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平成２５年度【第２回】北広島市都市計画審議会 

 

１ 日  時    平成２６年２月２５日（火） １０時００分～１１時３０分 

 

２ 場  所    市役所本庁舎 ２階 会議室 

 

３ 出 席 者    委  員：会長代理ほか６名 

          北広島市：企画財政部長   

          事 務 局：都市計画課長ほか３名 

          傍 聴 者：なし 

 

４ 議  事     

 〔事前説明案件〕 

  事前説明 第１号  「土地利用計画制度の見直し」について     

                        

事前説明 第２号  「札幌圏都市計画汚物処理場の変更」について 

  

 事前説明 第３号  「札幌圏都市計画道路の変更」について     

  

 

●出席者 

 【委員】 

１番委員 （欠席） ６番委員 （欠席） 

２番委員 安藤 淳一（会長代理） ７番委員 （欠席） 

３番委員 岸 邦弘 ８番委員 立崎 弘昭 

４番委員 國枝 秀信 ９番委員 田原 咲世 

５番委員 坂本   勉 １０番委員 長南 秀之 

 

【北広島市】 

企画財政部長   髙橋 孝一 

 

【事務局】 

都市計画課長   池野 政敏 

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（池野課長）  おはようございます。定刻になりましたので、ただ今より、平成

２５年度第２回北広島市都市計画審議会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

 

 

２ 事務手続等 

◆事務局（池野課長）  それでは次第２、企画財政部長の髙橋より、都市計画審議会に諮

問をさせていただきます。 

 

（髙橋企画財政部長より安藤淳一会長代理に諮問書を手交） 

  

 

◆事務局（池野課長）  続きまして次第３、企画財政部長の髙橋より、ご挨拶申し上げま

す。 

 

◆髙橋企画財政部長  皆さんおはようございます。年度末のお忙しい中、北広島市都市計

画審議会にご出席いただき、誠にありがとうございます。 

私の方から、冒頭、都市計画変更に係る３件の案件について諮問をさせていただいたとこ

ろであります。 

１件目は土地利用計画制度の見直しについて、２件目は汚物処理場の変更、３件目は都市

計画道路、具体的には羊ヶ丘通の変更についてであります。詳しい内容につきましては、こ

の後担当から、縷々説明をさせていただきたいと思っております。 

本日は事前説明ということで、説明をさせていただいた後、質疑等を受けたいと考えてお

りまして、次回、年度はかわりますけれども、来年度の５月に予定しております、次回の都

市計画審議会で、具体的に審議をいただきたいと考えております。 

特に、土地利用計画の全市的な見直しにつきましては、平成４年の都市計画法の改正に伴

って、本市では平成８年に用途地域の全面見直し、当時は８種類の用途の種類でございまし

たけれども、１２種類に見直しをしております。 

全市的な見直しというのは、それ以来のことでございますので、委員の皆様におかれまし

ては、闊達なご意見をいただきながら、作業を進めてまいりたいと考えているところであり

ます。 

それから、情報提供でございますけれども、当審議会でも用途地域等の見直しにおいて若

干説明をしてまいりました、北広島団地内の２つの小学校の跡施設の関係でございます。 

いずれも改修工事が順調に進んでおりまして、新年度から、供用開始をする予定でござい

ます。       

具体的には、まず広葉小学校跡施設につきましては、地域交流機能などを備えた複合施設

として広葉交流センターという名称、愛称は市民公募をしまして、「いこ～よ」ということで、

今年の７月末から、開始したいと考えてございます。 

それから緑陽小学校跡施設につきましては、民間事業者による地域交流施設や認知症対応

型共同生活介護施設、サービス付き高齢者住宅の複合施設で、名称は「ともに」ということ

で、本年４月から供用開始をする予定となってございます。今後は、新たな地域の交流拠点

となるよう、期待をしているところでございます。 
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また、市役所庁舎の建替えの関係でございますけれども、当審議会の委員であります安藤

委員が、設計業務のプロポーザル審査委員会の委員長として、本年１月に審査結果を答申し、

久米・ブンク共同企業体に業務委託をすることを決定しまして、１月２８日に契約締結をし

たところであります。現在、基本設計の策定業務を行っているところでございます。以上、

情報の提供でございます。 

最後になりますけれども、当審議会における議論が活発になることを、期待申し上げまし

て、私の挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労さまでございます。 

 

 

◆事務局（池野課長）  続きまして次第４、会長の挨拶でございますけれども、太田会長

がＪＲの都合で到着が遅れてございますので、安藤会長代理からご挨拶をいただき、これ以

降の進行につきましても、お願いをしたいと思います。それでは、よろしくお願いします。 

 

 

◆安藤会長代理  今、お話がございましたが、太田会長が遅れるということで、それまで

のピンチヒッターとして、これから議事進行をさせていただきたいと思います。この後のス

ムーズな議事進行に協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日の審議

の成立につきまして、事務局より報告をお願いいたします。 

 

 

◆事務局（佐藤主事）  本日の審議会の出席者は１０人中６名で、佐々木委員と鈴木委員

から欠席の連絡をいただいております。太田会長と長南委員につきましては、遅れて出席の

予定となっております。 

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。 

 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆安藤会長代理  ただ今事務局から、本日の審議会が成立する旨の報告がございましたの

で、早速議事次第にしたがって、進めさせていただきます。 

次第の第５、議事録署名人の指名でございますが、今回は９番の田原委員と２番の私安藤

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（承諾） 

 

 

４ 議 事 

◆安藤会長代理  長南委員もご出席されましたので、次に次第６、事前説明第 1号、「土地

利用制度の見直し」につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 
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◆事務局（笹原主査）  おはようございます。都市計画課の笹原です。それでは座って説

明をさせていただきます。 

事前説明第１号、土地利用計画制度の見直しについて、ご説明いたします。皆様のお手元

に配布の資料がございます。資料の１ページをごらんください。 

土地利用計画制度とは、都市計画法に基づき、土地の使い方に関するルールを定め、個別

の建築行為など規制、誘導するもので、用途地域や地区の特性に合わせて定める地区計画な

ど多くの種類がございます。 

前回の審議会では「用途地域等の全市見直し」という形で、お伝えをしてきましたが、都

市計画法に基づき、土地の使い方に関するルールを定めているのが土地利用計画制度である

ことから、これ以降は「土地利用計画制度の見直し」という表現に変更いたしました。 

それでは飛びまして、資料の１１ページをごらんください。土地利用計画制度のイメージ

図がございます。その中で、都市計画マスタープランの目標実現を支えるものの１つに土地

利用がございます。 

土地利用計画制度についてでございますが、前回の審議会でも説明をいたしまして、若干

重なる部分もございますが、再度ご説明させていただきます。 

北広島市は、全市域が都市計画区域となっております。その都市計画区域の中を、市街化

区域と市街化調整区域に分けております。 

市街化区域は既に市街地を形成している地域及びおおむね１０年以内に優先的かつ計画的

に市街化を図るべき区域でございます。市街化調整区域につきましては、市街化を抑制すべ

き区域となっています。これらは、区域区分と言われまして、北海道の決定となっておりま

す。 

ただいま説明いたしました市街化区域の中には、用途地域が指定されます。用途地域は、

都市計画法第８条及び第９条に規定されておりまして、市街化区域内における建築物等を、

それぞれの用途ごとに合理的に配置し、各種機能の混在を防止することにより、都市全体の

秩序ある発展を図り、良好な都市環境を確保しようとする制度であります。 

この用途地域は１２種類に分かれておりまして、住居系が７種類、商業系が２種類、工業

系が３種類となっております。 

１３ページにいきまして、都市計画図の中で色がついている箇所が市街化区域でございま

す。市街化区域内では、用途地域が指定されておりまして、下の凡例にもございますけれど

も、緑が低層系の住居地域、薄い緑または黄色系統の中高層住居地域、赤・ピンク系は商業

系の用途地域、青と水色は工業系の用途地域であります。 

また、この用途地域におきましては、容積率や建ぺい率、外壁の後退距離、建築物の高さ

なども制限をされております。 

用途地域を補完する制限といたしまして、特別用途地区、準防火地区、高度地区、地区計

画が北広島市内ではございます。 

特別用途地区は、都市計画法の第８条及び９条に規定され、地区の特性にふさわしい土地

利用の増進や、環境の保護など、特別の目的を図るため用途地域を補完して定める地区で、

建築物の用途などを規制しております。 
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本市では工業地域の全域と、準工業地域の一部に指定されており、特別業務地区が３種類、

特別工業地区が２種類、合計５種類の規制内容に分かれております。 

準防火地区も同じく都市計画法の８条９条に規定されておりまして、市街地における火災

の危険を防除するために、建築物を構造面から制限する規制となっております。本市では商

業地域と近隣商業地域の全域が、規制されております。 

次に地区計画ですが、地区計画は都市計画法の第１２条の４及び５に規定され、各地区の

特性に応じた個性ある市街地の形成を図るために、まちづくりに必要な公園道路などの公共

施設、それから建築物等のあり方について定めた規制であります。 

建築物の用途や最低敷地面積、壁面の位置、建築物の意匠や形態、垣や柵の構造、こうい

った細かいところまで、地区計画は定めております。この地区計画の区域内で、建物を建て

る際には、本市に届出が必要になっております。 

今回の土地利用計画制度の見直しの中では、ピンク色の範囲の見直しを行います。これら

はすべて北広島市の決定となっていて、北海道に協議をする都市計画となっております。 

ご承知とは思いますが、今回は市街化区域の見直し、線引きの見直しについては行わない

こととなっております。以上の内容が、見直し方針の１ページと２ページに書かれている内

容でございます。 

続きまして、３ページに移りまして、（４）見直しの背景について、ご説明いたします。 

先ほど、部長の挨拶でもふれておりますが、昭和４８年に新たな都市計画制度のもとで用

途地域の最初の指定を札幌圏は行っております。その後は、市街化区域の拡大や、土地利用

の変化に伴って、変更を行ってまいりました。 

平成４年の、都市計画法と建築基準法の改定により、用途地域が８種類から１２種類に改

定となりました。そして、この法改正を受けて、本市では平成８年に、用途地域の全市見直

しを実施しております。その後については、全市的な見直しは行っておりません。 

そしてこのたび、都市計画マスタープランの改定などにより、見直しを行うこととしまし

た。用途地域の指定につきましては、平成２４年１１月に策定いたしました、北広島市用途

地域指定基準に基づいて、指定をしていきます。 

都市計画マスタープランについては、３ページの（３）に書かれております。都市計画マ

スタープランにつきましては、平成１６年に策定をいたしました。 

その後、上位計画であります、北海道が定める札幌圏都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針、それから本市の総合計画、これらが改定となったこと、それから少子高齢化や人口

減少といった社会情勢の変化に対応するため、昨年３月に皆様のご協力をいただきまして、

都市計画マスタープランの改定に至りました。 

都市計画マスタープランでは土地利用についての課題や目標、基本方針などを定めており

ます。４ページをごらんください。こちらはマスタープランの土地利用の課題、基本方針な

どを抜粋、要約したものでございます。 

この中で、工業団地の機能に支障のない範囲で、そこで働く人のための利便施設の立地を

検討。それから住宅の身近なところで日常生活に必要なものを入手できるように、地域の特

性に応じた商業環境の整備。ＪＲ北広島駅周辺は、土地の高度利用。車を使えなくても、歩
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いて商業施設や公共施設などを利用しやすい環境づくり。こういったことを主な方針に掲げ

ています。 

また５ページには、地区別の課題と基本方針を抜粋、要約しております。主なものは、Ｊ

Ｒ北広島駅周辺の土地の高度利用、未利用地の活用、各地区のコミュニティー中心地の形成、

こういったことが方針として掲げられています。 

６ページからは、見直しの視点及び方針になります。土地利用計画制度は、市街地におけ

る土地利用の基本となる制度であることから、都市計画マスタープランに示される土地利用

の方針に即した、適切な見直しを行う必要があります。 

この見直しにあたっては、都市計画マスタープランの基本的な方向を踏まえ、見直しの視

点を以下のように定め、「個性あふれる地区が結びついた緑豊かな都市」に向かって、まちづ

くりを進めてまいります。 

この中で見直しの視点、方向性について、以下のように定めたいと思っております。 

１番目、都市計画マスタープランの実現を支える視点。まちづくりの総合性や一体性を確

保するため、マスタープランで示す基本方針などと整合を図っていきます。 

２番目、各地区における生活利便性の向上を図る視点。地区の特性に応じた、人や産業を

誘導するため、地区の核づくりを進めます。また、住宅地においては、超高齢社会に対応す

るため、日常の生活圏における利便性の向上を図ります。 

３番目、効率的で適正な土地利用を図る視点。効率的な土地利用を図るため、低未利用地

の有効活用、拠点地区の高度利用や、幹線道路沿道の合理的で効果的な土地利用を誘導しま

す。また適正な用途地域への転換などを図ります。 

４番目、魅力ある市街地環境や自然環境を保全する視点。本市の緑豊かな市街地や自然環

境を今後も保全するため、快適な都市環境づくりを進めるとともに、住居・商業・工業など

の機能別に、適正な土地利用を図ります。 

５番目、地区の特性を踏まえた市街地環境への誘導を図る視点。良好な市街地環境を形成

するため、地区の特性を踏まえた地区計画制度などを活用し、きめ細かい市街地環境の誘導

を図ります。 

このように、５つの視点、方向性より導いた方針が７ページから９ページに書かれており

ます。 

方針につきましては、画面にもございますように、以下の５つになります。 

方針の１番目、市街地における小規模店舗などの誘導。歩いて暮らせるまちを目指し、日

常生活を支える利便施設を立地できるよう、住環境に配慮しながら用途地域を緩和。 

２番目、幹線道路沿道における利便施設の誘導。幹線道路沿道の工業専用地域においては、

利便施設の立地を誘導し、幹線道路沿道の利用促進と利便性を向上。 

３番目、拠点地区の高度利用の促進。ＪＲ北広島駅周辺地区については、多様な都市機能

が集積しており、交通の利便性が高いことから、未利用地などの高度利用を図ります。 

４番目、良好な市街地環境の保全と地域特性を生かしたまちづくり。北広島市用途地域指

定基準に基づく適正な変更、それから、容積率や建ぺい率等は、現在の指定を基本的に維持

します。 
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５番目、用途地域を補完する地区計画なども見直します。特別用途地区、地区計画、高度

地区などについては、現在の指定を基本的に維持します。以上、方針を要約いたしますと、

このようになります。 

先ほど申しました視点、方向性と方針の関連性ですが、次のようになります。 

視点の２番、各地区における生活利便性の向上を図る視点、ここからは方針の１番、住宅

市における小規模店舗などの誘導、それから３番の拠点地区の高度利用の促進、これが関連

性をもったものとなっております。 

視点の３番、効率的で適正な土地利用を図る視点からは、方針の２番、幹線道路沿道にお

ける利便施設の誘導、この方針を導いております。 

視点の４番、魅力ある市街地環境や自然環境を保全する視点、それから５番、地区の特性

を踏まえた市街地環境への誘導を図る視点、この２つから方針の４番と５番、良好な市街地

環境の保全と特性を活かしたまちづくり、用途地域を補完する地区計画などの見直し、この

２つがそれぞれ関連性を持たせたものとなっております。 

１０ページをごらんください。今後のスケジュールを大まかに書いております。 

ただいま説明しております、この見直し方針につきましては、次回５月頃に審議会を開催

する予定でございますけれども、その審議会で審議をいただきました後、方針として決定を

させていただきたいと思っております。その後、具体的な箇所の検討に入っていきます。   

これが終わりますと、素案が出てきます。素案になりますと、個別具体的なこの箇所をこ

ういう用途地域に変更、などという案が出てきまして、１１月ごろの審議会で、この素案の

説明を行いたいと考えております。 

平成２６年の年内には素案を決定し、来年早々には、パブリックコメントや住民説明会を

行う予定とさせていただいております。 

そして、来年の夏には、原案の審議と答申をいただきまして、最終的に１０月には、決定

告示を行っていきたいと考えております。 

これら用途地域等に関するものは、すべて北広島市の都市計画決定でありまして、北海道

へは協議などを行っていきます。 

１１ページからは、参考資料といたしまして、土地利用制度のイメージ図、それから用途

地域図、人口と高齢化率のデータとなっております。簡単ですけれども、以上で土地利用計

画制度の見直し方針案の説明を終わります。 

 

 

◆安藤会長代理  ただいま事務局から説明をいただきました。多少補足させていただきま

すと、前回の全市見直しが平成 8 年ということですから、およそ１８年の間変わらずにいた

ものを、今回見直しをかけようということで、具体的な中身で申しますと、用途地域等につ

いて、という話でございました。 

背景等についても細かく説明をいただきましたが、本日、この場で委員の皆さんからご意

見をいただきたいということであれば、その見直し方針に関する、それぞれ考えられている

ようなこと、ご意見等についてお伺いし、それをまた参考にしたものを、今年の５月に見直

し方針として決定する、という進め方であろうかと思います。 
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では早速説明をいただきました見直し方針、あるいはその前段にございます方向性との関

係性も、図式化して説明をいただきましたので、そこまで含めて対象になろうかと思います

が、ご意見等がありましたらお寄せいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

中身が、だいぶ膨大な中身なので、資料を今拝見して問題を理解するのにも、ちょっと時

間が要るのかと思いますが、お気づきの点等ありましたらで結構ですが、いかがでしょうか。 

  

 

◆事務局（笹原主査）  補足ですけれども、今回この見直し方針につきましては、事前説

明ということで、こういったものを決定したいということで、説明をさせていただいており

ます。 

次回も、この内容につきましては、審議をしていただくので、本日持ち帰りになっていた

だいて、再度、中身を検討していただいて、次回でもご質問とご意見等はお受けいたします

ので、お願いいたします。 

 

 

◆安藤会長代理  今、事務局から補足していただきましたが、もし今この場でなければ、

次回までの間に、資料をお読みいただいて、ということになりますが、もしこの場で、何か

ございますでしょうか。岸委員お願いします。 

 

 

◆岸委員  語句の定義についてですが、３番目の見直しの視点ところで「効率的で適正な

土地利用を図る視点」とありますが適切というのは、何をもって適正というのか、というこ

とについて教えていただけますか。 

 もう少し噛み砕いて、質問させていただくと、「適正な用途地域への転換などを図る」とい

うのはあるべき論で議論することなのか、それとも今実際もうこうなっちゃってるんだから、

もうこのへんは住宅じゃなくて商業地域にした方がいいんじゃないか、というような意味で

の適正なのか、多分２通りあると思うのですけれども、どちらの視点で議論すべきなのかと

いうことの質問でございます。 

 

 

◆安藤会長代理  髙橋部長お願いします。 

 

 

◆髙橋企画財政部長  私の方から、ご説明します。私どもの思いとしては、適正な土地利

用という部分でいきますと、私どもも作っておりますけれども、用途地域の指定基準という

ものがございます。これは全国的、全道的にあって、例えば用途地域を考えるときに、住宅

地と工業地域のあり方、バランスという部分がございます。 

それで、今回確かに全市的な見直しをしますけれども、例えば現状分析をし、それからある

程度、先ほど我々の思いとしては少し使い勝手のいいまちづくりにしたいというのがあって、

今まで純化した都市計画で、厳しく規制していた部分を若干緩めてもいいのでないかという

考え方が１つございます。 
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特に道営北広島団地内につきましては、いわゆる第一種低層ということで、容積率、建ぺ

い率も含めて、住宅地ということで限定をして、厳しい土地利用計画をしています。それが、

果たして今後将来にわたって、特に高齢化が進んで、１住区という考え方の中で団地をつく

ってきたのですが、車も乗れない人も結構増えてきて、駅前まで行くのに、非常に不便を感

じてるというようなこともあって、そこの部分を少し緩める、というような視点もあります。 

ただ、そうはいいながらも、例えば住宅地をいきなり商業地域に４段階、５段階を変える

というところまでは、我々のイメージとしてはありません。 

ですから、まちづくりの秩序を維持しながらも、多少その中で利便性を向上させるような

許容範囲を、議論しながら進めていきたいというのが思いです。 

言葉としては、いろんなことで使っているものですから、受け止め方によって違ってくる

のかなとは思いますけれども、思いとしてはまず、バランスというのを考慮した上で、今の

１２用途はあると考えておりますので、それを大きくかえるという考え方ではありません。 

それから、特に札幌市では、容積率、建ぺい率の緩和だとか、高度地区の在り方を見直し

ております。ところが、北広島市の場合、駅前もそうですけれども、指定された基準以上に

は、容積率を使っていないです。 

ですから、その辺は今の現行制度で不便を感じてないというか、利用をされてないもので

すから、それはほどほどでいいのではないか、というような議論を今後していただければと

思っております。 

ただ、先ほど一応案として、方針の具体的なイメージをしてますけども、適正という言葉

の説明になるかどうかはわかりませんけれども、バランスを考えながらも、利便施設、そこ

に住んでいる人のためのまちづくりとして、もうちょっと、使い勝手のいいまちにしたいん

だというのが総じた意味合いだというように理解していただきたいと思います。 

 

 

◆岸委員  わかりました。ご説明ありがとうございます。結局適正というのは柔軟という

ことですね。その辺の認識だけは共有しておかないと、多分この後の議論でかみ合わなくな

ってしまうだろうなと思いました。ありがとうございました。 

 

 

◆安藤会長代理  ありがとうございました。確認ということで、柔軟な対応、現状という

ことも当然ありますでしょうし、将来ということも含めた上での、柔軟な対応ということで

の方針の決定ということになる、との説明でありました。ほかにご意見、あるいは質問はご

ざいますでしょうか。 

では、ないようでしたら、土地利用制度の見直し方針案につきましては、次回の審議会が

５月に予定されておりますので、再度審議を重ねて、承認をいただきたいと考えております。

よろしいでしょうか。 

では続きまして、議案第２号札幌圏都市計画汚物処理場の変更について、事務局からお願

いいたします。 
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◆事務局（相花主任）  都市計画課の相花です。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第２号札幌圏都市計画汚物処理場の変更についてご説明いたします。 

変更内容を説明する前に、若干施設の概要についてご説明させていただきます。 

汚物処理場は、都市計画法第１１条１項第３号で、都市施設として定めております。汚物

処理場の名称は、「道央地区し尿処理場」で、平成８年９月１日の北広島市の市制施行に伴い、

現在の名前になっております。変更前は、「長沼町外３町し尿処理場」という名称でした。       

施設の位置は東部地区の北の里４６９番地１で、市街化調整区域となっております。ＪＲ

北広島駅から見ますと、北北東に約５キロ離れた場所にありまして、この施設の東側には、

南幌町との行政界になっている千歳川が流れております。 

敷地面積は、約１．２ｈａで施設の処理能力は１日当たり５５キロリットルです。 

こちらの赤丸がついているところは、し尿処理場の場所を示しております。 

こちらは航空写真ですが、赤線で囲ったところがし尿処理場の敷地となっております。 

この施設は、道央地区環境衛生組合が運営しておりまして、構成自治体は、北広島市の他

に、長沼町、由仁町、南幌町、となっております。 

またこの施設は、昭和５０年１２月９日に当初決定を行っております。 

北広島市での収集区域は、西の里、大曲、輪厚などの市街化調整区域で、バキューム車で

収集し、同施設に運搬する手法です。 

次に、都市施設を変更する経緯を説明します。昭和の時代に造られたものですから、処理

施設の老朽化が著しく、更新が必要になったためです。 

単独整備による更新費用を試算しますと、約２０億円かかるという結果が出まして、コス

トの縮減が求められました。 

国土交通省のＭＩＣＳ事業という、汚水処理を共同にする、処理をして整備をするという

事業がございまして、例えば北広島市で行っております公共下水道と、あとは農村地域で行

なっております合併浄化槽のし尿処理事業だとか農業集落排水事業というものがございまし

て、これらと共同することによって補助金の対象ともなり、コストが縮減できるという結論

に達しました。 

北広島市では公共下水道事業で終末処理場である下水道処理センターを整備しており、下

水道施設と共通施設があります。施設の共有化を図ることにより、大幅なコスト縮減が図れ

るため、ＭＩＣＳ事業で整備することになりました。 

このことにより、下水処理センターの敷地内にし尿処理施設を整備したため、北の里の施

設を廃止することになりました。 

その他に生ごみのバイオガス化も一括して共同処理を行うことにしたため、更なるコスト

縮減が図られることになりました。 

施設に関しての今後の予定ですが、今年の４月から組合からの委託により下水処理センタ

ーで処理を開始しております。よって、北の里の施設は、現在稼動しておりません。 

そのことにより、平成２６年度内に北の里の施設を取壊し、平成２７年３月に清算等の業

務が終了次第、組合を解散する予定です。そして、同年の４月に当市のし尿処理と３町から

の事務委託によりし尿処理を開始する予定です。 
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都市計画変更についての今後の予定ですが、今年の１月１７日に北海道都市計画課と下協

議を終えております。 

本日、審議会に事前説明及び諮問をさせていただきましたので、今後については、３月上

旬に道都市計画課と事前協議等を行いまして、次回の審議会で答申を頂く予定としておりま

す。その後、６月頃に北海道知事から同意を得まして、７月頃に告示する予定としておりま

す。説明は以上となります。 

 

 

◆安藤会長代理  説明ありがとうございました。この議案につきましても、今日は事前説

明ということで、次回５月に再度審議し、答申という形でございますが、今の説明でなにか

質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

◆安藤会長代理  私の方から、よろしいでしょうか。先ほどのスケジュールでいきますと、

平成２６年度に旧施設の取壊しというのが明記されておりますが、最後の経緯の概要の中で、

決定告示は２６年７月以降ということですが、それが決定してからの取壊しでよろしいでし

ょうか。 

 

 

◆事務局（池野課長）  都市施設としての稼働自体はもう終了しておりますので、実際に

は、取壊しの時期は、さほど問われません。 

 

 

◆安藤会長代理  決定告示を待たずしても、取壊しは可能であるということですか。 

 

 

◆事務局（池野課長）  はい。 

 

 

◆安藤会長代理  ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。では、続きま

して、議案第３号札幌圏都市計画道路の変更について、また事務局からご説明いたします。 

 

 

◆事務局（相花主任）  引続き、議案第３号札幌圏都市計画道路の変更について、ご説明

いたします。本案件は、前回の審議会で事前説明を行ったところでございますが、月寒通、

国道３６号線になりますけれども、それと羊ヶ丘通の交差点部の区域の変更であります。 

本来であれば、本日の審議会で審議をしていただいて、その後、北海道の都市計画審議会

の審議を経て、３月末に決定する予定でございました。しかし、立体交差の道路構造につい

て、北海道開発局と北海道とが合同して、北海道警察の交通規制課と協議を行っているとこ

ろですが、若干時間を要しておりまして、まだ審議していただくような状態にありません。  
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したがいまして、誠に申し訳ないのですが、関係機関との協議が終わり次第、本審議会で

審議していただく予定でございますので、今回につきましては、このような形で経過説明と

させていただきます。 

 

 

◆安藤会長代理  ありがとうございます。議案３につきましても、次回に再度審議という

ことになろうかと思いますが、ただこの内容等につきまして、何か委員の皆さんから、質問

等はございますでしょうか。岸委員お願いします。 

 

 

◆岸委員  専門分野なので、非常に興味があるのですけれど、どのようなポイントで難航

しているんでしょうか。 

 

 

◆事務局（相花主任）  今道警本部と協議に時間を要していることが３つございます。 

まず１点目が、変更後の図面を見ていただきたいのですけれども、羊ヶ丘通から恵庭方面

に向かうランプ形状が、変更前は国道３６号線の左側、すなわち民地側に接続する形状であ

りました。その形状だと道路と民地に段差を生じ、直接道路に乗降りができないため、土地

利用ができないと地権者から指摘を受け、ランプ接続位置を国道３６号の道路センター側に

変更をしました。 

その変更について、道警の方から内側接続の事例が余り無いということで、その説明に少々

時間を要しているようです。ただ、この形式は新千歳空港などで整備されていることから、

今後こちらの事例を基に再度説明することになっております。 

２点目が、変更後の図面で言いますと赤い線になります。 

羊ヶ丘通から、札幌市方向に向かうランプ形式で、当初は、このランプを考慮していなか

ったのですが、輪厚工業団地が造成されたため札幌方向に向かう交通量が発生することから、

このランプを整備することにしました。このランプと国道３６号線が合流する形式を、建設

コストの縮減から一時停止型で検討しましたが、道警としては、停止型にすると見通しが悪

いため事故が起きやすいのではないかという指摘を受け、今後安全性も含め、停止型にした

理由を整理し再度説明することになっております。 

３点目が、羊ヶ丘通から恵庭方向に行く道路で、ランプ形式が終わる付近に、市街化区域

の希望ヶ丘地区から国道３６号に進入する交差点があります。羊ヶ丘通から来た車と希望ヶ

丘から出てきた車の衝突事故などを引き起こす危険性が高いので、国道３６号の中央分離帯

を閉じ安全性を高めた方が良いのではないのかという指摘がありました。そのことについて、

追加調査などを行い、再度協議する予定となっております。 
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◆岸委員  ありがとうございました。変更前と変更後で羊ヶ丘通から月寒通に入ってくる

ところは、これは立体交差のままでいけるんですか。 

 

 

◆事務局（相花主任）  立体交差です。 

 

 

◆岸委員  わかりました。 

 

 

◆安藤会長代理  ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。無ければこの議

案につきましても、次回さらに審議という形をとらせていただくことになろうかと思います。    

本日説明をいただきました、議案２号、議案３号、そして最初の議案１号につきましても、

次回再度審議ということになりますので、どうかよろしくお願いいたします。では、ここま

での議案内容について、よろしいでしょうか。 

 

 

５ その他 

◆安藤会長代理  では、最後に７番でございますが、事務局から次回スケジュールという

ことになろうかと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

◆事務局（池野課長）  次回の都市計画審議会の日程につきましては、先ほどからの説明

の中でもありますように、年度明けまして、５月ごろを予定しております。後日、会長とも、

日程を調節させていただき、皆さんにご案内を送付いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

◆安藤会長代理  では、以上をもちまして、本日の審議会を終了させていただきます。 

 

 

６ 閉 会 

◆事務局（池野課長）  それでは以上を持ちまして、平成２５年度第２回北広島市都市計

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。 

 

◆一同  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。 

 

 

  

 


