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「歌志内市都市計画マスタープラン（案）」に対する意見募集（パブリックコメント）の 
結果公表 

 
意見募集結果及び寄せられた意見等に対する市の考え方について次のとおり公表します。 

 

【意見募集の集計結果】 

1 意見募集期間 令和 3年 2月 1日～令和 3年 2月 15 日 

2 意見等の件数（提出者数） 23 件（4人） 

3 
意見等の取り扱い 

（対応内容の分類） 

分類 分類内容 件数 

修正 案を修正するもの 0 件 

既記載 既に案に盛り込んでいるもの 0 件 

参考 今後の参考とするもの 23 件 

その他 
意見として伺ったもの（案件に直接関係が

無いため） 
0 件 

4 意見等の受け取り方法 

持参 1 人 

郵便 0 人 

ファクシミリ 2 人 

電子メール 1 人 

 

 

【意見等の概要とそれに対する市の考え方】 

No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

1 子育て世帯の住宅建設促進対策に

ついて 

文珠地区（第三）に開設した認定子

ども園及び本年4月開学の小中一貫校

「歌志内学園」の積極的な利用を図る

ため、文珠地区（緑団地）・工業団地

及び救護施設「親愛の家」のしらかば

団地寄りと、旧歌志内高校職員住宅跡

地に住宅用地を確保しては良いので

はないかと思います。 

住宅用地は安価か、若しくは大胆に

無償にすべきと考えます。 

そうすることにより、子育て世帯が

教育環境が整っていることの評価が

高まるのではないかと思われます。 

参考  本計画は土地利用や都市施設整備

などの実現化に向けた基本的な方針

を示すことを目的としており、文珠地

区については、特別工業地区の見直し

に向けた検討を進めるなど住宅地を

確保しながら、教育関連施設を中心と

した、持続的な住宅地のとしての土地

利用を方針として定めております。 

 御意見をいただきました対策につ

きましては、今後における施策検討の

参考とさせていただきます。 
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No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

2 リモート（テレ）ワーク「うたしな

い」への推進策について 

新型コロナ感染症の沈静化の見通

しがない現在、リモートワーク（テレ

ワーク）が都会で広がりをみせていま

す。 

当市は、残念なことに市所有の遊休

施設が数多くあります。 

「チロルの湯」地区のリンリン館は

売却しようにしても買い手が現れな

い状況なので、市がリモート（テレ）

ワークが可能な初期設備等の改修を

し、数部屋のオフィス機能を持たせ温

泉付きのリモートワーク（テレワー

ク）施設とし、企業や個人の利用に供

してはどうかと思います。それにより

チロルの湯の PR と収入増と当市の交

流人口の増加に繋がると思います。 

また、かもい岳温泉別館も最適であ

り、仕事・温泉・アスレチック・スキ

ー・パークゴルフ・山菜取り・自然散

策・ランニング等のオールシーズンの

利用ができ、観光面での効果が期待さ

れます。温泉付近の宅地化も検討要

す。 

参考 本計画は土地利用や都市施設整備

などの実現化に向けた基本的な方針

を示すことを目的としており、チロル

の湯があります中村地区については、

チロルの湯や道の駅を中心とした、交

流拠点の形成を将来像として定めて

おります。 

また、かもい岳温泉やかもい岳スキ

ー場周辺の地域については、自然を生

かし観光と連携した環境整備の推進

を定めております。 

御意見をいただきました推進策に

つきましては、今後における施策検討

の参考とさせていただきます。 

3 上位計画・既存計画等との整合性の

見地からご苦労を伺えますが、現実的

な観点からすると整合的な計画の作

成では、「人口減少はとまらず、暮ら

しやすくはならない」ことが予想され

ます。その理由は、ヨーロッパ先進諸

国ではすでに潮流となっている“人中

心の歩いて楽しいまちづくり”の発想

から後れをとっており、いまだに文化

や社会のあり方を考察せずに、道路や

建物および用途地域の設定を中心と

した都市計画案が策定されているた

参考  本計画は、都市計画法第 18 条の２

による「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」として定めております。 

同法第 18 条の２では、基本構想（当

市の場合、歌志内市総合計画）並びに

都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針に即して定めることが示されて

いることから、同法に則って策定を進

めております。 
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No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

めです。人口減少という事態を変えよ

うとするのであれば、そうした発想の

転換に基づくマスタープラン（案）の

作成が必要かと考えます。 

4 私が想定します目標は、「人口減少

を食い止めること」、「人中心の歩いて

楽しいまちをつくること」です。 

参考 本計画の将来像は「みんなで創る笑

顔あふれるまち」と定めており、頂き

ました御意見のとおり、市民がしあわ

せを実感できる“人中心のまち”を目

指すことから、案のとおりといたしま

す。 

5 訪れた人が、「歌志内の人々は自分

のまちを暮らしやすいまちだと思っ

ている」と認識できなければ、まちの

魅力は伝わらず、観光・交流の活発化

は期待できないだろうと思われます。 

 

6 「都市計画と土地利用」の満足度が

低いのは、“人中心のまち”となって

いないエビデンスで言えます。 

  

7 「歌志内」は、“人こそが大切であ

り、つねにそこから出発してまちをつ

くっているマチだ”との評判が定着す

ると、人口減少の流れは変わるかもし

れません。 

  

8 「車が通過するまち」という“車中

心のまち”から、「歩いて公共空間を

利用できる楽しいまち」という“人中

心のまち”に変われるかどうかが、マ

チの将来を決定づけると思われます。 

参考  本計画の基本目標の一つである「豊

かな心を育む教育と文化のまち」の中

で、公共施設の集約化・多機能化、公

園・緑地・河川等の自然空間等による

市民の憩い空間の創出を図ることを

定めており、頂いた御意見等同様の方

針であることから、案のとおりといた

します。 

 御意見につきましては、今後におけ

る公共施設等整備検討の際の参考と

させていただきます。 

9 道路が良いと、ただ通過するだけの

まちとなってしまいます。“人が歩い

て楽しんでいる空間（公共施設空間、

水辺空間、森林空間など）”を創造し、

車を降り、まちを歩いてみたいと思わ

せる工夫が必要と思います。 

 

10 マスタープラン（案）はともかく、

具体的なプロジェクトを実施する場

合は、大きなものとせず、「（歩いて楽

しいまちづくりに関する）小さなプロ

ジェクト」から始めるとよいでしょ

う。 
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No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

11 「本町」と「文珠」地区を 2つの核

とし、それぞれ歩いて 20 分以内に公

共空間とプライベート空間がゆるや

かに混在化させていく方法が考えら

れます（4 つの核では機能が分散化す

るとともに、混在化のメリットが得ら

れず、市民の満足度は得られないよう

に思われます）。 

参考  御意見のとおり、当市の都市機能施

設は、道道赤平奈井江線沿いに分散し

ていることから、公共施設については

集約化・多機能化の推進を定めており

ます。 

 本計画では、既存の公共施設や利便

施設の機能を活かした４つの機能拠

と各機能拠点を結ぶ生活軸について

将来都市構造を定めており、効果的・

効率的な集約化を図りたいと考えて

いることから、案のとおりといたしま

す。 

 御意見をいただきました推進策に

つきましては、今後における施策検討

の参考とさせていただきます。 

12 都市機能施設があまりに分散し過

ぎていると思われます。先の公共空間

とプライベート空間の近接化の考え

方と照合して「本町」「文珠」両地区

への集約化を図るべきかと思います

（住宅の集約化を含む）。ある程度の

商圏を確保できれば「小規模多機能な

商業機能」の誘致の可能性も視野に入

ると思われます。 

 

13 都市機能は、類似性を高めるのでは

なく、混在性を高めるべきである（生

活は多様な機能が重なりあったもの

であり、単一化・分断化されたもので

はありません。したがって、できるだ

けミックスされていないと利用しづ

らい、生活しづらいということになり

ます）。 

   

14 人々が集う空間が形成されなけれ

ば、コミュニティが強化され互恵性が

高まる可能性は低いと思われます。逆

にそうした人々が集う空間が形成さ

れれば、各種情報の共有および協力・

連携が生まれ、産業振興を含めてマチ

の活性化力を高めることが期待でき

るでしょう。 

参考  本計画においては、４つの機能拠点

を中心とした機能の集約化を図るこ

とで、市民交流・コミュニティ活性化

の創出を図りたいと考えております。 

 御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

15 歌志内学園（義務教育学校）の存在

はユニークであると思います。その発

展的な活用は今後のまちの特色とし

て活かしていける可能性が高いよう

参考  御意見のとおり、歌志内学園（義務

教育学校）など教育関連施設を中心と

した拠点形成を図ることを定めてお

ります。 
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No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

に思われます。海外交流（例えばフィ

ンランド）を含めて広い視野での展開

を考えるとおもしろいかと思います。 

御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

16 「公共交通機関の整備」の重要度が

高いのは、現行のバス利用にプラスす

る新たな移動手段の必要性が期待さ

れているエビデンスであり、新たな小

規模移動交通手段、自転車道の整備な

ど工夫が求められます。特に医療施

設、教育施設、購買施設とのアクセス

は最重要でしょう（可能であれば核と

なる地区との近接化が望ましい）。 

参考  御意見のとおり、４つの機能拠点を

結ぶ生活軸については、互いの機能を

補完した利便性の向上を図ると定め

ております。 

御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

17 必要以上の開発は避け、「静かでク

リーンな自然環境」を国内外にアピー

ルしていくことが、特に都市圏の市民

に対して、他のまちとの違う印象（差

別化）を与え、観光振興へと結びつけ

るチャンスを生むと考えられます。 

参考 当市では、歌神地区の神威岳周辺に

観光施設が立地しており、自然を生か

し観光と連携した環境整備の推進を

定めていることから、案のとおりとい

たします。 

御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

18 ペンケ歌志内川の河川の拡張工事

が中村地区まで行っていると聞いて

いますが、その上流部分の拡張工事を

道に強く要請して下さい。又、川の中

に土砂が堆積し、大きな木が生えてい

て大雨による溢水、湛水に繋がるので

対策を。 

参考  ペンケ歌志内川については護岸の

改修を進めることを定めており、御意

見のとおり具体的に中村地区にて図

示しておりますが、 溢水、湛水に繋

がる河川の土砂堆積等を含め、それ以

外の箇所についても道と連携しなが

ら進めたいと考えております。 

19 土地の利用について、旧歌志内中学

校を解体し、一帯を平らな土地を確保

する事で何か発想が生まれる。 

参考  神威地区については、幹線道路沿線

への住宅地のコンパクト化を進める

ことを定めており、旧歌志内中学校に

ついては、解体等を含めた適切な活用

方法を今後検討してまいります。 

20 歌神二区の市営住宅を解体し、二段

に造成し旧市営球場と一帯し土地を

確保する事で、例えば別荘地にするか

ハウス栽培の拠点にする。 

参考  歌神地区については、幹線道路沿道

への住宅地のコンパクト化を進める

ことを定めており、歌神二区地区の市

営住宅や旧市営球場周辺の傾斜地に

おいて別荘地等の住宅地としての土21 道道 1027 砂川歌志内線に旧市営球  
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No. 意見等の概要 
意見の 

取扱分類 
意見等に対する市の考え方 

場に通ずる取り付け道を整備する。 地利用や道路整備は当面考えており

ませんので、案のとおりといたしま

す。 

22 

 

中、北空知エネクリーンの熱源を利

用したハウスを建て、何が出来るか研

究開発し、一次産業の創設を図りふる

さと納税の返礼品を作る。 

参考  中・北空知廃棄物処理ごみ焼却場に

ついては、中・北空知廃棄物処理広域

連合等関係市町と連携・協力を強化し

ながら適正な維持管理を行うことを

定めており、案のとおりといたしま

す。 

 御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

23 新庁舎の建設をお願いします。 

庁舎は市の顔です。そこを核とした

発展を願います。 

参考  歌志内市役所については、都市構造

における行政拠点としてのあり方を

幅広い視点で検討を進めることを定

めており、案のとおりといたします。 

御意見につきましては、今後におけ

る施策検討の参考とさせていただき

ます。 

 


