
花川通と流通通の接続（花川通の延伸整備）に

寄せられた意見と検討結果について

　

  　【パブリックコメント実施期間】　　平成２６年４月１日（火）から平成２６年４月３０日（水）まで

　　【担当部局】　　　　企画経済部企画課

　　【意見提出者数】　　１８人

　　【意見件数】　　　　７７件

　　【意見への対応】　　　採　用： 意見に基づき原案を修正するもの　　　　　　０件

　

　　　　　　　　　　　　　不採用： 意見を原案に反映しないもの　　　　　　　１０件

　

　　　　　　　　　　　　　参　考： 意見を今後の事業展開の参考とするもの　　３６件

　

　　　　　　　　　　　　　その他： ご質問・ご意見として伺うもの　　　　　　３０件

　

　　　　　　　　　　　　　記載済： 既に原案に盛り込まれているもの　　　　　　１件

　

　　【意見の検討経過】　５月　１日～　５月２０日：当課及び関係部局において意見の検討及び検討結果（案）の作成

 

　　　　 　　　　　 　  　　　　　　　５月２９日：関係部局に合議のうえ、市長決裁にて最終決定

1



№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

1

・図面からみても、接続していない事が理解できない。新港地区から道央への物流

を考える時に、国道337号の整備と「花川通の延伸」は不可欠である。

・今後石狩湾新港の取扱貨物量が伸び、且つ後背地である流通工業団地の開発が進

んでいく中で、増加する交通量に対応するためには、絶対必要なものであり一刻も

早く着工すべきと考える。

（同様の意見：２件）

参　考 　石狩湾新港における取扱貨物量は増加傾向にあり、定時性（物を時間まで届け

る）の確保といった観点からも物流ルートの強化は必要であると考えております。

また、花川通の延伸は札幌圏とのアクセス強化に繋がることから、新港地域の企業

の事業活動の向上に資するとともに、新港地域の発展に貢献することも期待される

と考えます。

2

・花川通と石狩手稲線との交差点の渋滞が解消される。

・新港西から札幌市内へ向かう際に、樽川８線を通るが、特に冬期間は道幅が狭く

交差点での待ち時間がかかり大変。何とかスムーズな交通の流れをつくるためにも

花川通の延伸をお願いしたい。

（同様の意見：４件）

参　考 　花川通の延伸整備により、通勤や物流の円滑化が図られ、渋滞も緩和されると考

えております。

3

・自然保護（緑・野鳥等）のリスクは少ないと思う。 その他 　現時点では、詳細な道路線形等が確定しておらず、また、防風保安林や遮断緑地

内の実態について十分に把握できていないことから、延伸整備に伴う自然への影響

を具体的に評価する状況にはありませんが、今後、詳細な調査を実施することによ

り、自然環境への十分な配慮を検討することとしております。

4

・延伸することで花川通沿いの店舗も利用でき、また帰宅途中の労働者が買い物、

飲食できる店舗が増え、街も活性化される。

参　考 　花川通の延伸により新港地域からの人の流れが変化し、新港地域の就業者にとっ

て花川市街地がより身近に感じられるようになれば、飲食や買い物等の機会が拡大

されるなど、市街地への波及的な効果が期待されるものと考えます。

5

・今後、災害発生時の緊急輸送道路を確保する上で、花川通と流通通の接続は必須

条件になるものと考える。

参　考 　災害時において、支援物資等の輸送拠点・バックアップ機能など、総合的な防災

拠点となる石狩湾新港と、本市あるいは札幌圏の被災地等を結び、緊急輸送道路の

役割を担う路線を確保することは、防災上の観点からも有効であると考えます。

6

・新港企業においても、従業員の通勤や資機材の輸送など、花川通と流通通の接続

は事業効率と安全性の向上に繋がるものと大いに期待している。

参　考 　花川通の延伸は札幌圏とのアクセス強化に繋がることから、新港地域の企業の事

業活動の向上に資するとともに、新港地域の発展に貢献することも期待されると考

えます。

7

・エネルギーの一大集積基地へと変貌する石狩湾新港工業団地は、石狩市にとって

は今後益々大きな税収源になるものと思う。

・新港地域は、税収面からみても市の知名度アップからみても石狩市の宝であるた

め、花川通の延伸を実現してほしい。

（同様の意見：１件）

その他 　石狩湾新港地域は、本市が持続的な発展を続けるための重要な地域資源であり、

税収や雇用など市の経済的な価値を創出しております。近年は、ＬＮＧ基地の稼動

やＬＮＧ火力発電所の建設計画などエネルギーの供給基地として北海道経済を支え

る重要な役割を担うものと認識しておりますことから、新港地域の発展は、本市は

もとより北海道経済の発展に寄与するものと考えております。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

8

・新港に立地する企業の事業活動の向上とそこに働く従業員の利便性、安全性の向

上のためにも花川通の延伸事業は大変有効と思う。

・新港地域で働く方々に気持良く仕事をしていただき、更に生産性が高まり石狩市

としても多大な恩恵を得られると思う。

参　考 　花川通の延伸は、札幌圏とのアクセス強化により、新港地域の企業の事業活動の

向上に資するとともに、新港地域に就業する方にとっても利便性等が図られるもの

と考えます。

9

・道路整備に併せて、新設される道路の沿線部分は商業施設や沿道サービス施設等

が設置できるような用途に見直し、新たな賑わいゾーンを形成できるようになれ

ば、石狩市の魅力づくりにも貢献するとともに、地元経済の拡大にも効果があると

思う。

・花川十字街、新港十字街など新たな賑わい空間の形成や、通勤・食事などの利便

性、企業誘致、エリア価値の向上に繋がる。

参　考 　現時点において、延伸部分の沿線に商業施設等が立地できるような土地利用計画

の見直しは想定しておりませんが、今後、未整備地域の利活用のニーズが高まるよ

うであれば、検討することも考えられます。

10

・花川通の延伸については、新港地域で働く方々や企業にとっては永年の願望であ

る。

その他 　花川通の延伸については、石狩湾新港企業団地連絡協議会等から継続的な延伸整

備の要望が寄せられてきたところであります。

11

・花川通４車線と流通通６車線のルートが繋がり、バス路線の移設や特に冬期間の

交通渋滞、混雑の解消、安全性の確保となる。

参　考 　花川通の延伸により、石狩手稲線交差点の交通渋滞の解消や混雑の緩和など道路

交通体系の充実が図られるものと考えます。

12

・市内の雇用面にも好影響をもたらし、市民の新港地域に対する再認識や職住一体

感の醸成が図られる効果が期待される。

（同様の意見：１件）

参　考 　花川通の延伸整備による新港地域の地域価値の向上が、企業活動の活発化から新

たな雇用創出へとつながっていくことに期待するとともに、市民にとって新港地域

がより身近な地域となることにより、市街地と企業団地の双方が相乗的に発展して

いくことに期待するものです。

13

・新港の発展には、車の量が増えるは当然だと思いますが、交通量増やさず発展さ

せる方法があるのか知りたい。

その他 　石狩湾新港や背後地の発展は、取扱貨物量やそれを輸送するための交通量、就業

者の通勤による交通量の増加など人やモノの動きの活性化を伴うものであり、それ

ら交通量の増加に適切に対応していくための道路交通体系の充実は不可欠であると

考えます。

14

・狭い道路に大型車が入り渋滞する。抜け道は冬場雪のため車道が狭く、車がすれ

違えない所を子供が歩いている。

・新港西から札幌駅方面へ向かう場合、花川南から屯田を通って国道231号へ抜け

る場合も多く、途中が南線小学校等の児童の通学路にもあたっていることから交通

安全上も問題があると感じている。

（同様の意見：２件）

参　考 　花川通の延伸整備により、細街路への交通負荷が減少し、通学の安全が図られる

ものと考えております。

15

・特に交通量の増加で騒音・振動が今以上に多くなる。（AM5:30～PM5:00位から大

型ダンプトレーラー等が多いため）

その他 　大型車交通量は増加することが予測されており、今後、詳細な振動調査等を実施

し、各法令、基準に基づき、関係機関と調整した中で、効果的な対策を検討して参

ります。

16

・新港地域とアクセスされても何のメリットが無い。 不採用 　新港地域内には、都市公園やスポーツ施設の設置、また工場見学が可能な企業が

立地していること等により、市民生活との関係があるものと考えます。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

17

・特に対象区域に対して（北１～３丁目通）の住民の声を聞いて欲しい。 その他 　花川通は、本市と札幌圏とを結ぶ重要路線であるとの認識のもと、幅広い市民の

皆様からご意見を伺うため、今回のパブリックコメントを実施したものです。

　現時点において特定の地域にお住まいの市民を対象とした意見聴取については予

定しておりませんが、今後、事業化に向けた準備・検討の過程において、ご説明を

行う機会を設けることを検討して参ります。

18

・あまりにも振動が多く、現状実態を具体的に調査され回答願う。 参　考 　振動が大きいと予想される交差点部において、調査の実施を検討して参ります。

19

・新港交通ルートは現在何ヶ所あるのか。 その他 　道道石狩手稲線と国道337号とを結ぶ路線としましては、新川通のほか市道11路

線であります。

20

・振動に対して、防音工事の予定はあるのか。特に窓、換気扇等設置するのか、個

別に確認願う。

その他 　騒音が各法令の基準や要請限度を超える状況となる場合には、他の地域の事例を

参考にするなど、効果的な対策検討を行って参ります。

21

・現在無秩序に住宅団地内を通過している新港地域への関連車両を花川通に誘導し

集中させることは、住宅街の他の道路の交通量を減少させ安全性を高めることとな

り、その結果、花川通へ集まった車両については、この路線に、ガードレ－ル、街

路灯、安全標識などの機器を効果的に設置する等の対策を集中することで、充分な

安全効果を上げることができると考える。

参　考 　花川通の延伸整備により、通勤や物流の円滑化が図られ、渋滞も緩和されるとと

もに、細街路への交通負荷が減少し、通学の安全が図られるものと考えておりま

す。

　また、状況に応じてガードレール等の効果的な施設の検討を行って参ります。

22

・花川通が直接流通通に接続することにより、花川通の渋滞や石狩手稲線への負担

など既存路線の負荷を低下させると共に、新港地域との交通の流れを円滑なものと

することが可能となる。

記載済 　花川通の延伸は、市街地と新港地域を接続する他の路線の交通量を低減させると

ともに、石狩手稲線交差点の交通渋滞の解消や混雑の緩和など道路交通体系の充実

が図られるものと考えます。

23

・通勤に利用できる自転車道の設置を検討して頂きたい。 参　考 　花川通の延伸整備の際には、自転車歩行者道の設置を検討する必要があると考え

ております。

24

・花川通延伸には賛成します。

【理由】

　新港の企業発展のため

　大型車両の通行可

　住宅街の迂回を回避

　札幌と新港を直結

　道道に格上げ

参　考 　花川通の延伸は、札幌圏とのアクセス強化に繋がり、通勤や物流の円滑化など新

港地域の企業の事業活動の向上に資するとともに、新港地域の発展に貢献すること

も期待されると考えます。

　また、併せて石狩手稲線交差点の交通混雑の緩和やそれを回避する車両による細

街路への交通負荷が減少し、通学の安全が図られるものと考えております。

　なお、道道への昇格等については、今後検討・協議を行って参ります。

25

・新港地域とのアクセスは既存の道路で十分足りている。これ以上の利便性は必要

が無い。花川の住民にとって新港地域までのアクセスは国道や道道等もあり十分足

りている。予算は本当に必要なほかの事業等に使っていただきたい。

・現状の通勤時間帯の渋滞は精々朝夕の1時間程度であり、本州などではこの程度

であれば渋滞とは言わない。

不採用 　花川通の延伸整備については、通勤・物流の円滑化や細街路への過度な交通流入

の改善が図られると考えております。このことからも事業の具体化に向けた準備・

検討を進めて参ります。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

26

・花川通は、速度が法定制限を超えて走行する車両が多く、接続により通行の安全

性が現状より悪くなる。特に夏季の夜間の暴走車両の騒音が増加することが懸念さ

れる。

（同様の意見：１件）

その他 　管轄である札幌北警察署において、不法行為の取り締まりを強化してもらえるよ

う、状況に応じ要請していくとともに、当市においても交通安全の啓発等に努めて

参ります。

27

・大型車両の交通量が多く、大型車両の騒音、振動が住宅を震わせ排気ガスが一日

中あるのが現状で、道路側の窓やベランダを開けることが出来ないでいる。これ以

上環境を悪くしないでほしい。

参　考 　大型車交通量は増加することが予測されており、今後、振動調査等の実施を検討

し、各法令、基準に基づき、関係機関と調整した中で、騒音などが各法令の基準や

要請限度を超える状況となる場合には、他の地域の事例を参考にするなど、効果的

な対策検討を行って参ります。

28

・延伸による道路整備がされた場合、現在まで数十年かけ大事に育てた防風林を広

範囲に伐採することになり、現状でも新港方向から、夏は強風、冬は風雪に悩まさ

れているのに、またこれらの影響が色々な所に増えることが懸念される。自然環境

を一度壊すと中々元に戻せないのではないか。

参　考 　防風保安林や遮断緑地など、私たちの暮らしに身近な緑地が四季を通じてもたら

す様々な効果について、それらの緑地帯が担っている機能を著しく損なうことが無

いよう、十分配慮しながら事業化に向けた準備・検討を進めて参ります。

29

・大切な宝である防風林を切ってまで道路を造ることに反対。

・日本一のオオバナノエンレイソウの群落に匹敵すると言われる広さを持つ遮断緑

地を分断するこの計画に反対する。

（同様の意見：２件）

その他 　今後、当該地域の植生調査など詳細な調査を実施した上で、周辺の自然環境に十

分配慮した道路整備計画となるよう努めて参ります。

30

・防風林をまちの宝として大切に保護しないこの道路計画は、石狩市民憲章に反す

る行為になる。（第1章　防風林や名木をまちの宝として大切に保護します。）

その他 　道路計画上、必要となる防風保安林に関する手続きは、法令の規定に従い、適切

に対応いたします。

31

・今後道路整備準備のための調査は、事業ありきの調査が多いため、信頼がおける

調査内容を希望している。

参　考 　事業を進める中で支障となる事案を確認し、今後、振動調査等の実施を検討して

参ります。

32

・花川通りに面している沿道住民と、町内の内側にある住宅とでは道路環境や排気

ガスの影響等、感じ方についても全然違うと思うのでこの違いを評価してほしい。

参　考 　花川通の延伸整備は、本市道路政策上で重要案件であるとの認識のもと、幅広い

市民の皆様からご意見を伺うため、今回のパブリックコメントを実施したもので

す。今後におきましても、沿道にお住まいの方々のご意見は勿論、広範な市民意見

を受け止めながら事業化に向けた準備・検討に努めて参ります。

33

・環境影響評価手法は単に基準値からのものだけで判定するのではなく、沿道住民

の立場に立った安全・安心の暮らしを守ることを重視してほしい。

その他 　事業化を進める上で支障となる事案を確認し、今後、振動調査等の実施を検討し

て参ります。

34

・道路整備計画設計を行う場合、騒音、振動、風雪害対策の検討を行って欲しい。

また、道路維持管理費は永遠と続く事を十分に念頭に入れ検討してほしい。

参　考 　事業を進める中で支障となる事案を確認し、今後、振動調査等の実施を検討する

とともに、維持管理費も考慮した費用対効果についても検討して参ります。

35

・平成16年に新港地域土地利用計画が見直され、北海道としては実施の方向なのだ

ろうが、石狩市民及び石狩市としては如何なものか。

その他 　北海道による石狩湾新港地域土地利用計画の改訂は、新港地域の開発の長期化に

伴って、社会経済状況や企業立地を取り巻く環境が大きく変化したこと、さらには

近隣地域との連担も視野に入れて地域開発を効果的に推進するための見直しであ

り、新港地域の活性化が図られることは有益なものであると考えます。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

36

・道路の接続で、どのような「具体的な効果」を市民に対して与えることができる

のか。後になって想定が外れたでは済まない。

その他 　現時点では、花川通の延伸整備に伴う具体的な効果について、市民にお示しする

段階ではありませんが、市としましては、道路交通体系の充実・適正化、防災体

制・緊急時対応の向上及び新港地域の活性化や市街地への波及効果が期待されるも

のと考えております。

37

・昭和48年に立てた計画と現状とにどのような乖離があって、その原因は何かを追

究しなければならないのではないか。

不採用 　近年、多くの市民が石狩湾新港地域に通勤している状況や新港地域からの輸送量

の増加など、新港地域を取り巻く状況に大きな変化が見られていると考えます。

38

・防災の面では、現状の道路を拡幅すればよいのではないか。 その他 　津波避難においては、「まず第１に、最短で海から遠ざかる」という避難行動が

基本となりますことから、花川通と流通通を接続し、最短の避難経路の確保を図る

ことは、防災上の観点からも有効であると考えます。

39

・花川市街地への波及効果（新たな雇用や地域価値の向上等）は、どのような根拠

を持って言っているのか。花川地域の衰退は別途都市計画の見直しにあるように、

少子高齢化が遠因であって、その対応をしない限り改善はあり得ない。

その他 　新しい道路を整備することによって、直ちに地域活性化の効果が発揮されるとは

言い切れないものの、人やモノの流れが変わることによる地域への波及的な効果

は、少なからず期待できるのではないかと考えております。

　現在、市が進めている都市計画の見直しとともに、相乗的な効果を期待するもの

であります。

40

・防風防雪林が無かったら、花川北１条地区の降雪・積雪の状況がどうなるのか、

具体的な数値を示して欲しい。また、延伸した場合、今後防風・防雪にどのように

対応するのか示して欲しい。（道路の除雪や排雪の改善策をご教示願いたい。住民

に対し、デメリットを具体的に示すこと。）

その他 　防風林の機能を著しく損なうことが無いよう、十分配慮しながら事業化に向けた

準備・検討を進めて参ります。

　なお、除排雪についても、冬期間の良好な道路交通が維持されるよう、適切に対

処して参ります。

41

・道路を接続することのデメリットを市民に示し、再度アンケートを取ることを期

待する。

不採用 　花川通は、本市と札幌圏とを結ぶ重要路線であり、その延伸整備に関しては、沿

道住民の関心が高いことを想定し、沿道町内会世帯に限ったアンケート調査を実施

したところです。

　このアンケート調査は、沿道にお住まいの方々の率直なご意見を調査することを

目的としたものであり、その結果等を踏まえたうえで延伸整備に関する市の考えを

取りまとめ、今回パブリックコメントを行ったところであり、今後、ご説明を行う

機会を設けることを検討して参ります。

42

・30～50年先を考えると、車社会は一層拡大するだろうし、道路の利便性は求めら

れるものと思う。

参　考 　広大な土地を持つ北海道においては、車を利用する人が多いため車社会は将来一

層拡大し、利便性や安全性の向上のために道路交通体系の充実が求められるものと

考えております。

43

・花川通の延伸については、時間をかけ市民に理解してもらうまで根負けすること

なく説得に説得を重ねてほしい。

その他 　今後におきましても、花川通の延伸整備について期待される効果や懸念される課

題への対応を整理・検証し、ご説明を行う機会を設けることを検討して参ります。

44

・数十分の短縮のために、近隣の方々は大変危険な思いをすることや、家の中がガ

タガタゆれる等の不便がある。

参　考 　事業化を進める上で支障となる事案を確認し、今後振動調査等の実施を検討して

参ります。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

45

・津波が来た時には、道路を一気に波が走ってくるため、防災の面からも反対。 その他 　現在の北海道による津波浸水の想定では、海岸線のごく狭いエリアでの浸水と

なっており、まずは現想定での最善の対策を図ることが求められているところで

す。今後、国による津波浸水の見直しにより、現在の想定を超える結果であって

も、津波に対しては、“第１に、最短で海から遠ざかる”という考えが最善の対応

策であると考えており、新港地域での避難において、花川通と流通通を接続し、最

短の避難経路の確保を図ることは、防災上の観点からも有効であると考えます。

46

・住民アンケートでは、防風保安林、遮断緑地の記載が無かった。このアンケート

を基に延伸整備計画の準備・検討を進めるべきではない。

不採用 　沿道町内会を対象として実施したアンケート調査では、添付図面上に防風保安林

や遮断緑地の表示はしておりませんが、延伸整備による懸念事項の一つとして「防

風林等の自然環境への影響」を想定したアンケート内容としておりますことをご理

解願います。

　なお、本アンケート結果だけをもって、事業の具体化に向けた準備・検討を進め

ることとしたものではありません。

47

・オオバナノエンレイソウの群落を調査し、オオバナノエンレイソウを通してでき

る環境教育の可能性を検討していただきたい。（広尾町で実践している。）

参　考 　当該種の群落については、今回の検討箇所のほか遮断緑地内において確認されて

おりますが、今後、実施する植生調査や土地所有者の意向等を踏まえ、検討して参

ります。

48

・遮断緑地がなぜ作られ、このような道路のつくりになったのか説明がされていな

い。

その他 　遮断緑地は、昭和51年11月に北海道が策定した「石狩湾新港地域の土地利用計

画」に位置付けられた緑地帯であり、特に、港湾の掘込みのために伐開する海岸防

風保安林等の代替林として新たに造成する緑地帯を遮断緑地として機能を持たせる

こととされたものと認識しています。

　また、道路についても同計画に基づき、既存の防風保安林等を極力保全すること

を念頭に整備が進められてきたものと認識しています。

49

・既存の道路網を活用し、利用法を工夫することで解決する方法はないのか。 不採用 　花川通の延伸整備により、通勤・通学の安全や、物流の円滑化が図られ、細街路

への交通負荷が減少すると考えております。

50

・期待する効果に「交通渋滞や混雑の緩和」あるが、花川通は、交通量が増え、赤

信号で止まる車が増えるため渋滞は悪化する。

不採用 　花川通の延伸整備により、直進が可能となり交差点内の通行の円滑化が図られる

ものと考えております。

51

・「新港地域就業者等の利便性・安全性の向上」「市内道路網全体の交通量配分の

適正化」については、企業の始業時間の分散化、通勤ルートの分散化等の工夫で対

応できないのか。

不採用 　新港地域内の企業活動への干渉や通勤者の道路利用を制限することは、現実的に

は難しいものと考えます。

52

・振動・騒音の観点から花川通の大型貨物車両の通行は受け入れられない。 不採用 　花川通の延伸においては、大型車交通量は増加することが予測されていることか

ら、今後、振動調査等を実施し、各法令、基準に基づき、関係機関と調整した中

で、騒音などが各法令の基準や要請限度を超える状況となる場合には、他の地域の

事例を参考にするなど、効果的な対策検討を行って参ります。

53

・対応策の「通行車両の定期監視」は効果があるのか疑問。 その他 　通行車両の定期監視については、振動や騒音等の対策検討するための基礎データ

として活用することを考えております。
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№ 意見等の主旨 検討結果 検討内容

54

・「防災体制・緊急時対応の向上」は、緊急時の移動ルート確保の方法を工夫でき

ないのか。（緊急時のみ作動する信号を設置し、既存道路を利用して速やかに移動

できるような仕組みは作れないのか。）

その他 　ご意見のとおり、防災・緊急時の対応では、まずは現状で最善と考えられる避難

行動や地域ごとに工夫した対策を構築しておくことが重要です。新港地域において

も、地区防災ガイドによる津波避難では、「まず第１に、最短で海から遠ざか

る」、「避難方向を決めておく」、「乗り合わせて車で避難」などのソフト対策と

併せて、花川通と流通通を接続し、津波避難時の最短の避難経路が確保できれば、

新港地域における津波避難の強化がより図られるものと考えます。

55

・企業誘致が進まない理由に札幌からのアクセスの悪さがあるのか。 その他 　企業が立地場所を選定するにあたっては、企業側の選定条件が様々あると思いま

すが、北海道の大消費地である札幌市とのアクセスが強化されるといった交通イン

フラの充実は、企業誘致の一助になるものと考えております。

56

・以前、ここには道路をつけないと決めたと聞いている。パブコメの説明には書か

れていない。町内会のアンケートもどのような内容だったのか改めて提示いただき

たい。

その他 　石狩湾新港地域の開発は、昭和47年８月に北海道開発庁が策定した「石狩湾新港

地域開発基本計画」や、昭和51年11月に北海道が策定した「石狩湾新港地域の土地

利用計画」により進められて参りましたが、いずれの計画においても、今回花川通

の延伸整備を計画している地域に道路を設けないとはされておらず、また、土地利

用計画上、防風保安林については道路の造成等公共施設の整備など止むを得ない場

合を除き極力保全するとされております。なお、「石狩湾新港地域の土地利用計

画」については、平成16年４月に改訂され、その際、市道花川通と市道流通通とを

結ぶ道路について検討することが明記されております。

　沿線７町内会を対象に実施したアンケート調査の主な内容としましては、市が想

定した延伸による効果と懸念事項をそれぞれ３項目ずつ提示し、回答者にとってど

の程度当てはまると思うかについてご回答いただいております。ちなみに、懸念事

項の一つとして想定した、「道路整備が行われることにより、防風林等の自然環境

に影響をもたらす。」という選択肢に対しては、「大いに思う・思う」が全回答者

の約36％、「全く思わない・思わない」が約35％となっております。
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