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髙橋課長    只今より平成２２年度第３回北広島市都市計画審議会を開催させていただきます。冒

頭の司会を務めさせていただきます、都市計画課長の髙橋でございます。よろしくお願い

いたします。それでは、審議に先立ちまして企画財政部長であります岩泉より一言ご挨拶

を申し上げ、その後に今日の審議案件の都市計画緑地の変更について諮問をさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。 
 
岩泉部長   皆様、お寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。企画財政部長の岩泉と

申します。よろしくお願いいたします。 
        本日の審議案件につきましては、｢長期未着手の都市計画道路の見直し｣と｢都市計画緑

地の変更｣の２件でございます。特に、長期未着手の都市計画道路の関係につきましては、

４月にこの審議会に諮問させていただきまして、４路線５区間について今までご審議いた

だいて来たところでございます。４人の方で専門委員会を組織されまして、その中で検討

され委員の皆さんには大変ご苦労お掛けいたしました。この場をお借りいたしまして、御

礼申上げます。本日は専門委員会の委員長であります北大准教授の岸先生にもお越しいた

だきまして、後ほど報告をしていただきますのでよろしくお願いいたします。 
もう１件は、｢都市計画緑地の変更｣でございますが、今市の土地開発公社で開発を進め

ております仮称輪厚工業団地の関係でございます。昨年、市街化区域に編入をさせていた

だきましたけれども、造成の関係でこの緑地の位置等について変更したいという内容でご

ざいます。これにつきましては、後ほど諮問をさせていただきたいと思います。 
都市計画道路の関係につきましては、１２月定例会におきまして、専門委員会の中間報

告という形で議会の方にも報告をさせていただき、議会でも質問を受けたところでござい

ます。関係住民の方々、それから地域の皆さん方にとっても関心の高い案件だと思ってお

りますので、非常に難しい審議であろうかと思いますが、よろしくお願い申し上げます。 
 簡単ではございますけれども、開催に先立ちましての挨拶とさせていただきました。ど

うぞよろしくお願いいたします。 
 
髙橋課長    それでは諮問書を瀬戸口会長に提出いたします。 
 
       （岩泉部長より瀬戸口会長に諮問書が提出される。） 
 
髙橋課長    部長につきましては、別の業務が重なっておりますので、大変申し訳ありませんがこ

の場にて退席をいたします。今後の進行につきましては瀬戸口会長よろしくお願いいたし

ます。 
 
瀬戸口会長   皆さんこんにちは。今年初めての都市計画審議会になると共に、今年度最後になりま

すけれども、ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。今日は前回の懸案でも

ありました｢長期未着手都市計画道路の見直し｣の判断について、大きなテーマになります

ので、また皆様方のご意見をお願いいたします。それでは今日の審議会の成立について事

務局から報告をお願いいたします。 
 
式場主任    本日の審議会出席者は１０名中８名の出席しております。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。寺分委員と松
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原委員は、本日は都合により欠席している事をご報告いたします。 
 
瀬戸口会長   ありがとうございます。今日の議事録署名人ですけれども、３番委員の長南さんと７

番委員の木村さんお願いいたします。 
        それでは、今日の議事に従って進めさせていただきます。諮問案件であります議案１

号について説明をお願いします。 
 
千葉主査    都市計画課の千葉です。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案第１号についてご説明いたします。議案第１号につきましては、｢長期

未着手都市計画道路の見直しの方針｣策定についてですが、これは昨年４月２６日の第１

回都市計画審議会において諮問させていただいた案件です。その際に、見直しの方針を策

定するため専門委員会を設置して検討を行うということで、皆様のご承認をいただきまし

た。 
昨年６月に専門委員会の委員４名の方々を選任させていただき、６月２３日に第１回

専門委員会を開催いたしまして以来検討を重ねて来ました。１０月１２日に開催した第２

回都市計画審議会では、専門委員会の検討経過につきまして中間報告を行い、見直しに至

った経緯や目的、長期未着手であり見直しの対象となった路線の現状や課題などについて

説明させていただき、さらにそれぞれの路線を廃止するか、存続するかなど見直しの方向

性についても説明をさせていただきました。 
その後先月２１日、第５回専門委員会において見直し方針の素案として、取りまとめ

をしていただきました。各路線の見直しの方向などにつきましては、中間報告の時点とあ

まり変わっておりませんが、最終的な検討結果としてご報告をさせていただき、ご審議を

お願いするものでございます。 
尚、見直し方針の素案の報告につきましては北海道大学大学院工学研究院で准教授を

務めておられて、このたび専門委員会の委員長としてご尽力をいただきました岸先生にお

願いいたしております。それでは岸先生よろしくお願いいたします。 
 

岸委員長    北大の岸と申します。座ってご説明申し上げます。お手元に資料が２つありますけれ

ども、議案書諮問案件第１号の都市計画道路見直し方針素案ということで、５つの路線・

区間について専門委員会で検討いたしました。結論から言いますと北進通①の区間が廃止、

北進通②の区間が変更・一部廃止という形で取りまとめております。東栄通・中央通につ

きましても廃止。輪厚中央通のみ存続という形でまとめる事といたしました。 
お手元の資料の専門委員会素案を基にご説明申し上げます。８ページをご覧下さい。

見直し対象路線区間の地図が出ておりますが、東部地区で北進通①、②と東栄通、中央通

の位置関係については皆さんご存知かと思いますがこのようになっております。９ページ

に輪厚地区、輪厚中央通の未整備区間の黄色い部分が、今回の見直し対象区間となってお

ります。 
それでは、１０ページ以降を基に説明をしたいと思います。必要性の検証や実現性の

検証、又は見直し方針の検討、見直しあるいは廃止することによって、どの様な影響があ

るかということも勘案しながら、総合的に取りまとめをいたしました。個別の路線につい

てご説明申し上げますが、１３ページをご覧下さい。見直しの方針検討結果ということで、

それぞれの路線についてご説明申し上げますが、まず北進通①と②で、現状等の説明で経
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緯について記述しております。 
北進通①、こちらは南の里地区に開発構想があった第２団地との連絡を想定して道道

江別恵庭線からの接続を図った道路という位置付けとなっております。又、北に向かった

②の区間は、計画を行った当時は国道２７４号に繋げる将来構想があり、輪厚川まで都市

計画決定しましたが、昭和５４年に北広島レクリエーションの森の計画に合わせて延長さ

れております。ここは北広島高校と総合体育館等の施設があり、１番のポイントとなって

いるのは、歩道が片側のみ整備されていまして、反対側の歩道は未整備になっている。こ

の扱いはどうするのかというところが議論の中心となりました。 
検討結果ですが、まず北進通①。南側の方ですけれども当初開発構想のあった南の里

の団地計画は開発の見込みがなくなり、土地利用を見直した結果、開発予定地が特別緑地

保全地区に指定されております。当初の目的であった北広島団地との連絡も不要となりま

した。また将来交通需要、これは東栄通・中央通とも合わせて検討いたしましたけれども、

将来的には交通需要の減少が見込まれております。道道江別恵庭線のバイパス機能、補完

する機能としても必要性は無いと判断しました。そこで、北進通①の都市計画は廃止する

としております。 
北進通②につきましてですけれども、当初構想にあった国道２７４号への接続につい

ては、今は必要性が認められないですが、先程申上げた歩道が一部未整備になっているの

が重要になりまして、都市計画のまちづくりや歩行ネットワークの観点からいきますと、

総合体育館から北広島高校へ向かって歩いて行った時に片側の歩道が無いというのは非

常に不便であることや、安全性の確保が難しいことなどから、広島公園通とのネットワー

クを形成して保持する必要があると考えました。そこで、道道栗山北広島線から広島公園

通までの区間は存続で、都市計画延長を減じて終点を広島公園通との交差点に変更するこ

とで北進通②につきましては変更、一部廃止にしております。 
又、追加の記述ということで未整備の歩道について、周辺は総合体育館・石狩教育セ

ンター・北広島高校等の施設が集約された地区であり、広島公園通との歩行ネットワーク

を形成する必要が高いため現計画の幅員を確保することと考えております。 
続きまして東栄通ですが、これは道道江別恵庭線のバイパスとして東部市街地を迂回

する構想に基づいて、昭和５４年に都市計画決定し、その一部を土地区画整理事業による

市街地整備事業等で施工した路線でございます。当面は中央通に接続して東部市街地と北

広島団地を連絡するネットワークの形成も、当時は検討されていました。検討した結果で

すが、現在の道道江別恵庭線の交通容量２８，８００台ですが、交通量は７０％程度の２

０，０００台前後で推移しております。交通容量を超えていないということは、混雑や渋

滞は発生しない状況になっています。合わせて将来交通需要も検討いたしましたが、減少

傾向が予測されておりますため、バイパスとしての必要性は無いと判断いたしました。ま

た、中央通と接続して形成するネットワークにつきましては、駅前通や道道江別恵庭線を

経由することでその機能を代替することは可能であるということで、東栄通の都市計画に

ついては廃止すると判断いたしました。 
これにつきましては、１７ページをご覧下さい。道路網の検証ということで、見直し

後に道路網について影響があるかどうかを検証します。存続の検討に合わせてフィードバ

ックしながら見直しました。図８は、平成４２年の交通量流体図で見直し前ですが、具体

的には将来の交通需要があって、自動車の交通量がどこの路線を通るだろうかということ

を、交通計画の理論に基づいた配分交通といいますが、どの路線をどの位の交通量がある
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かを予測したものです。それぞれの区間に数字がありますが、その数字は百台単位の日交

通量です。その後に括弧で書いてあるのが混雑度となっております。混雑度１を超えると

ころはかなりの混雑が予想される区間ですがここにはありません。基本的には見直し前の

路線を全て載せていますので、当然道路ネットワークが増えますので交通渋滞は発生しま

せん。 
１８ページをご覧下さい。こちらは平成４２年交通流体図見直し後、この黄色く塗ら

れている都市計画道路を廃止した場合に交通量がどう変わるかということを計算した結

果ですが、当然道道江別恵庭線の交通量というのは１７ページの説明から比べると増えて

いますが、それでも現在の交通容量で十分確保されているので、このデーターを合わせて

勘案しても、将来的なネットワークという観点からもバイパス機能は必要ないという判断

をしております。合わせてどこかの道路が混雑するという影響も無いと専門委員会では議

論いたしました。以上１４ページに戻りまして、東栄通の都市計画決定については廃止す

ることとしております。 
続きまして中央通ですけれども、中央通は北広島団地と東部市街地を結ぶとネットワ

ークで、先程地図でご説明申し上げました区間ですけれども、これについての検討結果に

つきましては、交通状況等色々検討しましたけれども、東栄通に連結してネットワークの

形成を図ったもので、東栄通の必要性が無くなっているので、そのネットワークという形

では中央通の対象区間も必要ないと判断しています。従って中央通の未整備区間の都市計

画についても廃止にさせていただきました。 
専門委員会で一番議論になったのは、この東栄通と中央通でございまして、この辺の

将来的な開発はどうするというところも当然議論いたしました。ただ、今の時点で将来的

に宅地開発する計画もございませんし、将来あるべき論というようなこともここには載せ

てはおりますが、北広島団地活性化計画との関連性を考えた時に東部地区をまた開発する

のはどうなのか、その辺は色々と意見交換をしまして、基本的には将来ここの開発は無い

のかなと判断しておりますが、都市計画を廃止する事によって、ここに開発が無くなった

と言っている訳ではなくて、改めて将来の人口が予想に反して増えたとか、状況が変化し

て土地利用の変化とかが検討される場合には当然そこに合わせて道路のネットワークは

作ってしかるべきだろうと考えております。その辺のことが１４ページと１５ページの東

栄通と中央通の、尚というところに書いております。当面は市街化が難しい状況ですが、

将来の周辺の土地利用が具体化した際にあらためて道路計画も検討を行うことするとい

う形で取りまとめさせていただいております。 

もう１つ東栄通につきましては、既に完成した部分は都市計画道路として残しても良

いのではないかとの議論もありましたが、東栄通の現状の整備状況としては、用水路を挟

んで片側だけが車道と歩道があり、将来的には反対側にも道路を造る計画になっておりま

す。東栄通を都市計画道路として残すということは、将来的に反対側の車道と歩道を整備

するということを意味するので、その必要は無いと専門委員会では検討し廃止にしており

ます。以上がこの説明でございます。 

最後に輪厚中央通でございますが１５ページをご覧下さい。現状の位置づけとしまし

ては、輪厚市街地の南北を結び地区の骨格を形成する道路として都市計画決定された道路

でございます。検討結果につきましては、現状の市街地間の連絡については、この道路が

無くなってしまうと交通量の多い国道３６号に限られてしまうので、ここは生活道路とい

う観点からも、道路ネットワーク上からも整備する必要があると判断しました。また、都
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市計画マスタープランでも未整備区間の整備を推進するという形で、この道路は位置づけ

られておりますので、この輪厚中央通については現計画通り存続するという様なことで取

りまとめております。 

１６ページ以降は、道路網の検証ということで先程ご説明申し上げましたが、この見

直しの結果将来的に、この交通に対して影響のある所は無いかという検証と、２０ページ

以降は、道路密度という考え方がございまして、その表がありますけれども、ここに書い

ておりますが従来の都市計画道路の密度としては、住居系は１㎢当り４㎞あるいは、商業

系については１㎢あたり５～７㎞という形で、市街地全体として概ね１㎢あたり３．５㎞

が望ましいとされています。これについても現状の見直し後の道路密度がそれぞれ１㎢あ

たり３㎞を超えておりまして、この観点から見ても支障は生じないという判断をしており

ます。 

以上それぞれの区間についての見直し方針ということでご説明申し上げました。ご審

議よろしくお願い申し上げます。 

 

瀬戸口会長   はい、どうもありがとうございます。非常に分かりやすい説明をしていただきまして、

委員の皆さんもご理解をしていただけたのではないかと思います。岸先生どうもありがと

うございました。それでは、これから審議に移りたいと思いますけれども、只今の事務局、

それから岸委員長の説明に対してご意見ありましたらお願いいたします。 

       はい、どうぞ。 

 

木村委員    参考ですが、一度この様に都市計画を廃止した後、再度まな板の上に乗せるというの

は時間的なことでいうと１０年、２０年単位で考えなければいけない、その位の感覚でこ

の問題をとらえた方がいいということでしょうか。 

 

瀬戸口会長   私の方からご説明しますと、今の話は東栄通を想定してのことですよね。先程説明が

ありましたように、もし東側の開発が起きたとすれば、この東栄通が復活する可能性があ

る。東側の開発が起きるためには、線引きの時期に見直しをしなければいけないので、最

低でも５年から１０年位かかりますので、自動的に都計道の見直しもそれ位のスパンにな

ると考えてよろしいかと思います。事務局の方から追加の説明ありますか。 

 

髙橋課長    ございません。 

 
太田委員    岸先生どうもありがとうございました。確認のために１点教えていただきたいのです

が、１８ページの見直し後の交通渋滞ですが、道道江別恵庭線の駅前通と中央通の間の部

分が１未満で問題が無いとのことですれども、駅前通から中央通までの０．６８、中央通

以降０．５９は交通配分上、東栄通の部分がかなり効いてきているということなのでしょ

うか。 
 
岸委員長    そういうことになります。１７ページの見直し前と照らし合わせていただければと思

いますが、例えば恵庭方面から、交通量１６４と０．４６と、これは１６，４００台が交

通量ですが、これはどこから来ているのか。見直し前の図では、北進通と江別恵庭線で枝

分かれしている。単純にこれは枝分かれということではなく、それぞれの交通容量に走行
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速度、当然交通量が多いと走行速度が減少するといことも、配分交通理論では効いてきま

すが、その様な影響を考慮しながら、１８ページの１７０や１９７は、結局は北進通や東

栄通を通らなくなった分が、全部ここに集約しているという形になります。それでも、０．

５９や０．６８という混雑度です。この数値では新たな道路を造るということにはならな

いですね。 
 
太田委員    ありがとうございます。もう１点ですけれども、２２ページの広島公園通のところで

北進通を止めるということで、歩道のネットワークの明快な説明をいただいたのですが、

将来の設計では広島公園通と北進通のぶつかりのところで歩道ネットワークは、詳細設計

上スムーズにいくというのか、交差点処理は可能なのですか。 
 
岸委員長    北進通②が整備される時期の設計については、特に問題なく出来ると思いますが、今

の時点でここに歩道が無いのが非常に危険な状況といえます。 
 
髙橋課長    補足ですが、歩道未整備の区間は市有地でございまして、用地買収も伴わないですし、

切土法面は出てきますが、視距等の構造上の問題は無い箇所でございますので、整備につ

いては難しくないと思っております。 
 
瀬戸口会長   他にはいかがでしょうか。 
 
太田委員    あと１点よろしいですか。これは専門委員会とは全然別な議論で、前回の審議会の中

でも市にお聞きしたのですが、先程の木村さんの話とも連動して来るのですが、都決を打

っていて、期待する人と反対する人への説明はこれからなのでしょうが、何か対応策とか、

大きく支障になるような事ですとか、そういうのがもし今時点であれば直接は関係ないん

ですけれども教えていただきたいと思います。 
 
髙橋課長    今後のスケジュールも絡むと思いますので、私から説明いたしますが、答申をいただ

いた後に、市の原案を作ってパブリックコメントにかけます。パブリックコメントを経た

後に、関係地権者との合意形成という形をとる必要がありますから、路線別になると思い

ますが、平成２３年度から住民説明会を開催させていただいて、地元の意見を賜りたいと

考えております。 
先程、部長からも１２月の議会のお話をいたしましたが、市議会議員の２名の方から都

市計画道路の見直し関連の質問が出されております。これまでの経過ですとか、今後の方

向等の質問でした。今後住民説明会等において、地元の方から色々な意見があろうかと思

いますが、合意形成が整った路線から手続きに入って行きたいと考えているところです。 
 
瀬戸口会長   はい、他にはいかがでしょうか。 
        輪厚ですけれども、これは都計の廃止存続というものではなくて、早くやるべきだと

いうのが本当のところだと思います。専門委員会ではその辺の議論はどうでしたか。 
 
岸委員長    実際に現場も委員全員で全路線を回って、一致した意見で第１回からの方向性は、こ

こはすぐ造った方がいいという意見は出されておりました。最初の印象等を排除しながら
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も、色々なデーターで裏付けながら検討した結果です。結果的に輪厚中央通は実施すべき

だということと、他の路線については基本的には廃止が妥当という様な形で一致しており

ます。 
 
瀬戸口会長   存続というレベルじゃなくて、早くしろという声はありませんでしたか。 
 
髙橋課長    １５ページの最後３行にありますように、輪厚市街地の連絡を優先すべきとの専門委

員会のご意見に基づき、暫定断面による施工など早期に繋げるための工夫をすべきとの趣

旨の記述がなされておりまして、専門委員の皆さまの思いが込められているものと受け止

めております。なお、整備の手法等、今後の実施については建設部で検討することになり

ます。 
 
瀬戸口会長   他にはいかがでしょうか。 
 
木村委員    北進通②、公園通との部分ですけれども、あそこは４車線の予定で整備をしていて、

今回２０ｍということで都市計画決定の道路として幅員は縮めてしまうわけですよね。 
 
髙橋課長    いいえ幅員は現在も２０ｍです。 
 
木村委員    北進通はそのまま４車線で伸びて行く形ではないのですね。そうすると現状の交差点

形状は暫定形ですよね。 
 
髙橋課長    道道栗山北広島線との交差点ですが、現在は少し西側にずれています。未施工の歩道

と路側帯を広げますと、中心線はピタッと合います。もう少し補足しますと、北進橋が架

かっていますが、橋台は完成断面で造ってあります。用地も市有地ですので、耐震基準の

問題はありますが幅としては確保しているという状況です。 
 
木村委員    現状では、問題ないという判断ですか。 
 
髙橋課長    幅員２０ｍの完成断面になりますと、車道と歩道の間にある路側帯が広くなります。

今は中心がずれています。 
 
木村委員    今はずれているという認識で良いですね。 
 
髙橋課長    はい。 
 
瀬戸口会長   他にいかがでしょうか。よろしければ、今日の１番目の案件であります、長期未着手

都市計画道路の見直し方針について、専門委員会の素案を承認するということでよろしい

でしょうか。 
 
        （一同賛成） 
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瀬戸口会長   はいありがとうございます。それではこのとおり審議会で承認させていただきました。

岸先生はじめ専門委員会の方々ありがとうございました。ご苦労様でした。 
 
岸委員長    ありがとうございました。 
 
瀬戸口会長   それでは、議案の第２号です。札幌圏都市計画緑地の変更について、事務局から説明

お願いします。 
 
笹原主任    都市計画課の笹原です。ご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 
       今回の札幌圏都市計画緑地の変更についてですが、お配りしております資料に従ってご

説明させていただきますのでご覧下さい。今回の都市計画決定の変更につきましては、緑

地の形状を変更させていただくものであります。 
 １ページをご覧下さい。昨年２月１０日に開催いたしました、第３回都市計画審議会に

おきまして答申をいただきました、輪厚地区に計画しております仮称輪厚工業団地、この

中に３ヶ所の緑地を計画決定いたしまして、その緑地の形状の変更を行うものであります。

この工業団地の予定地につきましては面積が６７ha、昨年の４月６日付で市街化調整区

域から市街化区域に編入させていただきまして、用途地域を工業地域、特別用途地域とし

て第２種特別工業地区に指定し、３ヶ所の緑地も都市計画決定したとこであります。 
つづきまして２ページをご覧下さい。こちらは昨年４月に都市計画決定した時の土地利

用計画図でございます。図面の中で、黄色の部分が緑地として都市計画決定した箇所で、

上の左側が輪厚第１緑地で都市林に指定しております。その右側は、輪厚第２緑地こちら

も都市林に指定しております。下の方にいきまして輪厚第３緑地こちらが都市緑地として

指定させていただきました。今回の緑地の変更でありますが、実施に向けた詳細な設計を

行った結果、土地利用計画を見直しまして道路の配置、雨水調整池の形の変更等の理由に

よりまして、３ヶ所の緑地の区域の変更をさせていただきたいということであります。詳

しい図面が５ページで、こちらが変更後の土地利用計画図です。６ページが計画の変更前

と変更後の緑地を重ねたものでございます。 
７ページにいきまして経緯の概要ですけれども、昨年１２月２４日に北海道の都市計画

課に事前協議書を提出しまして、１２月２８日に問題が無い旨の回答をいただいておりま

す。今年に入り１月７日から２０日まで案の縦覧を行いまして、これに対してのご意見等

は特にありませんでした。本日この審議会でご答申をいただければ、今月下旬に北海道の

都市計画課に同意の申請という手続きを行いまして、来月中旬から下旬には都市計画決定

の告示をさせていただきたいと予定しております。以上で説明を終わります。 
 

瀬戸口会長   はい。只今の説明につきましてご意見お願いいたします。いかがでしょう。 
        工業団地の区画の形状を整形したのですね。調整池の形も変わっていますね。 
 
笹原主任    土地の高さを見直したことにより分水嶺が変わり調整池の形が変わっています。 
 
瀬戸口会長   下の調整池も変わっていますね。 
 
笹原主任    下の方は若干小さくなっています。 




