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平成２５年度【第１回】北広島市都市計画審議会 

 

１ 日  時    平成２５年９月１２日（木） １５時００分～１７時００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     

 【案件】 

  諮問案件 議案第１号  札幌圏都市計画道路の変更及び廃止     

                       （中央通他４路線）について        

 諮問案件 議案第２号  札幌圏都市計画高度地区の変更について 

  

 審議案件 議案第１号  札幌圏都市計画道路の変更 

                       （月寒通及び羊ヶ丘通）について     

審議案件 議案第２号  用途地域等の全市見直しについて 

 

●出席者 

 【委員】 

１番委員 太田 清澄（会長） ６番委員 佐々木 亮 

２番委員 安藤 淳一（会長代理） ７番委員 鈴木 聡士 

３番委員 （欠席） ８番委員 立崎 弘昭 

４番委員 國枝 秀信 ９番委員 田原 咲世 

５番委員 坂本   勉 １０番委員 長南 秀之 

 

【北広島市】 

企画財政部長   髙橋 孝一 

 

【事務局】 

都市計画課長   池野 政敏 

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（池野課長）  それでは、ただいまより、平成２５年度第１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。 

 

 

２ 事務手続等 

◆事務局（池野課長）  それでは会議次第に沿いまして、委嘱書の交付を行います。４月

から６月にかけまして、委員４名が交代となりましたので、企画財政部長の髙橋より委嘱書

の交付をさせていただきます。新たに委員になられた方はその場でお立ちになり、委嘱書を

お受け取りいただきたいと思います。 

 

２番委員、安藤淳一様。 

４番委員、國枝秀信様。 

６番委員、佐々木亮様。 

８番委員、立崎弘昭様。 

 

（部長より各委員に委嘱書を手交） 

 

◆事務局（池野課長）  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項によりまして、前任者の残任期間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。よろしくお願いいたします。 

それでは新しく委員になられた皆様から、一言ずつご挨拶をお願いしたいと思います。な

お、本審議会は議事録作成のため、録音させていただいておりますので、発言の際にはマイ

クの手前のボタンを押してから発言していただきたいと思います。それでは安藤委員からご

挨拶をお願いします。 

 

（各新任委員より挨拶） 

 

◆事務局（池野課長）  続きまして、市事務局も４月の人事異動により一部交代いたしま

したので紹介いたします。企画財政部長が岩泉から髙橋に変わりました。髙橋部長につきま

しては建設部長からの異動となっております。 

続きまして事務局ですが、ご挨拶が遅れましたけれども、私が都市計画課長の池野でござ

います。よろしくお願いいたします。水道部水道施設課より異動となり、4月から都市計画課

長となっております。私以下の笹原主査、相花主任、佐藤主事につきましては昨年度と変わ

りませんので、引き続きよろしくお願いいたします。 

それでは次第４の諮問を企画財政部長より、都市計画審議会に諮問案件を諮問させていた

だきます。 

 

（髙橋部長が諮問書を読上げ、太田会長へ手交） 

 

◆事務局（池野課長）  続きまして次第５、企画財政部長の髙橋よりご挨拶申し上げます。 
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◆髙橋部長  皆さん改めましてこんにちは。ただいまご紹介をいただきました、企画財政

部長の髙橋でございます。本日は大変お忙しい中、審議会にご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。私は今年４月の人事異動によりまして建設部からまた企画財政部

に戻ってまいりました。平成２３年度まで、都市計画課長として在職をしておりましたので、

太田会長をはじめ、当時からお世話になった委員さんがたくさんいらっしゃいますけれども

新たに今回委員になられた方々ともども、改めてよろしくお願いをしたいと思っております。            

都市計画審議会につきましては私から説明するまでもないですが、都市計画法第７７条の

２の規定に基づいて設置されているものでありまして、その目的は、市長の諮問に応じて都

市計画に関する事項を調査審議する、ということになっております。したがいまして本市の

まちづくり計画を進める上で、大変重要な審議会であるというふうに、認識しているところ

でございます。 

本日の案件につきましては、先ほど諮問をさせていただきましたけれども都市計画道路の

変更・廃止、それから高度地区の変更。２件の審議をお願いさせていただいているところで

あります。 

特に都市計画道路の見直しにつきましては、平成２３年２月に当審議会から見直し方針案

の答申をいただいて、その後パブリックコメント、住民説明会、それから関係地権者等の意

見集約をしてきたところでございます。この度北海道とも協議が調ったということでありま

すので、本日審議会にお諮りをするものであります。 

今後の審議の予定でございますけれども、このあとは、今日ではないですが羊ヶ丘通の変

更ですとかそれから全市の用途地域の見直しを計画しているところでございます。特に用途

地域につきましては、十分市民、議会、それから皆様方のご意見を賜りたいと考えており、

おおむね２年ぐらいをかけて検討してまいりたいと思っていますので、よろしくお願いをし

たいと思います。 

最後になりますけれども、今後とも闊達な審議会になるようお願いを申し上げまして、私

のあいさつとさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

◆事務局（池野課長）  続きまして次第６、太田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いたしたいと思います。それでは会長よろしくお願いしま

す。 

 

 

◆太田会長  改めまして、会長の役を仰せつかっております、太田でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。今日はこの時期とは思えない大変暑い中でございますけれども、

いろいろとご多用の中お集まりいただきましたこと改めて御礼申し上げたいと思います。      

先ほど４人の委員を新たに委嘱していただいたところでございますけれども、まさに新体

制としての再スタートかなと思っております。それに加えて、本年度第 1 回の審議会だとい

うことですので簡単でございますけれども私の挨拶とさせていだきたいと思っております。 

ご案内のとおり先ほど２件の諮問を頂戴したところでございますけれども、これだけ多様

な委員の方にお集まりいただいておりますので、皆様方のお立場から、これまでのご経験と

蓄積されました知見をもって大局的な立場から厳正な審議と、それから答申を都度都度して

まいりたいというふうに強く思っている次第でございますので、改めてではございますけれ

ども、どうぞ向こう１年と少しになりましょうか、皆様方の御協力を強くお願い申し上げて、

私からの挨拶とさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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お手元にお配りさせていただいております会議次第に従いまして私議長といたしまして、

議事進行を務めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。会議次第の７番目でござい

ますけれども、会長代理の指名ということで事務局の方で、この指名にかかわります手続き

方について、ご説明をまずはいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

◆事務局（池野課長）  会長代理につきましては、前任の伊藤寛委員が２月にご逝去され

たため空席となっております。ご後任の指名をいただきたいと思います。北広島市都市計画

審議会条例第４条第３項の規定により、会長に事故があるとき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いうことになっておりますので、太田会長より会長代理の指名

をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

◆太田会長  指名をさせていただく前に、先ほど安藤委員からもお話がございましたが、

私を補佐していただいておりました会長代理の伊藤委員が突然お亡くなりになられたという

訃報を聞きまして、大変痛恨の極み、残念でなりません。改めてではございますけれども、

伊藤委員に対して哀悼の意を捧げさせていただきたいと思っております。非常に残念なこと

でございましたけれども、改めまして伊藤委員にかわります、会長代理ということで、今の

規定ですと私が指名するということでございますので、そのとおりに、させていただきたい

と思っております。 

それでは前会長代理の伊藤委員の後任といたしまして、安藤委員を会長代理に指名させて

いただきたいと思いますのでどうぞ御了承いただきたいと思います。 

 

 

◆安藤委員  この場を持ってお受けいたします。どうぞよろしくいたします。 

 

 

◆太田会長  快くご了承いただいたということで、どうぞ至らない部分、補佐をよろしく

お願い申し上げたいと思います。それでは、先に進めさせていただきたいと思います。本日

の当審議会の成立につきまして事務局の方から改めてご報告を頂戴したいと思います。 

 

 

◆事務局（佐藤主事）  本日の審議会の出席者は１０人中９名で、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は成立することを

報告いたします。 

 

 

３ 議事録署名委員の指名 

◆太田会長  ありがとうございました。本審議会成立ということでございますので、先に

進めさせていただきたいと思っております。 

会議次第の８番目に入らせていただきます。議事録署名委員の指名ということで私の方か

ら指名をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

本日の議事録署名委員につきましては、７番委員の鈴木委員、それから８番委員の立崎委

員ということで立崎委員には突然のご指名でございますが、よろしくどうぞお願いします。
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鈴木委員、立崎委員よろしいでしょうか。 

 

（両者承諾） 

 

◆太田会長  よろしくお願い申し上げます。 

 

 

４ 議 事 

◆太田会長  それでは、会議次第９番目、案件ということで、先ほど部長から説明があっ

たところでございますけれども、お手元の会議次第をご確認いただきたいと思います。諮問

案件といたしまして２件、それから説明案件といたしまして２件となっております。まずは

諮問案件第１号都市計画道路の変更および廃止について、ここから進めてまいりたいと思い

ます。事務局の方から内容のご説明をいただきたいと思います。 

 

 

◆事務局（笹原主査）  都市計画課の笹原です。よろしくお願いいたします。それでは札

幌圏都市計画道路の変更及び廃止についてご説明をいたします。昨年１１月の審議会で事前

説明を行いました、都市計画道路の変更及び廃止ですが、説明のあと北海道その他の関係機

関等と協議を行ってまいりましたが、その協議に多少の時間を要しまして、本日の審議とな

りました。 

平成２２年度の審議会でご答申をいただき、その後、パブリックコメントなどを経て、北

広島市都市計画道路の見直し方針を策定してまいりました。 

この方針には、長期未着手の都市計画道路４路線５区間のうちの輪厚中央通を除く３路線

４区間に廃止または変更の方針が出されております。 

輪厚中央通は、見直し方針では存続となっており、今年度から事業化されまして、現在平

成２９年度の完了を目指して事業を進めております。 

これまでの都市計画道路見直し方針の経緯でございますけれども、平成２３年２月に行わ

れた本審議会で見直し方針原案を承認、答申していただきました。その後２３年の５月にパ

ブリックコメントを行い、意見を１件いただいております。内容は市の方針に賛成するとい

った内容でございました。６月に、庁議を経まして、市の正式な方針として決定しておりま

す。その後７月から８月にかけましては、地元地権者や町内会等の説明会を開催いたしてお

ります。 

その中で、北進通につきましては関係地権者のおおむねの賛成をいただきましたが、東栄

通、中央通につきましては反対の意見もいくつかいただいております。説明会に参加されな

かった方にはアンケートを実施し、アンケートにご回答をいただけない場合は電話や個別に

訪問などを行った中で地権者の方の直接のご意見を伺ってきております。 

こういった形で意見を集約してまいりましたが、昨年末の状況で、中央通では８０％、東

栄通につきましても９０％を超えた方々のご理解をいただき、この２路線について関係地権

者の一定の方々のご理解をいただいたと判断いたしまして、方針に基づいた都市計画道路の

変更を行うということで市としての方針をまとめました。 

今回、変更及び廃止する路線は、都市計画道路の見直し方針に基づく廃止または変更が３

路線と、それに付随する区域の変更を行う路線が２路線となっております。 

中央通につきましては起点の変更、それから北進通につきましては起終点の変更、東栄通

につきましては都市計画決定の廃止ということで、これは先ほどもご説明いたしました、方
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針に基づいたものとなっております。 

そして、これらに付随しております路線の広島公園通、緑陽通については区域の変更で、

隅切り部分の変更を行うことといたします。 

これらの路線については、都市計画決定の変更そして廃止を行うもので、道路が全くなく

なってしまうとか、今後道路が廃止されるということではございません。道路の現況はまっ

たく変りませんが、都市計画の決定を廃止又は変更するものであります。 

路線ごとに詳細をご説明いたします。 

最初は中央通でございます。この道路につきましては、現在東栄通の終点から北広島団地

の高台町を結んでいる路線でございます。 

今回、起点を東栄通から広島本通へ変更することといたします。廃止する区間ですが、現

在未整備で用地買収等も全く行っておりません。今後も事業化の予定がない路線でございま

す。これは今回の東栄通の廃止に伴い道路ネットワーク上起点から広島本通までの区間は不

要となったために、起点を広島本通に変更するものであります。 

中央通の現況の写真でございます。（写真にて現況が未整備であることを説明。） 

続きまして、北進通の起点側、南側になります。この路線は、道営北広島団地とその南側

に計画のあった第２団地をアクセスし広島本通、道道江別恵庭線を補完する目的で都市計画

決定が行われました。しかし、今回廃止する区間については、現道もなく、未整備となって

おりまして、ほとんどが農地でございます。未整備区間の中間には、鶏卵工場がございまし

て操業中でございます。そしてその後、第２団地の予定地は、現在南の里特別緑地保全地区

に指定されております。 

都市計画決定当時、２車線であった広島本通ですけれども、現在は４車線化され交通容量

にも余裕がございまして、将来の交通量も減少傾向と推計されているために、広島本通の補

完機能というものの必要性が薄れてきております。 

このため起点から緑陽通までの区間を廃止して、起点を現在の広島本通から整備済みの緑

陽通に変更を行います。この北進通の起点の変更に伴い、交差しております緑陽通の隅切り

を廃止いたします。 

道路の交差点で曲がり角などを車または歩行者が通りやすくするため敷地の出隅を切り取

ること、これが隅切りと言われております。道路が平面交差する箇所について車、歩行者、

自転車等が安全かつ円滑な通行を確保するとともに、快適な歩行道路空間を形成するために

都市計画決定の際には隅切りを設ける必要がございます。この隅切りの大きさですけれども、

交差する道路の規格や交差の角度によって隅切りの大きさが決まってまいります。 

同じ北進通起点側の現況の写真でございます。（写真にて現況が未整備であることと、変更

となる緑陽通の隅切り部分の説明。） 

続きまして北進通、同じ路線の終点側ですけれども、こちらは昭和４４年に都市計画決定

を行っております。将来的には国道２７４号までの延長を計画しておりましたが昭和５４年

にレクリエーションの森、そして総合運動公園の計画などから、現在の終点、北広島高校の

先のところに変更を行いました。 

その後、２７４号への延伸計画は広島本通、道道江別恵庭線が４車線化されたこともあり

が中止され、都市計画決定がされている断面の拡幅についても現在見合わせております。総

合運動公園の整備計画が現在具体化されていないなか、またレクリエーションの森での利用

者も開設当初の想定しておりました利用者の半数程度、そして北広島高校の生徒数も昭和５

０年代６０年代のピーク時の現在は６割程度まで減少をしております。広島公園通から北側、

交差しております道路から先の終点までの区間が、都市計画道路としての必要性が今申し上

げたような理由で薄れてきているということでございます。 
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市の出しました方針としましては、都市計画道路としては広島公園通とのネットワークを

形成保持して、終点を広島公園通に変更するということで方針を出しております。また、道

道栗山北広島線から広島公園通までの区間、こちらの区間が現在まだ片側歩道と車道の一部

が未整備でありますけれども、北広島高校や周辺のレクリエーションの森、それから総合体

育館などの施設への利用者は今後もいることから整備計画、整備年次は現在のところ決定し

ておりませんが、都市計画決定の幅員は現在のままで変更しないということにしております。 

広島公園通との交差点ですが先ほど緑陽通との交差点と同じような形で隅切りが一部区域

から外れるということで広島公園通の隅切り部分も変更を行います。 

最後に東栄通です。東栄通は見直し方針では都市計画決定全線を廃止するという方針が出

されました。昭和５４年にこちらの都市計画決定を当初行ったわけですけれども、江別恵庭

線が当時２車線だったこともあり、その外側に広島本通のバイパスとして位置づけされた路

線でありました。その後人口の減少それから広島本通が４車線化されたことによりまして、

バイパスの必要性が現在はなくなってきているということで今回廃止の方針が出されており

ます。 

現在の整備状況ですが市街化区域内の半断面、４車線の断面のうち片側２車線が整備済み

であります。残りの半断面につきましては用地買収も行われておらず、現在のところ整備の

年次も未定となっております。残りました未整備の２車線側につきましては農用地として利

用されており、今後も市街化となる見込みが厳しいことから都市計画道路としての機能を廃

止するということにしております。 

変更説明書においては、中央通につきましては延長が約３５０ｍ減、北進通につきまして

は起終点あわせて約２８８０ｍの減となっております。 

これまでの経緯と、これからの予定でございます。今日の審議会で原案どおりのご答申を

いただければ、今後は北海道の都市計画課に協議書類を提出いたしまして、これに対して回

答をいただき次第、決定告示を行う予定でおります。今の状況からいくと今月下旬から１０

月上旬には決定告示ができるものと考えております。都市計画決定の変更及び廃止について

は以上です。 

 

 

◆太田会長  ３路線４区間の都市計画道路の変更と、それからそれに伴いまして２箇所、

先ほど隅切りという話が出てまいりましたけど道路の区域についての変更を行いたいという

内容を詳しくご説明いただきました。 

先ほどの説明資料の１点だけ私の方から補足をさせていただきますと、都市計画の策定の

経緯の概要というところで審議会に事前説明ということで平成２４年１１月７日に実施し、

本日９月１２日の審議会で審議ということですが、この間かなり長い期間があきまして、非

常に気にかけておりました。その協議が長引いた理由を説明していただきたいと思います。 

 

 

◆事務局（笹原主査） 北海道と協議をさせていただきました中で、まず東栄通、それから

北進通の終点側についてですけれども、この２路線については現況の幅員で都市計画決定を

残せないものか、都市計画決定を廃止することは、北海道としては、当初の決定がどうだっ

たかということも問われるということもありまして、できるだけ廃止はしないで現在の幅員

や状況に合わせた中での変更をするほうが望ましいという内容でした。 

再度、私どもの内部でも協議をし、市といたしましては、やはりこの都市計画審議会、議

会などにも説明を行い、市として出した方針でありますので、方針どおりに変更できないか
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ということで昨年の１１月から数度協議をいたしました。 

その中で、いろいろなデータ、過去からの経緯、都市計画決定をした当時の北広島の交通

計画、将来交通の推計などをベースにお話をさせていただきまして、市の方針どおりの変更

ということで７月に内諾をいただいております。 

 

 

◆太田会長  わかりました。決めたということを大前提に、市の部局が道庁の方と十分に

協議を行い、計画案の縦覧を行いました。住民の皆さんの意見を再度聞くという手続も遺漏

なく終えておりまして、意見もなしということでいただいております。この私どもで事前の

審議会で決定した内容について、皆様からご意見は頂戴したいと思いますが、ご意見はござ

いますか。こういう方針でご承認いただけるということで、よろしいでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

◆（太田会長）  はい、ありがとうございます。苦労様でした。引続き遺漏のないよう

に、先に進めたいと思います。 

それでは続きまして諮問案件の議案第２号。札幌圏都市計画高度地区の変更についてとい

うことで、事務局の方からご説明願います。 

 

 

◆事務局（相花主任）  都市計画課の相花です。よろしくお願いいたします。それでは、

諮問案件議案第２号札幌圏都市計画高度地区の変更について、ご説明いたします。 

説明前に、本件につきましては本来３月２９日に変更いたしました、札幌圏都市計画用途

地域の変更と同時に見直すべき案件でございましたが、大変申し訳ございませんけれども、

今回の説明となりました。また、用途地域のように重要な制限を行う都市計画ではないもの

ですから、事前説明は行わずに、諮問案件とさせていただきます。 

変更内容を説明する前に、高度地区につきまして、ご説明させていただきます。 

高度地区は市街地の環境を維持し土地利用の増進を図るため建築物の高さを規制しており

ます。規制している目的は、北広島市で言えば、建物の北側の隣地の日照を確保するという

ことでございます。 

現在北広島市ではこの高度地区を第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域に指

定しております。建築物の各部分の高さは当該部分から、前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に１．０を乗じたものに５ｍを加えた高さ以下とするこ

とになっております。 

前面道路の反対側の境界線、または隣地境界線の水平方向の距離に１．０乗じたもの、こ

れは垂直方向の距離と同じものになりますので４５度の三角形ができて、これに５ｍを足し

たものの空間の中に建物を納めるというかたちになります。 

またこれとは違うのですけれども、建築基準法第５５条で、第一種と第二種の低層住居専

用地域内における建築物の高さ制限を、１０ｍまたは１２ｍまでにするということで定めて

おりまして、当市は最高の高さを１０ｍまでとしております。よって、１対１の４５度で上

げている高さというのは、５ｍプラス５ｍで最大でも１０ｍまでしか上がっていかないとい

うかたちになります。 

高度地区を変更する箇所ですが、昨年の３月に変更いたしました学校の跡施設を利活用す

るため用途地域を変更した箇所です。 
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１つ目は、旧広葉小学校で、変更前の用途地域が第一種低層住居専用地域でありまして、

それを第二種住居地域に変更いたしました。よって第一種低層住居専用地域から解除された

ものですから、高度地区を解除いたします。面積は約２．９haでございます。 

２つ目は、旧緑陽小学校で、こちらも変更前は第一種低層住居専用地域でありまして、そ

れを第二種中高層住居専用地域に変更したため、こちらも高度地区を解除する形になります。

面積は２．８haです。 

こちらは高度地区を指定している箇所の新旧対照表になりますが、変更前は約７３０haと

いうことでございまして約６ha減りますので変更後は約７２４haになります。 

これまでの経緯と今後の予定でございますけれども、春から北海道の都市計画課と事前協

議を進めてまいりまして、道の方から支障がないということでご回答をいただいております。 

その後、案の縦覧を行いましたが、意見はございませんでした。本日、原案の通り答申を

いただきましたら知事協議の後、１０月上旬に決定告示を行う予定でございます。以上で説

明を終わります。 

 

 

◆太田会長  はい、ありがとうございました。先ほども事務局の方から不作為であったと

いうことがあったのですが、会長の私としても、気づくことがなかったということで、解除

しないと用途地域で建てられるようなところになっているのに、高度地区がかかっているか

ら、いろんな施設ができないといったことになりますので、ぜひご承認を頂戴したいと思い

ます。よろしいでしょうか。 

 

（一同、了承） 

  

◆太田会長  ありがとうございます。では、この件につきまして、承認いたします。諮

問をいただきました２件の案件につきまして、ご意見をちょうだいしつつ、私の補足も含め

て承認をさせていただきました。 

続きまして説明案件として２件ございますので、こちらに移っていきたいと思います。ま

ずは説明案件の第１号ということで、札幌圏都市計画道路の変更について事務局からご説明

ください。 

 

 

◆事務局（笹原主査）  それではご説明いたします。札幌圏都市計画道路の変更、羊ヶ丘

通及び月寒通についてでございます。 

この変更は月寒通、国道３６号のことですが、羊ヶ丘通、これは道路名が道道仁別大曲線、

こちらの交差部の区域の変更を行うものでございます。 

位置の確認からですが、本市の西側、大曲地区と輪厚地区の境界部分で、現在輪厚工業団

地が造成されております。輪厚工業団地の北端で、国道３６号月寒通と道道仁別大曲線羊ヶ

丘通が交差する計画となっております。 

現在、羊ヶ丘通は輪厚工業団地の北側から、国道交差部分について、佐々木委員のいらっ

しゃる空知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所にて施工していただいております。 

この２つの幹線街路が、交差形状が一部変更になることから、都市計画決定の変更を行う

ものでございます。計画が立体交差の計画でございまして、羊ヶ丘通から恵庭方向に行く国

道との合流車線部分、この合流方法の変更と羊ヶ丘通から札幌方向への車線の増設、そして

歩道の形状が一部変更になる予定でございます。 
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まず、羊ヶ丘通から国道の恵庭方向に合流する車線、これが国道車線の外側から合流する

計画だったのですけれども国道の内側車線から合流することに変更する予定でございます。 

それから２点目ですけれども、国道の札幌方向に合流する車線が変更前はございませんで

したが、今回設計の内容変更をすることにより札幌方向への合流車線も増えております。 

また立体部の歩道ですが形状の最終的な検討に入っておりまして、こちらも変更になる予

定でございます。 

変更の理由でございますが、先ほどもご説明をいたしましたが月寒通、国道３６号の合流

部分が拡幅になるという計画であり、恵庭方向への合流の形状を変更いたしました。それか

ら詳細設計と交通の解析などを行いまして羊ヶ丘通から札幌方向への接続の追加、歩道のル

ート変更を行うこととなったため、現在の区域の変更を行うことにしており、月寒通と羊ヶ

丘通、どちらも区域の変更を行うという内容でございます。 

そして今後の予定でございますけれどもこの月寒通と羊ヶ丘通それぞれ国道と道道でござ

いますので、北海道の都市計画審議会での決定案件となります。市の都市計画審議会でも説

明及び審議した後に北海道の都市計画審議会に送り込むという内容のものでございます。 

現在のところ、３月の決定告示を予定しておりましたが、一昨日札幌建設管理部とも協議

をいたしましたが、関係機関との協議が調わない場合には、遅れがでる可能性があります。

ただし現在のところは、来年３月下旬を目標に北海道の審議会に送り込みたいと思います。

都市計画道路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。今最後に説明ありましたように、少しわかりにく

い点があろうかと思いますけれども、本件に関しましては北海道の都市計画審議会での審査

ということになりますが、その前提として規定によりまして、関係する地方の都市計画審議

会において事前説明をするということでございます。ここの段階において、皆さんの方から

特段のご意見があれば、それは意見として本審議会の方に、私ども責任を持って伝えていく

ということになろうかと思いますが、何かご意見あるいはご希望があれば意見として承って

それは伝えたいと思います。ございますでしょうか。特に当事者としてのお立場もあろうか

ということでどうですか。佐々木委員もこういう形で当審議会としては進めていくというこ

とですのでよろしいでしょうか。他の委員の皆様もよろしいでしょうか。 

 

（一同了承） 

 

◆太田会長  こういう形で北海道の都市計画審議会に移すということで、今日は事前説明

でご意見は特にないと。北海道の審議会、それから実際の実施に向けて注視していくという

ことでよろしいですね。ありがとうございました。 

ではこの件についても了させていただきます。それでは最後、説明案件の２点目でござい

ます。用途地域等の全市の見直しについていうことで説明をいただきたいと思います。 

 

 

◆事務局（笹原主査）  それでは説明案件第２号用途地域等の全市見直しについてご説明

いたします。北広島市の用途地域は、都市計画法に基づき昭和４８年に、当初決定を行い、

その後は市街化区域の拡大や土地利用の変化に伴った変更を逐次行ってまいりました。 

全市的な見直しにつきましては平成８年に用途地域が８用途から１２用途に変更された際

に行っております。用途地域を含む都市計画の変更については平成１６年３月に策定いたし
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ました北広島市都市計画マスタープランをまちづくりの指針として計画的なまちづくりに取

り組んできたところでございます。 

また、市が策定した総合計画、それから北海道が策定いたしました札幌圏都市計画都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針この２つの上位計画とも整合を図ってまいりました。近

年の社会情勢の変化に伴いまして、人口減少、少子高齢化といった状況が本市でも現実のも

のとなってきております。特にこの進展が著しい北広島団地地区につきましては歩いて暮ら

せるまちづくりに向けた対応が必要となってきております。また持続可能なコンパクトなま

ちづくりへの方向転換も国や北海道から求められてきているところでございます。 

本市の特徴といたしまして、市街地が５つに分かれておりますことから、これらを 1 つに

集約するというのではなくて、５つの市街地の連携を強化し互いに波及効果を得ながら発展

していく、本市にふさわしいコンパクトシティーを目指すことを、都市計画マスタープラン

では目標としております。今後はこの５つの地区の特性を踏まえて、きめ細やかな市街地づ

くりが必要とされております。 

この用途地域等の全市見直しの背景及び課題でありますけれども、都市計画マスタープラ

ンでは、車を使わなくても歩いて暮らせるまちづくり、それから主要幹線沿道の工業専用地

域で働く人たちの利便施設、物品の販売、飲食店といったものの立地検討、そしてＪＲ北広

島駅西口周辺での土地の高度利用などが課題とされております。このような状況を踏まえま

して用途地域等の全市見直しを行うことといたしました。 

用途地域は昨年１１月に制定いたしました、用途地域指定基準に沿って行ってまいります。

またこのほかにも土地利用に関する制限を定めております特別用途地区、地区計画、準防火

地域、高度地区などについても、見直しを行ってまいります。 

見直しの方向性ですけれども、今後この方向性から方針をつくっていく予定で、まず１つ

目が歩いて暮らせるまちづくり。小規模店舗それから飲食店、こういったものが少ない地域

では、高齢化が進んでいくと車を使わない人が増えてきます。だれもが暮らしやすくなれる

ように地区の幹線や準幹線沿道に利便施設等を誘致できるような検討をいたします。この利

便施設につきましては小規模な店舗で日用品が買えるものですとか小さな診療所などといっ

たものと考えております。 

２つ目といたしまして幹線沿道への利便施設の誘導でございます。工業専用地域の幹線沿

道におきましては周辺で働く人のための利便施設、物品の販売ですとか飲食店の立地を可能

にしていきたいと考えております。 

それから３つ目ですけれども、北広島駅周辺の未利用市有地、市の所有している土地なの

ですが、こちらは利便性が高いことから土地利用の高度化を検討していきたいと考えており

ます。少子高齢化の進展と人口減少が進んでいる団地地区、この駅周辺の利便性の高い未利

用市有地がございますのでこの土地の高度利用が可能かどうかについて検討をしていきたい

としております。 

４つ目ですけれども、土地利用の変化に対応をしていきたいと考えております。土地利用

の現況につきましては、土地利用の変化に対応した適切な用途地域ということで、特に、準

工業地域に現在なっているところの住居系の土地利用について、適切な用途地域への変更が

可能かどうか検討をしていきます。 

５つ目といたしまして、用途地域を補完する地区計画などの見直し。先ほども申しました

が用途地域を補完している特別用途地区それから地区計画、準防火地域、高度地区、これら

についても見直しを図っていきたいと考えております。 

それから６つ目といたしまして、地区核の充実と整備ですけれども、５つの地区ごとに商

業や業務施設、それから文化施設など中心となっております地区核をさらに充実することが
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可能かどうか、用途地域で充実をさせていくことが可能かどうかということで地区核につい

ても検討をしていきたいと考えております。 

先ほどから出ております用途地域などにつきまして簡単に説明をさせていただきます。 

まず１つ目の用途地域でございますけれども、都市計画法の第８条と第９条に規定されて

おりまして、市街化区域内における建築物など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図り、良好な都市環境を確保

しようという制度でございます。これは全国共通で１２種類ございまして、住居系が７つ、

商業系が２つ、工業系３つとなっております。また建ぺい率、容積率、それから外壁の後退

距離、建築物の高さ、これらも一緒に定められております。 

２つ目の特別用途地区でございますけれども、これも都市計画法第８条、第９条に規定さ

れておりまして、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増進、環境の保護

などを図るため、用途地域を補足する制限となっております。本市では５種類の特別用途地

区がございまして特別業務地区が３種類、特別工業地区が２種類となっておりまして主に建

築物の制限がかけられるものでございます。 

３つ目の地区計画でございますが、都市計画法の第１２条の４及び５に規定されておりま

して、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、道路などの施設、それから建築物等のあり方に

ついて定めた規制でございます。規制の内容につきましては、建築物の用途、敷地面積の最

低限度、それから壁面の位置、建築物の形態や意匠、それから垣または柵等の構造、こうい

った内容が定められております。本市では１８地区に定められておりまして、面積で約２７

２haにかけられております。 

それから４つ目といたしまして、準防火地域、市街地における火災の危険を防除するため、

建築物を構造面から規制する制限でございます。本市では、商業地域及び近隣商業地域の全

部約１３６haを指定しております。 

それから高度地区ですが、先ほども説明がありましたように市街地の環境を維持し、土地

利用の増進を図るために建築物の間に一定の空間を確保し、良好な住環境を形成すべく建築

物の各部分の高さを規制する地区であります。これらは先ほども説明しましたように、第１

低層住居専用地域と第２種低層住居専用地域の全部にかけられております。 

これらの５つの規制については、すべてが北広島市決定の都市計画でございましてこの都

市計画審議会で審議を行い、北海道と協議を行うものであります。 

ただいま説明いたしました用途地域等の土地利用の制度をイメージ図にしたものですけれ

ども、北広島市は全市域が都市計画区域となっておりまして、この都市計画区域の中を市街

化区域と市街化調整区域に分けております。市街化区域は用途地域の中で色が塗られている

ところで、既に市街地となっているところもしくは１０年以内に、市街化を図るべき区域と

いうところでございます。市街化調整区域につきましては市街化を抑制すべき区域となって

おります。 

市街化区域の中には先ほどもご説明いたしましたが、用途地域が１２種類ございまして、

住居系が７つ、商業系２つ、工業系３つがございます。 

この用途地域を補完するものとして特別用途地区、準防火地域、高度地区、地区計画、こ

れらがございます。 

特別用途地区につきましては工業地域と準工業地域の一部が指定されておりまして、５種

類の規定に分かれております。 

準防火地域は商業地域、近隣商業地域の全部。建物を火災から守る規制となっております。 

そして地区計画でございますけれども、先ほど説明しましたように本市においては１８の
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地区の２７２haで地区計画がかけられております。地区計画区域内で建築物を建築する際に

は届出が必要になっております。これが簡単な、ただいま説明しました土地利用制度のイメ

ージ図でございます。 

全体のスケジュールを説明いたします。まず、今年度のスケジュールでございますけれど

も、まず１つ目といたしまして、課題の洗出し。それから過去から変更要望などのありまし

たものを整理いたしまして、都市計画マスタープランそれからその他の計画などとの整合を

図っていきます。 

その後、見直し方針案を作成いたしまして、これを都市計画審議会に諮問いたしまして方

針の原案を策定いたします。この方針を審議していただきまして、パブリックコメントを経

まして、方針の決定をしていきたいと思います。この中で議会への方針の報告も行っていく

予定です。この見直し方針が決定いたしました後に、見直し箇所の選定に入ってきます。都

市計画基礎調査のデータの解析、それから現地の調査等を行ってこの箇所の選定が大まかに

決まりましたら、審議会への中間報告。ここまでが平成２５年度内、来年３月までのスケジ

ュールでございます。 

平成２６年度以降でございますが、図化作業、資料の作成、庁内関係部署の協議、それか

ら国や道などの関係機関への下協議について入っていきます。このあと、変更素案を作成い

たしまして、この審議会での審議を経まして、変更原案ということになっていきます。この

変更原案がまとまりました段階で、議会への報告もしていきたいと考えております。その中

で、原案の前にパブリックコメント、それから地元への説明会等も行って、市民の皆様への

周知を図っていきたいと思っております。 

そうしまして、原案のほうが整いましたら、関係機関への正式な協議、国や道、その他の

機関などへの協議を行っていきまして、その後は法定の都市計画の手続、条例変更が伴う場

合は条例変更を行いまして、最終的に２７年度内には決定告示を行っていきたいと考えてお

ります。２６年度以降のスケジュールは、今年度の作業の進行状況によって流動的な部分も

ございますが、２７年度内には最終的に決定告示を行うのが現在の予定でございます。以上

です。 

 

 

◆太田会長  ありがとうございました。最後に事務局の方から説明があったように、平成

２７年度には完了をしていきたいということです。今日はまず第１段階として、事務局の方

からご説明をさせていただきたい、ということだったと思います。 

それでまずは今の説明案件第２号のところで、私の方から、私個人の考え方を含めて、補

足させていただいて、皆さんのご意見を頂戴したいと思います。 

見直しの背景及び課題というところの中に、ご案内のとおり平成１６年３月に作成した北

広島市都市計画マスタープランというものがございます。 

今回は４人の新しい委員の方にご参画いただいたわけですが、御２方は議会の議員でござ

いますので、よく承知されていることですが、改めて本市の都市計画マスタープランという

ものを各委員の皆様に確認しておいていただきたいと思います。すでにもらっている委員も

ありますけれども、新たに委員になった方中心に、この都市計画マスタープランをお渡しか、

確認していただきたい。 

今日の趣旨は、このいろいろな市民の皆様に知恵を絞っていただき、協議を経て決定した

本市の都市計画マスタープランがありますが、これをベースに作業をしていきたいというこ

とかと思います。 

私どもの都市計画審議会では、マスタープランの中で、実際にやっていきたいというもの



- 14 - 

 

に審議会が確実にかかわり、用途地域等を決めていくということです。それで補足しますけ

れども、諮問案件第２号の資料の高度地区変更箇所図という図面の凡例のところを改めて勘

定すると１５あります。先ほど、１２の用途地域を指定しているという話がありましたが、

凡例を勘定すると１５あるのですけれども、上の３つが同じ第一種低層住居専用地域ですか

ら、この３つは１つのかたまりで、これを１つに勘定しますと１２の色で北広島市の市街化

区域は全部色分けがされていることとなります。 

それから耳なれない言葉で特別用途地域が５つあるという話をしましたけど、同じ図面に

５つ凡例がありますので、こういう中身になっているということで詳しくは次回これを審議

いただくときに、もう少し時間をとって用途地域や特別用途地区について詳しく説明します。 

第１段階としては、基本的には都市計画マスタープランで決めて、ＡをＢに変えたいとい

うときに、用途地域も変えなければならないとすると、私どもの中でそれはきちんとフォロ

ーしていく。  

それからもう１つは、せっかくこれだけのメンバーに集っていただいておりますので、こ

の都市計画マスタープランはＡという形をＢに変えると決まっていますけれども、この審議

会でそれをフォローしていくときに用途のことを中心に考えると踏み込んだ意見を出しても

私は構わないし、その方が私どもの立ち位置も、関わっていただくための意義もあると思っ

ています。本審議会はそういう位置づけだと思っていただきたいと思います。 

基本的には都市計画マスタープランを実現するために私どもがフォローしてその段階で意

見があればそれは審議させていただくということかと思っております。 

補足になりましたけれども基本的な考え方と、それと私ども審議会の立ち位置ということ

を確認させていただいた次第でございます。それを含めて、この次にもう少し詳しい説明を

させていただいて、審議にあたっていきたいと思いますけれども、何かご意見があれば。特

にありませんか。鈴木委員いかがですか。なにかご意見があれば。ご遠慮なく。 

 

 

◆鈴木委員  説明案件第２項の全市見直しを説明していただいた資料の中で、一部理解が

難しかった箇所があるので確認をさせいただきたいです。２の見直しの方向性という部分で、

これの③の中身の説明でよくわからない部分があったのですが、③は北広島駅の周辺で使っ

てない土地をもっと高度に使っていきましょうという趣旨だと思うのですが、その中の説明

で北広島団地と駅周辺と２つ話が入っているのですが、どういうふうに理解していいのかが

わかりませんでした。少子高齢化の進展と人口減少が進んでいる北広島団地地区はＪＲ北広

島駅周辺の利便性の高い未利用市有地は土地の高度利用が可能か検討します、ということで

すが、これはどういう意味か確認しかったのですが。 

 

 

◆事務局（笹原主査）  こちら、都市計画マスタープランにも書かれているのですけれど

も具体的に言いますと、駅前に市有地ございまして、今は芸術文化ホールの臨時駐車場にな

っているところですけれども、そこの用途地域が第１種低層住居専用地域でございましてそ

こを将来的にどうするかによっては用途地域の変更もする可能性があるということでござい

ます。 

 

 

◆事務局（髙橋部長）  ちょっと今個別具体的な場所を指しますが私としては、１つ問題

としているのは、北広島団地の少子高齢化が著しくなってきている。そこに住んでいる方の
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利便性を高齢者も含めて確保したい。それと、ＪＲ駅周辺と団地の区域が重複しているとこ

ろもあるものですから、駅の周辺地区は高度化を図っていきたいという、ちょっと主語述語

がばらばらで、わかりづらくて申し訳ないですが、意味としてはそういう意味でございます。 

 

 

◆鈴木委員  地区の中でも特に駅のそばは、ということですか。そういうことでしたら、

ちょっとこれは適切に修正していただいた方が誤解ないかと思います。 

 

 

◆事務局（笹原主査）  それと、この用途地域等の見直しを行う際ですけれども、配布し

ております北広島市用途地域指定基準に沿って行っていくわけですけれども、この基準です

が、昨年４月に用途地域の決定権が北海道から市に権限が移譲されております。 

これを受けまして、権限委譲前の北海道が定めておりました指定基準の内容をほぼ踏襲い

たしまして、昨年１１月に北広島市用途地域指定基準として定めております。 

 

 

◆太田会長 繰り返しになりますけれども、都市計画マスタープランについて、それぞれの

委員の皆様の方に確認していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

５ その他 

◆太田会長  それでは長時間にわたりまして、大変ありがとうございました。最後になり

ますが、議事次第のその他ということで次回のスケジュールとなっておりますで、事務局の

方から確認をしていただいて終了したいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

◆事務局（池野課長）  次回の審議会の日程につきましては、説明案件でもありました月

寒通及び羊ヶ丘通の協議経過により変わる可能性はありますけれど、１１月ごろを予定して

お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、みなさんにご案内を送付したい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

◆太田会長  決まり次第速やかに連絡をしたいと思います、よろしくお願いします。それ

では改めまして、長時間のご審議どうもありがとうございました。 

 

 

６ 閉 会 

◆事務局（池野課長）  以上をもちまして、平成２５年度第１回北広島市都市計画審議会

を閉会いたします。本日は長時間ご審議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。 


