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１月 日粉雪の降る中︑市役所
隣の中央会館で︑第３回目の市民
ワークショップ会議が開催されま
した︒風邪を引かれている方もい
たようで︑出席率は低く 名のメ
ンバーの参加でした︒このほか都
市マスを検討していく策定委員予
定者３名の方も出席されました︒
今回は今までの作業を通した会
議とは違い︑全体で意見を自由に
発表するといったスタイルで行わ
れました︒内容は︑前回までの会
議で出された意見や昨年実施した
アンケート調査結果等を整理した
資料︵全体構想事務局素案︶をた
たき台として意見交換をしまし
た︒
今後はこの会議で出された意見
も合わせ︑公募による一般市民を
含む都市マス策定委員会や市役所
内部の各担当部局で作る検討委員
会で検討していきます︒

第３回市民ワークショップ会議開催

市 民
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ワークショップ会議

実 況 中 継

◆１８：３５
事務局の挨拶後いよいよ本番︒
◆１８：４０
出席者に事前配布した資料の感
想等をフリーで話し始めました︒
内容を模造紙に書き込んでいま
す︒
◆２０：１５
一時休憩を取る間に事務局で会
議方法についてのアンケートをお
願いしています︒

アンケートの中で回答のあった
会議の時間帯や回数︑内容といっ
た意見につきましては︑地域別構
想のワークショップ会議に活かし
たいと思います︒
◆２０：４５
会議再会です︒出た意見を書き
込んだ模造紙を見ながら会議の要
点を確認しています︒
○﹃色々な意見をまとめた素案な
ので︑自分達の意見がどこに
入っているのか解らない﹄
○﹃交通の便の悪さを解消したい︒
まだまだ便が悪い﹄
○﹃分散した市街地間をつなげる
場がほしい﹄
○﹃家族みんなで行って楽しめる
ような ︑公園や場所が少ない﹄
などの意見をいただきました︒
ワークショップ会議での意見は
別紙を参照ください ︒
︶
◆２１：０７
都市マス策定委員になられる方
からは︑今後の抱負について一言
いただき︑少々時間オーバーして
終了しました︒
今年度は３回のワークショップ
会議を行いました︒出席された皆
様方には︑お忙しい中の出席本当
にありがとうございました︒地域
別構想のワークショップ会議でも
皆さんとまだまだ意見交換してい
きたいと思います︒

都市づくりの目標

□市街地ごとの個性の追求
□市街地に抱かれた自然を
交流の場としての活用
□各市街地を結びつける都
市基盤の整備
土地利用の方針

各地区が特徴的な個性を
持ち︑暮らしや憩いを重視
した土地利用を進めます︒
○落ち着いて暮らせる住宅
地
○便利で楽しめる持続可能
な商業地
○自然環境と調和した工業
業務地
○市街地周辺の農地の保
全︑活用
都市交通体系の方針

駅周辺などの交通結節点
の拠点性を向上します︒
○地域間を結ぶ幹線道路の
計画的な整備
○広くて段差のない歩道の
整備
○公共交通機関の利便性の
向上
○市内外を結ぶ自転車道路
の整備

緑・水環境の方針

市を取り囲む自然と都市が
調和したまちづくりを行いま
す︒
○誰もが楽しめる個性的な公
園整備
○都市近郊の森林の保全
○排水・廃棄物の適正な処理
○エネルギーの有効利用
都市景観の方針

四季折々の自然風景を基に
美しいまちづくりを市民・事
業者・行政の協働により進め
ます︒
○市街地︑市街地間の景観の
保全︑創出
○景観形成推進地区の設置
都市防災の方針

災害に強いまちづくりを進
めます︒
○災害の予防
○災害時の対応強化

※都市計画マスタープラ
ンに関するご意見はいつ
でもお受けしています︒

都市マス策定委員会開催

２ 月 日︑第１回目の都市計画
マスタープラン策定委員会が開催
されました︒学識経験者や一般市
民 を 含 む 名による構成で︑委員
長に持田潤氏︑副委員長に石川秀
也氏が選ばれました︒今回は︑事
務局からこの計画に関する説明が
主に行われ︑次回から本格的な検
討に入ります︒
今後皆さんには︑都市マス策定
委員会での会議の状況も合わせて︑
お知らせしていきます︒
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▼

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

都市計画マスタープランについては︑市
のホームページでもお知らせしています︒

ホームページもご覧ください
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北広島の都市マス

まちの将来都市像と都市計画の
方針を描くこのマスタープラン
は︑全体構想と地域別構想から構
成されています︒今回は︑全体構
想案づくりに向けた資料︵素案︶
として︑下表の目標と５つの項目
にまとめています︒今後は︑会議
で出された意見も合わせ都市マス
策定委員会で検討し︑全体構想の
案の段階で皆さんにお知らせし︑
ご意見を伺いたいと予定していま
す︒
来年度は︑地域別構想のワーク
ショップ会議を行います︒どんな
地域や市にしていきたいかを皆さ
んと一緒に考えたいと思います︒

参 加 者 募 集
平成 年度に策定する地域別構
想に向けたワークショップ会議メ
ンバーを募集しています︒
市内にお住まいの方︑働いてい
る方であればどなたでも参加でき
ます︒年齢・性別は︑問いません︒
開催予定
５月〜 月の４ 回程度を予定
開催場所
東部・団地地区︑西の里地区︑
大曲・西部地区の３カ所です︒
応募先
市役所都市計画課
３７２ -３３１１︵内７６１︶
14

12

2002年（平成14年）3月1日（金曜日）
第 ４ 号
市民ワークショップニュース

第３回市民ワークショップ会議意見
意 見 分 野

意

見

都市づくりの理
念

・言っていることは理解できるが、一体どこから出てきたものなのか
・理念と各方針がどのように結びついているのか解りにくい
・未来を担う子供たちの為のまちづくりを行っていきたい

都市づくりの目
標

・市街地ごとに個性を追求するのは良いが 、その結果として 、駅周辺にまとまるのか、
それともそれぞれが外を向いていくのか、どっちなのだろうか
・交流などソフト的なもので結びついていくというのが、行政と市民の共通の意識で
はないか
・課題はあるにしても、市街地が４つあるという、あるがままの姿を受け入れて、市
街地のそれぞれが個性を追求しながら全体的なまちづくりを行っていこうという趣
旨には賛同する
・例えば軽井沢では離れた市街地の下水道を結びつける為に、財政を圧迫していると
いうことを聞いたことがある。そういうことを考えると市街地をネットワークする
ことは簡単なことではないのではないか
・原々種農場あたりを市民が集まる場として利用できれば、市街地の中心に位置して
いる為、４つの市街地をつなげることができるのではないか
・市街地を結びつけるのに、まちの真ん中をどうにか活用したいというのは賛成する
が、箱物（構造物）は止めてほしい
・どうせ活用するなら市民だけでなく、市外からも人が集まるような場所にしたい

人口フレーム
（予測人口）

・現在より増えると予測される人口をどの地区にどの程度増やすのかということが重
要である
・単に人口が増えるというだけではなく、どの世代の人口が増えるのかということに
関心がある
・せっかく人口予測をしているのだから、その予測に基づく都市施設（学校など）の
整備も長期的な視点で展開できないのか

土地利
用

都市構
造

・改めて地図を見ると 、
広島工業団地は交通の利便性が良い場所に立地しているので 、
もっと流通などに利用されても良いと感じた
・各市街地を結びつける物ということであれば、花ホールができてから東部地区と団
地地区の結びつきが強くなったという印象がある

住宅地
環境

・団地の少子高齢化に対応するには、既存の規制を考え直すべきではないだろうか
・現在でも約20戸に１戸の割合で二世帯住宅が立地しており、一部を除けば今のま
までも対応できるのではないか
・一区画を分筆して新たに若い世帯が入っているところもある
・もともと子供が少なく、子供が家を出た後に戻ってこないということがよくあるの
で、今後ますます土地付き住宅の形で転売が起こるのではないか

商業業
務地

・上野幌駅周辺に触れてるが、虹ヶ丘の事例もあることから具体的にいつ動くのか関
心がある。虹ヶ丘のような事例はまちに暗いイメージをもたらしてる

区画道
路

・西の里地区などでは抜け道的な利用が多く交通量が増大し、日常生活に影響を及ぼ
している

公共交
通

・市内循環バスなど市街地間を環状に結ぶバス網に期待している
・駅周辺を利用しようにも交通の便が悪いので、採算を度外視してでも駅までのバス
網の整備を早期に望んでいる
・輪厚地区から花ホールを利用しようとしても公共交通機関だけでは無理なので、箱
物（構造物）の整備だけでなく利用しやすい環境の整備をしてほしい
・アクセスが良くなれば各市街地は必然的に結びつくのではないか
・行く手段があればどこでも行く

公園・
緑地

・行きたくなるような公園や家族みんなで楽しめる公園が市内には少ないように感じ
る
・レクの森などは家族みんなで楽しめる可能性を持った場所なので、もっと活用でき
るように整備してほしい
・同様に島松にあるキャンプ場も同様の場所なので、もっと活用すべきである
・「交流の森」を自然と創造の調和した環境づくりとうたっているが、その具体的な
内容がないのではないだろうか

都市交
通体系

緑・水
環境

意 見 分 野
緑・水
環境

意

見

公園・
緑地

・何か特色を出すためには、交流の森に「桜」を植えるなどの工夫をした方が良いの
ではないか
・家族で出かけるような場所がないというのが、北広島に引っ越してきてすごく残念
なことである

環境保
全

・公害防止の為にも環境に影響を及ぼさない企業の誘致を進めるべきである
・子供から学校の水がおいしくないという話を聞かされるが、それはどうにかならな
いものなのだろうか

都市景
観

市街地
景観

・北広島のまちを外にアピールできる物は一体なんだろうか
・本当に北広島には誇れる物が何もないのだろうか
・花ホールは、立地場所から見ても設備から見ても市の宝である

その他

まちの
特色

・土地の使い方や道路がゆったりしているのは、北広島の良いイメージである
・他のまちに比べ都市計画的な物は本当に良くできているが、特色となるような物が
ない
・一体どういうまちなのだろうか。例えば北広島らしい文化とはなんだろう
・まちを特色づける産業は一体何であろう
・まちを活気づける物は、何らかの特色なり個性ではないか
・最近の情勢から考えると国際化というのもキーワードになるのではないか
・せっかく大学があるのに、いわゆる産官学の連携が遅れているように感じる。こう
いう連携が地域に影響を与えるように思う

雇用対
策

・税収増加の為にも積極的に企業誘致をしてほしいが、その際どんな企業でも良いの
ではなく 、
「環境」に優しい企業など何か北広島らしさの出せる企業を誘致してほ
しい
・そういった企業を誘致するには、住民の熱意が必要だが、その熱意を盛り上げるの
に行政が先導してほしい

その他

市民参
加

・市の職員にも緊張感が生まれるだろうし、これからどんどん市民参加をやってほし
い
・各地域で友人などに声をかけてもらい参加者を増やしていけば、良いのではないか
・言いたいことをどんどん言った方が良い。その内のいくつかに予算が付けばそれに
越したことはないので、その為にも今回初めて市民参加をしたことは良いことでは
ないか
・地域に根ざした生活をしている子育て期の主婦が参加できる仕組みを作ってはどう
か
・平日いないので、まちのことをあまり知らない男性も多いが、こういう機会に参加
をすればまちを知れるかもしれない。その為にも時間や場所などを工夫して参加す
る場を設けてほしい
・普段気が付かないことでも子供は意外によく見ている。だから子供のワークショッ
プを開いて意見を集めてはどうだろう
・どこか一カ所に集めるのではなく、行政の方から市民の集まりに顔を出すというの
も必要ではないか
・どの地域のどんな人でも参加できるように、託児所を設けたり、バスを整備すると
いった環境整備が必要である

感想等

素案

・総論的で解りにくい点もあるので具体的に各論を説明した資料がほしい
・色々な調査から出てきた具体的な課題をどうやってまとめたのか、そのプロセスを
知りたい
・過去のワークショップで出た意見がどのようにまとまったのかを知りたい
・住民の意見がどのように反映されているのか解らない
・今回の素案は、どこにでもよくある計画に見えるが、どこに住民の意見を取り入れ
たという特徴が出ているのか
・せっかく出た住民の「生活感のある」意見が今回の文章に表現されておらず、いか
にも「お役所的」な文章に見える

市民意
向

・住民参加の前に行政素案を示してもらい、それに住民の意見を採り入れて肉付けす
るという進め方が良かった
・今回のワークショップで出された市民の意向は、どうやって反映されるのか
・地域別の議論を再び全体構想にフィードバックさせてはどうか

