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2章 北広島市の緑の特性と課題 

2-1 北広島市の緑の特性と課題 

（1）都市形成 

 ① 開拓期の北広島と緑 

    本市の都市形成は、広島県からの入植による中の沢の農地の開墾と、札幌と室蘭

を結ぶ札幌本道（国道 36号）沿道の集落形成などから始まりました。 

    本市の森林は、農業の水源涵養林や薪炭材の供給源として大切にされてきました。

特に特別天然記念物野幌原始林を含む国有林は、農業の水源確保等のため現在まで

残されてきた経緯があります。  

    国指定史跡の旧島松駅逓所は、札幌本道（国道 36号）沿いに設置され、交通の要

衝として重要な役割を果たした場所であり、クラーク記念碑や寒地稲作発祥の地の

碑とともに、北広島の歴史を物語る場所となっています。 

 

 ② 市街地のなりたちと緑 

   本市は高度成長期の昭和 40 年代から道央圏の中でも都市化が急速に進んだまちの

1 つとなり、道営北広島団地をはじめとして、多くの住宅地が造成されてきました。

しかしその発展の陰には、多くの樹林地が失われてきたことも忘れてはなりません。 

   現在では中央に位置する国有林を囲むように東部、北広島団地、西の里、大曲、西

部の 5つの地区があり、その外側に農地や森林が広がっています。  

 

 

 

旧島松駅逓所                         国有林 
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（2） 都市の現況     

① 位置、地勢                                     図表 6. 北広島市の位置 

   本市は石狩平野の南部に位置する周囲        

52.5km、総面積 11,854haの都市です。         

  市の北西は札幌市、北は江別市、東は        

千歳川をはさんで長沼町と南幌町に、南は      

恵庭市に接しています。                   

   地形は、市域の南西部にある島松山（標 

高 492.2m）から、北東方向に標高 100m前 

後の緩傾斜面が広がっており、千歳川流域 

の平地に連なっています。（図表 6） 

② 人口推移 

本市の人口の推移は、平成 19年度までは増加傾向にありましたが、平成 20年度以 

降は減少傾向にあり、平成 22年度現在で 60,353人となっています。（図表 7）また、 

平成 22年度の総人口に対する 65歳以上の人口割合は 22.4％で増加傾向にあり、15 

歳未満の年少人口は 13.4％と減少傾向にあることから、少子高齢化が進行していま 

す。（図表 8）開拓以来、北広島の緑は人々の生活と密接な関わりをもってきました 

が、人口増とともに多くの住宅地が開発され、森林・農地が減少するとともに、高齢 

化や後継者不足により農林業の担い手が減少しています。 

     図表 7. 人口の推移                    図表 8. 年齢別人口構成比の推移 

③ 土地利用・都市計画 

地目別面積割合でみると、山林が 30.0％、田畑が 19.0％、宅地が 9.7％を占めてい 

ます。（図表 9）また、行政区域全体が都市計画区域に指定されており、その内市街

化区域面積は 1,726haで 14.6％を占めています。 

（図表 10） 

   図表 9. 地目別面積割合             図表 10.都市計画の区域区分（平成 22年度） 

   

 

 

 

3 緑の現況 

 

 

区  分 面積(ha) 人口(万人) 

市街化区域 1,726 5.71 

市街化調整区域 10,128 0.32 

都市計画区域 11,854 6.03 

行政区域 11,854 6.03 

 

19.0  

30.0  

1.0  0.0  6.0  

15.0  

9.7  

17.7  

1.6  田・畑 

山林 

牧場 

池・沼 

原野 

雑種地 

宅地 

その他 

公園・緑地 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

S45 S55 H2 H12 H22 

0.0  

50.0  

100.0  

S45 S55 H2 H12 H22 

65歳以上 

15～64歳 

0～14歳 



 

                         2章 北広島市の緑の特性と課題 

7 

 

(3) 緑の現況 

① 広域的な緑の現況 

  本市の緑地の面積は、平成 22年度現在では 7,667ha(全体の 64.7％)市街化区域 

 で 341ha(全体の 19.8％)となっています。 

北広島市の緑を広域的な視点で見ると、札幌方面から 

恵庭に連なる山地の緑地や野幌森林公園から国有林、南 

の里の森につながる平地の緑地、輪厚川や島松川など河 

川の緑地に分かれます。 

  これら平地の緑地、山地の緑地、河川の緑地が連なり 

 野幌森林公園から支笏湖方面につながる大きな緑の軸の 

 一部を形成しています。また、札幌市との境界で環状 

グリーンベルトの一部となっている大曲川や江別市との境界に広がる野幌森林公園

など、他市の緑づくりの動向に配慮すべき緑もあります。 

 

② 森林など面的な緑の状況 

  本市の市街地の外側に広がる仁別・三島の森や南の里の森及び特別天然記念物野幌 

原始林を含む国有林は、それぞれ 100haを超える大規模な森林であり、地球温暖化の

防止や野生生物(動物、植物、菌類)の生息環境の形成、保水機能による災害の防止な

どに役立っています。 

  3つの大規模な森林の間には、比較的小規模な樹林地や農地が分布しています。 

  本市の森林や樹林地についは、全体の約 7割が民有林で占められています。（図表 12） 

  これら民有林の一部は、法や条例等の地 

域指定により保全されていますが、国産材 

の需要低下とともに、手入れする費用もか 

けれず森林荒廃が進んでいることが全国的 

な課題となっています。今後とも保全して 

いくには、より担保性の高い地域制緑地の 

指定が必要です。また、部分的に資産保有 

や投機目的で細かく区画割りされた土地所有形態が見られるのが特徴です。 

  

③ 公園や緑地など施設緑地の状況 

  市街地では公園や緑地の計画的な整備 

が進められていますが、地区ごとで緑地 

整備の状況に違いが見られます。（図表 

13）また、市内各地では、北広島レクリ 

エーションの森をはじめとしてスキー場、 

ゴルフ場など様々なレクリエーション施 

設があります。  

野球場 1 体育館 4 

多目的広場 3 ゴロッケーコース 8 

テニスコート 13 ケートボール場 2 

パークゴルフ場 9 スキー場 2 

ゴルフ場 8 歩くスキーコース 3 

水泳プール 8 サイクリングコース 2 

キャンプ場 1 ゴルフ練習場 5 

文化施設 1 市民農園 6 

 

図表 11. 石狩圏域の緑の現況 
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図表 12. 北広島市と他都市の所有別森林面積 

の割合 

 

図表 13. 北広島市のレクリエーション施設 
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④ 身近な緑が豊かなまち 

  本市では、市街地の周辺に豊かな樹林地が多く、大曲東小学校うらの森、西の里白

樺林などは自然にふれあえる身近な樹林地として市民に親しまれています。 

  また、国道 36号や道道栗山北広島線などの沿道や JR沿線では、豊かな緑の景観を

楽しむことができます。しかし、市街地周辺の緑が豊かな一方では林地開発で伐採さ

れたままの樹林地があるなど問題も抱えています。 

 

 

⑤ 緑づくりの取り組みの現況 

  現在は、余暇活動の多様化など緑に対するニーズの増大や地球的規模の環境問題へ

の関心が高まっています。 

  また、少子高齢化で公園の使われ方も変わってきています。緑づくりの活動として

は、花づくりなど市民自ら参加する緑づくりが増えています。また、近年の緑の保全

に向けた行政の取り組みとして、仁別・三島の森を取得し水源涵養保安林に指定する

とともに、南の里の森を特別緑地保全地区に指定をしています。 

  緑化の取り組みとしては、条例による民間施設における緑化に関する協議や花のま

ちコンクール、植樹や募金活動を行っています。また、輪厚川の河川敷では、市民に

よる植樹も行われています。 

  平成 20年度からは公園里親制度を導入し、施設に愛着をもって清掃美化や草刈り 

を行うなど、地域のボランティア団体との協働のもと管理を行い緑づくりを行ってい 

ます。 
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（4） 緑地の現況量 

本市の緑地の現況量は、以下のとおりとなっています。 

 

 

図表 14. 北広島市の緑の現況 
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2-2  緑の課題 

   ここでは、緑の機能（4系統：環境保全系統、レクリエーション系統、防災系統、 

景観系統）の視点から、本市の緑の課題を整理します。 

(1) 環境保全系統の課題 

  ●国有林、富ヶ岡の森、南の里の森、仁別・三島の森は、緑の軸の骨格をつくり、地球温 

暖化の防止に役立ち、二酸化炭素の削減や大気浄化といった環境保全や、多様な生 

物の生息空間としてまもる必要があります。 

   ●河川や市街地周辺の樹林地、他市との境界にある樹林地は野生生物のすみかや移動 

経路となっていますが、その大部分は民有林が占めており、保全及び樹木の管理の方 

策を検討する必要があります。 

   ●公園や市街地周辺にある樹林地は、良好な住環境をもたらす緑としてまもる必要があり 

ます。 

 

(2) レクリエーション系統の課題 

   ●北広島レクリエーションの森を中心とした地区は、5つの地区の交流を促すレクリエーショ 

ンの拠点と して活用していく必要があります。 

●近隣公園や街区公園は、だれもが利用できる身近な公園として適切に配置していく必要 

があります。 

●公園の施設整備については既設、新設を含めだれもが利用できるよう配置する必要が 

あります。 

●市街地周辺の樹林地は、身近な自然に親しめる緑として活用していく必要があります。 

 

(3) 防災系統の課題 

    ●河川の源流や流域にある樹林地等、水害など自然災害を防止する緑として守る必要が 

あります。 

●丘陵傾斜地の樹林地は、土砂崩れを防ぐ緑として守る必要があります。 

●公園や緑地、街路樹、学校などの公共施設敷地については、避難地や避難路、延焼遮 

断の緑地として緑を豊かにする必要があります。 

 

(4) 景観構成系統の課題 

●国有林、南の里の森、仁別・三島の森は、景観の基礎として保全していく必要がありま 

す。 

●旧島松駅逓所周辺は、本市の開拓の歴史を伝える重要な地区として、自然環境に配慮 

した整備を進める必要があります。また JR北広島駅周辺については、緑の演出により都 

市の顔としての魅力を高めていく必要があります。 

●幹線道路や JR沿線から見える大小の樹林地は、自然・田園景観を構成する要素とし 

て、条例による地域指定などによりまもりそだてていく必要があります。  
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2-3  制度上、体制上の課題 

(1) 緑に対する市民の関心を喚起すること 

      市民は、まちの緑が豊かだと感じ、将来も大切にしたい意向があることがワークショップ 

会議やアンケートからうかがえます。 

一方、バイオブロック工法による植樹や庭の花づくりなど一部では緑づくりが盛んになっ 

ていますが、緑づくりへの市民参加の広がりはまだ十分とは言えません。 

こうしたことから、広報紙等をはじめとして様々な情報提供などを行い、緑に対する市民 

の関心を高めていく必要があります。 

 

(2) 緑づくりの市民参加をさらに進めること 

       緑の基本計画策定や公園の整備においては、ワークショップ等による市民参加により作 

業を進めてきました。 

今後もアンケート、ワークショップ等による意見交換、花づくりや森林の管理など、市民 

参加の緑づくりをさらに進める必要があります。 

 

(3) 緑化や花づくりなど緑のパートナーシップづくり 

緑の保全を進める一方で、住宅地や工業地においては緑化や花づくりを市民、事業者、

行政のパートナーシップで進めていく必要があります。 

緑のパートナーシップづくりを円滑に進めていくためには、緑づくりの活動を積極的に支援 

していくとともに、緑に関する情報提供や窓口の機能についても検討していく必要がありま 

す。 

 

(4) 保全すべき緑の担保性向上 

民有林をはじめとする緑地の保全については、現在指定されている地域制緑地（Ｐ44

図表 23）を引き続きまもっていくとともに、保全策を強化すべき重要な緑地については、よ  

り担保性の高い地域制緑地の指定を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 


