
 

 

 

 

これまでの勉強会や説明会を通じて寄せられた皆様の意見やアンケートの結果を

踏まえ、地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの交交交交交交交交通通通通通通通通課課課課課課課課題題題題題題題題をををををををを解解解解解解解解決決決決決決決決すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめにはこの道路計画が必要と判断いたしまし

た。また、この道路計画を進めるにあたり、住住住住住住住住環環環環環環環環境境境境境境境境ななななななななどどどどどどどどへへへへへへへへのののののののの影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを心心心心心心心心配配配配配配配配すすすすすすすするるるるるるるる皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様へへへへへへへへ

ののののののののごごごごごごごご説説説説説説説説明明明明明明明明が必要と考えたところです。 

以上のことから、札幌市では、「石山・藤野通」と「石山・穴の沢通」の２路線を

都都都都都都都都市市市市市市市市計計計計計計計計画画画画画画画画道道道道道道道道路路路路路路路路ととととととととししししししししてててててててて位位位位位位位位置置置置置置置置付付付付付付付付けけけけけけけけるるるるるるるる手続きに入るために、道路計画の事業化の際にご協
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をををををををを対対対対対対対対象象象象象象象象ととととととととししししししししたたたたたたたた説説説説説説説説明明明明明明明明会会会会会会会会のの開開催催をを予定しております。 

都市計画決定の手続きを行い都市計画道路に位置付けると、都市計画法による正

式な道路計画となり、道路の位置（ルート）や幅などが決定されることになります。 
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ので、ご協力よろしくお願いいたします。 
 

 

 

都市計画決定までの手続きの流れは次のとおりです。 
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石山、藤野、簾舞地区では、平成 14 年に地元町内会からの要望を受けて、「「「「「「「「石石石石石石石石山山山山山山山山

地地地地地地地地区区区区区区区区とととととととと藤藤藤藤藤藤藤藤野野野野野野野野地地地地地地地地区区区区区区区区ををををををををつつつつつつつつななななななななぐぐぐぐぐぐぐぐ新新新新新新新新ししししししししいいいいいいいい道道道道道道道道路路路路路路路路」」」」」」」」の検討を進めました。平成 20 年には、新新新新新新新新しししししししし

いいいいいいいい道道道道道道道道路路路路路路路路計計計計計計計計画画画画画画画画ののののののののルルルルルルルルーーーーーーーートトトトトトトト案案案案案案案案を記した「「「「「「「「石石石石石石石石山山山山山山山山・・・・・・・・藤藤藤藤藤藤藤藤野野野野野野野野・・・・・・・・簾簾簾簾簾簾簾簾舞舞舞舞舞舞舞舞地地地地地地地地区区区区区区区区        地地地地地地地地域域域域域域域域交交交交交交交交通通通通通通通通計計計計計計計計画画画画画画画画」」」」」」」」を作成し、

各地区の町内会連合会に全戸配布しました。 

これらを踏まえ、平成 23 年に道路の検討状況についての説明会を開催したとこ

ろ、多くの反対意見が出されたことから、札幌市では、この道路計画について、地

域の皆様の声をより一層踏まえた上で進め方を決定したいと考え、今年３月に、道道道道道道道道

路路路路路路路路計計計計計計計計画画画画画画画画ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててののののののののパパパパパパパパネネネネネネネネルルルルルルルル展展展展展展展展ととととととととアアアアアアアアンンンンンンンンケケケケケケケケーーーーーーーートトトトトトトトをををををををを実実実実実実実実施施施施施施施施いいいいいいいいたたたたたたたたししししししししままままままままししししししししたたたたたたたた。。。。。。。。  

パネル展は、3 月中旬に、石山会館、アクロスプラザ札幌南、藤野地区センター

の 3 会場で開催し、来場者の皆様にアンケートにご協力いただきました。また、石

山、藤野、簾舞の各地区会館のロビーで、3 月の 1 ヶ月間にわたりポスターの掲示

とアンケートを実施しました。合計で 171 名の皆様にアンケートにご回答をいた

だきました。たくさんの皆様にご協力いただき、ありがとうございました。 

アンケートでは、「計画している道路整備は必要と思いますか？」などをお聞きし、

「「「「「「「「道道道道道道道道路路路路路路路路整整整整整整整整備備備備備備備備はははははははは必必必必必必必必要要要要要要要要とととととととと思思思思思思思思うううううううう」」」」」」」」とととととととといいいいいいいいうううううううう回回回回回回回回答答答答答答答答がががががががが半半半半半半半半数数数数数数数数をををををををを超超超超超超超超ええええええええままままままままししししししししたたたたたたたた。詳しい結果は、次ペー

ジにわかりやすくまとめておりますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石山･藤野通通信 
201２年８月発行 札幌市市民まちづくり局総合交通計画部交通計画課 

タウンプラス 第第第第３３３３号 号 号 号 

札幌支店 

料金後納 

都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路にににに位置付位置付位置付位置付けることについてのけることについてのけることについてのけることについての説明会説明会説明会説明会をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします    

今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方についておについておについておについてお知知知知らせします らせします らせします らせします 

関関関関関関関関係係係係係係係係地地地地地地地地権権権権権権権権者者者者者者者者や計計計計計計計計画画画画画画画画道道道道道道道道路路路路路路路路のののののののの沿沿沿沿沿沿沿沿線線線線線線線線ににににににににおおおおおおおお住住住住住住住住ままままままままいいいいいいいいのののののののの皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様を対象に説説説説説説説説明明明明明明明明会会会会会会会会をををををををを開開開開開開開開催催催催催催催催。。。。。。。。 

計画案を一般に公表（公告・縦覧）。 

道路整備事業（測量、用地・物件補償、設計、工事の時期など）の具体的なスケジュールに

ついては、都市計画決定後に検討をした上で決定します。 

    

「都市計画道路」の計画案を作成。 現 在 現 在 現 在 現 在 

（「説明会のご案内」を郵送・回覧します。） 

（「都市計画決定」の手続きに入ります。） 

（住民の方などは計画案に対して「意見書」を提出することができます。） 

「都市計画審議会」での審議を経て都市計画決定。 

この通信の内容についてご質問やご意見がありましたら、下記のお問い合わせ先までお問い
合わせください。また、これまでにお配りした『地域交通計画』『石山・藤野通通信』をご希望
される場合は、お手数ですが、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ 札幌市 市民まちづくり局 総合交通計画部  
交通計画課 〔担当：荒木（あらき）、佐柄（さがら）〕 

〒060-8611 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目（札幌市役所本庁舎 5 階北） 
電話 011-211-2275  FAX 011-218-5114 

さっぽろ市 

05-C07-12-960 

24-5-231 

（仮称）「石山・藤野通」「石山・穴の沢通」の道路計画に関する 

今年今年今年今年３３３３月月月月にににに実施実施実施実施したしたしたした「「「「パネルパネルパネルパネル展展展展」」」」でのでのでのでのアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果のごのごのごのご報告報告報告報告ですですですです    

 道路幅 21.0m 

10.0m 

車道 

5.5m 

歩道 

5.5m 

歩道 

「石山・藤野通」「石山・穴の沢通」 

の幅員構成（案） 

平岸通 （（（（仮称仮称仮称仮称））））石山石山石山石山・・・・藤野通 藤野通 藤野通 藤野通 
石山地区石山地区石山地区石山地区とととと藤野地区藤野地区藤野地区藤野地区をををを結結結結ぶぶぶぶ新新新新しいしいしいしい道路道路道路道路ルートルートルートルート（（（（案案案案））））    

（（（（仮称仮称仮称仮称））））石山石山石山石山・・・・穴穴穴穴のののの沢通 沢通 沢通 沢通 
石山穴石山穴石山穴石山穴のののの沢線沢線沢線沢線のののの拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備（（（（案案案案））））    

アンケートで示した道路計画（案） 

1 4 

札幌市からのお知らせ 
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【道路計画について】 
○ 鳥類への影響は考慮されているのか。 
○ 自分の家に影響があるなら反対する。 
○ これからは交通量が減るから、交通環境より年配

者の住む環境を整えたほうが良い。 
○ 反対意見があれば道路計画を中止することもある

のか。 
○ 財政難の中、道路を作らないと生活できないのか

疑問である。 
○ 交通面の効果を中心に説明したほうが、石山地区

の道路の必要性が理解しやすい。 
○ 石山の近くで説明会をすると石山の皆さんも関心

が持てる。 
○ 早く道路が通行できればいいと思っている。 
○ 用地買収に時間がかかれば、道路の完成までにみ

んないなくなる。やるのなら迅速にやるべき。 
○ 生活環境に影響のないルートに変更する余地はあ

るのか。 
○ 防災対策として道路が必要というアンケートの数

字は一般論である。 

【石山・藤野通について】 
○ トンネルで住宅をかわして道路をつくることは考

えられないのか。 
○ 藤野通が石山穴の沢線までつながればよい。30 年

以上石山地区に住んでいるが、石山穴の沢線より
先に道路を作ってほしいという声を住民から聞い
たことがない。要望のないところの整備は税金の
無駄である。 

○ 藤野１号通から石山穴の沢線までの計画とすれ
ば、家屋への影響が少ない。 

○国道 453 号まで接続した方が効果的である。 
 
【石山・穴の沢通について】 
○ 石山穴の沢線は車通りが激しく、市街化調整区域

を通って国道230 号から453 号へ通り抜ける道
路である。長い間要望がある石山穴の沢線の整備
を優先すべき。 

○都市計画道路は市街化区域内の道路を管轄にして
いるので、この計画を市街化区域で終わらせよう
としている。 

 平成 23 年 1 月の説明会でいただいたご意見/ご質問 

平成 23 年 1 月の説明会では、125 名の皆様にご参加いただき
ました。道路の検討状況に対する様々なご意見をいただきました
ので、改めて、その内容を掲載いたします。 

○ 平成 23 年 1 月 19 日ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ札幌南集会所 
○ 平成 23 年 1 月 25 日ミソマップ会館 

振り返り 

これらの様々なご意見を踏まえて、今回のアンケートでは、『計画道路が必要と
思うか、不必要と思うか』、『道路整備に期待すること』、『石山・藤野通の整備
が必要な区間』をお聞きする質問をいたしました。 

 道路整備は必要と思いますか？ 
質問１ 

必必必必必必必必要要要要要要要要とととととととと思思思思思思思思うううううううう理理理理理理理理由由由由由由由由（複数回答）        

１１１１．．．．防災上国道防災上国道防災上国道防災上国道のののの他他他他にににに幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路がががが必要必要必要必要だから だから だから だから     （（（（72 72 72 72 名名名名））））    

２２２２．．．．冬期間冬期間冬期間冬期間にににに通行通行通行通行しやすくなるから   しやすくなるから   しやすくなるから   しやすくなるから   （（（（64 64 64 64 名名名名））））    

３３３３．．．．国道国道国道国道にににに出出出出ずにずにずにずに地域間地域間地域間地域間をををを移動移動移動移動できるからできるからできるからできるから（（（（60 60 60 60 名名名名））））    

４．歩行者や通学路の安全性が向上するから  （57 名） 

５．バス路線の運行が良くなるから   （47 名） 

６．通学路やバス路線が増えることを期待するから （39 名） 

必必必必必必必必要要要要要要要要なななななななないいいいいいいいとととととととと思思思思思思思思うううううううう理理理理理理理理由由由由由由由由（複数回答）        

１１１１．．．．財政状況財政状況財政状況財政状況がががが厳厳厳厳しいから       しいから       しいから       しいから       （（（（56 56 56 56 名名名名））））    

２２２２．．．．自然環境自然環境自然環境自然環境へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されるから されるから されるから されるから （（（（47 47 47 47 名名名名））））    

３３３３．．．．人口減少人口減少人口減少人口減少・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進んでいるから んでいるから んでいるから んでいるから （（（（43 43 43 43 名名名名））））    

４．災害対応として機能しないと思うから（38 名） 

５．住居移転や建替えなどの対応が大変だから（33 名） 

６．交通量が増えることが心配だから  （23 名） 

（総数 171 名） 

「石山・藤野通」「石山・穴の沢
通」の２つの計画道路について、 
「道路整備は必要と思います
か？」とお聞きしました。 

171 名の回答のうち、93 名か
ら「道路整備が必要」 
というご回答をいただき 
ました。 

 道路整備に期待することは何ですか？ 

 石山・藤野通の整備が必要な区間は？ 
 

質問３ 

質問２ 

76名
（44%）

76名
（44%）

61名
（35%）

49名

（29%）

40名
（23%）

32名
（19%）

31名

（18%）

0 20 40 60 80

安全対策を十分にしてほしい
（カーブ、坂道など）

国道への出口が混雑
しないようにしてほしい

自然環境の保全に
配慮してほしい

石山・穴の沢通は、石山六区～
芸術の森方面（国道453号）ま

で整備してほしい

生活道路も整備してほしい

通過交通を呼び込まない
ような工夫をしてほしい

石山・藤野通は、国道230号
まで接続するようにしてほしい

（人）

（複数回答） 
（総数 171 名） 

【「道路整備が必要」とするご意見】 

・ 人口減少や高齢化が進んでいるから、このままでは

地域が衰退してしまう。 

・ 道路整備をきっかけに、新しい街づくりを期待します。 

・ 歩道が整備されると、歩行者の安全が確保される。 

・ 現況道路の袋小路が解消される。 

・ 藤野 1 号通の混雑が解消される。 

・ 国道 230 号に加えて、オカバルシ川を橋で渡るこ

とが出来るようになるので、防災上も非常に重要な
道路になると思います。 

【「道路整備が必要ない」とするご意見】 

・人口減少や高齢化など、交通量が増えるとは思えな

い現状では、道路を作る必要がないのでは。 

・道路整備をやめ、その分子育て支援や高齢福祉など

に使って欲しい。 

・通学路にもなっているので、交通量が増えて事故の

危険性も増えてしまうことが心配。 

・騒音や安全など、地域住民の住環境が悪くなる。 

・老後の生活はこの場でと決めています。これからの

移転は負担が大き過ぎます。 

・小鳥の村をトンネルで抜け、国道 453 号に接続す
る道路が必要ではないか。 

【 その他のご意見 】 
（※自由記入のご意見のうち一部を掲載しました） 

 お住まいはどちら 
ですか？ （石山・藤野通の整備が必要と 

回答した 90 名のうち） 

未回答
24名

（14%）

藤野
26名

（15%）

その他
16名

（9%）

簾舞
7名

（4%）

石山
98名

（57％）

アンケート集計作業 

アンケート用紙 

（総数 171 名） 

質問４ 

パネル展とポスター
会 場あ わせ て合 計
171 名の皆様にアン
ケートにご回答いた
だきました。たくさ
んの皆様にご協力い
ただきありがとうご
ざいました。 
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