
 

◆瀬戸口会長 長南さんもし良ければ。農業の視点からはいかがですか。 
 
◆長南委員 ３番の長南です。よろしくお願いします。私は北広島で生まれて６０年以上住

んでいます。北広島は北広島団地を中心に栄えて来たわけですけれども、最近は、皆さんが

おっしゃっているように高齢化が進み、人口が減ってきております。西の里の人たちは札幌

市につきたい、大曲の人も札幌市につきたい、というのが現実の話として昔から根強くあり

ます。ただ現実になるかならないかは別問題です。 
その中でこういうお話を聞かさせていただき、今は考えがまとまっておりませんけれども、

北広島で今、輪厚方面の人達は車でないと中心の市街地まで出て来られないので、元気なう

ちは向こうの方に住んで、山菜取り、家庭菜園が出来ていいですよと言うのですが、７０歳

を過ぎるとなかなかこれが難しくなります。北広島団地の中にそんな環境のところはござい

ません。そういう意味からいっても非常に環境に恵まれている。非常に豊かな街に住んでい

る人たちは誇りを持っているということです。はっきり何を申し上げていいかわかりません

がそんなような感じを持っている一人です。 
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◆瀬戸口会長 はい。ありがとうございます。北広島の環境も素晴らしいと思います。先程

人口の所を見て改めて考えさせられたのは、団地が依然として一番人口が多いのかと思った

ら、もう大曲と殆ど変らないのですね。そうすると大曲は今までは札幌側にあった街だと思

っていたけど、大曲自体もこれから北広島の３分の１か５分の１の役割を占めているという

ことは、現実の問題としてあるわけです。そこも含めて、本当にコンパクトにして行くこと

は現実なのだろうかということも考えて行かなければならない訳です。奥田さんはいかがで

しょうか。 
 

◆奥田委員 私北広島には縁もゆかりもないのですけども、今まで道職員という立場で色々

なところを回って来ています。私の家は岩見沢市にあります。岩見沢市といっても江別側の

幌向という所ですけれども、あそこはすごく小さな街ですがそれなりに生活施設も揃ってお

り、住民は岩見沢本市の方には皆さん全然顔が向いてなくて、札幌市の方しか向いていない

ようなまちです。ここで言うと大曲と西の里と同様な感じの街です。 
私がもし家を建てようとして、北広島はどうかと考えた時に、札幌市内も最近土地の値段

が下がって来ていますので、弱い立場に置かれているなと思います。北広島団地を作った時

とか、西の里に住宅が張付いた時点では札幌市内はすごく高くて、とても手が出なかったん

です。けれども今の時代は札幌市内の周辺部に区画整理が結構出来ていますので、そういう

こともなくなっています。 
実は、私共の職場でも転勤して来て、今年そろそろ家を考えたいという職員がいますが、

生活拠点が千歳の公宅ですから、北広島、恵庭、千歳で考えた場合には恵庭周辺となってし

まうようです。千歳は自衛隊のまちで結構音がうるさくて、という話しがありました。北広

島は宅地が広くて値段が高いというイメージがあります。恵庭の国道のバイパス沿いに結構

商業施設が張り付いたものですから、そこと旧国道の間に挟まれた、黄金という地区が結構

安く買えます。最近の道職員は給与も結構削られて、なかなか先も見えない事もあり、中古

も考えているらしく、周りの子供たちがある程度多くないと困るとか、色々なこと考えたと

きに恵庭が候補に挙がり、そこを中心に探しています。北広島はどうかといったときに、団

地は結構空いているという話しをしても、やはり土地の面積が広くて高い、少子化で小学校

が統合され寂しいということです。 
若い世代から人口ピラミットを適正な状態に作るというのが、だんだん北広島団地も困難

になっているのではないかと思います。だから、３市合わせてどうしても恵庭が最近のトレ

ンドなのかなと思います。 
先程皆様の方から意見があった様に、少しターゲットを変えるということも必要じゃない

かと思います。他の地区と比べて何か差別化した物ができないのでしょうか。私はそこが思

いつかないのですけれども総合計画の中でも、子育ての支援を厚くするといわれています。

どの程度厚くするのか分からないですけど、例えば最近の奥さんは働いています。専業主婦

の方がだんだん珍しくなっていますので保育園、保育所の類を充実するという考えもありま

す。ショッキングな言い方をすれば待機児童を０にするとかその辺は結構金もかかりますし、

施設もいるのでしょうけれども他の市や町と差別化して北広島に住めば札幌に通ったとして

も保育所で必要な時間は全部預かってくれるとか、何かその様なまちで特色があって口コミ

で広がって行けばいいかなと思います。 
雑駁な話で申しわけないのですけれども本当に特色ある街づくり、これだけは他の街に譲

れないという何か、特に若い人にとって魅力があればいいのにと感じます。ちょっと話がず

れましたけど。 
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◆瀬戸口会長 いいえ大事な話です。ありがとうございます。尾崎さんいかがですか。 
 

◆尾崎委員 ６番の尾崎です。私は大曲に３５年位住んでいて、団地にも５年位住んでいた

こともありますが、北広島市は現状で進んでいくしかないかなと思います。北広島市として

コンパクト化するということは、太田先生のおっしゃる様に本当に難しいと思います。先ほ

ど西の里は札幌に、大曲も札幌にというお話がありましたけれども、西の里の方はわかりま

せんが、実際に大曲の人たちの話を聞くと、そういう考えというのは全く頭に無いようです。

なぜそうなのかといいますと、歴史を振返ると大曲というのは未開の地から先人達が開発し

て、住み始めたところで非情に悪い状態から少しずつ良くなってきたということで、土地に

対する愛着心というのはすごく強いまちで、開発が進んで来るに従って旧住民と新住民の融

和がここに来てやっとでき上がってきたかなということです。 
話しが飛びますけれども、近年インタービレッジあるいはアウトレット、ジョイフルＡＫ

で、ちょっと川を跨ぐとコストコがあり大型の商業施設ができました。それで、口の悪い人

は西高東低だ、大曲が非常に高い位置にあると言われますけれども、その商業施設が出来た

ことによって、大曲の人たちが皆喜んで手を上げて受入れているかというと決してそうでも

ない。あれは札幌市民のための施設ですという、冷めた目で見ている部分もあります。 
警察の鈴木委員も来られていますけれど、そういったことによっての治安の悪さというも

のが逆に少しずつクローズアップされて来ています。 
北広島全体を高いところから見た時に、こんなことを言うとどうなのかなと思いますけれ

ども大きくまとめて、核をどこに置くのかという議論になった時に、やはり核としては東部

地域、団地も含めた地域になるなと思います。大曲は、今工業団地で輪厚ともうほとんどく

っついてしまうような状況で、地理的な関係から言いますと大曲を中心にするのか、輪厚を

中心にするのかは別にしても輪厚大曲地区を西地区として１つの核として何かを築いていけ

ばいいかなと思います。 
西の里はノーマライゼーションの地域ということで特異といったら語弊がありますけれど

も、そういう非常に温和な地域ですし、西の里は独立して進んで行ってもらえればいいのか

なと思います。 
大きく分けて東部地域、西地域、それから西の里地域というような３つに言い分けて、そ

れぞれに切磋琢磨して進んでいけばいいと考えています。これを今あえて、どうするという

ことになってもそれぞれに抱えている問題は非常に根深く大きいものが住んでいる人の感情

としてあります。 
ですから団地だって一時期良い時があったが、今は高齢化で困っています。これはどんな

地域でも繰り返すことですのでいた仕方ないことです。どういう方法を見出していけばいい

のかということは、それぞれの地域で、それぞれの町内会で考えなければならないと思いま

す。 
行政サービスの面からはどうかと言いますと、今西の里、大曲、輪厚、それぞれに支所機

能を置いています。これはかなり充実されて、市長は非常に優秀な人を配置しました。ワン

ストップサービスでもないですけれども、もうほとんどのところが地域で賄えます。よほど

のことがない限り、市役所に来ることはないですよというところまで進んでいますので、こ

れをむしろ拡充していった方が今後は良くなると思いますし、他の先生方からも言われます

ように、緑ということは非常に重要なことなので、裏返せば不便とイコールとは言いません

が、そういうことになろうかなと思います。それぞれの地域で皆さんが豊かに暮らせる方法

を見出すのが一番いいのではないかと私は思っています。以上です。 
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◆瀬戸口会長 はい。鈴木さんはいかがですか。 
 

◆鈴木委員 この図面を拝見すると、街が原始林を囲んで５つの地区に分かれています。私

は以前倶知安に勤務しており、この管内は羊蹄山を七町村が囲んだ状態で、拠点は倶知安町

ですが、それぞれ町が独立しています。そういう意味ではそれぞれの特徴をもっていて、た

だ各町の売りはやっぱり巨大な羊蹄山という大きなランドマークです。 
当然交通アクセスが必要になるので、この山の周りをぐるっと道路がつながっている状態

です。同列には言えないのですけども、北広島市の地形も原始林を囲んでの道路が、うまく

効率的に回っているかというと、そうではないと常日頃感じています。先程奥田委員からも

お話がありましたけれども、やはり人の流れが恵庭の方に流れつつあるというのが避けられ

ない様です。交番のコンパクト化ということでいえば恵庭の交番も拠点交番を作っています。

北広島もそうですが、恵庭は街がコンパクトに繋がっているので、各現場に行くにも非常に

効率的です。交番の勤務員も集中援護出来るということで、常に１０人以上の職員で対応で

きます。片や北広島は面積が非常に広いという事も仇になっていまして、常駐できるのは３

名です。この差は結構大きくて、簡単に言えば厚別署管内は厚別区と北広島ですけれども、

地域警察官の配分を見ると北広島が３分１でが、面積は５倍位あり、この差が治安上大きな

支障になっているのです。いろんな刑法犯や事件、事故の取扱いをトータルで見ると、全道

的にも厚別署管内は減っていますが事故、事件が増えているのは北広島です。どうしても距

離的なものや、物流、交通関係の問題が大きく影響しています。よく感じるのは、輪厚と北

広島の間のアクセスが非常に悪いということです。ここがもう少し太い幹線道路で繋がって

いれば、まちの個性が変わるんじゃないかと思うことがあります。なぜかというと大曲に高

速インターがあり、北広島の団地には鉄道が走っています。ところがここで分断されている

ばかりにうまく交通アクセスが出来ていんじゃないかと感じます。 
田舎へ行けば鉄道が廃止になってバス転換され、自治体の財政を圧迫しているという非常

に苦しい台所事情があるのですけれども、少なくとも北広島はそこまで追い込まれていない

と思います。札幌へのアクセスがあって、空港のある千歳にアクセスがあるわけですから、

そうすると道路の規格や、構成によって変わって来るのではないかと思うことがあります。 
 

◆瀬戸口会長 はい、ありがとうございます。以前団地の活性化の議論をしていたときに、

今は駅中心に団地が考えられているけれども、輪厚のスマートインターから団地の西側に道

路をつなげば逆側がつながり車のアプローチが良くなるので、そちらの方が活性化するので

はないかと、その様な議論もありました。そう考えると今、団地は駅を中心にすべてを考え

て緑陽小学校の方は奥だという概念だったのが逆転するのだろうというようなことも議論と

してありました。 
それは１つの例なのですけれども、この真ん中の国有林のところを中心に、全てをつない

でいくようなネットワークがきちんとできるということの方が、北広島では大事かもしれな

いと思います。それは道路のネットワークもありますし、交通のネットワークがあります。

車だけじゃなくて公共交通が成立つかどうかということも考えなければいけないのです。 
そういうことから考えていくと、また違った選択肢も出てきます。そのためには将来の都

市構造というものをどの様に考えてスタートするかが重要で、今大きな岐路に立っている状

態ですから、そこのところはしっかり話をしないといけないと思います。 
資料の５ページにありますが、それぞれの地区で人口が何人で、核をどこに置いたらいい

かというお話ですが、そもそもこの前のところが必要です。前段の４ページにまちづくりの

課題と書いてありコンパクトシティーと言っているのが今の段階で、先程申し上げたように
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社会資本整備審議会のコンパクトシティーという他の都市でも行っている様な概念からスタ

ートして、それから形をどうしましょうという話です。実は大事なのはその前の段階の、将

来どうしなきゃいけないかをしっかり議論していかないと、これからの北広島の将来像が中

途半端になる可能性があります。今の状態だとそこが少し気になるところでもあります。 
皆さんからいろいろご意見をいただきましたけれども、当初事務局からの案では今年度い

っぱいで大方の方針を決めるという話だったと思ますけれども、今皆さんからちょっと意見

をいただいただけでも全然違うご意見がたくさんあり、選択枝というか将来像も相当違いま

す。 
北広島の将来の都市像をどの様にするべきか、もう少しじっくり議論をしていく必要があ

ります。それにはこの都市計画審議会でいいのか、又は専門委員会のような場を設けるのが

いいのかを含め、少し検討してもらった方がいいですね。審議会で意見をもらっているだけ

で、ではどうしますということにはなかなかなりづらいと思いますので、そういう進め方を

考えたいと思いますがどうでしょうか。 
 

◆太田副会長 繰返しになりますが、先程の話の補足と次の時にと思って話しをしなかった

のですが、個々のところをコンパクトにしなければいけないという理由は２つあります。 
ひとつはよく言うスプロールコストで、道路は１０キロあるよりは５キロに縮めた方が、

除雪等のメンテナンスが少なくなるからいいのです。行政も非常に厳しくなっているから、

メンテのお金を抑えるとか、色々なものを縮小して行かなければ財政が持たないということ

があります。 
もうひとつは、縮めるか何か作り替えをしなければ、それぞれのビジネスが成立たないの

です。物を売ることも含め、コミュニティーサービスが成立つように地場の物を売るとか、

そのコミュニティーを後方で支えるための新しいビジネスをつくるとかするためには作り変

えが必要です。 
コミュニティーのビジネスが成り立つような仕組みをつくるとか、今以上に産業ビジネス

を起こさなければいけないことと、スプロールコストを減らしそれぞれの地区をコンパクト

にすることはいいのですけれど、もうひとつは北広島としてのガバナンスです。 
北広島が札幌には無い、他には無いと言って注目され、そこで例えば環境で新しいビジネ

スができるとか、あるいは飯の種として稼げるとか、住んでいる人たちが求心性を持てると

いうようなガバナンスを作るという事をしないと、住んでいて夢もなければ働いていても夢

がないじゃないかということで、どう見てもう５つのエリアを国有林にまとめるというのは、

かなり勝負になると思うのですが、国有林が求心だというところをどうやって示すのか、一

番わかりやすいのは採算取れるかどうか分からないですが、私は市電をぐるっと回すに尽き

ると思いました。 
要はそこが中心だということをどうやってつくるかが非常に難しいけど重要で、重要だけ

ど難しいというところに入ってくるんだろうなと思います。皆さんとお話していてそんなふ

うに感じました。 
 

◆瀬戸口会長 ありがとうございます。多分、このまま議論を進めていくと団地は高齢化す

るから大変だ、大曲は今若い人が増えているからこのままでいい、西の里は西の里だと、そ

れぞれの地区がどうだというような議論にしかなっていかないです。北広島全体としてどう

いうまちになっていくのかということを、皆さん一緒に議論して考えるべきです。 
北広島市には高齢化が進んでいるところでも、人口が伸びているところもあり、同じ市で

す。だから北広島って難しいと思います。いろんなところがあるのでそういう中で将来の話
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をしていくというプロセスが今は大事だと思うのです。北広島市は今まであまりやってこな

かったと思います。それぞれの地区で、それぞれの地区がそれぞれ動いていたということで

す。たまたま北広島市の行政区域の中で皆さん住まわれていて、やっぱり将来北広島はどう

いうまちを目指していこうか、そういう議論をしてもいいのではないかと思います。 
せっかくの機会ですので、都市計画マスタープランがそういう意味で非常に自由な議論と

か発想ができるものでもあり、しかも計画自体は１０年先が目標です。そうすると具体の話

もできるし、少し夢のある話も出来ると思います。 
その様な取組みを是非事務局の方でも考えていただいて、こういう審議会で幾つか資料を

出してきてＡ案がいいか、Ｂ案でいいかということで、これどうするかという話の前の段階

だと思うのです。どうでしょうかね、そういうことでお話をもう一回見直していただければ

と思います。 
 

◆高橋課長 前回スケジュール的な説明はしたと思いますが、来年度の夏頃を目処にという

ことで、単純に現審議会委員の任期を意識したスケジュールを考えておりました。ただ、今

日の話というのは非常に大切な話しですし、これまでに議会からも、今後のまちづくりとい

うご質問をいただきますし、そういった意味で審議をして自分達の目指す都市像というもの

をきちんと共通認識しながら、都市計画マスタープランを作っていくべきだと思っています。

それでスケジュールはあくまでも目標でありいつまでという期限は決めていませんが、ただ

気持ちとしては来年度中には完成させたいと考えています。総合計画が動いており、推進計

画も動いている段階ですから、私共としてはそういうイメージでいます。 
ですから、スケジュールは審議会の任期に捕らわれずに、今日のような話をもう少し深め

たいと思っていますので、部長とも相談しますけれども、少し遅れても構わないと思います

し、場合によっては回数も増やす事も含めて検討したいと思います。 
専門委員会等の設置については会長と相談させていただきたいのですが、来年度は仕上げ

という意識を持っていたものですから、来年度はコンサルタントに取りまとめ等の業務を委

託する予定でいました。ですから、私どもとしては２４年度内の目標ということでも構わな

いと考えており、逆にきちっとこういう議論をすべきだと思っています。 
当時、ワークショップを積み重ねて３年間掛けて作ったマスタープランですが、いざどう

いうふうにするのだというときに、なかなか自分達の思いが言えないということも、我々の

反省すべき点であろうかと思いますので、やり方も含めて期間はそういった形でいきたいと

に思っています。 
 

◆瀬戸口会長 この審議会では、例えば大きな方針を皆さんに色々ご意見いただいて、例え

ば細かい技術的なことは、別の専門委員会とか他の場を設けるということができると思うの

です。そういう意味では役割を一緒にしないで、審議会での役割を持たせていくのもあるか

と思いますし、それも含めて今年度中に大体こういうような考え方で将来像を考えればいい

という、幾つか意見をいただいて、それを来年度に具体的に検討するときの土台にしていく

という方法もありますし、いろいろやり方はあると思いますので、ご検討いただければと思

います。 
これから事務局の方でも検討していただきますけれども、この方針についてもう少し議論

を深めていくということでご理解いただいてよろしいでしょうか。 
 
（一同了承） 
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