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番号 ご意見等 市の考え方

1-1

１　　縦覧の告知方法とその期間について

　都市計画法に基づく対応として、縦覧期間は２週間であったが、これは最低限守ら

なければならない数字であって、これで充分というものではありません。３～４週間必

要であり延長を求めます。

　告知方法として「広報いしかり」への掲載がなかったことは、昨年１１月１９日に開催

された市民向け説明会と同様（広報への告知記事掲載なし）、大変遺憾であると思っ

ております。度重なる、一般市民無視の市の姿勢は、「延伸ありき」を裏付ける行為で

あると思います。手続きを型通りにスケジュール通りに実施することが最重要で、特に

反対意見を沢山入れないための方策なのではないかと感じます。改めて「広報いし

かり」７月号に掲載して縦覧をやり直すことを求めます。

今回の縦覧に際しましては、都市計画法に基づく市の公式掲示板による公告縦覧を

実施するとともに、加えて、市民の声を活かす条例に基づき、市ホームページとあい・

ボードへの掲載、報道機関への記事掲載依頼などを実施して、幅広く市民に知って

いただくための対応をしたところであります。なお、市広報への掲載につきましては、

縦覧の日程の確定ができなかったことにより、やむを得ず掲載出来なかったことをご

理解願います。

1-2

２　理由書の「４　都市計画変更の理由」について

（１）最後の段落に「新港地域の活性化」とありますが、延伸することにより、新港地域

がどのように具体的に活性化するのでしょうか。流通する貨物の量が増えるということ

はないと市長はおっしゃっていましたが、活性化の内容をお示しください。

（２）「住宅ゾーンの住環境の改善と交通安全の向上などに大きく寄与する」とあります

が、花川通沿線の住宅環境と交通安全はどのようになるのでしょうか。悪化するのは

必至ですが、市の対応策をお示し下さい。市の事業により、従来の騒音・振動環境お

よび交通安全が悪化する場合、責任は市にありますので、当然対応は市が行うべきと

思います。この度、沿線住民を中心に２７軒の協力が得られましたので添付します。

現状でも騒音・振動に困っているという声が多数です。沿線の何百世帯の平穏な生

活を犠牲にする延伸計画はいかがなものでしょうか。

港湾ゾーンと住宅ゾーンをつなぐ連絡道路については、石狩湾新港地域の開発当

初は、都市計画に関する基本計画などには位置づけされていませんでしたが、多く

の市民が石狩湾新港地域に通勤している状況や、海や港がより身近な水辺空間に

なってほしいとの市民意見が増えているなど、港湾ゾーンを取り巻く状況にも大きな

変化が見られたことなどの経過を経て、平成16年４月に「石狩湾新港地域土地利用

計画」が改訂され、石狩市と地域内とを結ぶ道路として、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ました。このことを踏まえ、本市におい

て、道路整備の具体化に向けた調査、検討を進めた結果、今後の本市のまちづくり

や、住宅ゾーンの住環境の改善と交通安全の向上に大きく寄与することから、港湾

ゾーンと住宅ゾーンをつなぐ道路として、花川通を延伸する都市計画の変更を行うも

のです。

花川通の延伸により、市内の道路交通網が充実・適正化することで、企業誘致の一

助となり、新港地域の活性化にもつながると考えております。

「住宅ゾーンの住環境の改善と交通安全の向上などに大きく寄与する」ことにつきま

しては、花川通の延伸整備により、花川南や樽川地区内を通行している新港地域へ

の通勤車両や物流車両を再配分することで、花川通の交通量が現状よりも増加する

ことが想定されておりますが、騒音や振動のいずれの将来推計値も、法令等の基準

値以内になるとの結果となっており、まち全体で考えると、道路機能に応じて交通量

が適正化され、交通の安全性の向上や、安心な環境が創出されると考えております。

なお、花川通沿道の騒音、振動については将来推計値が基準値以内でありますが、

開通後の環境変化には十分注意を払いながら、必要に応じた対応を講じていきたい

と考えております。

札幌圏都市計画道路の変更案について札幌圏都市計画道路の変更案について札幌圏都市計画道路の変更案について札幌圏都市計画道路の変更案について
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環境保全の立場から

道路延伸に伴う防風林、遮断緑地の伐採について

花川南防風林は明治初期から100年以上も、先人達が厳しい自然環境の緩和のため

に育て守り続けてきたものです。その結果、北防風林も含め花川地区の中で唯一とも

いえる貴重な自然を残すこととなり、多くの希少な動植物が生育しています。

また新港地区からの騒音・振動・排気ガス・砂･暑さ寒さ・風雪などから住民を守る為

に、遮断緑地を造った歴史があります。約30年を経て小さな柳の苗だったものが、今

では植生も豊かな森となり、立派に当初の役目をはたしています。

この防風林と遮断緑地を約２ｈａ伐採し、新港地区まで片側２車線の道路を造ること

は、職住分離を評価し、安心して子育てができると石狩を選び移り住んだ人々を裏切

ることになり、また大変な環境の悪化を招くことは目に見えています。

現在は世代交代が進み、こんな歴史を記憶している人も少なくなってきていますが、

新港地区の利便を量りながらも、住民の健康や環境を守っていくことが行政の役目で

はないでしょうか。

石狩の開拓期から大切に守られてきた防風林の歴史的な価値や、遮断緑地と防風

林が、私たちの暮らしに四季を通じてもたらす様々な効果などについては、十分承知

しているところでありますが、それらの機能を著しく損なうことがないよう、保安林解除

の面積を縮小させるため、道路幅を当初計画の３２ｍから２５ｍに変更するなどの配

慮を行ったところであります。

2-2

花川通りを延伸すると、樽川7線は交通量が3、4割程度減少し、まち全体では道路機

能に応じて適正化され、安心安全な環境が創出されるとありますが、一方花川通りの

交通量は１．５倍増と試算されています。

花川通りは公園・小学校・幼稚園・保育園が近く、カーブで見通しの悪い所があり、今

でも大変危険を感じています。新港地区まで延伸すると大型車両が増えることでしょ

う。この地域の住民の安心安全な環境はどうなるのでしょう。

新港地区に出入りする車両を、延伸ではなく安全に誘導する方法を、新港管理組

合、企業、行政で連携して検討してくださることを強く望みます。

１－２に市の考え方が含まれております。

2-3

＊今回のパブリックコメントの募集について

札幌圏都市計画道路の変更案についてのパブリックコメントの広報の仕方が不親切

だったと思います。私は北海道新聞の＜石狩市議会議長に延伸に反対する署名

(1,694名分)を提出＞の記事を見て初めて知りました。

パブリックコメントを募集するというのは、重大な案件と理解しています。何故、広報誌

に掲載をしなかったのでしょう。またアイボードにも案内の紙が1枚貼ってあるだけとい

う、大変不親切なものでした。そのため、募集を知らない方や、時間が少なくパブリッ

クコメントを提出できなかった方もいらっしゃると思います。

今後はこのようなことが無いよう切に望みます。

１－１に市の考え方が含まれております。
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明治以来、防風林保安林を切ってはならないという石狩町以来の掟を、わずかな利

益と利便性のために、石狩市みずからがすすんで破るということはあってはならない。

古来、石狩の官と民が手を携えて守り通したものにこのような大した益にもならない道

を通し、石狩市みずからが定めた職住分離という静かな住民環境を守ることなく、防

風保安林を伐採するようなことを為そうとする者は、いにしえの人々がどのような苦難

を乗り越えて守り通したか、歴史の重みについて深く反省し、そのような暴挙をなすこ

とは許されることではない。

２－１に市の考え方が含まれております。

3-2

現在、石狩街道は石狩新港のエネルギー基地化もあって、毎日のように超大型のＬ

ＮＧタンクローリーや石油タンクローリーが走り回り、並んで走ろうものならものすごい

圧迫感を感じる。

つい先日は、関西方面であろうか、塩酸を満載したタンクローリーが横転し積載して

いた塩酸がもれ、付近の住民が大変な迷惑をこうむったと聞いている。いつこのような

事故が起らないであろうと誰が断言できるのか、せめて花川通りにそのような重車両

が頻繁に通行しない様、断じて花川通り延伸計画については実施しない様要望す

る。

１－２に市の考え方が含まれております。

3-3

他に利用するべき道路が無いというのであればともかく、石狩新港を作るにあたって

わざわざ国会まで請願して、現在の住宅地を通らない立派な道路を作るに至ったと

聞いている。そのような経緯があるにもかかわらず、無法とも思える花川通り延伸と

は、この石狩の自然豊かな環境を守り続けて来た昔の人々の意志に背くものである。

札幌市の都市計画に乗り遅れまいとする焦りの気持もあろうけれど、むざむざそのよう

な計画に乗る必要もない道路環境がある事は、誰が見ても間違いではないであろう。

このような　無謀で益の無い計画は　即刻廃止するべきである。

１－２に市の考え方が含まれております。
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市の原案１．計画書「札幌圏都市計画道路の変更（石狩市決定）」の主な経過地とし

て、北1条1丁目が挙げられていますが、私は、ここに約25年住んでいます。

石狩市は、平成25年12月実施の沿線7町内会に対するアンケート調査や、平成26年

4月の「花川通と流通通の接続(花川通の延伸整備)について」のパブリックコメント、平

成26年11月19日の市民説明会の意見、「石狩市都市マスタープランの部分見直しに

寄せられた意見」などを都市計画審議会へ報告し、都市計画審議会の答申を得た、

としています。

●アンケートについて

しかしながら、この道路の主な経過地である北1条1丁目に存在する「北1条1丁目町

内会」には、アンケートも行われず、町内会に説明もありませんでした。北1条1丁目

は、石狩消防署・サンコーポラス(アパート2棟、サンコーポラス石狩自治会)と、戸建

124戸(北1条1丁目町内会)から成り立っていることから、沿道ではないからでしょうか、

サンコーポラスだけをアンケート調査の対象としました。「北1条1丁目町内会」からは

空地(草地)・駐車場越しに、花川通の車の動きが見え、音も聞こえます。アンケート対

象地域に当然入れるべき町内会が入っていないアンケート調査、また町内会説明に

対して入れるべき町内会が入っていない町内会説明だと思います。また、アンケート

添付地図には防風林・遮断緑地の説明がなく、不親切な地図でもあり、防風林が関

わる道路計画と気が付かないままアンケートに答えた人がいると聞いています。

　また、「花川通と流通通りの接続(花川通の延伸)に関するアンケート＜集計結果＞」

についてですが、私は、市民説明会・都市計画審議会などに参加あるいは傍聴をし

たのですが、その説明の中で、ひっかかる部分がありました。「肯定的な意見が多

かった」としていましたが、懸念事項についての肯定意見は、道路建設に対して否定

意見であるはずですが、全体をひっくるめて簡単に「肯定的な意見が多かった」という

説明が行われました。決して丁寧な説明といえるものではありません。

アンケートの調査については、主に花川通沿道の住民の方々が、花川通延伸による

効果や懸念等について、どのように考えられているかを把握するため実施しました。

対象区域については、花川通に面する沿道町内会に限定しておりましたので、一

部、対象とならなかった区域もありましたが、その後に、全市民を対象としたパブリック

コメントを実施するなどして、市民意見の把握に努めさせていただきました。

アンケートの結果報告の際には、できるだけ分かりやすくなるよう、文字表記により

「防風林」や「遮断緑地」などを加えるなどの対応をしたところであります。

アンケート結果の報告については、懸念する意見を紹介するとともに、延伸により地

域活性化に資するかの設問に対する回答の割合を紹介したものであります。

4-2

●パブコメ「花川通と流通通の接続(花川通の延伸整備)について」(平成26年4月)に

寄せられた意見と検討結果について、石狩市企画経済部企画課が作成しています。

　寄せられた意見等の主旨がまとめられているのですが、私が提出した意見では石

狩の防風保安林の歴史的・文化的な側面からの意義を述べた部分ですが、全くもっ

て取り上げられませんでした。「5月29日：関係部局に合議のうえ、市長決裁にて最終

決定」とあります。

　石狩市長はホームページ上の市長の部屋/市長からのメッセージ(平成27年6月12

日)において、文化財の保存について、歴史を大切に思ってきた市長として「恥」とい

う言葉を使ってまでその考え方を伝えています。「・・文化財は単に石ころと見ればそ

の通りかもしれません。しかし、その文化財の説明をうけると価値は大きく変わりま

す。・・」と。石ころの部分を防風林と読み替えてほしいと思います。

２－１に市の考え方が含まれております。
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　私がパブコメに書いたけれども、受け止めてくれなかった内容(概略)を記します。

　―――明治26年の「村民契約証」、明治29年の「風防林保護規約」をつくり『海風か

ら守るための風防林の地積内は、枯木倒木下草なりといえども盗伐するものがあれば

村八分にする』とまでして、防風林を守ってきました。先人から今の私たちにいたるま

で石狩の防風林を市民が守り続けてきたのです。防風林は海風から住民を守り、住

民がその防風林を守ってきたのが、石狩の歴史です。そして、これら文書はほかのも

のも含め、10件が「金子家文書」として平成11年に石狩市の文化財として指定されま

した。―――

　石狩市民は、市民カレッジの講座(学長は市長)や観察会(市主催もある)や講演会

などで石狩市の歴史や自然の成り立ちなどを学びますが、市役所の職員はそれをき

ちんと受け止めてくれません。パブリックコメントで意見を出しても、道路建設に文化

的要素をからめた記述をすると、削除されたものが「意見等の主旨」とされてしまいま

す。「石狩市都市マスタープランの部分見直しに寄せられた意見と検討結果につい

て」(1月16日：関係部局に合議のうえ、市長決裁にて最終決定)で、私の意見では「明

治26年村民契約証」「明治29年風防林保護規約」「金子家文書」を石狩市の歴史を

語る上での重要なキーワードとして、簡単に記述したのですが、これもまた削られまし

た。道路建設と防風林の保護は、石狩市および石狩市民にとって、大変重要な問題

です。

　それを、真正面からとらえずに、保安林解除の規制緩和で、簡単に進めようとすると

ころに問題の本質があると思います。担当者が防風林の歴史的価値を真正面からと

らえていません。とらえた上で堂々と、道路建設計画を石狩市民に示すべきです。石

狩市長が、碑を通して感じたことと、私が防風林を通して担当者に感じたことが重なっ

ているような気がしてなりません。担当者はこの計画のパブコメから具体的な文化財

表現を抹殺しています。　石狩は歴史のあるまちです。大都会の札幌よりも、歴史の

あるまちです。北海道の歴史のなかでも重要な位置を占めているのが、この石狩市で

す。石狩市の防風林の歴史もまた、北海道の歴史の中に位置づけられているはずで

す。

２－１に市の考え方が含まれております。

4-4

●「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」(前出)のなかで、私が意見を出したのだけれど取り上げられなかった件として、北

海道が策定した『北海道自然環境保全指針』により居住地周辺に存在する自然とし

て「身近な自然地域」に位置づけられていることです。これも取り上げてもらえない。

パブリックコメントは、理由を添えて提出をするように募集されているが、理由をつぶさ

れているようで、このようなパブコメのまとめ方には問題がある。

　ここでは、「北海道による環境保全の見地からの石狩の防風林の位置づけ」を述べ

たつもりであったが、石狩市の担当者は受け止めようとはしなかった。（都市マスター

プランの部分見直しのパブコメでは、パブコメのまとめ方に猛省を促し、そこでは、簡

単に記載がされるようになった。）

以前実施したパブリックコメントに対するご意見ですので、今後の参考とさせていただ

きます。
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4-5

●住民説明会について（平成26年11月19日）

　住民説明会では、花川通り延伸について懸念の声が多く聞かれたが、市役所側は

「建設にご理解をしてほしい」の一点張りであった。その中で、「道路建設地からオオ

バナノエンレイソウを移植することにより、環境教育を行うパブリックコメントがあった」

旨の話が石狩市側からあった。

平成26年4月のパブコメのまとめ、「意見等の主旨」４７にそのような記載はなく、表現

等から私の意見と思われるが、私はあくまでも道路建設をしないで、オオバナノエンレ

イソウを環境教育に生かせないものかとの思いで意見を出したのである。決して「道

路建設地から移植をして、環境教育を行う」とは書かなかったのである。

住民説明会で、都合の良い話を作って言っていた。これは、軽率でひどい話である。

　石狩市は、花川通の延伸について住民との合意を得ながら、その可能性や方向性

について慎重かつ丁寧に検討を進めるとしているが、決して慎重でも丁寧でもなく納

得がいかない。このような進め方をする花川通の延伸計画は、進めるべきではない。

説明会におきまして、パブコメでいただいたご意見とは別に、市の提案として、道路

建設地からオオバナノエンレイソウを移植する取り組みや、別の場所の群生地を活用

した環境教育を行ってはどうかとの趣旨で申し上げたところです。

4-6

●花川通と流通通を結ぶことにより困ること

道道石狩手稲線は、冬期間、地吹雪で悩まされる道路である。花川通延伸部分の半

分は防風林か遮断緑地の樹林帯を突き破ることになる。海から来る風をさえぎるため

の樹林を伐ってしまえば、今以上に風が吹き、道道手稲石狩線と花川通の交差点付

近は地吹雪の危険性が増す地点となりはしないいか、と心配しています。交通事故

多発地点となっては困ります。

　なぜなら、私の生活道路であるからです。クマゲラ、カッコウ、チゴハヤブサ、オオル

リ、キビタキなど鳥を観察するためや、オオウバユリ、クゲヌマラン、エゾスズラン、クル

マユリなどの植物を観察するために防風林の散策に行くときは、その交差点を渡るか

らです。また、花川南1条郵便局に行くときは、押しボタンを押して、花川通りを渡って

います。20年以上前になりますが、花川通りを渡って、防風林を突き抜けて、子供の

手を引いて幼稚園に通っていたこともありました。

　冬期については、大変な思いをしたことがあります。バス停(北2条2丁目)から家へ向

かう途中だったのですが、雷(稲光・雷鳴)とともにまわりが一瞬にして真っ白(ホワイト

アウト状態)となり、曲がり角を間違えて道に迷ってしまいました。どこにいるのかもわか

らず、どっちに行っていいのかもわからなかったのですが、しょせんは住宅地ですか

ら、見覚えのある塀や表札が確認できて、事なきを得たことがありました。

　悪天候に車のスピードが加わった場合、交差点での事故を招きかねません。

　また、道道石狩手稲線は暴走行為による車やバイクの爆音で、静かなはずの石狩

の真夏の夜の睡眠を妨げられることがしばしばあります。花川通と流通通が結ばれて

しまうと、これまた、暴走行為のルートが増えることになり、爆音に悩まされる夜が増え

るのではないかと、暗澹たる気持ちになります。

遮断緑地と防風林の解除につきましては、冬期間における卓越した風は計画道路と

若干角度の違いがあるものの、遮断緑地と防風林とも、ほぼ同じ向きで吹き込む風も

あり、その際には、計画道路も保安林内で吹き溜まることが想定されますが、状況等

に応じて、交差点の除雪等の対策を講じて参ります。

暴走行為等については、他の路線と同様に、関係機関との連携を図りながら適切に

対応して参ります。
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4-7

ロックフェスティバル・ライジングサンの開催時期は、例年自動車の通行量が増えて、

一晩中車の音が聞こえるときもあります。その時期だけ、まるで一つのまちができるよ

うだと言われています。昨年は来場者が8万人に達した、と主催者は発表しています

(石狩市の人口は6万人弱)。風向きにもよりますが、音楽やリズムをとる楽器の音が聞

こえたりします。遮断緑地や防風林を伐採して道路を建設すると、吹く風が強くなる心

配と同時に、フェスティバルの会場が流通通に近いため、通行する車の量が花川通

に増えることや、フェスティバルの音が大きく聞こえるのではないかと心配しています。

イベント時に発生する音等に関し、どの程度聞こえるかについては、風向等の気象条

件によるところが大きいものと考えられますことから、遮断緑地や防風林の一部伐採

による影響は低いものと想定されます。

しかしながら、音等の影響を心配されている声があるということを、主催者側に申し伝

えたいと考えております。

4-8

3.11以降、海沿いのまちでは、大地震によって引き起こされる津波被害を想定して対

策を立てています。石狩市の場合、文字による記録はありませんが、津波の痕跡とし

て約5000年前の海岸線である、紅葉山砂丘の砂の中に津波被害の痕跡があるかもし

れません。万が一津波が来て、海岸防風林が欠けている石狩湾新港の中央水路から

上陸した場合は、津波を防ぐうえで遮断緑地が重要な役割を果たすことになります

が、遮断緑地がない部分は、水が入ることが想定されます。海抜4～5mの花川は、花

川通延伸部分によって水がひきこまれ水につかるのではるのではないかと心配して

います。

現時点における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

水となっております。現在、見直し作業が進められており、浸水エリアが見直しされる

可能性もありますが、遮断緑地等が津波の浸水速度を軽減させる効果は期待できる

ものの、完全に防ぐことは困難と考えられ、津波への対応として、第一に最短で海か

ら遠ざかることが最善の対応策であることから、新港地域での避難において、花川通

と流通通を接続することにより、これまでの道路に加え、新たな避難路として選択肢

が増えるものと考えております。

4-9

●防風林・遮断緑地について

　花川南防風林の観察で、月に1度は訪れています。開拓の時に伐らずに残したた

め、その時の地形を残したまま、多様な植物を育んでいます。多様な植物は多様な

虫や鳥などの生き物の生活を保障します。細長い防風林を分断すればするほど多様

性を失っていきます。地球温暖化対策として本当に大切なことは、道路建設から身近

な森を守ることだと思います。CO2削減のためにも、２ｈaの樹林地を伐採することはし

てはならないことだと思います。

　石狩湾新港に170万ｋWのLNGの火力発電所の建設が進められています。発電所と

住宅地の間の樹林地は少しでも残して、石狩の大気環境の悪化を防ぐべきだと思い

ます。

　私は、ときどき石狩浜の海辺へ行きます。今の道路で十分です。新しく花川通を延

伸して流通通と接続することを望んでいません。この計画によって、花川通り沿線地

域の住環境を悪化させ、交通環境の悪化、大気環境の悪化を招きます。どうぞ、この

札幌圏都市計画道路の変更、花川通りの終点の変更をやめてください。

２－１に市の考え方が含まれております。
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5-1

石狩の車交通量は交通量調査年より年々減少してくるのは確実であり、１０億円もの

税金を使って道路を建設することは将来的にみて無駄遣いのなにものでもありませ

ん。

もっと別のところで使うべきです。

今後の石狩湾新港の発展を望みたいところですが、人口減少は確実であり、運転手

不足、特に大型車両の運転手不足は確実にやってくるとみられています。また工場

の働き手不足も同様に起こってきます。

今大事なことは新たな道路建設ではなく、若者が働きやすい環境、住みやすい環境

を作ることです。石狩湾新港への道は遠回りになっても既存の道路を利用するように

するべきです。今までそうしてきたのですから、人口減少、車減少が始まってからやら

ないでください。税金は有効に使ってください。道路建設は数年かかるわけですか

ら、交通量調査は全く役に立たないものになります。今現在の交通量は一昨年より明

らかに減少しています。道路建設着工時にはさらに減少しているでしょう。

花川通の延伸整備により、道路機能に応じて交通量が適正化され、交通の安全性の

向上や、安心な環境が創出されるとともに、新港地域の活性化につながるものと考え

ており、若者が働きやすい環境の創出にも寄与するものと考えております。

5-2

道路建設後、近い将来住民の一般車両は少なく、大型車両が通る道路になっている

と思います。花川北、南を分断するような道路建設は止めてください。

今現在、子ども達の登下校が危ないなら別の手段をすぐに考えるべきです。

そのようなことに税金を使ってください。

樽川地区の子供が増加しているのですから、危険と思われるなら早急に対処すべき

です。

道路建設するより大事なことではないでしょうか。

２０１４年石油消費が減少したとの報告が北海道新聞に掲載されていました。

要因の中にガソリンの需要減少もありました。

これからの車の台数や人口減少をもっと検討して、これからは道路ではなく人に税金

を使うべきではないでしょうか。

１－２に市の考え方が含まれております。

5-3 石狩市の税金で建設するのか、道なのか、国なのかはっきり示されていません。 事業の実施に向け、関係機関と協議して参ります。

5-4

道路建設ではなく、若者が定住する対策に税金を使うべきです。

人口減少にもう先はありません。道路を建設しても人口減少は止められません。

便利になれば、札幌から通勤すれば良いことになります。

１－２に市の考え方が含まれております。
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5-5

自然豊かで、車に乗っていても鳥のさえずりが聞こえてきます。立派になってわれわ

れの生活を豊かにし、生活を守っている防風林は石狩市民の大切な財産です。

新港を計画実行してきた先輩方が考えた遮断林や大事にしてきた防風林です。

伐採することは許されないことです。

新港建設時の計画にしがみつくことなくもっと有効に税金を使ってください。

２－１に市の考え方が含まれております。

6-1

石狩湾新港へ行く大型車は、花川通を通らずに花畔大橋を通ると良いと思います。

幅の広い道路、りっぱな街灯のついている道路が何本もあります。

花川通沿線にお住まいの方々の中には、大型車の騒音、排気ガス、振動などで困っ

ている方々がいます。

新しい道路ができると、更に住環境が悪化することは市の調査で、はっきりしていま

す。

石狩市が行なってきた新港地区と住宅地とをわけるという基本政策を続けるべきで

す。

１－２に市の考え方が含まれております。

6-2

防風林・遮断緑地を伐採しないで下さい。

先人が守ってきた“おしえ”は“石狩の宝もの”だと思います。

自然を守り、人間の生活を守る、尊い考え方です。

たくさんの鳥、虫、植物が、石狩にはあります。

守っていくのが、今、生きている人の役目だと思います。

２－１に市の考え方が含まれております。
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7-1

札幌圏都市計画道路の変更（延伸対応）は、石狩湾新港計画当時の基本思考と原

状が乖離したことに起因する。

新港西のトラックヤードを起点とした大型自動車の流通を目論見国道337・道道小樽

石狩を主道としたが、如何せんその新港西に存在する加工製造業で勤務する従業

員への通勤手段関連業者の工場訪問等（又札幌市市場間）の想定が大きく外れて

いたこと。

よって、想定の大型車両と違う通勤車両等が渋滞を避け縦横な通勤退社ルートを選

ぶ事が計画の大きな見直しを必要にした。ですから早急に延伸部分の道路建設が必

要！

しかし石狩市は企画経済部企画課担当の「花川通の延伸整備」 建築水道部建設指

導課担当の「マスタープランの部分見直し」、そして「札幌圏都市計画道路の変更」と

総合した延伸基本プランを丁寧に筋道をたて説明する事をしなかったのが、この様な

事態に成っていると思慮されます。

石狩は住宅エリアへ自動車の直線進入が出来ないT字交差点が数多くあります。こ

れは花川南北の住宅エリア区画整理開発時設計要件に交通安全対策の観点から、

極力直線道路をさけました。その交通安全からの配慮だけが石狩町時代から石狩市

になってもその神話が説明した職員も、その説明を聞いた市民も存在しなくなって

も・・・その話への抵抗があるようです。

今回の札幌圏都市計画道路の変更（花川通延伸）については、平成２４年１２月に沿

道の町内会の住民アンケート、平成２６年４月にパブリックコメントによる意見募集、平

成２６年１１月に住民説明会、平成２６年１２月から平成２７年１月にかけて都市マス

タープランの見直しに係るパブリックコメントによる意見募集を実施し、市民の理解が

深まるよう執り進めて参りましたが、今後も市民に分かりやすく情報提供して参りま

す。

7-2

延伸部分の早急な道路建設の他、降雪期間の除雪（今冬は一車線になっている区

間が多く見られ雪山の陰からの飛び出しが心配されました）対応等沿線住民の心配

を取り払う考えを積極的に提示し、市民対市役所でなく 市一丸となって考え安心安

全なまちづくりを、協働的観点で解決しては如何でしょうか。

花川通の延伸に際しては、花川通沿線の住民の方々の騒音・振動などの状況を注

視し、その変化に応じて対応にあたるとともに、除雪をはじめ交通安全に関しても、引

き続き地域と連携し、問題解決に向け対応していきたいと考えております。

7-3

延伸主道からの枝道への大型車両進入禁止交通規制標識の設置等を行い、住民に

安心感をもって貰う説明が欲しかった。

開通後における道路環境の変化を捉え、関係機関と連携しながら適切に対応して参

りたいと考えております。

7-4

市長が今回の件で丁寧に説明すると言われたが、なにが丁寧か？と言われない市民

と市役所の信頼関係を醸成してほしい。

引き続き丁寧な説明を心がけて参ります。

8

花川北と石狩工業団地をつなぐ道路が、偶然とはいえ、直線ではなく、ややカーブし

て繋がる道になることは若干でもスピードの出し過ぎを抑えることもでき、また、遠くま

で見渡すのではなく、見切れることで落ち着いた感じになるのでとてもよい、と思いま

す。

１－２に市の考え方が含まれております。
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9

下記の理由から、延伸に賛成します。

１　新港工業団地企業等の災害緊急道路確保のため。

２　通勤時の交通渋滞解消のため。

３　高齢者や子供達を交通災害から守り、一般車両等の地域の細街路への流入を防

ぐため。

１－２に市の考え方が含まれております。

10

・物流の効率化のみならず、市民の通勤の利便性、交通安全対策上も交通体系の見

直しは必要と考える。

・延伸により災害時の緊急輸送道路が確保されるとともに、朝夕のラッシュ時に細街

路を走り抜ける車輌が多いため危険である。

これまで細街路へ流入していた交通量の減少により地域の高齢者や子供たちの安

全にもつながるため早急に延伸すべきである。

１－２に市の考え方が含まれております。

11

物流の効率化のみならず、市民の通勤の利便性、交通安全対策上からも交通体系

の見直しは必要と考えます。「花川通」と「流通通」を接続する計画は、石狩市の今後

の発展に資するものであると思いますので賛成します。

また、「花川通」の延伸につきましては、早い時期での整備を望みます。

１－２に市の考え方が含まれております。

12

「石狩湾新港」の取扱貨物量の増加、および後背地の物流施設の集積により、札幌

市内へのアクセス道路の充実が急がれております。

また、新港地域内で働く方々の通勤の面、花川地区での交通安全対策上からも、新

たな幹線道路の整備は必要となっております。

その様な状況下で、今回 花川通を延伸して流通通に接続することは必要なことであ

り、構造的にも幅員25m（４車線）で当面は十分であろうと思います。

つきましては、今回の「札幌圏都市計画道路の変更」（案）には大いに賛成致します。

１－２に市の考え方が含まれております。

13 渋滞の緩和により、経済損失が免れるので賛成です。 １－２に市の考え方が含まれております。

14

札幌圏都市計画道路の変更案について、毎朝札幌方面より通勤しており今回の花

川通り延伸が、朝夕の渋滞緩和につながることを期待しております。ひいては、石狩

湾新港地域のなお一層の発展に繋がればと思っております。

１－２に市の考え方が含まれております。
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15

石狩新港地域内の企業に勤務しているものです。

道道手稲石狩線から国道３３７号までの間が４車線道路で繋がることは大変有り難い

です。大賛成です。

是非とも実現を御願いします。

実現すると朝夕の通勤時間帯の混雑解消・分散につながる。国道３３７号での右左折

が少なくなる。（樽川７線、８線を見ていて）

１－２に市の考え方が含まれております。

16

花川通延伸につきまして、新港に接続する路線の朝夕渋滞を解消すべく、花川通延

伸の早期実現を期待します。

１－２に市の考え方が含まれております。

17

道路幅をせまくしても新港と花川をつなぐことには何も変わることはなく、問題は山積

みしています。

石狩市が大切にしてきた防風林を伐採することは矛盾すると思います。新港をつくっ

た時にできた遮断林も伐採する事はさらに矛盾を深めています。

石狩市は市の財産、市民の財産を守らなければならないのではないか。港をつくりな

がらも市民生活を守って道路をつながずにきた事はほこりでなかったのか。

私は防風林の中を歩いた事があります。一歩足を入れたら、自然につつまれ山の中

に入り込んだ思いになりました。すばらしいできごとでした。

２－１に市の考え方が含まれております。
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