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令和 2 年度第 1 回江別市都市計画審議会 

 

1．日 時 令和 2 年 7 月 13 日(月) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 40 分 

 

2．場 所 江別市民会館 37 号会議室 

 

3．出席者 江別市都市計画審議会委員18名、江別市7名(事務局含む) 

 

都市計画審議会委員 

(◎会長 ○会長代理) 

 江  別  市 

番号 氏  名  番号 氏  名 所属 

1  石橋 達勇  1  三好市長 市長 

2 ○小篠 隆生  2  川上部長 企画政策部 

3 ◎佐々木 博明  3  西田次長 〃 

4  田中 里実  4  鳴海課長 都市計画課 

5  三好 元  5  藤村係長 〃 

6  稲守 耕司  6 齋藤主査 〃 

7  裏 君子  7  渡邊技師 〃 

8  岡 英彦     

9  高橋 典子     

10  高間 専逸     

11  赤川 和子     

12 河治 昭     

13 神保 順子     

14 中井 和夫     

15 町村 均     

16 穴澤 勝史     

17  萩原 俊裕     

18  林 利行     

出席 18 名  出席 7 名 

    

    

    



 

 
- 2 -

 

１．開１．開１．開１．開    会会会会    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

それでは、定刻となりましたので、ただ今より令和 2 年度第 1 回江別市都市計画審

議会を開催いたします。 

本日は、新型コロナウイルス飛散防止のため、ソーシャルディスタンスを取りまし

て会場を最大限に使用する座席配置としておりますことから、後方が少し狭い座席が

生じております。また、マスク着用のため若干聞き取りにくい部分も有りますことを

ご容赦いただきますようお願いいたします。 

 

２．委嘱状交付２．委嘱状交付２．委嘱状交付２．委嘱状交付    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

はじめに、市長より委嘱状を交付させていただきます。 

なお、委嘱日につきましては、任期開始日の6月6日とさせていただいております。 

お一人ずつ、お名前をお呼びいたしますので、その場でご起立お願いいたします。 

 

≪市長より、石橋達勇委員、小篠隆生委員、佐々木博明委員、田中里実委員、三好

元委員、稲守耕司委員、裏君子委員、岡英彦委員、高橋典子委員、高間専逸委員、赤

川和子委員、河治昭委員、神保順子委員、中井和夫委員、町村均委員、穴澤勝史委員、

萩原俊裕委員、林利行委員に委嘱状を交付≫ 

 

なお、本日2名の委員の方が欠席されておりますが、その2名の方の委嘱状を交付さ

せていただくことをご報告させて頂きます。 

 

３．市長挨拶３．市長挨拶３．市長挨拶３．市長挨拶    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

それでは、市長の三好より、ご挨拶申し上げます。 

 

●●●●三好市長三好市長三好市長三好市長    

 改めましておはようございます。 

 令和 2 年度第 1 回都市計画審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶をさせて頂き

たいと思います。 

 この度の都市計画審議会につきましては、新たな委員によります審議会の開催とな

ってございます。そのことから只今委嘱状を皆様にお渡しさせて頂きました。委員の

皆様には公私共にご多用中にも拘らず、審議会の委員を快くお引き受けして頂きまし

たこと心から感謝申し上げたいと思います。 

 また、日頃から委員の皆様には市政の全般に対しまして大変深いご理解を頂いてご

ざいます。その上で様々な形でご支援ご協力を賜っております。そしてこの度は、新

型コロナウイルス感染下にも拘らず審議会にご出席賜りましたこと、重ねて御礼申し

上げます。 

昨日東京では 200 人を超える感染者が 4 日続けて報告されてございます。本道では

4 名ということでございますが、全国では 384 人の感染と報道されてございました。

依然として収束の見通しが立たず、次の感染拡大が懸念されているという状況でござ

います。市といたしましては引き続き感染拡大の防止の徹底を図って行かなければな

らないという思いに至っております。その様な中での審議会の開催でございます。今

程司会の方からも話がありました通り、極力感染防止の観点から、その対策をした上
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での審議会の開催とさせていただきたいと思っております。また今程はその観点から

委嘱状の交付にあたりましては、名前を申し上げず交付をさせて頂きました。ご容赦

頂きたいと思っております。今回は 6 名の方が新たに委員となられてございます。そ

の中には 2 名の市民公募の委員の方がいらっしゃいます。その方には是非とも市民目

線でご発言を頂ければと思っておりますので宜しくお願い申し上げます。 

市にとりましてこれまで進めてございます計画といいますのは、基本は第 6次総合

計画でございます。第 6次総合計画につきましては前半の 5年間を終えて、今年は後

半の 2 年目になります。  

またもう一つの計画は、地方創生総合戦略でございまして江別版の地方創生総合戦

略の 1 期目を終えまして、今年は 2 期目の 1 年目のスタートという形になってござい

ます。両計画の基本は人口対策という事でございまして、この人口対策を総合計画で

は今年が 7 年目、地方創生では 6 年目という形になると思います。そこで当市の人口

の現状は平成 31 年、1 年間の現状でございますが、年少人口を中心に 4 年連続で社会

増となっております。また生産年齢人口につきましても、2 年連続で社会増となって

ございます。 

更にという事になりますが、全体としましては 15 年振りに前年同月比で人口増に

なってございまして、総合計画に基づく対策が一つ一つ着実に進んでいるのではない

かと思ってございます。その様な結果につきましては、我々が進めております子ども

対策も勿論ございますが、平成 18 年に当審議会で御審議を頂き都市計画決定をして

昨年度末、令和元年度末を持ちまして終了いたしました江別の顔づくり事業の進捗が

大きいものと考えてございます。特に野幌駅南側におきましては宅地造成が進みまし

て、この宅地造成の関連から大型の民間での宅地造成も進むという状況もございまし

て、野幌地区で人口増となったという事でございます。また大麻地区で見てみますと

大麻地区の魅力の再認識がされまして、民間によります宅地造成が進みまして大麻も

人口増という事でございます。 

この流れを是非引き続き進めていきたいと思ってございまして、絶やす事無く対策

を進める必要があろうと思ってございます。 

また昨年でございますけれども、本審議会で御審議いただきました大麻元町地区の

生涯活躍のまちにつきましては、名称をココルクというふうに決まりまして、令和 3

年度春の竣工を目指しまして工事が始まっているところでございます。 

そういう状況でございまして、本日の審議会では、会長、会長代理の選出を行いま

して、事前説明としまして、札幌圏都市計画の北海道決定であります都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針の変更等について説明させて頂く予定になってございます

ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

最後になりますが新型コロナウイルス感染下での審議会の開催となりまして委員

の皆様には、何かとご心配をお掛けする事が多いと思います。江別の将来の都市像を

実現するという事でございますので、是非ともご協力お願い申し上げたいと思います。  

以上を持ちまして簡単ではございますが、開会にあたっての挨拶とさせていただき

ます。どうぞ宜しくお願い致します。 

ありがとうございます。 

 

４．委員の紹介４．委員の紹介４．委員の紹介４．委員の紹介    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

続きまして、先程皆様には委員委嘱をさせていただきましたが、改めまして委員の

皆様のご紹介をさせていただきます。 

≪司会より、各委員の紹介≫ 
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●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

続きまして、本審議会の事務を所管しております企画政策部の職員をご紹介いたし

ます。 

 

≪司会より、事務局の紹介≫ 

 

なお、本日の審議会につきましては、委員20名中18名の出席となっておりますこと

から、2分の1以上の出席がありますので、本審議会が成立していることをご報告いた

します。 

 

５．会長の選出５．会長の選出５．会長の選出５．会長の選出    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

それでは、次第の『5．会長の選出』に入ります。  

会長の選出ですが、江別市都市計画審議会条例第 4 条第 1 項に基づき、「学識経験

者の中から、選挙により会長を選出する」とされておりますが、会長の選出方法につ

いてお諮りしたいと思います。 

何かご意見やご提案はございますでしょうか。 

 

●河治●河治●河治●河治委員委員委員委員    

はい。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

河治委員、どうぞ。 

 

●河治●河治●河治●河治委員委員委員委員    

会長の選出につきましては、これまで同様指名推選という事で私の方から推薦した

いと思いますが宜しいでしょうか。 

 
●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

只今、河治委員の方から指名推選によるとのご提案がございましたが、皆さん如何

でしょうか。 

 

～委員同意～ 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 ありがとうございます。 

 それでは河治委員、宜しくお願い致します。 

 

●河●河●河●河治委員治委員治委員治委員    

 ありがとうございます。 

 誠に僭越でございますが、佐々木委員に今迄通り引き続き会長としてお引き受けし

て頂きたいと思います。宜しくお願いしたいと思います。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    
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只今、河治委員から佐々木委員を会長にとのご推薦がありましたが、佐々木委員を

会長とすることでよろしいでしょうか。 

 

～委員同意～ 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

それでは、ご賛同が得られましたことから、引き続き大変ご面倒お掛けいたします

が、佐々木委員よろしくお願いいたします。 

 

６．会長挨拶６．会長挨拶６．会長挨拶６．会長挨拶    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

それでは、次第の『6．会長挨拶』ですが、佐々木会長よろしくお願いいたします。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 会長に選出して頂きました佐々木でございます。何度か当審議会の会長をさせて頂

いております。江別市をより住み易くする為の審議会だと思っております。そんな中

で現在問題になっているのは、一般社会的には人口減だと言われていますけど、今市

長からお話があった様に江別市は増えていると、大変良い事だと思っております。し

かしその中でいくつか問題も抱えていると思いますので、この審議会を通して皆さん

のご意見を賜りながらもっと住みやすい街、コンパクトシティとか、そういう事も踏

まえて住みやすい街を目指して行く様、皆さんと審議を重ねていきたいと思っており

ます。江別の将来像という事でございますけれど、この審議会の任期は 2 年間という

事で、2 年間でどれだけの事が出来るのか解りませんけど、未来に繋がるという事で

皆さんと一緒にやって行こうと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

７．会長代理の指名７．会長代理の指名７．会長代理の指名７．会長代理の指名    

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

ありがとうございました。続きまして次第の『7．会長代理の指名』ですが、江別

市都市計画審議会条例第 4条第 3項の規定に基づきまして、会長よりご指名をお願い

いたします。 

佐々木会長、宜しくお願い致します。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

学識経験者という事で小篠先生を会長代理に任命したいと思います。小篠先生は大

学で教鞭を取っておられまして、この審議会の多くの参考になるお考えを示して頂い

ております。今後 2 年間会長代理として私、又皆様と一緒にこの会を進行させて頂き

たいと思います。 

 

●小篠委員●小篠委員●小篠委員●小篠委員    

 ～承諾～ 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

ありがとうございます。小篠先生におかれましては、ご苦労をおかけしますが、会

長代理をよろしくお願いいたします。 

ここで大変恐縮ではございますが、市長は次の公務がございますので、ここで退席
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させていただきます。 

 
●三好●三好●三好●三好市長市長市長市長    

皆様宜しくどうぞお願いいたします。 

    
●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

大変恐縮ですが、佐々木会長におかれましては会長席にご移動をお願いいたします。 

 

＜佐々木会長 会長席へ移動＞ 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

議事に入ります前に、本日の資料の確認をさせていただきます。事前に送付させて

いただいております「議事次第」と表紙右上に「資料1」「資料2」「資料3」と記載

された4つの資料、皆様本日ご持参いただいておりますでしょうか。 

また、本日配布の資料として、表紙右上に「追加資料」と記載された資料、表紙に

「江別市都市計画審議会資料」と記載された黄緑色のフラットファイル、それと、以

前より委員を継続されている方、前任者から委員を継承されている方を除く新規の委

員の皆様には「江別市都市計画マスタープラン2014[改訂版]」をお配りしております。 

ここで一点ご報告ですが、昨年11月の当審議会で事前説明をしておりました対雁中

通と周辺道路の都市計画変更につきましては、コロナウイルス感染拡大の影響により

作業が遅れまして、北海道と協議した結果、次回の都市計画審議会の諮問事項として

延期させていただくことになりましたことをご報告いたします。 

本日の会議時間の予定でございますが、会場の都合によりまして、11時45分頃まで

を予定しておりますことをご報告させていただきます。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

なお、本日は、会議の傍聴を希望されている方が 1 名おります。佐々木会長、傍聴

者の入室を許可してよろしいでしょうか。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

はい、許可いたします。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

それでは、これ以降の議事進行につきましては、佐々木会長よろしくお願いいたし

ます。 

 

８．事前説明８．事前説明８．事前説明８．事前説明    

①①①①    都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について（北海道決定）（北海道決定）（北海道決定）（北海道決定）    

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

それでは、新しいメンバーを加えまして今年度第1回目の都市計画審議会を開催し

たいと思います。次第に従いまして、『8．事前説明』に入りたいと思います。 

それでは、① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について、事務局

よりご説明願います。 

 

●藤村係長●藤村係長●藤村係長●藤村係長    
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都市計画課の藤村です。 

私の方からは、事前説明① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更につ

いて説明させていただきたいと思いますが、新しい委員もいらっしゃいますので、事

前説明の前に「都市計画及び都市計画審議会について」簡単に説明させていただきた

いと思います。本日お配りした右上に「追加資料」と書かれた資料をお取りください。

スクリーンにはお手元の資料と同じ内容を表示しております。 

ページをめくって1ページ下段をご覧ください。 

まず、都市計画とは何かということですが、都市計画運用指針において、「都市計

画は、土地資源を有効に配分し、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を

確保しようとするもの。」とされており、「都市計画法に基づく都市計画は、適正な

手続きに裏打ちされた公共性のある計画として機能を果たすもの。」とされておりま

す。 

次に、都市計画に関する方針についてですが、2つございます。 

 1つ目は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」で、北海道が広域的な見

解から定める基本方針です。 

 2つ目は、「都市計画マスタープラン」で、市町村単位の都市計画の基本方針です。 

2ページ上段をご覧ください。 

 都市計画区域は、都市計画法による都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための

区域とされております。 

 札幌圏都市計画区域は、資料の図でオレンジ色に塗りつぶされた区域であり、「札

幌市」「江別市」「北広島市」「石狩市」と「小樽市の石狩湾新港部分」で構成され

ております。この札幌圏都市計画区域のことを、札幌圏域や単に圏域と表現すること

がございます。 

2ページ下段をご覧ください。 

 次に都市計画に定める内容の内、土地利用に関する都市計画について、ご説明いた

します。 

 区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域に区分することをいいます。 

 地域地区とは、市街化区域内において、土地利用の目的等に応じて細かく分類した

地域で、用途地域や、特別用途地区などがございます。 

 一番下、地区計画とは、地区の特色を活かしたまちづくりのため、建築物の建て方

などのルールを定めたものとなります。 

3ページ上段をご覧ください。 

 次は、都市施設に関する都市計画です。 

 都市計画に定められる交通施設は、道路や都市高速鉄道などが主なものとなってお

ります。その他の都市施設としては、公園・緑地や下水道のほか、ごみ焼却場などの

処理施設や火葬場が都市計画に定められております。 

3ページ下段をご覧ください。 

 次に、都市計画の決定権者について、ご説明いたします。定めようとする都市計画

により、都道府県と市町村に権限が分かれております。 

 北海道は、資料記載のとおり、圏域や市町村を超えて広域に影響を及ぼす都市計画

を決定しております。江別市は、「北海道」が決定するもの以外の都市計画、広域に

影響を及ぼすことが少ない都市計画を決定しております。 

4ページ上段をご覧ください。 

 続きまして、都市計画審議会について、ご説明いたします。 

 江別市都市計画審議会の構成は、資料のとおり、20人以内で構成されております。 

 審議会の会議については、委員の2分の1以上の出席で会議が成立し、出席委員の過
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半数をもって議事を決することとなります。 

4ページ下段をご覧ください。 

 最後に、都市計画審議会の権限をご説明いたします。 

 江別市都市計画審議会の審議事項は資料のとおりとなっておりますが、主なものと

しては、江別市及び北海道が決定する都市計画に関して議を経ることや、都市計画マ

スタープランの作成等となっております。 

 非常に駆け足で申し訳ありませんが、都市計画及び都市計画審議会についてご説明

させていただきました。 

 それでは、本日の事前説明に入りたいと思います。 

右上に「資料1」と書かれた資料と、「資料2」と書かれた資料をお取りください。 

 「資料2」は、これまで圏域調整や北海道との下協議、関係機関との協議を経て作

成した「原案」の「新旧対照表」と方針附図となっております。新旧対照表は、圏域

全体に係るものが青色、江別市に係るものが赤色、他市に係るものが緑色の文字にな

っております。 

 「資料1」は、見直しの概要等をまとめた資料で、本日はこちらの資料により説明

させていただきます。 

 前方スクリーンには、「資料1」と同じものを表示しています。それでは、「資料1」

の表紙をめくって1ページ上段をご覧ください。本日の説明の内容が記載されており

ます。 

 はじめに、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは何かをご説明いたし

ます。 

 こちらは、前回、2月の審議会においても説明しておりますが、新規の委員もいら

っしゃいますので改めて説明させていただきたいと思います。 

 次に、見直しの概要について説明し、最後に、予定スケジュールについてご説明い

たします。 

それでは1ページ下段をご覧ください。 

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」とは、都市計画区域全域を対象とし

て、一の市町村を超える広域的観点から、都市計画の基本的な方針を定めるもので、

都市計画運用指針において、都市計画区域マスタープランと言い換えられております。 

 今後の説明におきましては、区域マスと省略させていただきたいと思います。区域

マスと各種計画との相関関係は資料のとおりとなっております。都市計画法において、

都市計画マスタープランや個別の都市計画は、区域マスに即したものでなければなら

ないとされております。区域マスの決定権者は、先程の追加資料にも記載ありました

とおり、北海道となっております。 

ページをめくりまして、2ページ上段をご覧ください。 

 区域マスは、都市計画基礎調査に基づき行われる区域区分の定時見直しに合わせて

見直しを行っております。現在、道内79の都市計画区域で区域マスの見直しを行って

おり、札幌圏につきましては、令和3年3月の決定を予定しております。 

 札幌圏の区域マスは、平成16年に当初決定され、平成22年に1回目の見直しを行っ

ておりまして、今回が2回目の見直しとなります。見直し後の区域マスの基準年は平

成27年、目標年は令和12年に設定されております。 

 2ページ下段をご覧ください。 

 それでは、区域マスの変更原案の内容についてご説明いたします。 

 なお、変更点をすべて説明するには時間が限られておりますことから、主な変更内

容のみを説明いたします。 

 最初に、見直しの考え方、基本理念についてですが、今回の見直しにおいては、前
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回見直しから10年が経過し、その間における札幌圏における社会情勢の変化に対応し

た見直しを行います。 

 まず、社会情勢の変化としては、「人口減少社会の到来」、「経済規模縮小の懸念」、

「自然災害等の頻発」等がございます。 

 これら、社会情勢の変化に対応し、「コンパクトなまちづくり」、「未利用地等の

有効活用」、「都市防災性の向上」といったテーマを踏まえまして、「各市の特徴を

活かしながら持続的に発展していく都市づくりを進める」ことを、都市づくりの基本

理念としております。 

 次に、札幌圏全体の都市構造について、簡単にご説明したいと思います。 

 「資料2」をお取りいただき、最後に添付している2枚の方針附図のうちの1枚目、

左肩に「土地利用の方針附図」と記載されている図面をご覧ください。 

 こちらは、見直し後の本文に記載された土地利用の方針を、札幌圏都市計画区域の

図面に落とし込んだものとなっております。 

 色が塗られている範囲が、市街化区域で、黄色に塗られているのが住宅地、赤やピ

ンク色、濃いオレンジ色で塗られているのが商業業務地、青色に塗られているのが工

業・流通業務地となります。 

 また、黒い線が主要な幹線道路、白抜きの線が高速道路、白黒の破線が鉄道となっ

ております。 

 図面の中央付近が札幌市、左上に小樽市、上に石狩市、右側に江別市、右下に北広

島市がございます。 

 幹線道路は、放射状に延びており、さらに、各市、各地区を環状又は扇上に繋ぐよ

うに配置されております。 

 商業業務地は、札幌市の都心部を中心に、幹線道路の周辺や公共交通の利便性が高

い鉄道や地下鉄の駅周辺に配置されております。 

 江別市では、ＪＲ野幌駅周辺などが商業業務地に位置づけられております。 

 商業業務地の詳細につきましては、後ほどご説明いたします。 

 次に、工業・流通業務地は、主に市街化区域の外縁部において、港や空港へのアク

セスがしやすい場所や、全道への物流の拠点となり得る高速道路のインターチェンジ

付近、各市を繋ぐ主要幹線道路の沿道等に配置されております。 

 このような交通施設や土地利用の配置により、各市が都市機能の有機的な連携と分

担を図り、区域全体の均衡を保ちながら持続的に発展していくことを目指して、個別

の都市計画の基本方針となる区域マスを策定しております。 

 「資料1」に戻っていただき、3ページ上段をご覧ください。 

 土地利用区分につきましては、これまでの区域マスから項目を変更しております。 

 見直し前の区域マスでは、拠点の区分に商業以外の土地利用が含まれておりました

ことから、見直し後におきましては、「住宅」、「商業」、「工業」の3区分とその

他という形で、土地利用区分を明確化しております。 

 土地利用区分の中でも特に大きく変更があった商業業務地について、説明したいと

思います。 

 3ページ下段をご覧ください。 

 見直し前における拠点、見直し後における商業業務地は、資料のとおり、階層構造

になっております。 

 見直し前は、「都心」を頂点として、次に「広域交流拠点」、その次に札幌市の「地

域中心核」及びその他の都市の「中心市街地」、最後に「地区核」が位置づけられて

おりました。 

 やや複雑な構造となっておりましたことから、見直し後は、「広域交流拠点」、「地
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域中心核」、「中心市街地」を一つにまとめ、「中心商業業務地」、「拠点商業業務

地」、「地域商業業務地」の3段階とし、地域間の交流や連携の強化を目指すものと

しております。 

 4ページ上段をご覧ください。 

 こちらは江別市における商業業務地を抜粋した図面です。 

 ＪＲ野幌駅周辺を「拠点商業業務地」、ＪＲ江別駅周辺及びＪＲ大麻駅周辺を「地

域商業業務地」に位置付け、国道12号、3番通、5丁目通、江別恵庭線の沿道を「沿道

商業業務地」に位置付けております。 

 ここまでは、見直し前の区域マスにも位置付けられておりましたが、今回、すでに

都市マスにおいて地域拠点として位置付けられている「ＪＲ豊幌駅周辺」、「ＪＲ高

砂駅周辺」及び「元江別中央地区」を地域住民の日常生活を支える拠点として、区域

マスにも新たに位置付けることといたしました。 

 4ページ下段をご覧ください。 

 商業業務地以外の土地利用の一部をご説明いたします。 

 まず、「工業・流通業務地」についてですが、機能の維持・向上を基本とした土地

利用計画制度の運用検討、工業系土地利用の再編や高度化への対応といった内容を新

たに記載しております。 

 大規模跡地の用途転換につきましては、見直し前後で方向性を変えております。 

 見直し前は、無秩序な開発による環境悪化の防止を目的として、地区計画制度の活

用等により制限を強化する方向としておりました。 

 今回の見直し後は、行政機能や文化交流機能の集積等、計画的な土地利用転換にお

いては、用途地域等の地域地区の変更も含めた、場合によっては制限を緩和すること

も可能な方向としております。 

 5ページ上段をご覧ください。 

 都市防災に関する内容としましては、災害発生の可能性のある地区の市街化抑制や、

既成市街地における災害防止等を追加しております。 

 また、市街化調整区域の土地利用として、見直し前にも江別市のインターチェンジ

周辺における土地利用の位置付けがありましたが、これを維持し、既決定である大麻

地区地区計画区域の今後の土地利用の方針を示すために、当該位置付けに大麻地区も

含むことを追加しております。 

 5ページ下段をご覧ください。 

 交通施設の方針について、ご説明いたします。 

 まず、交通体系については、平成22年3月に策定された「道央圏都市交通マスター

プラン」を踏まえた道路網を形成すること、長期未着手の都市計画道路の見直しを含

めた検討を進めることを追加しております。 

 交通施設の防災については、見直し前は、災害時の避難や災害後の復旧などの観点

からの整備・拡充を図る考え方から、見直し後は、既存の道路や橋梁等の耐震化や老

朽化対策等、災害に強い交通環境のための適切な維持・保全に考え方をシフトしてお

ります。 

 6ページ上段をご覧ください。 

 主要な交通施設の整備目標の見直し前後の比較を記載しております。 

 基本的には、完了した路線や事業を削除し、新規のものを追加しております。 

 文字だけでは、位置が把握しにくいと思いますので、図面で説明いたします。 

 6ページ下段をご覧ください。 

 まず、道路の削除をする路線ですが、図面では緑色で旗揚げされた路線で、具体的

には、8丁目通、白樺通、中原通と、南大通のうち南大通大橋など事業完了又は事業
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完了予定の路線を削除しております。 

 次に、追加する路線ですが、札幌圏連携道路について、工業団地内のルートが対雁

中通を基本としたルートになりますことから、整備目標に対雁中通を追加してござい

ます。 

 都市高速鉄道と乗継施設等につきましては、野幌駅周辺の鉄道高架とＪＲ野幌駅の

南北駅前広場が整備されたことで、これを削除します。 

 7ページ上段をご覧ください。 

 下水道の整備の方針ですが、「適切な維持管理」、「老朽施設の改築」、「下水道

施設の耐震化」、「下水道エネルギー・資源の有効利用」の記載を追加します。 

 市街地開発事業の方針については、具体的な整備地区だけではなく、今後の大規模

未利用地等の土地利用や用途転換等の可能性を見据えて、市街地開発事業等による都

市空間の形成を検討する旨を追加します。 

 7ページ下段をご覧ください。 

 自然的環境の基本方針としては、自然環境の保全と創出、適切な維持管理を記載し

ております。 

 そして、緑地の配置方針としては、コンパクトなまちづくりを進めるため、公園配

置の適正化を図ることや、長期未着手の公園等の見直しを含めた適正配置を新たに位

置付けております。 

 8ページをご覧ください。 

 最後に今後の予定スケジュールを説明いたします。 

 本日の都市計画審議会の後、今週中に北海道へ原案の提出を行う予定でおります。 

 その後、北海道において、パブリックコメント、公聴会、案の縦覧、都市計画審議

会を経て、3月に決定予定でおります。 

 なお、この予定スケジュールでは、2月に北海道都市計画審議会の本審のみを記載

しておりますが、同時期に江別市においても都市計画審議会、本審議会を開催し、諮

問・答申を行う予定でおります。 

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更についての事前説明は以上です。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 はい、ありがとうございます。 

 只今、①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更についてということで、

多岐にわたってご説明いただきました。只今のご説明について何かご質問等はござい

ませんか。 

 

●岡委員岡委員岡委員岡委員    

 2点お伺いしたいと思います。 

1点目は、6ページのところの道路の見直しの部分で、見直し後にも括弧書きの無い

南大通が残るようですけど、これはどこのことを正確に指しているのかというのと、

ほとんどやれる余地は無いと私は思っていますが、どこまで現実的なものとして考え

ているのかというのが1点。 

 7ページの下段の公園の部分ですけれども、長期未着手の公園等の見直しというの

が全体の文言の中に入ってきますと、江別市としては長期未着手の公園の中に東野幌

総合公園が入っているという認識をされているのかどうか、大きく2点についてお伺

いしたいと思います。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    
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 事務局お願いします。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 岡委員からご質問のあった6ページの道路の中に南大通という括弧書きの入ってい

ないものが、どの道路にあたるものかということにつきましては、現時点では、こち

らを確実に整備するというところまでは至っておりませんが、事務局の見通しとして

は、今の5丁目通から中原通までの区間を想定してございます。 

 続きまして、7ページの長期未着手公園というものなのですけれども、こちら実は

近年、北海道の方からガイドラインが出ておりまして、その中では概ね20年以上経過

したものかつ整備の見通しというところも必要なジャッジメントになってくるとこ

ろなのですが、これに対して東野幌総合公園が入るかどうかということに関しては、

現時点では、市として東野幌総合公園は必要な公園というところで考えてございます。

ただ、今後においては、こういった取扱いについて精査しながら、検証していく必要

があるものと考えております。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 他にございませんか。 

 

●中井委員中井委員中井委員中井委員    

 資料2についてお伺いしたいと思うのですが、資料1だけで審議するということです

か。資料2についての説明とかはあるのですか。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 資料2については、量が40ページぐらいとかなり膨大であり、札幌圏の都市計画区

域ということで、江別市以外の他都市に関連する記述等もあってかなり時間がかかる

というところがあるものですから、江別市に関連する主なところを抜粋して、資料1

として今回は説明させていただいております。そのため、資料2については、本日ご

説明する予定はございません。ただ、最後から2ページの図に関しては、札幌圏の都

市計画区域というものがどういった構成になっているという骨格だけは今回この図

面を通じて説明させていただいたところでございます。 

 

●中井委員中井委員中井委員中井委員    

    先程も口頭説明があったのですが、資料2の2ページに赤字で示すとおり、江別市だ

けコンパクトシティを目指していますと明確に打ち出しています。他の市はどこもそ

のようなことを言っておりません。私は絶対にコンパクトシティは必要だと思ってお

りますので趣旨はわかりますが、圏域の他の都市が言っていないのに積極的に言う必

要はあるのかどうかということについて考え方をお聞かせ願いたい。 

     

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 資料2の1ページの下段に都市づくりの基本理念と言いまして、札幌圏全体の都市の

方向性を示すものがございます。これにつきましては、青色のところが圏域都市の共

通事項で、「今後は人口減少社会の到来が見込まれ、これに伴う経済規模の縮小も懸

念される」というところも踏まえながら、下の緑色のところが江別市でいうと未来づ

くりビジョンのいわゆる総合計画、他の都市に関しては、各都市の総合計画の基本理

念のようなものを記載しているところでございます。ただ、都市計画としての一番重

要なところはこういったまちづくりの方向性を示しながらこの2ページの一番下段の
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青字のところについて、「これらのことを踏まえるとともに、持続可能なコンパクト

なまちづくりに向け」というところを記載しております。札幌圏全体としてもこれま

では江別市に関しましてはもっと早い段階から人口減少があったのですが、札幌市に

ついては、まだ人口が伸びていてこれから減少するというところも含めてよりコンパ

クトなまちづくりを進めていかなければならないということから、一番下段に、コン

パクトなまちづくりに向けということで、圏域全体として、中井委員が言われる通り、

コンパクトなまちづくりを進めるという流れになってございます。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 よろしいですか。 

 

●中井委員中井委員中井委員中井委員    

 その件についてはわかりました。 

 札幌圏の都市計画の見直しが平成27年からということになっているのですが、平成

27年から令和12年の間に現状にそぐわなくなった場合には見直し等が行われるとい

うことで理解して良いのかどうか。 

それからもう一つ、6月の国会で都市計画法が大幅改正され、その中で特に江別に

とって重要なのは、土砂災害等の災害になる危険性が高い地区の開発規制を強化する

という内容になっていることです。これによって区域マスの見直しもすぐ出てくるの

かなと思うのですが、市の方としてはまだそんなところではないし、札幌圏の都市計

画の見直しの議論の中でもまだされてないということで理解しているわけですが、災

害に備えた都市計画法の改正についてどこまで理解されてるか、どう取り組むかとい

うような考え方があればお聞かせいただきたいと思います。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 2つお願いします。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 まず、1点目の平成27年からの見直しであるかどうかといったご質問なのですが、

こういった区域マスの見直しについては基準年というものがありまして、基本的には

国勢調査を基準年として、それから、来年度から令和12年までの10年間の計画を立て

るというような流れになっておりますことから、平成27年の直近の国勢調査をベース

としつつ、近年の分も多少加味はしてはいるのですが、都市計画法のルール上といい

ますか、そういったところから直近の国勢調査を基準としながら、次年度の令和3年

度から10年後の令和12年までの計画となってございます。 

 もう1点の都市計画法の改正については、確かに中井委員のおっしゃる通り、今そ

ういった動きがあって、災害の危険性のあるようなところの開発規制のような動きが

あるという情報は私ども聞いておりますし、法律も6月に決まっています。ただ、政

令の内容が今のところは不透明になっているというところまでは聞いておりますの

で、この場では提供できるものはないのですが、区域マスの中といたしましては、中

井委員のご質問を包括する内容については、資料2の15ページ、「（4）その他の土地

利用の方針」の「②災害防止の観点から必要な市街地の抑制に関する方針」に、将来

的にそういった被害が見込まれるようなところに関しては、市街化を抑制するという

記述で対応しているところでございます。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    
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 よろしいですか。 

 

●中井委員中井委員中井委員中井委員    

 市で配布している防災マップには、例えば5メートルの浸水が来る等記載されてお

ります。そうなるとこのようなところが今後市街化区域から削除されるという可能性

があるのかなと思っているのですが、それは今後の議論ということで、そのあたり防

災マップについて関心をもって見ておられるかどうかという部分をお答え願いたい

と思います。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 事務局どうですか。 

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 確かに防災マップについては、私どもも承知しており、5メートル浸水区域とか、

市街化区域の中においても堤防が破堤した場合の想定が反映されております。ただ、

こちらの改正都市計画法の議論とは、立ち位置が違うものなのですが、中井委員がお

っしゃる通り今後の議論に通じるものだと思いますので、そういったところも加味し

ながら改正内容について検証していくスタンスになると思います。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

他にございませんでしょうか。 

 

●●●●萩原委員萩原委員萩原委員萩原委員    

 6ページの下段にある札幌圏連携道路、札幌北広島環状線が計画されていると思い

ますけれども、この計画道路の中には、長年、20年来農業委員会としても不耕作地と

して指導を続けていた農地があるのではないかと思われます。いつの時点から地権者

と思われる人が情報を持っていてこの道路を待ち望んでいたのかわかりませんが、優

良な農地が利用されていなかったという経過を踏まえると、これで解決されるのかも

しれませんけれども、農業委員会としては釈然としないところがあります。そのあた

り当審議会としてはどのように考えますか。不耕作地のうち、すべてではなく道路の

ある部分だけが買収され、その周りは残っていくわけですが、そういうことをこの審

議会で認めていくことや今まで問題視された農地についてどのように解決していく

のかという事について、この審議会で論議する内容ではないことはわかっているので

すが何かお考えはありますか。 

 

●●●●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 萩原委員のご質問の内容は、6ページ下段の国道 275号より北側の角山の農業地の

ことを言われているのかと思われるのですが、道路の建設につきましては、札幌市の

既にできている道路の関係と工業団地の関係と角山の農業者のご意向等を踏まえな

がら、決めていく必要がございます。こちらの道路も前には進んでいるところなので

すが、なかなか地元の方に新たにご説明するところまでのレベルにはなっていないと

ころがありまして角山の方に関しては、かなり以前に一度ルートについて理解が得ら

れていると聞いております。その中では農地の分断というお話もありながら、ルート

等を微修正しながらある一定の骨格には達したというお話は聞いております。 

おっしゃられるような不耕作地に関連してどうのという話はその時は話題になっ

てなかったようなことは聞いておりました。今のところは不耕作地の残地を買うとか
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買わないとかといったところまでは至っていないように聞いてございます。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

これは大体いつ頃の目途でしょうか。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

 現時点では道道として北海道が建設する道路という事で、角山の農業者に関しては

かなり以前にご説明し、2 年くらい前に工業団地の皆様には、説明会を通じて情報を

提供させて頂いているところです。現時点ではそのような状況になっております。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 他にご質問ございませんでしょうか。 

 

●小篠委員●小篠委員●小篠委員●小篠委員    

    色々な、かなり大々的な調整、変更が入ったと、圏域全体でいうとそういう感じが

します。江別市に関係するところだと市街地開発事業の方針のところの記述というも

のが大きく変わるというか、7ページの上段に、「見直し後に計画的かつ良好な市街

地を総合的に整備する必要がある地区は、市街地開発事業や土地区画整理事業等によ

る都市空間の形成を検討する。」という事になったという記述があります。関連する

のは資料2の31ページになっていて、この方向については当然そうだなというところ

ですけれど、結局今までやっていた整備事業が一段落したので区域マスに江別市とし

ての記述が無くなるのです。これにより想定されるのが向こう10年間で市街地開発を

江別市が起こそうとした時に記述が無いことで、大変になるのではないかということ

です。現時点で弾が無いから記述ができないというのが当然だとしつつ仮に何か大き

く都市整備をやって行こうとなった時に、それが支障にならない様な状況を担保する

必要性というのはあるのではないかなと思います。その辺のところは具体的な事業の

記述は出来ないにしても、北海道との協議でも充分納得して頂けるのではないかなと

凄く思うのですけれども、この辺についてはどういう進捗なのか、どういう考え方で

推移しているのかをお聞かせください。 

野幌駅周辺が終わった後、どういうものを考えているのかを含めてお願いします。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

    小篠委員の言われた通り、実際に江別の顔づくり事業が終了いたしまして、こちら

の市街地開発事業の具体的な弾が無くなるというのは事実でございます。 

当市も、他都市もそうなのですが、今後事業の機運が生まれたときに区域マスの記

述が無いから箸にも棒にも掛りませんというようになるのはよろしくないという事

もあり、圏域でも議論もありまして、もしも途中で事業が発生する、若しくは見込み

があるときに何かそういう趣旨の記述を組み込もうというのが正にこちらの 31 ペー

ジにあります。少し解りにくいかもしれませんが、中段にある「また、計画的かつ」

というところから、そういったところで整備する必要がある地区に関しては、都市空

間の形成を検討していく。この様に、一つの想いといいますか、途中で発生したもの

の考えも含めて、この記述をさせていただいたところでございます。 

 

●小篠委員●小篠委員●小篠委員●小篠委員    

 ご苦労様でした。都市計画的な事業を上手く開発事業にインプットできる様な状態

が、キープされているのであればよろしいのではないかと思います。この文面で読み
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取れというのは難しいと思いますが、そうなっているという事であれば了解いたしま

した。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 江別市だけがそう思っていて、他の所はそう思っていないかもしれませんので、機

会があればそういう発言をして下さい。 

 他にございませんでしょうか。 

 

●高橋●高橋●高橋●高橋委員委員委員委員    

 細かい事の確認で恐縮ですが、資料 1 の 7ページの上段、下水道のところで「下水

道エネルギー・資源の有効利用を進める。」という記述があるのですが、資料 2 の方

で見ますと青字で書かれているところにあたるのかなと、それを反映して資料 1 の方

に記載しているのかなと思うのですけれども、こういうふうに見てしまうと、江別市

としても更に下水道エネルギー・資源の有効活用という事を想定されているのかなと

いうふうに読み取れなくもないので、そのあたりの事情をお聞きできればと思います。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 事務局お願いします。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

    7ページにある「下水道エネルギー・資源の有効利用」、具体的に江別市として見

込まれているものはあるのかというご質問だったかと思うのですが、現時点ではそう

いったものは無く、圏域としての方針として今後江別市の関わるところがあれば、こ

ういった文言を活用させて頂こうという事でございます。 

 

●高橋●高橋●高橋●高橋委員委員委員委員    

 現状においては下水道では下水汚泥の活用ですとか、電気、発電を行っているので、

それなりの努力はされてきていていると理解しているものですから、更にまだ余地が

あるのかなという事が気になったので確認させて頂きました。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 他にございませんでしょうか。 

 

●赤川委員●赤川委員●赤川委員●赤川委員    

5ページの下段の「交通施設の防災」の「見直し後」に「無電柱化」という言葉が

ございます。防災の上からこれはかなり江別市に限らず必要な部分になって来るので

はないかなと思うのですが、江別市は現時点でどれくらいの充足率になっているので

しょうか。参考にお聞きできたらと思います。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 事務局お願いします。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

無電柱化の充足率というのは、手持ちでは具体的な数字はございませんが、現時点

で江別市が進めているところに関しましては、一番効果的な箇所について進めており、

江別の顔づくり事業関連の野幌駅周辺エリアと、開発局においても国道12号のところ
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が防災における緊急輸送道路という、災害が起きた時に有効的に、優先的に道を通す

ようにしなければならないという事もありまして、現時点では国道12号の白樺通から

天徳寺グーリンモールあたりまでを進めているところでございます。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 他はございませんでしょうか。 

 

●●●●中井委員中井委員中井委員中井委員    

資料 2 の 9 ページの「④その他」に高次機能交流拠点というのがあり、他の市はこ

れもそうなのかなという様なところが取り上げられているのですが、江別市では無い。

他の所の交流拠点に比べて江別市にもあるのではないか。例えば道立野幌総合運動公

園であるとか、北広島の総合運動公園に比べてどうなのだろうか。私の提案としては、

無いというのはどうなのだろうか。他の市に比べて消極的ではないのか。この部分を

皆さんから意見を伺った方が良いのではないか。私としては、道立野幌総合運動公園

周辺を加えて、交流拠点なら他にもあるのではないかと考えておりますけれど、もっ

と積極的に提案をしていくべきでないかと。提案しない理由があれば教えてください。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

 中井委員のおっしゃっているところは、9 ページの「④その他」の高次機能交流拠

点に江別市が名乗りを上げていないのはどうしてかというご質問だと思うのですが、

実際に運動公園とかは既にできていることや、規模等を踏まえると、札幌市も同様の

規模の公園とかがあった中で名乗りを上げていないというところがあるのと、小樽市、

石狩市に関しては国策により、国が進めている新港事業であることや、北広島市もプ

ロ野球場関係というところもあるので、そこと比べるというのも変な話なのですが、

今後江別市としてもそこの整備を進めて行くというところまでには至らないという

ところもあるので、ノミネートはしていないところでございます。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 他にございませんでしょうか。 

他の議事もございますので、①都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に

ついての説明について終了してよろしいですか。 

次に②区域区分の変更についてということで事務局よりご説明お願いします。 

 

②②②② 区域区分の変更について（北海道決定）区域区分の変更について（北海道決定）区域区分の変更について（北海道決定）区域区分の変更について（北海道決定）    

 

●藤村係長●藤村係長●藤村係長●藤村係長    

 それでは、事前説明②区域区分の変更について説明いたします。 

 右上に「資料 3」と書かれた資料をお取りください。 

 資料をめくって 1ページ上段をご覧ください。本日説明する内容が記載されており

ます。 

 はじめに、「区域区分とは」何かをご説明し、「見直しの基本方針」についてご説明

いたします。ここまでは、前回の審議会で説明している内容の概略となります。続け

て、「区域区分の変更地区」、「その他の要望地区」をご説明し、最後に「今後の予定

スケジュール」についてご説明いたします。 

1ページ下段をご覧ください。 

 区域区分とは何かをご説明いたします。こちらは、前回の審議会で説明しておりま
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すが、改めて簡単に説明させていただきます。まず、区域区分とは、無秩序な市街化

を防止し、計画的な市街化を図ることを目的に、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言います。この区域区分については、「線引き」ともいい

ます。区域区分の決定権者は、札幌市を除き、北海道が決定するものとなっておりま

す。 

 2ページ上段をご覧ください。 

 区域区分につきましては、概ね 5年毎に見直しを行っております。 

 現在、道内の 10 の圏域で区域区分の見直しを行っておりまして、今回札幌圏につ

きましては、令和 3 年 3 月の決定を予定しております。 

 こちらの基準年、目標年につきましては、先程の区域マス同様、平成 27 年の基準

年、令和 12 年の目標年となっております。 

 2ページ下段をご覧ください。 

 続きまして、見直しの基本方針につきましては、こちらも前回説明しておりますの

で、概要のみとさせていただきます。まず、「市街化区域の拡大の検討」につきまし

ては、「住居系市街化区域」に関しては、「人口フレーム」、「都市マスの位置付け」、「開

発計画」について検討した結果、住居系市街化区域の拡大は極めて困難なものと考え

ております。 

 次に、「工業系市街化区域」につきましては、「工業フレーム」、「産業推計」、「土地

利用動向」について検討した結果、工業系市街化区域の拡大は現時点では困難ですが、

今後の動向に注視する必要があると考えております。 

3ページ上段をご覧ください。 

 最後に「商業系市街化区域」ですが、「産業推計」と「都市構造」について検討し

た結果、商業系市街化区域の拡大も困難なものとなっております。これらの各系統に

おける市街化区域の拡大の検討結果を踏まえまして、江別市における区域区分の見直

しの基本方針は、市街化区域の拡大は基本的には抑制する。 

 ただし、道路整備などにより、市街化区域境界の修正が必要な地区につきましては、

地形地物の変更に伴う見直しを実施するものとしております。 

3ページ下段をご覧ください。 

 ここまでご説明した見直しの基本方針のとおり、江別市においては、地形地物の変

更に伴う見直しを実施することとしましたが、市内の市街化区域境界につきまして、

近年、道路整備等が行われた地区について変更の必要性を検討したところ、該当箇所

が 1 か所ございました。この地区につきましては、野幌若葉町の高速道路側道沿道の

地区となっております。 

4ページ上段をご覧ください。 

 見直しの理由につきましては、図面の中央の紫色に大きく塗られた地域には、かつ

てレンガ工場が操業しておりました。このレンガ工場敷地と隣接する高速道路側道と

の地番界が市街化区域境界になっておりました。図面では、オレンジ色の線がレンガ

工場敷地と側道の地番界、つまり、変更前の市街化区域境界となります。このレンガ

工場につきまして、平成 30 年に宅地開発が行われまして、同時に高速道路側道を再

整備しております。このことによって、地番界が変更されたことから、区域区分の変

更の必要性が生じたものです。 

 次に、変更後の市街化区域境界をどこに設定するかということになります。江別市

内の市街化区域境界は、付近に道路がある場合、通常、道路中心に定めております。

このことから、本地区につきましても、他の地区と同様に変更後の市街化区域の境界

につきましては、地番界ではなく側道の道路中心、図面では赤色の線に変更すること

とします。 
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 市街化区域に編入する面積につきましては、赤色の線とオレンジ色の線に囲まれた

約 0.2ヘクタールとなります。 

 4ページ下段をご覧ください。 

 区域区分の変更に伴い、関連する都市計画の変更が生じます。 

 一つ目としましては、札幌圏都市計画用途地域の変更となります。これは、市街化

区域に編入する区域は、現在、用途地域の指定がございませんので、編入と同時に用

途地域を指定するものでありまして、隣接する地域の用途地域と同様なものといたし

ます。内訳につきましては、準工業地域が約 0.19 ヘクタール、第一種住居地域が約

0.02ヘクタールとなります。用途地域の決定権者は、江別市となります。 

 二つ目としましては、札幌圏都市計画及び南幌都市計画下水道の変更になります。

こちらも、市街化区域に編入する区域が現在排水区域に指定されておりませんので、

編入と同時に排水区域に追加するものであります。排水区域の面積は、市街化区域の

変更面積と同じく、約 0.2ヘクタールの拡大となります。この排水区域につきまして

は、江別市と南幌町の 2 市町の区域に跨ることから、下水道の決定権者につきまして

は、北海道となります。 

5ページ上段をご覧ください。 

 その他、区域区分の変更に関して要望があった箇所についてご説明いたします。 

要望箇所につきましては一か所ありまして、西野幌のＲＴＮパーク内の約 6.3ヘク 

タールの地区で、土地所有者から市街化調整区域への編入、いわゆる逆線引きの要望 

がございました。市の考えといたしましては、当該地区、ＲＴＮパークは、情報技術 

産業や食品関連産業等の企業誘致を進めておる土地でありまして、将来の工業用地と 

して重要であることから、今回につきましては逆線引きしないものとし、北海道に提 

出する原案には反映しないことと考えております。 

5ページ下段をご覧ください。 

 最後に今後の予定スケジュールをご説明いたします。 

 本日の都市計画審議会の後、こちらも今週中に北海道へ原案の提出を行う予定でお

ります。 

 その後、北海道において、公聴会、案の縦覧、都市計画審議会を経て、3 月に決定

予定としております。また、2 月の都市計画審議会につきましては、区域マスと同様、

江別市においても開催し、諮問・答申を行う予定としております。 

 区域区分の変更についての事前説明は以上です。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 ありがとうございました。 

 ではこの②区域区分の変更の部分について、ご質問ご討議お願いします。 

 

●高橋●高橋●高橋●高橋委員委員委員委員    

 この見直しの理由といいますか、これは理屈通りの事ですので理解するのですが、

一つ気になるのが準工業地域のままなのかなというのが気になるところで、用途地域

の変更をする様なきっかけというのは中々ないものなのかなと。ここにお住まいの方

たちがどの様な理解をされているのかはわかりませんけれども、住宅地として開発さ

れているところで準工業地域のままという事に不安というか懸念もあるものですか

ら、そこの考え方についてこの機会に確認させて頂きたいと思います。 

 

●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長●鳴海課長    

 今回の見直し地区については準工業地域の宅地開発事業に伴う一部の地形、地物の
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見直しという事なのですが、高橋委員のご質問の内容については、用途地域の変更す

るタイミングだとか、それに対する取り扱いをどうしたのかという趣旨のご質問だと

思いますが、開発事業が行われる際に、私共も開発事業者とも協議してございます。

都市計画には提案制度というのがございまして今後の流れの中で変更する意向があ

れば、土地所有者等の提案により修正する事も可能ですというお話ですとか、協議、

提案まではしてきたところですけれども、事業者側の都合で今回は提案しませんとい

う申し出がありまして、この度は用途地域の変更はしないものとさせていただきまし

た。用途地域を修正するにあたっても、事業者、土地所有者のお考えというのが非常

に重要な要素なところがありますので、そういったところを踏まえまして、今回は準

工業地域のままとさせて頂いているところでございます。 

 

●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長●佐々木会長    

 他はございませんでしょうか。 

 

●町村町村町村町村委員委員委員委員    

    市街化区域の見直し等について、工業地域、商業地域について、現状では拡大困難

という見解が示されています。これ自体について特に意見はありませんが、この街を

つくっている、特に商業地域について、区域マスにも新たに、高砂地域や豊幌駅等が

付加されておりますけれども、実態としては、ここが今後活性化されるかあるいは、

指定されることによって色々とメリットがでてくるのかどうかというのは、これから

にかかってくるのだろうと思います。現状、商業地では特に最近のコロナ禍によって

非常に影響を来しているという事業者がたくさんいらっしゃるような状況です。街が

活きているかどうかというのは、区域の見直しと区域そのものが指定されるというこ

とよりも、その中で実際に事業を行っている方々がどのように生き残っていくのかと

いうソフト部分のプランが非常に重要だと思います。その部分は民間の知恵も重要だ

と思うのですけれども、先程中井委員から少し消極的な部分が江別市には見られるの

ではないかという指摘がございました。江別市としてもこのような民間発の地域活性

化のプランニングであるとか、そういった部分については是非積極的に関わっていた

だきたい、また我々としても市の色々な情報発信力といったものあるいは情報収集力、

それに基づいた活性化プラン、新しいアイディアといったものに是非関わっていきた

いと思っております。商工会議所としては、今回のコロナ禍における最終的な事業者

の減少、会員の減少というのが、街の経済の活力を示すひとつのバロメーターでもあ

りますので、この部分を非常に危惧しております。そういう意味でも色々とこれから

も力を発揮していただければなと思います。要望でございます。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 ありがとうございます。 

 他にございませんか。 

 

●神保委員神保委員神保委員神保委員    

 はい。5ページの4、要望地区の概要というところなのですけれども、西野幌の6.3

ヘクタールを土地所有者が市街化調整区域に編入したいという要望を将来公共用地

として重要であるから却下したというように受け止めたのです。今は農業用地なので

しょうか。ここを見たら農業用地にあたるのかなと思ったり、そういう地主の要望を

市の将来を見据えたままで却下したということ、又は、逆に却下しないで要望を受け

入れるというようなことがあるのでしょうかというところをお聞きしたいです。 



 

 
- 21 -

 

●鳴海課長鳴海課長鳴海課長鳴海課長    

 こちらの6.3ヘクタールにつきましては、平成初期に工業用地として市街化区域に

編入させていただいております。その中で工業系土地利用として利活用ということで

市もこれまで随分力を入れていたところもあって、ただ、土地所有者につきましても、

工業、農業という色々な考え方もある中で、今に至っているところでございます。現

時点では口頭で調整区域に入れていただきたいという話もあったのですが、経済部局

のほうも産業振興の観点から工業的な土地利用をしたいということでこちらの地権

者の方とこれまでも協議、調整等を進めてきているところでございます。現時点では、

体調的なものもあって、先方とはお話しできていない状況なのですけれども、そうい

う意思はお伝えしていきながら、今後とも引き続き意志を示しながら、なおかつ市と

しても土地につきましては、工業用地として斡旋していくというスタンスの中で地権

者と協議を進めているところでございます。 

 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 他にございませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

 時間も迫ってきておりますので、②区域区分の変更についての審議を終わりたいと

思います。 

 ありがとうございました。 

  

９９９９．．．．その他その他その他その他        

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

    その他ということで事務局お願いします。 

                           

●藤村係長藤村係長藤村係長藤村係長    

 その他ということですけれども、次回の都市計画審議会に関して、先程今後のスケ

ジュールでご説明いたしましたが、来年の2月もしくは1月末くらいになるかもしれま

せんが、そのくらいの時期に開催をして、本日の事前説明の内容と延期されている、

先程少し説明させていただいた対雁中通と周辺道路の都市計画変更に係る諮問・答申

を予定しております。こちらにつきましては、具体の日程が決まりましたらまたご案

内させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

10101010．．．．閉閉閉閉    会会会会 

●佐々木会長佐々木会長佐々木会長佐々木会長    

 ありがとうございます。 

 皆様の協力にもちまして、本日予定の審議をこれで終了したいと思います。 

 以上をもちまして、これで閉会したいと思います。 

 どうも、ありがとうございました。 


