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平成２３年度【第１回】北広島市都市計画審議会 
 

１ 日  時    平成２３年７月６日（水）午前９時３０分～午後１０時５０分 

 
２ 場  所    市役所本庁舎２階会議室 

 
３ 出 席 者    委  員：会長ほか８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：１名 
 
４ 議  事     
 【諮問案件】 
  議案第１号   札幌圏都市計画地域暖房施設（北広島決定）の変更について 
           ・北広島市熱供給施設の廃止について 

 
 【説明案件】 
  説明第１号   「北広島市都市計画道路の見直し方針」の策定について 
  説明第２号   北広島市都市計画マスタープランの見直しについて 

 
●出席者 
 【委員】 

１番委員 瀬戸口 剛（会長） ６番委員 尾崎 弘人 

２番委員 太田 清澄（副会長） ７番委員 野村 幸宏 

３番委員 長南 秀之 ８番委員 鈴木 幹男 

４番委員 伊藤  寛 ９番委員 大滝 和子 

５番委員 奥田 邦博 １０番委員 （欠席） 

 
【北広島市】 

企画財政部長   岩泉 功一 

 
【事務局】 

都市計画課長   髙橋 孝一 

都市企画課主査   千葉 英典 

都市計画課主任   式場  昭 

都市計画課主任   笹原 拓己 
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１ 開 会 
◆事務局（髙橋課長） 只今より、平成２３年度第１回北広島市都市計画審議会を開催いたし

ます。 
 私は、本日の司会を務めさせていただきます、企画財政部都市計画課長の高橋です。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 
２ 事務手続等 
◆事務局（髙橋課長） ６月から４名の委員が交代いたしましたので、企画財政部長の岩泉よ

り委嘱書の交付をさせていただきます。お名前を読み上げますので、その場で起立しお受け取

り下さい。 
（５番 奥田委員、６番 尾崎委員、７番 野村委員、８番 鈴木委員へ、岩泉部長より委嘱

書を交付） 
  

なお、新たに委員になられた方々は、北広島市都市計画審議会条例第２条第３項により、前

任者の任期である平成２４年８月３１日までとなります。 
 それでは４名の方々をご紹介いたしますので、皆様には一言ご挨拶をお願いいたします。 

（５番委員から順に紹介し、それぞれが挨拶） 

 
それでは企画財政部長より本日の議案の諮問書を提出させていただき、引き続いて皆様への

ご挨拶申し上げます。 
（企画財政部長より会長に諮問書を提出） 

 
◆岩泉企画財政部長 本日は、早朝から都市計画審議会にお集まりただきましてありがとうご

ざいます。先ほど委嘱をさせていただきましたが、新たに委員になられた４人の皆様には、就

任にあたりご快諾をいただきまして改めて感謝申し上げます。今後ともよろしくお願い申し上

げます。 
昨年度はご承知のように懸案となっておりました、長期未着手都市計画道路４路線５区間に

ついてご審議をお願いいたしまして、３月に答申をいただいたところでございます。その後パ

ブリックコメントを行い、６月１７日庁議で市の方針ということを決定させていただきました。

これにつきましては後ほど詳しく説明させていただきます。 
また市内の様子につきましてご紹介させていただきますけれども、輪厚地域で計画しており

ます約６１ｈａの工業団地は本日、安全祈願祭を行っておりまして、これから造成工事に本格

的に着手いたします。当該地域はご承知のように国道３６号、羊ヶ丘通、近くには輪厚スマー

トインターチェンジと交通の要衝でございますので、１日も早く完成し企業が立地していただ

ければと考えているところでございます。 
それと、瀬戸口会長を中心にお世話になりました、北広島団地活性化の関係でございますが、
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お陰様で６月には空き地・空き家バンクを開設いたしました。内容につきましては、北広島市

内に土地・住宅を所有しているけども売りたい方、貸したい方、もしくは北広島市内に土地を

購入したい方、住宅を借りたい方等を登録して、ホームページ上で情報を公開しております。

開設後、１カ月経ちましたが約３０件登録がございまして、北海道新聞、読売新聞等でご紹介

をいただき、時事通信でも全国版で紹介いただいて、各市から反響が寄せられております。こ

れも高齢者の皆さんの住替え支援の一環として、順調に進んでいていただければと考えており

ます。 
本日は、先ほど諮問をいたしましたように、北広島団地内にありました北広島熱供給株式会

社が事業を廃止いたしましたので、それに伴います都市計画決定の廃止でございます。これ以

降につきましては、事務局から遂次ご説明申し上げますので、暑い中申し訳ございませんがよ

ろしくお願いいたします。簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

 
◆事務局（髙橋課長） 続きまして、会議次第５に移りますが、瀬戸口会長よりご挨拶いただ

き、これ以降の会議の進行につきましては、会長にお願いいたします。 
 
◆瀬戸口会長 皆さんおはようございます。お暑い中お集まりいただきありがとうございます。

当初この審議会は７月１日開催でしたが、震災の復興支援で岩手県にお邪魔していまして、日

程を変更させていただいたことを詫び申し上げます。今日は暑いですので上着を脱いで進めた

いと思います。 
今日は地域暖房施設のことを中心にご審議いただくことになりますが、都市計画のテーマは

道路とか開発というのが一時代は主流でしたが、最近はエネルギーやコミュニティー、高齢化

まで波及してくるようになり、都市計画という言葉のテリトリーというか守備範囲が広がって

きていますので、色々な観点から皆様にご審議いただければありがたいと思います。 
議事に入ります前に、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。 

 
◆事務局（式場主任） 本日の審議会の出席者は１０名中９名でございます。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。尚、松原

委員が欠席されておりますので、お知らせいたします。 
 
３ 議事録署名委員の指名 
◆瀬戸口会長 １０名中９名出席ですので審議会成立ということで進めさせていただきます。

続きまして、今日の議事録署名人ですけれども、８番の鈴木委員と９番の大滝委員にお願いし

たいと思います。 

 
◆鈴木委員・大滝委員 わかりました。 
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４ 議 事 
【北広島市熱供給施設の廃止について】 

◆瀬戸口会長 それでは議案の審議にはいります。諮問案件の議案第１号、札幌圏都市計画地

域暖房施設の変更について、事務局から説明をお願いします。 
 
◆事務局（笹原主任） 都市計画課の笹原です。よろしくお願いします。資料はブルーの札幌

圏都市計画地域暖房施設の変更をご覧になって下さい。札幌圏都市計画地域暖房施設は、１枚

目に都市計画図がありますが、こちらの北広島団地地区の北側の輝美町に位置しておりまして、

施設名を北広島団地熱供給施設、運営を北広島熱供給株式会社が行っておりました。都市計画

決定の内容といたしましては、この輝美町にあります熱供給プラントの敷地約２１００㎡、道

路内に埋設し温水を運んでおります導管約３０００ｍ、サブステーション１０カ所、プラント

ボイラー１カ所。これらを昭和５０年１２月９日に都市計画決定を行っております。 
３ページにいきまして、この熱供給施設の供給区域とプラント施設の拡大図がございます。

また、熱供給導入の経緯を説明させていただきます。昭和４０年代後半に北広島団地の開発に

あたり、公害防止、利用者にとって安全で便利な暖房方式といたしまして、新しい時代の快適

な居住環境の実現をテーマにモデル的に熱供給方式を導入することが決定しました。昭和４０

年代後半といいますと、一般家庭に石油ストーブが普及し始めた頃で、当時としては火を使わ

ない暖房方式は注目をされたようであります。近隣では、札幌市の厚別区の新札幌駅前からも

みじ台団地にかけてと、石狩市の団地でも同様の熱供給方式のシステムが導入されております。 
この熱供給方式のシステムといたしまして、輝美町内にありますプラントの敷地内にボイラ

ー施設がございます。このボイラー施設から加熱した高温水を緑の供給区域内の戸建て住宅、

集合住宅、商業施設に、主に道路に埋設された導管から、各宅地内に引込み、給湯・暖房に使

用されておりました。末端に行きますと、温度が低下するために各地区にありますサブプラン

ト、図面の赤色○がサブプラントでございますが、ここで再度加熱をいたしまして、各家庭に

供給されておりました。この導管は往路と復路があり、地中には管が２本入っています。そし

て、利用されなかった温水は復路の導管を通りましてプラント施設に戻り、再加熱して供給さ

れるシステムになっております。 
今回の都市計画決定の変更の内容といたしまして、この施設の計画決定を廃止するものです。 
理由といたしましては昭和５０年代後半のピーク時の利用者が１８００戸ほどに供給してい

ましたが、近年の燃料高騰や住宅事情の多様化等によって、昨年度にはピーク時の約半分にな

りまして９００戸ほどに利用者が落ち込みました。こういった状況から、今後の会社の維持が

厳しくなり平成２２年９月２９日付で経済産業省から、運営を行っている北広島熱供給株式会

社に事業廃止の許可が下りました。同年の１１月３０日の株主総会において会社解散の決定が

なされ、現在は清算処理中となっております。 
４ページはプラント施設の写真になっており、昨年末から今年の初めにかけまして取壊工事

が行われ、現在この施設は解体されて敷地も転売されております。今後は住宅地として再利用
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される予定となっております。 
最後の５ページは経緯の概要です。こちらは都市計画決定の手続の概要でありまして、平成

２３年５月１７日に北海道都市計画課に事前協議の書類を提出させていただきました。その後

５月３０日には、特に支障がない旨の回答をいただき、６月１日から１５日に廃止をするとい

う案の縦覧を行いました。案の縦覧の結果、特に意見等はございませんでした。 
そして、本日の都市計画審議会におきまして、原案どおりご答申をいただきますと、今後北

海道に同意協議の書類を堤出します。そして北海道から回答をいただきました後に、最終的な

決定告示をいたしまして都市計画の変更の作業が終了になります。 
以上で札幌圏都市計画地域暖房施設の変更についての説明を終わります。ありがとうござい

ました。 
 
◆瀬戸口会長  只今の事務局の説明に対しまして、ご意見、ご質問はありませんか。 
 
◆太田副会長  ５点ほど質問いたしますが、熱供給事業の廃止について、利用者は同意して

いるのか、供給区域は計画決定されているのか、導管は撤去するのか、埋設されている導管の

地上権は設定されていないのか、サブステーションの跡地はどうなるのかを教えていただきた

い。 

 
◆事務局（笹原主任） それでは、ご質問にお答えいたします。使用者への説明ですけども、

昨年に使用者の方々には説明を行い、全員から同意をいただいているところでございます。 
供給区域に関しましては都市計画決定を行っておりません。都市計画決定は敷地の２１００

㎡、導管３０００ｍ、サブステーション１０カ所、プラントボイラー１カ所です。供給区域に

関しましては参考で図面に載せてあります。 
施設関係の撤去ですけれども、導管につきましてはほとんどが道路内に占用しておりまして、

今年の春までに撤去が終わっております。サブステーションに関しましても、ほとんどが北広

島市有地で、緑地や道路の施設帯を占用して設置しておりました。サブステーションにつきま

しても撤去は終わっております。 

 
◆岩泉企画財政部長 補足いたします。１次導管、幹線になる管ですが、こちらはすべて撤去

いたしました。２次導管、幹線から各戸へ供給している枝管については、撤去することによっ

て、舗装をカットして、管を撤去してまた埋めて、舗装をその部分だけ復旧するという形にな

りますと、道路を傷める形になりますので、２次導管については道路法に基づいて道路内に埋

設を認めました。特に１次導管については、アスベスト管が使われておりましたのでアスベス

ト処理も含めてすべて撤去を行ったところです。 
 
◆太田副会長 利用者への引込管などには地上権などが付いていなかったのですか。 
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◆岩泉企画財政部長 地上権の設定はしておりません。導管から宅内への引込部分については、

水道管と同様にメーター以降は個人の財産として区分されておりました。２次導管につきまし

ては、個人の方々とお話をさせていただいて、撤去してほしいというお宅については会社側で

撤去をし、それ以外の利用者については撤去費用として、一律５万数千円で保証を行い終結し

ているところでございます。 
 
◆瀬戸口会長 ほかにご意見ありませんか。 
 
◆奥田委員 私も都市計画施設の建設を行っていましたが、都市計画決定は非常に重いととら

えておりまして、街路も下水道も作る前に計画決定して、施設を確定してから作ります。そし

て取外すときも計画決定が先だという気がしたので、議案書が送られて来た時に、これから実

施されると思っていました。今の話だと殆ど処分されて、後追いの処理の感じを受けました。

その辺のところは大丈夫なのでしょうか。 
私も計画決定にもう何年も関係してなかったので、制度が変わったのか教えていただきたい

と思います。 
 
◆事務局（高橋課長） 事業の廃止手続きや、会社の解散手続きなどの関係から、今のタイミ

ングとなりましたが、経緯などについては以前から北海道都市計画課に説明を行いご指導をい

ただいております。 
 
◆瀬戸口会長 ほかになければ議案第１号について採決いたします。諮問のとおり承認してよ

ろしいですか。 

 
（「異議なし」と発言するものあり） 

 
◆瀬戸口会長 ご異議がないようなので、本案件につきましては原案どおり認めさせていただ

きます。ありがとうございました。 
  
【北広島市都市計画道路の見直し方針の策定について】 

◆瀬戸口会長 続きまして、説明案件に移らせていただきます。説明案件第１号、北広島市都

市計画道路の見直し方針の策定について。事務局から説明お願いします。 
 
◆事務局（千葉主査） 都市計画課の千葉と申します。よろしくお願い致します。北広島市の

都市計画道路の見直しにつきましては、このたび市の方針を最終決定いたしましたのでご報告

させていただきます。お手元には「見直し方針」と結論を抜粋した「概要」をお配りしており
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ます。 
 市の都市計画道路は現在３６路線で総延長は約７１㎞ありますが、中には長期間未着手・未

整備の路線があり、地権者の皆さまには、長年の建築制限などでご不便をおかけしてきました。 
 近年は人口が減少し、市街地の拡大も見込めず、コンパクトなまちづくりが求められている

状況から、都市計画道路についても見直す必要があると考え、昨年４月の都市計画審議会にお

いて、見直し方針の策定についてお諮りしました。 
 その際、審議会に専門委員会を設置して検討を進めることとなり、４名の方に専門委員をお

願いし、５回の委員会を開催してまとめていただいた「見直し方針素案」を基に、都市計画審

議会でご審議いただき、本年２月７日の審議会において「見直し方針原案」として答申をいた

だきました。 
 お手元の「概要」の１ページにまとめてありますように、見直しの対象となったのは北進通

の①と②、中央通、東栄通、輪厚中央通の４路線５区間で、いずれも計画決定から２０年から

４０年以上を経過した路線です。 
 見直し方針は、輪厚中央通が存続と判定された以外は、いずれも廃止及び変更と判定されま

した。２、３ページの図面には廃止若しく存続の路線を色分けして示してあります。 
 ４ページにはこれまでの経過などをまとめてありますが、中段に記載してありますように、

５月にはパブリックコメントを実施し、賛成意見を１件いただいており、付帯意見として「輪

厚中央通については暫定でも良いから早期開通を求める」とのことでした。 
 パブリックコメント終了後６月１７日に庁議に諮り、市としての方針を、答申をいただいた

「見直し方針原案」どおりに決定いたしました。 
 今後は、見直し方針にしたがい、説明会などで関係地権者の合意形成を図り、合意が概ね整

った路線から都市計画の変更手続きに入りたいと考えております。以上で説明を終わります。 
 
◆瀬戸口会長  ただいまの説明について、ご意見やご質問などございませんか。 
 
◆奥田委員 あくまでも方針ということで決まっているのですね。今後は、これに基づいて可

能な限りなるべく早く行うと考えてよろしいですね。 
ただ計画決定しては２０年から４０年と伺いましたけれども、今後なるべく早く方針どおり

やれることを希望します。 

 
◆瀬戸口会長  ほかに何かございませんか。これから地元への説明を進めていくと思うんで

すけども進捗状況はどうですか。 
 
◆事務局（髙橋課長） 今後のスケジュールでございますが、今月の２７日に、北進通南側区

間の関係地権者や町内会にお集まりをいただいてご説明させていただきます。８月９日には、

中央通と東栄通の関係地権者と町内会にご説明をさせていただく予定です。それで、早期に行



- 8 - 
 

う様ご意見もいただいておりますが、皆様から合意形成をいただくというのが大前提でござい

ますので、なるべく丁寧なご説明を行い、ご理解をいただいたところから手続に入っていきた

いと考えています。 

 
◆瀬戸口会長 輪厚中央通は早期に実施するという事ですよね。 

 
◆事務局（髙橋課長） 実は、議会等からも今回の方針が出たのを契機に、早期に実施という

ご意見をたくさんいただいています。市の総合計画の実行計画になる、推進計画の中で事業を

計画していることから、事業の実施になりますと建設部局が計画を煮詰めますので、今後の推

進計画のローリングの中で検討してきます。 
 
◆瀬戸口会長 ありがとうございます。ちなみに隣の恵庭市は１０本廃止しました。数の問題

ではないですけども、これからこの様な見直しは都市計画の中でも増えて来る事かと思います。

ご意見をありがとうございました。 
続きまして議案第２号の都市計画マスタープランの見直しについて、事務局から説明をお願

いします。 
 
【北広島市都市計画マスタープランの見直しについて】 

◆事務局（千葉主査） それでは北広島市都市計画マスタープランの見直しについてご説明い

たします。 
 お手元に現在の都市計画マスタープランをお配りしておりますが、これは平成１２年を基準

年として平成３２年を目標年とするもので、いろいろな検討を重ね、最後は都市計画審議会で

ご審議いただき平成１６年４月に策定されたものです。 
 今年は平成２３年ということで、計画期間の折返し点を丁度過ぎたところですが、既に完了

した事項や方向性が変わった事項などの修正が必要です。また社会情勢の変化に伴って新たに

生じた今日的課題も検討しなければなりません。計画に使われている統計上の数値なども修正

が必要となっております。 
 従いまして、状況の変化に対応するため、計画の中間年における時点修正といった意味合い

での見直しが必要だと考えております。 
 また、北広島市の総合計画につきましてもお手元にお配りしておりますが、これは今年の４

月から第５次計画としてスタートしたばかりのものです。都市計画マスタープランの上位計画

である総合計画との整合を図る必要もあります。 
 例えば将来人口に関しては、これまでの総合計画では平成２２年で６万７千人と推計し、将

来人口は９万人を想定しておりました。現在の都市計画マスタープランでもこれに準じて、平

成３２年で７万２千人となっておりますが、第５次の総合計画では、平成３２年で６１，５０

０人と設定されており、かなり減少した数値が示されております。 
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