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平成２３年度【第２回】北広島市都市計画審議会 
 

１ 日  時    平成２３年９月５日（月）午前１０時００分～午前１１時３０分 
 
２ 場  所    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：なし 
 
４ 議  事     
 【諮問案件】 
  議案第１号   北広島市都市計画マスタープランの見直しについて 
 
 【説明事項】 
  資料１    都市計画マスタープランの見直しについて 
  資料２    北広島市の将来人口について 

   資料３    北広島市の都市計画の現状と収容可能人口についてについて 
 
●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２回北広島市都市計画審議会を開催いたします。

皆さんおはようございます。司会の北広島市企画財政部都市計画課長の髙橋です。よろしくお願いい

たします。 
本日の審議に入ります前に、企画財政部長から都市計画審議会に審議案件の諮問をさせていただき

ます。 
  

（企画財政部長より会長に諮問書を提出） 
 
２ 事務手続等 
◆岩泉企画財政部長挨拶 皆さんおはようございます。企画財政部長の岩泉です。本日は、委員の皆

様にはお忙しい中、北広島市都市計画審議会ご出席いただきましてありがとうございます。 
ただいま、諮問をさせていただいた北広島市の都市計画マスターにつきましては、平成１３年から

検討を行い、平成１６年に策定した計画であります。 
その後の平成２２年４月に「札幌圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針｣が策定され、本年３

月には本市の「第５次総合計画」が策定されたところであります。従いまして、これらの上位計画と

マスタープランの整合を図る必要が生じましたことから、その見直しについて本日諮問をさせていた

だいたところであります。 
委員の皆様には、闊達なご意見などをいただきながら、見直し方針（案）を策定していただきたい

と考えておりますのでよろしくお願いいたします。詳しい内容やスケジュール等につきましては、事

務局からご説明をいたしますのでよろしくお願い申し上げます。 
 
◆事務局（髙橋課長）続きまして、瀬戸口会長よりご挨拶をいただき、これ以降の進行につきましては、

会長にお願いいたします。それでは、会長、よろしくお願いします。 
 
◆瀬戸口会長 皆さんおはようございます。今年度第２回目の都市計画審議会になりますが、只今諮

問を受けました都市計画マスタープランの見直しについて、今日から何回かに渡って審議を行ってい

きますが、委員の皆さんには多数のご意見等をいただきながら見直しを行っていきたいと思います。 
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） 本日の会議の成立についてですが、松原委員がご欠席でございます。１０名

中１名の欠席ですので、審議会条例第５条第２行の規定によって本日の審議は成立していることを報

告させていただきます。 
 

３ 議事録署名委員の指名 
◆瀬戸口会長 審議会が成立するとの報告がありましたので、会議を進めさせていただきます。 
 本日の議事録署名委員は、３番の長南委員と４番の伊藤委員にお願いいたします。 
     （両委員、了承） 
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４ 議 事 
【資料１ 都市計画マスタープランの見直しについて】 

◆瀬戸口会長 それでは議事に入ります。議案の第１号北広島市都市計画マスタープランの見直しに

ついて事務局から説明をお願いいたします。 
 
◆事務局（髙橋課長） それでは、本日諮問しました都市計画マスタープランについて、これまでの

見直しの背景、今後の審議のスケジュール等を担当からご説明いたします。 
 
◆事務局（笹原主任） 都市計画課 の笹原です。おはようございます。それでは、都市計画マスター

プランの見直しについて説明いたします。皆さんのお手元には画面をプリントアウトしたものもござ

いますが、こちらの画面に沿ってご説明させていただきます。 
都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２の規定により定められております。その内容

といたしましては市町村の都市計画に関する基本的な方針となっており、議会の議決を経て定められ

た市町村の建設に関する基本構想、並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市

町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものと謳われております。 
都市計画マスタープランの位置づけでありますが、平成１３年に策定された第４次北広島市総合計

画と、北海道が平成１６年に定めた札幌圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、略し

て整開保と言われていますが、この２つを上位計画として平成１６年に本市の都市計画マスタープラ

ンは策定されました。さらに北広島市が策定いたしました緑の基本計画、景観形成基本計画、環境基

本計画等、その他の分野の計画とも整合をとって定められております。 
したがって、上位計画等との整合及び中間年次における時点修正を図るため、今回は部分的な見直

しを行いたいと思っております。 
それでは都市計画マスタープランの見直しスケジュールについてご説明いたします。 
本日は平成２３年度第２回都市計画審議会で、マスタープランの見直しについて諮問をさせていた

だきましたが、後ほど北広島市の将来人口等について説明をさせていただきます。 
続いて３回目の都市計画審議会を１０月下旬～１１月の上旬に予定しております。この中で北広島

市の全般にわたる基本的な方針などを検討させていただきたいと考えております。 
平成２４年２月には今年度の第４回目を開催いたしまして、各地区別の基本方針等の検討をさせて

いただきたいと考えております。 
そして、５月には２４年度第１回目の都市計画審議会を開催させていただきたいと考えており、こ

こでは都市計画マスタープランの見直し素案をまとめさせていただきたいと思っております。 
素案がまとまりましたら、６月にパブリックコメントにかけまして、市民の皆様の意見を広く伺い

たいと思っております。このパブコメ終了後、７月に２４年度第２回目の審議会を開催いたしまして、

マスタープランの見直しについて答申をいただきたいと考えております。その後、見直したマスター

プランにつきましては公表し知事への報告を行っていきます。 
なお、議会への報告につきましては、順調に今のスケジュールで進みましたら、６月の定例会で中

間報告を行いまして、９月の定例会で最終報告をしていきたいと考えております。都市計画マスター

プランの見直しについては以上です。 
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◆瀬戸口会長 将来人口と、収容可能人口も続けて説明をお願いします。 
 
【資料２ 北広島市の将来人口について】 

◆事務局（髙橋課長） 只今スケジュールをお示ししましたが、都市計画マスタープランについての

近隣市の動向は、現在千歳市さんと本市が見直しを進めていまして、江別、石狩、恵庭、苫小牧、札

幌については既に部分的な見直しは済んでいますので、私ども総合計画が出来たこともございまして、

来年度にかけて見直しを進めたいと考えています。 
将来人口については、総合計画で示した人口と現在の都市計画マスタープランに示している人口と

は大きく乖離しています。そういったことも含めてご説明し、皆様のご意見をお聞かせいただければ

と思っています。本日は時間の関係上、人口問題に限ってご審議をいただきたいと考えていますが、

２回目以降については、具体的なあるいは事務的な部分見直しもございますので、叩き台を提示して

皆様に議論、審議、意見をいただき整理をしていくという事で進めさせていただきたいと考えていま

す。 
それでは北広島の将来人口、それから現在の市街化区域に一体どれだけの人口が収まるのかという

シミュレーションをしておりますので担当よりご説明いたします。 
 
◆事務局（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。座って説明させ

ていただきます。 
前回お配りしました、総合計画等の資料お持ちでない方につきましては、お手元にレジュメを用意

しております。赤い方が総合計画の人口にかかわる部分２枚になっております。それから青い方が都

市計画マスタープランの人口にかかわってくる部分を抜粋しております。これらも参考にご覧くださ

い。 
それではお配りしました、パワーポイントの印刷資料に従いまして説明させていただきます。 
現都市計画マスタープランにおける将来人口は、平成１２年を基準年として５万７７００人から推

計いたしまして中間年次の平成２２年で６万６９００人、平成３２年の目標年次で７万２千人です。 
平成１３年に策定された第４次総合計画における将来人口は、平成７年の人口５万３５３７人から

推計いたしまして、平成２２年の想定人口が６万７０００人、将来目標人口としまして、これは年次

を定めてありませんが９万人と想定していました。策定された当時は、人口の伸びは鈍化する傾向に

はありましたが、まだ緩やかに増加していくだろうという考え方でありました。 
続きまして北広島市の人口の推移ですが、左の青い方が住民基本台帳からとったグラフで、平成１

９年の６万１１７４人をピークに減少しております。昨年の２２年度で６万６２３人まで減少してお

りまして毎年１００人～２００人位のペースで下がってきております。 
右側の茶色いグラフが過去４回の国勢調査の結果を表したものですが、２２年の調査では、前回１

７年と比べて３０７人減少しております。率にして０．５％の減少でした。 
続きまして第５次総合計画における将来人口ですが、厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所が

平成１９年５月に公表いたしました将来推計では、日本全体でも北海道でも今後の人口が減少すると

いうことが推計されております。 
この人口問題研究所が平成２０年１２月に公表した全国市町村別の推計の中で、北広島市の平成２
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２年の人口は６万２５９７人と推計されましたが、これは実際の市の住民基本台帳の６万６２３人と

比較すると２千人ほど過大となっています。これは人口問題研究所の推計が平成１７年までの人口増

加期のデータをもとにしているためと考えられることから、市の総合計画では直近の人口データも加

味した独自の推計を行っております。この推計では、平成３２年の人口は５万９４８５人となり、か

なり減少しております。これに政策的に増加が見込まれる２千人を加え、将来人口６万１５００人と

したものです。 
 

【資料３ 北広島市の都市計画の現状と収容可能人口について】 
続きまして北広島市の都市計画の現状と収容可能人口についてご説明いたします。 
都市計画区域は都市計画法第５条に定義されており、一体の都市として総合的に整備し、開発し、

及び保全をする必要がある区域で、北広島市では市全域の１万１８５４ヘクタールが都市計画域に指

定されており、無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を図り効率的な公共投資を図ることを目的と

しております。この都市計画区域を、計画的に開発を図る市街化区域と開発を抑制する市街化調整区

域に分けており、北広島市は市街化区域が１７２６ヘクタール、市街化調整区域は残りの１万１２８

ヘクタールとなっております。 
続きまして用途地域ですが、市街化区域ついては１２種類の用途地域に分かれていますが、建築で

きる建物用途により大きく３つに分かれており、住居系、商業系、工業系となっております。住居系

が第１種低層住居専用地域から準住居地域までの７つに分かれており、商業系が近隣商業と商業の２

つに分かれており、工業系は、準工業、工業、工業専用の３つに分かれ、合計で１２用途となってお

ります。 
この１２用途の中で住居系と商業系は住宅が建てられます。工業系では準工業地域の住宅建設は可

能ですが、北広島市ではその一部に特別用途地区という上乗せ規制があり、一部の地域では住宅が建

てられない所もあります。また工業地域も基本的に住宅は建築可能ですが、これも特別用途地区とい

う上乗せ規制がありまして、住宅を建てられないように制限しております。工業専用地域に住宅は建

てられません。従いまして居住できる用途地域として赤で囲った範囲で１番下の準工業地域について

は、一部建てられない地域もございます。 
続きまして用途地域別の土地利用の状況についてご説明いたします。 
表の１番上に①から⑩まで番号がありますが、①が用途地域毎の人口で、合計しますと５万７３２

１人となっております。②はそれぞれの面積で、③がそのうち可住地合計面積で、居住可能な面積の

合計です。④はそのうち建築がされている面積で、⑤が未利用地で建築が可能なところです。⑥は非

可住地の面積となっておりまして、⑦が人口密度です。 
例えば一番上の第１種低層の未利用地可住面積⑤番が４１ヘクタールで、これに⑦の人口密度をか

けますと居住可能人口が４１００人、１００％入ると４１００人になるということです。これらを合

計していきますと１万６０００人となりました。充足率を８０％としますと１万２８００人となり、

これに最初の人口の５万７３００人を足しますと、約７万人という数字が出てきます。 
北広島市の市街地としましては、この図にありますように５地区に分かれており、図面の右側が東

部地区で、これは道道江別恵庭線や北広島市のＪＲ駅を中心とした集落を中心に発展したところです。

ＪＲを挟んで西側が道営北広島団地です。図面の上には札幌市厚別区のもみじ台に接している西の里
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地区があり、国道２７４号沿いに発達したまちです。左下に行きまして、国道３６号沿いに発達しま

した大曲地区と輪厚地区があります。これらの地区別にどれだけ人口が張付くのかが次の表です。こ

れも⑧に地区別の居住可能人口を記載しており、合計で１万６千人、この８割で１万２８００人とし

て全体で７万人と考えております。 
これまで可住地、非可住地という言葉が出てきましたが、可住地というのは市街化区域の中で用途

地域や特別用途等で居住が制限されている土地は除かれます。また、道路や公園、河川などの公共用

地、学校、市役所など公共施設の敷地を除いた土地が可住地となります。その中で建築物の敷地とし

て利用されている土地以外を未利用地としております。非可住地は、可住地以外の土地ということで

す。 
これまでの説明をまとめますと、市街化区域内の未利用地が６４５ヘクタールと申上げましたが、

その２１％の約３４ヘクタールが未利用地となっており、未利用地に人が貼り付きますと収容可能人

口としまして、全体で約７万人であろうと考えております。 
総合計画の第５次で平成３２年人口を６万１５００人と想定しておりますので、これについては十

分収用可能であると考えております。以上で説明を終わります。 
 

【質疑・意見等】 
◆瀬戸口会長 将来人口推計と居住可能地について説明をしていただきました。只今の説明に関連し

てご意見、ご質問をお願いします。 
 
◆太田副会長 ３点確認させていただきますけれども、ご説明いただいた資料で数字的なことで、３

番目の土地利用の状況、用途地域別で⑨の居住可能人口の８０％とした理由を説明いただきたいのと、

同じ表の⑥の第２種住居の人口が無いのですが、これは最近宅地化されたのか、あるいは何か理由が

あって０ベースが続いていているかを確認していただきたい。それから第５次総合計画の将来人口で、

政策人口約２千人としておりますけども、この政策人口というのはどういうことをもって政策人口と

し、なぜ２千人かというとことを確認いただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 
 
◆事務局（髙橋課長） 太田委員の３点のご質問にお答え申し上げます。最初の収容可能人口の８０％

ですが、これは特に資料等で決められた数字ではございません。理論上は１００％を目標とすべきで

すが、現実的にはどこにも１００％という地域がないということもあり、過去にも９０％や８０％等

でシミュレーションをした経緯があります。将来人口の７万２千人が入るかどうかを試算して確かめ

たということでございまして、８０％の根拠は現実的な数字という思いで掛けたものです。 
それと第二種住居地域の可住人口が表の中で０となっていますが、これは用途としては住宅が可能

ですが、上乗せ規制により一般住宅を排除しているので、計算上カウントしなかったということです。 
最後に総合計画における政策的人口２千人の考え方ですが、これは積み上げた数字ではございませ

ん。総合計画の重点プロジェクトである子育て環境の充実、住環境の整備、雇用や新規ビジネスの創

出、まちの魅力の発信等の施策を複合的に展開することによって、現在の未利用地の定住を促進し、

政策的に人口を確保していきたいというのが総合計画の考え方です。 
これは、今回の議会の中でもご質問をいただいておりますが、重点プロジェクトの３つの柱と、各
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セクションで１００を超える具体的な推進計画を着実に実施することにより、人口減少に歯止めをか

けたいという目標を設定したものです。以上です。 
 
◆太田副会長 先ほどの第２種住居の一般住宅排除の上乗せというのは地区計画をかけたのでしょう

か。地区計画をかけて一般住宅排除をした理由を教えていただきたい。 
また、重点プロジェクトの詳細をさらに詰めて、このプロジェクトだからこういう雇用や居住が生

まれるところまで入れておかないと、どこかで必ず指摘されますし、政策的な方向性を都市計画マス

タープランの中に強く打ち出すのも必要だと思います。 
都市計画マスタープランは重みもありますので、繰り返しになりますが、重点プロジェクトの中で、

子育て支援でこういう層をこれだけ入れるというような意思表示もありますので、その辺はぜひ押さ

えていただきたいと思います。 
 
◆事務局（髙橋課長） 第２種住居地域は、民間開発行為で造成された住宅団地である輪厚希望ヶ丘

の中核にある地域です。ここは大ロットとなっており、商業系の施設を持ってこようと指定したとこ

ろでございまして、地区計画の中で戸建て住宅排除という上乗せをしております。 
 

 ◆瀬戸口会長 総合計画の政策人口はどうですか。 
 
◆事務局（髙橋課長） 総合計画は既に作成されましたが、太田委員のおっしゃるとおり、都市計画

マスタープランの中で具体的にどういう書込みをしていくかが重要かと思います。ただ、総合計画で

は先ほどご説明いたしましたように、１つずつ積み上げて数字を出していないのですが、政策はぶら

下げていますので、次回以降に具体的な部分をお示ししながら議論をさせていただきたいと思います。

今の段階では数字的な内容をお示しできる状況にはないことをご理解いただきたいと思います。 
 

 ◆瀬戸口会長 他にはいかがですか。整開保で札幌圏が想定している人口の動きと、北広島市の人口

との整合性はどう考えていますか。 
 

 ◆事務局（髙橋課長） 整開保につきましては、札幌圏の推計は人問研の数字を使っています。整開

保自体の数字としては、先ほどご説明いたしました、人問研の推計が誤差を持っており、少し高目の

数字になっております。 
 
 ◆瀬戸口会長 その中での北広島の人口は、人問研の数字そのままということですか。 
 
◆事務局（髙橋課長） はい。数字的には独自集計でない人問研の数字そのままを使っています。で

すから、総合計画の写しのオレンジ色のレジュメにグラフがありますが、これの上のグラフが人問研

の数字です。 
６万３３６４人という国立社会保障人口問題研究所の推計値が、整開保で示している数字であり、

総合計画とは若干乖離があるいうことです。 
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◆瀬戸口会長 市の独自推計というのが、コーホート推計をやったのですね。 

 
◆事務局（髙橋課長） そうです。 

 
◆瀬戸口会長 それは住民基本台帳を基にコーホート推計をやったのですね。 

 
◆事務局（髙橋課長） いろいろなファクターはありますが、北広島は移動率が非常に高く、年間６

千～７千人が転入、転出しています。過去の住基データをもとに、生残率等も含めて独自で数字を出

しまして、手法はコーホート要因法を用い、人問研の平成２２年値で既に２千人のかい離がありまし

たから、そのまま使うと高目になるので、総合計画では独自の推計値を行ったということです 
 
◆瀬戸口会長 人問研の推計は、昔の社会移動がそのまま反映されている。最近社会移動が減ってい

るから、この推計でやると下の方に出るのですね。他はいかがでしょうか。議会での総合計画の議論

はどうですか。 
 
◆野村委員 私も将来人口について質問しようとして、過去の第４次までの人口を全部調べて見まし

た。そうするとバブルの時でさえマイナス３千人から４千人ということで、実際は計画通りになって

いなかったことに対して、途中できちっとした政策を怠っていたような気がします。 
もう１つは人口の部分で、人問研の２２年人口推計は６万２５９７人となっていますが、北広島団

地は一番多い時から約３千人減っており、北広島団地がそのままであればこの推計は間違いではない

ということです。ですから、北広島団地だけが人口減少への対応をきちんとしていれば、もしかした

らこの推計どおりに行っているのかもしれないですし、そういう意味では、人口が一番多いときから

３千人減少というのは政策的な問題なのかなという気がします。 
ですから、政策的な人口対策に力を入れることによって、もっと人口が伸びるのかなというような

考え方は持っています。 
 
◆瀬戸口会長 他はいかがでしょうか。現在は人口を維持するだけでも大変です。政策的に何かやっ

ても、やっと横ばいになるぐらいなので、２千人を伸ばすというのは相当厳しいと思います。人口の

議論がそのまま将来の都市像の議論にもつながります。 
先ほどの可住地のシミュレーションでは７万人可住とされ、将来の人口推計を６万１５００人とし

たときに、今の市街化区域の面積で十分足りるということをここでは言いたいのです。その場合、今

の市街化区域の面積をこれ以上広げないということが１つの大きな方針として、多分この先出てきま

す。例えば大曲と輪厚は、これまでは繋ぐようなことを考えていましたが、これからはそれぞれが拠

点を持つということであり、独立して考えるということが方針として考えられます。 
それから可住地のところで７万人が収容可能であって、将来推計は６万１５００人だとすると、現

在の市街地をいかにコンパクトにしていくかということも大きな課題です。例えば市街地を縮小する

のか、それとも駅等の利便性の高いところの重点化を図っていくのか、この人口の推計から将来の都
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市像を考えていくときのシナリオが幾つか見えて来きます。その様なこともこれから議論になればと

思います。  
例えば大曲と輪厚の地区をもうこれ以上広げていかない。それから北広島団地も駅を中心にもっと

拠点を作って、そこに人口を集めていくようなことも選択肢の１つです。そういうような選択肢を幾

つか出して、都市マスの議論にしていく方が分かりやすいのではないでしょうか。 
次回からの都計審では、この都市マスのプロセスの中で選択し得る方向性について幾つかシナリオ

を出し、それで議論して行きたいのです。単に数字の議論をしても、あまり意味の無いことで、どう

いうシナリオになるかが重要です。ほかにはいかがですか。 
 
◆大滝委員 今、会長がおっしゃったように北広島は西の里から東部、輪厚、大曲と４つの地域に分

かれていて、それぞれの地域をどう発展させていくか、それとも縮小させていくかという問題もある

と思います。それぞれ歴史的にも古くから開発されて来た地区ですので、これ以上発展しなくてもい

いということは、地域の皆さんには受入れ難い事だと思うので、その辺の歴史的なことを踏まえて、

これからこの分散した４つのまちをどうやってコンパクトに発展させて行くのか、すごく難しい話に

なっていくと思うのですけれども、会長がおっしゃった様に、幾つかのシナリオを作っていただいて

審議をしたいと思います。 
 
◆瀬戸口会長 ありがとうございます。その意味では、今人口を一発で出してしているけれども、地

区別にコーホートの人口を出しても意味がありますね。コーホートの精度が下るけれども、それぞれ

の地区ごとに人口推計が将来どうなるのか、それを見ていかないと、なかなか将来像は判断できない

と思います。 
それから５つある地区をどうやってつなげていくのかが議論の対象にもなりますから、単に人口だ

けじゃなくて、それぞれの地区の交通アクセスの手段をどのように確保するかもありますし、これか

ら高齢化が益々進んでいくと、ＪＲの駅を中心にどうやってまちを充実させていくのかも大きなポイ

ントになると思います。北広島団地は北広島駅ですけども、西の里は上野幌駅ですね。上野幌駅は札

幌市域ですね。駅を中心に充填をさせようと考えても、札幌市の行政区域内ですので、この問題は先

の話です。ほかにはいかがでしょうか 
 
◆尾崎委員 私はこの９月議会で、一般質問を人口減少に歯止めをというテーマ１点だけで質問しよ

うと思っていますけれども、今日の事例の中で１つ気になるので提案申し上げたいと思います。 
資料の２番目の１番末尾の、先ほどから議論されている人口推計ですが、これの点線で書いてある

市が独自に推計した５万９４８５人が平成３２年の推定ですが、これが非常に紛らわしい。市は６万

１５００人を３２年の目標としてあげています。どっちが本当ですか。市が独自で推計すると５万９

４８５人だけれども目標は６万１５００人であり、どっちに向かっているのか、この範囲に入ってい

ればいいのかという判断をされるのかと思いますので、この点線で伸びている５万９４８５人は以後

末梢したらいかがでしょう。目標は１つですよと。 
 
◆事務局（髙橋課長） 総合計画に載せてあるグラフですが、本来人口問題研究所の推計をそのまま
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使わなかったという説明をするために、独自の推計をしたら実際には５万９４８５人になりますが、

人口に減少に歯止めをかけるために、いろいろな施策を講じて目標は２千人アップをして６万１５０

０人としております。確かに２つ数字があり紛らわしいのですが、総合計画に既に載せていますから、

消すというのは難しいと思いますのでご理解をいただきたいと思います。 
 
◆瀬戸口会長 これは逆に５万９４８５人を載せないと、人口問題研究所は６万３３６４人に引張ら

れて、それより減って将来人口を目標とするという誤解を受けるのであった方が良いと思います。こ

れから日本全国どこでも人口が減っていくので、人口が減るという事だけ議論するというのも中身が

自質的な議論にならないので、そういう意味では人口が横ばいであっても、いかに地区を充実させて

いくか。 
 その中でいかに豊かな街づくりをして行くかということを考えた方が将来の方針としていく。日本

全体が、相当な勢いで減っていきますから、減るという事を阻止するだけでも相当な事です。 
 
◆鈴木委員 北広島市については、厚別警察署の管内です。もとは豊平署の管轄でしたが統廃合の結

果今日に至っています。拠点交番の北広島交番ですべての治安維持に当たります。 
厚別警察署は拠点の警察署では結構大きい警察署で、ここに機動隊なども常駐し、大半の事案が北

広島よりは厚別側が扱いも大きく、何か事案があったら北広島だとどうしても厚別警察署から来なく

てはならない問題があるのです。また厚別区のエリアから比べると、非常に北広島は広く、５つの地

区に分かれているのが大きな地域の問題です。何とか我々としても効率的にできないかが大きな課題

だと思います。 
人口の流れも、将来的に影響してくると思うのですけども、やはり駅があって観光地が集中してい

るのは、北広島の東部地区です。出来ればここに中心的に人が流れるような街づくりになればいいと

思いますが、現状として事件事故取扱いが多いのは大曲です。北広島も多いのですけれども、実数か

らいうと大曲の取扱いの方が多い。それが反映して、大曲の交番に人間も多くシフトしているのが実

態です。  
本来はやはり拠点の交番としては北広島中心で、そこから数多くの事案に対応するような形に持っ

て行きたいのですけれども、現実にはそうはなっていないということです。 
ですから我々としては、都市作りだとか、人の流れを作るという力を持ってないのですけども、治

安の維持という観点からいけば、その様になれば望ましいなとは感じております。 
大曲に大きい商業施設が出来ておりますので、その流れはなかなか止めづらいと思いますが、そう

なっても４つ、５つでなく、せめて２つの流れで特化したまちづくりなってもいいのかなと感じてい

ます。距離的に広く、それぞれの地区で分かれているのは、どこか拠点として発展するまちづくりに

シフトしていただきいのが我々の希望です。 
 
◆瀬戸口会長 一般的に、車社会の地域とか都市に犯罪が比較的多いということです。人が歩いて暮

らす所は比較的に少ないのが一般的です。そうしましたら今後のスケジュールを確認していただいて、

どの様に進めるのか、何か専門委員会とかやるのですか。 
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◆事務局（髙橋課長） 今後の進め方でございますが、先ほど説明したのですが、既に見直しが終わ

ったところのやり方を見ていますと、目標や年次も含めて全面改正するということであれば、それな

りに市民の意見を聞き、専門のプロジェクトチームを作って時間をかけてやる形をとっているのです

が、そうでないところは、３回～４回の審議会の中で、事務的に総合計画及び整開保と都市マスとの

整合がとれていない箇所を示し、新たに加筆すべき内容はどういう部分だということを、基本的には

専門員会は作らず、全体審議会の中で整理整頓していきたいのが考え方です。 
ですから、たたき台として資料を作成し、１６年に作った都市マスに欠けている考え方があるかな

いかという部分を、ご意見をいただきながら整理して行きたいというのがこの度の進め方と考え方で

す。 
 
◆瀬戸口会長 ではこの審議会の中で、具体的な中身を議論するという事ですね。 
 
◆事務局（髙橋課長） １回で審議会に降ろして決めた所もあるようで、事務的に見直しをした様で

すが、そうではなく皆さんの意見を聞きながら作り上げていきたいと思いますが、専門委員会までは

考えてはおりません。 
 
◆瀬戸口会長 総合計画との付合わせも大事だけれども、将来どういうまちにしていくのか、方針を

押さえて行かなければなりません。 
先程私が申上げた様に、それぞれの市の拠点を中心にそこを充実させていく、交通手段をこのよう

に繋げていく、拠点はあくまでも北広島駅を中心に作っていく、それぞれの市街地はもうこれ以上拡

大しないなどの、都市計画の大きな方針とシナリオを出してもらった方が、人口問題も大事ですけど、

それだけだと方針が見えてこないので、そこを押さえて議論の中身を出すようにしていただきたい。 
それでは、その議論は今年度一杯位ですか。 

 
◆事務局（髙橋課長） 年度内にとは思っています。１１月にはその辺をもう１回示しながら議論い

ただきたいなと思います。 
 
◆瀬戸口会長 今度は方針の案を出して見ましょう。選択肢として１つに抑える必要は無いと思うの

で、色々な選択肢を出してそれを議論しましょう。それから回数も３、４回では足りない場合もある

ので、適宜増やすということも選択肢に入れて下さい。 
 
◆事務局（髙橋課長） 都市計画審議会委員の任期が来年８月３１日なので、できればそれまでに素

案を完成させたいと思っていますが、もう少し回数も含めて検討させていただきたいと思います。 
 
◆瀬戸口会長 締切りはいつまでになっていましたか。 
 
◆事務局（髙橋課長） 来年度の８月というふうに考えておりますが、場合によっては来年度中に収

まればいいのではないかと考えております。 
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