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平成２３年度【第４回】北広島市都市計画審議会 
 

１ 日  時    平成２４年１月１８日（月） １３時００分～１４時１０分 

 

２ 場  所    北広島市役所本庁舎２階会議室 

 

３ 出 席 者    委  員：会長ほか６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     

 【審議事項】 

  １）北広島市都市計画マスタープランの見直しについて     

（テーマ）第５次総合計画と都市計画マスタープランの比較等について 

  ２）専門委員会の設置について 

 

 

●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 （欠席） 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 （欠席） 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４回北広島市都市計画審議会を開会いたし

ます。最初に企画財政部長の岩泉よりご挨拶を申し上げます。 

  

２ 事務手続等 

◆岩泉企画財政部長 本日は大変お忙しい中、委員の皆様には北広島市都市計画審議会にご

出席をいただきまして誠にありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。  

昨年の９月に諮問させていただきました「北広島市都市計画マスタープランの見直し」に

つきましては、前回、前々回で見直しのスケジュールをご説明し、人口の問題や今後のまち

づくりの方向性などについてご議論いただいたところです。 

本年も、このマスタープランの見直しがメインテーマでありますので、８月の答申に向け

て皆様のご尽力をお願い致します。 

本日のテーマは、「第５次総合計画と都市計画マスタープランの比較等について」というこ

とで、委員の皆様には闊達なご議論をお願い致します。 

また、今後の見直しを進めていくなかで、法的な部分や制度的な部分などでかなり専門性

を有する面もこれから出てくるということで、専門委員会の設置につきましてもご議論いた

だきたいと考えておりますので、合わせてご審議をお願い致します。 

非常に簡単ではございますが挨拶に代えさせて頂きます。どうもありがとうございました。 

 

◆事務局（髙橋課長） 部長につきましてはこの後別の用務がございまして、これで退席さ

せていただきますのでよろしくお願い致します。 

それでは次第３に移ります。瀬戸口会長よりご挨拶をいただき、これ以降の進行につきま

しては会長にお願いしたいと思いますので、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。本年もよろしくお願いいたします。 

先週、大学のセンター試験がありまして報道を賑わしているところですが、センターで作

った仕組みが複雑なため、いろいろとミスがおきているようです。 

これに限らず世の中が頭でっかちになって、制度さえ作れば全て自動的に物事が動いてい

くというような風潮になってきているように思われますので、是非、この場では現場的な感

覚を持ちながら、議論をさせていただきたいと思っております。本日はよろしくお願い致し

ます。 

それでは議事に入ります前に、本日の審議会の成立について事務局より報告をお願いいた

します。 

 

◆事務局（式場主任） 本日の審議会の出席者は１０名中７名でございます。都市計画審議

会条例第５条第２行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。なお、本日の

欠席者は太田副会長、奥田委員、松原委員です。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆瀬戸口会長 ただいま事務局より会議の成立について報告がありました。 

それでは、次第にしたがって議事を進めさせていただきますが、本日の議事録署名人につ

きましては７番の野村委員と８番の鈴木委員にお願いしたします。よろしいでしょうか。 

 

（両人承諾） 
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４ 議 事 

◆瀬戸口会長 それでは次第５の案件につきまして、議案第１号の都市計画マスタープラン

の見直しについて、事務局より説明をお願いします。 

 

◆事務局（髙橋課長） それでは本日の議題のテーマである「第５次総合計画と都市計画マ

スタープランの比較等について」の説明に入る前に、私の方からこれまでの都市計画審議会

の審議過程などについて振返らせていただきたいと思います。 

昨年９月５日に開催しました第２回都市計画審議会では、北広島市長から都市計画マスタ

ープランの見直しの検討について、審議会に諮問させていただいたところであります。 

そのなかでは、見直しの必要性や大まかな検討スケジュール、また将来人口の推計や現在

の市外区域の収容可能人口などについて説明させていただいたところであります。 

前回１１月１日に開催しました第３回都市計画審議会においては、今後のまちづくりの方

向性について、皆様のご意見をいただいたところであります。 

具体的なご意見としましては、コンパクトシティーを目指すとのことですが、北広島市は

もともと５地区の市街化区域に分散しているまちであること、まちのほぼ中心には国有林が

広がっており、それを取り囲むように５地区の市街化区域が配置されているまちで、このこ

とが他のまちとは大きく違う点であること、北広島団地の高齢化について問題提起されたこ

と、また、恵庭市などと比較しますと住宅地価格が高く、新たに住宅を求める選択肢におい

ては、そのことが大きく影響しているのではないかということ、大曲地区についてはインタ

ービレッジやアウトレットパーク立地などにより、現在一番活気がある区域となっているこ

と、それから、治安面ではまちが分散している事によりデメリットがあると感じていること、

最後に、分散しているまちをどうやってネットワークでつないでいくかが、今後の北広島市

のまちづくりを進めていく上で大切なことではないかということ、などが出されました。 

本日の議題につきましては、ご案内のとおり、総合計画と都市計画マスタープランの比較

について説明させていただきます。それから２点目になりますが、専門委員会の設置につい

てということで、今後の都市計画審議会での検討の進め方につきまして、議案第２号のなか

で提起させていただきたいというように思います。 

それでは前置きが長くなりましたが、議案第１号「第５次総合計画と都市計画マスタープ

ランの比較等について」でありますが、平成１６年に都市計画マスタープランを策定した時

点から現在までに進めてきたまちづくりや、未だに課題となっている点などについて説明さ

せていただきたいと思います。 

併せて、昨年からスタートしました第５次総合計画と不整合になっている主な点につきま

しても説明させていただき、全体で認識の共有を図ってまいりたいと考えております。 

では、早速担当より説明をさせたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◆事務局（千葉主査） それではまず、お手元にお配りした資料等につきましてご説明させて

いただきます。 

お手元にＡ３判の資料がございますが、資料１となっていますのが第５次総合計画を模式図

で表したもので、計画の主要な事項について記載しております。資料２につきましては現在の

都市計画マスタープランの内容を同様の図面に表したものです。２枚つづりの資料３につきま

しては、総合計画とマスタープランの内容を対比したものを一覧表にまとめたものです。 

Ａ４判の資料４につきましては、都市計画マスタープランが策定されてからこれまでのまち

づくりに関わる主な成果や、未だに達成されていない事項、第５次総合計画で新たに加えられ

た事項などについて、概要をまとめたものです。 
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それでは、これまでのまちづくりの主な成果などについてですが、まず、これまでに拡大さ

れました市街地について説明いたします。 

東部地区では、道道栗山北広島沿線の中の沢地区、現在は美沢４丁目、５丁目となっており

ますが、平成１７年に市街化区域に編入されました。マックスバリューといった食品スーパー

やツルハなどの商業施設が立地しておりますが、一部に未利用地が残っており、今後も施設誘

致を進めていく必要があります。 

大曲地区では、大曲インターチェンジ向かいの羊ヶ丘通沿道の大曲幸地区が、平成１７年に

市街化区域に編入されました。これは組合土地区画整理事業で整備されたもので、インタービ

レッジ大曲や三井アウトレットパークといった大型商業施設が立地しており、土地利用は順調

に進んでおります。 

西部地区では、羊ヶ丘通や国道３６号の沿道で、新たな工業団地の整備が検討されておりま

したが、平成２２年には市街化区域に編入され、現在土地開発公社により平成２６年の完成を

目指して造成工事が進められております。 

次に西の里地区ですが、ここには西の里南地区がありまして、現在の西の里南１、２丁目に

なりますが、平成１８年に市街化区域に編入されました。この地区は市の出張所などの周辺の

既存市街地であり、市街化区域編入に伴って道路や公園、下水道などのインフラ整備が進めら

れておりまして、市営住宅の建て替えも完了した地区です。 

また、緑の関係につきましては、「富ヶ岡の森」が市民の森として位置付けられ、森林の体

験学習ゾーンとして整備が進められております。 

農業の関係では、大曲で平成２２年に「くるるの杜」がオープンし、都市型農業を展開して

おりまして、市内外からの来訪者で賑わっております。また市民農園なども市内各所に開設さ

れております。 

また、大曲のコミュニティーセンターとして、「夢プラザ」が平成１８年に開設されており

ます。 

次に、都市計画マスタープランにおける未達成の事項についてご説明します。 

マスタープランでは、北広島団地地区、東部地区、大曲地区、西部地区、西の里地区の５地

区それぞれに、コミュニティーの中心となるべき地区核を形成することとしておりました。す

なわち団地の住民センターの周辺、東部の市役所近辺、大曲の道道沿線、輪厚の国道３６号沿

線、西の里の国道２７４号沿線などですが、地区核としての機能が不十分なところもあり、新

たな商業施設の立地により核の位置がずれてきている地区もあります。 

また、北広島団地では、多様な住まい方のできる年齢構成の偏りの少ない地区の形成、とい

う目標が掲げられておりましたが、平成２２年３月に策定されました「北広島団地活性化計画」

を受けまして、「地域のお茶の間」や「空き地・空き家バンク」などの施策が始まったばかり

です。 

ＪＲ北広島駅周辺の商業施設や公共施設の立地につきましては、芸術文化ホール横の空地で

は土地利用の検討が進められておりますが、駅の東側では低未利用地が目立っており、施設誘

致に努める必要があります。 

きたひろしま総合運動公園につきましては、整備計画を検討中であり、未だ開設に至ってお

りません。 

西の里地区のＪＲ上野幌駅周辺では、行政界の問題や現状有姿分譲地の問題などがあり、現

在も整備が進んでおりません。 

最後に、第５次総合計画で新たに加わった、都市計画マスタープランとの違いについてです

が、第５次総合計画のテーマや基本目標などは、現都市計画マスタープランと大きくは変わっ

ていないと考えております。 
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しかし、少子高齢化社会により人口減少が現実のものとなっているなかで、土地利用につい

ては「市街地の無秩序な拡大抑制」や「既存ストックの有効活用」を行うとされています。ま

た、住宅地域では「低未利用地の有効活用」を図ることとされており、農業地域では、農地保

全を強化する姿勢が示されております。これらは都市計画マスタープランでも謳われておりま

したコンパクトなまちづくりという考え方に沿ったもので、このあたりが総合計画でも強調さ

れているものと考えております。 

なお、個別の事項につきましては、新たな事項が加えられております。 

まず、新たな工業団地の整備を検討するとされておりまして、大曲や輪厚、または北の里な

どの既存工業団地周辺での展開が想定されます。 

次に、東の里に大規模な遊水地が整備されることとなり、その利活用施設を検討することと

なっております。 

また、輪厚パーキングエリアにはスマートインターチェンジが整備されたことから、その周

辺の土地利用について検討することとされています。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。 

 

◆瀬戸口会長 それでは、お手元にマスタープランの模式図と総合計画の模式図が配布さ   

れておりますので、これをもとに皆様のご意見を伺おうと思います。似たような図面ですが

違っている点もあります。 

 意見を伺う前に、これらの計画の年次はいつの段階のものですか。 

  

◆事務局（高橋課長）  総合計画は平成２３年で、マスタープランは平成１６年です。 

 

◆瀬戸口会長 そうすると既に実現している課題については、総合計画の図面に載ってこな

いという点もあり得るわけなので、単純に中身が違うということではなく、その辺も頭に入

れてご意見を伺いたいと思います。 

 最初に前回までの議論をいろいろと報告していただきましたが、北広島市というのはどこ

か一つが中心では無くいくつかの核がある、という認識に立つというのはその通りだと思い

ます。 

５つの地区があって、それぞれをしっかりネットワークするというのは大事なことだと思

います。その中でネットワークがあまりできていない部分というのが、この図面を見るとよ

くわかります。 

大曲と輪厚は国道３６号でつながっておりますし、西の里と団地や東部の方は国道２７４

号や道道江別恵庭線でつながっておりますが、東側と西側のつながりが大事になってくるの

かなと思います。 

団地、東部と大曲とのつながりは道道栗山北広島線で、これは交通量もかなり多くて立派

な道路ができておりますが、輪厚と団地のつながりというのが足りないような状況で、冬場

になると竹山の坂を越えるのは結構大変だというようなことを考えると、団地から輪厚に抜

ける道はまだ貧弱なのではないかと思います。 

これは道路を作りたいから言っているわけでは無く、輪厚につながるとなると団地が高速

道路にもつながることになり、団地の活性化にも資することになりますし、輪厚と市役所や

駅との関係も強くなってきて、輪厚のためにもなってきます。この辺のつながり方は今後考

えていく上で大事な要素の一つになると思いますが、その点はどうでしょうか。道路の性格

とか現在の状況や計画などはどうなっているのでしょうか。 
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◆事務局（髙橋課長） 道路の整備につきましては、道道栗山北広島線からクリーンセンタ

ーの傍を通って輪厚に至る市道輪厚中の沢線では、歩道の整備が進められており、この路線

は道路が広がり歩道もできることから、ネットワークとしては強化されるものと考えており

ます。 

 また、西の里側になりますが、道道栗山北広島線から北に、国有林に沿ってＪＲを越えて

国道２７４号に抜ける大曲椴山線という市道があります。ここはＪＲ千歳線にかかる橋が古

く狭隘であることから、現在の耐震基準に合わせて拡幅していきたいということで、推進計

画にも頭出しされておりますし、現在歩道が無いため、自転車道へのアクセスの要望を受け

ているところです。 

 さらに、大曲から順天病院の前を通り西の里へ抜ける市道大曲東通線につきましても、歩

道が病院の前で止まっておりその先が未整備なため、自転車道まで延伸することになってお

ります。 

 会長からご指摘のありました団地・輪厚間の広島輪厚線につきましては、かなり老朽化し

ておりまして、歩道はありますが、縦断的にも坂がきつくて走りづらい道路です。これまで

事故の多かったＳ字カーブを緩やかに改良したということはありますが、全体的な計画につ

いてはいまのところ推進計画にも具体的に載っておりません。ですから今はこちらの方にあ

まり目が向いていないと思っております。 

 この図面には無いのですが南側の島松ゴルフ場に沿った道路があり、道道江別恵庭線から

国道３６号に至る音江別島松線という市道があります。ただ周辺が市街化調整区域というこ

ともあり利用台数はあまり多くはありません。 

 ですから、団地と輪厚を結ぶとなると、やはり広島輪厚線になりますが、総合計画でも輪

厚パーキングエリア周辺の土地利用の検討することになっておりますので、その中で総括的

に整理していかなければならないと思っております。以上です。 

 

◆瀬戸口会長 今のお話では、まだ計画にはあまり載ってこないと言うことですが、パーキ

ングエリア周辺の土地利用についてはこれから検討されます。 

 それから羊ヶ丘通が高速道路を抜けて恵庭方面に向かっていくようですが、これは札幌に

つながるもう一つの動脈になってきます。 

 高速道路、国道３６号、羊ヶ丘通、工業団地などにより、輪厚周辺は業務地として整備さ

れてくる可能性がありますが、そこに勤める人たちはどこに住むのかということを考えると、

現状では札幌に住んでしまうと思います。札幌からの行き来がしやすいからです。もし、北

広島団地としっかりつながれば、その人たちが団地に住む可能性も出てきます。 

 もちろん、もっと細かく調査しなければ確定的な事は言えませんが、どうも北広島市は西

側と東側が切れているような印象があります。せっかく高速道路周辺に新たな業務地が開発

されても、このままではうまく活かしきれない、もったいないなという感じがしているもの

ですから、このようなことを申し上げました。 

 他にはいかがでしょうか。伊藤委員は何かご意見ありませんか。 

 

◆伊藤委員 ただいま瀬戸口会長がおっしゃったところは、図面を見て私も気になっていた

ところです。 

私もたまに輪厚のパーキングエリアから高速道路に出たり入ったりすることがありますが、

クリーンセンター側からだと道路が狭くて入りにくいです。 

輪厚と団地を結ぶ広島輪厚線については、現状ではこの道を通るメリットが無いと思いま

す。輪厚の人たちが北広島駅を利用するということは多いのでしょうか。 
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◆瀬戸口会長 あまり無いでしょう。せいぜい市役所に来るくらいではないでしょうか。そ

うすると別の道に回ってしまうでしょう。 

 

◆伊藤委員 この道路の性格をはっきりさせる必要があるということです。どういう性格を

もたせればこれを整備するメリットがあるというようなことが、団地との関係から整理され

ると思います。 

 

◆瀬戸口会長 ありがとうございます。他にどなたかありませんか。道路に限らず、他の話

題でも結構ですが。 

 はい、大滝委員どうぞ。 

 

◆大滝委員 総合計画で新たに加わった、東の里遊水地の利活用施設の進捗状況はどうなっ

ているのでしょうか。 

またレクの森は昔から子供たちの遊び場がたくさんありましたが、最近の利用状況等はど

うなのでしょうか。 

それと富ヶ岡の森というのが良く分からないのですが、どこにどのような施設ができたの

でしょうか。 

 

◆瀬戸口会長 ただいまの質問につきまして、事務局の方で説明願います。 

 

◆事務局（髙橋課長） 遊水地につきましては図面に入っておりませんが、東の里で１５０

ｈａの大きさですが、千歳川の治水対策のため洪水のときに一時的に川の水を溜め、河川の

氾濫を抑えるという機能を有するもので、既に今年度から掘削工事が始まっております。整

備年次については、概ね１０年程度というロングスパンで考えているものです。 

 現在、泥炭層の軟弱地盤を掘削しており、これを乾かして砂と混ぜ、築堤材料として周り

に盛上げ、大きな溜池のようなものを造るということです。 

 遊水地は常時水が付くところと洪水時以外は水が付かないところに分かれておりまして、

普段水の付かないところの利活用を考えていこうというのが、総合計画に載せてある利活用

計画の検討ということです。 

 これは、国の直轄事業として札幌開発建設部が進めている事業ですから、国と市で１０年

の間に利活用計画を考えるということです。 

 次に緑の関係ですが、現在緑の審議会でも並行して緑の基本計画の見直しを進めていると

ころです。 

富ヶ岡の森というのは、総合計画の模式図のゴルフ場の側にありますが、竹山高原温泉の

向かい側に当り、サンパークゴルフ場の開発に当って買収した土地のうち、ゴルフ場として

使われなかった土地を市に寄付していただいたもので、現在建設部で散策路を付けたのと裸

地への植樹を行っております。 

まだ整備途中で市民への開放は行っておりませんが、ゆくゆくは森林浴を楽しんだり植樹

祭を行うなど、市民の緑の活動フィールドとして利用できるよう、整備を進めているところ

です。 

レクの森につきましてはハード的な整備は特にありませんが、体験学習などのいろいろな

機会を通じて、小中学生も含めて毎年利用していただいております。 

総合計画にもありますが、団地の西側に接して昔は香梅園と言われたふれあい公園があり



- 8 - 
 

ますが、レクの森や国有林、富ヶ岡の森、サンパークのパークゴルフ場等を結ぶと、緑の中

心的なネットワーク、市民の活動フィールドになるのではないかと考えております。 

すなわち、まちの真ん中に国有林も含めた緑がドンとあり、それらを中心にして市街地が

周囲に張付いているという、まさに北広島市の特徴でありますから、後はこのネットワーク

をどのように実用的につないでいくかというのが、これからの課題ではないかと考えている

ところです。 

 

◆瀬戸口会長 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

◆尾崎委員 先ほどよりネットワークについて、会長よりいろいろとお話がありましたが、

私は基本的には地区毎にそれぞれ成長していくのが良いと考えており、前回も申し上げた通

りです。 

 あえて輪厚と市の中心部の市役所や駅との連絡の利便性を高めるとすれば、先ほどの課長

の説明にあったふるさと公園の横を通る市道があり、結構整備されていますが途中で終わっ

ているので、これを延長したら輪厚パーキングエリアあたりまでつながるのではないかと思

います。それなりの高低差はありますが、竹山を通るほどでは無い道路が整備されるのでは

ないでしょうか。 

団地内を通るとなると、閑静な住宅地にどうして交通量を増やすのかということで、住民

のなかには嫌がる人もおりますし、団地を避ければ大きく迂回しなければならないというよ

うなこともあります。 

私が一番問題だと思うのは西の里と中心部をどう結ぶのかということで、国道２７４号に

頼るしかないのか、あるいは国有林の真ん中を突き抜けるか、といったようなことを新たに

考えなければならないと思います。 

  大曲椴山線につきましては整備してもどれだけの効果があるのか、常々疑問に感じており

ます。 

 私は大曲に住んでおりますが、西の里に行くとすると、一番近くて通行しやすいのは大曲

東通です。札幌市内を抜ける感じになりますが、これは大曲と西の里のネットワークという

ことですが、西の里から市の中心部ということになると、やはり現状では国道２７４号を頼

るしかないということです。 

 

◆瀬戸口会長 はい、ありがとうございます。迂回路というか別ルートの可能性もあるので

は、ということでご意見をいただきました。また、西の里と市役所や駅周辺との関係につい

てどうするのかということもあるかと思います。 

 これから、全体としてどのような方向にもっていくかということは、これからの北広島市

にとって大事なことになると思いますので、その観点からもご意見をいただければと思いま

す。 

 他に何かございませんか。よろしいでしょうか。 

この議論は８月まで続けていきますので、また審議会の折々にご意見をいただいて進めて

いきたいと思います。 

それでは、本日の議題のふたつ目の専門委員会の設置について、事務局から説明をお願い

します。 

 

◆事務局（高橋課長） それでは議案第２号「専門委員会の設置について」説明させていた

だきます。 
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 都市計画マスタープランの見直しにつきましては、当初は、当審議会のなかで全ての議論

を行っていただき、成案まで仕上げていきたいと考えておりましたが、前回の都市計画審議

会において会長から、やはり専門委員会を設置して検討を進めたほうが良いのではないかと

のご提案をいただいたところでございます。 

 その後、事務局で会議の進め方等について検討してまいりましたが、都市計画マスタープ

ランは約８０ページの広範囲で膨大な内容であり、その検討には相当の時間を要すると思わ

れること。また、あらかじめ専門家などにより検討された素案をベースに、審議会委員の皆

様のご意見をいただいて成案として仕上げていく方がより効果的ではないかとの考えから、

審議会の途中ではございますが、市の都市計画審議会条例第３条にある専門委員を若干名置

くことができるとの規定に基づき、専門委員会を設置させていただきたいと考えております。 

 なお、専門委員会のメンバー構成などの考え方についてですが、基本的に少数で進めさせ

ていただきたいと思っておりまして、都市計画やまちづくりに見識の深い専門家３名を新た

に選任し、都市計画審議会からは代表として会長に加わっていただき、合計４名のメンバー

で具体的な内容について検討していただくというように考えております。 

 資料の５には、専門委員会を設置した場合のスケジュールの案を示してあります。大変に

タイトなスケジュールとなっておりますが、専門委員会を概ね月に一回程度のペースで行い、

６回程度の開催を予定しております。 

 都市計画審議会は、年度を跨いで５月の連休後になりますが、検討内容の中間的な報告を

行ってご意見をいただき、８月には見直し案としてまとめていきたいということでございま

す。 

 本来は昨年９月の諮問の時点で、検討の進め方や専門委員会の設置などについて、事務局

で十分検討しておくべきだったと思いますが、このたび、改めて専門委員会を設置して叩き

台をまとめ、皆様のご意見をいただいてより良い案としてまとめる、という方法で進めたい

と考えておりますので、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

   

◆瀬戸口会長 ただいま事務局の方から、専門委員会の設置についての提案がありましたけ

れども、皆さんいかがでしょうか。 

 実際に委員会に参加するのは、今のお話に出ていたような交通計画ですとか土地利用計画

ですとか、そういった専門家になるのでしょうか。 

 

◆事務局（高橋課長） これは皆様のご承認をいただかなければならない事項ですが、事務

局としても専門委員をお願いするに当たり、事前に打診してご了解をいただいておりまして、

大学の交通計画やまちづくり計画等を専門とする先生方を中心にお願いしております。 

 

 いかがでしょうか。なにかご意見はありませんか。 

 

◆野村委員 委員をお願いしている人というのは、名前を挙げられるのですか。 

 

◆事務局（高橋課長） これはご承認をいただいてからと思ったのですが、お名前を挙げる

ことはできます。 

まず、昨年度の都市計画道路の見直しでもご尽力をいただきました、地元新富町にお住ま

いの、北海道大学准教授の岸邦宏先生です。 

それから先日の道新の記事にも写真が載っていましたが、札幌市在住の北海学園大学准教

授の鈴木聡士先生です。 
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最後に地元にお住まいで、長く札幌市役所職員として都市計画関係を中心に在職されまし

た田巻春起さんです。 

以上の３名の方に瀬戸口会長を加えた４名で、事前にお願いをしておりました。 

 

◆瀬戸口会長 基本的に全員専門家ということで、ここで素案を作成して、審議会にお諮り

するということですね。 

 

◆事務局（高橋課長） はい、そうです。 

 

◆瀬戸口会長 皆さんよろしいでしょうか。それではこの議案につきましてご承認いただい

たということで、進めさせていただきます。 

 続いて、その他のスケジュールについてですが、事務局の方から説明してください。 

 

５ その他 

◆事務局（高橋課長） 大まかなスケジュールにつきましては先ほど説明いたしましたが、

ただいま専門委員会の設置についてご承認いただきましたので、早速専門委員会を開催し、

具体的な中身について検討を進めたいと思います。 

 次回の都市計画審議会につきましては年度が変わって５月中旬頃で、具体的な日程は決ま

っておりませんが、近くになりましたら日程を調整して連絡させていただきたいと考えてお

ります。 

 

◆瀬戸口会長 それではただいまの日程やこれまでの議論について、全体的にご意見やご質

問等があれば伺いたいと思いますが、いかがですか。ありませんか。 

 この都市マスは、北広島市の将来のまちづくりを考える上でも大事な要素になってきます

ので、これからもいろいろとご意見をいただきたいと思います。 

 基本的にはマスタープランというのは総合計画に即するという位置付けになっております

ので、この総合計画を基本にもう少し細かいまちづくりのことを考えていくということにな

っております。ですから総合計画からそんなに逸脱したものは無いと思いますが、具体的に

どこの地区でどういうようなことを進めていくのかということや、先ほどのネットワークの

議論も進めていきたいと思いますので、またこの審議会で活発なご意見やご議論をいただき

たいと思っております。 

 それではよろしいですか。これで本日の審議会を終了いたします。 

本日は足元の悪い中ありがとうございます。また次回の審議会もよろしくお願い致します。 

 

６ 閉 会 

◆事務局（髙橋課長） 以上をもちまして、平成２３年度第４回北広島市都市計画審議会を

終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

※この議事録につきましては、重複した言葉使い、明らかな言い直しがあったもの等を整理し作成しています。 
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