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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８月２３日（木） １０時００分～１１時３０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５名 

          北広島市：企画財政部長   

          事 務 局：都市計画課長ほか４名 

          委託業者：１名 

          傍 聴 者：なし 

 

４ 議  事     

 【報告事項】 

  １）北広島市都市計画マスタープランの見直しについて     

『改訂(案)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 （欠席） ８番委員 坂本 勉 

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   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 

都市計画課   千葉 英典 

 

【委託業者】 

㈱シン技術コンサル都市施設部次長 中山 祐二 

 



- 2 - 

 

１ 開 会 

◆事務局（村上課長） 第２回北広島市都市計画審議会を開会いたします。本日は皆様よろ

しくお願いいたします。 

  

２ 事務手続等 

◆事務局（村上課長） まず次第に沿いまして、企画財政部長の岩泉よりご挨拶申し上げま 

す。 

 

◆岩泉企画財政部長  おはようございます。本日も朝早くからお集まりいただきまして誠 

にありがとうございます。きょうは朝から雨がかなり強く降っておりまして、こちらに来ら 

れる時にかなり濡れたのではないでしょうか。本日は平成２４年度第２回目の都市計画審議 

会であります。昨年９月に諮問をさせていただきました都市計画マスタープランの見直しに 

つきまして、前回の審議会の中ではその中間報告をさせていただいたところでございます。 

このほど、素案をまとめていただきました専門委員会では瀬戸口会長をはじめ専門委員の 

皆様には、非常に熱心なご議論を頂いてまとめていただいたと報告を受けているところでござ

います。改めまして、瀬戸口会長、それから専門委員の皆様には、この場をお借りして御礼を

申し上げます。 

素案の詳細につきましては、後ほど事務局の方からご説明をさせていただきたいと思いま 

すけれども、この都市計画マスタープランにつきましては、今回の審議会で最終的な結論をい

ただきたいと考えておりますので熱心なご議論を賜りますようお願いをするところでござい

ます。 

また本日につきましては皆様方の都市計画審議会委員の在任中最後の審議会ということに 

なります。これまで都市計画審議会及び都市計画行政にご協力をいただき、貴重なご意見を賜

りました事、お礼を申し上げまして、大変簡単でございますけれども、冒頭の挨拶とさせてい

ただきます。誠にありがとうございました。 

 

◆事務局（村上課長） 続きまして次第の３でございますけれども、瀬戸口会長よりご挨拶

をいただきまして、これ以後の進行につきましては、会長にお願いをしたいと思います。そ

れでは会長よろしくお願いいたします。 

 

◆瀬戸口会長  皆さんおはようございます。今日もお忙しい中お集まりいただきましてあ

りがとうございます。この都市計画マスタープランの見直しの素案も、まとまってまいりま

して、本日も皆様にご審議いただきたいと思ってます。見直しする前の都市計画マスタープ

ランと大きく社会的な状況が変わっていまして、１つは世の中が人口減少の時代に入ってき

た中で、どうやってこれからのまちづくりを考えていくか、ということが一点。もう１つは

震災ををうけまして、防災のことをこれからいろんな地域でもそれぞれ考えなくてはいけな

い状況になって来ております。 

そういう大きな観点からも、この見直しの中身についてもまたご審議をいただいて、北広
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島市のより良い街づくりに向けた方針をここでご審議いただければと思います。この後事務

局から説明がありますけれども、ご意見等をお願いいたします。それでは議事に入ります前

に事務局から、今日の審議会の成立について説明をお願いいたします。 

 

◆事務局（相花主任） 本日の審議会の出席者は１０名中６名で、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。なお、本日の

欠席者は２番の太田委員、３番の長南委員、５番の奥田委員、１０番の松原委員の４名とな

っております。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆瀬戸口会長  ありがとうございます。本日の議事録署名人ですけれども４番の伊藤委員

と６番の尾崎委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（両者承諾） 

 

４ 議 事 

◆瀬戸口会長  それでは今日の本題に入ってまいりたいと思います。今日は、先ほども話

がありましたように、都市計画マスタープラン見直しの最終案についてご審議いただきたい

と思います。議案第１号「北広島市都市計画マスタープランの見直しについて」事務局から

説明をお願いいたします。 

 

◆笹原主査 みなさんおはようございます。説明に入ります前に準備をさせていただきます。 

配布しております、資料の説明をいたします。資料の１番目といたしまして、パワーポイ

ントをプリントいたしました資料です。資料の２番目といたしまして、改訂素案の概要版、

これは大まかなところを抜き出して冊子にしております。資料の３番目といたしましては改

訂素案の全ページでございます。委員の皆さまに先日お配りしたものと若干文言などが変わ

っている箇所がございます。こちらが最新版ですので、ご覧になっていただきたいと思いま

す。この中で赤字となっておりますのは、現マスタープランから文言を追加したり、改訂を

した箇所でございます。そして資料の４番目としましては新旧対照表。これは現マスタープ

ランと素案の詳細な対照表としております。 

それでは、都市計画マスタープランの改訂素案についてご説明させていただきます。都市

計画マスタープランの位置づけですが、平成１３年に策定をしました第４次北広島総合計画

と、北海道が平成１６年に策定しました札幌圏都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、

略して「整開保」と言われておりますけれども、この二つの計画を上位計画として策定しま

した。   

現在のマスタープランは平成１６年に策定をしまして、さらに都市計画関連では市が策定

いたしました他の計画、緑の基本計画、景観形成基本計画、それから環境基本計画など様々

な分野の計画と整合をとりまして策定をしております。 

しかしながら平成２２年には、この上位計画であります整開保、それから、２３年４月に

は市の総合計画も見直しになり、その他に北広島団地活性化計画が策定されて、緑の基本計

画が改訂をされまして今回のマスタープランの改定に至っております。この辺は、前回の審
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議会でもご説明をさせていただいたマスタープランの位置づけであります。 

続きまして、見直しの方向性についてご説明させていただきます。北広島市には国有林な

ど森林や緑を中心として、その周り５つの地区が成り立っております。 

それぞれの地区の特徴としまして、市全体の行政、交通、そして文化の中心であります東

部地区。現在は人口減少や少子高齢化の傾向が出てきました北広島団地地区。それから大型

商業施設の進出がまだまだ現在も続いております大曲地区。スマートインターの開通、それ

から工業団地の造成といった最近話題が多い西部地区。そして、札幌市の厚別区に隣接して

まして都市機能が整っております西の里地区。この５つの地区から北広島市は成り立ってお

ります。 

ただこの５つの街も、近年は街の境界・境がなくなりつつありまして、東部と北広島団地

地区、大曲と西部地区、この２つずつについては街が一体化してきているような傾向にござ

います。 

この５つの地区を今まで以上に連携を強化させて、互いに波及効果を得ながら、豊かな街

として発展していく。そして、北広島にふさわしいコンパクトシティを目指していくという

のが専門委員会でも大変議論になりまして、この見直しの大きな方向性となりました。 

５つの地区の中でも特に西側の大曲そして西部地区ですけれども、皆様もご存じのとおり、

最近では三井アウトレットモール札幌北広島、インタービレッジ大曲、くるるの杜といった

大型商業施設、集客施設が次々とオープンしております。それから西部につきましては、先

ほども申しましたがスマートインターが開通し工業団地も造成されており、この２つの地区

は人口もまだまだ増加傾向にありまして勢いのある地域となっております。 

これに対しまして東側の東部地区と北広島団地地区ですが、特に、北広島団地地区につき

ましては、商業施設の撤退、未利用地や空き地の増加、そして少子化の進展による小学校の

統合といった状況で、人口減少も近年は顕著な状況になってきております。このような東西

の状況の中で、大曲西部地区の勢いを各地区に波及させる。特に北広島団地の再生に活用し

ていく、これが大きな柱となっております。 

例えば現在造成中の工業団地の従業者の方々には北広島団地の良好な環境の中に居住して

いただく。それからスマートインターを活用しますと、団地の奥と言われております第３住

区、第４住区つききましては入り口という考え方にもなって来ます。そういった連携を強化

させるためにはアクセス道路の機能強化が必要不可欠ではないかという課題も出てきており

ます。 

マスタープランに定められております、目標人口でございますが、平成１６年に策定しま

した現在のマスタープランでは、基準年を平成１２年にしておりましてこの年の国勢調査の

人口で１００人未満の端数は切り捨てておりますけども、５７，７００人をベースに推計し

ております。そうしまして、中間年次の平成２２年では６６，９００人、マスタープランの

目標年次であります平成３２年には７２，０００人という人口を予測しておりました。しか

し現在の状況はと言いますと、平成２２の国勢調査では北広島市の人口は６０，３００人。

そして今回改定します都市計画マスタープランの３２年の目標人口を６１，５００人と設定

をいたしました。この６１，５００人というのは上位計画であります第５次総合計画と整合

を図っております。 

つづきまして、都市づくりの理念と目標でございますが、専門委員会において１つ目がま

ちの大きさ、そして２つ目がまちのかたち、３つ目が低炭素都市づくり、４つ目が地域交通、

そして５つ目が地域防災といった大きな５つのテーマで検討を行い、ご意見をいただいてき

ました。 

このテーマに沿っていただいたご意見等は、今回のマスタープランの改訂の中で、できる
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だけ反映できるように事務局では検討をいたしました。まちの大きさについては、必要であ

れば、商・工・業務系の市街化区域拡大の検討、まちのかたちとしましては北広島型コンパ

クトシティーで、５つの地区をそれぞれコンパクトにするといったことが柱となっています

が、この辺は前回の審議会でもご説明をさせていただきました。 

そしてマスタープランの視点と理念についてですが、皆様にお配りしております資料２の

概要版１ページにも若干書かれております。併せてごらんください。都市づくりの視点とし

ましては、①地区の特性を生かした活力ある都市づくりこれは各地区の特性を踏まえた計画

的な土地利用と都市機能の充実そして職住近接した札幌圏における産業機能集積を担い、市

内での雇用機会や活力ある都市づくりを進めることが必要です。②自然環境の保全、創出と

安全で住みよい都市づくり。これにつきましては、自然環境の保全、そして都市としての機

能、快適性の向上を図るなどといった内容でございます。③優しさと個性にあふれ、安心し

て暮らせる地区環境の創出とコミュニティーの活力を高める都市づくり。④都市基盤の効率

的な活用による快適な都市づくり。⑤環境との調和と共存が図られる都市づくり。という視

点から、定めております。 

理念といたしましては個性溢れる地区が結びついた緑豊かな都市。自然と触れ合い、文化

をはぐくみ、人々の交流のきずなが個性ある５つの地区を結ぶ快適で緑豊かな都市を目指し

てきます。この視点・理念については、現マスタープランをそのまま継承していくいうこと

になります。 

つづいて都市づくりの目標ですがこれは現マスタープランの中で①既成市街地の都市基盤

の有効活用を基本とした生活環境の質の向上を図ります。②緑豊かで快適な生活環境と活力

ある都市づくりを進めます。③安全安心な環境の中で、地区ごとの個性を伸ばし育てます。

④各地区のつながりを高める交通網の整備を進めます。⑤市の中心にある森林と周辺の空間

を活用した交流機能の形成を進めます。この５つ目までが現マスタープランの目標としてい

ます。 

ただ、この５つの目標を継承しつつ、今回の改定では新たな目標を、もう１つ追加いたし

ます。各地区の連携を強化し、北広島にふさわしいコンパクトシティを目指します。６点目

としてこれを追加いたします。 

先ほども説明しましたように各地区その中でも特に東西の連携を強化して、北広島にふさ

わしい都市づくりを進めていきます。行政・交通・文化の中心である東部地区。人口減少・

少子高齢化の傾向になってきました団地地区。それから商業施設の進出がまだまだあります

大曲地区。スマートＩＣ、工業団地の造成といった西部地区。そして札幌市に隣接して都市

機能が整っています、西の里地区。これら５つの地区の連携を今以上に強化いたしまして、

たがいに波及効果を得ながら、まちが豊かに発展をしていくそして北広島にふさわしいコン

パクトシティを目指します、というような目標になっております。 

続きまして概要図ですが、画面では見にくいですので、概要版の２ページにもう少し大き

いものが付いておりますので併せてごらんください。これは各地区は互いに波及効果を得な

がら街が豊かに発展していく、北広島にふさわしいコンパクトシティを目指す、この大きな

方針に沿って描かれております。 

各地区を結んでおります道路ですが、国道３６号と羊ヶ丘通は市の西側を平行して走って

おります。そして北側に東西に走っております国道２７４号、東側に南北に走っております

道道江別恵庭線。これは図の中で、橙色で表現されておりますけれどもこの４本の主要幹線

道路と、水色で表示されております市道大曲東通線、道道栗山北広島線、市道輪厚中の沢線、

市道広島輪厚線、この４本が地区間を結んでいる道路でございます。 

先ほどもご説明いたしましたが、西側の地域と東側の地域が連携して互いに波及効果を及
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ぼすには道路、特に幹線道路の役割は重要であります。この東西を結ぶ幹線といたしまして

道道栗山北広島線は、現在都市計画決定もされまして、ほとんどの区間が４車線で整備され

て勾配やカーブも走りやすくなっております。 

一方もう１つ、西部地区と北広島団地地区を結ぶ市道広島輪厚線は、道路規格が低いため

勾配やカーブがきつく、冬期間は路面凍結・吹き溜まり等で危険な箇所も出てきます。この

２つの地区を結ぶには、やはり道路の機能強化といったことが必要ということも専門委員会

の中では議論され、ご意見等もいただいております。そして羊ヶ丘通りが将来延伸して、こ

の市道広島輪厚線に接続をすれば、周辺には輪厚スマートインターチェンジもございますの

で、ますます利便性が向上することになります。 

次に、地区別の将来像についてでございますが、北広島団地地区については、将来像とし

ては、「緑豊かな住環境を大切にしつつ地区の再生を進めながら、子どもから高齢者まで多く

の人が交流し、暮らし安さを実感できる地区」としております。 

その中で今回新たに挙げました基本方針の主なものとしましては、２つの小学校跡施設の

利活用、駅前西口の市有地、現在は未利用地となっておりますけれども、この土地利用に向

けた検討。それから、平成２２年に策定されました、北広島団地活性化計画の推進に向けた

検討。こういったことが主なものとなっております。 

続きまして東部地区の将来像に移ります。概要版の方にも大きい図面が付いております。

７ページになりますが、そちらもご参考にしていただければと思います。将来像といたしま

して、「古さとを新しさが調和し、地区のさまざまな場所、生活のさまざまな場面で住民間の

交流が生まれ、温かいコミュニティの舞台となる地区」としています。 

この東部地区の新たな基本方針といたしましては、美沢地区の未利用地の活用促進、これ

は平成１７年に市街化区域に編入しまして、マックスバリューなどの商業店舗は誘致はしま

したが、一部まだ未利用地が残っておりますので、そちらの活用を促進させたいということ

でございます。それから先ほども出ております、地区連携強化のための市道広島輪厚線の機

能強化。市役所の新庁舎建設に向けた検討、こういったものが新たに出てきました基本方針

となっております。 

続きまして、大曲地区の将来像でありますけれども、「地区のいたるところで緑の豊かさと

活気が感じられ、さまざまな人がつながり、住む人みんながほっとできる地区」。 

大曲地区につきましては、新たな基本方針の主なものといたしましては幹線道路、特に国

道３６号と道道栗山北広島線、この付近の交通渋滞の解消。それから、輪厚の工業団地が完

売した暁には、また新たな工業団地の必要があれば検討をしていく。そしてふれあい学習セ

ンターから大曲会館までの間の地区核の形成。これにつきましては現マスタープランでも謳

われておりますが、さらにここの地域の地区核を形成させていきたいというところでありま

す。 

続きまして、西部地区の将来像でございます。「生活の利便性が確保されたコンパクトな市

街地が形成され、農業やレクリエーションが周辺部で展開される、スケールの大きな自然と

調和した地区」。 

新たな基本方針の主なものといたしまして現在造成中の工業団地への企業誘致。輪厚パー

キングエリア周辺の土地利用の検討。先ほどもご説明いたしましたが羊ヶ丘通の延伸、これ

を恵庭方面へ向けてどの様なルートにしていくか検討が必要であります。 

最後になりますが、西の里地区でございます。将来像としましては、「豊かな緑に囲まれた

快適な住宅地、安全で便利な道路、生活拠点の形成など暮らしやすさを追求し、ゆとりある

生活文化が感じられる地区」。 

西の里は前マスタープランからの継続した方針といたしまして、長年課題となっておりま
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すＪＲ上野幌駅周辺の土地利用の検討。国道２７４号沿道の土地利用の検討。こういったも

のが主な基本方針となっております。 

なおこのマスタープラン素案にご承認をいただきましたら、今後の予定としてご覧の表の

ようになっております。来月下旬の総務常任委員会に報告をいたします。９月から１１月に

かけましては、北海道の都市計画課と協議を行っていきます。１１月から１２月にかけてパ

ブリックコメント、これは３０日間行うことになっておりまして、市民の皆様から広くご意

見を募集いたします。出されましたご意見につきましてはホームページなどで公表いたしま

して、ご意見の内容によって意見をマスタープランに反映するかどうかといった検討もして

まいります。年が明けまして、平成２５年の１月、最終的な案を市の最高の決定機関であり

ます、庁議にかけましてその後マスタープランの公表それから知事への通知、冊子の作成と

いった予定でございます。 

以上で大まかな都市計画マスタープラン改定の素案について、簡単ではございますが、説

明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

◆瀬戸口会長 はい、ご苦労様です。これより審議に移ってまいりますけれども今日説明し

ていただいた、改訂版の一番のポイントとしては北広島市の東側の地域と西側の地域をもう

少し連携を図っていこうということが大きなポイントです。その為に道路の整備なりさまざ

まな検討をここで進めてきたという次第であります。それではお一人ずつ、ご意見を伺えれ

ばと思いますけれども、まずは、伊藤委員から、どんな点でもかまいませんのでご意見いた

だければと思いますので、お願いいたします。 

 

◆伊藤委員 はじめに、説明がありました、大きな視点ですね、人口減少の中で、それから

高齢社会ということで見直しの基本となっているということでございまして、北広島の特徴

であります５地区に分かれているところの連携を図るということで、街路ですとかあるいは

拠点の地区、施設等を整備して、先ほどの関連性を深めていこうという様な事が見受けられ

ました。あと各地区については、それぞれの地区の特徴が不足しているところや、これから

の検討課題というのが出ていると思いますので、概ね私としては特に異論はございません。 

 

◆瀬戸口会長 ありがとうございます。今おっしゃっていただいたように、東側と西側を大

きく分けてそれをつないでいくということが大きな視点ですけれども、若干補足をさせてい

ただきますと、羊ヶ丘通の延伸というのがあります。輪厚と北広島団地を結ぶ市道のところ

に、先ほどのパワーポイントの説明では位置はまだ全然想定はできないですけれども、将来

的には繋げていこう、というような視点がありまして、東側の地域と西側の地域を繋げると

いうこと以上に、もう少し札幌や千歳など広域な連携も同時に図れるようにしていこうとい

うような大きな意思があります。そういう意味で北広島市というのが非常に北海道の中でも

有利な立地にあるということをもっと生かしていこうというのがこのネットワークの視点で

もあります。ありがとうございます。続いて、尾崎委員お願いします。 

 

◆尾崎委員 私も配られた資料について一通り見させていただいたんですけれども、その中

で人口減少対策というここ２・３年前から低・未利用地の再利用を計ってコンパクトシティ

を目指すという大きな方針を出されてもう２年・３年になりまして、１度質問したことがあ

るんですけれども、どうも効果がいまいちかなというような感じがいたしまして、これにち

ょっと疑問を感じたところがありますけれども。将来の都市計画としては概ね了解という感

じがしました。 
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◆瀬戸口会長 はい、ありがとうございます。事務局から何か。補足する事はありますか？ 

 

◆村上課長 尾崎議員からありました、いわゆる人口減対策ということで都市計画でも昨年

から「空き地・空き家バンク」を事業としてはじめておりますが、庁内的にも、ある部署で

はシティセールスで観光の PR だとか、ある部署では住み替え支援というところで、まだ始

まったばかりで、施策として一体化していないなという議論が、庁内にもあります。いまは

政策調整課を中心として再構築して、特化集中して一本化して内容の充実を図っていくこと

で議論をしている最中でございます。 

 

◆瀬戸口会長 人口減少ということでいうと、西側は増えていますよね。大曲とか輪厚は。

おっしゃった中の東部とか団地、特に団地の問題が大きい。団地の人口減少をいまから空き

家バンクだとかそういうもので少しずつそこに入ってもらう様な環境整備をしなくてはいけ

ない。多分団地の人口構成を見ると、あと５年・１０年ぐらいで相当世代が変わってくる可

能性がある。そのときのための今は準備だと、助走期間だと捉えていただいて、いずれは相

当変わってくる。その時に団地の環境がいかに新しく入ってもらえる環境を作るか、そこが

今一番大切なところだと思います。 

おっしゃること、よく分かります。今の段階から、このマスタープランを含めて、ご検討

いただくということで。ありがとうございます。野村委員、いかがでしょうか。 

 

◆野村委員 全体的に、前回つくられた都市計画を時代に合ったなかで補っていくとういう

部分では評価できると思います。ただ、冒頭に会長もおっしゃられたように、実は今回の部

分は凄い勢いのある大曲、西部地区の勢いを何とかそこのところに留めておくだけではなく

て、今北広島市の街としての一番の人口停滞とか色んな部分の要因である北広島団地の中に

そのエネルギーを流入しようというか利用しようということで考えられているということな

んですけれども、それであれば、少々お金がかかってもいかに早く、羊ヶ丘通りと団地と西

部を結ぶ道路の機能強化を行うことが具体的に見えてくるように、ただ漠然と将来だという

のではなくて、それが 1 年でも早く半年でも早くするという部分を絵上に持った方がいいん

じゃないか、という事です。ただこれをするだけでは実態としては解決するものではないん

ではないかと、感想としては思いました。 

 

◆瀬戸口会長 はい。今おっしゃってるのは、羊ヶ丘通りと広島輪厚線のところの補強とか、

改修の必要があるということだと思うんですけれども、これはおっしゃるとおり非常に大事

な事で、団地の停滞を再生させていくような交流ネットワークをちゃんと組み立てるという

ことは、早急に求められます。都市計画マスタープランの役割としては、大きな方針を決め

る所までですので、事業化の決定まではここではなかなかできない。事業化はその次の段階

に、計画自体はなっていきますけれども、ここでも概念図の中で、道路は、実際はあるんで

すけれども、わざわざこの赤い太い点々を付けた。これはマスタープランとしては大きな意

思を示しているとご理解いただきたい。ここの実際の可能性というのはどうでしょう、事務

局の方で。可能性というかどういう課題がそこにあるかということも含めてこれから乗り越

えなくてはいけないものも含めて少し説明していただきたい。 

 

◆村上課長 実態は議員さんですのでご存知だと思いますけれども、今は国道３６号接続に

向けて北海道で鋭意工事をやっていただいて、予定では市等からの要望もございまして平成



- 9 - 

 

２７年度いっぱい、平成２８年の３月位には国道接続までは行うと事業計画も決まっており

ます。問題はその後ですね、市道輪厚中の沢線まで都市計画決定がされてまして、私たちの

意思としてはその次に接続する市道が広島輪厚線ですから、最低そこまで持ってくる。先ほ

どからの先生方皆さん言われているように相当波及効果が出てきて、本当はそこまで行く絵

を描きたいということで、北海道とも内々に協議をしてきたところですけれども、次の国道

以降の事業化については、今のところ北海道さんも見通しが立っていないというのが実情で

ございます。 

これは今後私たちの要望ですとか、恵庭市さんの意向等を把握しながら両市がタイアップ

してなるべく早くある一定の路線として決めていって頂けないかな、と考えております。 

 

◆瀬戸口会長 羊ヶ丘通をタッチしてその先さらに今の竹山の所を抜ける道そこの市道の改

良だとかということも必要になってきますね。ですので市としてもそういうのをセットでこ

れから改革を推し進めることが望ましいと思います。団地の人口減少がこれから始まってあ

んまり時間がなくなってきますので先延ばしにもしていられない状況ですよね。そのタイミ

ングにちゃんと合わせて、道路整備を進めていかなければ是非そこのところあまり時間がそ

んなには残っていないとご理解いただきたいと思います。はい。ありがとうございました。

坂本委員いかがですか。 

 

◆坂本委員 はい、了解いたしました。 

 

◆瀬戸口会長 大滝委員いかがですか。お願いします。 

 

◆大滝委員 基本的なチェック・インの形としては特に私の方から異論はありません。ただ、

これは大枠のかたちですので、いかにこういう街づくりをするかというのは後は中身の問題

と個々の企画と、あとは人をどうやって中で働いてもらうかですね。北広島というまちは４

０数年前に札幌市のベッドタウンとして急成長したまちで、ほとんど札幌市民かと言われて

自分達も生活してきたんですけれども団地にはいった世代がリタイヤして定住し、本当にこ

れから北広島市民として生活をはじめたところかなと思っております。 

団地の活性化検討委員会でもそういう方達が随分参加して下さって、その人たちを中心に

これから街づくりの核としてやっていけるのではないかなと思っています。 

大枠のかたちはこれで私も異論ないのですけれども、細かいところをちょっと意見を言わ

せてもらいますと、大曲地区というのは今は凄い発展をしているんだという表の顔があるん

ですけれども、その裏に大曲柏葉だとか周辺の古い建物とかっていうのは、それなりに団地

と同じ様な高齢化が進展している地域もあるので、羊ヶ丘通に大型商業施設ができたという

せいもあり、元々の末広にあった小規模のスーパーだとかほかの商業施設がかなり衰退して

いるということもあって、その地区に住んでいらっしゃる車をもたない世代、高齢者だとか、

小さな子どもさんのいる世代なんかは割と買い物にも苦労をしている面もありまして、大曲

地区は発展途上ではあるんですけれども、そういう一面もあるんだということもあります。 

それから美沢のまだ残った未利用地があるというお話だったんですけれども、美沢にどう

して商業用地をつくったのか、そもそもの理由がわからない。あそこの商業地には大きなス

ーパーもあるんですけれども、決してそれ程皆さんに利用されているとは思えない。もしか

したらそのうち撤退するするかもしれないという部分があります。 

先ほどは国道２７４号、西の里地域の開発は、土地利用の促進という話もありましたけれ

ども従来型のスーパーの誘致だとか、商業施設の誘致は多分コンパクトシティという大きな
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流れの中で、いかに身近なところで利便性を高めるかという考え方が基本にありながら、大

型の旧来型の国道沿いの商業施設みたいなものをまだ頭の中に、どこかにあるんでしたらち

ょっと考え方を転換していただかないといけないかな、と思います。細かいところではその

様な事を思っておりました。以上です。 

 

◆瀬戸口会長 はい、ありがとうございます。今一番最後におっしゃった点は、実は今スー

パー側がそういうことを考えていて、イオン自体が今はもう街中にどうやって入っていくか

という戦略を持ち始めている。従来の郊外型一辺倒の店舗展開では高齢化をにらんでそうい

う業務形態だけではできないだろうということで企業自体の中でですね。そんいう形の中で、

これからの土地利用も考えていく必要があるなと思います。ありがとうございます。 

事務局の方からは何か。よろしいですか。それでは、今日ご出席の皆様からご意見いただ

きまして、基本的な方向ということについては了解ということでここで決めさせていただき

たいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

(一同了承)  

 

ありがとうございます。それでは、都市計画マスタープランの改訂素案ついて、都市計画

審議会において、ご了解いただいたということで決めさせていただきます。主な議事の審議

についてはこれで終わりなんですが、その他事務局の方から事務的な連絡などありましたら

お願いいたします。 

 

５ その他 

◆事務局（村上課長） 本審議会の委員の皆さんの任期についてでございますけれども、８ 

月３１日をもちまして、任期満了ということになります。それで今回、平成１２年から６期 

１２年委員及び会長を努めていただきました瀬戸口会長、それから平成１９年より、３期６ 

年委員を努めていただきました大滝委員と松原委員につきましては今回改選をお願いしたと 

ころでございます。 

大変長い間本市の都市計画行政にご尽力を頂きましたことに対しまして、岩泉部長より一 

言御礼を申し上げたいと思います。 

 

◆岩泉部長 本日は、暑い中でご審議を賜りましてありがとうございました。お陰さまで、 

都市計画マスタープランの見直し案が整ったというところでございます。 

ただいま村上課長からも都市計画審議会の任期という形でお話をさせていただきまし 

たけれども、瀬戸口会長それから大滝委員、本日欠席されておりますけれども、松原委員。

３人の方々がこのたび交代というかたちになったところでございます。特に瀬戸口会長につ

いては今回専門委員会でも汗をかいていただきまして誠にありがとうございました。 

振り返ってみれば、ちょうど広島町から北広島市になったときから会長には委員をお願い

し、そして会長という重責も担っていただいたというところでございます。 

またその間先ほど大滝委員からお話もでておりましたけれども、団地の活性化計画、そし

て学校跡地の関係及び様々な形でご苦労を頂きまして、誠にありがとうございました。この

場をお借りして御礼を申し上げるところでございます。ちょっと横道にそれますが、学校跡
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地につきましてですが、広葉小学校は、市民の皆さん方で、お話いただいたような形で計画

を進めさせていただいておりますし、緑葉小学校の事業者提案という部分については、伊藤

先生が委員長で本日の午後からこの場でまたやらさせていただく段取りにもなっているとこ

ろでございます。 

そして、大滝委員につきましては都市計画の関係だけではなく、教育・福祉という形で、幅 

広い分野でいろいろご意見をいただいております。またそちらの方では、今後ともご意見をた

まわって、これから行政の中に進めていきたいと考えております。 

松原委員についてはお仕事の関係でかなり無理な状況ではあったんですがご本日も欠席に 

はなっておりますけれども、いろいろとご意見をたまわりました。 

三人の方々、今回交代になりますけれども、またご意見お聞かせをいただければと考えて 

おりますので、併せてお願いをさせていただきたいと思います。今後は庁舎建て替えですとか、

まだいろいろな課題を抱えておりますので、そういったところでも是非ご意見をいただければ

と思っているところでございます。 

甚だ簡単ではございますけども、３人の皆さん方に対するお礼とそれから９月以降また 

始まってまいります、都市計画審議会の中では、学校跡の用途区域の変更といった部分もあ

りますので、重ねてご協力いただきますようお願い申し上げまして、簡単ですけれどもお礼

に代えさせて頂きます。誠にありがとうございました。 

 

◆瀬戸口会長 最後ですので、私からもご挨拶を申し上げたいと思います。 

長きに渡り、大変お世話になりましてありがとうございます。 

私がこの委員に加えさせていただいたのは、もういまから１０年ほど前でございますけれ 

ども、そのときはまだ世の中は右肩上がりのそういう状況を少し引きづっている状況で、そ

れからの都市計画を考える、まちづくりを考えるというのは、いかに北広島市を成熟させて

そういうまちづくりを考えて行くか大きな転換期にあったかと思います。 

今日の議題もその様な中身になっておりますので、これからいかに北広島市が成熟してい 

くか。その１つの象徴として団地の活性化もありましたし、それから東西の連携ということ

もあります。そういう中で、北広島市のまちづくりもこれから皆様が持続的に暮らしていけ

る様な豊かな街になっていければと思います。その点でまたなにかお手伝いできることがあ

れば、よろしくお願いいたします。長い間ありがとうございました。 

 

◆一同    ありがとうございました。 

 

６ 閉 会 

◆事務局（村上課長） それでは以上を持ちまして、第２回北広島市都市計画審議会を閉会

させていただきます。本日は長い間暑い中、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。 


