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平成２４年度【第４回】北広島市都市計画審議会 

 

１ 日  時    平成２５年２月６日（水） １４時００分～１６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：なし 

 

４ 議  事     

 【審議案件】 

  １）札幌圏都市計画用途地域の変更について 

  ２）札幌圏都市計画特別業務地区の変更について 

  ３）札幌圏都市計画地区計画の変更について 

  ４）札幌圏都市計画都市計画公園の変更について     

 

  ●出席者 

 【委員】 

１番委員 （欠席） ６番委員 坂本  勉 

２番委員 太田 清澄 ７番委員 鈴木 聡士 

３番委員 奥田 邦博 ８番委員 田原 咲世 

４番委員 尾崎 弘人 ９番委員 長南 秀之 

５番委員 岸  邦宏 １０番委員 野村 幸宏 

 

【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 
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１ 開 会 

◆事務局（村上課長） 定刻になりましたので、只今より平成２４年度第４回の北広島市都

市計画審議会を開催させて頂きます。本日はよろしくお願い致します。まず前回ご欠席をさ

れておりました、５番委員の岸邦宏様、それから３番委員の奥田邦博様が本日出席をされて

おりますのでお二人から一言自己紹介をいただきたいと思います。岸委員お願い致します。 

 

◆岸委員 北大の岸と申します。専門は交通計画、都市計画をやっておりまして、前回は授

業がありまして欠席をさせていただきました。今日からよろしくお願い致します。 

 

◆奥田委員 札幌建設管理部の千歳出張所長をしております、奥田と申します。私どもは道

道、河川等の管理を行っておりまして、北広島市、千歳、恵庭を担当しております。 

私も都市計画審議会の日程が、大雨後とかと重なりまして、前回まで出席をさせていただ

けなかった事情がありました。今回から、参加させて頂きます。よろしくお願いしたいと思

います。 

 

◆事務局（村上課長） ありがとうございました。それでは、企画財政部長より、都市計画

審議会の本日の審議案件の諮問をさせていただきます。 

 

◆岩泉部長 用途区域の変更ほか、４件について本日諮問させていただきます。どうぞよろ

しくお願い致します。 

 

◆太田会長 承知いたしました。 

 

２ 事務手続等 

◆事務局（村上課長） 続きまして、次第の２でございますが、企画財政部長の岩泉よりご

挨拶を申し上げます。 

 

◆岩泉部長 あらためまして、皆さんこんにちは。本日は大変お忙しい中、また２月の半ば

に入ろうかというような時期にこの様に集まっていただきまして、誠にありがとうございま

す。 

今年度第４回目の都市計画審議会というかたちで、ただ今用途地域の変更他４件について、

諮問をさせていただきました。もう既に前回この４件のうち３件、特に用途地域・地区計画

の変更等についてはご説明を申し上げ、皆様方からいろいろご意見を頂戴したところでござ

います。それに追加することといたしまして、今回は都市公園の名称変更という案件を１件

追加させていただいているところでございます。何とぞ今回も活発なご意見をいただきまし

て、ご答申を頂ければと考えているところでございます。 

なお、平成 24年度につきましては、今回が最後の都市計画審議会になろうかと考えている

ところでございます。 
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来年度の話をしますと、ちょっと早すぎるかもしれませんけれども、お陰さまで、都市計

画マスタープランにつきましてもご議論いただいてこの３月末をもって、決定をしていこう

と考えておりまして、この都市計画マスタープランを踏まえたうえで、来年度以降につきま

しては、用途区域の全面見直しですとか、都市道路の変更といった案件について積極的に取

り組んでいきたいというふうに考えておりますので、また今後ともよろしくお願いをいたし

ます。甚だ簡単ではございますけれども、一言、ご挨拶とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。よろしくお願い致します。 

 

◆事務局（村上課長） 続きまして、次第の３、太田会長よりご挨拶をいただきまして、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。それでは会長お願い致しま

す。 

 

◆太田会長 本日は大変お忙しい中、ご参加いただきまして、今日の審議会進めてまいる事

が出来ましたので厚く御礼申し上げたいと思います。     

今部長から話がございましたように１つの区切りとして、今年度最後の審議会となります

けれども、本日の審議会を含めてまた新年度、新たに審議するべき案件がでてまいると思い

ますので積極的なご意見を頂戴してご審議を賜わりたいと思いますので改めまして、よろし

くお願いを申し上げたいと思います。 

それでは、私の方で議事を進めさせていただきたいと思います。まずは本日の審議会の成

立につきまして、事務局の方から改めて報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

 

◆事務局（佐藤主事） 本日の審議会の出席者は１０人中９人で、伊藤委員が、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

とを報告いたします。 

 

◆太田会長 ご苦労さまです。報告ございましたように、本審議会成立してございます。こ

れをもちまして、お手元にお配りしてございます、会議次第につきまして暫時進めさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆太田会長 お手元の今お話しいたしました会議次第の４項、でございますけれどもまずは

議事録署名委員の指名をさせていただきたいと思います。本日は、５番委員の岸委員と、６

番委員の坂本委員にお願いを申し上げたいと思いますので、ご了承いただけますでしょうか。 

 

（両者承諾） 

 

◆太田会長 よろしくお願い致します。それでは早速案件について、事務局から説明をいた
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だきまして、意見の交換を更にもちまして、審議にはいらさせていただきたいと思いますの

でよろしくお願い申し上げます。 

確認のため申し上げますと、お手元の会議次第の審議案件ということで先程、部長のほう

から、市長名で４件の審議事項の諮問書を頂戴してございますので、これにつきまして個々

それぞれにご意見を頂戴いたしまして、審議に入ってまいりたいと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

 

４ 議 事 

◆太田会長 それでは審議案件４件のうちの第 1号、議案第１号でございます。札幌圏都市

計画用途地域の変更について、事務局からご説明頂きます。 

 

◆事務局（笹原主査） 都市計画課の笹原です。それでは、詳細につきまして、説明させて

いただきます。資料に沿って説明いたしますので、資料と画面の方をご覧いただきながら、

よろしくお願い致します。 

それでは案件の第１号、札幌圏都市計画用途地域の変更について、ご説明いたします。前

回の審議会でもご説明をいたしてきましたが、重複する部分もございますが説明をさせてい

ただきます。今回の用途地域の変更箇所でございますけれども、市の東側に位置する、北広

島団地地区内、この中で統合となりました２箇所の小学校跡地でございます。こちらが先ほ

どの図面を拡大したもので、北広島団地内の拡大図でございます。 

１番目の広葉町地区、こちらは旧広葉小学校でございます。現在の用途地域は第１種低層

住居専用地域でございまして変更後は第２種住居地域。建ぺい率 40％から 60％へ、容積率

50％から 200％へ変更の予定でございます。この地区の面積が約 2.8ｈａ。小学校跡施設の利

用用途につきまして、主なものといたしましてはデイサービスや学童クラブです。建築基準

法上の児童福祉施設等という分類に入るものが約 900㎡それから、エコミュージアム地域交

流スペースなど、これが同じく建築基準法上の博物館の分類になりましてこれが、約 3740㎡

ございます。その他、体育館につきまして、790㎡ございましてこちらが１番目の広葉町地区

でございます。 

２番目の緑陽町地区でございますが、こちらが旧緑陽小学校でございます。現在の用途地

域が先程の広葉町地区と同じく、第１種低層住居専用地区から第２種中高層住居専用地域に

変更をさせていただきたいと思います。建ぺい率が、40％から 60％、容積率が 50％から 200％

こちらの地区の面積が約 2.9ｈａとなっております。こちらの主な施設の利用用途でございま

すけれども複合型の福祉・児童サービス施設、建築基準法上では児童福祉施設等となりまし

て、こちらが約 600㎡それからグループホームやサービス付き高齢者住宅と言ったら同じく

建築基準法等の寄宿舎・共同住宅が 2180㎡。そして地域交流スペースこちらが 1170㎡でご

ざいます。どちらの施設も利用用途を考慮した上で、建築基準法上の分類にあてはめまして

新しい用途地域を決定しております。 

これら２か所の学校跡施設につきましては学校跡施設利活用計画に基づきましたもので旧

広葉小学校につきましては、市が運営管理を行っていきます。また、旧緑陽小学校につきま
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しては、社会福祉法人が運営・管理を行っていきます。どちらかの施設も現在詳細設計を行

っておりまして来年度、平成 25年度に、施設全体の改修を行いまして 26年度から供用を開

始する予定でございます。 

こちらは用途地域の新旧対照表でございますけれども第１種低層住居専用地域が約６ｈａ

減少いたしまして、第２種中高層住居専用地域と第２種住居地域が増えております。若干、

小数点以下の端数につきまして、表示方法が 10ｈａ未満は小数一位までの表示というふうに

法定で規定されておりますので、プラスマイナスしますと若干小数点以下の合計が合いませ

んけれどもトータルでは一応プラスマイナス０という計算になっております。 

変更の予定についてでございますけれども、前回の審議会終了後に北海道に事前協議書を

提出いたしましてこれを 11月 19日に行いました。その後、12月 18日に支障の無い旨の回答

をいただき、その後、11月 10日から 12月 9日まで、パブリックコメントを行いました。こ

の中で、お１人の方から２件ご意見をいただきましたが、ご意見の内容といたしましては第

１種低層からそれぞれ２段階、3段階用途地域が上がっているけれども、その辺は拡大し過ぎ

ではないのか、というご意見をいただきましたがただいまも説明をいたしましたように利用

用途を考慮した、用途地域の変更となっておりますので特に問題はない旨の回答をしており

ます。それから年明けに、案の縦覧を２週間おこないまして、こちらの方には、ご意見等は

ございませんでした。そして、本日の審議会で答申をいただきましたらその後、北海道に正

式な協議の書類を提出して、３月下旬にほかの案件と一緒に決定の告示をする予定でござい

ます。用途地域の変更につきましては以上でございます。 

 

◆太田会長 冒頭に言いそびれたところでございますが、本日が正式な審議となりますので、

忌憚のないご意見を頂戴して、審議を進めてまいりたいと思いますけれども、今日４件の審

議事項の内１号から３号につきましては、非常に重要なことであるので、前回はあくまで事

前の説明ということで事務局の方から説明があったことでございますので、ご理解いただい

たと思います。繰り返すまでもないのですが、前回の審議会以降パブリックコメントでお１

人意見・質問が出てきたということですが、遺漏なく、対応を今説明の通り終えている、と

いうことを補足させていただきたいと思います。 

以上をもちまして、今の内容説明につきましてご質問、もしくはご意見があれば頂戴した

いと思いますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、お

願いいたします。 

 

◆岸委員 容積率がそれぞれ、50％から 200％に増やしていくというのはこの先今の建物を使

うのではなくて新しい建物をつくるというときにフレキシブルに対応できるように、という

ことを想定していると考えてもよろしいですか？ 

 

◆太田会長 事務局からご説明をお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 今は公的にコントロールしてやっていこうということなんですが、
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もし、今後今の使い方と全く違う、例えば民間等に売り払うということになりますと、先程

パブリックコメントであったように周辺の環境悪化に繋がらないか、ということになります

ので、その際には地区計画等で用途等を縛っていこう、というように考えております。実は

建ぺい・容積というのは１つのセットの数字になっているものですから、どうしても今の用

途地区に変更するとなると、一般的な建ぺい率・容積率を使用している状況で、現実的にそ

の建ぺい率・容積率が必要だということではなくて、充分足りてはいるんですけれども、今

のところは、そのセットだということなものですからその様に対応してございます。 

 

◆太田会長 岸委員、よろしいでしょうか。 

 

◆岸委員 わかりました。 

 

◆太田会長 ただ今岸委員から質問がありましたが、これについては事務局から回答を頂き

ました。そういう方針を背景にもちまして、この方針で進めてまいりたい、ということでご

ざいます。ほかにはよろしいでしょうか。ご意見なければ、この議案第１号については承認

させて頂きたいと思います。 

 

◆一同承認 

 

◆太田会長 それでは本案件につきましては承認する旨答申を行いたいと思いますのでよろ

しくお願いします。それでは引き続きまして、議案第２号の札幌圏都市計画特別用途地区の

変更について、改めまして事務局の方から説明いただきたいと思います。 

 

◆事務局（笹原主査） はい、それでは札幌圏都市計画特別用途地区の変更についてご説明

いたします。特別用途地区につきましては、用途地区内の一定の地区にふさわしい土地利用

の増進、環境の保護などを図るために定める用途地域を補足する制限でございます。本市で

は、現在特別用途地区は、４種類の規制、制限がありまして、資料には指定されている場所、

建築物の主な制限概要が出ております。現在指定されている地区を都市計画図に示しますと、

第１種特別工業地区については大曲地区で指定箇所がございます。第２種特別工業地区につ

いては大曲と輪厚の工業団地内に指定されております。第１種特別業務地区については輪厚

元町と美沢に指定されています。第２種特別業務地区については、西の里と共栄町、輪厚中

央で指定をされています。 

この中で、今回変更を行うのが東部地区にあります、中の沢地区になります。こちらが拡

大図になります。この中の沢地区は、平成 17年３月に市街化区域に編入をいたしました。商

業・業務系の土地利用を図ってきましたが、現在も一部に未利用地がございます。現在、道

道の栗山北広島線の両側に、この地域が広がっておりますけれどもその南側には食品スーパ

ーそれからドラッグストア、雑貨店、衣料店等の店舗が立地しております。またこの道道の

北側にはパチンコ店やガソリンスタンドなどが立地しております。今図の赤く囲われた箇所
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で、面積が約 2.8haです。地権者はさまざまな土地利用を検討してまいりましたが、市街化

区域編入以来まだ未利用地となっております。こちらの未利用地の土地利用を促進するため

に、今回地権者より、都市計画の提案制度を活用いたしまして特別用途地区の建築規制の一

部緩和をする提案がございました。その内容については、現在建築できない病院、老人福祉

施設等を建築可能にする内容でございました。  

現在こちらの地区は第１種特別業務地区で規制されている箇所で、規制の内容が、今映っ

ておりますが、その中の３番目の病院と４番目の老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他

これらに類するもの。この制限についての緩和を提案されたものであります。市といたしま

しては、近年の社会情勢や東部地区での商業・業務用地の需要の減少、こういった状況から

も現在の規制内容で今後も土地利用の見通しは厳しいというように思われ、周辺環境の悪化

などにはつながる要因などがないことから北海道など関係機関とも協議を行いまして土地利

用の促進を図るため支障はないと判断をいたしました。 

したがって今回、第１種特別業務地区を解除いたしまして、新たに第３種特別業務地区の

指定を行います。第３種特別業務地区の規制内容については、先ほどご説明いたしました第

１種特別業務地区の中の病院、老人ホーム身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

を削除したものを第３種特別業務地区の制限内容といたしたいと思っております。 

特別用途地区の面積の新旧対照表でございます。第１種特別業務地区を四捨五入しますと

約３ha、これから第３種特別業務地区に変更を行いたいという内容でございます。 

変更の予定についてですが、先ほどの用途地域とほぼ同様の内容になっておりますが、こ

の特別用途地区につきましては北広島市特別用途地区建築条例で規制がされておりまして、

この条例の内容変更を３月の定例会にかけまして、その後、決定告示という予定になってお

ります。前回の審議会以降の事前協議などにつきましては、先程の手続きと同じ内容となっ

ております。以上で特別用途地区の変更についての説明をおわらせていただきます。 

 

◆太田会長 はい、ご苦労様です。それでは第２号事案の審議に入らせていただきます。こ

れにつきましても、先ほど説明させていただきましたように、前回事前の説明ということで

意見を頂戴してございます。具体的には、野村委員、鈴木委員からこの内容についての疑義

あるいは確認をしておくべき事項ということで、ご意見を頂戴したところでございます。こ

のことにつきましては、両委員の疑義等につきましてはご説明いただいて事務局が対応して

いるところでございますけれども改めて申しますと、今日は正式な審議でございますので前

回のご意見も対応したところではございますけれども、それも含めて、ご意見があれば頂戴

して参りたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。ご意見ございましたらお願

いします。はい、お願いいたします。岸委員どうぞ。 

 

◆岸委員 前回欠席しておりましたので、本日初めて意見を申し上げるのが申し訳ないとこ

ろもあるのですが、私は基本的にはこの計画については、疑問のあるところがありまして、

ずっと土地利用図られてこなかったところを有効に利用促進したいという意味で変えるとい

うことは大事かと思うのですが、この変更だと地域には病院やあるいは福祉施設に類するも
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のをつくりましょうということを言っているのとほぼ同じようなもので、あえてこの地区に

つくる必要があるのかと、都市全体のバランスを考えたときに本当に必要なのかな、という

所に私は疑問があります。北広島の今の都市構造というのはほぼ西高東低で、大曲の方は非

常に盛り上がっていますけれども特に北広島団地をこの先どうしていかなくてはならないか

というのは非常に重要な問題で、そこで先程の第１号議案というのは、その中でも非常に重

要なプロジェクトだと私は思っていて、あれは非常に今後も進めて行かなければならないな

と思うんですけれども、そこにその団地に隣接するここにあえて病院とか、福祉施設を今こ

こで作ることを認めると、せっかく広葉小学校とか緑葉小学校の跡地のところの福祉施設な

どのプロジェクトを逆に妨げることにつながらないかと思います。私はこのバランスがいか

がなものかというふうに思うのですけれども、それについて市はどうお考えなのか、お尋ね

したいと思います。 

 

◆太田会長 わかりました。それでは事務局の方から。 

 

◆事務局（村上課長） 岸委員は都市計画マスタープランの専門委員会の方でも色んなご意

見いただいておりますので、特に団地の衰退に対する課題をどうやって今後市として捉えて

いくのか、ということの危惧から言われているご質問かと思います。それで、今回、提案が

無いという状況で福祉施設それから病院等をいわゆる都市計画の用途地域だけでコントロー

ルできるかということでいけば、実際は用途地域でいけば、ある程度の色の付いているとこ

ろについては基本的には立地可能だということが 1つございます。 

それから一般的に福祉施設の配置計画とかというのが市の高齢者福祉計画の方で例えば地

域で必要な密着型のグループホーム等ですと、これについては地域ごとに大体この位の数が

必要だということで公募をかけて、配置をしていくというような方針をとっています。今回

ご提案があったのはもともと特別養護老人ホームでした。特別養護老人ホームはどこにどう

誘導するか、というのは市内全域が１つの区域になっているものですからこれについては都

市計画の方でここの区域に、ということで誘導するということは、なかなかできません。そ

れで結果的には保健福祉部の中で選考委員会にかけて、どこどこにということで決まるんで

すけども、今回は市街化調整区域の案件等というふうに決まっているものですから、連動さ

せて都市計画できちっと誘導できればベストかなと思いますが、いわゆる団地の活性化を今

回の案件と絡めてなかなか立地誘導するということは出来ないというのが１つです。もうひ

とつ、病院ということでちょっとお話させて頂きますと、私共は今回規制緩和することは認

めるということで方針を出しています。これも提案があった時の内容等のやり取りの話です

けれどもあくまでも、もともとは特別養護老人ホームがあって、今後それを支えていくその

病院との連携等ということで例えば特養とか、福祉施設が今後立地をした時にそれを支えて

いくということで病院も計画をしたいという申し出なんですが、実際、病院が右から左に可

能か、というとこれはまた別の議論がございます。例えば札幌圏ということで言えば、北海

道で医療圏の計画を作っておりまして現実的には今、病床が過多だということもございまし

て新規で例えば特養があってそれを支える為に病院をやりたいんだといった時に全く新規で
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ということでいけば現実的には認められません。そうなった時に事業者がなにを考えるかと

いうことになりますと、恐らくある病院を買収して、そこの病床の代わりに、ここにそうい

う施設を持ってきたいということ、そういった一体の計画にならざるを得ないものですから、

先ほど言いましたように、それを北広島団地の中のあるところで計画するということで今の

ところそこに対応をできる様な、ということになりますと、これはあくまでも事業者のやり

方とか考え方も非常に大きな話なってくるものですからそれについて対応ができないという

ことと、そこに私どもとしてもその道を閉ざしてしまうということがふさわしくない、いう

ことで、市としては考えているところでございます。 

 

◆太田会長 ただいまご説明いただいたことですが、岸委員の方でそうは言っても、まだ納

得できないか、その辺りございましたら、少し意見を交換したいと思います。非常にきたひ

ろの再生というか、再活性化というのは非常に重要なテーマだと思うので、それは貴重なご

意見でそれをふまえたうえで、その立場に立った上で、事務局の説明に対して少し意見とし

て不十分か、考えるところがあれば遠慮なくどうぞ。 

 

◆岸委員 今の村上課長のご説明は良く理解できたんですけれども、するとそもそも何で平

成 17年の市街化区域に編入した時に第１種の特別業務地区にしたのか。結局そこは政策評価

的に言うと、開発があるだろうという見込みで市街化調整区域から市街化区域に組み入れた

時に結果としては、これは失敗だったと言わざるを得ないと思うんですよね。そのときの都

市計画審議会とか都市計画でどのような議論をされて最初、この第１種にしたのかという経

緯が分かれば教えていただけますか。 

 

◆太田会長 お願い致します。 

 

◆事務局（村上課長） はい。ここは新規の市街地ですので市街化区域の編入に際しては基

本的には土地利用計画をきちっと北海道等に提出をしていきます。住居系であればフレーム

がありますので、それに見合う、例えば住居を建てる面積、とかっていうことでとっていけ

ばよいのですが、いわゆる非可住地で、業務系で開発をやるということだったものですから、

これについては開発計画を事業者から出させて、店舗名まではなかなか明らかにすると語弊

があるという部分もありますから、店舗名は伏せてこれ位の大きさの店舗がここに来ますと

いうその計画をいただいて開発をさせています。 

今ここで緩和しようとしている 2・8ｈａのここについてはもう８年も経っていますがホー

ムセンターをやるという配置計画になっていまして、計画としてはその予定で進んでいたの

ですが、最終的に立地が進まなかったいうことでその後、温泉施設ですとか葬祭場とかで計

画は何度か立ちあがったようなんですが、結果的にそれが、今のところモノになっていなく

て、先ほども事務局の方からも説明しましたように、いわゆる商業・業務系で大曲の方にか

なり勢いといいますか、持って行かれたということもございまして、いろいろと手を尽くし

て、当然事業者さんも土地を持っていればただ税金を払っているという状況になっています
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ので、今までやってきたんだけれども、なかなか商業・業務系では埋めきれないのでという

ことで、今回提案があがりました。ただ先程も言いましたように、福祉系等ということでハ

ードルを下げるという形になっていますが、下げたから、右から左に土地利用が図られるか

というと、それもなかなか難しい状況でもあるものですから、立地の一助にはなれば、とい

うことで、先程も言いましたが去年の段階でそこを買いたいという業者がありまして、それ

が福祉系、そういう関係で、是非買いたいという希望があって、その時には、まだ道が開か

れていなかったものですから、今後、そういう機会が来た時に対応出来るようにさせていた

だきたいという経過を辿っているということでございます。 

 

◆太田会長 ただいまのご説明で、どうでしょうか。 

 

◆岸委員 状況はわかりました。最後に確認させていただいきたいのですけれども、ここで

特別業務地区の変更することによって北広島団地の活性化を妨げるものにはならないという

ことと、理解してよろしいですか？ 

 

◆太田会長 はい。お願い致します。 

 

◆事務局（村上課長） 直接的には連動はしていないというふうに私共は考えております。 

 

◆岸委員 わかりました。 

 

◆太田会長 貴重なご意見をありがとうございました。今の岸委員の発言の北広島団地の重

要性ということも再度、私もですけれども事務局も認識しているとは思いますけれども、さ

らにさらに認識をしていただいて、これからの総合的な政策についてはもっとやり取りをし

なくてはいけないと思います。貴重な意見でございました。しっかりと肝に銘じて対応して

行っていくということを前提にさせていただきたいと。岸委員よろしいでしょうか。 

 

◆岸委員 はい。 

 

◆太田会長 あとは、鈴木委員も前回、ご質問いただきましたが、その時の対応を事務局の

方から回答し、ご了解いただいたということですけれども、よろしいでしょうか。 

 

◆鈴木委員 前回の私の発言の趣旨というのは、パチンコ店等々のこういうところに入って

いって、いままでは第一種特別業務地区でしたからそういった施設は建っていなかったです

が、それを入れるということは逆にそこに新たに入居される方々にとっては、本当に静かな、

ふさわしい環境なのか、いう趣旨での質問でした。駅からの近さ等々色々な事を考えると逆

に言えば利便性の高い所でもあるということで理解したのですが、もう一度ここはどういう

ような雰囲気の地域でその１点は病院とか老人ホームが入ることに問題ないという様な部分
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で追加的なもし説明があれば、もう１回確認したいと思います。教えていただければと思い

ます。 

 

◆太田会長 よろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 上が北側になりまして、真ん中に道路が入っているのは、ここ（北

広島市役所）の前の道路、栗山北広島線の４車線の道路でございます。今、区域の一番上の

方は国有林、まず幹線道路があるということで、位置的には利便性が非常に高いということ

でございますし、その向かいですけれども、これは先ほど言いました道道栗山北広島線４車

線道路で、ここの上側が全て国有林で、後ろに広大な緑を抱えていて、この前が、逆にマッ

クスバリューとか店舗が貼り付いていて前にちょっとお話をしましたけれども例えば、特別

養護老人ホームですとか今社会福祉系の施設はなるべく市街地で、生活も少しやりながらと

いうことが原則になってきておりますので、そういう施設のない例えば市街化調整区域より

はこういう施設が必要だということで、そこそこの利便施設があって環境的には非常によい

ところです。 

また、心配されましたパチンコ屋さんがここにあるんですが実はパチンコ屋さんには風営

法の絡みが用途地域とは別にかかるんですが、ここに建てようとした時にここに今既存宅地

が入ってまして、100m以上の距離がとられていますし現実的にはパチンコ屋さんも昔のよう

に騒がしいとかという施設ではなくて、ちょっと明かりはありますけれども、音とかも外に

は漏れないようにとかやってございますし、先程も言いましたように、既存宅地で一定のバ

ッファはとられているということで、環境的にはこちら側に、施設が来ても、問題は無いと

ころだということで私共は考えております。 

 

◆鈴木委員 わかりました。どうもありがとうございます。 

 

◆太田会長 野村委員も前回、疑義のある部分につきましては、ご対応・説明いただきまし

て、ご了解いただきましたが、よろしいでしょうか。お願いします。 

 

◆野村委員 それについて、私も前回少し質問したものですから、少し、一言言わせていた

だきたいのですけれども、まず基本的に村上課長さんが来て、説明をしていただき充分理解

しております。実は皆さん見てのとおりすごく車の通るところなんですね。本来誰が見ても

そこのところは人が集まりやすいから、商業的なこととか業務的なものが絶対的に適してい

るところなんです。利便性のある、たくさん車が来るような商業的に良い条件の場所で、埋

まらなかったということは、商業の土地にしただけではなくて、利用されなければ違う方法

で努力するということが、当然、必要なわけですね。 

ですから、そういう努力が足りなかったというふうなことは否めないと思うんですよ。ど

んどん活気良くしようとやった部分に関して、それを本当にやったのかっていうことがやっ

ぱり問題で、今後に関しても、仮にそれが環境のすばらしいところは、適した建物を建てた
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り、ただ黙っているんではなくて、計画を立てて、まちづくりを進め、そういう部分がはた

して都市計画課で機能しているのかということは一言申し上げたいなと思います。 

それで、今後はそういうことがないように、目的を決めたんだったら少なくともその担当

の部署というのは、目的のためにいろんなそれにあった企業を誘致するということを全力で

進めると、いうことがない限りは、ただ図面をいじって規制緩和しましたというとだと全く

今後も同じような何年経っても埋まらないということになるかと思うので、それだけは申し

たいと思っておりました。 

 

◆太田会長 ありがとうございました。重ねて私の方から申すことでもないのですけれども、

今のご指摘とそれから先程の岸委員の話とラップしてくると思うんですよ。岸委員の方から

は重要事項である、北広島団地再生あるいは再活性化、このバランスというのをきちんと約

束した上で、ここの変更については承認しますという中で、もう１つ野村委員からでこれは

全く同義なんですけれども第１種特別業務から今回３種特別業務ということをふまえて、大

局的に、ある目的があって設定しながら、立地がなかったからこれに変えていくという時に、

行政体でも言うまでもないですけれども、プロモーションとか色んな経営のことで、最善を

尽くして行かないといけない。 

諸般の状況とか総合的な物を勘案して今回はこういうことで舵を切ることを承認したけれ

ども、それについてはその前提として今のプロモートとかそういうものの誘致とかについて

はまた同じ繰り返しがないように最大限の努力をすることを都市計画部門とそれから企業誘

致なんかは経済部門、これは完全に共同一体となって、そういう施策をぜひ進めていただき

たいとそれが大前提ですというご意見だったと思いますがそういうことでよろしいですか。 

 

◆野村委員 はい。 

 

◆太田会長 それは、やはりぜひやっていただきたいと思います。 

 

◆岩泉部長 ただ今の岸委員それから鈴木委員、それから野村委員の方からいただいた言葉

につきましては、さまざまな場面で、同じような形でのご指摘もいただいているところでご

ざいます。冒頭、ご挨拶の中でも申し上げましたように来年度以降については全体的な用途

の見直し等も含めながら北広島団地の活性化の部分を視野にいれた取り組みも活発化させて

いかなければならないと考えておりますし、それから私どもいま企業誘致に対しては輪厚で

の工業団地の取組等やっておりますが、それ以外にやはり従前から計画していた部分につい

て、まだ成就していない部分というのが残っておりますので、それらについても今ご意見賜

りましたように絵に画いた餅にならないように、各関係部局と歩調をとりながら進めていき

たいと考えております。以上でございます。 

 

◆太田会長 よろしくお願いします。それではただいま意見頂戴したことをふまえて対応し

て参りたい、というご回答いただきましたので、議案第２号につきましては承認ということ
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でよろしいでしょうか。 

 

◆一同承認 

 

◆太田会長 それでは、承認する旨をこの件についても答申して参りたいと思います。それ

では先に進めさせてください。議案第３号の地区計画の変更について、ということです。事

務局方、ご説明願います。 

 

◆事務局（相花主任） それでは、札幌圏都市計画地区計画の変更についてご説明いたしま

す。まず場所ですけれども、地区計画の変更を予定しております希望ヶ丘地区は北広島市の

西部地区の北側に位置しております。こちらの画面は希望ヶ丘地区周辺の用途地域を示した

ものでありまして、近傍に主要幹線道路である国道 36号、そして地区内には都市計画道路で

ある輪厚中央通、輪厚中の沢通、そして輪厚自然公園ほか３つの公園がございます。 

今回地区計画の変更を予定しております箇所の用途地域は、第２種中高層住居専用地域と

なっております。こちらは、希望ヶ丘地区、地区計画の計画図であります。希望ヶ丘地区地

区計画は４つの地区に分かれており、１つ目は低層専用住宅地区で濃い緑色の箇所です。２

つ目の一般住宅地区は薄い緑色の箇所です。３つ目の利便施設地区についてはオレンジ色の

箇所で、４つ目の業務関連施設地区はピンク色の箇所となります。今回は利便施設地区の内

容変更を行います。    

この利便施設地区は、平成 8年の造成工事以来、幹線道路沿道であるため、店舗や事務所

等の立地を誘導してきたのですが、現在こちらの地区は、10敷地ありまして、両端の２つの

敷地については、利便施設が立地しており、土地利用が図られていますが、残りの８つの敷

地については造成以来今でも未利用地となっておりまして、今後についてもこのような利便

施設地区の条件では土地利用が見込めない状況でございます。 

希望ヶ丘地区利便施設地区の用途地域は第２種中高層住居専用地域であると先程もご説明

いたしましたけれども、通常の用途地域では住宅等の建築は可能となっておりますが、地区

計画の上乗せ制限で建築不可としております。未利用地の土地所有者から現在も希望ヶ丘地

区では戸建て住宅であれば需要があるということで、戸建て住宅が建てられるような内容に

変更をして欲しいいう要望が市の方にございまして、市もその様な状況、長年土地利用がな

されていないということもございまして検討した結果、住居系で有効な土地利用が図れるよ

うな変更を行う事としました。 

次に、変更前の利便施設地区についてですが、この地区には建築物の用途制限と建築物の

敷地面積の最低限度、建築物の壁面の位置の制限この３つの制限がかかっておりまして今回

はその３つの中の１つであります、建築物の用途の制限の内容だけを変更したいと考えてお

ります。簡単に言いますと、建築できない建築物、今画面では戸建て住宅だとか、共同住宅

だとか書いておりますけれども、こちらの内容を廃止というかたちにしまして戸建て住宅が

建てられるような状況にします。 

あと２つの制限については、現行のまま変更はしませんが一応、ご説明をいたしますと、
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建築物の敷地面積の最低限度については現在の 300㎡となっております。建築の壁面の位置

につきましては車道境界線から３m以上離す、隣地境界線から１m以上離す制限になっており

ます。 

今後のスケジュールですけれども、昨年の 11月７日の事前説明以降というかたちで、ご説

明させていただきますけれども、昨年の 11月 14日から２週間、市条例に基づく原案の縦覧、

意見書提出をふまえまして今年の１月 15日から計画案の縦覧を行いました。双方特にご意見

はありませんでした。本日答申をいただいた後、２月下旬に北海道に協議申請を行いまして

３月下旬にほかの案件同様、決定告示という予定でございます。以上で札幌圏都市計画地区

計画の変更につきまして、ご説明終わらさせていただきます。 

 

◆太田会長 はい。ご苦労様でした。ただ今の説明いただいたところですが、この件に関し

ましてご質問・ご意見等はございますでしょうか。前回も確認させていただいたところです

けれども、これは近隣の利便施設地区所が場合によってはかなり可能性が高く戸建て住宅に

なってくるんですが、ここにもうお住まいの方の近隣のサービスについてはもう既に幹線道

路沿いに立地しているという説明をいただいたところですが、それはそのとおりでよろしい

ですね。 

 

◆事務局（笹原主査） （図面を広げて）今、希望ヶ丘地区の周辺部分について、利便施設

の立地の状況をあらわしてみました。前回もご質問が出ていたかと思うのですが、緑色のと

ころが今変更しようとしている利便施設地区ですけれどもその周辺には、国道 36号側にコン

ビニエンスストアが１軒ございまして、地区の中には、歯科、その向かいに美容室などがご

ざいます。そこから南の方へ行きますと、飲食店や郵便局、学校などがございましてもう少

し南に行きまして、徒歩で約 1・5キロ位国道 36号を南に行きますと、コンビニ、スーパー、

飲食店、市の出張所、体育館などが立地をしているような状況でございます。 

 

◆太田会長 いま補足の説明を頂戴したところでございますけれども、これも含めてこの案

件につきまして、ご意見・ご質問があれば頂戴したいと思います。いかがでございましょう

か。よろしいでしょうか。それでは、意見がないということでございますので、第３号議案

については承認していただきたいと思います。 

 

 ◆一同了承 

 

◆太田会長 では承認をしていただくということで、この件につきましても答申をしてまい

りたいと思います。少し時間が押してまいりました。最後に、第４号の公園の名称変更、事

務局の方からお願いします。 

 

◆事務局（相花主任） それでは、札幌圏都市計画公園の変更について、ご説明いたします。

公園は都市計画法第11条で都市施設に位置付けられておりまして通常の変更であれば告示及
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び案の縦覧から都市計画決定告示及び縦覧に至る一連の全ての手続きが必要となってきます

が、今回、名称の変更と位置の変更、住所の変更になるんですけれども、こちらの変更につ

いては、軽易な変更となっておりますので、告示及び案の縦覧、知事同意だとかその様な手

続きが省略できる内容となっております。よって、軽易な変更である本件につきましては本

日ご説明しまして、その他の審議案件同様、本日答申をいただければと思っております。 

それでは、説明に入らせていただきますけれども、今回公園の名称を行う箇所につきまし

ては２カ所ございまして１つ目は大曲地区の大曲幸町２丁目にあります、さいわい公園です。

こちらの公園は、大曲幸西公園という名前で、都市計画決定されております。２つ目は西の

里地区の西の里南１丁目にございます西の里南さくら公園、こちらは西の里第 1公園で現在

都市計画決定されております。さいわい公園ですけれども、こちらについては、平成１７年

３月 29日に市街化区域に編入された大曲幸町２丁目に位置しておりまして、公園の整備につ

きましては、市の建設部が平成 22年に整備を行い、同年の９月に完成いたしました。  

西の里南さくら公園につきましては平成 18年 3月 31日に市街化区域に編入されました、

西の里南１丁目に位置しましてこちらも市の建設部が公園の整備を行い、平成 23年 10月に

完成しております。西の里南さくら公園は公園の名称の変更と位置の変更を行います。公園

の名称は先程も言いましたが、位置の変更につきましては住所が市街化区域に編入されたと

いうことで、町名整備によりまして、もともと西の里という形だったんですけれども町名が

つきましたのでそれに伴って位置の変更ということになります。さいわい公園は公園の名前

の変更のみということになります。あとは今画面に出ております種別だとか、公園の面積と

かの変更はありません。 

写真はちょっと下の方にありますが、左の方がさいわい公園、右側の方が西の里南さくら

公園です。両方の公園は遊具と広場等整備されている公園となっております。各公園の名称

や、整備内容につきましては、各街区の住人が集まりまして、ワークショップの中で案を作

成し、それぞれ整備にいたっております。簡潔ではございましたが、以上をもちまして、都

市計画公園の名称変更の説明を終わらせていただきます。今後につきましては、３月下旬他

の案件同様決定告示を行う予定です。以上です。 

 

◆太田会長 はい、どうもご苦労様でした。４号議案につきまして、事務局から説明ござい

ました。この件につきまして、ご質問・ご意見ございましたら、お願いします。はい、お願

いします。 

 

◆野村委員 根本的な事を聞きたいのですけれども、こういうような地域の方がワークショ

ップを開いてそして名前を地域で決めますよね。当然みんなで決めたんだから私共が口をは

さむような事は普通はないと思うのだけれども、それを都市計画審議会にかけて許可を得な

ければならないという規定はどこにあるんですか。地域で決まったことはそのままこうなり

ました、くらいで良いんじゃないかな、というのが私の考えですが。教えてください。 

 

◆太田会長 お願い致します 
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◆事務局（村上課長） 法の規定の中にこうだという書き込みはございません。あくまでも

都市計画公園の名称というのは、決定事項なものですから、都市計画決定をしなくてはなり

ません。その決定をするに際して、先程委員が言われたように、ワークショップで決まった

のだから、都市計画審議会にかけないで、もしかしたら報告で済ませばいいんじゃないか、

という取り扱いについてはあろうかとは思いますが都市計画決定をかけるということでいけ

ば、原則的には審議会の意見を聞いて、諮問・答申という手続きはルール化されているもの

ですから、先程いいましたように報告でもいいのでは、というにはありますが、今のところ

都市計画審議会にお諮りして、その意見を聞いて、市で最終的には決定するという事なもの

ですから、お諮りをしているという形になっております。 

 

◆野村委員 すみません、屁理屈ではないんですけれども、そしたら、もしこの「さくら」

というのが嫌いだったら、さくらを取れとか言っていいものなのか。実際は、その様な事は

無いと思うんですが、そういうふうに地域で決めたことだったら、私どもが意見を挟むよう

な事はないと思うので、報告でいいのではないかな、というふうに思います。 

 

◆太田会長 ご意見言えることはできると思うんですね。桜が嫌いかどうかもありますけれ

ども、ワークショップでこういうのがいいねとなったのが、常識を外れた様なもし名前が出

てきたとしたら、それは住民の総意であってもやはり大局的に意見は申すべきだなと思うん

ですけれども、市民の方ですから、意識の高い市民の方が集まってやるわけですから、出て

きた名前にそれは疑問があるような名前は出てこないと思うので大丈夫かと思います。ほか

にご意見はございますでしょうか。なければこういうことで、ワークショップで決めた名前

ということですので大事にさせていただきたいと思いますので承認したいと思います。この

件につきましても、承認する旨、答申して参りたいと思います。 

 

５ その他 

◆太田会長 それでは議事次第の最後にございます、その他ということで事務局からご説明

いただけますでしょうか。 

 

◆事務局（村上課長） ３点ほどございます。まず冒頭部長からございましたけれども、委

員が改選前の８月にご答申をいただきました、都市計画マスタープランの改訂についてでご

ざいますけれども８月以降に北海道都市計画課はじめ、その他関係機関との協議を経まして、

11月 10日から１カ月間パブリックコメントを行ってございます。 

それで、４名の方から、11件のご意見をいただいておりまして、内容的には新たなエネル

ギーの活用だとか公共交通、それから脱原発、それから旧島松駅逓所の整備についてという

ことで幅広いご意見をいただきましたが、一応パブリックコメントのところのホームページ

を見ていただくと詳細についてはみられるんですけれども、内容的には最終的に私達の方で

ご回答しているのはいわゆるマスタープランは基本計画なものですから、例えば、公共交通
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で、輪厚から北広島駅につくのに、十何時何分のバスを出してほしい、とかそういうご意見

とか、詳細に渡る部分については個別計画で個別に対応するということで、ご返答させてい

ただいて、この中のいただいた意見をもって都市計画マスタープランの原案を変更したとい

うことはございませんので、その旨ご報告をさせていただきます。 

今後ですけれども、今月中に庁議の方で決定をいただきまして、策定ということになりま

す。それがおわりましたら、印刷製本にかけまして、製本でき次第委員の皆様にお配りをし

たいというふうに考えてございますので、よろしくお願いをいたします。 

それから２点目でございますけれども、前回の審議会で、事前説明をした長期未着手の都

市計画道路の変更について、本来間に合えば今日ご審議いただいて、本当は３月末で決定を

したかったんですが、実は北海道都市計画との協議が思った以上に時間を要しておりまして、

今回審議会にご提案するのは協議が終了していないと都計審にかけられないものですから、

これについては申し訳ありませんが、次回の都市計画審議会になろうかということで、ご了

解をいただきたいと思います。 

それから、３点目です、急きょ伊藤委員が欠席、本来は出てこられるということだったん

ですが、実は残念な報告なんですけれども、伊藤先生が３月末をもって道都大学をご退職さ

れるということになりまして、本審議会の委員も辞任をされるということで、先日申し入れ

がございました。先生は平成 20年の９月から約４年半本市の都市計画審議会の委員というこ

とでご尽力いただきました。また、この審議会委員の他に、北広島団地活性化検討委員会の

委員、それから、北広島市学校跡地施設利活用に係る公募提案審査委員の委員長等もご歴任

をされまして、市の行政に非常にご協力をいただいてまいりました。本来であれば、この場

で御礼を申し上げるところでございますけれども、急きょご欠席をされているということで、

皆様に、ご報告をいたします。後任の人事につきましては、次回までに私どもの方で再度、

人選を進めさせていただきたいと思いますので、次回審議会までには、新しい委員を決めて

まいりたいというふうに思ってございます。 

先程、部長の方からありましたように、今日は今年度の最終の審議会ということで、１年

間本当にありがとうございました。 

 

◆太田会長 今日ご欠席ということですけれども、伊藤先生についてはご説明ありましたが、

大変ご尽力いただいてまいりまして、私も個人的にも機会があればどこかの場でお礼を申し

上げたいと思いますので。わかりました。それでは、以上４件、ご審議頂戴したということ

で、繰り返すまでもないですが、本日も大変活発なご審議を頂戴いたしまして、ありがたく

感じております。これで終わりますが、今後とも、この体制で私も勤めて参りたいと思いま

すので何卒ご支援をいただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。本日

はどうもお疲れ様でございました。 

 

◆一同 ありがとうございました。 
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６ 閉 会 

◆太田会長 閉会といたしますので、最後今後のスケジュール等あれば。 

 

◆村上課長 これをもちまして、平成 24年度の第４回北広島市の都市計画審議会を閉会いた

します。本日は長時間にわたり、ご審議ありがとうございました。次回は５月ないし６月位

に開催をできればというふうに考えてございますので、皆様方に日程調整等させていただき

たいと思いますので、重ねてよろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

◆一同 どうもありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

※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。 

 


