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平成２４年度【第１回】北広島市都市計画審議会 

 

１ 日  時    平成２４年６月１１日（月） １５時００分～１６時４０分 

 

２ 場  所    中央会館２階学習室 

 

３ 出 席 者    委  員：会長ほか６名 

          北広島市：企画財政部長   

          事 務 局：都市計画課長ほか５名 

          委託業者：２名 

          傍 聴 者：なし 

 

４ 議  事     

 【報告事項】 

  １）北広島市都市計画マスタープランの見直しについて     

専門委員会からの中間報告について 

  ●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 （欠席） ７番委員 野村 幸宏 

３番委員 長南 秀之 ８番委員 坂本 勉 

４番委員 伊藤  寛 ９番委員 大滝 和子 

５番委員 （欠席） 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   村上 清志 

都市企画課主査   笹原 拓己 

都市計画課主任   相花 悟 

都市計画課主事   佐藤 秀彦 

都市計画課   千葉 英典 

 

【委託業者】 

㈱シン技術コンサル都市施設部次長 中山 祐二 

㈱シン技術コンサル都市施設部課長代理 清水 克範 
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１ 開 会 

◆事務局（村上課長） 只今より平成２４年度第１回北広島市都市計画審議会を開会いたし

ます。 

  

２ 事務手続等 

◆事務局（村上課長） 委員が 1名交代となっております。企画財政部長の岩泉より委嘱書 

を交付させていただきます。新たに委員になられました坂本委員はその場でお立ちになり、 

委嘱書をお受け取りください。 

 

（部長より坂本委員に委嘱書を手交） 

 

◆事務局（村上課長）  尚、委員の任期につきましては、北広島市都市計画審議会条例第 2

条第 3項の規定によりまして前任者の残り期間の平成 24年 8月 31日までとなりますので坂

本委員におかれましては、よろしくお願いいたします。それでは改めまして、新たに委員に

なられました方をご紹介いたします。8 番委員坂本勉様は、北海道札幌方面厚別警察署北広

島交番所長として 4 月に静内より赴任されております。それでは坂本委員から一言ご挨拶を

いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

◆坂本委員  皆さんこんにちは。ご紹介を頂きました、北広島交番所長坂本です。今ご案 

内のとおりに、札幌方面静内警察署の次長からこの 4 月 1 日で異動をしてまいりました。ど

うぞよろしくお願いします。 

この場を借りて皆様には警察行政にご支援とご協力をいただいていることに心から厚く御

礼を申し上げます。今後とも警察行政に対して一層のご協力とご支援をよろしくお願い申し

上げます。簡単でございますが就任の挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしく

お願いします。 

 

◆事務局（村上課長）  続きまして、事務局も 4 月の人事異動で一部交代をしております

ので、紹介をさせていただきます。 

まず、私ですけれども前任の高橋に代わりまして、下水処理センターから異動してまいり

ました、村上と申します。実は私は、都市計画課が 3 度目でございます。平成元年から平成

6年までの 6年間、それから平成 11年から平成 18年まで 8年間で計 14年間。今年を入れま

すと 15年目という事になります。ただ長くなっているな、というところもあるのですが今後

ともよろしくお願いしたいと思います。以降、自己紹介させますのでよろしくお願いします。 

 

◆事務局（笹原主査）  笹原です。昨年、一昨年もお世話になっております。今年度以降

もまたよろしくお願いいたします。 

それではうちの都市計画課では、今不在ですが、相花主任が 4 月に都市整備課より配属に
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なっております。 

それからもう 1人、都市計画課に新採用の佐藤秀彦主事を紹介いたします。 

 

◆事務局（佐藤主事）  今年 4月に北広島市役所に採用になりました、佐藤秀彦です。事

務局として審議会等お手伝いさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長）  それと 5 月から、マスタープランの改訂に当たりまして業務委託

で資料の作成、提案、それから冊子の印刷製本等の業務で事務局の支援を行っていただく株

式会社のシン技術コンサルの方が、今日、同席をされております。今後委員会や専門委員会

等に出席して支援を行っていただくということでございます。今日中山さんと、清水さん、

来られてますので、一言ご挨拶をお願いします。 

 

◆シン技術コンサル（中山）  シン技術コンサルの中山と申します。よろしくお願いしま

す。 

   

◆シン技術コンサル（清水）  同じく清水と申します。よろしくお願いします。 

   

◆事務局（村上課長）   それでは次第の 4番、部長あいさつでございます。企画財政部

長の岩泉より一言ご挨拶を申し上げます。 

 

◆岩泉企画財政部長  企画財政部の岩泉でございます。いつも大変お世話なっております。 

また今年度もよろしくお願いを申し上げます。 

本日は委員の皆様には、お忙しい中、都市計画審議会ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。平成 24年度になりまして初めての審議会の開催でございます。新たに委員な

られました、坂本委員、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

また改めまして他の委員の皆様方につきましても今年度も都市計画マスタープランの関係、

それから用途区域の変更等、いろいろ課題が多くございますので、昨年同様お願いを申し上

げるところでございます。 

昨年 9 月に諮問をさていていただきました、都市計画マスタープランの見直しにつきまし

ては前回 1 月の審議会で専門委員会の設置をさせていただきました。専門委員会の委員長と

して瀬戸口会長にはまたご苦労をおかけしている次第でございますが、その内容についても

後ほどご報告をさせていただくというスケジュールになっています。  

それと話は飛んでしまいますけれども、私どものまちで、懸案になっておりました北広島

団地内の小学校２校が統合になりまして２校の廃校とその跡地利用というのも今ご検討を市

民の皆さんにもいただいて、計画をまとめました。 

今年度から基本設計なりそれから事業者の公募ということで現在進めているところでござ

います。その公募の委員、審査をする委員会につきましては伊藤先生に委員長をお願いしま

して、今進めさせていただいております。おかげさまで今月末には、募集要領を出して何と
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か事業者の方々を多く来ていただくようにとこれから頑張っていかなければならないな、と

考えているところでございます。     

それらが決まりましたらまた、用途区域の見直しもありまして、都市計画審議会の皆さん

方にまたお願いをしなければならないという状況もございます。いろいろな課題が山積して

おりますので今年もまた、お忙しい状況になろうかと思いますが、ひとつよろしくお願いを

いたします。簡単ではございますけれども、ご挨拶といたします。どうもありがとうござい

ました。 

 

◆事務局（村上課長）  尚、部長につきましては、この後、所用がございます。申し訳ご 

ざいませんが、ここで退席をさせていただきます。 

 

◆岩泉企画財政部長  どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆事務局（村上課長）  続きまして、次第の５でございます。瀬戸口会長にごあいさつを

いただきまして、これ以降の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

◆瀬戸口会長  みなさんこんにちは。お忙しい中お集まりいただきまして、有難うござい

ます。今年度初めての都市計画審議会になりますけれども、また、よろしくお願いいたしま

す。今、お話ありましたように、この審議会で検討した内容、例えば小学校の跡地利活用で

すとかそれから団地の再生ですとかいろんな点で北広島は今、動き出しておりますので、単

なる計画ではなくて着実に動いているということは非常にいいことかと思います。そういう

将来を見据えて、これからのビジョンを皆さんと共有していきたいと思いますので今年度も、

ご審議よろしくお願いいたします。それでは議事に入ります前に、今日の審議会の成立につ

いて事務局から報告をお願いいたします。 

 

◆事務局（相花主任）  本日の審議会の出席は、10名中 7人で太田委員、奥田委員、松原

委員が欠席されております。北広島市都市計画審議会条例第 5条第 2項の規定により本審議

会は成立することを報告します。 

 

 

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本日の審議会が成立する旨の報告ありましたので、以

降会議次第にしたがって議事を進めさせていただきます。本日の議事録署名人ですけれども、

9番の大滝委員と 3番の長南委員よろしくお願いいたします。 

 

（両者承諾） 
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４ 議 事 

◆瀬戸口会長  それでは次第の 7、今日はこの議題 1 点になりますけれども議題の 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より説明をお願いいたします。こ

れは先ほどお話ありましたように、今の都市計画マスタープランの改訂を８月末に向けて進

めているものです。それでは事務局お願いします。 

 

◆事務局（村上課長）  きょうは案件にございます報告第一号ということで専門委員会か

らの中間報告、改訂の基本的な方針についてですけれども、それに先立ちまして、昨年の 9

月の第 2回の審議会でもご説明させていただいておりますけれども、委員が代わられている

ということもございまして、今回おさらいの意味も含めまして、都市計画マスタープランの

位置づけやこれまで経緯等について、先にご説明させていただいて、それに引き続きまして、

今日の本題のご報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◆瀬戸口会長  はい、お願いします。 

 

◆事務局（笹原主査）  それでは都市計画マスタープランの見直しについてご説明をさせ

ていただきます。座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の第１８条の 2 の規定により策定されたもので、市

町村の都市計画に関する基本的な方針を定めております。都市計画マスタープランの位置づ

けでありますが、市町村が議会の議決を経て定めた当該市町村の建設に関する基本構想であ

る総合計画と、北海道が定めます都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、略して整・開・

保の 2つの計画を上位計画として定められております。 

さらに都市計画に関連した他の計画などでは、私どもの市が策定いたしました緑の基本計

画、景観形成基本計画、環境基本計画など他の分野の計画なども整合を取って定められてお

ります。 

平成 22 年 4 月には北海道が定めます整・開・保が、平成 23 年 4 月には総合計画、2 つの

上位計画が見直されました。このほかに都市計画の関連で平成 22年 4月に北広島団地活性化

計画も策定をしております。また現在緑の基本計画も一部改訂作業中で、今月末に策定予定

でございます。 

現在の都市計画マスタープランは平成 16年 4月に策定をしました。この策定に当たりまし

て、平成 12 年を基準年として目標年が平成 32 年に設定をされております。先ほども述べま

したが、上位計画である整・開・保や総合計画が見直されたこと、今年度はほぼマスタープ

ラン設定年の中間年次であることもありまして、都市計画マスタープランの見直しについて

昨年 9 月にこの審議会で諮問を行いまして、今年 8 月に答申をしていただく予定となってお

ります。 

上位計画に則していなければないので、マスタープランの中に書かれております完了した

事業の削除、新たにうたい込まれています事業、それから近年の社会情勢の変化、人口減少

や少子高齢化などの進展を踏まえて一部改訂を行うことになりました。 
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続きまして、見直しのスケジュールでございますけれどもただいま申しましたように、昨

年度の第 2 回の審議会で都市計画マスタープランの見直しについての諮問をさせていただき

ました。このときには、北広島の将来人口等について説明をさせていただきました。その後

１１月に行われました、第 3 回の審議会では、今後のまちづくりの方向性をご議論いただき

ました。今年 1 月の第 4 回の審議会では第 5次総合計画と現マスタープランの比較を行い、

専門委員会の設置を承認していただきました。専門委員会では、後ほどご説明をいたします

が、基本的な方針などについて、まちづくりのいろいろな方向からご議論ご検討をいただい

ているところでございます。 

本日の中間報告の終了後、専門委員会では具体的な素案の検討に入っていきまして 8 月の

この審議会に向けて素案を作成していく予定でございます。答申をいただきました後、11月

以降になりますけれども、議会報告、パブリックコメント、こういった手続を経まして庁議

での議決、知事への通知を行っていく予定でございます。  

設置を了承していただきました、専門委員会につきましてですが、前回の審議会で瀬戸口

会長から都市計画マスタープランは、今後のまちづくりを進める上でも重要な計画である。

この計画を作成するに当たってやはり専門家などで素案を作成して審議会で検討していくの

が効果的であろうというご意見もいただきました。 

そういった中で、専門委員会の委員さんにつきましては都市計画やまちづくりの分野に見

識の深い、専門家の方々を人選いたしました。委員さんにつきましては今（スクリーンに）

出ておりますけれども北海道大学大学院工学研究院の岸准教授、北海学園大学生命工学科の

鈴木准教授、元札幌市の職員で、主に都市計画やまちづくり、土木の分野などをご経験され

ております、地元在住の田巻様、これら 3 名の方にお願いをいたしまして、瀬戸口会長とと

もに専門委員会の中に入っていただいて、現在素案の検討を行っているところです。3 名の

専門委員におかれましては、委員として平成 22年度に当審議会の専門委員会として設置され

た都市計画道路の見直し専門委員会、都市計画道路の見直し方針を作成していただきました。

それから岸准教授におかれましては、北広島市雪対策基本計画策定検討委員会こちらは建設

部土木事務所で進めておりました雪対策基本計画の策定、こちらの委員長も経験されており

ます。また田巻氏につきましては北広島団地活性化検討委員会の委員も務められており、3

名の委員さんどの方も北広島市の都市計画などの事情には精通されております。 

それでは、平成 16年に策定いたしました北広島市都市計画マスタープランについての内容

を少し振り返ってみたいと思います。 

このマスタープランの大きな方針ですが、3 つございまして、現在人口増は鈍化し、少子

高齢化を予想したコンパクトなまちづくり、2 つ目といたしまして森林や緑を中心とした 5

つの地区の特性を生かしたまちづくり、3 つ目といたしまして外延的拡大の都市づくりから

の転換、こういった大きな方針を定めましてマスタープランを作成しております。 

都市づくりの視点といたしましては、スクリーンにも出ておりますけれども５つの視点が

ございます。地区の特性を生かした活力ある都市づくり。自然環境の保全、創出と、安全で

住みよい都市づくり。優しさと個性にあふれ安心して暮らせる地区環境の創出とコミュニテ

ィーの活力を高める都市づくり都市基盤の効率的な活用による快適な都市づくり。環境との
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調和と共存が図られる都市づくり。以上 5点が、視点となっております。 

この視点をもとに、個性あふれるまちが結びついた緑豊かな都市、これを理念としてマス

タープランを作成しております。その理念をもとに定めたのが目標になります。この都市づ

くりの目標はご覧の 5つとなっております。 

この現マスタープランにおきまして北広島市は西の里、北広島団地、東部地区それから、

大曲地区、西部地区の 5 つの地区から成り立っておりますけれども、この 5 つの地区ごとの

課題などを整理してみたいと思います。これはマスタープランの中に地区ごとの基本方針な

どでうたわれている内容について、マスタープランが策定されてから現在まで達成されたも

の、そして達成されていないものに整理いたしまして、改訂するマスタープランの大きな方

針を検討するための参考としております。 

最初に西の里地域の西の里地区から整理していきたいと思います。まず達成されたものと

いたしまして 1つ目が西の里南地区、これは都市計画法の旧 43条区域と言われておりまして

古くからの家屋が連坦している地域で、この地区につきましては、既に市街化区域に編入さ

れて、都市基盤であります道路・下水道・公園・公営住宅などの整備もほぼ終わっておりま

す。2 つ目といたしまして、道道札幌恵庭自転車道線の沿道施設の整備、これにつきまして

は自転車の駅、学習の森、水辺の広場、などといった施設の整備を行っております。3 つ目

といたしまして虹ヶ丘区域内の厚別東通沿道の商業業務施設の集積、これにつきまして商業

施設、温浴施設・老人福祉施設などが立地をしております。 

達成されなかったものは、3つございます。1つ目が、ＪＲ上野幌駅周辺の土地利用の検討。

こちらにつきましては、駅舎が札幌市域でその周辺の一部が北広島市域となっており、駅周

辺の土地利用についてはさまざまな課題がありまして現在も具体的な検討には入っていない

状況です。都市計画マスタープランではそれぞれの地区に地区核を位置づけており、この西

の里地区につきましては、出張所、公民館の周辺を地区核と位置づけておりますが、現在ま

だ施設の充実や整備といった具体的な計画はこれからという状況にございます。それから 3

つ目の国道 274 号を沿道の商業業務施設等の誘致これらにつきましては、社会情勢もござい

ましてまだ実施には至っていない状況となっております。 

続きまして、東地域の東部地区になります。達成されたものといたしまして、1 つ目ＪＲ

北広島駅周辺への商業業務施設の集積と土地の高度利用。これにつきましてはある程度、公

共施設の集積、それから建物の土地利用が図られております。2 つ目につきまして、河川防

災ステーション、防災センターの整備こちらは施設の整備が終了しまして現在防災拠点とし

て活用をされております。3 つ目中の沢地区、現在の美沢 4 丁目、5 丁目になりますけども、

こちらの商業業務施設の立地に関してですが、主にスーパーなどの商業施設が立地をしまし

て土地利用は概ね図られております。それから南の里特別保全緑地地区の指定、これは平成

17度に指定をいたしまして、現在は散策路、休憩施設などが整備されまして、市民の憩いの

場としても開放をされております。 

達成されていないものといたしまして、1 つ目がきたひろし総合運動公園の再構築と、整

備。2つ目が地区核、こちらは市役所周辺になりますけどもこちらの充実と整備、主にこの 2

つが未達成となっております。 
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つづいて、北広島団地地区にまいります。実施されたものといたしまして、1 つ目ＪＲ北

広島駅西口周辺の再整備と土地の高度利用ですが、駅前西口の広場と公園につきましては再

整備が終了いたしまして土地の高度利用もある程度進んでおります。2 つ目といたしまして

緑地や樹林地、住宅景観の保全として、北広島団地とその周辺には緑地や樹林地などがたく

さんあり、これを、現在まで良好な姿で保全してきました。今後についても、保全に努めて

行きます。 

達成されていないものといたしましては年齢構成のバランスのとれた地区の形成。北広島

団地地区は高齢化率が 30％を超えてきまして、地区によりましては 40％を超えています。一

方で、小学校も統合されるなどの少子高齢化が著しく進展しておりまして、住宅等の住み替

え、世代替えが進んでいなくて、年齢の構成のバランスがまだまだとれていない状況になっ

ております。2 つ目といたしまして住民センター周辺の商業業務施設の集積により地区コミ

ュニティの中心地の形成。これにつきましても、住民センターの周辺には施設等の張り付き

がいま一つ進まない状況となっております。 

続きまして、西地域の大曲地区にまいります。大曲地区での達成されたものといたしまし

ては、ふれあい学習センター、愛称夢プラザですけれども、こちらの整備が完了いたしてお

ります。2 つ目としまして大曲幸地区の整備が完了しました。大曲幸通や公園が整備され、

商業施設ではインタービレッジ大曲、三井アウトレットパーク札幌北広島等などが立地し、

土地利用も順調に進んでもおります。 

達成されていないものといたしましてはこちらの地区も地区核です。夢プラザから大曲会

館に至る道道栗山北広島線の沿道につきましては、大曲幸地区に大型商業施設ができた影響

もあり、なかなか施設の充実や整備が進まないといった状況になっております。2 つ目とい

たしまして、交通渋滞緩和の対策です。これは、対策は講じているのですけれども、まだま

だ抜本的な解消に至っていないというのが現状で、大曲幸地区の大型商業店舗などによって

近年さらにまた渋滞が発生しやすくなってきた状況もございます。 

つづいて西部地区に参りまして、達成されたものといたしましては 1 つ目が、輪厚工業団

地の整備。こちらは来年度の販売に向けて整備を進めております。それから 2 つ目といたし

まして西部小学校の移転です。3 つ目といたしまして市道の輪厚中の沢線の道路機能の強化

です。現在歩道造成を行っておりまして、道路機能の強化が進んでおります。  

それから、達成されていないものといたしまして輪厚中央通の未開通区間の整備。こちら

は都市計画審議会でもご説明してきておりますけれども、見直し方針で存続の方針が決定し

まして、今後整備に向けての検討を行っていく予定でございます。2 つ目としまして、地区

核です。この西部地区の地区核の小学校と中学校の周辺についてはなかなか充実、整備など

がまだ進んでいない状況です。 

それで、専門委員会では都市計画マスタープランの見直しに大きな方針として図であらわ

しておりますように、国有林などの森林や緑を中心としましてその周りに西の里、それから

東部、北広島団地、西部、大曲、この 5 つの地区がございます。この地区は、大きく 3 つに

分けますと、西の里それから東、西この 3 つの地域に分けられます。これは今のマスタープ

ランにも表現をされておりまして 3 地域 5 地区という言い方で表現されております。西地区
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につきましては皆さまもご存じのとおり近年、三井アウトレットモール札幌北広島、インタ

ービレッジ大曲などの大型商業施設やくるるの杜といった施設などが次々とオープンをいた

しまして、輪厚のスマートインターチェンジの開通、輪厚工業団地の造成とまだまだ勢いの

ある地域となっておりまして、人口も微増傾向にございます。 

これに対しまして東地域ですが、特に北広島団地地区については商業施設などの撤退、未

利用地や空き家の増加、少子高齢化の進展によりまして、小学校の統合といった状況で人口

減少も近年顕著になってきております。 

こういった東西で勢いの違う 2 つの地域があり、この西側の地域の勢いを何とかこの東側

にも波及させられないか、この勢いを波及させることができれば、北広島団地の再生に活用

していけるのではないか、こういったことが、今回のマスタープランの見直しにおいて、大

きな柱となっていくところであります。 

例えば、造成中の工業団地の従業者の方には非常に環境の良い北広島団地に居住をしてい

ただくということも考えられます。それからスマートインターを活用していけば団地内の第

3・第 4住区に当たるところは現在、駅からみますと奥の方になりますけどもスマートインタ

ーを活用することによって逆に表側、玄関になっていくのではないかといった考えもありま

す。 

そのためには、この西部地区と北広島団地、2 つを結ぶアクセス道路の機能強化これが課

題になってくるのではないか、ということで専門委員会でも大きな議論のテーマになってお

ります。 

また専門委員会では、5 つの大きなテーマについて検討を行っていただきましてご意見を

いただいております。1 つ目のテーマといたしましてまちの大きさについてですが、これは

北広島のコンパクトシティーというのは 5 つに分かれた地区を 1 つに集約していくのではな

くて、分かれた 5 つの地区それぞれをコンパクトにしていくといったことであります。この

中で総合計画にもございます平成 32年の目標人口 6万 1500人、これにつきましては昨年の

審議会でもご説明をしましたように、現在の市街化区域の中で収容可能であるため住居系の

市街化区域拡大については原則行わなくても良いのではないか。一方で、工業、商業、その

他の業務系については必要があれば市街化区域の拡大を検討することが総合計画にも記述さ

れています。輪厚スマートインター周辺、西の里の国道 274号の沿道、JR上野幌駅周辺、大

曲の国道 36号や羊ヶ丘通沿道、こういったところで、土地利用の検討を行うことが総合計画

にはうたわれております。 

2 つ目のテーマといたしまして、まちの形についてです。個性あふれるまちが結びついた

緑の豊かな都市を理念としております。北広島は国有林や森といった豊かな緑を中心に、こ

れを取り巻く西の里、東部、北広島団地、西部、大曲の 5 つの地区を西の里地域と東地域そ

して西地域の 3 つの地域に結びつけ、それぞれをコンパクトに収容させる、ということで、

まちの形について考えました。 

3 つ目といたしまして、低炭素の都市づくりについてです。近年国が進めます地球温暖化

対策、ＣＯ２の削減に向けてのガイドラインが作成されまして、対策などを都市計画マスタ

ープランなどで盛り込むように推進されております。その考え方といたしましてコンパクト
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な都市構造の実現と交通対策、エネルギーの効率的な利用と未利用再生可能エネルギーの活

用、緑地の保全と都市緑化の推進、この 3 つが国の進める低炭素都市づくりの柱となってお

ります。北広島市の実情を考慮いたしますと、緑や森を中心として、それを取り囲むように

配置されております 3 地域 5 地区それぞれをコンパクトに集約させていく、それから北広島

市は人口一人当たりの交通移動によるＣＯ２の発生量が全道 1 位というデータもございまし

て削減に取り組む必要があること。それから、「あしる」です。下水処理センターの愛称です

けれども、こちらのバイオマスを活用して低炭素とリサイクルをうたっていく、ということ

になっております。 

4つ目のテーマといたしまして地域交通についてです。5地区に分散したまちの地域交通の

あり方といたしましては交通空白地域の足の確保、高齢化に対応した公共交通の充実、持続

可能な公共交通の充実、こういった課題があります。こういった中で、5 地区を無理に公共

交通で結ぶ必要はないのではないか、それよりも需要の多い札幌との連携の強化が、今以上

に必要ではないか、団地と西部地区、これを結ぶ道路の整備、機能の強化が必要ではないか、

これは工業団地の就業者にぜひ団地に居住してもらい、北広島団地の活性化に資するという

観点からもこの 2つの地区を結ぶ道路整備が必要であるという意見をいただいております。 

最後のテーマでありますが、地域防災についてです。防災体制の充実ということで、昨年 4

月に地域防災計画と水防計画が策定されました。今年度策定予定の雪対策基本計画でも防災

体制の充実を図っていくということになっております。また市民の意識も昭和 56 年の水害、

近年の平成 22年の清田区の震源の地震、それから昨年の東日本大震災、こういった地震によ

りまして、防災の市民意識というのがかなり高まってきております。 

以上のような点を踏まえましてマスタープランの冊子の 17ページにもありますが、都市構

造図、これを一部修正をいたしまして、大きなまちづくりの方針、素案ということで変更を

しております。 

左側が現マスタープラン、それから右が見直しの素案なのですが、大きな部分は変わって

いないのですが、細かい部分での修正箇所が幾つかあります。1 つ目といたしまして、西地

域で現在市街化区域に編入された箇所で工業団地の造成等もありまして、大曲地区と西部地

区が地続きになっていき、今後羊ヶ丘通の供用でますますこの 2 つの地区はつながりが深く

なっていくので都市地域をつなげております。 

2 つ目といたしましては、先ほどもご説明いたしました、西の里の南地区、これを市街地

に加えております。 

3つ目が東地域ですけれども若干市街地に加わった場所もございますので修正を加えてお 

ります。 

それから 4 つ目といたしまして、中心にある緑、これはもっと強調をしていこう、緑の部

分にゴルフ場なども含めまして緑の箇所が中心に大きく存在するということを強調しており

ます。 

それから次に行きまして、羊ヶ丘通が現在都市計画決定では市道の輪厚中の沢線までです

が、それを先ほど説明した西地区と北広島団地地区を結ぶ道路までつなげれば、その途中に

はスマートインターもありますので、ますますその利便性が高まるので羊ヶ丘通のラインを
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伸ばしております。 

6 つ目といたしましては、南北に走っております道路ですが、実際には 1 本でつながって

おりませんので、道路の実態を加味しまして実情に合わせた形で図面を修正しております。

以上で、専門委員会からの中間報告と都市計画のマスタープランの見直しについて説明を終

わります。 

 

◆瀬戸口会長  はい、ご苦労様でした。これから審議に移りたいのですけれども、若干補 

足をさせていただきます。7ページを開いていただきたいのですけれども、現マスタープラ 

ンについての方向性とか視点・理念、というように書いています。 

  基本的には、これは変えないで前の理念や考え方を受け継いで進めていこうというのが趣 

旨ですので、ここのところをいじるというのはしていません。これを受け継ぐということを 

書いています。 

  それに合わせまして、実態として、今度は 13ページを見ていただきたいのですけれども、 

先ほどありましたように、北広島市は今までの地区を５地区でというように考えていました 

けれども、大曲と輪厚がもうつながってきている、それから団地と東部地区も JRの駅を中 

心にもう一回活性化する、団地だけでなくて駅を中心に東地域の活性化を進めていく必要が 

あるということで、５地区はそのままあるんですけれども、３つの地域を基本的な単位とし 

てもう一回認識しなおそう、ということです。前にもこのようなことは書いていたのですけ 

れども、実態として両方東も西もつながってきたということが大きな要因です。 

それを踏まえて２ページ戻っていただきますと、１１ページ、東西に東地域と西地域で形

成はされているんですけれども、今は東側と西側のつながりはかなり薄いのではないかとい

うことを考えていきますと、その中で西側の大曲輪厚地区は人口が伸びています。それから

東側、東部と北広島団地地区は人口が減っています。両方ほぼ同じくらいになってきていま

す。そうしますと、ここには西地域の勢いを東地域に波及させるとありますけれども、それ

が１つと、もうひとつは東側からも西側に行きやすくしよう、ということがあります。です

ので、西地域から東地域に波及させるという一方通行ではなくて、東地域からも西地域に、

具体的には北広島団地地区・東部地区から商業集積がすすんでいる大曲地区や輪厚のスマー

トインターのある西部地区のほうにも行きやすくして、東地域と西地域両方の関係をもっと

つなげていこう、相互双方にとってメリットのある考え方、都市構造を考えていこうという

のがこの趣旨です。今までは、両方とも札幌とのつながりが強く、これからもそういう状況

は続くと思いますけれども、東と西の関係をもう少し密接にしていこうというのが今回の趣

旨です。 

その具体策として出ているのが 17ページのところで、今輪厚のスマートインターから竹山

を通って団地につながっておりますけれども、この路線がいいかというのはまたこれからの

議論になりますけれども、基本的には輪厚と団地をつなげるネットワークを強化しようとい

うことです。大曲と団地をつなげる上の線は、夢プラザのところの道路ですね、あそこは今

もう十分に整備されています。そのつながりを 2 本に広げていこう、そういう考え方と、あ

とは羊ヶ丘通が今伸びていませんので、もうここまでは輪厚のこのラインまでには伸ばして
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いく。これは市として強い意志を持とうということで黄色の線になっています。大まかに見

ますと、今のような考え方で見直しをしていくということです。今の事務局の説明と私の補

足をさせていただいた内容についてご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

できましたら、きょうはこの議題 1つですので、お一人ずつご意見いただければと思います。

どうでしょうか。伊藤先生いかがですか。 

 

◆伊藤委員   丁寧に説明がございまして、また専門委員会のほうのご意見も大変興味深

く拝聴いたしました。おっしゃるとおりだと思いますね。私は清田区美しが丘に住んで、道

都大学に毎日通っておりますので、この栗山北広島線、この道路は 1 車線のころから、今 2

車線になって整備されているところまでずっと通勤で使っておりますので、確かにここのと

ころは非常によくはなりました。けれども、竹山温泉の方は私も時々輪厚のインターチェン

ジを使うのですけれどもやっぱり冬はちょっと怖いです。だから今こうやって地図を見ると、

比較的近いのですこの距離は。ですからここは非常に魅力的な場所になるのかな、と思って

聞いておりました。計画としてはいいと思います。実現についてはまだまだいろいろなこと

あろうかと思います。 

 

◆瀬戸口会長 他にはいかがでしょうか。 

 

◆大滝委員  はい、大滝です。以前にもお聞きしたことあったかと思うのですけれど大曲 

の工業団地で働いていらっしゃる方がどのくらいの割合で北広島市に住んでいらっしゃる

か、という統計がありましたでしょうか、ということをお聞きして、お答えがどうだったか

忘れてしまったのですけど、例えば今度輪厚の工業団地が広がってそこで働く方をぜひ、団

地の中に住んでいただこうという計画は良いと思うのですけれど、働いている人がどうして

地元に住んでいないのかというような分析もやはり必要かなと。ぜひ住んでもらうためには

どう魅力あるまちにすればいいか、特に今若い人はふたりで働かないと家を持てないという

ような状況で子育てをしながら二人で働きながらそこに住んでもらうための魅力あるまち

づくりを子育ての支援から、商業施設から全部含めて検討していただければと思います。 

 

◆瀬戸口会長 いかがでしょうか。データはありますか。 

 

◆事務局（笹原主査）  すいません、詳細のデータは私どもでは把握してないのですが、

前になにかで見たときには、札幌市、やはり清田区・厚別区の方から通勤をしてらっしゃる

方が多いとは聞いております。 

 

◆瀬戸口会長 これは次回までとか次の専門委員会の時までとか、調べられますか。 

 

◆事務局（笹原主査）  はい。 
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◆瀬戸口会長  適切なご意見ありがとうございます。実際にはどうですか。やっぱり団地

の土地を買うにはまだちょっと高いですか。  

 

◆大滝委員  随分安くなりまして、特に山手や里見は札幌市内よりかなり安いので、昔は 

広すぎて買えないということがあったんですけれども、広くても安くなりましたので、そう 

いう意味では、若い人でも自分で建てられる値段になってきてはいます。 

 

◆瀬戸口会長 今は大曲で買うのと団地で買うのであんまり変わらないですか。 

 

◆大滝委員 いや大曲の方が高いですよ。 

 

◆瀬戸口会長  大曲のほうが高いですか。そういう意味では、チャンスはあるかも知れな 

いですね。他にいかがですか。 

 

◆尾崎委員  今団地の方はかなり空き地・空き家はありますよ、というお話だったのです 

けども、私の認識している中では人口は減っているけれども戸数は減ってないということを

聞きまして、驚いていたのです。だから印象的には非常に家も土地もたくさんありますよと

いう印象だけど、実際は違うのではないのかな、という感じがします。それともうひとつ、

この見直し素案を今見ているんですけれども、輪厚の工業団地を相当意識して団地の人口を

ふやそうという計画も僕なんかは正しいと思うんですけれども、輪厚の工業団地が完成する

までに竹山の山越えの整備を終わらせなければならないと思いますね。今のままで計画に載

せますよ、ということでは危なくて冬場は吹きさらしで、危険なので後手になってはいけな

いと思います。その辺を積極的に推し進めなければいけないんじゃないか、ということを感

じました。それで、1つ残念なのはこの図面でいくと現マスタープランというところで大曲、

大曲通から輪厚のインターチェンジ、前は直線で結ばれているのが今度はブツっと切れてし

まっている。道道栗山北広島線のところで切れてしまっている。見直し素案で、ですね。 

 

◆瀬戸口会長 これは実際こういう形になっているということですね。 

 

◆尾崎委員  現在のマスタープランでは延長線上に青い点線で輪厚までいっていま   

すね。それが見直し素案ではそれが消えちゃっています。 

 

◆瀬戸口会長  現マスタープランが正しくなかった、ということですか。どうですか、事

務局のほうから。 

 

◆事務局（笹原主査）  そうですね。実態に合わせまして、ある程度一直線ではない実情

に合わせて、今見直しの素案を描いたということですけれど、実際このような一直線で道路

が現マスタープランで計画されているという内容ではないので。 
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◆瀬戸口会長  前のマスタープランにおいては、かなりアバウトに位置づけられていたの 

だけれども、それを正確にした、ということですね。 

 

◆尾崎委員   前のマスタープランが、生かせれば、工業団地ができて大曲の３６号線に 

ぶつかる、左右に振れるか、ということよりも団地あたりから大曲通を直線的に輪厚のほう 

に行くと、たとえば工業団地の通勤などそういう風になるとかなり優位性があるなと交通の 

緩和という意味から、そのようなことを考えました。 

 

◆瀬戸口会長  団地から竹山越えもありますが、そうではなくて。 

 

◆尾崎議員   一応産業道路のような感じで、大型のトラックだとかが、人だけではなく 

て、荷物も運びいれるというような感覚からするとそういうものも必要ではないかなと、障 

害はありますが、思います。 

 

◆瀬戸口会長  一つ目の空き家、団地の住宅が空いていないというのは、実際、いま市で 

空き家バンクをやっていますよね。その状況を少し説明していただいて。確かに、空き家は 

あるんだけれども、出てこないというのが実態のようなのですが。 

 

◆事務局（村上課長）  実態としては今先生が言われたように、供給として出てこない、

空き家にはなっているようなんだけれども、息子さんなり娘さんなり遺族の方なりが持ち続

けたまま私共のほうに登録がされないということですね。 

空き家では 2件、もう売れてしまったというケースはございますけれども、ストックはあ

るのだけれども、それが商品として出てこないというような状況が実情であります。専門委

員会でもちょっと議論になったんですが、まだ持ち続けられる余裕がある、売らなきゃなら

ない、絶対手放さなきゃならないという切迫感がない。まだ皆さん余裕があるんじゃないか

と感じていますので、そういう意味では、空き家はあるんですけれども商品とし出てきてい

ない実情はございます。 

 

◆瀬戸口会長  それを今後、このマスタープランは１０年先を見通しての、見直しですの 

で、１０年先を見通していくと、世代が変わったときに空き家として出ないままでいられる 

かというと、そうでもなくなってくる。これからが、相当出てくるような可能性もあります 

ので、そこを見据えて団地の空き家なり空き地の活用を真剣に考えなきゃいけないと思いま 

す。 

  ありがとうございます。後は竹山の道路の実現性については一応マスタープランのなかで 

位置づけておりますので、技術的な問題とか、実際の課題については、これからまた検討し 

ていかないといけないことになるかなと思います。 

  他の方、いかがでしょうか。 
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◆野村委員   まずは全体の印象ですけれども、非常に大局的な部分と具体的に地区によ

って達成してる、してないことを説明がありました。非常に良いという印象を受けました。   

それで具体的な話になると仮にそれまでの部分の 7ページまでに関しては、今までの整理み

たいな感じで 8 ページ以降ですか具体的に西の里地区あれば達成されていないものは、3 点

の JR 上野幌域周辺があります。これを審議会に関して言えば、このままいろんな理由で財

政的な問題だとかあとはその時代が変わったこれから、とかいろんなことで、達成されてい

ないけれども、この中でさらに早めに達成できる可能性のあるものとかそういうことをする

ことによって地区が元気になるとか、人がふえるとかということをこれを強く進めるという

ことを考えるのかあるいはこれ以外のものに何か足すとか、あるいはこの 3つあるけれども、

これ 2つでいいんじゃないかとかこれはいいんじゃないかとそういうことを具体的にするの

が必要なのか、どうなのかとか、その団地の部分に関しても先ほど、同僚議員の尾崎さんも

言ってましたけれども、実際問題は世帯数は先ほど言ったようにある程度増えていて、世帯

数が増えていて人口が減ってるってことは、どういうことかというと北広島団地は、緑も環

境もよくて、そして子どもたちもいて、近くにいて、ということでお年寄りの人たちが退職

して引っ越してきてるということなんですよ。 

だから、老人のまちになってきてる状態なんですね。そしてさらに今国もそうだけどケア

つきの老人向けの集合住宅、そういう福祉的なものはどんどんどんどん出来てきますよね、

団地の中は。もっと進むと思う。それが進むことによって世帯数が増えるんだけども、本来

の、消費する若い世代の子供を持つような人たちがきづらくなるわけですね、占領してしま

うわけだから。だからそういう部分が、本当に都市計画としていいのか。 

もっと言えば、人はだれでもいい、来ればいいんじゃなくてある程度若い人たちも来るス

ペースをある程度確保する、もっと言うと安価で。   

あと集合住宅というか団地の中で建てかえして道営住宅っていうのは今凄く問題になって

いるのは全部福祉的な障害者が入れるような大きなスペースのトイレをつけたりとかスロー

プつけたりエレベータも付けたりと年寄り向けになっている。若い人たちが来るためには、

そういう部分がコストが高くなりますから要らないわけです。やっぱり団地の活性化という

部分においては大きな問題があるからそういうものを提案するというか具体的にやるという

こととハード的なことですね、だいたいこれはね。それはもう都市計画のマスタープランっ

てそういうものだと思うんだけど、これだけでは絵にかいたもちだから私の要望としてはね

都市計画のハードの部分の今きてるところとあと企画という部分、ですか。ソフトの部分と

それが非常にこれができたらある程度、それを具体的に雪対策だなんだって、全部ソフトの

部分が入ってきます。どういうふうにしたら、人が集まるかって、いいのかっていうそれを

ちゃんと連携してやらないと意味がないんじゃないかな、達成できないんじゃないかなって

いう、これ自体は非常にまず良いいうこととあとは具体的な部分としては人が集まればただ

コンパクトシティもいいし、プランとしてはいいけど、人が集まればいいんじゃなくてある

程度若い人たちも入ってこれるようなプランというそういうものが団地に関しては必要じゃ

ないかということ。あとそれをソフト的な部分がここにはほとんど入ってませんのでそのソ
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フトの部分というのは、企画なんだからその企画と同じテーブルお近くにあるわけだからが

っちり、つくっただけじゃなくてがっちりどっちが上位なのかわかんないけどもがんがんや

ってもらいたいなということが、ちょっと長くなりましたけれども。 

 

◆瀬戸口会長  この８ページ以降のそれぞれの課題については、個別に対応するというの 

もあるんですけれども、こういう大きな方針の中で、たとえば地区核の問題だとか、それか 

ら団地の人口構成バランスの問題だとか、それから市役所周辺の地区核の問題だとか、そう 

いうことが次の段階として検討されてきておりますので、まずは大きな考え方を考えながら、 

次の段階におとして行こう、そういう趣旨ですので。 

今ここではあまりつながりが見えないんですけれども、どういう問題がこの大きな考えに

よって達成するんだろうか、ということも示していきたいな、という風に思います。 

それから、団地については若い人が入ってもらうというのはやはり大事なことですよね。

それには、前にも審議会で言ったのですが、ハードだけじゃなくて、学校の問題だとかいろ

んなことがありますので、そこについてもこれは都市計画だけじゃない問題になりますから、

そこでも同時に検討できれば、と思います。学校の跡地の活用についても、今進んでいます

ので、それと同時に連携させていくことも重要かと思います。    

 

◆尾崎議員   いま私は大曲南ヶ丘、アウトレットの近くに住んでいるんですけれども、 

 よく言うと年代構成がきっちりと序列ができて、子供たちの声も聞こえて、悪く言うと今ま 

でスペースがあったのが、除雪で、空き地がなくなってギシギシになってしまって、さあど 

うなるのかな、というのはありますね。 

それは輪厚の工業団地ができる以前の話ですから、おそらく関連する若者たちがそれを買

っているんでしょう。安くなっているのも一因だと思います。 

 

◆瀬戸口会長   本当は団地も相当安くなって住みやすくなっているはずなんだけど、そ 

れがうまく宣伝できていないのか、まずさっき言ったように空いていない、流通していない 

というのも大きな問題ですね。 

 

◆尾崎委員   それはある意味、非常に受動的というか攻撃的でない、ですね。もっとは 

っきり言うと、空き地空き家の定住を促進しますよ、という効果というのは僕に言わせると 

ほとんど出ていないな、と思いますね。 

 

◆瀬戸口会長  今のところは。 

 

◆尾崎委員   もう何年かやっているわけですね。だから、宅地開発はしませんよと。で 

は人口を増やしていくのはどうしたらいいのか、とそれで手ぐすねを引いているような状態 

かなと。 
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◆瀬戸口会長  今出るものが出てこない、何とも手の打ちようがないんだけれども、もう 

少ししたら、一気に出て来る可能性はあるので、その時に対策なり、そんなに遠い将来では 

ないと思いますが。 

 

◆大滝委員   この１０年くらいだと思いますね。 

 

◆尾崎委員   先ほど野村委員が言っていたように、高齢者が増えて、ノーマライゼーシ 

ョンのまちにだんだんとなっていくのかな、と。人口だけは増えますよというようなことは 

先行き心配になると思うんですよね。 

 

◆瀬戸口会長  あとは東部の地区でいえば、市役所のこれからの動きだとか駅周辺の土地 

利用の問題等いろいろありますので、しっかり考えていく必要があると思います。次は長南 

さんよろしくお願いします。 

 

◆長南委員    皆さんからそれぞれお話がありました。その中で北広島団地から輪厚ま 

で、今輪厚の工業団地があるところ、一つに結びたい、この話は非常にいい話だと思ってい 

ます。ただ、北広島団地から輪厚のスマートインターの入り口まで非常に山坂がある。それ 

で実際に交通事故・死亡事故も起きていますので、そこへ持ってきて今は水道の工事かなん 

かで道が狭くなってマンホールが出てでこぼこなんです。 

  カーブが多い、マンホールがある、ガタガタだ、昔から峠越えで大変だったんですけれど 

も、もうちょっと２キロぐらいだと思うんですが、あの間をですね、どうにかすると、非常 

に便利よくなるんだろうと思うのですが。そんなに遠い距離ではないですから。 

 

◆瀬戸口会長  このなかでは、一応ラインを引いているんですけれども、必ずしも竹山の 

路線かどうかというのは、わからないという状況で、もしかしたら竹山の南側を迂回する方 

法はなかったですか。 

 

◆尾崎委員   そういう方法もあると思います。山を南でも北でも迂回すると。 

 

◆長南委員    現状としては北広島中央団地の北側それからスマートインターチェンジ 

のほうに昔の道はあるんですけど、現実としてあそこもかなり起伏があるし、新たに道路を 

つけるということは今の市の予算の中では・・ 

 

◆瀬戸口会長   ただまずこのマスタープランの趣旨は東と西、輪厚と団地をつなげる、 

ということですので、そのつなげるという全体の方向性を確認いただいてから、どこをつな 

げるのか、どうやってつなげるのか、そこの段階は次のところで議論していきたいと思いま 

す。坂本さんどうですか。 
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◆坂本委員   私はまだ来たばかりで土地勘も把握できておりませんので、これから徐々 

に学習をさせていただきたいと思いますのでので、よろしくお願いします。 

 

◆瀬戸口会長  皆さまからご意見を頂きました。それでは今の見直しの中間報告について、 

こういう方向で基本的に進めていきたいと思います。 

  後は専門委員会をやらせていただいて、８月にはご報告をさせていただきたいと思います。 

ただ８月の報告の内容も今回の報告の内容とほとんど変わらないと思いますので、これをオ 

ーソライズしていく、そういう形でその時にもご意見いただければと思います。よろしくお 

願いします。 

  先ほど小学校の話もありましたけれども、せっかく伊藤先生いらっしゃるので学校の跡施 

設の状況もちょっとご紹介いただければと思うのですが。 

 

◆伊藤委員   私は緑陽小学校跡施設の公募の審査委員会でして、施設利用については瀬 

戸口先生がやっておられたんですね、広葉小学校と緑陽小学校です。広葉小学校の方は市の 

関連施設として今いろいろなものを入っていくという形で整備がこれから進んでいくのです 

けども、緑陽小学校につきましてはいわゆる外部の人、事業者を導入することによって学校 

施設としての利活用を進めていくという方針を市として出されて、その方針を受けてその事 

業者を公募するためのプロポーザルの設計審査の委員会を今立ち上げて 3回ほど会合は持ち 

ました。今週も木曜日に会合ございますけども、ほぼ今週で公募要領をまとめて今月の後半 

に公募を開始します。8月に公募の受付をした上で適正であるか審査を行いプロポーザル案 

について委員の中で意見交換をし、さらに応募者の説明それから住民へ説明等を含めて 9月 

頃に応募の案から委員会としては決めて市のほうに提案し、そのあとは市の業務が続くとい 

う内容です。まだ公募しておりませんので、中身を今私の口から言うことは出来ませんので 

そういう形で進んでいると、いうことでございます。 

 

◆瀬戸口会長  はい、ありがとうございます。９月には大体決まるということですね。こ

の都市計画マスタープランの中の具体的な動きにも関係しますのでまたその時には、情報が

あったときにはよろしくお願いします。 

  今日は議案についてはこれで終わりですけれども、全体通して何かございますでしょうか。 

 

◆伊藤委員  基本計画の中身が緑が真ん中にあるというのがこの北広島の特徴ということ 

でマスタープランの模式図の中にも緑の軸というのが、ずっと延びております。今回交流の 

森という地域を少し広げたということでございましてこれはイメージ上の問題だと思います 

けども、緑の存在ということをこのマスタープラン中で位置づけていくときにやはり車の走 

行だけではなかなか認識できない面というのがあると思います。 

今、白石からサイクリングロードが来ておりまして、私も年に数回ですけども自転車で通

って、学校まで来て、団地の中までずっと一周できますね。そういう自分の体を痛めながら

やってるんですけども、やっぱり自転車で来るというのは 1 つの魅力かなと思います。例え
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ばそのサイクリングロードはその後に長沼の方にという計画があったとは一度聞いたことが

あるんですけれども、団地の中にもトリムコースがあってそれが輪厚の方までいって仁別の

丘のほうから札幌市内の方を見ると綺麗なんですよね。だからこれは例えば道路整備に関し

てもサイクリングロードというのも敷設を考えるという案もぜひやっていただけると低炭素

社会の実現ということにも 1 つの役に立つかなということをちょっと感じましたので、ちょ

っと付け加えさせてください。 

 

◆瀬戸口会長  貴重なご意見ありがとうございます。ぜひサイクリングロードについても 

この中でちゃんと加えていきたいと思います。今の計画は駅を通ってそれから恵庭のほうに 

延びていくのですので、ぜひサイクリングロードもこの中でつけさせて頂きたいと思います。 

  他にはよろしいですか。 

 

◆野村委員   今日は非常にビジュアルな感じで、比較的わかりやすかったのである程度 

これは同じにしても違いのところを主にこういう風な図で説明していただければ時間的な部 

分とか理解度がいいかな、と思います。それもまたこの次の時もお願いしたいと思います。 

 

◆瀬戸口会長  最後のほうはビジュアルで前半は文章が多かったですけれども、コンサル 

の方もいらっしゃいますので是非今度はビジュアルにしていただいて、お願いします。 

         

◆事務局（笹原主査）   わかりました。ありがとうございます。 

 

◆瀬戸口会長  最後に事務局からスケジュールを説明していただいて終わらせていただき 

たいと思います。 

 

 

５ その他 

◆事務局（村上課長）  先ほど会長のほうからもございましたけれども、次回 8月中旬ご 

ろということでお盆の時期にかけないで予定をさせていただきますが最終的には、会長と日 

程調整させていただきまして、再度皆様にご案内をしたいと思います。内容につきましては 

今後このマスタープランの改訂にかかわる専門委員会からのまた再度報告等をこれから揉ま 

ないとならない部分とか最終的な案の内容のご審議ということで次回予定をしたいと思いま 

す。その際にはまたよろしくお願いいたします。 

 

◆瀬戸口会長  次回は８月のお盆明け、ということでまた後ほどご連絡をさせていただき 

たいと思いますのでよろしくお願いします。それではよろしいでしょうか。長い間ありがと 

うございました。これで第１回目の都市計画審議会を終わらせていただきます。また次回も 

よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 
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◆一同    ありがとうございました。 

 

６ 閉 会 

◆事務局（村上課長） 以上をもちまして、平成２４年度第１回北広島市都市計画審議会を

終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

※この議事録につきましては、重複した言葉使い、明らかな言い直しがあったもの等を整理し作成しています。 


