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平 成 年５月 ︑ ︑
日の３日間にわたり︑都市
計画マスタープラン第１回
地 域 別 市 民 ワ ーク シ ョ ッ プ
会議が︑大曲会館︵大曲・
西部地区 ︶︑西の里会館︵西
の 里 地 区 ︶︑ 芸 術 文 化 ホ ー
ル︵東部・北広島団地地区 ︶
の３会場で行われました︒
５地区を３地域に分け︑
名 の メ ン バ ーの 内 ︑ 名
の参加で行われ︑地域再発
見のためのバスウォッチン
グや参加者全員が班に分か
れて作業を行い︑地域に対
する思いを出し合いまし
た︒
次回の会議では︑地域の
将来について考えていきま
す︒

市 民
第１回市民ワークショップ会議開催

ワークショップ会議

実 況 中 継

大曲・西部地区では

◆ １：００
事務局の挨拶︑都市マスとは︒
◆ １：２０
バスウォッチングに出発︒緑・
地 区 セ ン ター予定地・道路・住宅
などを回り︑中には﹁近くにこう
いうものがあったとは ﹂
﹁普段来な
いから分からなかった﹂と言われ
ている方もいます︒
◆ ３：００
ワ ークショップ作業開始︒４〜
５名でつくる班に分かれて自己紹
介を兼ね︑一人３分程度で地区に
対する思いを発表の後︑貼っては
がせる紙ポストイット一枚に一つ
の意見を書き︑大きな模造紙に貼
っていきます︒意見が出尽くした
段階で︑意見をグループ分けし︑
タイトルを付けます︒最後は︑班
ごとにまとめた模造紙を︑全体で
発表しあいました︒
◆ ４：４５
本日の作業は終了︒次回からは
どの会場も平日の夜に行うことに
決まりました︒皆様お疲れさまで
した︒
︵ワークショップ会議のご意
見は︑別紙を参照ください︒
︶
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まちの望ましい都市像を考える
都市計画の基本方針です︒土地利
用︑道路︑公園など︑将来の方向
性を︑市民の皆様のご意見や関係
分野との連携を取りながら策定し
ていきます︒平成 〜 年度にか
け市全体を考える全体構想︑平成
年度からは︑各地域ごとを考え
る地域別構想の策定にも取りかか
っています︒

★ 都市計画
マスタープランとは

2002年（平成14年）７月1日（月曜日）
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★ 策定に向けた審議検討

都市マスを審議検討する機関と
して︑公募の一般市民を含む都市
計画マスタ ープラン策定委員会と
庁内組織の検討委員会により︑策
定に向け作業を進めています︒第
２回の策定委員会では︑皆様から
いただいた意見などを整理した資
料︵全体構想事務局素案︶の中の
﹃都市づくりの理念と目標﹄を主
に議論しました︒内容については︑
市役所都市計画課にてご覧になれ
ますし︑策定委員会の傍聴は原則
的には可能です︒

第 ２ 回 の ワ ーク シ ョ ッ プ 会 議
は ︑７月上旬を予定しております︒
参加希望の方︑また都市計画マス
タープランに関するご意見は︑い
つでも受け付けておりますので︑
市役所都市計画課までご連絡願い
ます︒

ホームページもご覧ください

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︒

▼

◎１班

いまの北広・・・・・

（北広島団地）

○人・集まる場所
・人の集まる所がない
・ちかんが多いし、集団暴行もある 自転車もすぐ盗まれる
つまり治安が悪い
・人間関係が疎、つながりが少ない なぜ？
・緑葉公園（たまごの所）には、いつ行っても人がいない
・運動公園予定地はいりません！
・公園があっても人がいない（ところもある）
・緑葉公園 人気がない（治安）→怖い

○高齢化
・ＦＡＸでの宅配（高齢者→小売店）
※京都の例
・地域別年齢別人口と必要施設との関係
・人口減、高齢化が進んでいる あいの
里や森林公園駅周辺のような街なみに
すると人口（若者）増えそう

○農
・道の駅を利用した特産物のＰＲ
・最後に見た農地は何？ 荒地 or 休耕
田？牧草地？
・地元の農産物をもっと市民に知っても
らおう！

◎２班

老後も安心できる緑の都市作り

○住宅地
・容積率 ５０％のままにしてほしい
・北広島団地の容積率、建ペイ率を緩和し、
２世帯住宅建設できるようにしてほしい

○駅前整備
・駅周辺、発展のために 本屋さん『お茶のめる所 』
ファミリーレストラン等々
・セブンイレブンあったら良いと思う
・北広島ＪＲ西口公園の整備・改良を進めてほしい

○河畔林づくり
・輪厚川 あづまやは景観上不要。魚が棲める川に。河
畔林をふやす
・河畔林について重要性を市民にアピールする
・植栽 北海ポプラ ５年で４〜５ｍに生長（苗木植栽）

○生活道路
・団地の歩道舗装時、てん圧をしっかりしてほしい（凸
凹がひどい）
・団地の自転車道路とＪＲ隣接の自動車道路を連絡する
・通り抜け車輌をやめる 中央通と緑道のぶつかるとこ
ろ

○マチの 統一
・住宅街の小さな店がなぜなくなるの
か、なぜ利用しなくなるのか
・街並みの統一性、看板、色
・まち全体のイメージは何か
・町内花づくりもまちの個性を考えて

○自 然
・緑は残そう、緑は残したい
・豊かな自然を守るため市民
全体で植樹やゴミ拾い！

○危機感
・市民をもっとまちづくりに参加させてください！（市への
要望）
・なんでもかんでも『市役所』まかせはもうやめましょう！
・住んでいる人が誇りを持って暮らせるようなマチにした
い！
・寝るだけのマチ「北広島」から脱皮しよう！
・市民と行政による＜協働＞のしくみを考えるべき！
・色々な施設ができますが、完成後の利用の仕方をみんなで
考えよう！
・まちづくりについては、ソフトとハードの両面から考える
必要がある

（北広島団地）
○医療・福祉
・老人とのふれあい広場を作ってほしい。エルフィ
ンパークでなく外の広場を利用して
・団地人口減 学童保育 共働き
・老人のための施設 グループホーム等を町の中に
・医療関係→総合病院 あるととても良い！！
・高齢化に対応した総合病院をお願いしたい

○市役所
・東口近隣に「北広島市役所 」
を移転新築させる

○休耕田の活用
・農地等について 休耕田を市が借り上げ、
希望者に水田を作ってもらう（農村景観
の保全、治水対策）

○公園の活用
・レクの森について バードウォッチングができる
施設の整備、巣箱の設置 野幌原始林（天然記念
物）の開放
・緑葉公園 森の中に幅の小さい遊歩道を設置する
・運動公園 欧米の事例を研究する。多機能
・パークゴルフ場 開場（オープン）が遅い
・歩道にウッドチップ等、自然に近い舗装材を使用
してほしい

◎３班

こんな街北広島！

○よいところ
・団地がよく出来すぎている反面、おもしろみに
かけてしまった
・作るときに市民の声をもっと聞くべきであった
・団地はうまくつくっている（一つのモデルとし
て誇れる）

（北広島団地）
○顔が見えない
・駅前、市の顔作りとしてはどうでしょうか
駅西口公園の再開発（整備）が必要
・北広に何か目立つものがない 北広でなけ
ればと言うものを考えるべきである

○緑の街 さいこう
・緑のままの所をうまく利用していける街
・川の美しい街
・緑の町北広島市として発展させたい（エコの町北広島）
・公園などの清掃に留意してほしい（特にゴミ箱等の回収）
・輪厚川の川辺はもっときれいにするとよいと思います
・静かで空気の美しい街
・中の沢の通りの道路拡張の際、現在の木桜、コブシ等を
残すこと
・緑葉公園･･･お年寄りが集まれるように（パークゴルフ、
フラワーガーデン）にする
○空き地などの利用
・数十年の間、空き地になっている
のはどう考えていくか？
・空き教室をうまく利用してほしい
○個性のある道
・森の中の道の整備を考えてほしい
・体の不自由な方々への道路の整備

◎４班

古く、新しい街！！

○顔
・西口駅前の広場を（臨時駐車場になっているところ）
公園に整備して明るい雰囲気（町の）を作る
・駅前に顔、北広島の特産品などの店（道の駅のような）

○中の沢景観
・中の沢の環境を守るため、産廃施設な
ど作らせないことが重要
・中の沢道路の拡幅が必要と思う

○レクの森
・レクの森のバスの便をよくしてほしい
体育館行きのバスをレクの森まで延長
する
・現状のままで良いと思う（レクの森）
・広いので案内を充実
○公園整備
・新しい住宅地にも緑、公園の整備を
・緑葉公園のような大きな公園を東部地域にもほしい
・運動公園については市民の意見をよく聞いて市民参
加の計画づくりを
・安全な公園手軽なスポーツがほしい

○商業関係は弱い
・商業地が中途半端である
○忘れないでね福祉
・病院は（よい所、悪い所）を知らせたい（市民に）
・老齢化するために若者が戻ってくる街づくりが必要
・寝たきり老人、寝たきり障害者のいない街づくりを
考える
・助け合いの出来る街

（東部地区）
○商 店
・空店舗の活用（市が補助して安く貸し出すなど）
・お年寄りが気軽に買い物に行ける商店が住宅地
の近くにほしい

○農地守る
・空いている農地を市民に貸し出してほしい
・農家、農地をこれ以上減らしたくない

○治水＆雪
・河川等、堤防の強度を高める
・バリアフリー道路だけでなく、冬の雪など
住んでいる周りから

・若い人が動きのいいまちにしたい
・住宅の保守をしっかりしてほしい
・工業団地（前からある）に緑化を進めるよう
強く指導して欲しい

◎５班

元気街をめざしている！

（東部地区）

○街づくり
・みんなの集まれるおまつり
・商店街の活性化 ダイエーの跡地はどうなるなるのか
・商店街 駐車場を 配達を
・ゴミステーションの集積箱の設置
・市民活動で気軽に集える施設が必要
・託児と託老を共通項目に
・中央「ニコニコ公園」タイプの公園が町内にほしい
・託児（一時的なものについても）施設・保育者の確保
・高齢化世帯を考慮した地域づくり、学校の空き教室の
利用など
・子育てしやすい様な環境づくり、施設など
・文化ホールの活用内容
・花ホール、野外の広場が広かったらよかったと思った
例えばイベント公園できたら

○レクの森
・自然環境を守るための具体的な対策が必要
・駐車場は整備しても自然はいじらない
・レクの森を青少年キャンプ場へ
・学生ボランティア指導員の養成（キャンプ
指導員）
・レクの森の整備 ログハウスなどがほしい
・運動公園 国の用地の利用を
・レクの森入り口の整備

○輪厚川
・輪厚川にはＷＣがほしい
・輪厚川自転車道路、河畔林に
桜の木、花見の出来る場所を

○モラル
・駅で高校生がたばこを堂々と吸っている
・花ホールのたばこを吸う場所を別に

○自転車道
・自転車道 恵庭→千歳→苫小牧
・自転車道路を安全に！（防犯も含めて）

○あるものは使おう！
・道都大を利用 産・学・行を

○野菜
・北広野菜のＰＲを！
・農業、商業者と消費者との接点
（エルフィンパークでの市場開設はよいが、時間帯が悪い
・青空市場を（農産物）
・「いちごマップ」はあるので「アスパラマップ」もほしい

◎１班

・団地 容積率を上げる 二世帯用
・ゴルフ場と同じように、パチンコ屋の
制限を

日の当たる西地区をつくっていこう

○道路の整備をしてほしい
・輪厚中央通りを希望ヶ丘へ延長してほしい
・羊ヶ丘通り延長を島松中央線にもってきてほしい
・広島輪厚線、冬期間安全に通行できるように
・輪厚三島線キャンプ場まで、拡幅工事をやってほ
しい
・羊ヶ丘通りの除雪の不備。札幌市側がみると悪い

○緑を残したい
・土取りの後、緑がなくなるのをどうするか？
・緑に恵まれた地区ではあるが、もう少し管理
されておればと思うし、少し奥地になると廃
車・ゴミが非常に多いのが残念に思う

（西部地区）

○施設の充実を
・西地区には農民研修センターがありますが、
多数の集まる場所としては狭いと思います
・小学校の跡地を公園に利用
・住宅地の下水道整備、生活排水が流れてきま
す 高野団地
・消防体制として、（出張所）大曲、西地区の
防火施設の早期実現
・島松駅逓所の池がよどんでいる

○農地を大切に、農業を知ってください
・野菜の産地としても名のある地区と思いま
す。地場の新鮮野菜にも関心を持って厳しい
農業に活力を与えてほしい

◎２班

緑と文化の大曲

（大曲地区）

○希望の緑
・東小学校に隣接する森を将来指定区域としていただき、
生徒達の生きた自然教育に利用できる森としていきたい
うらの森
・仁別奥地の山林等を利用して、札幌の平岡梅林のような
憩いの場所が北広として考えてほしい
・大曲地区に遊歩道がほしい 全体をつなぐ
・大曲地区にもっと木がほしい（緑が少ない）植林をする
・中の沢川の整備（遊歩道等） 川沿い
・東小学校の裏の森のようなのが、近くにほしい
○文 化
・大曲史を作りたい 学校史等
・神社史を作りたい 大曲の文化とし
て祭り等のイベントを続ける

○交 通
（危険）
・道路の安全を考える
（危ないところ）
・いちい幼稚園の所
・柏葉台 バスウォッチングで通ったところ
・子供の通学路
（不便）
・緑ヶ丘地区の住民が生活道路として利用して
いた３６号線にでる高速道路下のトンネルが
現在一方交通となってしまい、３６号線に出
るには大廻りしなくては出られない現在で非
常に不便をしています 何年か後にはトンネ
ル幅を広げていき、出来る様にしていただき
たい 特に緑ヶ丘地区は人口の増加する地区
故にお願いいたします

○バリアフリー
・総合病院がほしい
・４人に１人の割合で高齢者となる時代を迎えて、大曲
地区にも小さいながらも総合病院をとの要望が各老人
会からあつく出ています
・コミュニティセンターをバリアフリーにしてほしい
・現在考えていただいている大曲公園となりに出来るコ
ミュニティセンターを体の不自由な人方も利用できる
内部構造にお願いしたいとあつく老人クラブの人達の
要望です

◎３班

住民に優しい大曲

○中心地つくり
・コミュニティセンターを中心にした
街づくり 遊歩道、プール等
○景 観
・工業団地がきたない
・工業団地、緑化してほしい
・道路の景観 余分な看板を取っていく

期待できるか大曲？

札幌を利用できるよい街だ！？？
○住民利用しやすい施設を！！
・住んでいる所よりコミュニティセンターに行くのには遠
すぎる 巡回バスなど出せないでしょうか
・ふれあいプラザも遠い
・コミセンは福祉センター的要素をもたせよ
（大曲コミュニティセンター）
・計画などの情報を提供してほしい
・自宅の近くに出来る予定にあるのに今日初めて知った
・市民が集まり、利用する場所であるならば、なおさら
市民の意見の吸い上げが必要だと思う
○工業団地はストップよ
・大曲に工業団地は現況でとめてほしい
・羊ヶ丘通り沿線は商業住宅地としてほしい

（大曲地区）

○花・華
・大曲地区とは個性のない街
・北広島市に入ったと思われるインパクトの
あるものを何か作れないだろうか
・花の街、花の街と言うわりには市の方の力
が足りないように思う
○島松駅逓
・発想が単発で周辺事情にうとい
・駅逓建物だけでなく、周辺の環境（軟石など）
いかして、一体的に整備した方がよい
・駅逓の市民無料開放、そのとき学芸員がいると
いいんだが

○大曲の人々と生活圏について
・生活圏として北広には期待していない。
（札幌依存）
・北広島市の都市計画で市の将来人口をどのように考えているか その中
で大曲はどう発展させていくのか？
・市街化区域は将来を見据えた認可とは思えない すべて後手ではないか
○うらの森
・ふる里の森の様な自然林を残す場合、事故対策を十分
にせよ
・うらの森 私有地という事もあるが、保存面と事故を
防ぐ対策を強化してほしい
・大曲東小のうら山、工業団地内の林を市で買い上げて
はどうか

○憩いのある街
・農業、商業、工業関係者が市民に目を向けていると
いえるか
・生産性はないがゆったりと体と心を休める街づくり
・将来の地区のあり方を考えるとなかなか難しい で
もこどもや高齢者にとっては生活の大事な場である
と思うので、身近で安全で憩いがある場を求めたい

◎４班

夢がいっぱい大曲

（大曲地区）
○緑の中で生活を！
・景観（自然）はできるだけ残したい
・大曲、輪厚地区はまだまだ自然が多い
この状況を活かしてほしい
・団地内の自然保護と活用（遊歩道、あ
づま屋等）コミュニケーションの場
・森林の活用（遊歩道整備）
・自然を利用した公園があるとよい（レ
クの森のように）

○私の住まいは魅力一杯？にしたい
・古い団地と新しい団地の差が出ている
・住宅の個性 建て売りであっても画一的
でなく一個一個の個性で建築
・団地近隣農地の有効活用（市民農園）
・大曲中学校のグラウンドの火山灰が住宅
街に飛んでくる為、考えていただきたい

○仲良くしたい！
・西の里、東部、大曲、西部、団地
市街地がつながってほしい

○商業の発展
・地元の商店で買い物をしたい
・地元の野菜直売所があるといい（大曲地域に）
・商店の増加 時代の流れに沿った商店街づくり
・飲食店の増加 レストラン、喫茶店（コミュニ
ケーションの場として不足）

○皆が使いやすい公共施設を！
・
（公共施設）コミュニティセンター予定地
が大曲中心から少し遠いのではないか
・コミュニティセンターは小さく、気軽に
入れるものを
・市内の公園マップがあるとよい（ウォッ
チングしてみるといろいろな所に公園が
あるように見えた）
・公共的な公園施設の利用者の片寄りが考
えられる（遠いためと交通が不便）
・住民センターが少ない

◎５班

札幌市清田区の郊外

○安心できる道路を！
・大曲と団地を結ぶ交通が不便である
・交通量は多いが安全な市街地であってほしい
・サイクリングロードの整備（方面を増やす）
・通学路の除雪を広くしていただきたい 安全
確保のため
・除雪は広くきれいにしてほしい。
（時間も早くに来てほしい、通勤時間に間に合
わないときがしばしばある）

現在の（位置づけ）

・北広島市に住んでいるが９０％は札幌で用
事を済ませてますので
・芸術ホールの中の図書館へ行きたいです

・住宅地と工業団地が混在している
今の緑を残すことが大切

（大曲地区）

・うらの森を今日初めて散策しました
とてもいい林・森なので、大切にし
てほしい 私有地になっているのが
残念、是非市の土地として大曲地区
市民の憩いの森として開発してほし
い

・地場産野菜が何かあっても手に入らな
い現実

・人口の割りに商店が少ない
・生活道路において抜け道が多い

・末広５丁目の幼稚園からのトンネルの道
が狭い、冬は凍ってとても危険。幼児、
小学生、中学生、お年寄りも多いのでロ
ードヒーティング等、また車の抜け道に
なっていることを何とか改善してほしい

・国道、道道の景観

・幹線のライトアップ

街路樹が少ない

・冬季の除雪道幅を広くする

◎１班

緑豊かで生き生きとした西の里

（西の里地区）
○使いやすい公園
・虹ヶ丘公園の貯水池の活用（駐車場等）
・レクの森から西の里への自然観察路の整備
・愛犬家のモラルの向上
・パークゴルフ場の維持管理の徹底
・公園の有効利用のための方策

○利用しやすい駅
・上野幌駅周辺のバスターミナルの設置
・ＪＲ駅周辺の計画的な開発
・ＪＲ上野幌駅のまわりは緑地公園にしていただきたい
・ＪＲ上野幌駅周辺の整備（町を生かした）

○緑豊かな街
・緑の里が薄れ、落ち着き
のない里 資材置き場に
変わった農地や山林、産
廃施設があちらこちらに
あったり、（ゆったり）
ほっとする所でありたい
・緑と光を取り入れた公園
造りを
・緑と共に暮らせる西の里

○住みよい街
・もみじ台の沢
・百段階段
・西の里出張所周辺区域に
ついて、上・下水道を
・分離された西の里地区の
市街化促進
・雪捨て場の確保（近隣の
ものも含めて）

○お年寄りにやさしい街
・高齢者の生きがいづくりの地域行事、施策の実施
・老人や障害者の人が安心して歩くことが出来るよう
に段差のない歩道の整備
・お年寄りが住みやすいために、病院、商店街の誘致
・高齢化対策としての公共交通機関・バス等
・高齢者も利用できる公共交通機関の整備

○ボランティア
・今ある緑の保全 住民ボランティア
・地域の人々が助け合っていくためのボランティアの育成を
○人が集まる・働くまち
・働く場所の確保（事業所があった方がよい）→子供が残る
・道の駅 農産物の直販

◎２班

やりがいのある街づくり

西の里

○都市景観
・田園都市景観はすばらしいものがある 国道２７４号沿
いの建物空間を規制しておかないと背景が死んでしまう
・中の沢の上り坂下の廃耕地が見苦しい 市が借り上げる
などして、市民参加による整備などしたらどうか
・福祉の里 ・調整区域〜ゴミの里、産廃、廃車等
・「無秩序な開発」ちょっと寄って休みたい場所がない
○地域シンボル
・西の里にシンボルがほしい
・地域の事を知らない 興味が薄い住民がいる
・「道の駅」の西の里タイプを創設したい（文化性を
大切にしていこう）
○公園の整備のあり方
（虹ヶ丘公園）
・見通しが良く子供達の様子が見えて安心
他の地域より来る方も多い
・公園の入り口と住宅側に信号がないので危険
カーブがありスピードの出す車が多い
（西の里公園）
・テニスサークル、土日テニスコートを利用し
ている子供、家族が多くなっている
・見通しが悪く子供達が見えなくなってしまう
のが不安
・西の里公園は大切。更に多くの人に利用して
もらうようにしたい
・西の里公園散策路は何故利用されていない
か。単なる通り抜けだけになっているためと
思う→何か楽しめる施設開発がほしい（併せ
て白樺通りのもみじ台への延長も）

○福 祉
・特色ある街づくりという面で、福祉施設を誘致
・福祉施設が何カ所もある西の里として、市の福
祉の一つの顔としての環境整備の充実を
・福祉施設の充実
・学童保育
・保育園
・子供と高齢者が一緒に活動できる施設
etc

（西の里地区）
次は大曲、本町の方など全市の現地を確かめたい
○団地の再整備
・団地住宅のカベ色統一など都市計画上の規制
はできないものか ますます不統一となり景
観悪化となる
・団地の再構築（リフォーム）計画 緑を守り
住民の健康によい住宅地づくり（将来こうし
ようやと示したい）
・北光地区の開発を 構想の中に加えたい

○道 路
・「レクの森」が西の里とは知らなかった もっと近くに利
用できるよう北広高校前道路をとど山方面に延長させては
・団地中央通りの交通量増大の規制対策が緊急課題 段差道
路など思いきった施策をモデル的に打ち出すこと
・自転車道路を年度を決めて整備促進を図れ
・市全体を道路で結ぶ〜交通アクセス網の整備
・幹線道路、住宅地道路の区分を明らかに（斜め駐車のスペ
ースをつくること）
・札幌市のもみじ台と大曲までの道路をほしい
○地域開発の理念
・西の里住民の夢と理想を構築すること（壮大なプロジェクトを）
・子供達を大切にする町づくり（小・中学生に通学上難儀をかけて
いる）
・勇断を持って構想を固め理解を図ること（ビジョンと目標を示す）
・札幌の大通公園（広場）を残した事例に学ぶ
・市町村合併（公共施設投資を積極的に行う） 札幌と合併か
・上野幌駅と北西開発付近について ・街づくり 今後地区開発計画
・子供が安心して育つ ・ゆったりしている ・ギスギスしていない
・中学校通りトド山地区 住居地域 ・みどりが一杯
・Ｈ８町政懇談会 市役所→原々種農場の所へ「市の中央」

