ワークショップ会議

実 況 中 継
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北広島市都市計画マスタープラン

ワークショップニュース

第１回市民ワークショップ会議

開催される

発行（お問い合わせ先）
：北広島市
企画部都市計画課
〒061‑1192北広島市
中央4丁目2‑1

☆ワークショップ
ってなあに？

☆都市計画マスタープラン
ってなあに？

きたひろしまの自然・歴史・生
さあ︑開幕を間近に控え︑本日参
加の市民 名がそれぞれ︑６つのテ 活文化・産業など地域の特徴をい
ーブルにつき︑今や遅しと待ちかね かしながら市民のみなさんといっ
ております︒
しょにつくりあげていく都市計画
◆１８ ３０
の基本方針となる大切な計画です︒
いよいよ第１回ワークショップ会
土地の利用︑きたひろしまらし
議の開幕です︒
事務局のあいさつ︑趣旨説明︑会 いまちなみの形成︑道路や公園の
議の進め方について説明を受け︑作 整備︑宅地の造成などについて︑
まち全体やふだん暮らしている地
業開始︒
◆１９ ２５
域をどのようにしていきたいかを
自己紹介をかね︑一人３分程度で
考
え
︑きたひろしまの 年後の将
今日のテーマについて発表していき
来
の
姿を描くものです︒
ます︒その意見や︑他の人の意見を
マスタープランは︑まち全体の
聴いて感じたことを︑はってはがせ
将来を描く全体構想とふだん暮ら
る紙ポストイットに記入し︑大きな
模造紙にはっていきます︒次に︑似 している地域の将来を描く地域別
たような意見のポストイットをはり 構想の２つからなっています︒
策定は平成 年から 年を予定
直し︑グループに分けます ︒
﹁うー
ん︑この意見はやっぱりこっちのグ しており︑今回のワークショップ
ループだね﹂などとテーブルに身を は︑全体構想をつくるためのもの
乗り出して作業を進めております︒ です︒ 来年度は︑市内５地区︵団
そして︑そのグループにタイトルを 地︑東部︑西の里︑大曲︑西部︶
付けました︒
の地域別構想のワークショップを
◆２０ ４０
作業が終わると︑今度はテーブル 予定しています︒
ごとに決められた発表者が壁にはっ
た模造紙を見ながら︑出された意見
を説明していきます︒その発表を聴 ホ ー ム ペ ー ジ も ご 覧 く だ さ い
いて︑うなずいたり︑たくさんの拍
都市計画マスタープランについて
手が送られました︒
は︑市のホームページでもお知らせ
◆２１ １０
少し時間をオーバーしましたが次 しています︒
回の案内をし︑無事終了︒
▼ http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/
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15

>

去る８月３日︑北広島市芸術文
化ホールにて ︑
﹁ 北広島市都市計
画マスタープラン﹂策定のための︑
市民によるワークショップ会議が
開催されました︒
当日︑参加した 名のメンバー
は︑最初のうちは︑初めてのワー
クショップ会議に少々とまどいな
がらも︑次第に活発な意見が飛び
出し︑充実した会議になりました︒
第１回のテーマは︑
﹁ 北広島市
の良いところ悪いところ﹂
︒
普段︑生活していて︑ここが良
い︑ここが悪いというたくさんの
意見が出され︑市役所職員として
は耳が痛ーくなるような意見も・
・・︒
私たちも初めてのことで︑不安
のスタートでしたが︑メンバーの
協力で︑第１回目の会議を無事終
えることができました︒
今回出席していただいた皆様︑
本当にありがとうございました︑
そして︑ご苦労さまでした︒

第１号

市民参加による計画案づくり
の代表的な手法で︑５〜６人で
１つのテーブルを囲み︑グルー
プ討議やカードに記入するな
ど︑実際に手や身体を使い︑誰
もが意見を出しやすいように工
夫されています︒

13

市 民
＊皆さんから出された意見は︑裏
面以降に掲載しています︒
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2001年（平成13年）９月14日（金曜日）
第１号
市民ワークショップニュース

TEL:011‑372‑3311
FAX:011‑372‑3850

人と自然を大切にする北広島

１
自

・自然災害が少ない（良い）
・静かで緑が多く感じる（良い）
・都市のわりにめずらしい草花がある（良い）
・子供達の自然に関わる遊び場
−レクの森（良い）
・自然が多い（良い）
・市街地から大曲へ行く景観を大切に（良い）
・山菜がある（良い）
・自然の景観（良い）

福

然

班

街並み

・自然な道（良い）
・山手町の外周の緑（良い）
・整備されている林（良い）
・自然環境を大切にする取り組みを
具体的に（悪い）
・子ども達が安心して交流できる場を（悪い）
・自然
管理されていない

・街が新しい、明るい（良い）
・人工都市（団地）としてよく出来上がっているなあ
と感心することがある（良い）
・市民が気軽に交流できるスペースを（悪い）
・街中ににぎやかな場所がない（悪い）
・住宅地が整いすぎて個性がない（悪い）
・特長が少ない（悪い）
・ただし、あまり人工的であきるときがある（悪い）

人工

行政へ

祉

・福祉関係が多い（良い）
・在宅老人障害者のためのサービスが少ない（悪い）
・安心してこのまちで死ねるように、もう少し福祉を進めて欲しい（悪い）
・病院、少し難しい病気だと札幌へ行く人が多い（悪い）
・老人施設、今のままだと豊かな気持ちで最後を迎えられるか心配（悪い）

・行政みずから動かない（悪い）
・行政と住民の交流が（今までは）少なかったのでは（悪い）
・地域により、行政の待遇が違う（学校等の施設、冬の除雪、排雪）
（悪い）
・行政押し付けの施設が多い（悪い）
・地域へ行政が何をすべきなのか、何を希望しているのか関心がないようだ（悪い ）
・ 町内会

というものへの行政の考え方が、利用するものとして考えているので

はないか（悪い）

郷土意識
・持家の人口が多いので地域との関わりを持つ人が多い（良い）
・歴史、落ちつき、近所付き合いが少ない（悪い）
・住民が土着性の気持ちがうすい、なにごとも札幌指向（悪い）
・ネコの放し飼いが可能な町（悪い）
・ ・ ・ ・
・人とのつきあい方（悪い）
・北広島にふるさと感がもてない、少ない（悪い）
・ ・
・地区が点在していて人間交流がない（悪い）
・市役所の職員（市民）がほとんどしかたがないが北広島出身で
はなく、だから北広島にどれだけわかって愛着をもっているか
（悪い）

・行政が前向きでない（悪い）

交

通

・車で生活するのに便利（良い）
・札幌に近くで便利（良い）
・ＪＲの駅がきれいになった（良い）
・それぞれの地域から他の地域へ移動が
難しい（悪い）
・北広の町、駅への交通が無、不便 （悪い ）
・交通の便を（市内）もっと良く（悪い）

仕

事

・企業が少ない、働く場所がない（悪い）

公

害

・ホクリョーのにおいがひどい（悪い）
・自衛隊の演習のバクダンのひびきが
ひどい（悪い）

こ こ が 変 だ ョ き た ひ ろ し ま ・・・ い い と こ ろ も あ る け ど
自

然

２
交

・身近な所に豊かな自然がある（良い）
・身近に自然が感じられる（良い）
・みどりがおおい（良い）
・自然を生かしたまちづくり（良い）
・輪厚川が整備された（良い）
・親水性のある河川がある（輪厚川 ）
（良い）
・緑が多い公園（良い）
・空気がいい（良い）
・水がおいしい（良い）
・水がおいしい（良い）

通

行

・交通の便が悪い（悪い）
・交通の便利がいい（良い）
・夜バスがない（悪い）
・札幌（大都市）と千歳（空港）
・朝、ＪＲの快速がない（悪い）
の中間地点にある（交通の便
・学校へ通うのが不便（悪い）
が良い）
（良い）
・快速がとまる（良い）

・水道料金が高いと聞く（悪い）
・市役所が使いにくい（古い ）
（悪い ）
・まちづくりに計画性がない（悪い ）
・ゴミの分別が中途半端（悪い）
・いい病院がない（悪い）

分散化

・ゴルフ場が多すぎる（悪い）

境

・看板がおおすぎる（悪い）
・除雪が大変、捨てる所がない
（悪い）
・異臭（悪い）
・養鶏場の臭いが×（悪い）

政

・水道料金が高い（悪い）
・水道代が高い（悪い）

地

環

班

・町が点在している（悪い）
・地域が分散している（悪い）
・街の分散（５つ）
（悪い）
・文化活動にしても発表・展示する場
がない（悪い）
・買い物に不便だ（悪い）
・札幌に全てむかっている（気持ち）
（悪い）

少子高齢化
・子どもの数が少ない（悪い）
子供40人→教員１人
子供41人→教員２人
・子どもが成人して外に出、高齢者が多い（悪い）
・町内会は老齢化している（悪い）
・団地地区は高齢化が進んでいる（子どもが少ない）
（悪い）

域

・市民が集まる場所がない、市の ・人材が豊富（良い）
核がない（悪い）
・地域のコミュニティがある
・ファミリーレストランがない
（良い）
（悪い）
・子どもたちが純粋（良い）
・学校の先生がきたひろに住んで
いない（悪い）
・学校の先生が地域に関心ない
（悪い）
・近くにお店がない（いつも倒産
の心配して生活）
（悪い）
・地元の野菜が食べられない（悪
い）
・地場産の食材流通経路が不明
（悪い）

・ちかんが多い（悪い）
・変なおじさんが出ると聞く（悪い）

３
緑が多い
・緑が多い（良い）
・緑が多い（良い）
・自然が豊富にある（良い）
・緑を残してほしい（良い）
・自然のままに手を加えないでほしい（良い）

公園が多い

花の街づくりに力を入れて

・公園が回りに多くあります（良い ）
・公園が多い（良い）

・柏葉台団地は北広島市推進の花いっぱい運動
に協力している町内会です。北広島市の花い
っぱい運動の少々不満（悪い）

生活の利便性がたかい
生活面での安全性が高い
・車道と歩道が分かれているので安心（良い）
・生活するうえでの安全性が高い（良い）

班

・札幌、千歳空港への交通の便が良い（良い）
・商業施設、病院、銀行、駅などが集中して便利
（良い）
・文化施設や行事が充実してきた（良い）
・学校、幼稚園等が近くにある（良い）

福祉対策の不安
・高齢化が進み、地域内での助け合いに不安
（悪い）
・ノーマライゼーションを唱えているけれど、
駅を使用できない（上野幌）
（悪い）

水道料が高い
・水道料金が相変わらず高い（悪い）

通学区域が不便
・北広島市と札幌市と仲良く通学できるよ
うになると良い（悪い）
・学校への通学区域が不便（悪い）

市街地が分散して不便
・北広島市街に出る交通（バス等）が不便、バス
の便が少ない、札幌へ出るより不便（悪い）
・遠い地域の住民が諸施設を利用しづらい（悪い）
・人口集中地区が分散して市民としての意識が統
一できない（悪い）

くらしの施設が足りない
・市の温水プールがほしい（悪い）
・ファミリーレストランのような建物がほし
い（悪い）

公害の不安
総合病院が欲しい
交通事故が不安
・生活道路へ通過車が侵入する（悪い ）
・交通量が増加して住民が不安（悪い ）

・総合病院がほしい（悪い）
・総合病院がほしい（悪い）
・総合病院 、老人施設が少ない（悪い ）

・ゴミ捨て場のような場所はふやし
てほしくない（悪い）
・ホクリョウの臭いが気になる（悪
い）

４

班

自然が生きた都市づくり

公共施設等の充実

分散型都市の魅力を再発見しよう！

・自然が素晴らしい（良い）
・自然に恵まれている（良い）
・緑があり、ゆとりのある都市建設（空間）
（良い）
・公園が多くて良い（良い）

・公共施設が整備されている（良い）
・北広島市芸術文化ホールが素晴らしい（良い）
・道路、下水道などが整備されている（良い）
でも…
・都市のシンボル（orランドマーク）〝市役所〟
が淋しい。今後の都市計画の中に〝市役所〟の
建設を位置づける（建物ばかりでなく、環境の
配慮、市中が参加しやすい…etc.）
（悪い）

・今後は一極集中都市より分散型都市の方がいい
かもしれない（最近のネットワークシステムを
考えると ）
（良い）
・街が分散されているので、お祭りなど共通の行
事がない （悪い）
・まちが分散されていて、まちづくりの効率が悪
い（悪い）
・地域が分散している（悪い）

活力ある街づくりに参加
・少年団など、子供達の活動が活発（良い）
・人材豊富（良い）
・福祉、文化に力を入れた街（都市）
（良い）
・団地住民センターでは、きわめてサークル活動が活発
（生涯学習）
（良い）
・市民の文化やボランティア活動が盛んである（良い）
・市の都市計画課は、住民を参加させた良い仕事をして
いる（良い）

平和都市への執着
・平和都市にこだわっていることはきわめていい（広島
出身の人々がつくった都市であり、平和の灯をもやし
ていること ）
。同時にマイナス、基地問題を抱えてい
る （アンビバレントで ）
（良い）
・基地の問題（騒音、誤射…etc.）
、ゴルフ場（農薬、農
毒）による環境汚染（悪い）

交通の便が良い。が問題点も

水が高い！！！

・札幌への通学など電車の本数が多く便利（良い）
・道内でも地理的利便性にすぐれた位置にある（良い）
・千歳空港から近く、疲れて帰ってくるととても嬉しい
（良い）
・市内を移動するための公共交通の便が悪い（悪い）
・バスの便が少ない、特に夜（悪い）
・道路が混雑する、特に国道（悪い）

・水道料金が高い（水源
がない ）
（悪い）

環境！！−どうにかしよう−
・住宅地にゴルフ場や農地が近いので農薬が
心配（悪い）
・ホクリョウの臭いが改善されない（悪い）
・悪臭がする（悪い）

もっと住める所を！
・市街化区域が少ない
（悪い）

働く場所
食べる場所
遊ぶ場所
・働く所が少ない（悪い）
・レストラン、喫茶店等が少ない（悪い）
・若い人の遊ぶ所が少ない（悪い）

５

・道路環境整備が遅い（悪い）

バスを充実して
・バス路線不便（悪い）
・循環バスがない（悪い）

人もバラバラ、まちもバラバラ
・特徴がない（悪い）
・伝統がない（悪い）
・イベントの参加者に本町以外ない→各地区が分断
されている（悪い）
・皆、バラバラ、入ってきた人が多い（悪い）
・おまつりが多い、気持ちが１本化してない（悪い ）

班

音、臭い、イヤ
・ゴルフ場−農薬、団地にアレルギーの子が多い
（悪い）
・養鶏場の悪臭（悪い）
・ゴミ分別の不徹底（悪い）
・島松演習村、自衛隊の大砲の音（悪い）

健康になりたい！！
ホッとする街
公園はあるんだけど…
・公園−木陰がない→子どもからお年寄りま
で使えない（悪い）
・緑、公園が多い（良い）
・分断している緑のおかげで緑が豊かになる
（良い）

・高層建築物が少ない（良い）
・ほっとする（良い）
・静かだ（良い）
・近くの農家で新鮮な野菜が手に入る（良い ）
・夕日がきれい（良い）
・静かな町（環境）
（良い）
・さびしい（悪い）
・ファミレスがない（悪い）

・通年使用できる温水（公共）プールがない
（悪い）
・総合病院がない（悪い）
・各小学校ごとにプールを設置して（悪い）
・温水プールが欲しい（悪い）
・温水プールがない（悪い）
・総合体育館の使用料が安い（良い）

ゆとりはあるのだけれど
・除排雪（悪い）

・敷地が広く、一軒、一軒ゆとりがある（良い）
・北広島団地内の容積率、建ぺい率が厳しすぎる（二世帯が建
たない ）
（悪い）
・温泉もある総合福祉施設を（悪い）
・リフレッシュする施設（悪い）
・団地の高齢化が進んでいる（悪い）
・町内会に子供会がない（悪い）
・まつりのテント建て等も難しい（悪い）

・自転車道路〜（良い）

６
豊かな自然
・森、林の様に数多くあること（良い）
・水が良い（良い）
・自然が豊か（良い）
・空気がきれいで住みやすい市だと思う（良い）
・空気がすんでいる（良い）
・レクの森が素晴らしい（良い）
・空気が良い（良い）
・輪厚川が遊べるようになった（良い）
・市街地、公園、河川、樹林が少ない（悪い）

福祉充実
・福祉施設充実（良い）
・人口のわりにボランティアが多い（良い）
・ミニデーサービス（おたっしゃじく）地区にふやす（良い ）

・除雪体制は良くなってきている（ 良い ）

地域差

交通不便
・札幌、千歳にどちらも近く、交通に良い市。
通勤、通学に良い（良い）
・５地区に分かれている（悪い）
・交通の便が悪い（悪い）
・生活道路が悪い（悪い）
・中央との交通（悪い）
・道路整備が遅れている（悪い）
・札幌に比べて交通費が高い（悪い）

治安悪い
・子どもをねらった犯罪が増えている（悪い ）
・道が暗い（悪い）

班

・地区によって住民の助け合いがあり、とて
も昔のように人間的である（良い）
・地区地区の住民の意思の違い（悪い）
・地域によって発展に差がある（悪い）
・中央と他地区の施設の内容の違い（悪い）

誇れるものがない
・名物がない（悪い）
・地元企業が少ない（悪い）

役所の体制
・福祉を大切に考えていない様に思う（悪い）
・市の方々の対応が少し悪い様に思うことがある
（悪い）
・住民の意見がスムーズに通らない（悪い）
・ゆとりある教育、一クラス30人枠の編成を進
める（悪い）
・学校図書館（悪い）
・図書が少ない（悪い）
・司書がほしい（悪い）
・学校と市民が一対になり子どもを育てる（悪い）

