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市民ワークショップ 

１．実施概要 

⑴ 目的 

次期総合計画(2021～2030)の策定の基礎資料とするため、北広島市民から、まち

づくりの課題や将来の北広島市のまちづくりについての意見等を把握するために

市民ワークショップを実施した。 

 

⑵ 開催時期等 

 開催日時 会場 次第 出席者数 

第
1
回 

11月 3 日(土) 

10:00～12:00 

北広島市図書館 

2階ＡＶサロン 

1.はじめに 

2.基調講演「北広島市の今後 10 年のまちづ

くりのあり方」 

～北海学園大学工学部 鈴木 聡士 教授～ 

3.ワークショップの進め方について 

4.北広島市の将来像について意見交換 

5.各グループから発表 

6.総括 

7.その他 

8.閉会 

28名 

第
2
回 

11月 11 日(日) 

10:00～12:00 

農民研修センタ

ー研修室 2 

1.はじめに 

2.グループごとの意見交換 

3.各グループからの発表 

4.その他 

5.閉会 

20名 

第
3
回 

11月 17 日(土) 

10:00～12:00 

西の里会館 

集会室 

1. はじめに 

2.各グループでの意見交換 

3.各グループから発表 

4.市民参加推進会議委員あいさつ 

5.北広島市における市民参加の状況 

23名 

第
4
回 

12月 1 日(土) 

10:00～12:00 

夢プラザ多目的

ホール 1・2 

1.はじめに 

2.ボールパーク構想について 

3.グループごとの意見交換 

4.各グループから発表 

5.その他 

6.閉会 

22名 

 

⑶ 対象 

北広島市内に居住する 16 歳以上の男女（30名） 

（地区別、年代別に無作為で参加候補者を抽出） 
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２．議事概要 

市民ワークショップであげられたこれまでの意見等（第 1 回～第 4回）を、各分

野、項目で区分して整理すると、各分野のなかでも、生活環境分野に関する意見等

が多数あげられた。 

 

⑴ 生活環境分野 

生活環境分野に関する意見等は多数あげられており、なかでも、「ごみ処理問題の

改善（ごみ分別のわかりやすさの改善、ごみの減量化等）」、「公共交通の充実（アク

セスの改善、バス路線の整備等）」、「防犯（街灯の整備等）」、「防災」、「除雪、排雪

の改善」、「公園の有効活用」に関わる意見が多くあげられている。 

その他には、「道路整備」、「信号整備」、「公共料金の見直し」、「市営住宅の整備」、

「住宅地域の見直し」、「騒音の改善」、「まち並みの形成」、「遊水池の活用」、「空き

家の活用」があげられている。 

 

⑵ 保健・医療・福祉分野 

保健・医療・福祉分野に関する意見等としては、「子育て支援（子育てに関する医

療の充実等）」、「保育・学童施設の充実（施設数の充実、利用時間の延長等）」、「医

療機関の充実（産婦人科、小児科の設置等）」、「高齢者支援（高齢者向け施設の増加

等）」があげられている。 

 

⑶ 産業・雇用分野 

産業・雇用分野に関する意見等として、産業関連では、「日常の買物環境の充実（ス

ーパーの充実等）」、「飲食店、小売店、娯楽施設等の充実」、「駅周辺の機能充実（駅

周辺で受けられるサービス機能の充実）」、「観光振興（観光スポットづくり等）」が

あげられている。 

雇用関連では、「雇用環境の整備（働きやすい環境づくり等）」、「高齢者雇用」、「外

国人の雇用」の受け入れがあげられている。 

 

⑷ 教育・文化・スポーツ分野 

教育・文化・スポーツ分野に関する意見等としては、教育関連では、「学校施設の

充実（学校利用時間の見直し等）」、「通学距離の改善」、「学校給食の充実」、「（学校

以外での身近な）学習の場づくり」があげられている。 

文化関連では「文化・芸術等に親しむ機会の充実」、スポーツ関連では「スポーツ

イベントづくり」、その他「大学等との連携活動（によるまちづくり）」があげられ

ている。 
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⑸ 市民参加・交流分野 

市民参加・交流分野に関する意見等としては、まちの PR 関連としては、「知名度

向上（イベントを通した知名度向上等）」、「イベントによる交流（若者世代に向けた

イベントづくり等）」、「情報発信（SNS の活用等）」、「北広島市らしさの PR」があげ

られている。 

その他、北広島市民の「郷土愛の醸成」や、「町内会活動の活発化」、「5 地区一丸

となったまちづくり」、「IT充実等によるまちづくり」、「コンパクトシティ化」、「市

民意見等収集と市役所の対応改善」があげられている。 

 

⑹ ボールパーク関連分野 

ボールパーク関連分野に関する意見等としては、「ボールパークの活用（シーズン

オフの活用等）」、「雇用促進等（観光振興、スポーツ産業の活性化等）への期待」、

「市民へのメリットの提示」、「騒音等への懸念」があげられている。 

 

⑺ 各地区の課題等 

第 4 回目のワークショップでは、参加者の居住地区別でのグループディスカッシ

ョンにより意見等を頂き、北広島市まちづくり全般に関わる意見等もあげられたが、

各地区ならではの課題等があげられた。 

北広島団地地区からは、駅に行くための「循環バスの整備」があると便利との意

見があげられている。 

西の里地区からは、ボールパーク建設予定地に近いこともあり「ボールパークに

関連した懸念事項（渋滞等）の改善」をはじめ、「札幌へのアクセスの充実」を求め

る意見等があげられている。 

大曲地区からは、「ボールパークに関連した懸念事項の改善（ボールパークへの注

力により、大曲地区の課題解決の後回しへの懸念）」や「交通アクセスの改善」、「除

雪の改善」、「街灯整備」「医療機関整備」を求める意見等があげられている。 

西部地区からは、「害獣被害対策（アライグマ）」、「自衛隊による騒音問題の改善」

を求める意見等があげられている。 

東部地区からは、地区内にボールパーク建設予定地があるため、「ボールパークに

関連した懸念事項の改善（渋滞、駐車場、騒音、ごみ問題等）」を求める意見等があ

げられている。 
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３．第 1回～第 4回までの意見等の分野、項目別整理 

⑴ 生活環境分野 

区分 意見等 

ごみ処理問題の 

改善 

・ごみの分別がルーズな市民がいる。ボランティア活動により、例えば

ごみを捨てるときに、監視する人がいたらいいのではないか。 

・現在は、ごみステーションだが、各家庭の前に捨てるような形にした

らいいのではないか。人件費がかかり、うまくいかないかもしれない

とは思うが。 

・ごみ分別方法をもっとわかりやすくしてほしい。 

・ごみステーションの場所を当番制にすれば、きれいにごみステーショ

ンを使うようになるのではないか。 

・カラスが多い。カラスを減らす方法も少し考えなければならない。 

・ピンク色のごみ袋があるが、取り扱いについて、分別がよくわからな

いと、とにかくピンク色のごみ袋で捨てるという人が多い。分別方法

をわかりやすくすべき。 

・生ごみは、できればコンポストの活用ができないか。 

・ごみ処理施設の改善が必要。北広島市はごみの分別が細かいので、ご

み処理施設の増加、質の改善が必要。 

・ごみの分別が難しく煩雑。 

・埋め立て処理のため、ごみの減量が必要。 

・着工中の焼却施設について、分別のことも含め、広報等で市民にわか

りやすく説明をしてもらえたら住民の協力も得られるのではないか。 

・戸別収集の検討が必要。ごみステーションの近隣の方が朝早くから分

別を行っていたり、特に夏は匂いがあったりと負担が大きい。 

・卵の殻は生ごみではない等、分別が細か過ぎる。住みたいまちを考え

る上で、ごみの出し方が楽だとお年寄りの人にとっても私達にとって

も良い。 

・不法投棄が多く、防ぐための周知が必要。 

公共交通の充実 【全般】 

・札幌からの交通アクセスが少ない。 

・JR が１本止まってしまうことがあるだけで、北広島に帰れなくなった

りすることがある。 

・団地地区は JR があるが、西の里地区や大曲地区はアクセスがなく、

札幌に行くアクセスも少ない。森林を削り、モノレールや市電等のト

ラムをつくってつなげたら良い。西の里と大曲から直接札幌にアクセ

スできるよう、利便性の良いアクセスをつくり、団地地区は離れてい

るので、トラム等でつなげるようにしていけたら良い。 

・アクセスがつながることで、その間に企業や店舗を誘致でき、札幌等

から来る集客数を増やすこともできるのではないか。 

【バス】 

・バスの本数が地区別で偏っている。非常に不便。 

・バス整備、街灯整備等に地区格差がある。 

・駅周辺に例えば施設を増やすのであれば、公共交通の充実が必須。バ

スを定期的に走らせると赤字になるため、ミニバン等で１時間に１回

定期的に循環するのはどうか。 
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・西の里地区、大曲地区から札幌に行く時、北広島駅に行く時の交通の

便が悪い。通勤・通学時の交通アクセスも悪い。長期間改善されない

状況である。バスが１時間に１本、夜８時までしか便がない。改善し

て欲しい。 

・大曲地区は、バスの本数が少なく、特に夜８時以降の便が少ない。 

・札幌からもっとバスが出してほしい。 

・特に大曲地区のバスが良くなく、20 時には運行が終わってしまうた

め、バスの運行時間の見直しと路線の見直しをぜひ検討していただき

たい。 

・コミュニティバスの導入により、高齢者の買い物対策になるのではな

いか。 

【その他】 

・モノレールをつくってくれたら、もっと便利になる。 

・モノレールのループ化、東京のゆりかもめのようなものが、北広島の

各区をループ化してくれると、いいまちというイメージができ、住み

たくなる一つの材料になる。車がない人でも住みやすくというような

テーマで、交通機関の重要性を考えていただきたい。 

防犯 ・高齢者を狙った犯罪が多い。高齢者に対する犯罪予防の情報発信が必

要。見守り活動プラス災害時の救助活動的なものが必要。 

・街灯整備については、不審者、事故につながる問題にもなる。 

・まち全体が暗い。街灯が暗い。 

・街灯が少ない。もっと明るくし、改善してほしい。 

・防犯対策として街灯をもっと増やしていただきたい。夜暗いよりは明

るい方が安全につながる。 

・高齢者対策として、高齢者に対する防犯指導は欠かすことができない

のではないか。特殊詐欺の防止についての広報やステッカー等を市で

もつくってはいるが、なかなか浸透しないので、何回も指導していく

必要がある。 

・北広島に警察署がなく、誘致できたらいい。事故の対応に 2時間かか

ったことがあり、色々なことに対しすぐ対応してくれるのではない

か。また、お年寄りの方に啓発運動をしていただく等も相談できる。

警察署が近ければ警察の方も動くのが早いだろうし、安心だ。 

・夜は暗く、暗いところに不法投棄もあり、明かりを増やした方が夜に

歩くときでも安心だ。 

防災 ・水害対策については、共栄、朝日、稲穂地域は土地が低いため不安。

水害対策、下水道を充実させてほしい。 

・平素からもう少し防災対策が必要。 

・例えば、市役所へ行けば、各支所に揃っているものや備蓄について情

報が得られるといった広報も必要。広報車が町内会を回っていたが、

家の中にいたら何の広報なのか聞き取れないことがあった。 

除雪・排雪の改善 ・除雪が行き届いていない。 

・除排雪については必ず苦情が出ており、2車線道路が 1 車線、あるい

は 1 車線半になっているため、排雪をもう少し多くしてもらいたい。

除雪は横にかき分けていくだけで、それを排雪していかないと道路環

境は良くならず、交通事故の原因にもなる。 

・排雪の回数が少なく、除排雪が多ければ、お年寄りの人も北広島に住

みたいという魅力のあるまちになるのではないか。 
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公園の有効活用 ・緑葉公園グラウンドは昔サッカー等で活用されていたが、現在は使

われていない。「ドッグラン」等で活用できないか。 

・最近、公園で遊んでいる子どもがいない。公園内での規制が厳しいせ

いではないか。子どもの都合よりも、大人の都合で規制が厳しくなっ

ているのではないか。魅力がない公園、施設が多くなっている。 

・例えば、レクの森等で、アスレチック、例えば木登り、ツリークライ

ム等をガイドを使ってやれると魅力が増えるのではないのか。 

・レクの森をもっと有効活用したらいい。現在、破損しているものが多

く、正直楽しめるというところではない。ただ広いだけである。広い

からこそ、例えばグラウンドをつくり、遊べる場所としても活用でき

ないか。 

道路整備 ・坂が多いので、高齢者、子どもにも配慮して、工夫してほしい。 

・人手不足であれば、ロードヒーティングを設置しておくと良い。 

信号整備 ・信号について、右矢の信号を増やしてほしい。 

公共料金の見直

し 

・公共料金が高い。水道代、ごみ袋も札幌や近郊に比べると、割高。 

市営住宅の整備 ・市営住宅を増やしてほしい。市営住宅の募集すらない状況にあり、市

営住宅が足りていない。人口増加にもつながるのではないか。 

住宅地域の見直

し 

・２世帯住宅をできる地域とできない地域があるらしいが、なぜできな

いのか改善してほしい。 

騒音の改善 ・西部地区は、島松演習地が近く、大砲の音がうるさい。 

・自衛隊の演習音がうるさい。非常に窓が振動する。騒音等を何とかし

てほしい。 

まち並みの形成 ・団地地区は、人口減少率は一番高く、高齢化しているが、今若返って

もきている。北広島市の木はカエデだが、まち並みにそぐわない木を

街路樹として植えているところがあるので、景観のバランスがとれて

いない。 

遊水池の活用 ・北広島東の里遊水池の活用方法を考えてほしい。例えば千歳の遊水池

では、鳥が随分集まるようになっているようだ。ただ、鳥が集まるよ

うになると、今度は鳥インフルエンザ問題が出てきてマイナスになる

ということであれば、水がたまらないようにするか。 

空き家の活用 ・空き家を活用して人を集めて人口を増やす。 
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⑵ 保健・医療・福祉分野 

区分 意見等 

子育て支援 ・子育てに関する医療費の充実をはかってほしい。子育て世代にとっ

て、子育て環境がいまいちである。 

・移住については、セカンドライフ向けになってきている。子育て世代

に対する充実度が低い。子育て支援が足りない。 

・子ども食堂はできないか。 

保育・学童施設の

充実 

・保育園や学童施設が足りない。例えば現役を引退した方のボランティ

アで預けられるような施設や会が開ければいい。新しく施設を建てる

のではなく空き家を活用してはどうか。 

・学童施設、保育所を増加してほしい。学童施設等は決まった時間まで

しか預けられない。共働き等の家庭も多いので、時間の延長等も検討

してほしい。 

医療機関の充実 ・産婦人科がないため、出産時は他市に頼らざるを得ない。安心して出

産して子育てできる環境となればよい。 

・産婦人科がない。 

・市内には産婦人科がなく、児童が入院できる病院がない。病院を新し

く建てるには、建設コスト、維持コストもかかるので、施設建設より

も、病院への移動のサポート、例えば交通費の補助、通院のための循

環バス等があるといい。 

・小児科を増やしてほしい。 

・市立病院、総合病院が足りない。増やしてほしい。急病時は特に困る。

他のまちの病院に行かないといけなくなってしまう。 

高齢者支援 ・高齢者が増加しているので、福祉施設を増加してほしい。 

・団地地区では、高齢者が増えているが、高齢者のための施設が少ない。

高齢者の交流の場を設けてほしい。例えば、使われていない公園を改

造して、ドッグラン等をつくることによって、高齢者が少しでも外に

出ようと思うのではないか。 

・高齢者と子どもがもっとうまく関われるような施設の増加が必要。 

・20 代、30 代ぐらいになると札幌や東京に出てしまい、特に団地地区

の高齢化は深刻な問題である。 
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⑶ 産業・雇用分野 

区分 意見等 

日常の買物環境

の 

充実 

・移住者が入ってきやすい地域づくりと、スーパーなどの商業施設の増

加が大事。セイコーマートがスーパーがわりになっている地域もあ

る。 

・西部地区は、５地区の中で唯一商業施設がない。車のある方はいいが、

高齢者は買い物難民になっている。 

・高齢者が買い物をする楽しさを味わえるよう、スーパーを増やすと良

い。 

飲食店、小売店、 

娯楽施設等の充

実 

・遊ぶ場所がない。札幌までいかなければならない。 

・駅周辺をはじめ、飲食店が少な過ぎる。 

・駅周辺の娯楽が少ない。例えば、ラウンドワンのようなものがあると

よい。 

・以前 IKEA ができるという噂があったが、家具店がないのであればと

思う。 

・遊ぶ場所がないのは切実な問題で、若い人が北広島に住みたくないの

も、そういった部分か。 

駅周辺の機能充

実 

・駅に宅配ボックスがあると、宅配を受け取りやすいため、駅に色々な

機能を集約して欲しい。 

・駅周辺は、図書館が近いが、本の返却ボックスがあると便利。 

観光振興 ・北広島には観光地が少なく、バス等で走っていても素通りのまちであ

り、観光地になるようなものがあればいい。 

・北広島に注目が集まっているうちに、文化やスポットを生み出してい

けないか。市民や市外の方が行きたくなるような公園など。土地や環

境はあるのにうまく利用できていない。 

・三井アウトレットパークで買い物をするだけになっており、宿泊施設

の充実が必要。 

・大きなイベントの誘致し、継続することで雇用や観光の発展になるの

ではないか。 

・目的地としての北広島になる。 

・市内に遊園地や水族館もあったら、他の地域から来た方に自慢して案

内できる。 

雇用環境の整備 ・来たいまちづくりとしては、例えば、賃金アップで働く人のやる気を

出し、児童も預けられる施設があり、働きやすい環境をつくっていく

のが大事。 

・北広島市内で職を探すときに、自分のやりたい職業につき、働ける場

所が少ない。やりたいことを見つけられるまちにしていったらいい。 

高齢者雇用 ・高齢者の雇用が増えれば、住みやすくなるのでないか。 

外国人の雇用 ・外国人労働者の増加に伴い、外国人を受け入れてまちの活性化にもつ

なげ、もっと国際的な市にしても良い。特に大曲地区は工業地帯であ

り、この地区に受け入れてはどうか。 
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⑷ 教育・文化・スポーツ分野 

区分 意見等 

学校施設の充実 ・学校施設の利用時間は、土日の利用だけだが、もう少し充実できない

か。 

通学距離の改善 ・西の里地区は、小学生にとって通学が不便で、３キロ位歩く必要があ

る。学校は地区の外れにあるため、スクールバスが出てはいるが何と

かならないか。 

学校給食の充実 ・福祉の充実と学校給食の充実をしてほしい。 

・自然栽培米を学校給食に使う等の事例もあるようだが、北広島市もＪ

Ａと協力し、例えば、自然栽培に力を入れていることを PR していけ

れば、子育て世代の目にとまり、移住したいと思うのではないか。 

学習の場づくり ・東部地区は、身近で勉強等できるような施設がないので、施設がある

とよい。 

・子どもの学習施設が少ない。 

・塾等が足りないので増加してほしい。 

文化・芸術等に親

しむ機会の充実 

・北広島の文化やスポーツについて、そもそも市民への周知が足りてい

ない。歴史、芸術、文化があるとしても、実際に発信力は弱い。SNS の

活用が重要になる。 

・北広島市民の芸術や歴史を発信していくところが少なく、道の駅等を

利用できないか。 

・芸術が散りばめられているまちにすることで、生きる活力になるので

はないか。人口増が難しければ、一人一人の充実感、例えばこのまち

に住んでいて良かったと思えるようにしていっていただきたい。 

スポーツイベン

トづくり 

・既存のもの、例えば坂を利用したマラソン大会といったイベントを増

やしてはどうか。 

・例えばマラソン大会と一緒に、宿泊チケットも一緒に販売する等の工

夫があるといい。 

・サイクリングロードを使い、皆で楽しめるようなスポーツで活動があ

るとよい。 

大学等との連携

活動 

・星槎道都大、北広島高校、西高校といった学校との連携で、まちづく

りのアイデア、企画をつくっていけないか。 
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⑸ 市民参加・交流分野 

区分 意見等 

知名度向上 ・北広島の知名度のアップが重要。イベント、例えば、マラソン大会、

ミュージックフェスト等を通して知名度アップできないか。 

・マスコットキャラクターを使い SNSで発信し、北広島市について認知

してもらうのはどうか。 

・マイナスな部分が多いため、北広島市に住みたいということにならな

いのではないか。 

・北広島ブランドが認知されることも重要。北広島市に住んでいること

がうらやましいと言ってもらえるような市になるとよい。 

・北広島の知名度を向上させるために、例えば各ブロックのスイーツ店

めぐりの提案があげられる。個人のスイーツ店も増えていくとさらに

広がりができると思う。 

・三井アウトレットパークやクラッセホテル等あるが、札幌の名前が前

に出てきて、北広島市として認知度が低かった。 

イベントによる 

交流 

・北広島市は広島県と交流があるので、例えば特産物を互いのまちで販

売イベント等ができれば、PR にも、交流の場になると思う。 

・エルフィンロードを活用してイベントを行うのはどうか。 

・市内では日本酒イベントがあるが、北広島の日本酒等を含めて売りに

できないか。 

・イベントを多く開くことで市民参加が増え、また、このまちを好きに

なってもらえるのではないか。 

・市民も、このまちでお金を使ってもらい、このまちで楽しんでもらう

ことが大事で、市民参加のイベントができないか。 

・若者世代に向けたイベントづくりも必要。ふるさと祭りや酒まつりと

いったイベントはあるが、今の若者の嗜好に合っていないのではない

か。例えば、趣味・嗜好、サブカルチャー、アニメ、漫画に特化した

ようなイベントがあってもいいのではないか。 

・ふるさと祭りの会場が駅の近くで、駐車場施設があまりない。駐車ス

ペースを増やし、足の確保も必要。 

・イベント関係も少なく、例えばボールパークの付近に北広島で運営で

きる施設や野外ステージあれば、お祭りや音楽フェス、それに付随し

た移動販売店やマルシェ等の企画が立てられる。イベントによって若

い人達が集まる。ボウリング場やカラオケ、ゲームセンター、遊ぶ場

所がほとんどないが、もっと楽しめて交流ができる、新しい北広島の

顔ができるのではないか。 

・今は農業祭り的なものが一つあるぐらいで、こんなお祭りがあるから

北広島は良い、と言われるような大きなお祭りがなく、ネームバリュ

ーがほとんどない。北広島にはこれがあるというお祭りを企画してい

ただけないか、もしくは企画できるような集まりを市で大きく PR し

てもらって、参加できる形で打ってもらいたい。 

情報発信 ・イベントの充実、イベントについての情報発信も重要。情報発信手段

は広報誌が主で、活用している人もいるが、ホームページ、SNSの充

実もした方がよい。イベントが充実し、大きなお祭り等があると楽し

くて住みたいと思う。 
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・イベントの情報は、インターネット、SNSをもっと活用して発信すべ

き。 

北広島市らしさ

の PR 

・デザインを大事に、北広島市の色を出し、まち全体を明るくしていっ

てもらいたい。 

・まちの雰囲気がいいので大事にしていきたい。 

・人が来たいまちにして、人を増やしていく。 

郷土愛の醸成 ・地元愛が強い方が結構いる。例えば、子供ができたら戻ってくる人も

いる。北広島市は教育面で札幌よりもいいのではないかと思う。 

町内会活動の 

活発化 

・町内会が中心になって、市政懇談会等で意見を言う活動があるが、そ

もそも町内会の役員のなり手があまりいない。 

・町内会は、基本的にはまちづくりの基本だと思う。市役所の方々と、

ボランティアとして町内会の活動に入ってもらうということで、町内

の活性化ができないか。 

・市として町内会をどう活用していくか。市役所のほうからボランティ

アとして活動していくと、意見を通しやすく、町内会としての活動が

できるのではないか。 

5地区一丸となっ

たまちづくり 

・北広島市は 5地区に分かれているが、北広島市がひとつとなっていけ

るといい。 

IT 充実等による

まちづくり 

・ITをもっと多様化させて、Wi-Fiをどこでも使えるようにしてはどう

か。医療や学校等に良い影響をもたらすと思う。デジタル化したまち

を目指す等、人口を増やすより、まちづくりをもっと良くすることを

目指していきたい。 

コンパクトシテ

ィ化 

・札幌市は年々人口が増えているが、これは近隣の市からの転入が多

く、北広島は逆に人口が減っている。人口が減らないように機能集約

型のまちづくりを検討したい。駅の周辺にお年寄りのまちをつくるこ

とで、お年寄りが買い物をしやすく、街の方にも出やすい、病院にも

行きやすいというようなまちづくりをしたらどうか。 

市民意見等収集

と市役所の対応

改善 

・市民意見等は、市役所に届いていると思うが、何が問題で解決できな

いのか理由を周知してほしい。 

・お金の問題なのか、人員足りなくて解決できないのか。 

・対応できない理由がわからないと、市民も諦め、意見等が出なくなる。 

・もしかしたら最悪、まちから離れてしまうということもある。 

・このまちをよくしていくためにも、市役所の方達のやる気、熱意、対

応の統一をお願いしたい。 

・市民の意見を聞くために、こういった会議の期間も、もう少し長い期

間で設けていただきたい。 

・市民からの意見に、市役所の対応は、大抵「決まりですから」等が多

い。 

・市民は、解決をするために市役所に話をしている。そのときに、「決

まりですから」等といった対応では、市民は話をする意味がない。 

・市民は、市役所が解決するために、どういった努力をしてくれるのか

を聞いている。「決まりですから」という対応では、誰も意見を言わ

なくなり、このまちをよくしたいとは誰も思わなくなる。 

まちづくりのあ

り方として 

 

・札幌のベッドタウンから北広島市になっていく。 

・10 年後の構想として、北広島市としてしっかりと立っていけるまちに

なってほしい。 
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・北広島市に住んでいるメリットがあまりない。住みやすさを考えるの

であれば、もっと交通の便を特化して、交通の便を良くする、子育て

環境を整える、例えば給食費が無料、学童の時間を遅くまで行う、と

いった特化した何かがあれば、人が出ていかずに長く住んでいただけ

るのではないか。 

・若者の発想を実現する、若者から大きなものにつながっていく、若者

からお年寄りまでみんなが参加できるような、そういったスタイルが

北広島市のスタイルというふうに見られるような、みんなが楽しく、

わくわくするような市の取り組みに期待したい。 

その他 ・農民研修センターのネーミングは、若い人からお年寄りまで、年代関

係なく行ってみようと思えるものが必要。 

・ペットを飼っている方が多いため、ペットのまちをつくって人を呼ぶ

と良い。 
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⑹ ボールパーク関連分野 

区分 意見等 

ボールパークの 

活用 

・ボールパークを活用して、それプラス何か大きなグラウンド等がある

と、夏は大きなスポーツ大会やスポーツ合宿の誘致ができるのではな

いか。冬はレクの森を活用して、歩くスキー、スノーシュー等の体験

イベントで集客できるのではないか。 

・ボールパークには、映画館もあればいい。 

・交通の便も良くしていき、シーズンオフでもボールパークを活用して

ほしい。夏でも、例えばコンサート、ライブ、フェスがあれば若い人

は来ると思う。 

・ボールパークの冬期の活用方法としては、例えばファイターズの OB

が野球教室を開く等すると観光にもつながると思う。 

・野球だけではなく他のスポーツもできるようにする。 

・ウインタースポーツ等を全面的にアピールすると良い。 

・目玉のスポーツが北広島にはなく、ゴルフ場が多いことからゴルフ

や、ボールパークが来ることから野球を主な目玉にしていくと良い。 

・人が増えることや、道路の改修等でアクセスが改善されるのはとても

良い。全力で取り組んでいただきたい。 

・緑のあるまち、自然豊かなまちとして、ボールパーク周辺地域の自然

をなるべく壊さず、協調、調和の形で生かしてほしい。 

・北広島の知名度や土地的価値が上がると思われ、ボールパークに北広

島の名前が付くと良い。 

・冬はスケートができる場所があれば活用できる。オフシーズン対策も

必要。 

・オフシーズン対策として、各種イベント誘致も必要。 

・いかに人を呼び込むか、多くが札幌からの来場者で、観光客も含めて

北広島でお金を使ってもらえるようにする。 

雇用促進等への 

期待 

・ボールパークはこれからのことだが、雇用が増え、ポジティブな面が

増えていけばいい。 

・ボールパークができることで、スポーツ産業の活性化、雇用促進、観

光振興、国際交流の活発化につながっていくとよい。 

市民へのメリッ

トの提示 

・ボールパークがある北広島に住む意味を考えなければいけない。北広

島に住むメリットとして、例えば北広島市民だったら料金が安くなる

等、ボールパークをきっかけにして住んでもらうと良い。 

・ボールパークの目玉として、市民割引はどうか。例えば、市民は年 1

回無料で試合を見られる、駐車場割引、パーク内の飲食店の割引等。

その他、徒歩で来る方にも各種割引をしたら良い。 

・子どもが遊べる施設をつくったらどうか。市民割引の対象にもしてほ

しい。 

騒音等への懸念 ・ボールパーク周辺には、高校、養護学校があり、騒音問題、振動問題

が懸念される。市民にはそれが伝わっていないので、どうなっている

のだろうか。環境影響評価等はやっているか。 
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⑺ 各地区の課題等 

区分 意見等 

北広島団地地区

からの意見等 

【循環バス整備】 

・団地地区は、駅から遠い地域は駅に行く循環バス等があると便利。 

西の里地区から

の意見等 

【ボールパークが完成した際の懸念、渋滞緩和】 

・通常でも 274 号は、お盆やお正月に毎度渋滞があり、ボールパーク完

成後、渋滞緩和のため、まずボールパークから大曲通への引き込み線

と、274号からもみじ台方面に抜ける道路の引き込み線があると良い。 

・274 号が混むと、国道から 1本入った生活道路を抜け道で使う人がお

り、急いでいるのでスピードが出ていて危険。虹ヶ丘公園の前の道路

ではかなりスピードが出ており、そこも通らないよう、引き込み線の

道路があると良い。 

【JR 運休時】 

・冬のイベント時、雪で JR が止まってしまった場合、新札幌か福住か

らの引き込みを検討すべき。 

【札幌へのアクセスの改善】 

・大曲・西の里地区は、北広島駅に来て札幌に行くより、近隣の商業施

設や札幌に行くアクセスの方が重要。 

大曲地区からの

意見等 

【ボールパークに関連した懸念事項】 

・ボールパークができることによって、東部地区や駅前周辺の都市開発

が中心に進んでいく。兼ねてから出ていた問題を早急に改善してほし

い。後回しにしないでほしい。 

【交通アクセスの改善】 

・大曲は交通の便が悪く改善してほしい。 

【渋滞緩和】 

・三井アウトレットパークが大型連休や土日、祭日になると渋滞する。

ボールパークができたときに、道路が両方で渋滞すると、大曲はちょ

うど挟まれる。 

【除雪の改善】 

・主要道路の除雪状況があまり良くない。主要道路はエリアに関係な

く、いつもきれいに 2車線通れるよう除雪をしていただきたい。 

・地区間を結ぶコミュニティバスや循環バスなどがあれば、より便利に

使ってもらえ、住みやすくなる。 

【街灯の整備】 

・街灯の間隔が広く、片側のみで暗い。LED 化を進めていただきたい。 

【医療機関の整備】 

・総合病院や大きな病院がなく、あればいい。 

西部地区からの

意見等 

【害獣被害対策】 

・西部地区はアライグマの出没率が高く、駆除対策について知りたい。 

【自衛隊の騒音問題の改善】 

・自衛隊の騒音問題。大砲に関しては朝 7時過ぎから音がしており、窓

の震動で目が覚めることもある。土曜、日曜でも演習している。自衛

隊の演習をやっているのをわかっていて後から入ったのだ、という対

応では困る。 

 

・自衛隊の騒音問題が苦情になるということは、自衛隊との触れ合える
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場所が少ないところもある。自衛隊側にも、騒音を出しているので、

還元できるようなイベントや触れ合いの場を設けてもらい、地域住民

とうまくいけるようなことはできないのか。 

【地下鉄延伸】 

・札幌の地下鉄と連携し、北広島の方につながらないか。東西線の新札

幌方面から北広島のボールパークや駅に向かって延長できないか。東

豊線に関しては、福住駅から三井アウトレットパーク付近まで延長に

ならないか。東豊線の延長が可能となれば、アウトレット近辺からボ

ールパークへのシャトルバスだけで済み、渋滞も緩和されるのではな

いか。 

東部地区からの

意見等 

【ボールパークが完成した際の懸念への対応】 

・野球の試合があるときは付近は渋滞する。例えば、新千歳空港と 36号

のところに立体交差のような、高速道路の流入車線をつくれば、車が

停まることなくスムーズに、大曲方面や 274号に車が流れるのではな

いか。 

・シャトルバスは、北広島駅だけではなく、新札幌駅や地下鉄福住駅に

延ばした方が渋滞が減るのではないか。 

・今使っている北広島高校の横の排雪のスペースはどういう形になる

のか。 

・臨時の駐車場は、どの辺りになるのか。立体駐車場の方が良い。隣接

する総合体育館や教育センターにも駐車場はあり、迷惑駐車対策も必

要だろう。 

・球場の近くに北広島高校があり、工事車両の騒音の影響をどうするの

か。北広島高校の移転も考えた方が良い。 

・球場付近に住宅地があり、ごみについて住民に説明や協力依頼が必要

となる。 

 


