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平成２４年度【第２回】北広島市都市計画審議会 

 

１ 日  時    平成２４年１１月７日（水） １０時００分～１２時００分 

 

２ 場  所    中央会館 ２階 学習室 

 

３ 出 席 者    委  員：会長ほか７名 

          北広島市：市長ほか１名   

          事 務 局：都市計画課長ほか３名 

          傍 聴 者：なし 

 

４ 議  事     

 【事前説明案件】 

  １）札幌圏都市計画用途地域の変更について 

  ２）札幌圏都市計画特別業務地区の変更について 

  ３）札幌圏都市計画地区計画の変更について 

  ４）札幌圏都市計画都市計画道路の変更について     

 

  ●出席者 

 【委員】 

１番委員 伊藤 寛 ６番委員 坂本 勉 

２番委員 太田 清澄 ７番委員 鈴木 聡士 

３番委員 （欠席） ８番委員 田原 咲世 

４番委員 尾崎 弘人 ９番委員 長南 秀之 

５番委員 （欠席） １０番委員 野村 幸宏 

 

【北広島市】 

市長 上野 正三 

企画財政部長 岩泉 功一 

 

【事務局】 

都市計画課長   村上 清志 

都市企画課主査   笹原 拓己 

都市計画課主任   相花 悟 

都市計画課主事   佐藤 秀彦 
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１ 開 会 

◆事務局（村上課長） 定刻になりましたので、ただいまより平成２４年度第３回北広島市

都市計画審議会を開会いたします。皆様よろしくお願いいたします。 

 それでは次第の２、委嘱書の交付を行います。 

 委員の皆さまにおかれましては、平成２４年度９月１日より新たに委員として選任されて

おりますので、市長より委嘱書を交付させていただきます。皆さまその場でお立ちになり、

委嘱書をお受け取りください。 

  １番委員 伊藤  寛  様 

  ２番委員 太田 清澄 様 

  ４番委員 尾崎 弘人 様 

  ６番委員 坂本   勉   様 

  ７番委員 鈴木  聡士  様 

  ８番委員 田原  咲世  様 

  ９番委員 長南  秀之  様 

 １０番委員 野村  幸宏  様 

 

◆事務局（村上課長） 尚、委員の任期につきましては北広島市都市計画審議会条例第２条

第３項の規定により、２年となっておりますので、平成２６年８月３１日までとなります。

委員の皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。 

  

２ 事務手続等 

◆事務局（村上課長） それでは続きまして、市長よりご挨拶申し上げます。 

 

◆上野市長 みなさんおはようございます。市長の上野正三でございます。今日は、皆様方

にはなにかとお忙しい中、都市計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとうござい

ます。ただいま都市計画審議会委員の委嘱をさせていただきました。この委嘱にあたりまし

ては、快く委員をお引き受けいただきましたことに、厚く感謝を申し上げます。そして、皆

様方には日ごろから、北広島のまちづくりのために、大変ご理解とご協力をいただいており

ますことに、厚く御礼を申し上げます。 

北広島のまちづくりについてでありますけれども 40 年代半ばまでは純農村地ということ

で緩やかに発展をしてきておりまして、45 年で人口約 9000 人でありました。45 年に北広

島団地の造成が始まり、また各地区で住宅団地の造成、さらに工業団地の造成等が始まりま

して人口が急増いたしまして、平成 8年には北広島市となり、現在人口 6万人の住むまちへ

と発展をしてきております。 

まちづくりにつきましては総合計画によるまちづくりということで、45年にスタートをし

ておりまして 10 年を一区切りに総合計画によるまちづくりを進めており、現在５期目のま

ちづくりがスタートをしております。このまちづくりの基本につきましては、自然と創造の

調和した豊かなまちを基本にしておりまして、昨年からはじまった第 5期の総合計画ではこ

の 10 年後の都市像を希望都市、交流都市、そして成長都市という 3 つの都市像に向かって

スタートをしております。北広島市は札幌市に隣接をした地理的な優位性また恵まれた交通

網、さらには緑豊かな自然環境にこれを生かしたまちづくりを進めているところであります。 
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この間皆様方には市街化区域の拡大または道路の関係、都市計画マスタープラン等さまざ

まなこのまちづくりに関する計画等にご意見等いただき、まちづくりを進めてきております。         

現在、国も地方を少子高齢化、人口減少の時代に入っておりましてまちづくりも大変厳し

い環境ではありますけれども、皆様方の様々な意見等を伺いながら、この長期総合計画で目

指すまちづくりに向けて、行政を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞ皆様方の

お力添えをよろしくお願いを申し上げましてごあいさつとさせていただきます。今日はどう

もありがとうございました。 

 

◆事務局（村上課長） 続きまして、今回三名の委員の方々が改選になっています。各委員 

の皆さまから自己紹介をお願いしたいと思います。席順に１番の伊藤委員の方から番号順に 

お願い致します。 

 

◆伊藤委員 皆さんおはようございます。地元道都大学におります、伊藤寛と申します。継 

続でございますけれども、時間の許す限り北広島市の都市計画に力を注ぎたいと思いますの 

でよろしくお願い致します。 

 

◆太田委員 札幌学院大学の太田でございます。前期に引き続きまして続投ということでご 

ざいます。よろしくお願いを申し上げます。 

 

◆尾崎委員 ４番の尾崎弘人でございます。市議会議員をやっておりまして、市議会議員と 

しての充職ということで、やらせて頂きます。よろしくお願い致します。 

 

◆坂本委員 おはようございます。北広島交番所長の坂本です。前期に引き続きまして続投 

ということになっておりますけれども、私もなんせ素人でございますけども、充職というこ 

とで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆鈴木委員 北海学園大学の鈴木と申します。今回初めて任命して頂きました。今、北広島 

市と関わらせていただいてるのは総合計画の推進だとか道路の条例の見直し等々で色々お世 

話になっているところです。また勉強させて頂きたいと思っております。よろしくお願い致 

します。 

 

◆田原委員 社会保険労務士の田原咲世と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 

◆長南委員 長南秀之と申します。北広島市で農業をしております。農業委員会の推薦を受 

けてこの審議会に参加をさせていただいております。どうぞよろしくお願い致します。 

 

◆野村委員 最後になりました、私、野村と申します。尾崎さんと同様、議会からの選出で、 

担当の議会の委員会は建設というところと、教育委員会の文教というところで建設文教常任 



- 4 - 

 

委員長をしております。皆さん簡単に自己紹介をされておりましたけれども少しだけ私の方 

も自分の個人的な趣味が１つございまして、今、北広島の自然が沢山あるなかでその中で長 

南さんと同じく農業をしているんですけれども、毎日色んな動物ですとか植物ですとかそう 

いった感動に出会うまちなんです。それで、デジカメを片手に毎日畑の中で何かいろんな珍 

しい動物が出たとかいうことがあったときには、写真を撮ったりして、それを今できれば北 

広島独自の動物図鑑・植物図鑑というのをつくりたいなという今の夢でございます。 

 

◆村上課長 皆様ありがとうございます。それでは事務局側もかわっておりまので、自己紹 

介をさせて頂きます。岩泉部長からお願いします。 

 

◆岩泉部長 企画財政部長の岩泉と申します。どうぞよろしくお願い致します。委員の皆様 

には 26年の８月末までの任期でございます。２年間という長丁場でございますけれどもそ 

の間いろいろな懸案事項ご審議を頂きたいと思っておりますので一つよろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 私は都市計画課で課長をやっております、村上と申します。よろし 

くお願いします。 

 

◆事務局（笹原主査） 都市計画課主査の笹原と申します。よろしくお願いします。 

 

◆事務局（相花主任） 都市計画課、相花と申します。４月からこちらの都市計画課に配属 

になりまして私もまだ不慣れな点がありますけれども、よろしくお願い致します。 

 

◆事務局（佐藤主事） 今年度より北広島市役所都市計画課に配属になりました佐藤秀彦と 

申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 

◆事務局（村上課長） それでは、事務局一同どうぞ一つよろしくお願いします。このあと、 

上野市長、岩泉部長につきましては、公務がございますので、申し訳ございませんが、ここ 

で退席させて頂きます。 

 

◆上野市長 皆さんよろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長）それでは続きまして次第の５でございます。会長、それから会長代理 

の選出でございますけれども、会長につきましては、都市計画審議会条例４条第１項の規定 

に基づきまして、学識経験のある者につき、任命された委員の内から委員の選挙によって定 

める、となっております。立候補ないしは推薦等がございましたら、お願いをしたいと思う 

ますが、いかがでしょうか。 

◆伊藤委員 はい。推薦いたします。前期、会長代理、副会長を務めておられました太田先 

生に会長をお願いしたいと思いまして、推薦いたします。 
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◆事務局（村上課長） 今、太田委員を会長にというご意見がございましたが、皆様、いか 

がでしょうか。 

 

◆一同 異議なし。 

 

◆事務局（村上課長） それでは、太田委員に会長をお引き受けしていただきたいと思いま 

すので、どうぞよろしくお願いします。 

 

◆太田会長 ご推挙頂きましたので、謹んでお引き受けさせて頂きます。よろしくお願いを 

いたします。 

 

◆事務局（村上課長） 続いて、会長代理の指名でございますけれども、都市計画審議会条 

例第４条第３項の規定では、会長に事故がある時は、会長があらかじめ指名する委員がその 

職務を代理するとなっておりますので、太田会長の方から、会長代理の指名をお願いしたい 

と思います。 

 

◆太田会長 それでは、初仕事ということでございますので、指名をさせて頂きたいと存じ 

ます。１番委員の伊藤委員を指名させて頂きたいと思いますのでどうぞよろしく、ご意見を 

頂戴したいと思います。 

 

◆伊藤委員 はい、わかりました、お引き受けいたします。 

 

◆事務局（村上課長） それでは伊藤委員、会長代理をよろしくお願い致します。続きまし 

て次第の６でございますが、太田会長よりごあいさつをいただきまして、これ以降の進行に 

つきましては会長にお願いします。それでは太田会長、会長席の方にお移りを頂きまして、 

お願いをいたします。 

 

◆太田会長 それでは只今審議会委員の皆様のご推挙を頂きまして、会長という大役を仰せ 

つかりました、改めまして、よろしくどうぞお願い申し上げたいと思います。 

ご案内のとおり、先般都市計画マスタープランということで、この審議会の審議をいたし

まして、市長の方に答申をしたところでございます。これは後から、事務局の方から説明が

あるというふうに承っておりますけれども今月、もう間もなく、市民の皆様の意見、お声を

お聞きするというパブリックコメントということを経て、当審議会で承認いたしました中身

の成案に至るというふうに私自身認識しております。まず例えば都市マスタープラン、これ

ら含めて、今後２年間という長丁場でございますけれども、さまざまな課題が審議事項とし

て上がってくると思いますので、その都度皆様方の英知を結集させていただきまして、的確

なご審議、助言をもって上野市長に答申をしてまいりたいというふうに考えてございます。 
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それで、私自身、これは私見になるわけですけれども、北広島市の都市構造含めて非常に

難しい都市であるなという認識と同時に、札幌都市圏のこのポジションから考えても非常に

魅力ある都市である、ポテンシャルのある都市であるということを、まさに私見ではござい

ますけども強く感じている都市でございますので、繰り返しで恐縮でございますけどもこの

審議会が皆様の英知を結集させていただきまして機能 120％して将来、明日の北広島市の未

来に向かって、頑張ってまいる所存でございますので、その都度、皆様のご協力を賜りたい

というふうに考えております。大役を仰せつかるにあたりまして、簡単ではございますけれ

ども、私どもからのご挨拶とさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 

◆太田会長 それでは早速でございますけども、本日の審議に入りたいと思います。まずは 

事務局から、審議会の成立につきまして、ご確認をよろしくおねがいします。 

 

◆事務局（佐藤主事） 本日の審議会の出席者は１０人中８名で奥田委員と岸委員が欠席さ 

れております。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が成立する 

事を報告いたします。 

 

◆太田会長 ありがとうございます。ただ今事務局から当審議会が成立したという旨の確認が

ございましたので、早速審議に入らさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆太田会長 まずは議事録署名委員の指名をさせていただくことでございますけれども、今

回新たにこのメンバー、体制でスタートということでございますので１番の伊藤委員、４番

の尾崎委員にお願い申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

 

（両者承諾） 

 

４ 議 事 

◆太田会長 それでは以降、具体的な案件について審議してまいりたいと考えております。

では、お手元に資料をお配りしております議案書を再度ご確認いただきたいと思います。ペ

ージをめくっていただきまして会議次第で、議案８番の案件ということで今回審議事項では

ございません。報告事項という位置づけかと思いますが、４件予定してございますので順次、

事務局の方からご説明いただけますでしょうか。 

 

◆事務局（笹原主査） それでは準備をさせて頂きます。 

◆太田会長 まずは議事次第の第１号、札幌圏都市計画用途地域の変更について早速ご説明 

いただきます。 
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◆事務局（笹原主査） それでは説明をさせて頂きます。事前説明案件第１号札幌圏都市計 

画用途地域の変更についてでございます。 

皆様方に資料をお配りしておりますが、パワーポイントをプリントした資料の他に「北広 

 島の都市計画」という冊子もお配りしておりますので、こちらも使いながら説明をさせて頂

きたいと思います。 

それでは、本題に入ります前に、本日の案件であります、用途地域、それから特別用途地

区、地区計画など、こういった内容について、少しご説明をさせていただきます。お配りし

ております、「北広島市の都市計画」の４ページをご覧になっていただきたいのですが、まず

こちらに、都市計画区域の説明がございます。都市計画法第 5 条によりますと、一体の都市

として総合的に整備し開発し及び保全する必要のある区域、と書かれております。本市は札

幌圏都市計画区域にございます。この札幌圏都市計画区域は札幌市、江別市、北広島市、石

狩市及び小樽市の一部で構成されております。本市は行政区域全域、市域全域が都市計画区

域となっております。この都市計画区域に指定している目的といいますのは 1 つ目として、

無秩序な市街化の防止、2つ目が計画的な市街化を図る、3つ目として効率的な公共投資を図

るという目的がございます。そして、この都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区

分することを区域区分もしくは線引きと言っております。基本的に市街化区域の中には住宅

ですとか、工場、商店などの建物を建てられる地域。市街化調整区域というのは市街化を基

本的には抑制する区域ですので農地、森林等といった地域が多くなっております。北広島市

は市域が 11,854ha ございます。そのうち市街化区域が 1,726ha 全体の約 15％、それ以外の

10,128ha、約 85％ですがこちらは市街化調整区域となっております。そして次の５ページを

開いていただきますと、ここで市街化区域がどのように拡大してきたかといった状況がわか

る図面となっております。最初に市街化区域を制定しましたのが昭和 45 年で、以降平成 22

年の 4 月まで北広島がどのようにまちが大きくなってきたかが市街化区域の変遷となってお

ります。ただいま説明しました都市計画区域と区域区分については北海道が決定を行います。 

続きまして、用途地域ですけれども都市計画法の第 8 条と 9 条に規定されております。市

街化区域内における建築物等をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、各種機能の混在を防

止することにより、都市全体の秩序ある発展を計り、良好な都市環境を確保しようとする制

度が用途地域を決めることとなっております。用途地域は第１種低層住居専用地域から工業

専用地域まで 12 種類に分かれております。この 12 種類の内、主に住宅が建てられる住居系

の地域が 7 種類、商業系の施設を主に建てられる用途地域が 2 種類、そして工業系の建築物

を建築できる地域が 3 種類ございます。また、この用途地域を決定する際に敷地に対する建

ぺい率それから、容積率それから外壁の後退距離、建築物の高さ等も一緒に定められており

ます。市内の用途地域図が資料の 8 ページにございます。少し小さくて見づらいですが、こ

の 8ページが北広島市の市街化の用途地域の状況であります。緑や薄い緑は住宅系、ピンク、

濃いピンクが商業系、そして、水色、紫は工業系といった分類になっております。それでこ

の各用途地域に対して建築物が建築できる制限ですけれども、その表が、９ページに一覧表

としてございます。各用途に対して建築できる建築物が、こちらの表で分類されております。
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この用途地域に建設できる建築物の制限を補完するために上乗せの規制といたしまして特別

用途地区と地区計画が、これは今日の 2 番目、3 番目の説明案件なんですが、そういった上

乗せの規制がございます。 

特別用途地区ですけども、先ほどご説明しました１2 種類ある用途地域内の一定の地区の

特性にふさわしい土地利用の推進、環境の保護などを図るために定めております。これらは

用途地域を補足する制限であります。本市では第１種と第２種の特別工業地区、それから第 1

種と第 2 種の特別業務地区この４種類が特別用途地区として存在しております。そして地区

計画ですけれども、地区計画は市民が日常生活を営む地区単位で各地区の特性に応じた個性

ある市街地の形成を図るために、まちづくりに必要な公園や道路などの施設それから、建築

物のあり方について定めた規制となっております。主な制限内容としましては、建築物の用

途、敷地面積、建物を建てる面積の最低限度、建物の壁面の位置の制限、形だとか色、かき

や柵これらの構造などを定めております。この地区計画ですけれども、本市では、18の地区

で約 272haについて定められております。そして今説明しました用途地域、それから特別用

途地区、そして地区計画、これらは、市が決定を行います。なお用途地域は今年の 4 月から

都市計画法の改正により北海道の決定から市の決定に権限が変更されております。 

こちらの一覧は先ほどご説明をいたしました、12種類の用途地域でございます。一番上の

第一種低層住居専用地域、こちらは建築条件が一番厳しくて、主に戸建住宅を誘導したい地

域になります。住居系の用途は下に行くほど建築面積の大きさ、高さの高い建物、それから

一部の工場なども建築可能になっております。そうしまして、真ん中の２つ、商業系の用途

地域なんですけれどもこちらは近隣商業地域、これは各地域の近隣住民の商業施設などが建

てられる地域となっております。それから商業系のもう一つが商業地域でございますが、本

市の中ではこの商業地域に定められているのが、JR北広島駅周辺と市役所周辺が主に指定さ

れております。それから工業系の用途地域ですけれども、準工業地域は住宅から、店舗、事

務所、一定規模の工場まで建築物の制限が一番少ない用途地域となっております。工業地域

につきましては、すべての種類の工場が建築可能ですが売り場面積が 10,000㎡を超える店舗

等は建築できない地区です。そして最後の用途地域ですが工業専用、こちらは工業業務系の

利便増進を図る地域で、すべての工場が建築可能でございます。そして住宅や店舗、学校、

病院、ホテルといったものは建築できない地域であります。用途地域の分布は先ほど見てい

ただきましたが、８ページの図面をごらんになっていただくと、市内の状況がわかるかと思

います。 

今回用途地域が変更になる箇所でございますけれども、市の東側に位置します北広島団地

地区内で、この団地の中に４校ありました小学校が 2 か所に統合になりました。閉校になっ

た２校の小学校の跡地利用で今回用途地域の変更を行います。こちらは、その周辺の拡大図

でございます。一番の広葉町地区ですが、こちらは旧広葉小学校でございます。JR北広島駅

から 1 キロ弱のところにございまして、周りは戸建住宅と道営住宅が建っております。こち

らの用途ですが、現在第１種低層住居専用地域ですが第２種住居地域に変更を行います。現

在の建ぺい率が 40％容積率が 50％で変更後は建ぺい率 60％、容積率 200％になります。こ

の変更する面積ですが約 2.8haとなっております。 
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この小学校跡施設の利用の主な用途なんですけれども、こちらの施設は市で維持管理を行

いまして、運営なども今後は市が行っていきます。その中で主な施設の利用用途はデイサー

ビスや学童クラブですが、これは建築基準法上では児童福祉施設等に分類をされまして、約

1450㎡でございます。それから北広島エコミュージアム、地域の交流スペース、集会所の用

途に似たものとなります。このエコミュージアム、地域交流スペースというのは先ほどの建

築基準法上では主な用途として博物館もしくは事務所といった用途になります。これらの建

築面積が約 3150㎡ございます。そして体育館ですが、体育館の面積が 770㎡ございますが、

これについては地域の体育施設として開放をする予定になっております。 

それからもう 1つ閉校になった旧緑陽小学校ですけれども、都市計画の変更上、地区の名 

前を付けなければいけないものですから、広葉町地区と緑陽町地区と命名させていただいて

おります。こちらも現在用途地域が第一種低層住居専用地域からこちらの方は第二種中高層

住宅専用地域に変更いたします。建ぺい率につきましては現在の 40％から 60％へ、容積率が

50％から 200％になります。こちらの小学校敷地の面積は約 2.9ha となっております。この

2 つの小学校跡施設なんですが、どちらも建物はそのまま使いまして内部の改修で対応をし

ていきます。こちらの旧緑陽小学校につきましては社会福祉法人が運営管理をしていきます。

主な利用内容といたしまして、複合型福祉サービス施設、それから児童デイサービス施設な

どといった児童福祉施設等が約 600 ㎡それからグループホーム等サービス付き高齢者住宅こ

れを建築基準法上では寄宿舎・共同住宅といった分類になるんですけどもこちらが約 2200

㎡ございます。そして地域交流スペース、地域に開放いたしますスペースですが、こちら約

1170㎡の面積となっております。 

これらの施設の利用につきましては、学校跡施設利活用計画に基づいたものとして先ほど

も申しましたが、旧広葉小学校は市が管理運営、旧緑陽小学校につきましては社会福祉士法

人が管理運営をおこなっていきます。どちらの施設も今年度設計を行いまして平成 25年度に

施設の改修そして 26年度から供用開始する予定でございます。 

そういたしまして、用途地域の制限表を先程見ていただきましたが、9 ページでございま

すが、この分類表の中で中間よりちょっと上の方に事務所等という分類がございますが、こ

の中で、旧広葉小学校はエコミュージアム、それから地域交流スペース、これは先ほども分

類で申しましたが、博物館や事務所といったスペースとなっておりますので、これらが 3150

㎡で 3000㎡を越えているため、これに適合する用途といたしまして第二種住居地域に変更と

なります。それから旧緑陽小学校でございますが、これはいちばん大きな面積を使う用途が

地域交流スペース、これは集会場という用途なんですけれども 1500 ㎡以下で 2 階建て、現

在の建物が２階建てですので、２階建て以下になります。そのため、この基準に合致する用

途地域が第２種中高層住居専用地域となりますので、この利用用途に合わせた変更となりま

す。こちらは現在の用途地域の面積の新旧対称表でございます。ご覧になっていただくとお

分かり頂けると思いますが、一番右側が増減の値で、第１種低層住居専用地域が減少しまし

て、第２種中高層、それから第２種住居地域が増加することとなっております。トータルの

用途地域の面積は変わりございません。ただ表の中で小数点以下の数値は丸めておりますの

で、誤差が出ております。 
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次に変更予定でございますけれども、これまで北海道の都市計画課と下協議を行ってまい

りました。今日この都市計画審議会で事前説明を行いましたあと、北海道に事前協議の書類

を提出いたします。その後、回答をいただきまして、１月には案の縦覧、これは必ず２週間

の縦覧期間を設けなくてはいけません。そして 1 月下旬に予定しております、都市計画審議

会で諮問答申を行います。その後 2 月下旬に北海道に本協議、それから３月下旬に決定告示

を行いまして、この 2つの小学校施設の用途地域の変更を行っていきたいと思っております。

用途地域の変更については以上でございます。 

 

◆太田会長 ありがとうございました。先ほど今回の案件につきましては、審議事項ではな 

くて報告事項というふうに私はご説明申し上げましたけども、厳密には次回以降になろうか 

と思いますけども、この１号含めて４件案件がございますが、この審議会における審議事項 

となりますので、本日は事前説明という位置づけが正確でございます。事前説明 

という形で今日の説明をさせていただきましたので次回の審議会で、この案件につきまして 

審議をさせて頂きたいと思います。他もすべて共通でございます。今日の案件の中で事前説 

明という位置づけてございますので、不明な点ご意見があれば直接私、あるいは間接的に事 

務局の方にご意見等々を賜ればと思っております。 

今、説明を色々させていただきましたが、この時点におきましてご質問、あるいご意見が 

 あればと思いますがいかがでございましょうか。非常に中身が大きい複雑な内容になってい

ますので、今日の資料を再度ご一読いただいて、先ほど申しましたように直接私の方、ある

いは事務局の方に後日ご意見を頂戴したいということもあろうかと思っております。重ねて

なにか、この時点でご意見ご質問事項あれば。頂戴したいと思います。よろしいでしょうか。

先に進めさせていただいてよろしいでしょうか。続きましては、案件の２号、特別用途地区

の変更についてということで、説明を続けてください。よろしくお願いします。 

 

◆事務局（笹原主査） それでは事前説明案件第 2号、札幌圏都市計画特別用途地区の変更 

でございます。それでは、現在特別用途地区に指定されている場所と、主な建築物の制限で 

あります。先ほどもご説明しましたが、特別用途地区は本市内には４種類指定されておりま 

して、第１種特別工業地区でございますけれども大曲の準工業地域の一部、大曲の北広島イ 

ンターチェンジの周辺になります。こちらの第１種特別工業地区に建築できない主な建築物 

は風営法の適用を受ける建築物の一部、それからホテル、旅館、工業等です。 

第２種特別工業地区ですが、こちらは大曲工業団地と大曲の一部それから輪厚の一部今回 

市街化区域に入れて現在造成しております輪厚工業団地の中、こちらのほうに規制がかかって

おります。制限の概要といたしましては住宅や福祉施設の一部、それから工場の種類によって

は建てられない工場もございます。 

第１種特別業務地区でありますが、これは輪厚それから美沢の準工業地域の一部に規制が   

 かかっておりまして、住宅や学校、それから病院、福祉施設の一部と風営法の適用を受ける

建築物、それから工場の一部が建築できないものとなっております。 

第２種特別業務地区ですが、輪厚、共栄町、それから共栄、西の里の準工業地域にかかっ
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ておりまして、風営法の適用を受ける建築物、工場の一部が制限されております。      

現在指定されている地区を都市計画図に表したものですが、第１種特別工業地区、これが

先ほどご説明しましたように北広島インター周辺、第２種特別工業地区が大曲と輪厚の工業

団地それから第１種特別業務地区、これが輪厚元町と美沢それから第２種特別業務地区これ

が西の里、共栄町、それから輪厚中央が指定されております。 

この中で、今回東部にございます中の沢地区の一部、こちらの特別用途地区の変更を行い

たいと思っております。こちらが拡大図ですけれども、左上の黒い丸が付いたところがござ

いますが、こちらは現在マックスバリューやアイベルといった商業施設と、向かいにはパチ

ンコ店、それからガソリンスタンドが建っているところでございます。この中の沢地区は平

成 17年に市街化区域に編入をいたしました。その後、商業・業務系などの土地利用を図って

きました。先ほどもご説明しましたが、道道栗山北広島線の南側には、食品スーパーやドラ

ッグストア雑貨、衣料店などが立地しております。それから道路の北側にはパチンコ店、ガ

ソリンスタンド、こういったものが立地しております。そして今赤く囲ってあります、約 2.8ha

の地域ですけれども、さまざまな土地利用を検討してきましたが、市街化区域に編入以来、

現在もまだ土地利用が図られておりません。 

この未利用地の土地利用促進をするために、開発事業者でありました三共産業より都市計画

の提案制度という制度がございまして、こういった用途地域や特別用途地区は提案をすること

によって、この内容を都市計画審議会にかけて審議すると言う制度がございまして、特別用途

地区の制限を一部緩和するという提案がございました。 

提案の内容ですけれども、現在特別用途地区で規制されております病院や老人福祉施設等こ

ういったものを建設可能にする提案をこの度受けました。現在の建築制限の内容なんですけれ

ども、ただいま出ております、第１種特別業務地区で規制されている建築物の内容がこちらの

上の方に出ている内容でございます。このうちの３番と４番の病院、老人ホーム、身体障害者

福祉ホームその他これらに類するものの規制を緩和して欲しいということで提案がなされま

した。市といたしましては、近年の社会情勢、それから東部地区での商業業務地区での需要の

減少こういった状況から、現在の規制内容であれば今後も土地利用の見通しが厳しいと思われ

ることから、現在の周辺環境の悪化につながる要因等もないことから、北海道とも協議を行い

まして土地利用の促進を図るために支障はないということで判断をいたしました。 

したがいまして、現在、第１種特別業務地区がかかっておりますけれども新たに第３種特別

業務地区の指定を行いその内容といたしましては、第１種特別業務地区の内容の３番と４番、

病院・老人ホーム身体障害者の福祉ホーム、その他これらに類するものといった内容を削除し

た内容で第３種特別業務地区の規制をかけたいと考えております。 

こちらは先ほど用途地域で説明しましたが、面積の新旧対照表でございます。第一特別業務

地区から第３種特別業務地区へ約 3ha変更をおこなっていきたいと考えております。 

今後の予定についてですが、先ほどの用途地域の変更とほぼ同様の予定になっております。

ただ一点、用途地域と違うのが、特別用途地区につきましては、北広島市特別用途地区建築規

制条例といいましてこの都市計画の変更とは別に条例にも規定されておりますので、条例の内

容も同様に変更をかけなくてはいけません。この条例の内容変更を 3月の定例会にかける予定
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でおります。変更の内容としては同じなのですが、都市計画決定の変更を議会にかけるのでは

なくて、条例の変更を議会に諮ることが一点、用途地域と違うところであります。最終的な決

定告示は先ほどの用途地区と一緒に来年の 3月下旬を予定しております。特別用途地区につい

ての説明は以上です。 

 

◆太田会長 事務方から説明がありましたように、この変更につきましては、事業者から都 

市計画提案制度という法的に定められました制度を使って申し出があったことに対して審議 

をしてまいるということでございますので再確認ください。この案件につきましてご質問ご 

意見があれば、賜わりたいと思いますけども 

 

◆野村委員 はい。 

 

◆太田会長 お願いいたします。 

 

◆野村委員 それでは、今のお話を聞いて、実ははじめの方の団地の中の２ヶ所どういう施 

設が建ったらこういう変更をしなくてはいけない、というのは議会を通して聞いております。 

当然その中に今は住民参加条例もありますから、色々な人達の委員の人達も含めて何年間か 

意見を聞いて、ということがありまして、ただ、実は、私も不勉強かもわかりませんけれど 

も、建設の方でも、教育の方でもなくて今回の中の沢のところの話を初めて聞きました。そ 

してもう一つ、懸念する事は、今駅前の西口・東口ございますけれども、芸術文化ホールの 

ある方なんですけれども、ここも病院を建てるですとか、今まで商業地区でいろんなイベン 

ト・お祭りなどできたところが病院などのそういった静的なものをつくることによってそう 

いったお祭りとかもできなくなるとか、いろいろな問題も出てきております。 

ただ、きょう初めて聞いたものですからどこまでの者がどのようにというのはわかりませ 

んけれども、ちなみに病院がくるなら、どういった病院なのかということもあるでしょうし、

あとはクリニックなら大きな問題は無いけれども、病院となると、ベットをかかえるような

病院という風になれば困りますし、それによってまだ開発途上のいろいろなところに支障が

出てくる可能性もあるので、先ほどの理由で。静かな部分のですよね、老人ホームなどとい

ったものは。それはもう決まってしまったというふうになるとあとで非常に問題が出てくる

可能性があるのでもうちょっと色んな意味でどういうようなものがくることによって、周り

のものが、今まで営業できたものができなくなるだとか、そういうことは整理した方が良い

と思うのですが、その点はいかがでしょう。 

 

◆太田会長 はい。よろしくおねがいします。 

 

◆事務局（村上課長） 用途地域の変更については、今までは個別具体にこういうものを建 

てたいので、こういうふうに用途を変更して欲しいというのが一般的というか、多かったの 

ですが、提案制度等もできまして、個別具体的に決まっていなくても、こういうふうに、土 
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地利用を図っていきたいという意向、思いも、提案できるようになっています。 

それで今年の 4月以来、相談を受けておりましたのは、具体的にいいますと、今年、市で 

特別養護老人ホームの公募をかけたときに、ここの土地でやれないかということで、開発事

業者側の方に引き合いがあって、そこから私どもに相談があったのですが、今の用途には上

乗せがかかっており、社会福祉ホーム等、老人施設もそうですけれども、建設できないとい

うことで、それについて今回は公募には間に合わないからあきらめるが、社会福祉系統の施

設の建設が増えてきていますので今後に向けてそういうまちづくりを図っていきたい、とい

うことでまず提案があったということが 1つです。 

また、具体的な計画ということではありませんが、病院ということでは特別養護老人ホー

ム等を支えていくための病院というものがセットで進出しているという例もありますことか

ら、それも含めての規制緩和をお願いしたいという内容でございます。 

それと、他に与える影響ということで言いますと、これは建つことでほかの用途をだめに

するということではありません。もともとここで言っている本用途の準工業地域というのは

非常に多種雑多のものが建つ用途で、そこに上乗せをかけてなるべく商業・業務系で、特化、

純化をしてきていたのですが、実態としては平成 17年以降、7年経っておりまして、事業者

としても色々やってきたんだけれども、なかなか土地利用が進まないと。 

その代わりに、状況としては福祉系統というのは平成１８年に都市計画法の改正がござい

まして、従前、市街化調整区域でほとんど可能だったんですが、いまはできなくなってきて

おります。それで、どちらかというと市街地の方に建つという状況になってきております。

そういうことでいえば、市街地の中でそういう用途の要望というようなものが今後恐らく増

えてくるだろうということで、そういうものを緩和して、土地利用を図っていきたいという

ことがありまして、要望を受けまして環境的に問題無いということで判断をした状況です。 

 

◆太田会長 それでは。はい、どうぞお願いします。 

 

◆野村委員 実は釈迦に説法かもしれませんけれども、老人狩りと言われるぐらい福祉施設 

は北広島の中にも凄くできてきているわけです。それでどんどん自由にできるような国の後 

押しもありまして、お年寄りをそういう介護保険とか色々な部分でまかなうといったような 

事業がでてきています。 

ただ反対に、市の中でも、福祉関係のところでは実際この何年間でこの位のお年寄りが増 

えるからケアハウスは１棟だけ緩和しようとか、グループホームは西の里ですとか団地の中

で１つずつ１８ベットのものを２つつくろうとかっていうことで、乱立すると質が悪くなり

ますし、つぶれる可能性があります。 

ですからそのそういった福祉計画の中で今までやってきて、先ほど課長がいったように今

回はこうした中で、そういったものが出てきても実際はあと何年間かのなかではどのぐらい

の老人増えるからどういう施設を、というような話になると思います。 

ですから今の時代の中で、これから老人ホームは必要とはされるんでしょうけれどもそれ

を全体的な部分もバランスなんかも考えて、といったことをしていかないと、私は、ダメじ
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ゃないかなということを、特に福祉サイドはどういうふうな見解を持っているのかわかりま

せんけれどもそういった調整もしなくてはならないのではないかということを今突然このよ

うな話を聞いたので、色んな意味でそういったことを調査したり、研究したりして、緩和を

するほうがいいんじゃないか、という意見です。 

 

◆太田会長 よろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 福祉の話で、例えば特別養護老人ホームといった時に、北広島であ 

る事業者が、勝手に北広島市に特別養護老人ホームをつくって事業として展開したいという 

ことにはならないと思います。 

市の中で、おそらくどの位の必要者がいて、必要な施設として建てていく、というもとも 

 と福祉の計画にはまったものしか原則建たない、市内の中ではまだまだ足りていない施設と

していつの段階で建てるというかたちで、今後も公募等をされていくという施設になろうか

と思います。そう意味では、コントロールは福祉サイドでやって、その中の 1つとしてとい

う形にはなっていこうかと思います。 

 

◆野村委員 はい。 

 

◆太田会長 わかりました。ご意見として野村委員の方から出されたことを、私のお立場で

整理させていただいて 1つの要求をしたいということになろうかと思うんですが、まずむや

みにつくらせてよいのか、ということについてはこのことに関しての上位計画、別の枠組み

の計画で本市の総合的な福祉計画のことをきちんと説明を受けておかないと、聞いておかな

いとこのことについて審議に入れないというご指摘だったと思うので、これはぜひ審議の前

に、事前説明か全員の委員に個々の説明をいただくか、お集まりいただいてするかという、

これは是非していただきたいと思います。 

それから都市計画提案制度ということなんで、これは前向きに、市民参加とか官民共同と

いうことで推進するべき制度だと私個人は思ってるところもあるんですがフィルターとして、

先ほどの野村委員からご指摘があったというのは、総合的な判断の中での判断をしなきゃい

けないということでいいでしょうか、野村委員。 

 

◆野村委員 はい。 

 

◆太田会長 それからもう 1点はその質について、やはり認める以上は質についてやはりき

ちんと確認したいということだと思うんです。そうしますと可能性、あるいは制度上の市の

責務として質を見きわめるために公募のときにこういう条件だ、ということは提示できると

思うんですけども、そのことについて可能性があるかないかを確認したいと思います。野村

委員のご指摘はこれでよろしいでしょうか？ 

 

◆野村委員 はい、 

 

◆太田会長 １点、私なりに解釈させて頂きますと、駅前のその部分と違いまして、これは
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課長のほうから説明ありましたが、ここの所は準工ですけれども、これが建てられることに

よってブレーキがかかるということはなかろうかと思うんですけれども福祉施設の質のこと

をきちんと確認をしておくとすると、何でもいいというものについてはその提案制度である

以上、応募の条件の中で質の維持を図るべきということを担保すべきではないかというご指

摘だったと思うんですがですので、この提案制度の中で公募の条件として市の方で、そうい

うことに一考いただけるかという事をお考えいただきたいと思いますけれども、よろしいで

しょうか。 

 

◆事務局（村上課長） 都市計画の視点から、いわゆる福祉施設、例えば特別養護老人ホー

ムの質をこういうふうにしていただきたい、というのはとなかなか難しいと思います。ただ、

先ほど言いましたようにおそらく、市の公募という形に、特養とかはなっていくと思います

ので、当然質だとか管理体制含めて、公募の中で非常に高いハードルを課しているというふ

うに思っておますので、それはちゃんと対応されるものだというふうに考えております。 

 

◆太田会長 そうすると再確認になりますが、公募の中のものについては、これは当審議会

の直接的な権利ということではなかろうかと思いますけども、その中身についても一応、確

認をさせていただきたい。１点目の総合的な福祉計画のものについては審議をするに当たっ

て、理解しておく必要があるのでこれも繰り返しになりますけれども個々でもいいし、集ま

っていただいてもいいんですけども、これは実施していただきたい、ということを確認さし

ていただきたいと思います。よろしいでしょうか。私の補足を含めてこの件に関しまして、

他の委員の皆様からご意見、質問事項があれば。では鈴木先生、よろしくお願いします。 

 

◆鈴木委員 今、お話を伺っていて、実は逆の観点から懸念がありまして、この周辺地域環

境がどういった状況で、逆に言うとそこに病院だとか福祉施設が入ってくるわけですから、

本当に入居される方々にとっての環境、生活の平穏というものがちゃんとクオリティが確保

出来るのか、という視点もあるのかなと。入ってきたら静かにしなくてはならない、という

懸念と、もう一つは今までの周辺の土地の使い方のまま、そういう人たちが入ってきた時に、

たとえば夜うるさいうんぬんという時に、本当に良い生活を送られるのかどうか、という観

点もあるかと思いまして、できればちょっとそこには土地勘がないのでわからないですが、

入っても大丈夫な様な土地環境なのかという事も可能であれば、もう少し詳しく、聞きたい

なと思います。 

 

◆太田会長 はいお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 今まで福祉施設というのは、先ほど言いましたように市街化調整区

域、市街地でないところで立地可能だったものですから、どちらかというと人気のないとこ

ろで建設をされていたというのが多いんだと思います。先ほども言いました都市計画法の変

更や福祉サイドの方もグループホームは今は市街地で生活がきちっと営めるという所じゃな

いと逆に、昔は調整区域でよかったんですが福祉サイドが舵をきってしまってるということ

もございまして今は原則的には市街地の中でやりなさいということだと思っております。 

それでそうした時に、今の場所がどうでしょうか、ということですが、事業者の方から話

を聞きますと、どちらかと言うと利便性というものを今の施設は求めているんだ、というこ

とから言えば４車の幹線道路があって、近傍にショッピングセンター等があるということで

いけばそれが合致してますし、裏が国有林になっておりますから、そういう意味での自然環
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境も守られていて、立地する場所としては非常に好ましい所だと事業者側は捉えているとい

う状況でございます。 

 

◆野村委員 １つよろしいでしょうか。私が懸念するのはお年寄りの下宿というかアパート

というかそういうものは先ほど課長が言った福祉サイドの規制なくどんどん建てられるわけ

です。おそらくそこではそういう質の問題となると、建設関係の方が、福祉のノウハウもな

いまま誰でもできます。だから、建物をつくるのは建設関係ですよね。運営するのも建設関

係というふうなことで、非常によくテレビでやっているように、食事が悪いだとか、あるい

はノウハウが無いから非常に、福祉的なそういう配慮が足りないとか問題になっております。

それで、実は、そういうものを国の方でも年寄りが増えるんだから、どうもそういう施設を

建てさせればいいということで規制緩和して誰でもできるようになってきているわけです。

ただ、特養とか、そういうものは規制があるんです。そしてケアハウスの方も規制がある訳

です。だけども、まだ健康だったり障害のないお年寄りの下宿屋さんみたい、集合住宅みた

いなものは誰でも建てられるようになってしまったんですね。それに対しては勝手に建てら

れるようになってしまったので、無制限にその用途の部分を変更した時にそういうふうな可

能性が出てくるかというようなことを私は懸念しているということを、皆さん方にお話しし

ておいた方がいいかなと思いました。 

 

◆太田会長 はい。 

 

◆事務局（村上課長） 申し訳ございません、こちらの説明が少し足りないところがござい

まして、野村委員がご心配された、老人下宿とかいわゆる不良業者とは言いませんけれども、

そういうところがもしやる施設といいますと、先ほど言いました、第１種特別業務地区で建

築できない建築物、建築用途で上がってきたときには、それらはおそらく共同住宅、寄宿舎

というくくりになります。ですから、建築できません。 

それで、今、ここで言っております④の老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、その他これ

に類するものというのは全ていわゆる法律のバックアップがあって、介護保険法の介護保険

が出るとか全部後ろ盾が揃っていないと、この類には入りません。いわゆる社会福祉施設と

いうことで建築基準法で読み込みになるものでないと可能ではないんです。 

ですからそういう意味では、先程よりご心配なされているどこの業者もどんなことでもと

いうことでは決してございませんので、極めて限定的に社会福祉施設の中でも建築基準法の

社会福祉施設と読めるものをということでしか、規制緩和はしておりません。それ以上にな

ると、先ほど言いましたように共同住宅等が可能になってしまいますので、それについては

緩和しないということでございますので、そこはご理解いただきたいと思います。 

 

◆太田会長 そういたしましたら、時間の関係もございますので、1つこういう形をご提案

してご承認いただきたいと存じます。 

お二人の委員の方からも意見がありまして他の委員の方も、同様な考え方を持っている方

も多いかと拝察をいたしますので私と伊藤副会長の方に引き取らせていただいて事務局と少

し打ち合わせをさせてください。 

繰り返しになりますが、当市の総合福祉計画、それから先の公募の要綱の高いハードル等々

を確認をさせていただいて、委員の皆様の方に周知をさせて頂きたいと思います。それを形

としては一堂に集まっていただくか、あるいは個別にご説明というかたちも含めて冒頭に言

いましたように、私と伊藤副会長の方に引き取らせて頂くということで、ご了解いただきた
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いと思います。よろしいでしょうか。そうせてください。よろしくお願いします。  

それでは先に進めさせていただきたいと思います。第 3号の案件、札幌圏都市計画地区計

画の変更ということで、事務局の方からご説明ください。お願いします。 

 

◆事務局（相花主任） それでは、事前説明案件第 3号、札幌圏都市計画地区計画の変更に

ついて説明いたします。地区計画を予定しております、希望ヶ丘地区は北広島市の西部地区

の北側に位置しております。こちらの図面は希望ヶ丘地区周辺の用途地域図を示しているも

ので近傍には、主要幹線道路である国道 36号、地区内には都市計画道路である輪厚中央通、

輪厚中の沢通がありまして、また輪厚自然公園など計 3つの公園が地区内にあります。 

今回地区計画の変更を予定しております箇所の用途地域につきましては、第２種中高層住

居専用地域でありまして、詳細については後ほどご説明いたします。 

こちらの図面は、希望ヶ丘地区地区計画計画図でありまして、希望ヶ丘地区の地区計画に

はまず、低層専用住宅地区、これは、濃い緑で塗られている箇所がこちらの地区です。次に、

薄い緑で塗られております、輪厚中央通沿道に主に塗られております箇所ですけれども、こ

ちらは一般住宅地区です。そして、輪厚中の沢通沿いにあります、オレンジ色に塗られてい

る箇所ですけれども、こちらが利便施設地区そして、国道 36号線方面にありますピンク色の

箇所につきまして、業務関連施設地区という４つの地区に分かれております。今回は、その

内のオレンジ色である利便施設地区の内容の変更となります。 

こちらの希望ヶ丘地区につきましては、平成８年の造成工事当時以来幹線道路の沿道であ

るということで、店舗や事務所等の立地を誘導してきたわけでございますけれども、今現在、

こちらの利便施設地区につきましては、10宅地ありまして、両サイドの２宅地しか土地利用

がされていない状況でございます。こちらの方も利便施設というかたちで計画はしているん

ですけれども、近年の経済状況等でなかなか利便施設として土地利用が見込めない状況でご

ざいます。 

この地区の利便施設の用途地域は、先ほども言いましたけれども、第 2種中高層住居専用

地域ということでありまして、これは先程笹原の方から説明がありましたけれども、もとも

とこちらの用途地域につきましては住宅等の建築が可能な地区となっております。地区計画

というもので、上乗せ制限によって一般住宅の建築を不可としてきました。未利用地の土地

所有者であります土屋ホールディングの要望もございまして、今現在も希望ヶ丘については、

戸建住宅であれば需要がまだあるということもありますので、市も未利用の状態が続くより

は、土地利用が図れるようになれば良いという事で、地区計画の変更を行うこととしました。 

変更前の利便施設地区には建築物の用途の制限と建築物の敷地面積の最低限度と建築物の

壁面の位置の制限といったような 3つの制限がかけられておりまして、今回のその中の建築

物の用途の制限の内容のみの変更となります。もともと建築できない土地として上乗せ制限

した内容を削除というか廃止とするようなかたちになります。 

あと 2つの制限なんですけれども、現行のまま変更する予定ではございません。ちなみに

内容は建築物の敷地面積の最低限度については 300㎡となっておりまして建築物の壁面の位

置の制限につきましては、道路の境界線から 3m以上離し、隣地境界線からは 1m以上離し

て建築するというような形で上乗せ制限をしております。 

今後のスケジュールでございますけれども、既に北海道や希望ヶ丘町内会、あとは関係し

ております地権者については説明を終えておりまして承諾を頂いているという状況でござい

ます。本日都市計画審議会で事前説明を行いましたので 11月中旬から市条例に基づく原案の

縦覧・意見提出を行いまして、翌年の１月の上旬には計画案の縦覧を行う予定となっており

ます。平成 25年になりますけれども、次回の第４回の都市計画審議会におきまして本審議、
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諮問・答申を予定しておりまして、3月下旬に決定をする予定でございます。 

以上で、事前説明案件第 3号について、説明を終わらせていただきます。 

 

◆太田会長 ご苦労様でした。今説明でご理解を頂戴したと思いますが、補足をさていただ

きますと、地区の図面を見て頂いてわかるとおり、地区の幹線道路に面しているところが未

利用地のまま放置されているという事はこの地区全体の風格といいますか景観に大きな阻害

をきたしているんだと思います。 

もう 1つの確認ですが、利便性施設というのはなかなか難しと思うんですけれども、ここ

にもう既にお住まいの方が日常簡単なものを買える利便施設というのはこの近傍にゼロでは

ないですよね。いかがでしょうか。できていますか。補足的に説明いただけますでしょうか。 

 

◆事務局（笹原主査） 図面を見ていただいて、この輪厚中の沢通の左の方にいっていただ

いて、国道 36号と輪厚中の沢通の交差点のところです、凡例が映っている左下のところにち

ょうど利便施設として コンビニエンスストアが立地をしております。そちらは国道 36号沿

道になります。 

 

◆事務局（相花主任） こちらほとんど 36号線沿線になりますのでこちらのまだ輪厚の南側

の方にいきますと、郵便局、食事処だとか、そういったものがございます。 

 

◆太田会長 ありがとうございます。ただ今コンビニ施設が近傍に立地しているということ

をご説明いただいたわけですけど、補足説明も含めて当案件につきましてご質問、ご意見等

があれば、頂戴したいと思いますけれども。 

繰り返しになりますが建築できないというものの制限を外すというで割合大きめの敷地、

それから壁面線の後退ということは維持して、冒頭に言いました、この地区の顔にあたる部

分ですので、ある意味の品格というものは確保していくという方針だということでございま

す。ことについては先に進めさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。   

それでは続きまして、次の 4号案件でございます。都市計画道路の変更について、ご説明

を頂きたいと思います。 

 

◆事務局（笹原主査） それでは事前説明案件第４号、札幌圏都市計画都市計画道路の変更

についてご説明いたします。平成 23年度に策定いたしました北広島市都市計画道路の見直し

方針。これは都市計画審議会でも審議していただいたんですけども、長期未着手の都市計画

道路の図面が出ております、資料の１ページ目になりますけれども、このうち、左側の図面

に出ております、この３路線４区間、北進通①、②、中央通、それから東栄通、この路線の

都市計画決定の廃止ということがこの見直し方針によりまして決定をしてきました。 

これまでの経緯ですけれども、先ほども説明しましたように、23年の２月の都市計画審議

会で見直し方針の原案を承認、そして答申をしていただきました。その後５月にパブリック

コメントを行いまして、意見を１件いただいて、市の方針には賛成するといった内容でござ

いました。６月の庁議にて、この方針を市の決定して、正式な方針となっております。その

後、７月から８月にはこの沿道の、地権者、それから町内会に説明会を行ってきました。 

この説明会の中で、北進通についてはおおむね賛成をいただいたのですが、東栄通・中央

通については反対のご意見をいただいております。説明会の方には沿道の方全員が参加はさ

れなかったものですから、参加されなかった地権者の方にはアンケートを私共の方から発送

をいたしまして、ご回答をお願い致しました。アンケートにもお答えいただけなかった方々
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には、再度お電話や訪問といった形で直接市の方針を説明してご意見を伺ってまいりました。 

中央通、東栄通の意見集約の結果ですが、グラフのとおりになっております。現在中央通

につきましては、反対の方が３分の１程度いらっしゃいます。こちらの方々にもご理解をい

ただけるよう、再度、お会いしてご説明を続けて今後、これらの方々に一定のご理解をいた

だきました際にはただいまご説明いたしました、見直し方針に基づきまして都市計画道路の

変更・廃止を行っていきたいと考えております。以上でございます。 

 

◆太田会長 ありがとうございます。いろいろとご調整、対応を誤解のないように努めさせ

ていただいて、できるだけ多くの方と接していただくということを続けていただきたいと思

うんですが、見通しがついたとするとこの道路の都市計画変更の決定というのはいつ頃とい

うふうにお考えでしょうか。 

 

◆事務局（笹原主査） 早ければ、今年度末 3月もしくは来年度の前半、10月位までにはな

んとか目処を付けて都市計画決定の変更を行いたいと考えております。 

 

◆太田会長 前の体制の中で継続の委員の方も多数おられますけれども、平成 23年 2月 7

日の見直し方針の原案ということで、ここについては今回当審議会の委員にもお加わりいた

だいた鈴木委員にもいろいろとご尽力いただいた原案が出てまいりまして、手続的にもいろ

いろな合意形成の中でも異論のないように進めてまいったというふうに認識しております。 

反対の方も今のところはグラフに示したように何人かおられるということですけれども、で

きるだけ反対の方の誤解の上の反対ということもあろうとすれば、それは解いていただくよ

うに努めていただいと思っております。 

それで、大局的に遺漏無く手続きを進めて、1つの目標としては、24年度末、あるいは来

年度早々に都市計画の変更決定をしてまいりたいということでございますので、一応ご理解

を賜わりたいと思います。このことにつきまして、ご意見、あるいはその前に質問があれば

お願いしたいと思いますが。 

 

◆太田会長 よろしいでしょうか。この件につきましても今ご説明したような方針にをもっ

て臨んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

５ その他 

◆太田会長 それでは案件の最後になりますが、その他ということで議事次第にはスケジュ

ール等についての説明となってございます。よろしくお願いします。 

 

◆事務局（村上課長） 報告が 1点ございまして、先ほど太田会長のご挨拶にも若干ござい

ましたけれども、前回 8月 23日の都市計画審議会で答申をいただきました、北広島市都市計

画マスタープランの改訂原案でございますけれども、これにつきましては 9月 26日に議会の

総務常任委員会への報告をおこないまして、10月 17日に瀬戸口前会長に来ていただきまし

て、上野市長への答申書の提出を頂きました。今後のスケジュールにつきましては、11月 10

日から、1カ月間、パブリックコメントの募集を行いまして、提出されたご意見等を取りま

とめを行いまして、年度内には公表というかたちになろうかと思います。それから、次回の

都市計画審議会の日程についてでございますけれども、いろいろとスケジュールが重なって

きておりまして、議会の議決もいただかなければならない案件も含まれてございますので来

年の 1月下旬位に予定をしたいと考えております。内容につきましては、今日事前説明をさ
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せていただきました、内容の審議、諮問、答申となりますので後日会長と日程を調整させて

いただきまして、皆様にご案内をさせて頂きますので、またよろしくお願いをしたいと思い

ます。以上でございます。 

 

◆太田会長 ありがとうございました。1月下旬に次回の審議会を開催予定ということで日

程調整させていただきますが、再確認ですが、その前に先程野村委員からご意見として承り

ましたことにつきまして、私と伊藤副会長、それから事務局の方で事前に打ち合わせをした

うえで、手続をとりまして進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。全体を通しまして、ご意見があれば最後に頂戴したいと思いますけれども、もしよろ

しければ、これで本日の審議会を終了したいと思います。大変活発なご意見を頂戴しまして

ありがとうございました。引き続きどうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

６ 閉 会 

◆事務局（村上課長） それでは以上を持ちまして、平成 24年度第３回北広島市都市計画審

議会を閉会させていただきます。本日は長時間に渡りありがとうございました。 

 

◆一同    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。 


