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は じ め に

北広島市は、道都札幌市と北海道の空の玄関新千歳空港の中間に位置し、また道央圏の交通の要衝

としての地理的利便性に恵まれ、さらに野幌原始林をはじめとした豊かな自然環境を有する好条件を

活かして、札幌圏の良好な住宅都市として着実に発展してまいりました。

しかしながら今日、私たちは少子高齢化や地球環境問題の進行、産業構造の急激な変化、地方分権

の流れなど、時代の大きな転換期に直面しております。

このような社会経済状況の変化に柔軟に対応し、本市がもつかけがえのない自然を大切にしなが

ら、子どもからお年寄りまで、だれもが安全に安心して住み、暮らせる都市づくりを目指して、長期

的視点にたった「北広島市都市計画マスタープラン」を策定いたしました。

本マスタープランは、上位計画である「北広島市総合計画」や北海道が定める「都市計画区域の整

備、開発及び保全の方針」などを踏まえて、都市の将来像や都市づくりの基本的な方針を明らかにす

るとともに、地区づくりの基本方針を定めることにより、本市における都市計画の総合的な指針とし

ての役割を果たすものです。

策定にあたりましては、市民アンケート調査への協力、ワークショップ会議、策定委員会への参加

やホームページ、広報紙等を通してご意見をいただくなど、多くの市民の皆様に参画していただきま

した。
ま ち

今後は、都市づくりの理念であります「個性あふれる地区が結びついた緑豊かな都市」の実現に向

けて、市民・事業者・行政の連携と協働のもとに取り組みを進めてまいりたいと考えております。

最後に、本マスタープラン策定にあたり、ご協力いただきました多くの市民の皆様やご提言をいた

だいた北広島市都市計画マスタープラン策定委員の皆様、並びに関係機関の方々には心から感謝申し

上げるとともに、今後とも計画の推進にあたり、ご指導、ご協力を賜りますようお願いいたします。

平成１６年４月

北広島市長 本 禄 哲 英
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これからの都市づくりの共通指針として

●①現在、都市をとりまく環境は、少子高齢化や地球環境問題の進行、産業構造の変化、地方分
権、規制緩和など、社会的、経済的、そして行政的に大きな転換期に直面しています。

●②これまでの都市づくりの考え方は、外側に拡大をしながら形成される市街地のコントロール
を基本としていました。しかし、これからは人口増加や右肩上がりの経済成長を前提とす
るのではなく、人びとの価値観やライフスタイルの変化などをふまえ、目指すべき都市像
を実現していく過程で生じるさまざまな課題を解決しながら、市民の生活環境の質を高め
ていく都市づくりが求められています。

●③今後も快適で活力ある都市の維持、増進に努めつつ、行政をはじめ市民や事業者など都市に
かかわるすべての人びとが、将来の都市像を一つのものとして共有し、都市づくりのあら
ゆる場面で目指すべき方向を確認しながら、連携と協働＊のもとに互いの責任と役割を担っ
ていく取り組みが重要となっています。

北広島市都市計画マスタープラン（以下「本計画」）は、社会経済の動向を的確にふまえな
がら、恵まれた環境を大切にし、市民が安全で安心して住み、暮らせる、環境と調和した快適
な「北ひろしま」をつくるため、その将来都市像を市民とともに描き、これからの都市づくり
を進めるにあたっての市民、事業者、行政などが、互いに連携し協働して取り組んでいくため
の共通の指針とします。

都市計画マスタープラン策定の背景と目的

都市計画の目的は、市民が安全で快適な生活を
おくり、企業などが効率的な経済活動を営めるよ
う、都市の計画的な発展を図り、快適な都市を形
成することにあります。

しかしながら、産業・社会構造の急激な変化や
人びとの価値観・ライフスタイルの多様化が進む
今日、都市づくり＊においても大きな変革を求め
られています。

■都市づくりをとりまく環境の変化■

都市をとりまくこのような大きな環境の変化
は、北広島市（以下「本市」）においても例外で
はありません。このため、今後も都市としての活
力を維持し、市民生活の安定と向上を図りなが
ら、少子高齢化の進展、経済構造の再構築、地球
規模の環境問題など、さまざまな未知の課題に対

処していかなければなりません。
以上のような認識のもとに、北ひろしまの市民
が将来の世代にわたって安心して住み、暮せる都
市づくりを進めるための指針として、次の目的の
もとに都市計画マスタープランを策定します。

■都市計画マスタープラン策定の目的■

＊都市づくり 「まちづくり」は、住環境（土地利用、道路、交通、公園、建築等）、自然環境などの都市整備や環境等のハード面と福祉、教育、文化、スポー
ツ、生涯学習などの人と人との関係性を含めたソフト面からなると考えられるが、本計画における「都市づくり」は、主にハード面にかかわ
るまちづくりを指すものとする。

＊協働 同じ目的のために、役割を分担し、ともに協力して働くこと。

第１章 基本的な姿勢
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都市計画マスタープランの位置づけと他の計画等との関係

都市計画マスタープランの位置づけ

（１）都市計画マスタープラン策定の根拠
本計画は、都市計画法第１８条の２の規定による
「市町村の都市計画に関する基本方針」として定
めます。

（２）都市計画マスタープランと他の計画等と
の関係

本計画は、「北広島市総合計画＊」の基本構想
を上位計画として、総合計画における都市づくり
に関連する分野について、緑や環境、住宅、福祉
など他の分野別の計画とも整合を図りながら定め
られ、これらが一体となって総合的に取り組まれ
ることにより、目指す都市像が実現されます。
また、もう一つの上位計画である北海道が定め
る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針＊」
（都市計画法第６条の２）に即して定めます。

北広島市都市計画マスタープラン�

北海道が定める�
　都市計画区域の整備、�
開発及び保全の方針�

北広島市総合計画�
【きたひろしま21創造プラン】�

　他の分野の計画�
◇緑の基本計画�
◇環境基本計画�
◇都市景観形成基本計画�
◇保健福祉関連計画�
◇その他関連計画�

具体の�
都市計画�

土地利用� 都市施設� 市街地�
開発事業�

その他�

個別の�
都市計画�

市街化区域�
用途地域�
など�

道路・公園�
など�

区画整理�
事業など�

地区計画�
など�

即 す� 即 す�

即 す�

整 合�

【北広島市都市計画マスタープランの位置づけ】

＊北広島市総合計画 市町村の基本構想（地方自治法第２条第４項）及び基本計画などの総称。平成１３年度からの１０年計画。
＊都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針

都道府県が定める都市計画区域のマスタープランというべきもの。都市計画区域の目標、市街化区域と市街化調整区域の区分
（区域区分）の方針、土地利用、道路や公園等の都市施設の整備方針などを定める。

第１章 基本的な姿勢
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市民と行政等が共通の目標をもち、連携・協働して取り組むための指針

●①変化の早い社会経済のなかで、不確定な要素が多い将来を固定した完成図
を示すのではなく、将来の都市づくりに向けた基本的な方針、理念を示す
ガイドラインです。
将来を見通すことが難しい今日にあって、固定した将来完成予想図を示すのではなく、
これからの都市づくりの土台となる要素をしっかりとしたものとし、その上に時代の変化
から生ずる新しい可能性を受け入れながら、質の高い活力ある都市づくりに向けたガイド
ラインを示すものです。

●②具体の都市計画＊を定める際の指針となります。
都市計画法の規定により、本市の定める具体の都市計画は、本計画に即することとなり
ます。また、地区レベルでの身近なまちづくりへの取り組みにおいても、その基本的な指
針として活用していきます。

●③北ひろしまの都市づくりについて、市民と行政がともに考え、その将来の
姿を共有します。
本計画は、連携と協働の都市づくりを進めるため、市民などの参加を得ながら策定されて
います。市民と事業者、行政がおのおのの役割を果たしながら、よりよい都市づくりを進
めるために、計画づくりを通じ、北ひろしまの将来の姿についてともに考え、同じ将来像
を共有します。

都市計画マスタープランの役割

本計画は、これからの北ひろしまの都市づくり
の指針として、本市が目指す将来都市像と、その
実現に向けた取り組みの方向性を全市的視点から

まとめたもので、その担う役割は次のとおりで
す。

＊具体の都市計画 土地利用（市街化区域と市街化調整区域の区分、用途地域等）などの都市計画決定するもの及び都市計画事業。都市計画事業とは都市施
設（道路・公園・下水道等）の整備に関する事業や市街地開発事業（土地区画整理事業・市街地再開発事業等）などを指す。

第１章 基本的な姿勢
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中長期的な都市づくりの指針として

【めざす都市像】�

健 康 安 心 都 市 � 交 流 文 化 都 市 � 活 力 発 展 都 市 �

《まちづくりの基本目標》�

安全で安心�
できるまち�

環境と共生�
する快適な�
まち�

いきいきと�
した交流と�
連携のまち�

豊かな心と�
個性ある文�
化をはぐく�
むまち�

高い都市機�
能をもち、�
活力にあふ�
れるまち�

力強い産業�
活動が展開�
されるまち�

本計画は、これらの都市像などを前提に、その実現を目指す都市づくりの指針として定めます。

本計画の目標年次は、おおむね２０年後の平成３２年（２０２０年）とします。
本計画は、事業計画のように全ての事業が目標年次までに達成するというものではなく、目
標年次までの中長期的な都市づくりの基本的方向を示すものです。

�
�
�

�
�
�

本計画における目標年次の人口を、おおむね７２，０００人と想定します。
なお、具体の都市計画の決定等に際しては、その時点における将来の見通しに適切な対応を図るため
適宜その時点での分析等を行い、適切な運用を図るものとします。

年 次 平成１２年（基準年次） 平成２２年（中間年次） 平成３２年（目標年次）

人 口 ５７，７００人 ６６，９００人 ７２，０００人

計画の前提

（１）目指すべき都市像
上位計画である北広島市総合計画において、「自然と創造の調和した豊かな都市」を将来にわたるまち
づくりのテーマとした目指すべき都市像などを次のように定めています。

【総合計画がめざす都市像と基本目標】

（２）目標年次

（３）目標年次における人口フレーム＊

＊フレーム 枠、骨組みのこと。

第１章 基本的な姿勢
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市長へ提言�

都市計画マスタープラン案�

都市計画マスタープラン�
決定・公表�

北広島市都市計画�
マスタープラン策定委員会�

素　　　案�

○都市づくりの理念・目標�
○将来都市像�
○分野別基本方針�

諮問・答申�

報告�

市 民 参 加 �

都市づくりアンケート�
平成13年度�

現況分析や課題把握�
のための基礎調査�

全体構想ワークショップ�
平成13年度�

地域別構想ワークショップ�
平成14年度�

庁内検討委員会�

市　　議　　会�

都市計画審議会�

市　民� 知　事�

素案に寄せられた意見�
平成15年度�

《全 体 構 想》�

○地域別の将来像、目標�
○地域別の基本方針�

《地域別構想》�

（４）計画の構成
本計画は、都市づくりの理念、目標、都市の将
来像とその実現に向けての基本方針を示す「全体
構想」と、市内を３地域５地区（東地域―東部地
区・北広島団地地区、西地域―大曲地区・西部地
区、西の里地域―西の里地区）に分け、それぞれ
の地区の将来像を描く「地域別構想」から構成さ
れています。

（５）計画策定の流れ
本計画の策定は、市民参加を基調とし、「北広
島市都市計画マスタープラン策定委員会」におけ
る検討をふまえ、最終的に市長が策定委員会から
案として提言を受け、「北広島市都市計画審議会」
の議を経て決定・公表しています。

【北広島市都市計画マスタープラン策定の流れ】

第１章 基本的な姿勢
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北ひろしまのすがた

北広島市の概況

（１）沿革
市名のもとになっている「広島」は、明治１７年
（１８８４年）に広島県人２５戸１０３人の入植によって
開拓されたことに由来します。明治２７年（１８９４
年）に月寒村から分離し「広島村」となり広島村
戸長役場を開設、昭和４３年（１９６８年）に町制を
施行して「広島町」となり、平成８年（１９９６年）
の市制施行により現在の「北広島市」に至ってい
ます。

（２）位置・地形
北広島市は、石狩平野南部に位置し、北西は道
都札幌市、北は江別市、東は長沼町と南幌町、南
は恵庭市に接している周囲約５２．５km、総面積
１１８．５４km２の都市です。
地形は、南西部にある島松山（標高４９２．９m）
付近を除いては、標高約１００m前後の丘陵が各所
にあって起伏に富んでいます。また、市内東部の
低地には、水田などの農地が広がっています。

第１章 基本的な姿勢
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（３）人口の推移
本市の平成１２年（２０００年）１０月１日現在の国
勢調査における人口は５７，７３１人となっていま
す。人口の推移としては、昭和４５年（１９７０年）

からの北広島団地造成とともに急増しており、平
成４年には５万人に達し、現在も増加傾向にあり
ます。

（４）年齢別人口構成比の推移
平成１２年（２０００年）１０月１日現在の国勢調査
における年齢別人口構成割合は、０～１４歳人口が
１５．２％、１５～６４歳人口が６９．６％、６５歳以上人口
が１５．１％となっています。年齢別人口構成割合
の推移としては、昭和４５年の北広島団地造成とと
もに昭和４５年～昭和５５年までは０～１４歳人口割

合が増加傾向にありましたが、その後減少傾向に
転じています。一方６５歳以上人口割合は平成に
入ってから、増加傾向が大きくなっており、本市
においても、確実に少子化・高齢化が進行してい
ます。

第１章 基本的な姿勢
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（５）産業人口構成比の推移
平成１２年（２０００年）１０月１日現在の国勢調査
における産業別人口構成割合は、第１次産業人口
が２．７％、第２次産業人口割合が２１．６％、第３次
産業人口割合が７５．７％となっています。第１次
産業は昭和４０年が５３．２％と半数以上を占めてい

ましたが、その後急激に減少しました。一方、第
３次産業が昭和５０年には５９．５％と半数以上を占
めるようになり、第１次産業にとってかわり現在
第３次産業が主体となっています。

（６）地目別土地面積比
平成１４年度の本市における地目別の土地面積比
は、畑が主体である農地が２２．６９％（田７．６７％、
畑１２．３９％、牧場０．９６％）、宅地が９．３４％、山林
が３１．６０％、原野が７．９６％、雑種地が１５．７３％、

その他が１４．３２％となっています。
本市はその多くが山林や農地、雑種地等で占め
られていますが、宅地が１割弱という状況にあ
り、緑豊かな市街地を形成しています。

第１章 基本的な姿勢

８



土地利用の状況（平成１５年度）

市街化区域内の土地利用（平成１５年度）

（７）都市計画
①土地利用
本市は、市全域１１，８５４ha を都市計画区域に
指定しており、そのうち市街化区域が１，５３９ha
（１３．４％）、市街化調整区域が１０，２６０ha（８６．６％）
となっていますが、人口の約９３％が市街化区
域内に居住しています。
平成１５年度の市街化区域における土地利用

（用途地域による区分）は、住居系８．８％、商業
系０．９％、工業系３．７％となっており、住居系土
地利用の比率が高くなっていますが、特に第１
種低層住居専用地域が高い割合を占めています。

表 土地利用の状況（平成１５年度現在）
（単位：ha）

区分 面 積 割 合
市街化区域内

１２用途区分 面 積 割 合

市
街
化
区
域

住
居
系

１，０４８ ８．８％

第１種低層住居専用地域 ７２９．０ ４５．７％

第２種低層住居専用地域 ０．８ ０．１％

第１種中高層住居専用地域 １９４．０ １２．２％

第２種中高層住居専用地域 ７１．０ ４．５％

第１種住居地域 ４０．０ ２．５％

第２種住居地域 ４．１ ０．３％

準住居地域 ９．１ ０．６％

商
業
系

１０９ ０．９％
近隣商業地域 ７７．０ ４．８％

商業地域 ３２．０ ２．０％

工
業
系

４３７ ３．７％

準工業地域 １１９．０ ７．５％

工業地域 ８６．０ ５．４％

工業専用地域 ２３２．０ １４．６％

計 １，５９４（１３．４％）市街化区域内計 １，５９４．０ １００．０％

市 街 化
調整区域 １０，２６０ ８６．６％

合計 １１，８５４ １００．０％
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②都市施設、市街地開発事業等
平成１５年度における本市の都市計画道路は、

３５路線、約６７．８km、都市計画公園・緑地は、
５２箇所１２６．８ha となっています。公共下水道
は、平成１４年４月１日現在、処理人口約５５，５００
人、普及率９４．６％となっており高い水準にあ
ります。
市街地開発事業については、これまでに新住
宅市街地開発事業と土地区画整理事業を行なっ
ており、地区計画は１４地区、約２００ha に導入さ
れています。

表 都市計画施設の状況
区 分 種 類 面積又は延長

都市計画道路 ３５路線 ６７，７８０m

都市計画公園・緑地 ５２箇所 １２６．８０ha

公共下水道 計画処理人口 ５８，３００人 １，５９４ha

都市下水路 共栄都市下水路 ９２０m

その他都市施設 道央地区し尿処理場 １．２ha

北広島市ごみ処理場 １．９ha

北広島団地熱供給施設 ２，１００m２

輪厚川 ２，４２０m

北広島市火葬場 ０．５ha

北広島霊園 ３３．２ha

市街地開発事業 １３地区 ７０８．４ha

地区計画 １４地区 ２０１．２ha

イメージ図

北広島市は、札幌市に隣接し、豊かな自然や農地に囲まれた５つの市街地から成ります。
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これからの都市づくりに向けて

都市づくりの視点

（１）これまでの都市づくりと課題
■北ひろしまの現状

北広島市は、道都札幌市の都心からおよそ２４km
に位置する地理的条件と優れた交通網に恵まれ、
昭和４０年代から５０年代にかけて押し寄せた都市
化の波を都市づくりのエネルギーとして、良好な
住環境をもつ大規模住宅団地をはじめとする住宅
地の開発・整備が進められ、同時に計画的な工業
団地の配置を行うなど住機能を中心とした住と職
が近接する都市として成長してきました。
また、計画的な市街地整備を進めてきた結果、
道路、公園・緑地や上下水道などの都市基盤は高
い水準で整備されており、市街地周辺には田園地
帯が、市の中心部には野幌原始林の面影を残す国
有林などがあり、緑豊かな都市環境を形成してい
ます。

■人口の見通し

北海道における人口動態は、平成９年をピーク
に減少傾向にあり、急激な増加を続けていた札幌
圏においても人口の伸びはゆるやかになってきて
います。本市においても、これまでのような急激
な増加は見込まれないものの、これからも人口は
ゆるやかに増加していくものと予想され、また世
帯規模の縮小による世帯数の増加、さらなる少子
高齢化の進行なども予想されています。

■都市型社会＊への移行

これまでは人口、産業が都市部に集中し、都市
が外側に拡大するといった都市化が急激に進展し
ました。その結果、都市周辺の自然や農地の消失、
中心市街地の衰退、郊外部における交通混雑や環
境問題の発生などを招きました。
本市においても、今後はこれまでの外延的拡大
型の都市づくりから転換を図り、蓄積された既存
の都市基盤を有効に活用しつつ、自然環境と調和
した都市環境の形成、地区の特性をふまえたきめ
細かな市街地づくりを基本とし、都市計画や他の
分野の施策と連携して、安全で安心に暮らせる身
近な生活空間や生活環境の質の向上に取り組んで
いくことが必要となっています。

（２）これからの都市づくりと視点の転換
このような動向や課題に対応し、北ひろしまが
より一層快適な都市環境を形成し、活力ある成長
を続けていくためには、既存の都市基盤を最大限
に有効活用するなかで、次の５つの視点にたっ
て、次世代が快適な生活を享受することができる
環境を保全しながらも現世代の生活の質の向上を
図っていく都市づくりへと転換を図る必要があり
ます。

＊都市型社会 市街地を拡大していくのではなく、これまで都市に整備された社会資本を最大限活用し、安定した都市環境が形成された社会。

第２章 都市づくりの理念と目標
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●①地区の特性を生かした活力ある都市づくり
各市街地の特性をふまえた計画的な土地利用と、市民の活動や産業活動を支える交通施設
など都市機能の充実を図るとともに、高い生活利便性を備えた環境の実現に努めることが必
要です。さらに、職と住が近接した札幌圏における産業機能集積の一端を担い、同時に、市
内における多様な雇用機会が提供される活力ある都市づくりを進めることが必要です。

●②自然環境の保全・創出と安全で住みよい都市づくり
自然環境の保全と創出により、都市としての快適性の向上を図るとともに、公害や災害を
防止し、環境負荷＊の少ない都市構造や、安全で住みよい都市環境の形成が必要です。

●③やさしさと個性にあふれ、安心して暮らせる地区環境の創出とコミュニティ＊の
活力を高める都市づくり
それぞれの地区の特性を活かしながら、市民が互いに支えあい、住み続けられる地区づく
りを進めるとともに、安心して暮らせるよう福祉に配慮した都市づくりに努め、やさしさあ
ふれる地区環境の創出を図ります。また、多様な活動や交流が活発に展開する環境を整え、
互いの交流を通じた強い結びつきが生まれる都市づくりを目指すことが必要です。

●④都市基盤の効率的な活用による快適な都市づくり
行財政をとりまく環境が一段と厳しさを増すなかで、既存の都市基盤の適切、かつ効率的
な活用を図り、快適で活力ある都市を支える機能の確保に努めることが必要です。

●⑤環境との調和と共存が図られる都市づくり
良好な生活環境が確保されていくためには、土地の高度利用や自動車に頼らない交通網の
整備などエネルギー効率のよい都市基盤の整備と維持・保全を進めるとともに、一人ひとり
が環境問題に関心をもち、消費型から循環型地域社会＊の形成に努めていくことが必要で
す。

■これからの都市づくりの視点■

＊環境負荷 人の活動により環境に及ぼす影響であって、環境を保全する上で支障の原因となるおそれがあるもの。
＊コミュニティ 地域社会の意味。居住地や関心をともにすることで営まれる共同体。
＊循環型地域社会 環境への負荷を小さくするため、資源リサイクルなどを推進し、人間の活動により生じる物質を自然界の中で循環できるようにする社会。

第２章 都市づくりの理念と目標
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身近な生活環境の質の向上を図り、快適な都市生活を実現する

都市づくりの理念

ま ち

個性あふれる地区が結びついた
緑豊かな都市

自然とふれあい 文化をはぐくみ
ま ち

人びとが紡ぐ交流の絆が 個性ある５つの地区を結ぶ

快適で緑豊かな都市をめざして

都市づくりの理念

本市は、豊かな自然につつまれ、健康で活力に
満ちた人びとが、活発な文化的・経済的活動を展
開し、互いの交流を通じてやさしく、そして力強
い結びつきのもとに環境と調和した快適な都市を
目指しています。
本計画では、このような将来の北ひろしまを実

現するためには、それぞれの地区が特性を活かし
た個性を磨きながら、人もまちも光り輝く都市と
して固く結ばれていくことが必要だと考え、都市
づくりの視点と基本方向をふまえた理念を次のよ
うに定めます。

第２章 都市づくりの理念と目標

１３



快適で緑豊かな都市を目指して

都市づくりの理念を実現するため、次の５つの都市づくりの目標を定めます。

●①既成市街地の都市基盤の有効活用を基本とした、生活環境の質の向上を図ります
市民のだれもがそれぞれの価値観やライフスタイルに応じて、心豊かな生活がおくれるよ
う、一定の都市基盤が整った既成市街地の有効活用を基本とした生活利便性の向上や、多様
な住まい方に対応する土地利用など、人と環境にやさしい質の高い都市づくりを進めます。

●②緑豊かで快適な生活環境と活力ある都市づくりを進めます
ゆとりとうるおいのある快適度の高い生活環境の向上に努め、創造的生活と活力ある経済
活動などが活発に展開される、緑豊かな空間と都市機能が調和した都市づくりを進めます。

●③安全・安心な環境のなかで、地区ごとの個性を伸ばし育てます
東部地区、北広島団地地区、西の里地区、大曲地区、西部地区の５つの地区で、だれもが
安全で安心して暮らせる生活環境の充実を図るとともに、それぞれの地区の特性を活かしな
がら個性を伸ばし、また育てることができる都市づくりを進めます。

●④各地区のつながりを高める交通網の整備を進めます
各地区間の人の移動や文化活動などの交流を活発化するため、自動車道路はもとより、人
と環境にやさしい歩行者・自転車道路や公共交通の充実など、それぞれを結ぶ交通網の整備
を進め、市民が生活の利便性を感じられる都市づくりを進めます。

●⑤市の中心にある森林と周辺の空間を活用した交流機能の形成を進めます
各地区の市民のつながりを深めるため、市街地に囲まれた市の中心部にある国有林などを
核とした自然環境とその周辺空間を活用し、自然や文化、スポーツなど多様な分野での交流
を促進します。

都市づくりの目標

■都市づくりの目標■

第２章 都市づくりの理念と目標
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緑に囲まれた環境をもつ市街地の都市構造

将来都市構造

■北ひろしまの都市構造

本市は、ＪＲ千歳線のほか高速自動車道、国道、
道道などの広域的な交通網が市内を縦横断してい
ます。
市街地の形成は、同心円的な広がりをもつ市街
地ではなく、これら鉄道、道路の沿道に樹林地や
農地などの緑によって囲まれる形で５つに分かれ
ており、それぞれが特性をもつ生活圏を形成して
います。

■市街地形成の考え方

これまでは、急速な都市化の進展に対応し、計
画的な市街地の拡大により整備を進めてきました
が、今日では人口や産業規模の増加はゆるやかに
なってきており、既成の市街地内においてもまだ
利用されていない土地が散在しています。また、
地区の中心となる核が明確になっていない地区や
日常生活に必要な機能が十分ではない地区もある
ため、必ずしも利便性の高い都市とはなっていま
せん。
人口の増加や住まい方の変化に伴う住宅需要、
事業系の土地需要などに対しては、既成市街地の
低・未利用地＊の有効利用、駅周辺の利便性の高
い場所における土地の高度利用などによって市街
地の拡大を抑制し、既存の都市基盤を活かしたコ
ンパクトな市街地形成＊を図る必要があります。
コンパクトな市街地を形成することにより、身
近に感じることができる市街地周辺の豊かな自然
や農地を保全することができます。また、それぞ
れに一つの生活圏として地区の特性をふまえた基
礎的な機能の充実を図ることにより、車を使わな
くても歩いて商業施設や公共施設などを利用しや

すい環境がつくれます。
さらに、自然や歴史、文化などの地区の個性を
高めながら、相互に補完し合い、交流を深めるた
め地区間のネットワークを強化し、市街地を取り
巻く豊かな自然環境や農地と調和した都市を目指
します。

都市づくりの理念・目標を実現するため、将来
の都市構造を土地利用、都市の軸線、拠点地区・
核地区という設定のもとに、それぞれが適切な土
地利用、環境と調和のとれた良好な都市環境を形
成します。

（１）土地利用
日常の生活圏を考慮した３地域５地区の市街地
からなる都市地域、市中心部にある広大な国有林
をはじめとする森林や市街地周辺の樹林地からな
る森林地域、食糧生産や国土保全など多面的な機
能をもつ農業地域が調和した都市づくりを進めま
す。

①都市地域
�緑に囲まれた各地区の市街地環境の質を高め
るとともに、個性ある快適な都市環境の向上
を図ります。
�各地区形成の歴史や地理的条件、施設立地の
現状、新たな土地需要などを考慮しつつ、住
宅・商業・工業・その他の都市機能を適切に
配置し、各地区を生活単位とした必要な機能
を整え、それらが集合体として発揮する都市
機能を高めていきます。

＊低・未利用地 利用がなされていない土地、又は立地条件からみてその利用形態が社会的に必ずしも適切でない（低位な）土地。
＊コンパクトな市街地 市全体からみて市街地を集中的にまとめるのではなく、５つに分かれている市街地を適切な規模に設定し、集積を高めることにより

広がりを抑え、利便性の高い市街地を形成するという考え方。
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②森林地域
�都市構造の骨格を構成している森林やまと
まった樹林地は、将来にわたって良好な都市
環境を支える緑空間として、現世代そして将
来の世代に共通の大切な財産として保全を
図っていきます。
�さらに、地形や河川、道路などを活用すると
ともに新たな緑空間の創出を図り、身近な緑
に囲まれた市街地という構造特性を一層魅力
あるものとなる取り組みを進め、市の木・市
の花＊を活かしながら、緑に特色をもつ北ひ
ろしまらしい“都市と自然の共存関係を保つ
環境”の形成を図ります。
�市の中心部にある国有林などを核として、そ
の周辺の緑につつまれた空間を「（仮称）交
流の森＊」と位置づけ、地区間の連携機能は
もとより、心豊かな人びとを育む緑の交流空
間として活用を図ります。

③農業地域
�農地は食糧生産や環境保全、景観形成、国土
保全など多面的な機能をもつことから、都市
づくりに積極的に活かすなど農業施策との連
携を図りながら、都市と調和した農地の保全
を図ります。

（２）都市の軸線
①交通軸
【広域交流軸】
�道内有数の幹線鉄道として大きな輸送機能を
有するＪＲ千歳線、道内を縦断し高速交通ネ
ットワークの基軸となる道央自動車道、古く
から沿道に市街地が形成され、現在も交通量
が多い国道３６号、国道２７４号、道道江別恵庭
線の３路線、および羊ヶ丘通を市内外の人び
との交流を支える広域的な交流軸と位置づ
け、周辺市町や本市の地区間の連携強化に活
用します。
【地区交流軸】
�各地区から交流の森に至る道道栗山北広島

線、市道大曲東通線、市道輪厚中の沢線など
を地区間の人びとの交流を促進する軸線と位
置づけ、公共交通の充実や自動車、自転車で
の円滑な移動、歩行者の安全などに配慮した
交通・道路環境の整備、充実を図り、各地区
間の連携強化に活用します。

②緑の軸
�野幌森林公園から国有林、南の里の森、仁別・
三島の森へと南北方向に連なる緑空間を、都
市構造上の骨格軸を構成する緑の軸として位
置づけ、保全、育成していきます。

（３）拠点地区・核地区
�ＪＲ北広島駅周辺は商業・文化・住宅など多様
な都市機能が集積しており、交通の利便性も
高いことから、本市の中核的な拠点地区と位
置づけ、本市の顔づくりを進めます。

�５つの地区ごとに商業・業務施設や文化施設な
どを中心とする核を位置づけ、既存機能の強
化や新たな機能の創設により、地区の住民や
情報が集まる地区の核づくりを進めます。

＊市の木・市の花 市の木は「かえで」、市の花は「つつじ」で、ともに昭和４９年７月に制定された。
＊交流の森 各市街地に囲まれた市の中心部にある国有林などを活用し、自然や文化をテーマとして各地区の連携や市民・市外住民との交流を図るこ

とを目的とした空間。
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くらしやすさが感じられる緑豊かな環境と調和のとれた土地利用

土地利用の基本方針

１－１．土地利用の目標

北広島市を構成する各地区が特徴的な個性をも
ちながらつながりを強め、住み良さが感じられ落
ち着いて暮らせる住宅地、市民各層が便利で楽し
める商業地、産業活動を増進させ雇用の場を創出

する工業・業務地、農業施策との連携のもとに保
全を図る市街地周辺の農地など、ゆとりとうるお
いのある緑豊かな環境と調和した土地利用を進め
ます。

１－２．土地利用の特性（現況と課題）

�本市は、全市域を都市計画区域＊に指定し、市
街化区域＊と市街化調整区域＊の区域区分を図
り、市街化調整区域にあっては無秩序な開発を
抑制するとともに、計画的な市街化区域の拡大
と都市基盤の整備を進め、良好な市街地の形成
に努めてきました。今後も、住宅地、商業・業
務地、工業地などの都市的土地利用と農地、樹
林地などの農山村的な土地利用が調和した空間
構成が確保されるよう誘導する必要がありま
す。

�良好な住環境の形成や維持・保全、子どもから
高齢者、障がい者などすべての人が安心して住
むことのできる住宅地環境の形成が必要です。

�日常生活に必要な機能が不足している地区や地
域商業機能の低下がみられる地区があるため、
各地区の個性化を図り生活の利便性が感じられ

るよう、地区の特性に応じて都市機能の適切な
配置、充実を図り、それぞれの地区における中
心地の形成を進める必要があります。

�昭和４０年代に造成され、同世代の世帯が短期間
に居住を始めた大規模な住宅団地は、少子高齢
化などにより、年齢構成や世帯構成の偏りが進
行しています。地区のコミュニティを維持する
ため、２世帯住宅への建て替えや戸建から集合
住宅地への転換など、住まい方の多様化に対応
し、地区内の年齢構成のバランスがとれるよう
適切な誘導を図る必要があります。

�既成市街地内の低・未利用地は、周辺環境との
調和を図りながら、計画的な開発整備を誘導・
促進し、活気ある市街地の形成を進める必要が
あります。

＊都市計画区域 都市計画法その他関係法令の適用を受ける土地の区域で、中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量な
どの現況・推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域。

＊市街化区域 都市計画区域内で、すでに市街地を形成している区域及びおおむね１０年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域。「第２章４．将来
都市構造」における都市地域を指す。また、本文中では市街地とも表現している。

＊市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域。「第２章４．将来都市構造」における森林地域や農業地域を指す。

第３章 都市づくりの分野別基本方針
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●①各地区における生活利便性の向上
周辺の環境などに配慮しつつ、各地区に人口や産業を適切に誘導するとともに、地区の核づく
りを進め、日常の生活圏における利便性の向上を図ります。

●②効率的で適正な土地利用
低・未利用地の有効な活用、利便性の高い場所での土地の高度利用、適切な用途への転換など
を促し、効率的で適正な土地利用による都市機能の向上を図り、市街地周辺の樹林地や優良な農
地を保全します。

●③魅力ある市街地環境や自然環境の保全と創出
魅力ある市街地環境や緑豊かな自然環境の保全と創出を図り、うるおいとやすらぎのある快適
な都市環境づくりを進めるとともに、機能別に適切な土地利用の誘導に努めます。

●④地区の特性をふまえた市街地環境への誘導
地区の特性をふまえた土地利用を検討し、それが個性と魅力ある地区形成となるよう、さまざ
まなまちづくりの手法を活用して、市街地環境をきめ細かく誘導します。

市 街 地 整 備 の 考 え 方

■市街地の整備・充実を円滑に進めるため
に、各種規制・誘導・整備手法について検討
を進め、適切な運用を図るとともに、民間活
力の有効な活用を図ります。

■土地利用の実態などにより、用途地域＊を見
直す必要が生じた場合、周辺の環境などをふ
まえ、適切な用途地域への変更等を検討し、
良好な市街地環境の形成を図ります。

■社会的・経済的構造や行財政をとりまく環
境は、あらゆる場面で「右肩上がり」という
これまでの前提を大きく変えています。その
ため、人口の増加や住まい方の変化に伴う住
宅需要、事業系の土地需要などは、原則とし
て既成の市街化区域内へ誘導し、既存の都市
基盤の有効活用と効率的な維持・管理を図り
ます。

■このような考え方に基づき、市街地の範囲
は既成の市街化区域を基本とします。ただ
し、新たな市街地の拡大を考慮する場合は、
既成市街地との一体性や周辺の環境との調
和、適正な規模を勘案するなど、過大となら
ない適切な範囲で土地利用を図ります。

１－３．土地利用の基本方針

本市における土地利用の基本的な方向を次のように定めます。

■土地利用の基本的な方向■

＊用途地域 都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法に基づき、建築物の用途・容積率・建ぺい率及
び高さについて制限を行なう制度。おもに、住居系・商業系・工業系に分かれ、１２種類の用途地域が設定されている。

第３章 都市づくりの分野別基本方針
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－うるおいのある快適で個性的な市街地の形成－〔１〕市街化区域の土地利用の基本方針

（１）住宅地環境の保全・形成
○計画的に開発整備が進められた多くの住宅地
は、周辺にある身近な緑に囲まれる形で形成さ
れ、全体として住環境の良好な市街地が形成さ
れています。今後も、住宅需要に対応するとと
もに、住み心地の良さを感じながら落ち着いて
暮らせる環境の形成を図ります。

①利便性の高い中高層住宅地（まちなか住宅地）
�ＪＲ北広島駅周辺は、土地の高度利用を図り
ながら商業機能等の導入に合わせて中高層の
集合住宅を立地させ、既存の都市機能の集積
を活かした利便性の高い、都市の快適性が感
じられるまちなか住宅地の形成を図ります。

②住宅や店舗などが混在する住宅地（一般住宅地）
�戸建住宅と集合住宅が混在し、また、商業施設、飲
食施設、業務施設などとの混在がみられる一
般住宅地は、住環境、商業環境、業務環境が
相互に調和した生活利便性の高い住宅地の形
成を図ります。
�駅周辺に立地する規模の大きな工業・流通施設
については、長期的展望にたって工業地への移
転を促進し、利便性が高く良好な住宅地環境の
形成を図るため、用途の見直しを検討します。

③住宅が中心の住宅地（専用住宅地）
�計画的に整備された戸建、集合住宅地が中心
の専用住宅地は、花を活かしたまちづくり、
統一感のある住宅地づくりなど、住民が主体
となってきめの細かいまちづくりのルール＊

を定め、良好な住環境の創出を図ります。
�北広島団地などは住民の高齢化が急速に進行
していることから、良好な住環境を損なわな
いように配慮しながらコミュニティを維持す
るため、２世帯住宅の立地誘導、子育て世代
への住み替え誘導、地域商業施設の立地誘導
を図ります。
�人口や世帯の増加により発生する新たな住宅
地需要に対応するため、市街地内の利用され
ていない土地の有効利用を図ります。さらに
不足する場合には、市街地周辺の樹林地の保
全や住宅地としての安全性に配慮しながら開

発適地を選択し、ゆとりとうるおいの感じら
れる専用住宅地の形成を図ります。
�西の里地区（旧４３条区域）は、市街化区域へ
の編入を検討し、道路や公園、下水道などの
基盤施設の整備や公営住宅の集約により、良
好な住宅地環境の形成を図ります。
�公営住宅における居住水準の向上を図るた
め、計画的な建替や改善を行います。

（２）商業・業務地環境の保全・形成
○市民の利便性や快適性を享受できる都市づくり
を進めるため、商業振興施策の連携のもとに、
ＪＲ駅周辺における商業・業務地や住宅地内の
地域商業地、さらには幹線道路沿道における商
業・業務地の計画的な配置を進めるとともに市
内における多様な雇用機会の提供を図ります。

①駅周辺商業・業務地
�ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設の
立地、集積を図るとともに、安全で快適に歩
ける歩行者空間を整備します。また中央地区
は、ＪＲ線の車窓からの景観にも配慮し花や
木による緑化を進めるなど、商業環境の整備
により、うるおいのある商業地の形成を図り
ます。ＪＲ北広島駅周辺から中央地区にかけ
ては歩行者・自転車道路による連絡性の高さ
を活かし、商業・業務・飲食などが複合的に
集積したにぎわいのある中心商業・業務地の
形成を図ります。
�ＪＲ上野幌駅周辺は、自然環境との調和や利
用者の利便性などに配慮し、関係機関と協力
しながら、駅機能を活かした商業・業務施設
などの立地誘導について検討します。

②地域商業地
�高齢社会に対応し、住宅の身近なところで日
常生活に必要なものを入手できるように、地
域の特性に応じた商業環境の整備を図りなが
ら、だれもが利用しやすい地域商業地の形成
を促進します。また、文化施設などと合わせ
て人や情報が集まる地区のコミュニティ中心
地の形成を図ります。

＊まちづくりのルール 地区計画や建築協定、まちづくり協定などの住民の望む住み良いまちづくりを進めるための手法で、地区の住民が話し合い、建物の
建て方や色彩、街並みなどについての地区独自のルールを決めることができる。

＊市街化調整区域の
建築形態規制

市街化調整区域における住環境の安全や快適さを守るため、建築物の大きさ、高さなどを規制するもので、特定行政庁である北海道
が定める。

第３章 都市づくりの分野別基本方針
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－無秩序な市街化の抑制と豊かな緑環境の保全－

市街化調整区域の土地利用の考え方

地利用の規制・誘導手法の活用について慎重に
検討を進めるとともに、開発許可＊について
は、農業施策などとの調整を図りながら適正な
運用を図ります。

■森林などの貴重な自然や優良な農地について
は、市民のための貴重なオープンスペース＊、
保水機能、景観形成資源などとして維持・保全
を図ります。

■市街化調整区域は、開発規制・建築規制がは
たらいているため建築可能な建築物が限られて
いますが、秩序ある土地利用を図るため、市街
化調整区域における建築形態規制＊（建築物の
建ぺい率＊、容積率＊など）に基づき、良好な
自然環境や住環境の保全を図ります。

■計画的な市街地形成に影響を与えないよう配
慮しながら、市街化調整区域における新たな土

（３）工業地・主要幹線道路等の沿道環境の形成
○本市は、東地域と西地域の２地域に工業団地を
配置し、多くの企業が立地、操業をしています
が、今後も活発な事業活動が展開されるよう、
産業振興施策の連携のもと、工業地環境の保全
と向上を図ります。また、産業・経済活動の一
層の活発化と多様な雇用機会の提供を図るた
め、立地特性を活かし、新たな産業・業務系団
地の開発計画の検討を進めます。

①工業地
�東地域などに造成済みの工業団地は、本市の
立地特性をアピールして製造業を中心とした
企業の誘致を図るとともに、未操業企業の工
場等の建設を促進します。
�既存の工業団地の周辺に、物流・通信産業、
製造業や新しい時代の産業を誘致するため、
新たな工業団地等の検討を進めます。特に現
在、基礎的な調査を進めている西地域（大曲・
西部地域）の国道３６号、羊ヶ丘通周辺において
は、産業・業務系団地の配置の検討を進めます。
�工場等の敷地内においては、緩衝林などによ
る緑化を進め、周辺の緑環境と調和したうる

おいの感じられる工業地環境の形成を図ります。
�既存の工業団地（工業専用地域）においては、
危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工
業施設で形成されていることから、工業団地
としての機能に支障のない範囲で、そこで働
く人のための規模を抑えた物品販売施設や飲
食施設が立地できるように、用途の緩和を検
討します。

②主要幹線道路等の沿道
�国道３６号、国道２７４号、道道江別恵庭線など
の主要幹線道路沿道の市街化区域内におい
て、街路樹による緑化や看板の規制などによ
り本市のイメージアップを図りつつ、沿道機
能を活かした商業・業務施設や軽工業・流通
施設を誘致し、うるおいのある沿道環境の形
成を図ります。
�羊ヶ丘通沿道の大曲幸地区（一部住居系の土
地利用を含む）および道道栗山北広島線沿道
の中の沢地区については、幹線道路等の沿道
機能を活かした商業・業務施設などの立地を
検討します。

〔２〕市街化調整区域の土地利用の基本方針

本市は、昭和４４年に全市域を都市計画区域に指定
し、同４５年には市街化区域と市街化調整区域の区域
区分を行い、市街化区域の計画的な拡大と市街化
調整区域での無秩序な開発の抑制に努めてきました。
この結果、市街化調整区域は、森林と農地を中

心とした、市民にやすらぎとうるおいを与える大
切な緑の空間として、優れた緑・田園空間が保た
れていることから、今後も多くの市民が自然に親
しみ、農業にふれ、レクリエーションを楽しむ場
としての空間保全に努めます。

＊建ぺい率、容積率 建ぺい率は、敷地面積に対する建築物の建築面積の割合をいい、容積率は敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合をいう。
＊開発許可 主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更に対する許可制度のこと。
＊オープンスペース 公園・広場・河川・農地など建物によって覆われていない土地。あるいは敷地内の空地を総称していう。
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（１）森林地域環境の保全と活用
○森林やまとまりのある樹林地については、守る
べき緑地の指定などにより保全を図るととも
に、開発行為等における無秩序な開発の防止に
努めます。
また、人が自然とふれあい、交流ができる緑
空間については、市民の散策や憩いの場、自然
体験やボランティア活動の場などとして活用を
図ります。

①森林やまとまりのある樹林地の保全
�大気の浄化や国土の保全、市民の健康増進な
ど、多様な機能を有する森林や樹林地につい
ては、森林所有者の理解を得ながら、守るべ
き緑地の指定などにより保全を図ります。
�貴重な自然環境を次世代に継承するため、森
林地域の開発にあたっては開発業者に対して
適切な指導を行い、無秩序な乱開発の防止を
図ります。

②森林やまとまりのある樹林地の活用
�南の里をはじめとする森林やまとまりのある
樹林地は、保全を基本としつつその環境の状
況をふまえ、自然とふれあう場としての活用
も図ります。
�市の中心部にある国有林などを核として、そ
の周辺の緑につつまれた空間（北広島レクリ
エーションの森、ひろしま総合運動公園、平
和の灯公園、輪厚川親水空間、中の沢周辺、
ふれあい公園、緑葉公園などを含む）を「（仮
称）交流の森」として位置づけ、自然と創造
の調和した環境づくりを進めます。
�市街地に近い樹林地は、市民が身近なところ
で自然にふれあえる場としての活用を図りま
す。

（２）農業地域環境の保全と活用
○農業の振興により優良な農地の保全を図るとと
もに、市民が土にふれ、作物を収穫する市民農
園＊や観光農園＊などの都市型農業＊の展開に
より、農業施策との連携のもとに都市と自然と
農業が調和した農業環境の形成を図ります。

①農地の保全と活用
�総合的な農業振興策を実施し、食糧生産や環
境保全、景観形成、国土保全など多面的な機
能をもつ優良な農地の保全を図ります。
�市街地近郊の農地については、市民が土にふ
れ、作物を収穫する体験ができる市民農園や
観光農園などの都市型農業の展開により、農
地の保全を図るとともに市民と農業者の交流
が生まれる環境の創出を図ります。

＊市民農園 市民が小面積の農地を利用し、野菜などを育てる農園のこと。市民農園整備促進法に基づく。
＊観光農園 農業に関わるさまざまな体験を通して、人びとが楽しみながら農業への理解を深めるとともに、消費者と生産者の交流の場ともなる農

園。
＊都市型農業 食糧供給機能だけでなく、都市に求められる緑の供給機能、都市空間機能、環境保全機能、防災機能などの諸機能を果たす農業。
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土地利用方針図
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快適性、速達性、安全性、信頼性のある円滑な交通

都市交通体系の基本方針

２－１．都市交通の目標

鉄道駅・駅周辺の充実により交通結節点＊とし
ての拠点性を高めるとともに、鉄道やバスの利便
性向上や幹線道路の計画的な整備を総合的に行
い、地区内、地区間、近隣市町間との交通を充実
し、移動手段を選択できる都市交通の実現を目指

します。また、住宅地内の通過交通の抑制や広く
て段差のない歩道、市内・市外を結ぶ歩行者・自
転車道路を整備し、安全で楽しい歩行者自転車空
間の創出を図ります。

２－２．都市交通の特性（現況と課題）

�ＪＲ千歳線は、札幌市や新千歳空港などを結
び、道内有数の幹線鉄道として大きな輸送機
能を有しています。この鉄道機能との結節を
より快適なものとするため、鉄道駅、駅周辺
の充実を進め、交通結節点としての拠点性を
高めていくことが必要です。

�道路網は、高速自動車道路、主要幹線道路等の
広域幹線道路に恵まれ、周辺都市および全道
へと広がる利便性の高い道路ネットワークを
形成していますが、市域内道路網については、
地震災害などの緊急時の対応も考慮した、各
地区の連携強化や地区内道路の充実など、快
適な生活環境を確保する道路ネットワークの
形成が必要となっています。

�地区によっては公共交通の便が良くないため、
子どもや高齢者、障がい者などの移動制約者＊

が、駅や他の地区の商業・文化・教育施設な
どが利用しにくい状況になっています。一方、
札幌市・北広島市・恵庭市を結ぶ広域自転車
道として道道札幌恵庭自転車道線＊の整備や自
転車利用環境整備モデル事業＊の指定を受けて
歩行者・自転車道路の整備が進められていま
す。高齢化が進むなかで、だれもが利用しや
すい公共交通や歩行者・自転車道路の拡充な
ど、自動車に頼らない、人と環境にやさしい
交通機能の整備が必要となっています。

＊交通結節点 駅前広場のように、バス、自動車、鉄道など異なる交通手段を相互に連結する場所。
＊移動制約者 高齢者や障がい者、子ども、妊婦、けが人など身体的な特性により何らかの不便を感じる人に加え、重い荷物を持つ人や乳幼児連れなど

移動に制約を受ける人。
＊道道札幌恵庭
自転車道線

現在、札幌市の豊平川河川敷から北広島駅東口広場までを結ぶ、延長約２１kmの間の整備が進められているが、さらに恵庭市までの延伸
が計画されている。
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●①多様なネットワークの形成
本市の特徴である５つの市街地からなる都市構造をふまえて、公共交通、広域的な幹線や市域
内道路、歩行者・自転車道路などの充実により、移動手段が選択できる多様なネットワークの形
成を図ります。

●②人と環境にやさしい交通機能の充実
公共交通の利便性の向上や歩行者・自転車道路の整備などにより、自動車に頼らない交通網
や、福祉に配慮した道路空間の形成など、人と環境にやさしい交通機能の充実を図ります。

●③うるおいとやすらぎのある道路空間の創出
冬期間も安全で円滑な交通機能の確保や街路樹や花と一体となったうるおいとやすらぎのあ
る、安全で快適な道路空間の創出を図ります。

２－３．都市交通体系の基本方針

本市における都市交通体系の基本的な方向を次のように定めます。

■都市交通体系の基本的な方向■

（１）都市間を結ぶ広域的な道路（広域幹線道路）
の整備

○道央都市圏＊における広域的な人や物の移動を
円滑にするとともに、本市における骨格的な道
路網を形成するため、高速自動車道、国道、道
道による広域幹線道路網の整備や適正な維持を
促進します。

①高速自動車道路
�道央都市圏における移動の高速化、圏外の都
市との連携を強化するため、高速交通ネット
ワークの骨格として道央自動車道の機能の維
持を促進します。

②主要幹線道路
�広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を
強化し、本市における骨格的な道路網として
国道３６号、国道２７４号、道道江別恵庭線、羊
ヶ丘通を主要幹線道路として位置づけ、道路
交通機能の強化を促進します。
�羊ヶ丘通については、引き続き恵庭市までの
延伸に向けた検討を行います。また、道央自
動車道や主要幹線道路との有機的なネット
ワークを図るため、新たな道路の整備に向け
た検討を行います。
�大型車等の通過交通が多い道道江別恵庭線の
沿道に立地する、教育・文化施設や住宅地の
環境、安全性を向上するため、新たな道路の
整備などの検討を行います。

＊自転車利用環境
整備モデル事業

環境や人にやさしい自転車の利用を促進するため、自転車専用道路、自転車駐車場などの利用環境整備を国が支援して行う事業。平成１１
年（１９９９年）に、本市を含む全国で１４の都市がモデル都市に選ばれた。

＊道央都市圏 札幌市を中心とした小樽市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、長沼町、南幌町、の７市３町からなる圏域。
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（２）都市内の道路（幹線・補助幹線道路、区画
道路）の整備

○主要幹線道路を補完し市内の各地区間を連携す
る幹線道路、また、幹線道路を補完し地区内を
連絡する補助幹線道路、さらに住宅地内の区画
道路により安全性、利便性の高い道路ネット
ワークの形成を図ります。

①市内の各地区間を結ぶ道路（幹線道路）
�地区間の連携を強化するため、道道栗山北広
島線をはじめとする各地区間を結ぶ道路を幹
線道路として位置づけ、道路交通機能の強化
を促進します。

②地区内の道路（補助幹線道路）
�幹線道路を補完する地区内の道路を補助幹線
道路として位置づけ、輪厚中央通などの未整
備区間の整備を推進するとともに、老朽化し
た道路の再整備、適切な補修、改良など維持
管理を行います。

③生活に密着した道路（区画道路）
�幹線道路や補助幹線道路を補完する区画道路
は、市民生活に密着した道路として順次整備
を進めるとともに、適切な補修、改良など維
持管理を行います。また、地区住民と行政が
協働して安全性や防犯性を高めるなど、歩行
者、自転車、自動車が共存でき、歩いて楽し
い道路空間の形成を図ります。

④適切な都市計画道路網の配置
�新しい都市計画道路＊の計画にあたっては、
周辺の土地利用をふまえ、既存の市街地や道
路との連絡性などに配慮しながら、社会経済
動向などを分析した上で適切に定めていきま
す。また、既定の都市計画道路のなかで相当
の期間整備未着手の路線については、周辺土
地利用の状況や道路網としての位置づけなど
を考慮した上で、住民の合意のもとに、変更
や廃止などの見直しを検討します。

（３）歩行者・自転車道路の整備
○子どもから高齢者、障がい者などだれもが安
全、快適に移動し、自動車に頼らない生活がで
きる市街地づくりを進めるため、歩行者空間や
自転車道路を確保し、日常生活やレクリエーシ
ョンを楽しくする歩行者・自転車道路のネット
ワークを形成します。

①歩行者道路
�駅周辺や商業施設、コミュニティ施設などの
人が多く集まる場所を中心として、広くて段
差のない歩道などだれもが利用しやすく、安
全で快適な歩行者空間を確保します。
�住宅地内において、地区住民と行政が協働
し、木や花などにより緑化を進め、地区住民
が憩い、交流する個性的な道路空間の創出を
図ります。

②自転車道路
�近隣市町を連絡する広域的なサイクリング・
ネットワーク＊を形成するため、道道札幌恵
庭自転車道線などの整備を促進するととも
に、沿道に休憩施設、広場などのレクリエー
ション施設を配置します。
�市内の各地区間の連携を強化するとともに、
自然景観の優れたところやレクリエーション
施設などを歩行者・自転車道路で結ぶサイク
リング・ネットワークを形成します。また、
通勤、通学、買い物など日常の移動やレクリ
エーションとして自転車が安全、便利に利用
しやすい環境整備を進めます。

＊都市計画道路 都市計画法に基づいて都市計画決定した道路をいう。その区域は、将来の事業が円滑にできるよう制限が働き、建築規制が課せられる。
＊サイクリング・
ネットワーク

道道札幌恵庭自転車道線を軸に、近隣市町や市内のレクリエーション施設などを歩行者・自転車道路で結ぶネットワーク。全ての路線が
自転車歩行者専用道路というわけではなく、一般道路の歩道を利用する路線を含む。

＊バスバース 駅前広場やバスターミナルにおいて、バスの利用客が乗り降りするためのバス停留スペース。
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（４）公共交通の充実
○高齢社会に対応したまちづくり、また、自動車
に頼らない環境にやさしいまちづくりを進め
るため、駅周辺の充実により鉄道駅の交通結
節機能を強化するとともに、鉄道やバスによ
る利便性の高い公共交通網の形成を図ります。

①駅・駅前広場
�ＪＲ北広島駅の交通結節機能を強化するた
め、バスバース＊やタクシーバース＊、パー
クアンドライド＊駐車場、駐輪場、交流広場
など駅前広場の充実を図ります。また、ＪＲ
上野幌駅は、関係機関と協力しながら、周辺
の自然景観との調和や利用者の利便性等に配
慮した駅前整備のあり方について、検討を進
めます。

②公共交通
�本市と隣接市町との連携を強化するため、JR
線や路線バスの利便性の向上を促進します。
�市民・事業者・行政が協働し、地区間を結ぶ
交通および地区内の主要施設をネットワーク
する交通のあり方（コミュニティバス＊な
ど）について検討します。

（５）道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の多
い道路、また、自動車の交通量の多い道路に
ついては、優先的な除排雪や融雪の強化、信
号機や標識の設置、街路樹のボリュームアッ
プと適正な管理などを行い、道路の安全性や
快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高めま
す。また、市民・事業者・行政が協力しなが
ら木や花による緑化を進め、うるおいのある
道路空間の創出を図ります。

＊タクシーバース 駅前広場などにおいて、タクシーの利用客が乗り降りするためのタクシー停留スペース。
＊パークアンドライド 自宅から駅などへ車で行き、駅近くに駐車をして、電車などで目的地に至る方式のこと。
＊コミュニティバス 地域住民の利便性向上等のため、一定地域内を運行する地域密着型のバスで、車両仕様、運賃、ダイヤ、バス停の位置などを工夫し

たバスサービス。
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都市交通体系方針図
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豊かな緑や水と人が共存する環境にやさしい都市づくり

緑・水環境の基本方針

３－１．緑・水環境の目標

緑・水・大気・土壌など本市を取り巻く自然環
境を良好な状態で後世に引き継ぐため、森林や市
街地周辺の樹林地などの自然を保全しつつ、排
水・廃棄物の適正な処理や自然・未利用エネル

ギー＊の活用を進めるとともに、身近な自然を満
喫できる散策路、だれもが憩い、親しめる住宅近
くの公園を整備するなど、自然と調和した都市づ
くりを進めます。

３－２．緑・水環境の特性（現況と課題）

�豊富な森林や市街地周辺の樹林地が、本市の緑
環境の特性となっており、積極的な保全や育成
を図るとともに、市街地内における市民の憩い
の場として緑豊かな公園の創出、河川の活用な
どが必要となっています。

�本市の樹林地は、およそ８０％が民有林で資産
保有的所有となっており、所有者の意向により
開発などの可能性があります。また、農地につ
いても、農業者の高齢化や後継者難などから不
耕作地の増加が進み、農地以外への転用も進行
しているため、これら樹林地や農地を保全する
取り組みが必要となっています。

�地球規模の環境問題が指摘されていることか
ら、都市活動により発生する排水や廃棄物など
の適正な処理により、自然環境への負荷の少な
いまちづくりを進める必要があります。

�河川については、改修や流域における雨水流出
抑制を行い、下水道整備と連携した総合的治水
対策を進めてきましたが、身近な住環境に対す
る市民の関心が高まるにつれて、市民が親しめ
る親水空間としての活用が求められています。

�大都市に隣接していることから、市街化調整区
域における違法な建築物や廃棄物の投棄、土砂
採取に伴う地形の改変や緑の喪失などが見られ
るため、良好な環境を保全する取り組みが必要
となっています。

＊自然エネルギー 太陽光、太陽熱、地熱、風力などを利用したエネルギー。
＊未利用エネルギー 都市生活から出てくる廃熱や、大気との温度差を利用した河川水、下水処理などの熱といったこれまで利用されていなかったエネル

ギー。
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●①緑あふれる都市づくり
身近な公園から大規模な公園まで、地区の特性や市民のニーズをふまえ、特徴のある公園の整
備を図るとともに、住宅や施設などの緑化を促進し、緑あふれる都市づくりを進めます。

●②緑環境と調和した都市空間の形成
市民にうるおいと安らぎを与える森林や樹林地、農地などの市街地周辺の緑を保全するととも
に、交流の場として活用を図り、緑環境と調和した都市空間の形成を図ります。

●③うるおいのある水環境の保全と創出
下水道施設の整備を促進するとともに、河川や水路などの水質の向上や緑化を進め、景観や水
辺の生態系に配慮した、うるおいのある親水空間の保全・創出を図ります。

●④環境負荷の少ない循環型の都市づくり
公害の防止や廃棄物の減量化・資源化・適正処理を進めるとともに、エネルギーを有効に活用
し、市民・事業者・行政の連携により、環境への負荷が少ない循環型の都市づくりを進めます。

３－３．緑・水環境の基本方針

本市における緑・水環境の基本的な方向を次のように定めます。

■緑・水環境の基本的な方向■

（１）レクリエーション空間の創出
○子どもから高齢者まで、市民が憩い、やすらぎ、
くつろぎ、交わることができる住環境を形成す
るため、市民の参加を得ながら木や花を増やす
など、緑や水を活かし人にやさしく、親しまれる
公園・緑地、河川などの整備を図ります。

①身近な公園（住区基幹公園）
�住宅地において子どもが遊び、高齢者や障が
い者が憩う空間を創出するため、利用者であ
る地区住民の参加を得ながら公園のあり方を
検討するとともに、住民が容易に利用できる
範囲に、街区公園＊、近隣公園＊、地区公園＊

を適切に配置します。
�新たに市街地の拡大を検討する大曲幸地区、
西の里地区（旧４３条区域）においては、適切
に住区基幹公園を配置します。

�住宅の身近にある公園の快適性を維持、増進
するため、町内会などの協力を得ながら、公
園の維持管理を行います。

②大規模な公園（都市基幹公園）
�本市におけるスポーツやレクリエーションな
どの場を創出するため、豊かな自然環境を活
かし、市民ニーズや機能面などに配慮しなが
ら、ひろしま総合運動公園の計画の再構築や
施設整備、緑葉公園の機能の充実に努めま
す。

③歴史的な公園、墓園（特殊公園）
�旧島松駅逓所＊やクラーク記念碑＊などを活
かし、周辺の自然環境との調和に配慮しなが
ら、市内外の多くの人が集まり、歴史を伝え
る公園として整備を図ります。
�北広島霊園は、拡張等に対応した適切な整
備、管理を行います。

＊街区公園 主として街区内の住民の利用に供することを目的とし、標準面積が０．２５ha の公園。
＊近隣公園 主として近隣住区の住民（小学校区程度）の利用に供することを目的とし、標準面積が２haの公園。
＊地区公園 主として徒歩圏域内の住民（４近隣住区程度）の利用に供することを目的とし、標準面積が４haの公園。
＊旧島松駅逓所 駅逓所は、人馬を設置し、荷物や文書を引き継いで輸送していく中継所のこと。島松駅逓所は、明治６年（１８７３年）、札幌本道（国道３６号）

開通の際、沿道の島松に設置された。道内に残る最古の駅逓所として、昭和５９年（１９８４年）に国指定史跡となった。
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④都市緑地＊等
�自然と調和した身近なところに緑のある都市
づくりを進めるため、市街地内の緑や市街地
の周辺などにある貴重な樹林地を都市緑地な
どに指定し、適正な保全・活用を図ります。
�開拓の歴史を刻む開拓記念公園や平和を願い
整備された平和の灯公園などは、都市緑地と
して適切に維持保全を図ります。

⑤森林
�市街地に近い森林や樹林地は、豊かな自然を
活かした自然観察や野生生物とのふれあいの
場として活用を図ります。
�市の中心部にある国有林などを核とするエリ
ア（北広島レクリエーションの森、ひろしま
総合運動公園、平和の灯公園、輪厚川親水空
間、中の沢周辺、ふれあい公園、緑葉公園な
どを含む）は、地区間の連携や市民・市外住
民の交流を強めるため、「（仮称）交流の森」
として位置づけ自然と創造の調和した環境づ
くりを進めます。

⑥河川緑地
�水と緑にふれられる空間を形成するため、市
街地を流れる輪厚川については、協働で木や
花による植栽を行い、河川環境を保全しなが
らうるおいのある親水空間＊の整備を図りま
す。
�その他の河川についても、自然環境に配慮し
た治水対策にあわせて、河川緑地の保全や創
出、親水空間化を進め、河川に沿った緑のネ
ットワークの形成を図ります。

⑦農地
�市街地近郊の農地については、市民が土にふ
れ、作物を収穫する体験ができる市民農園や
観光農園などの都市型農業の展開により、農
地の保全を図るとともに市民と農業者の交流
が生まれる環境の創出を図ります。

（２）自然環境の保全
○水・緑・大気・土壌など本市を取り巻く環境の
保全を図るため、公害の防止、大気や水質の
保全、乱開発の防止など、市民・事業者・行
政が協力して総合的な環境対策を推進し、自
然と調和した都市づくりを進めます。

①公害
�大気汚染や悪臭など公害の防止を図るため、
自然環境資源と環境負荷実態を経年的に調査
し、環境状況の総合的な把握に努めるととも
に、監視体制、指導体制を強化し、市民・事
業者・行政が連携して環境問題に取り組む体
制づくりを進めます。
�広域的な公害対策を推進するため、近隣市町
や関係機関との連携の強化を図ります。

②大気・水質・土壌
�大気の保全を図るため、自動車交通の削減や
渋滞の緩和、電気自動車などの普及促進につ
いて検討を行うとともに、大気の浄化などの
環境保全機能をもつ森林、街路樹などの保
全、育成を図ります。
�水質の保全を図るため、市街地内における公
共下水道の整備、下水処理センターの機能強
化により、汚水排水の適正処理を進めます。
�公共下水道の処理区域外においては、合併処
理浄化槽＊の設置を促進します。
�水質、土壌の保全を図るため、関係事業者の
理解を得ながら、ゴルフ場における農薬使用
の削減を指導するとともに、農業での農薬使
用の削減に努める取り組みを促進します。

③森林
�良好な環境にある民有林や緑地保全地区とし
て指定予定の南の里の森林、仁別から三島に
かけての森林などは、所有者の理解や協力を
得ながら借り入れや買い取り、守るべき緑地
の指定などにより保全を図ります。
�貴重な自然資源を後世に継承するため、森林

＊クラーク記念碑 札幌農学校教頭WES・クラーク博士が明治１０年（１８７７年）４月に帰国の際、「ボーイズ・ビー・アンビシャス」の言葉を残した旧島松駅
逓所のそばに建つ記念碑。

＊都市緑地 都市公園法に基づく都市公園の一種で、都市の自然的環境の保全、改善、都市景観の向上を図るためにもうけられる緑地。
＊親水空間 治水機能だけではなく、水辺で遊んだり、河川沿いを散策したりする、水に親しむ機能を持った空間。
＊合併処理浄化槽 下水道が整備されていない地域で、し尿と台所などの生活雑排水を合わせ、微生物処理、塩素殺菌等により強化処理する装置のこと。
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地域の開発にあたっては開発業者に対して適
切な指導を行い、無秩序な乱開発の防止を図
ります。

④農地
�総合的な農業振興策を実施し、食糧生産や環
境保全、景観形成、国土保全など多面的な機
能をもつ優良な農地を農業施策との連携を図
りながら、その保全に努めます。

（３）廃棄物の適正処理、エネルギーの有効活用
○自然環境に対する負荷の少ないまちづくりを進
めるため、増大する生活廃棄物や産業廃棄物
の適正な処理を進めるとともに、資源のリサ
イクル、省エネルギーの推進、自然・未利用
エネルギーの有効活用を進めます。

①廃棄物処理、ごみの減量化、リサイクル
�増大する廃棄物を適正に処理するため、最終
処分場の拡張や近隣市町と連携した広域的な
処理施設の整備を検討します。
�緑豊かで良好な環境を守るため、廃棄物の不
法投棄対策として、監視体制の充実を図り、
適正な処理を指導します。
�環境への負荷を軽減するため、市民や事業者
の協力を得ながら分別収集を強化し、リサイ
クルを進め、ごみの減量化を図ります。

②省エネルギー、自然・未利用エネルギー
�限りある資源であるエネルギーを有効に利用
するため、市民・事業者・行政が協力して、
市民生活や産業活動のあらゆる面で省エネル
ギー化に努めます。
�天然ガスなど環境負荷の小さいクリーンエネ
ルギーや、太陽光・風力などの自然エネル
ギー、河川水・下水熱・雪などの未利用のエ
ネルギーの有効活用を進めます。
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美しくうるおいのある風景づくり活動の展開

●①北ひろしま独自の個性的で美しい都市づくり
沿道・沿線に広がる街並みや森林や農地などが醸し出す農山村的風景など、誇るべき景観
資源の保全と活用を図り、北ひろしま独自の個性的で美しい都市づくりを進めます。

●②地区にふさわしい快適で魅力ある都市空間の創出
ゆとりある歩行者空間、うるおいのある緑やオープンスペースの創出、都市のにぎわいの
演出など、地区の特性に合わせて快適で魅力ある都市空間の創出を図ります。

●③市民・事業者・行政等が一体となった都市づくり
市民・事業者・行政等がともに都市づくりの目標を共有し、都市としての個性や地区の特
性を活かして、まもり、育てる景観づくりを連携・協働により推進します。

都市景観の基本方針

４－１．都市景観の目標

森林などの四季折々の自然や美しい田園を残す
とともに、木や花をふやしながら豊かな自然と調
和し、また、市民・事業者・行政の協働により、

統一感、うるおい、シンボル性が感じられる北ひ
ろしまらしい街並みを形成します。

４－２．都市景観の特性（現況と課題）

�本市には、JR北広島駅周辺や北広島団地など
の都市的な景観、市街地間を結ぶ道路沿いに
ある森林や田園などの農山村的な景観といっ
た良好な景観資源があり、これらを活用しな
がら、本市の特性である変化に富んだ地形を
活かした個性的で美しい都市景観を守り育て

ていくことが必要となっています。

�個性的で優れた景観の形成を進める地区を検討
し、市民・事業者・行政が一体となって保全、
創出していく必要があります。

４－３．都市景観の基本方針

本市における都市景観の基本的な方向を次のように定めます。

■都市景観の基本的な方向■
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（１）都市景観形成のルールづくり
�都市と自然が調和し、市民が誇りと愛着を感じ
られる市街地景観の形成、自然・田園景観の保
全と形成を進めるため、市民の参加により価値
観の共有化を図りながら、都市景観形成のルー
ルづくりを行います。
�都市景観形成のルールに従い、本市の景観向上
を積極的に推進する地区を定め、市民・事業
者・行政の協働により重点的な景観整備を進め
ます。

（２）市街地景観の保全・形成
○特徴的な街並みをもつ北広島団地を代表とする
住宅地や、商業・業務地、工業地の街並みにつ
いては、木や花を活かしながら市民がうるおい
を感じることができる市街地景観の保全・創出
を図ります。

①住宅地景観
�北広島団地をはじめとする住宅地は、良好な
街並み景観の保全を図るとともに、地区住民
が中心となって街並みづくりのルールを定
め、木や花による緑化、統一感のある色や形
の採用など、良好な街並みの創出を促進しま
す。

②商業・業務地景観
�ＪＲ北広島駅周辺の商業・業務地や各地区の
地域商業地については、緑豊かな住宅都市に
ふさわしい個性と格調、うるおいの感じられ
る街並みの形成を促進します。

③工業地景観
�東部地区や大曲地区の工業地については、街
路樹や緩衝林、芝生、花壇などによる緑化を
進め、周辺の自然環境、住環境と調和したう
るおいの感じられる景観の形成を促進しま
す。

（３）自然・田園景観の保全・形成
○自然と調和した都市づくりを実現するため、市
街地の背景となり、都市住民にうるおいとやす
らぎを与えつつ、四季を演出している森林や農
地などの自然・田園景観の保全に努めます。

①森林景観
�市街地の背景となり季節感を演出する貴重な
森林や樹林地の保全を図るため、開発の抑制
に努めます。

②田園景観
�東部地区の東側や、西部地区の西側にある農
地などについては、都市にうるおいとやすら
ぎを与える農地として保全を図ります。
�農地の中を通る道路の沿道にある耕地防風林
の保全を図ります。

（４）沿道・沿線の景観
○人の目にふれやすい主要幹線道路やＪＲ沿線に
ついては、木や花を活かした街並みの保全・創
出、樹林地や農地の保全により、うるおいのあ
る沿道・沿線の景観の形成を図ります。
�主要幹線道路である国道３６号、国道２７４号、道
道江別恵庭線、羊ヶ丘通の沿道、ＪＲ線の沿線
などは、本市のイメージアップを図るため、木
や花による緑化、建築物や屋外広告物の色彩な
どのルールを定めるとともに、樹林地や農地の
保全を図り、うるおいのある景観づくりを進め
ます。
�地形の起伏や曲がり角、交差点など、連続する
景観の変化点において、見る景観、見られる景
観を意識した街並みづくりを行い、印象的な都
市景観を創出します。
�歩行者・自転車道路や区画道路については、道
路や道路に面する庭を木や花で飾るなど、歩い
て楽しい景観づくりを進めます。

第３章 都市づくりの分野別基本方針

３６



安全で安心してくらせる都市づくり

●①総合的な防災都市づくり
災害被害を最小限に抑えるため、地区の特性をふまえた都市計画制度＊の活用により、規
制・誘導を図るとともに、総合治水対策を推進し、総合的な視点にたった災害に強い都市づ
くりを進めます。

●②防災機能の適正配置、強化による安全性の向上
防災機能をもつ道路、公園等のオープンスペースの適切な配置により、避難路・避難場所
を確保するとともに、ライフライン＊の強化を図り、防災に対しての安全性向上に努めます。

■都市防災の基本的な方向■

都市防災の基本方針

５－１．都市防災の目標

市民の生命や財産を守るため、予防的な措置に
より水害や雪害などの災害が起きにくい都市づく
りを進めるとともに、災害発生後においても避

難、復旧に迅速に対応できる災害に強い都市をつ
くり、子どもから高齢者まで安全に暮らせる生活
環境の形成を図ります。

５－２．都市防災の特性（現況と課題）

�昭和５６年の大水害により市民の生活は大きな被
害を受けており、森林のもつ保水機能を重視
した治山対策や、自然環境にも配慮した治水
対策が求められています。また、土砂災害や
雪害などが起こりやすい箇所における事前の
対策を進めるなど、災害を未然に防ぐための

都市づくりが必要となっています。
�災害時には、防災情報の収集と伝達を迅速かつ
的確に進めるとともに、安全な避難や都市施
設の迅速な復旧が求められることから、必要
な対策を行い、災害に強い都市づくりを進め
る必要があります。

５－３．都市防災の基本方針

本市における都市防災の基本的な方向を次のように定めます。

（１）防災対策の推進
○市民の生命や財産を保全するため、水害、火災、
土砂災害、雪害、震災など総合的な防災対策を
推進し、災害に強い都市づくりを進めます。

①水害対策
�水害対策のため、千歳川流域においては自然
環境に配慮しながら、千歳川・輪厚川・島松
川などの整備を行うとともに、内水対策、流

＊都市計画制度 防災関係の都市計画制度としては、建物の建てづまりを防ぐ、建ぺい率の指定や地区計画、火災を防ぐ、防火・準防火地域などの指定が
ある。

＊ライフライン 生命線の意味。水道、電気、ガス、電話など市民の生命や暮らしを支える基盤的なシステムのこと。
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域対策について、地域で協議を行い必要な対
策を進めます。また、その他の河川について
も治水対策を進めます。
�水防活動の拠点として、千歳川地区河川防災
ステーション＊の整備計画を推進し、水防訓
練、河川に関する研修、河川情報の提供を行
うとともに、防災センター＊の整備を進めます。
�河川の増水による洪水被害を軽減するため、
流域における開発事業等に対して雨水流出抑
制対策を指導します。
�市街地における浸水被害の防止を図るため、
公共下水道の雨水排水施設の整備を推進します。
�水害を防止する緑として、保水機能を持つ国
有林、南の里の森林、仁別から三島の森林、
河川沿いにあるまとまった樹林地などや農地
の保全を図ります。

②火災対策
�火災災害に強い市街地形成を図るため、用途
地域等の土地利用をふまえた適切な建ぺい率
等の指定により、良好な建築物密度の維持に
努めます。
�火災発生時における被害の拡大を防ぐため、
商業系用途における建築物の不燃化を促進す
るとともに、延焼防止の緩衝地として道路や
公園・緑地などを適切に配置します。
�効果的な消火活動が可能なように、消火栓や
防火水槽などの消防水利を適切に配置します。

③土砂災害対策
�斜面の崩壊、土砂流出を防止するため、斜面
林の保全を図るとともに、危険箇所の砂防対
策を行うなど、土砂災害を未然に防ぐように
努めます。
�宅地造成に伴うがけ崩れ等の災害を防止する
ため、宅地造成等規制区域＊における造成工
事を適切に指導します。

④雪害対策
�冬期間における円滑な交通と安全性を確保す
るため、防雪施設や融雪施設の整備、除雪体

制の強化を図ります。
�堆雪スペースが確保された住宅の普及を促進
します。

⑤震災対策
�災害時において、災害応急活動の拠点となる
市役所、消防署、病院、避難場所となる学校
等の公共施設の新設にあたっては耐震化に配
慮するとともに、既存施設にあっては耐震診
断および耐震改修の実施を促進します。ま
た、道路・橋梁などについては危険箇所の点
検を行い、必要な予防策を進めます。
�災害に強いまちづくりを行うため、電気、水
道、ガスなどのライフラインについて、新規の
敷設、整備改良に際して耐震強化を図ります。

（２）防災体制の充実
○災害発生時に迅速な対応が可能なように、避難
所や避難路の確保、防災情報システムの整備、
地区コミュニティの強化を進めます。

①避難所、避難路
�災害の発生時に安全に避難できる市街地を形
成するため、配置に配慮しながら避難所を適
切に指定するとともに、避難所、避難路のバ
リアフリー化、ユニバーサルデザイン化を進
めます。

②防災情報システム
�災害発生時に効率的な避難誘導、応急対策を
進めるため、防災に関する情報システムの整
備を進めます。

③地区コミュニティ
�災害発生時における迅速な災害対応、避難誘
導などを可能にするため、市民による自主防
災組織づくり、防災訓練などの活動を支援
し、防災に関する地区コミュニティの強化を
促進します。

＊河川防災ステーション 洪水時において、円滑かつ効果的に河川の管理保全活動や復旧活動を行なう拠点として、石狩川開発建設部が整備する河川管理施設。
＊防災センター 資材の保管所や防災情報施設などを備えた防災活動の拠点施設で、市が整備を行なう。
＊宅地造成等規制区域 宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害が発生するおそれが著しい区域について、宅地造成等規制法で指定する区域。
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やさしさがゆきとどく環境づくり

●①人間性豊かな福祉の心がかよう都市づくり
すべての人が自分の意志で自由に行動でき、さまざまな活動に参加することができるよう、福
祉の心がかよう都市づくりを進めます。

●②だれにもやさしい都市づくり
暮らしなれた地区で安心して住みつづけられるよう、使いやすい施設の整備を促進するととも
に、多様な住まい方が選択できる住環境の形成など、だれにもやさしい都市づくりを進めます。

だれにもやさしい都市づくりの基本方針

６－１．だれにもやさしい都市づくりの目標

子どもから高齢者、障がい者などすべての人が
安心して生活し、さまざまな活動に参加できる環

境を形成するため、市民・事業者・行政が一体と
なって、人にやさしい都市づくりを進めます。

６－２．だれにもやさしい都市づくりの特性（現況と課題）

�高齢化の進展、ノーマライゼーション＊の浸透
を背景に、だれもが安全に利用できる道路や公
共交通、利用しやすい公園や建築物など、福祉
に配慮した都市づくりを進める必要がありま
す。

�高齢者や障がい者の自立と社会参画を促進する
とともに、すべての人が安心して地域社会の中
で暮らすことのできる環境づくりを進める必要
があります。

６－３．だれにもやさしい都市づくりの基本方針

本市におけるだれにもやさしい都市づくりの基本的な方向を次のように定めます。

■だれにもやさしい都市づくりの基本的な方向■

（１）人にやさしい空間の形成
○人が多く集まる駅周辺や歩行者が多い道路、憩
いの場となる公園については、子どもから高

齢者、障がい者などすべての人にやさしい空
間をつくるとともに、安全に移動できる公共
交通の充実を図ります。

＊ノーマライゼーション 障がい者や高齢者を特別な存在として保護するのではなく、すべての人が地域社会の中で生活していくことがノーマル（通常）で
あり、そのために必要な措置をしていくという考え方。

＊バリアフリー 高齢者や障がいのある人などの社会生活におけるさまざまな障がいをなくそうという概念。
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①駅・駅前広場
�交通結節点として人が多く集まる駅周辺につ
いては、エレベーター、ロードヒーティング、
広くて段差のない歩道や視覚障がい者誘導ブ
ロックの敷設など、バリアフリー＊、ユニバー
サルデザイン＊に配慮した歩行環境の整備を
推進します。

②道路・公園
�道路の規模や場所に応じて、高齢者、障がい
者などの歩行者や自転車、車椅子などが安全
に通行できるように道路の幅員、段差の解消
や視覚障がい者誘導ブロックの敷設など道路
環境の整備を推進します。
�自然とのふれあいの場、憩いの場、交流の場
としてだれもが利用しやすい公園・緑地の整
備を検討します。

③公共交通
�子どもや高齢者、障がい者などの移動制約者
が、安全に移動できるように公共交通の充実
を図るとともに、低床バス＊などの導入を促
進します。

（２）人にやさしい住環境の形成
○人が多く利用する施設や公営住宅の建築にあ
たっては、だれもが円滑に利用できるよう配
慮するとともに、高齢者や障がい者などが安
心して暮らせる住環境の形成を図ります。

①建築物
�公共施設はもとより、民間施設においても多
くの人びとが利用する建築物については、だ
れもが円滑に利用できる施設づくりを進めま
す。
�公営住宅の建築にあたっては、高齢者、障が
い者などが住みなれた地域で生活を続けられ
るよう安全性や利便性などに配慮します。

②住宅地環境
�高齢者、障がい者などが安心して快適な暮ら
しを営めるように、住機能ニーズの変化をふ
まえながら、福祉住宅や支援機能を備えた利
便性の高い場所でのまちなか住宅の供給な
ど、多様な住まい方が選択できる住宅地環境
の形成を図ります。

＊ユニバーサルデザイン 英語で「普遍的な、すべての」という意味で、障がいの有無や年齢、性別等にかかわらず、すべての人が使いやすい施設、製品、
環境等のデザイン。

＊低床バス 車椅子や足の不自由な人、高齢者などが楽にバスに乗り降りできるように、乗降口の床を低くしたバス。
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北広島団地地区

１－１．北広島団地地区の特性（現況と課題）

■まちの顔にふさわしいＪＲ北広島駅周辺の整備
北広島団地地区は、道営の住宅団地として昭和

４５年より着工されており、隣接する東部地区と合
わせて本市の商業、交通、文化などの中心地とし
て発展してきました。ＪＲ北広島駅東西を連絡す
るエルフィンパークの整備など“北ひろしまの顔
づくり”が進められており、今後とも、まちの顔
にふさわしい都市空間の形成、都市機能の充実が
必要となっています。

■子どもから高齢者まで年齢構成のバランスが
とれた地区の形成
北広島団地は昭和４５～５２年に造成、分譲され
た戸建住宅を中心とした住宅団地です。造成開始
から３０年が経過し、緑が豊かで落ちつきのある住
宅地へと成熟してきた一方で、居住者の年齢構成
が著しく偏っていることから高齢化が急速に進行
しています。地区住民が誇りに感じている緑豊か
な住環境と、暮らしやすさの一要因である住民主
体のコミュニティを維持するため、団地全体で世
帯の更新を進め、年齢構成のバランスがとれた地
区の形成を図る必要があります。

■地区住民のコミュニティの中心地形成
北広島団地ではこれまで、ＪＲ北広島駅周辺の
中心商業地と団地内の地域商業地により地区住民
の商業需要に対応してきましたが、自動車利用の
増大、商業の業態の多様化、消費者ニーズの多様
化・高度化などを背景として団地内の地域商業地
に対する商業ニーズは著しく低下しています。今
後は、地区の人や情報が集まる地区コミュニティ
の中心地の形成を図る必要があります。

■だれもが楽しめる公園施設などの再整備
地区内には総合公園が１箇所、近隣公園が３箇
所あるほか、歩行者・自転車道路（トリムコース）
が計画的に整備されており、レクリエーションの
環境が充実しています。しかし、高齢化の進行や
生活の多様化などを背景として公園などレクリ
エーション空間に対する住民ニーズが変化してお
り、利用者の意向を反映させながら適切な再整備
が必要となっています。
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ま ち

緑豊かな住環境を大切にしつつ地区の再生を進めながら、子どもから高齢者まで多く
ま ち

の人が交流し、暮らしやすさを実感できる地区

１－２．地区づくりの目標

（１）地区の将来像
北広島団地地区は、緑豊かな住環境の保全、高
齢社会におけるコミュニティの形成、成熟した住

宅地の再生などがテーマとなります。
そこで北広島団地地区の将来像を以下のように
します。

地地区区のの将将来来像像

（２）地区づくりの目標
■多世代が交流するコミュニティの場を創出します
ＪＲ北広島駅周辺や北広島団地内の商業地にお
ける利便性や快適性を高め、また地区住民の参加
により公園の再整備を進め、子どもから高齢者ま
で多くの人が集まり、交流する場の創出を図ります。

■住民主体のルールづくりなどにより緑豊かな
住環境を保全します
住環境に関する地区住民の多様なニーズに対応
するため、地区住民が主体となってきめ細かなま

ちづくりルールなどを定め、緑豊かな住環境の保
全を図ります。

■子育て期世代の流入を促す集合住宅の供給な
ど、多様な住まい方ができる地区を形成します
ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い場所で
の、育児や高齢者生活の支援機能を導入しつつ分
譲住宅、賃貸住宅といった集合住宅の立地誘導や
団地内の容積率の緩和等による２世帯住宅の建設
など、多様な住宅供給を可能にし、年齢構成の偏
りの少ない地区の形成を図ります。

１－３．地区づくりの基本方針

（１）土地利用の基本方針
①住宅地
�ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い場所
は、土地の高度利用を図り、育児支援機能や
高齢者の生活支援機能の導入を含めながら、
分譲住宅、賃貸住宅など中高層の集合住宅の
立地を含めた多様な住宅供給を促進し、既存
の都市機能の集積を活かした、都市の快適性
が感じられるまちなか住宅地の形成を図りま
す。
�戸建住宅や集合住宅を中心とした専用住宅地
は、住民が主体となってきめの細かいまちづ
くりのルールを定めた地区から、２世帯住宅
建設の需要に対応した適正な容積率を指定す
るなど、緑が豊富で良好なコミュニティが維
持された住環境の形成を図ります。

②商業・業務地
�ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設の
立地、集積を図るとともに、安全で快適に歩
ける歩行者空間の整備、駅前西口公園の再整
備と合わせ、まちの顔にふさわしい人が集ま
る快適な商業・業務地の形成を図ります。
�北広島団地住民センター周辺の地域商業地
は、高齢社会に対応し、住宅の身近なところ
で日常生活に必要なものを入手できる商業機
能を残しつつ、安全で快適な歩行者空間の確
保を図るとともに、文化施設などと合わせて
人や情報が集まる地区のコミュニティの中心
地の形成を図ります。
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（２）都市交通体系の基本方針
①補助幹線道路・区画道路
�中央通や広葉通など地区内の補助幹線道路に
ついては、老朽化した道路の適切な補修、改
良など維持管理を行うとともに、地区住民の
参加により市の花つつじなどの植栽等を行
い、うるおいのある道路空間の形成を図りま
す。
�区画道路は、市民生活に密着した道路とし
て、地区住民と行政が協力しながら、安全性
や防犯性を高めるなど、歩行者、自転車、自
動車が共存でき、歩いて楽しい道路空間の形
成を図ります。

②歩行者・自転車道路
�トリムコース＊などを活用し、通勤、通学、
買い物など日常の移動やレクリエーションに
おいて、より安全、便利に楽しく利用できる
歩行者・自転車道路ネットワークの形成を図
ります。

③公共交通
�ＪＲ北広島駅の交通結節機能を強化するた
め、バスバースやタクシーバース、パークア
ンドライド駐車場、駐輪場、交流広場など駅
前広場の充実を図ります。

④道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の
多い道路、また、自動車の交通量の多い道路
については、優先的な除排雪や融雪の強化、
信号機や標識の設置、街路樹のボリュームア
ップと適正な管理などを行い、道路の安全性
や快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高め
ます。

（３）緑・水環境の基本方針
①レクリエーション空間
�子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空間
を創出するため、利用者である地区住民の参
加を得ながら、南公園、北広公園、竹葉公園
など身近な公園のあり方を検討した上で再整
備を進めます。また、駅前西口公園は再整備
を行なうとともに、市民の手により、駅前に
ふさわしい花壇づくりなどを進めます。
�緑葉公園については、豊かな自然環境を活か
し、市民ニーズに配慮しながら、本市におけ
るレクリエーションの中心地としての機能を
強化します。
�十線川や音江別川の河川環境の保全を進める
とともに、河川沿いの遊歩道の整備など、多
世代が交流できる親水空間の創出を図りま
す。

（４）都市景観の基本方針
①市街地景観
�北広島団地については、地区住民が中心と
なって街並みづくりのルールを定め、木や花
による緑化、統一感のある色や形の採用な
ど、緑豊かでゆとりある住宅地景観の保全を
図ります。
�ＪＲ北広島駅周辺の商業地や北広島団地内の
地域商業地については、周辺環境と調和した
緑豊かでにぎわいが感じられる街並みの形成
を促進します。

②自然・田園景観
�市街地の背景となり季節感を演出する市街地
周辺の樹林地の保全を図るため、開発の抑制
に努めます。

＊トリムコース 健康増進を目的とした、北広島団地内を周回する延長約５kmの歩行者・自転車道路。
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北広島団地地区方針図
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東 部 地 区

２－１．東部地区の特性（現況と課題）

■地区住民のコミュニティの強化
東部地区は、明治１７年（１８８４年）の広島県人
の集団入植によって開拓が始まった本市発祥の地
であり、昭和初期には現在の道道江別恵庭線の沿
道に集落が形成されていました。古くから自然発
生的に形成された住宅地と比較的新しく民間の宅
地開発により整備された住宅地が混在しているこ
とから、地区住民間のコミュニティを強化するた
めの地区づくりを進める必要があります。

■市民が交流する広域交流拠点の整備
ＪＲ千歳線や道道江別恵庭線が整備され、市役
所などの公共施設、商業施設や業務施設、高校や
大学、芸術文化ホールなどの文教施設、さらには
北広島レクリエーションの森やひろしま総合運動
公園計画地などが集積し、多世代の住民が集まる
地区となっています。今後も、住民同士はもちろ
んのこと、市外と市内の住民の多様な交流が活発
に行われるよう機能の充実が必要となっていま
す。

■環境を守る森林や農地の保全・有効活用
市街地の近くには国有林をはじめとする豊かな
森林が広がっており、自然景観や眺望に恵まれた
場所に宿泊施設や温泉施設が立地しているほか、
市街地内には輪厚川が流れており、親水空間化さ

れています。稲作、野菜生産、酪農・畜産が行わ
れている農地や森林、河川の適正な保全と有効な
活用を図り、地区をとりまく豊かな環境を守る必
要があります。

■主要幹線道路の良好な沿道景観の形成
広域的な移動を担う国道２７４号と道道江別恵庭
線が地区内で交差しており、大量の自動車交通が
発生しています。これら主要幹線道路の沿道は住
宅地、商業地、工業地、農地などに利用されてい
ますが、北広島市および東部地区のイメージを高
めるため、緑化などによる良好な沿道景観の形成
が必要となっています。

■水害対策の推進
昭和５６年の豪雨により島松川が決壊し、地区内
の東側にある低地帯は大水害に遭い、住民や生活
基盤に大きな被害をもたらしました。この後、島
松川や輪厚川などの河川改修事業を継続的に実施
してきました。また、千歳川流域は、千歳川放水
路の整備に替わる計画として千歳川および千歳川
と石狩川の合流点を含めた流域における総合治水
対策を推進することになっています。水害を未然
に防ぐため、森林のもつ保水機能を重視した治山
対策とともに、自然環境に配慮した治水対策を進
める必要があります。
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ま ち

古さと新しさが調和し、地区内のさまざまな場所、生活のさまざまな場面で住民間の
ま ち

交流が生まれ、温かいコミュニティの舞台となる地区

２－２．地区づくりの目標

（１）地区の将来像
東部地区は、公共施設や商業地、道路、河川、
公園など地区内のさまざまな場所で住民間の交流

が生まれる地区づくりがテーマとなります。
そこで東部地区の将来像を以下のようにしま
す。

地地区区のの将将来来像像

（２）地区づくりの目標
■にぎわいとうるおいの感じられる地区住民の
交流の中心地を形成します
大小さまざまな規模の店舗が集積している中央
地区の商業・業務機能を強化し、にぎわいを高め
るとともに、木や花による緑化、建物のリニュー
アルなどによりうるおいを高め、多くの人が集ま
る地区住民の交流の中心地の形成を図ります。

■市内外の住民がさまざまに交流する広域交流
拠点を形成します
市内や市外の住民同士が自然や文化、スポー

ツ、レクリエーションなどのさまざまな活動を通
して、活発に交流するため、ひろしま総合運動公
園などの施設整備の推進や既存施設の機能の充実
を図り、広域交流拠点の形成を図ります。

■生活の身近なところで緑にふれられる地区を
形成します
地区内にある森林や河川などの豊かな自然や農
地を有効に活用し、子どもから高齢者まで、レク
リエーションを通した住民間の交流が生まれる公
園、親水空間、市民農園などを創出し、生活の身
近なところで緑にふれられる地区の形成を図ります。

２－３．地区づくりの基本方針

（１）土地利用の基本方針
①住宅地
�ＪＲ北広島駅から徒歩圏の利便性の高い場所
は、土地の高度利用を図り、育児支援機能や
高齢者の生活支援機能の導入を含めながら、
分譲住宅、賃貸住宅など中高層の集合住宅の
立地を含めた多様な住宅供給を促進し、既存
の都市機能の集積を活かした、都市の快適性
が感じられるまちなか住宅地の形成を図りま
す。
�戸建住宅と集合住宅、また、商業施設、飲食
施設、業務施設などが立地する道道栗山北広
島線沿道などの一般住宅地は、住環境、商業
環境、業務環境が相互に調和した生活利便性

の高い住宅地の形成を図ります。駅周辺に立
地する規模の大きな工業・流通施設について
は、長期的展望にたって工業地への移転を促
進し、利便性が高く良好な住宅地環境を形成
するため、用途の見直しを検討します。
�戸建住宅を中心とした専用住宅地は、季節を
感じられる緑豊かな住宅地づくりを進めると
ともに、日常的に住民同士が交流するような
良好なコミュニティがある住宅地の形成を図
ります。

②商業・業務地
�ＪＲ北広島駅周辺は、商業施設や公共施設の
立地、集積を図るとともに、安全で快適に歩
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ける歩行者空間を整備し、人が集まる快適な
商業・業務地の形成を図ります。
�中央地区は、商業環境の整備を図りながら、
高齢社会に対応し、住宅の身近なところで日
常生活に必要なものを入手できるように、人
や情報が集まり、にぎやかさが感じられる地
区の中心となる商業地の形成を図ります。

③工業地・主要幹線道路等沿道
�広島工業団地は、本市の立地特性をアピール
して製造業を中心とした企業の誘致を図ると
ともに、未操業企業の工場等の建設を促進し
ます。また、主要幹線道路の沿道など工場等
の敷地内の緑化を促進し、周辺の緑環境と調
和した工業地の形成を図ります。
�主要幹線道路である国道２７４号、道道江別恵
庭線の沿道、幹線道路である道道栗山北広島
線の沿道において、街路樹による緑化や看板
の規制などにより本市のイメージアップを図
りつつ、沿道機能を活かした商業・業務施設
や軽工業・流通業務施設を誘致し、うるおい
のある沿道環境の形成を図ります。また、道
道栗山北広島線沿道の中の沢地区について
は、幹線道路等の沿道機能を活かした商業・
業務施設などの立地を検討します。

④森林地域
�中の沢、南の里などの森林や樹林地について
は、森林所有者の理解を得ながら、守るべき
緑地の指定や、無秩序な乱開発の防止に努め
るとともに、良好な自然環境の保全を図りま
す。また、市街地に近い樹林地は豊かな自然
を活かした、自然観察や野生生物とのふれあ
いの場として活用を図ります。

⑤農業地域
�農地の保全を図るとともに、市民などが土に
ふれ、作物を収穫する体験ができる市民農園
や観光農園などの都市型農業の展開により、
農業者との交流が生まれる環境の創出を図り
ます。

（２）都市交通体系の基本方針
①広域幹線道路
�広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を
強化するため、国道２７４号、道道江別恵庭線
の道路交通機能の強化を促進します。
�大型車等の通過交通が多い道道江別恵庭線の
沿道に立地する、教育・文化施設や住宅地の
環境、安全性を向上するため、新たな道路の
整備などの検討を行ないます。

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路
�大曲地区、西部地区との連携を強化するた
め、幹線道路である道道栗山北広島線、市道
輪厚中の沢線の道路機能の強化を図ります。
�補助幹線道路は、未整備区間の整備を検討す
るとともに、老朽化した箇所の適切な補修、
改良など維持管理を行います。
�区画道路は、市民生活に密着した道路とし
て、適切な補修、改良など維持管理を行うと
ともに、地区住民と行政が協力しながら、安
全性や防犯性を高めます。

③歩行者・自転車道路
�ＪＲ北広島駅周辺や商業施設、コミュニティ
施設など人が多く集まる場所を中心として、
広くて段差のない歩道などだれもが利用しや
すく、安全で快適な歩行者空間の形成を図り
ます。
�近隣市町を連絡する広域的なサイクリング・
ネットワークを形成するため、道道札幌恵庭
自転車道線などの整備を促進するとともに、
沿道に休憩施設、広場などのレクリエーショ
ン施設を配置します。
�地区内の河川や主要公共施設を結ぶ歩行者・
自転車道路ネットワークの形成を図ります。

④公共交通
�ＪＲ北広島駅の交通結節機能を強化するた
め、東口の利用状況を見ながら、駅前広場の
充実を図ります。
�地区内の移動の利便性や交流の活発化を高め
るため、協働により、地区内の主要施設をネ
ットワークする交通のあり方について検討し
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ます。

⑤道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の
多い道路、また、自動車の交通量の多い道路
については、優先的な除排雪や融雪の強化、
信号機や標識の設置、街路樹のボリュームア
ップと適正な管理などを行い、道路の安全性
や快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高め
ます。

（３）緑・水環境の基本方針
①レクリエーション空間
�子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空間
を創出するため、利用者である地区住民の参
加を得ながら、広島公園、かぜの子公園、東
公園など身近な公園のあり方を検討します。
�本市におけるスポーツやレクリエーション空
間を創出するため、豊かな自然環境を活か
し、市民ニーズや機能面などに配慮しなが
ら、ひろしま総合運動公園計画の再構築と施
設整備に努めます。
�開拓の歴史を刻む開拓記念公園や平和を願い
整備された平和の灯公園などは、都市緑地と
して適切に維持保全を図ります。
�北広島レクリエーションの森といった市街地
に近い森林などは豊かな自然を活かした、自
然観察や野生生物とのふれあいの場、市民の
交流の場として活用を図ります。
�水と緑にふれられ、地区住民の交流の場とな
る空間を形成するため、市街地を流れる輪厚
川については、市民の協力を得ながら木や花
による植栽など、河川環境を保全しながらう
るおいのある親水空間の創出を図ります。

（４）都市景観の基本方針
①市街地景観
�住宅地は、地区住民が中心となって街並みづ
くりのルールを定めるとともに、木や花によ
る緑化を進め、季節を感じられる緑豊かな住
宅地環境の創出を図ります。

�ＪＲ北広島駅周辺や中央地区の商業地・地域
商業地については、周辺環境と調和した近代
的で美しい街並みの形成を促進します。
�広島工業団地については、街路樹や緩衝林、
芝生、花壇などによる緑化を進め、周辺の自
然環境、住環境と調和したうるおいの感じら
れる景観の形成を促進します。
�市街地内にあって主要幹線道路である国道
２７４号、道道江別恵庭線の沿道、ＪＲ線の沿
線などは、本市のイメージアップを図るた
め、木や花による緑化、建築物や屋外広告物
の色彩などのルールを定め、うるおいの感じ
られる街並みづくりを進めます。

②自然・田園景観
�市街地の背景となり季節感を演出する中の沢
などの広大な森林の保全を図るため、開発の
抑制に努めます。
�都市にうるおいとやすらぎを与える、地区の
東側などにある農地の保全を図ります。ま
た、農地の中を通る道路の沿道にある耕地防
風林の保全を図ります。

（５）都市防災の基本方針
①防災対策
�水害対策のため、千歳川流域においては自然
環境に配慮しながら、千歳川・輪厚川・島松
川などの整備を行なうとともに、内水対策、
流域対策について、地域で協議を行い必要な
対策を進めていきます。また、水防活動の拠
点として、千歳川地区河川防災ステーション
の整備を促進し、水防訓練、河川に関する研
修、河川情報の提供を行うとともに、防災セ
ンターの整備を進めます。
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東 部 地 区 方 針 図
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大 曲 地 区

３－１．大曲地区の特性（現況と課題）

■周囲の自然と調和した良好な住環境の形成
明治６年（１８７３年）に札幌本道（現在の国道

３６号）が開通し、国道３６号と道道栗山北広島線
の交差点付近に集落が形成されました。昭和４０年
代から民間の宅地開発などにより住宅地の整備が
進み、人口が急増しており、古くからの住宅地と
新しい住宅地が混在しています。市街地周辺の樹
林地などの良好な自然環境を保全しながら、道路
や公園などの都市基盤の充実を図るとともに、個
性的な住環境の形成が必要となっています。

■産業機能を高める工業団地の充実
地区内を南北に道央自動車道、国道３６号、羊ヶ
丘通など広域幹線道路が通り、札幌市や新千歳空
港などを結ぶ交通の要衝となっています。昭和３９
年に企業立地が始まった大曲工業団地は、恵まれ
た立地条件を活かし、現在、約１２０社の企業が立
地操業しており、企業の誘致も順調に進んでいま
すが、分譲可能な工業地が限られている状況にあ
るため、新たな工業地の供給を図る必要がありま
す。

■大曲会館とコミュニティセンターなどを結ぶ
交流の中心地の形成
国道３６号の付近に大曲会館や市役所大曲出張所
があり、地区の中心として機能していますが、道
道栗山北広島線と市道大曲通線の交差点付近にコ
ミュニティセンターの建設が計画されています。
今後は、これらを結ぶ道道栗山北広島線沿道の商
店街も含め、地区の人と情報が集まる中心地の形
成が必要となっています。

■緑化による緑豊かな地区の形成
札幌圏における大動脈である国道３６号、道央自
動車道の北広島インターチェンジや大規模な工業
施設が立地する大曲工業団地があるため、うるお
いの向上を求める声が多くなっています。このた
め、地区に立地する公共施設、商業施設や工業施
設、戸建住宅や集合住宅、道路や公園、河川にお
ける積極的な緑化を進め、緑豊かな地区の形成が
求められています。
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ま ち

地区内のいたるところで緑の豊かさと活気が感じられ、さまざまな人がつながり、住
ま ち

む人みんながほっとできる地区

３－２．地区づくりの目標

（１）地区の将来像
大曲地区は、木や花による地区内の積極的な緑
化、コミュニティ施設や地域商業施設を利用した

人のつながりの強化などがテーマとなります。
そこで大曲地区の将来像を以下のようにしま
す。

地地区区のの将将来来像像

（２）地区づくりの目標
■緑の保全を図りながら、生活利便性の高い市
街地を形成します
良好な市街地環境を形成するため、市街地周辺
の緑を保全しつつ、だれもが安心して利用できる
道路や公園などの都市基盤の整備や地域商業施設
の充実を図り、高齢者にも住みやすい市街地の形
成を図ります。

■地区住民を中心として積極的な緑化を進めます
うるおいの感じられる地区を形成するため、地
区住民・事業者・行政が協力しながら、住宅地、

商業地、工業地、また、道路、公園、河川など地
区内のいたるところの積極的な緑化を進めます。

■大曲会館とコミュニティセンターなどを結ぶ
地区を交流の中心地として形成します
子どもから高齢者まで、さまざまな人が強くつ
ながる地区を形成するため、行政機能の中心であ
る大曲会館の周辺と交流機能の中心であるコミュ
ニティセンターの連携を強化し、これらを結ぶ地
域商業地と合わせて、地区の文化や住民間の交流
を育てる場の創出を図ります。

３－３．地区づくりの基本方針

（１）土地利用の基本方針
①住宅地
�戸建住宅と集合住宅、商業施設、飲食施設な
どが立地し、コミュニティセンターの建設も
予定されている道道栗山北広島線、市道大曲
通線沿道などの一般住宅地は、住環境、商業
環境が相互に調和した生活利便性の高い住宅
地の形成を図ります。
�戸建住宅を中心とした専用住宅地は、住民が
主体となった花づくりや庭づくりを通して緑
あふれる住宅地の形成を図ります。

②商業・業務地
�国道３６号や道道栗山北広島線沿道の地域商業

地は、高齢社会に対応し、安全で快適な歩行
者空間の確保など商業環境の整備を図りなが
ら、文化施設などと合わせて人や情報が集ま
る地区のコミュニティの中心地の形成を図り
ます。

③工業地・主要幹線道路沿道
�大曲工業団地を活用し、本市の立地特性をア
ピールして製造業を中心とした企業の誘致を
図るとともに、未操業企業の工場等の建設を
促進します。また、古くから立地している既
存工場等の敷地内の緑化を促進し、緑の豊か
さが感じられる工業地の形成を図ります。
�西地域（大曲・西部地区）の国道３６号、羊ヶ
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丘通周辺においては、新たな産業・業務系団
地配置の検討を進めます。
�主要幹線道路である国道３６号の沿道におい
て、街路樹の緑化や看板の規制などにより本
市のイメージアップを図りつつ商業・業務施
設や軽工業・流通業務施設を誘致し、活気の
ある沿道環境の形成を図ります。また、羊ヶ
丘通沿道の大曲幸地区（一部住居系の土地利
用を含む）においては、沿道機能を活かした
商業・業務施設などの立地を検討します。

④森林地域
�大曲東小学校うらの森などの市街地に近い樹
林地は、所有者の理解を得ながら、守るべき
緑地の指定などや、無秩序な乱開発の防止を
図り、良好な自然環境を保全するとともに、
自然観察や野生生物とのふれあいの場として
活用を図ります。

⑤農業地域
�畑地を主体とした農地の保全を図るととも
に、市民などが土にふれ、作物を収穫する体
験ができる市民農園や観光農園などの都市型
農業の展開により、農業者との交流が生まれ
る環境の創出を図ります。

（２）都市交通体系の基本方針
①広域幹線道路
�広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を
強化するため、国道３６号、羊ヶ丘通の道路交
通機能の強化を促進します。

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路
�北広島団地地区、東部地区との連携を強化す
るため幹線道路である道道栗山北広島線、ま
た、西の里地区との連携を強化するため幹線
道路である市道大曲東通線、市道大曲通線の
道路機能の強化を図ります。
�市道大曲工場４号線などの補助幹線道路は、
老朽化した箇所の適切な補修、改良など維持
管理を行います。
�区画道路は、市民生活に密着した道路として

順次整備を進めるとともに、適切な補修、改
良など維持管理を行い、地区住民と行政が協
力しながら、安全性や防犯性を高めるなど、
歩行者、自転車、自動車が共存でき、歩いて
楽しい道路空間の形成を図ります。

③歩行者・自転車道路
�国道３６号や道道栗山北広島線などを利用して
地区間を結ぶサイクリング・ネットワークの
形成を図ります。
�既存道路を活用して地区内を循環する歩行
者・自転車道路ネットワークの形成を図ります。

④公共交通
�地区内の移動の利便性や交流の活発化を高め
るため、協働により、地区内の主要施設をネ
ットワークする交通のあり方について検討し
ます。

⑤道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の
多い道路、また、自動車の交通量の多い道路
については、優先的な除排雪や融雪の強化、
信号機や標識の設置、街路樹のボリュームア
ップと適正な管理などを行い、道路の安全性
や快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高め
ます。

（３）緑・水環境の基本方針
①レクリエーション空間
�子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空間
を創出するため、利用者である地区住民の参
加を得ながら、大曲公園、大曲東公園など身
近な公園のあり方を検討します。
�水と緑にふれられる空間を形成するため、市
街地を流れる中の沢川などについては、市民
の協力を得ながら木や花による植栽などによ
り、河川環境を保全しながらうるおいのある
親水空間の創出を図ります。
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（４）都市景観の基本方針
①市街地景観
�住宅地は、地区住民が中心となって街並みづ
くりのルールを定めるとともに、木や花によ
る緑化を進め、緑の豊かさが感じられる住宅
地景観の創出を図ります。
�国道３６号や道道栗山北広島線沿道の地域商業
地については、うるおいの感じられる街並み
の形成を促進します。
�大曲工業団地については、街路樹や緩衝林、
芝生、花壇などによる緑化を進め、周辺の自
然環境、住環境と調和した工業地景観の形成
を促進します。

�市街地内にあって主要幹線道路である国道３６
号、羊ヶ丘通の沿道は、本市のイメージアッ
プを図るため、木や花による緑化、建築物や
屋外広告物の色彩などのルールを定め、うる
おいのある都市的な街並みづくりを進めま
す。

②自然・田園景観
�市街地の背景となり季節感を演出する市街地
東側の樹林地の保全を図るため、開発の抑制
に努めます。
�都市にうるおいとやすらぎを与える、大曲地
区の北側や南側などの畑地を中心とした農地
の保全を図ります。
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西 部 地 区

４－１．西部地区の特性（現況と課題）

■貴重な文化財である旧島松駅逓所周辺の整備
西部地区は、明治初期からの開拓の歴史をもつ
地区であり、旧島松駅逓所、クラーク記念碑、寒
地稲作発祥の地の碑など北海道の開拓史上、重要
な史跡が保存されています。特に旧島松駅逓所
は、道内に残る最古の駅逓所として昭和５９年に国
指定史跡となっています。これらの貴重な歴史・
文化財を守り、継承するとともに、より多くの人
の目にふれることができるように周辺環境の整備
が必要となっています。

■道路や公園などの都市基盤施設の整備促進
明治６年（１８７３年）に開通した札幌本道（現
在の国道３６号）の沿道に集落が形成されました。
また、昭和後期から民間の宅地開発などにより住
宅地の整備が進み、人口が急増しました。人口の
増加に対応し、道路、公園、下水道などの都市基
盤施設の整備を進め、良好な住環境の形成が必要
となっています。

■産業の活性化を図る新たな土地利用の検討
地区を南北に道央自動車道、国道３６号が通って
おり、また、北側には羊ヶ丘通の整備が計画され
ています。広域幹線道路沿道という交通の利便性

を活かし、産業の活性化を図るため、西地域（大
曲・西部地区）に新たな産業・業務系の土地利用
の検討が必要となっています。

■小中学校周辺に地区の中心地を形成
西部小学校の老朽化にともない、西部中学校に
隣接する市街地の中央部付近への移設建替が進め
られています。公共施設の集約化により新しい小
学校周辺の中心性が高まることから、良好な道路
ネットワークの形成、緑豊かな公園の整備などに
加えて、公益施設の立地誘導を図るなど、計画的
に地区の中心地の形成を進める必要があります。

■伐採などにより悪化した自然環境の復元
西部地区は、島松に入植した中山久蔵が初めて
寒冷地でも育つ稲作に成功し、種もみを全道に広
めた寒地稲作発祥の地です。近年では、畑作と酪
農地帯としての役割を担っているほか、豊かな自
然にいだかれた地区として、スキー場、ゴルフ場、
キャンプ場などのスポーツ・レジャー施設があ
り、多くの人が訪れています。一方で、森林の開
発などにより、自然環境の悪化したところがある
ため、復元に向けた取り組みが必要となっていま
す。
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生活の利便性が確保されたコンパクトな市街地が形成され、農業やレクリエーション
ま ち

が周辺部で展開される、スケールの大きな自然と調和した地区

４－２．地区づくりの目標

（１）地区の将来像
西部地区は、コンパクトな市街地の形成、日常
生活の利便性の向上、豊かな自然の保全と活用な

どがテーマとなります。
そこで西部地区の将来像を以下のようにしま
す。

地地区区のの将将来来像像

（２）地区づくりの目標
■生活の利便性を高めながら、コンパクトな市
街地を形成します
西部小学校、西部中学校の周辺に生活の利便性
を高める公共・公益施設を配置しつつ道路や公園
などの都市基盤施設を整備し、地区における中心
地を形成するとともに、市街地内の利用されてい
ない土地を有効に活用し、緑に囲まれたコンパク
トな市街地の形成を図ります。

■歴史・文化財、自然環境を活用し、人が訪れ
る地区を形成します
旧島松駅逓所やクラーク記念碑、寒地稲作発祥

の地の碑など歴史・文化財の保全と継承、北広島
市および西部地区のPRを図るため周辺環境の整
備を進めるとともに、豊かな自然を活かしたレク
リエーション空間の創出により、人が訪れる地区
の形成を図ります。

■森林の適正な管理、農業の振興により、豊か
な自然の保全、復元を図ります
スケールの大きな自然環境を守り、後世に残し
ていくため、森林の適正な管理や利用、農業の振
興により、森林などの豊かな自然や農地を保全す
るとともに、土石の採取などで悪化した自然環境
の復元を図ります。

４－３．地区づくりの基本方針

（１）土地利用の基本方針
①住宅地
�戸建住宅、集合住宅、商業・業務施設などが
立地する一般住宅地は、住環境、商業・業務
環境が相互に調和した生活利便性の高い住宅
地の形成を図ります。
�戸建住宅を中心とした専用住宅地は、地区住
民が中心となってまちづくりのルールを定
め、雄大な自然環境と調和する緑豊かな住宅
地の形成を図ります。

②商業・業務地
�国道３６号沿道の地域商業地は、高齢社会に対

応し、住宅の身近なところで日常生活に必要
なものを入手できるように、安全で快適な歩
行者空間の確保など商業環境の整備を図りな
がら、文化施設などと合わせて人や情報が集
まる地区のコミュニティの中心地の形成を図
ります。

③工業地・主要幹線道路沿道
�西地域（大曲・西部地区）の国道３６号、羊ヶ
丘通周辺においては、新たな産業・業務系団
地の配置の検討を進めます。
�国道３６号沿道において、街路樹による緑化や
看板の規制などにより本市のイメージアップ
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を図りつつ、主要幹線の沿道機能を活かした
商業・業務施設や軽工業・流通業務施設を誘
致し、うるおいのある沿道環境の形成を図り
ます。

④森林地域
�仁別から三島にかけての森林は、市民と協働
で保全、活用を図ります。また、市街地に近
い樹林地は豊かな自然を活かした、自然観察
や野生生物とのふれあいの場として活用を図
ります。
�貴重な自然環境を後世に継承するため、森林
地域の開発にあたっては開発業者に対して適
切な指導を行い、無秩序な乱開発の防止を図
ります。

⑤農業地域
�畑地を主体とした農地の保全を図るととも
に、市民などが土にふれ、作物を収穫する体
験ができる市民農園や観光農園などの都市型
農業の展開により、農業者との交流が生まれ
る環境の創出を図ります。

（２）都市交通体系の基本方針
①広域幹線道路
�広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を
強化するため、国道３６号の道路交通機能の強
化を促進します。

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路
�北広島団地地区、東部地区、西の里地区との
連携を強化するため、幹線道路である市道輪
厚中の沢線などの道路機能の強化を図りま
す。
�輪厚中央通などの補助幹線道路は、未整備区
間の整備を推進するとともに、老朽化した箇
所の適切な補修、改良など維持管理を行いま
す。
�区画道路は、市民生活に密着した道路として
順次整備を進めるとともに、適切な補修、改
良など維持管理を行ないます。

③歩行者・自転車道路
�国道３６号などを利用して地区間を結ぶサイク
リング・ネットワークの形成を図ります。
�既存道路を活用して地区内を結ぶ歩行者・自
転車道路ネットワークの形成を図ります。

④公共交通
�ＪＲ北広島駅や大曲地区などとの連携を強化
するため、路線バスの充実に努めます。

⑤道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の
多い道路、また、自動車の交通量の多い道路
については、優先的な除排雪や融雪の強化、
信号機や標識の設置、街路樹のボリュームア
ップと適正な管理などを行い、道路の安全性
や快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高め
ます。

（３）緑・水環境の基本方針
①レクリエーション空間
�子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空間
を創出するため、利用者である地区住民の参
加を得ながら、身近な公園のあり方を検討し
ます。また、西部小学校周辺に新たな公園の
整備を図ります。
�旧島松駅逓所やクラーク記念碑などを活か
し、周辺の自然環境との調和に配慮しなが
ら、多くの人が集まり、歴史を伝える公園と
して整備を図ります。また、旧島松駅逓所周
辺の島松川や仁井別川については、河川環境
を保全するとともに、周囲の自然環境に配慮
した親水空間の創出を図ります。

（４）都市景観の基本方針
①市街地景観
�住宅地は、地区住民が中心となって街並みづ
くりのルールを定め、緑化の推進などによ
り、雄大な自然やレクリエーション環境と調
和した住宅地景観の創出を図ります。
�市街地内にあって主要幹線道路である国道３６
号の沿道は、本市のイメージアップを図るた
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め、木や花による緑化、建築物や屋外広告物
の色彩などのルールを定め、うるおいのある
都市的な街並みづくりを進めます。

②自然・田園景観
�市街地の背景となり季節感を演出する市街地
周辺の樹林地の保全を図るため、開発の抑制
に努めます。
�都市にうるおいとやすらぎを与える、地区の
西側などにある畑地等の農地の保全を図りま
す。
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西 部 地 区 方 針 図
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西 の 里 地 区

５－１．西の里地区の特性（現況と課題）

■西の里公民館周辺の既存住宅地の市街地整備
西の里地区は、明治２８年（１８９５年）頃からの
入植により、集落が形成されていましたが、昭和
４５年からの西の里団地の造成を契機に計画的な住
宅地が形成されてきました。近年も土地区画整理
事業による新しい住宅地が形成されるなど、人口
が増加しつつあります。一方、国道２７４号を挟ん
だ南側の既存住宅地は、都市基盤施設の整備が遅
れていることから、早期に市街化区域に編入し、
計画的な市街地整備を進める必要があります。

■貴重な野幌原始林などの自然環境と調和した
住環境の形成
地区の南側には、江別市側から連なる天然記念
物である野幌原始林を含む国有林が広がるなど、
豊かな自然にかこまれた地区となっています。ま
た、市街地内においては、西の里公園や虹ヶ丘公
園など緑豊かな公園が整備されています。住宅地
においても、木々を育て、花を増やすなど、自然
環境と調和できる住環境の形成を進める必要があ
ります。

■西の里公民館周辺の地区中心地の充実
西の里地区は、公共公益施設や商業施設の集積
が弱いことから、地区の明確な中心地がないのが
現状です。このため、西の里出張所や西の里公民
館などの公共公益施設、国道２７４号沿いの商業・
業務施設、福祉施設などを核としながら、生活の
利便性を高める各種施設の充実、集積を図るな
ど、暮らしやすさを高める地区の中心地を充実す
る必要があります。

■地区内を便利に移動できる歩行者・自転車の
快適性や公共交通の利便性の向上
西の里小学校や西の里中学校は市街地の外側に
あり、また、ＪＲ上野幌駅は隣接する札幌市内に
あることから、通勤・通学時には比較的長い距離
の移動が必要となっています。自家用車以外でも
便利で楽しく移動ができる地区を形成するため、
歩行者や自転車の快適性と安全性を高め、公共交
通の利便性を高める必要があります。
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豊かな緑に囲まれた快適な住宅地、安全で便利な道路、生活拠点の形成など暮らしや
ま ち

すさを追求し、ゆとりある生活文化が感じられる地区

５－２．地区づくりの目標

（１）地区の将来像
西の里地区は、自然環境と調和できる土地利用
の推進、生活利便施設の適正な配置、安全で便利

な道路ネットワークの形成などがテーマとなります。
そこで西の里地区の将来像を以下のようにしま
す。

地地区区のの将将来来像像

（２）地区づくりの目標
■西の里公民館周辺にコミュニティの中心とな
る生活拠点を形成します
西の里公民館を中心とした地区に商業施設、医
療施設や福祉施設、公園など暮らしやすさを高め
る各種施設を集積し、地区住民のコミュニティの
中心となる生活拠点の形成を図ります。

■豊かな緑と調和できる住宅地を形成します
成熟した住宅地のリニューアル、新しい住宅地
の木や花による緑化、西の里公民館周辺の既存住
宅地における住環境の向上、統一感のある街並み

などについて、地区住民が主体となってきめ細か
なまちづくりルールを定め、豊かな緑と調和でき
る新旧の住宅地の形成を図ります。

■徒歩や自転車で楽しく移動できる道路ネット
ワークを形成します
西の里小学校や中学校への通学、商店街での買
い物、公園やＪＲ上野幌駅の利用など、日常的な
地区内の移動が便利に楽しく行われるように良好
な歩行者・自転車道路のネットワークの形成を図
ります。

５－３．地区づくりの基本方針

（１）土地利用の基本方針
①住宅地
�戸建住宅や集合住宅、また、商業施設、飲食
施設などが立地する一般住宅地は、住環境、
商業環境が相互に調和した生活利便性の高い
住宅地の形成を図ります。
�戸建住宅を中心とした専用住宅地は、地区住
民が中心となってまちづくりのルールを定
め、緑が豊かで住民の生活文化が感じられる
住宅地の形成を図ります。
�西の里公民館周辺の既存の住宅や福祉施設が
集積している西の里地区（旧４３条区域）につ
いては、市街化区域への編入を検討し、道路
や公園、下水道などの基盤の整備や公営住宅
の集約により、良好な住宅地環境の形成を図

ります。

②商業・業務地
�国道２７４号沿道の地域商業地は、高齢社会に
対応し、住宅の身近なところで日常生活に必
要なものが入手できるように、安全で快適な
歩行者空間の確保など商業環境の整備を図り
ながら、文化施設などと合わせて人や情報が
集まる地区のコミュニティの中心地の形成を
図ります。
�ＪＲ上野幌駅周辺は、自然環境との調和や利
用者の利便性などに配慮し、関係機関と協力
しながら、駅機能を活かした商業・業務施設
などの立地誘導について検討します。
�幹線道路である厚別東通の沿道において、街
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路樹による緑化や看板の規制などにより本市
のイメージアップを図りつつ、商業・業務施
設の集積を図り、にぎわいのある地域商業地
の形成を図ります。

③主要幹線道路沿道
�国道２７４号沿道において、街路樹による緑化
や看板の規制などにより本市のイメージアッ
プを図りつつ、主要幹線道路の沿道機能を活
かした商業・業務施設や軽工業・流通業務施
設を誘致し、うるおいのある沿道環境の形成
を図ります。

④森林地域
�森林については、森林所有者の理解を得なが
ら、守るべき緑地の指定などや、無秩序な乱
開発の防止に努め、良好な自然環境の保全を
図ります。また、市街地に近い樹林地などは
豊かな自然を活かした、自然観察や野生生物
とのふれあいの場として活用を図ります。

⑤農業地域
�畑地を主体とした農地の保全を図るととも
に、市民などが土にふれ、作物を収穫する体
験ができる市民農園や観光農園などの都市型
農業の展開により、農業者との交流が生まれ
る環境の創出を図ります。

（２）都市交通体系の基本方針
①広域幹線道路
�広域的な人や物の移動、近隣市町との連携を
強化するため、国道２７４号の道路交通機能の
強化を促進します。

②幹線道路・補助幹線道路・区画道路
�大曲地区、西部地区との連携を強化するため
幹線道路である市道大曲東通線、厚別東通な
どの道路機能の強化を図ります。
�西の里白樺通、虹ヶ丘中央通などの補助幹線
道路は、老朽化した箇所の適切な補修、改良
など維持管理を行います。
�区画道路は、市民生活に密着した道路として

順次整備を進めるとともに、適切な補修、改
良など維持管理を行い、地区住民と行政が協
力しながら、安全性や防犯性を高めるなど、
歩行者、自転車、自動車が共存でき、歩いて
楽しい道路空間の形成を図ります。

③歩行者・自転車道路
�西の里公民館、福祉施設、地域商業施設など
人が多く集まる場所を中心として、広くて段
差のない歩道などだれもが利用しやすく、安
全で快適な歩行者空間の形成を図ります。
�近隣市町を連絡する広域的なサイクリング・
ネットワークを形成するため、道道札幌恵庭
自転車道線などの整備を促進するとともに、
沿道に学習の森などの休憩施設や広場などの
レクリエーション施設を配置します。
�既存道路を活用して、地区内を東西に結ぶ歩
行者や自転車道路のネットワークの形成を図
ります。

④公共交通
�ＪＲ上野幌駅は、関係機関と協力しながら、
周辺の自然景観との調和や利用者の利便性等
に配慮した駅前整備のあり方について、検討
を進めます。
�地区内の移動の利便性や交流の活発化を高め
るため、協働により、地区内の主要施設をネ
ットワークする交通のあり方について検討し
ます。

⑤道路空間の環境整備
�通学路や病院、商業施設の周辺など歩行者の
多い道路、また、自動車の交通量の多い道路
については、優先的な除排雪や融雪の強化、
信号機や標識の設置、街路樹のボリュームア
ップと適正な管理などを行い、道路の安全性
や快適性、道路空間の憩いとやすらぎを高め
ます。

（３）緑・水環境の基本方針
①レクリエーション空間
�子どもが遊び、高齢者や障がい者が憩う空間

第４章 地区づくりの基本方針

６５



を創出するため、利用者である地区住民の参
加を得ながら、西の里公園、虹ヶ丘公園など
身近な公園のあり方を検討します。また、新
市街地となる西の里公民館周辺に新たな公園
の整備を図ります。
�北広島レクリエーションの森などは豊かな自
然を活かした、自然観察や野生生物とのふれ
あいの場、市民の交流の場として活用を図り
ます。
�水と緑にふれられ、地区住民が交流する場を
形成するため、野津幌川については、ＪＲ上
野幌駅前整備に合わせて地区住民の協力を得
ながら木や花による植栽など、河川環境を保
全しながら、うるおいのある親水空間の創出
を図ります。

（４）都市景観の基本方針
①市街地景観
�住宅地は、地区住民が中心となって街並みづ
くりのルールを定めるとともに、木や花によ
る緑化を進め、個性や生活文化が感じられる
ような住宅地景観の創出を図ります。
�国道２７４号や厚別東通の沿道の地域商業地に
ついては、にぎわいが感じられる街並みの形
成を促進します。
�市街地内にあって主要幹線道路である国道
２７４号の沿道は、本市のイメージアップを図
るため、木や花による緑化、建築物や屋外広
告物の色彩などのルールを定め、うるおいの
ある都市的な街並みづくりを進めます。

②自然・田園景観
�市街地の背景となり季節感を演出する森林や
樹林地の保全を図るため、開発の抑制に努め
ます。
�郊外の主要幹線道路などの沿道については、
本市のイメージアップを図るため、樹林地や
農地の保全、木や花による緑化、屋外広告物
の規制などにより、うるおいのある景観づく
りを進めます。また、豊かな眺望が楽しめる
眺望ポイントの周辺環境の整備を進めます。
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西の里地区方針図
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連携と協働による都市づくり

計画実現のための基本的な取り組み

現在、わが国のシステムが地方自治体の自主性、
主体性を尊重した地方分権社会へと徐々に移行して
おり、地方自治体の政策立案の向上が求められてい
ます。このような社会にあって、市民と行政が将来
像を共有化し、強いパートナーシップ＊を組みなが
ら、計画を策定し、実行することが重要となっています。
都市計画マスタープランの策定にあたっては、
多くの市民などに協力していただいており、その
目指す都市像は、市民や事業者、行政が共有でき
るものと考えています。
本計画が示す将来都市像の実現に向けては、都
市計画としての取り組みはもとより、広域的な連
携や協力、本市における今後の計画や施策との調
整が重要である上に、市民や事業者の理解、協力
が必要です。

（１）関係する機関との連携および関連計画等
との調整

①広域的な調整と連携
本計画は、国や北海道の広域圏計画をふまえ
て策定されています。
道央都市圏の中核都市として国、北海道や
関係機関と調整・連携を図りながら広域的な
視野に立った都市づくりを推進します。
②周辺自治体との調整と連携
市民の日常生活圏の広域化、周辺市町民と
の交流の拡大など、周辺自治体との連携はま
すます拡大する傾向にあります。
このような動向に対して市民の要望に対応
しつつ、周辺自治体と連携を図りながら都市
づくりを進めていきます。

③関連計画および施策との調整
本計画は、市の行政運営全般の方針を示す
北広島市総合計画に即すとともに、関連する
分野の計画と整合性を図りながら策定してい
ます。
今後策定されるまちづくりの計画や推進さ
れる施策との調整を図り、多くの市民の声を
反映して策定した本計画の実現に努めます。

（２）連携と協働による都市づくり
近年の社会経済情勢の変化の中で、市民ニーズ
の多様化・高度化が進む一方、地方財政を取り巻
く環境が厳しさを増し、都市基盤整備に対する投
資力の低下が深刻化しています。このような状況
のもとで将来都市像の実現を図るためには、都市
づくりにかかわる市民・事業者・行政がおのおの
の役割を分担し、連携と協働のもとに取り組みを
進めていく必要があります。
地区における住民主体のまちづくりのルールの
設定、身近な公園の管理、道路沿いの花壇の緑化
など、市民のまちづくりへの参加機会は、確実に
増えていくと考えられます。
市民と行政の協働によるまちづくりを進めるた
め、都市計画の提案制度＊の活用を図るととも
に、市民が主体的に行なうさまざまなまちづくり
活動の活発化を期待して、活動場所の確保、講師
の派遣、活動費の補助など活動支援の検討を進め
ます。また、本計画の進行管理についても市民の
参加を得ながら適切に行ないます。

＊パートナーシップ 市民等や行政が、対等な立場で協力・連携し、役割や責務を自覚することを通じて築いていく相互の信頼関係をいう。
＊都市計画の提案制度 住民主体のまちづくりを進めたり、地域の活性化を図るため、土地所有者等が一定の条件（面積や同意など）を満たした上で、地方

公共団体に都市計画の決定や変更の提案ができるもの。
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（３）都市計画マスタープランの見直し
本計画は、計画期間が中長期にわたることか
ら、社会経済状況の変化や市民意識の変化などに
より、適切に見直しを行なっていくことが必要で
す。
また、こうした見直しは、上位計画である本市
の総合計画や北海道が定める「都市計画区域の整
備、開発及び保全の方針」の見直しとも連動して
おり、必要に応じて全面的あるいは部分的な見直

しを行ないます。
さらに、「第２章都市づくりの理念と目標」に
おける「都市づくりの視点」、「都市づくりの理
念」、「都市づくりの目標」に掲げた基本的な方向
をふまえつつ、個別の課題等で見通しが明確に
なった事項については、適宜部分改定などを行
い、本計画が時代や状況の変化に適切に対応する
計画としていくために、必要なフォローアップを
行なっていくものとします。
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実現のための検討事項

『北広島市都市計画マスタープラン』は、都市
計画に関する基本的な方針であり、その実現に向
けた具体的な取り組みには、さらに詳細な検討が
必要な事項があります。以下に検討が必要な代表
的な事項を示します。

（１）全市に共通の事項
�住民主体のまちづくりルールの検討
「専用住宅地は、住民が主体となってきめの
細かいまちづくりのルールを定め」としていま
すが、住民主体の検討組織を立ち上げるととも
に、まちづくりルールの中身について具体的な
検討を行なうことが必要となっています。

�公共交通のあり方
各地区を結ぶ交通および地区内の主要な施設
をネットワークする交通のあり方について、市
民・専門家・事業者・行政により、交通の形
態、ルート、運行時間帯、料金などの具体的な
検討を行なうことが必要となっています。

�身近な公園のあり方や維持管理
「利用者である地区住民の参加を得ながら公
園のあり方を検討します」、「町内会などの協力
を得ながら、公園の維持管理を行ないます」と
していますが、利用者のニーズに合った公園の
再整備のあり方や維持管理について地区住民の
参加を得ながら、検討を行なうことが必要と
なっています。

（２）北広島団地地区に関する事項
�コミュニティの中心地の形成に向けた検討
「北広島団地地区の地域商業地は、人や情報
が集まる地区のコミュニティの中心地を形成」
としていますが、民間活力を活かしながら、住
民主体の検討組織により交流の中心地としての
機能と使い方について検討が必要となっていま
す。

�多様な住まい方ができるまちなか住宅地の
形成に向けた検討
「利便性の高い場所での育児機能や高齢者生
活の支援機能を導入しつつ、分譲住宅や、賃貸
住宅といった集合住宅の立地を誘導」としてい
ますが、駅周辺のまちなか住宅地の形成などを
はじめとして、年齢構成の偏りの少ない地区を
形成するため、住民・専門家・行政により更な
る検討が必要となっています。
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（３）東部地区に関する事項
�魅力的な商業地の形成に向けた検討
駅から中央地区にかけて公共施設や商業・業
務施設が集積していますが、魅力的な商業地を
形成するため、商業者・消費者・行政・専門家
などにより商業機能の強化、街並みの形成に向
けた検討が必要です。

�道道江別恵庭線の安全性向上のための新た
な道路に関する検討
「大型車等の通過交通が多い道道江別恵庭線
の沿道に立地する、教育・文化施設や住宅地の
環境、安全性を向上するため、新たな道路の整
備などを検討」としていますが、住民・行政・
専門家によりその必要性の有無、新たな道路を
つくった場合の現在の道路の利用方法などにつ
いて検討が必要です。

（４）大曲地区に関する事項
�コミュニティの中心地の形成に関する事項
「大曲会館の周辺と建設予定のコミュニティ
センターとの連携を強化し、地区の文化や住民
間の交流を育てる場を創出」としていますが、
住民主体の検討組織により、文化・交流の育成
に向けた具体的な検討が必要となっています。

�うるおいの感じられる地区の形成に関する
事項
大曲地区は広域幹線道路や幹線道路が多く、
また、工業団地があるためうるおいのある地区
の形成が求められており、住宅地・工業地・道
路などにおける緑化の取り組みと合わせて、幹
線道路沿道の建築物や屋外広告物の色彩などの
ルールづくりの検討が必要となっています。

（５）西部地区に関する事項
�西部小・中学校（小学校は建設予定地）周
辺の整備に関する事項
「西部小・中学校の周辺に公共・公益施設を
集約しつつ道路や公園などを整備し、地区にお
ける中心地を形成」としていますが、住民主体
の検討組織により、中心地に必要な機能と使い
方について検討が必要となっています。

�旧島松駅逓所を中心とした歴史公園の整備
に関する検討
「旧島松駅逓所やクラーク記念碑などを活か
し、多くの人が集まり、歴史を伝える公園とし
て整備」としていますが、住民主体の検討組織
により、歴史公園にふさわしい機能や景観、人
を呼び込むための運営方法の検討が必要となっ
ています。

（６）西の里地区に関する事項
�コミュニティの中心地の形成に向けた検討
「西の里公民館を中心とした地区に暮らしや
すさを高める各種施設を集約し、地区住民のコ
ミュティの中心となる生活拠点を形成」として
いますが、住民主体の検討組織により、中心地
に必要な機能と使い方について検討が必要と
なっています。

�上野幌駅周辺の整備に関する検討
「ＪＲ上野幌駅の交通結節機能を強化するた
め、周辺の自然環境との調和や利用者の利便性
などに配慮した駅前整備」としていますが、地
区住民・行政・専門家などの参加により、駅周
辺整備のあり方や有効利用に向けた検討が必要
となっています。
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ワークショップ会議参加者（５０音順）

浅 井 高 幸

東 幸 男

阿知良 勢津子

飯 尾 尚 子

五十嵐 謙 一

池 畑 康 雄

石 田 孟 史

宇田川 留美子

大久保 フ ヨ

大 橋 奈緒美

岡 川 洋 子

小 幡 成 彦

鹿 野 英 男

鎌 崎 信 一

亀 田 実

北 山 文 子

木 下 八 郎

木 村 三 郎

熊 野 智 仁

郡 山 政 夫

小 林 光 夫

金 豊

斉 藤 善 久

佐々木 運 作

佐々木 貞 子

佐々木 三千男

佐 藤 清 一

佐 藤 絵美子

佐 藤 恵美子

佐 藤 加代子

佐 藤 由紀子

寒 川 和 子

沢 口 一 洋

沢 口 優 子

沢 田 良 子

重 本 賢 治

島 智 二

嶋 田 浩 彦

嶌 田 千鶴子

清 水 章

鈴 木 光 信

大 門 和 子

高 崎 孝 道

高 橋 幸 枝

高 藤 昌 志

滝 沢 恵美子

田 口 加奈恵

田 附 景 子

田 所 洋 一

田 村 美千代

千 葉 澄 子

千 葉 千 晶

中 鉢 明 光

長 南 登志子

塚 本 鵠 児

中 尾 徳 子

永 岡 博

中 川 明 仁

中 川 良 明

中 野 茂 則

長 浜 正

中 村 和 子

中 村 桂 子

中 村 奈津恵

梨 本 和 枝

成 田 英 雄

南 條 元

仁 木 裕 香

長谷川 し づ

長谷川 眞知子

長谷川 美津枝

畠 山 勝

畠 沢 末 吉

浜 田 賢 一

林 加代子

林 富 子

原 鈴 恵

廣 谷 昌 紀

船 場 祐 司

古 沢 菜穂子

本 多 俊 隆

松 尾 初 美

松 尾 千恵子

松 崎 陽 子

三 澤 賢 一

水 島 日佐子

南 仁

宮 元 孝一郎

村 上 正 道

森 英 夫

安 井 俊 裕

安 田 勲

梁 川 協 子

屋 野 とみ子

山 形 千賀枝

山 本 典 子

横 田 勝 夫

横 田 勝

横 山 弘

吉 川 悦 子

吉 田 敏 子

我 妻 庄 三
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氏 名 所属団体等

委 員 長 持 田 潤 札幌国際大学

副委員長 石 川 秀 也 福祉施設長

委 員 瀬戸口 剛 北海道大学

委 員 岸 邦 宏 北海道大学

委 員 小 池 隆 史 北広島商工会

委 員 加々見 冨美子 国際ソロプチミスト

委 員 中 川 昌 憲 北広島市ＰＴＡ連合会

委 員 小 屋 亮 子 地区市民

委 員 山 岸 啓 江 地区市民

委 員 長谷川 眞知子 地区市民

委 員 渡 邊 明 美 地区市民

委 員 竹 田 保 夫 地区市民

委 員 石 田 孟 史 公 募

委 員 村 川 栄太郎 公 募

委 員 本 橋 健 治 公 募

委 員 佐 藤 清 一 公 募

都市計画マスタープラン策定委員名簿

参 考 資 料
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計画策定の経過

年 月 内 容

平成１２年度（２０００） ８月 都市計画基礎調査①（都市機能調査）
平成１３年度（２００１）４～５月 市民都市づくりアンケート

回収数３２９（意見数約４，０００）
５月 広報①「市民都市づくりアンケート協力のお願い」

市ホームページ掲載（以後、随時更新）
都市計画基礎調査②（都市構造調査）

６月 広報②「都市マスの説明とワークショップメンバー募集」
８月 全体構想市民ワークショップ会議①

テーマ「北広島市の良いところ悪いところ」
全体構想市民ワークショップ会議②
テーマ「将来の魅力的な北広島市を考える」

９月 ワークショップニュース①
「第１回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介」

１０月 ワークショップニュース②
「第２回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介」

１２月 広報③「都市マス策定委員の公募」
ワークショップニュース③
「都市づくりアンケートの結果報告」

１月 広報④「都市づくりアンケートの結果のお知らせ」
全体構想市民ワークショップ会議③
テーマ「全体構想事務局素案の評価」

２月 広報⑤「都市マスと市民参加（地域別ワークショップメンバーの募集）」
都市計画マスタープラン策定委員会①

３月 ワークショップニュース④
「第３回全体ワークショップ会議の様子と意見紹介（地域別ワークシ
ョップメンバー募集）」

平成１４年度（２００２） ４月 都市計画マスタープラン策定委員会②
５月 地域別構想市民ワークショップ会議①

テーマ「私たちの地域はこんなまち」
都市計画検討委員会①
都市計画検討委員会幹事会①

７月 ワークショップニュース⑤
「第１回地域別ワークショップ会議の様子と意見紹介」
地域別構想市民ワークショップ会議②
テーマ「地域の将来像パート１」
都市計画マスタープラン策定委員会③

８月 広報⑥「地域別ワークショップ会議の紹介」
地域別構想市民ワークショップ会議③
テーマ「地域の将来像パート２」

参 考 資 料
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年 月 内 容

９月 ワークショップニュース⑥
「第２回地域別ワークショップ会議の様子と意見紹介」
都市計画マスタープラン策定委員会④

１０月 都市計画マスタープラン策定委員会⑤
地域別構想市民ワークショップ会議④
テーマ「まちづくり構想住民提案の発表と意見交換」
広報⑦「地域別ワークショップ会議の紹介」

１１月 都市計画マスタープラン策定委員会⑥
１２月 ワークショップニュース⑦

「第３・４回地域別ワークショップ会議の様子と住民提案」
２月 都市計画マスタープラン策定委員会⑦

都市計画検討委員会幹事会②
庁内作業部会①～３回

３月 庁内作業部会②～２回
平成１５年度（２００３） ４月 広報⑧「策定委員会の様子とリーフレットのお知らせ」

リーフレットの全戸配布（全体構想素案の概要と意見の募集）
５月 都市計画マスタープラン策定委員会⑧
６月 庁内作業部会③～２回
７月 都市計画マスタープラン策定委員会⑨

都市計画審議会へ報告①
８月 ワークショップニュース⑧

「全体構想素案に寄せられた意見」
市議会 総務常任委員会へ報告①

１０月 広報⑨「地域別構想素案の概要と意見募集」
１１月 庁内作業部会④～３回
３月 都市計画マスタープラン策定委員会⑩

庁内作業部会⑤
都市計画マスタープラン策定委員会より提言
市議会 総務常任委員会へ報告②
都市計画審議会へ報告②

平成１６年度（２００４） ４月 都市計画検討委員会幹事会③
都市計画検討委員会②
都市計画審議会③（諮問・答申）
北広島市都市計画マスタープランの決定

５月 公表、知事へ通知

★注 地域別ワークショップ会議は、５地区・３会場で、各地区ごとに３回ずつ行い、第４回は全地区のメンバーが一堂
に会して実施。
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用語解説
（ ）内は本文記載ページ

あ

移動制約者
高齢者や障がい者、子ども、妊婦、けが人など
身体的な特性により何らかの不便を感じる人に加
え、重い荷物を持つ人や乳幼児連れなど移動に制
約を受ける人。（P．２５）

オープンスペース
公園・広場・河川・農地など建物によって覆わ
れていない土地。あるいは敷地内の空地を総称し
ていう。（P．２２）

か

河川防災ステーション
洪水時において、円滑かつ効果的に河川の管理
保全活動や復旧活動を行なう拠点として石狩川開
発建設部が整備する河川管理施設。（P．３８）

合併処理浄化槽
下水道が整備されていない地域で、し尿と台所
などの生活雑排水を合わせ、微生物処理、塩素殺
菌等により強化処理する装置のこと。（P．３２）

開発許可
主として建築物の建築または、特定工作物の建
設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変
更に対する許可制度のこと。（P．２２）

街区公園
主として街区内の住民の利用に供することを目
的とし、標準面積が０．２５ha の公園。（P．３１）

環境負荷
人の活動により環境に及ぼす影響であって、環
境を保全する上で支障の原因となるおそれがある
もの。（P．１２）

観光農園
農業に関わるさまざまな体験を通して、人びと
が楽しみながら農業への理解を深めるとともに、
消費者と生産者の交流の場ともなる農園。（P．２３）

北広島市総合計画
市町村の基本構想（地方自治法第２条第４項）
及び基本計画などの総称。平成１３年度からの１０
年計画。（P．２）

旧島松駅逓所
駅逓所は、人馬を設置し、荷物や文書を引き継
いで輸送していく中継所のこと。島松駅逓所は、
明治６年（１８７３年）、札幌本道（国道３６号）開通
の際、沿道の島松に設置された。道内に残る最古
の駅逓所として、昭和５９年（１９８４年）に国指定
史跡となった。（P．３１）

協働
同じ目的のために、役割を分担し、ともに協力
して働くこと。（P．１）

近隣公園
主として近隣住区の住民（小学校区程度）の利
用に供することを目的とし、標準面積が２haの
公園。（P．３１）

クラーク記念碑
札幌農学校教頭WES・クラーク博士が明治１０
年（１８７７年）４月に帰国の際、「ボーイズ・ビー・
アンビシャス」の言葉を残した旧島松駅逓所のそ
ばに建つ記念碑。（P．３２）

具体の都市計画
土地利用（市街化区域と市街化調整区域の区
分、用途地域等）などの都市計画決定するもの及
び都市計画事業。都市計画事業とは都市施設（道
路・公園・下水道等）の整備に関する事業や市街
地開発事業（土地区画整理事業・市街地再開発事
業等）などを指す。（P．３）

建ぺい率、容積率
建ぺい率は、敷地面積に対する建築物の建築面
積の割合をいい、容積率は、敷地面積に対する建
築物の延べ床面積の割合をいう。（P．２２）

コミュニティ
地域社会の意味。居住地や関心をともにするこ
とで営まれる共同体。（P．１２）

参 考 資 料

７７



コミュニティバス
地域住民の利便性向上等のため、一定地域内を
運行する地域密着型のバスで、車両仕様、運賃、
ダイヤ、バス停の位置などを工夫したバスサービ
ス。（P．２８）

コンパクトな市街地
市全体からみて市街地を集中的にまとめるので
はなく、５つに分かれている市街地を適切な規模
に設定し、集積を高めることにより広がりを抑
え、利便性の高い市街地を形成するという考え
方。（P．１５）

交通結節点
駅前広場のように、バス、自動車、鉄道など異
なる交通手段を相互に連結する場所。（P．２５）

交流の森
各市街地に囲まれた市の中心部にある国有林な
どを活用し、自然や文化をテーマとして各地区の
連携や市民・市外住民との交流を図ることを目的
とした空間。（P．１６）

さ

サイクリング・ネットワーク
道道札幌恵庭自転車道線を軸に、近隣市町や市
内のレクリエーション施設などを歩行者・自転車
道路で結ぶネットワーク。全ての路線が自転車歩
行者専用道路というわけではなく、一般道路の歩
道を利用する路線を含む。（P．２７）

市の木・市の花
市の木は、「かえで」、市の花は、「つつじ」で、
ともに昭和４９年７月に制定された。（P．１６）

市街化区域
都市計画区域内で、すでに市街地を形成してい
る区域及びおおむね１０年以内に優先かつ計画的に
市街化を図るべき区域。「第２章４．将来都市構造」
における都市地域を指す。また、本文中では市街
地とも表現している。（P．１９）

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。「第２章４．将来都市
構造」における森林地域や農業地域を指す。
（P．１９）

市街化調整区域の建築形態規制
市街化調整区域における住環境の安全や快適さ
を守るため、建築物の大きさ、高さなどを規制す
るもので、特定行政庁である北海道が定める。
（P．２１）

市民農園
市民が小面積の農地を利用し、野菜などを育て
る農園のこと。市民農園整備促進法に基づく。
（P．２３）

自然エネルギー
太陽光、太陽熱、地熱、風力などを利用したエ
ネルギー。（P．３０）

自転車利用環境整備モデル事業
環境や人にやさしい自転車の利用を促進するた
め、自転車専用道路、自転車駐車場などの利用環
境整備を国が支援して行なう事業。平成１１年（１９９９
年）に、本市を含む全国で１４の都市がモデル都市
に選ばれた。（P．２６）

循環型地域社会
環境への負荷を小さくするため、資源リサイク
ルなどを推進し、人間の活動により生じる物質を
自然界の中で循環できるようにする社会。（P．１２）

親水空間
治水機能だけではなく、水辺で遊んだり、河川
沿いを散策したりする、水に親しむ機能を持った
空間。（P．３２）

た

タクシーバース
駅前広場などにおいて、タクシーの利用客が乗
り降りするためのタクシー停留スペース。（P．２８）

宅地造成等規制区域
宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災
害が発生するおそれが著しい区域について、宅地
造成等規制法で指定する区域。（P．３８）

地区公園
主として徒歩圏域内の住民（４近隣住区程度）
の利用に供することを目的とし、標準面積が４ha
の公園。（P．３１）
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低・未利用地
利用がなされていない土地、又は立地条件から
みてその利用形態が社会的に必ずしも適切でない
（低位な）土地。（P．１５）

低床バス
車椅子や足の不自由な人、高齢者などが楽にバ
スに乗り降りできるように、乗降口の床を低くし
たバス。（P．４０）

道道札幌恵庭自転車道線
現在、札幌市の豊平川河川敷から北広島駅東口
広場までを結ぶ、延長約２１kmの間の整備が進め
られているが、さらに恵庭市までの延伸が計画さ
れている。（P．２５）

都市づくり
「まちづくり」は、住環境（土地利用、道路、
交通、公園、建築等）、自然環境などの都市整備
や環境等のハード面と福祉、教育、文化、スポー
ツ、生涯学習などの人と人との関係性を含めたソ
フト面からなると考えられるが、本計画における
「都市づくり」は、主にハード面にかかわるまち
づくりを指すものとする。（P．１）

都市型社会
市街地を拡大していくのではなく、これまで都
市に整備された社会資本を最大限活用し、安定し
た都市環境が形成された社会。（P．１１）

都市型農業
食糧供給機能だけでなく、都市に求められる緑
の供給機能、都市空間機能、環境保全機能、防災
機能などの諸機能を果たす農業。（P．２３）

都市計画区域
都市計画法その他関係法令の適用を受ける土地
の区域で、中心の市街地を含み、かつ、自然的・
社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現
況・推移を勘案し、一体の都市として総合的に整
備、開発及び保全する必要がある区域。（P．１９）

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
都道府県が定める都市計画区域のマスタープラ
ンというべきもの。都市計画区域の目標、市街化
区域と市街化調整区域の区分（区域区分）の方針、
土地利用、道路や公園等の都市施設の整備方針な

どを定める。（P．２）

都市計画制度
防災関係の都市計画制度としては、建物の建て
づまりを防ぐ、建ぺい率の指定や地区計画、火災
を防ぐ、防火・準防火地域などの指定がある。
（P．３７）

都市計画の提案制度
住民主体のまちづくりを進めたり、地域の活性
化を図るため、土地所有者等が一定の条件（面積
や同意など）を満たした上で、地方公共団体に都
市計画の決定や変更の提案ができるもの。（P．６９）

都市計画道路
都市計画法に基づいて都市計画決定した道路を
いう。その区域は、将来の事業が円滑にできるよ
う制限が働き、建築規制が課せられる。（P．２７）

都市緑地
都市公園法に基づく都市公園の一種で、都市の
自然的環境の保全、改善、都市景観の向上を図る
ためにもうけられる緑地。（P．３２）

道央都市圏
札幌市を中心とした小樽市、江別市、千歳市、
恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、長沼町、南
幌町、の７市３町からなる圏域。（P．２６）

トリムコース
健康増進を目的とした、北広島団地内を周回す
る延長約５Kmの歩行者・自転車道路。（P．４３）

な

ノーマライゼーション
障がい者や高齢者を特別な存在として保護する
のではなく、すべての人が地域社会の中で生活し
ていくことがノーマル（通常）であり、そのため
に必要な措置をしていくという考え方。（P．３９）

は

バスバース
駅前広場やバスターミナルにおいて、バスの利
用客が乗り降りするためのバス停留スペース。
（P．２７）
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バリアフリー
高齢者や障がいのある人などの社会生活におけ
るさまざまな障がいをなくそうという概念。
（P．３９）

パークアンドライド
自宅から駅などへ車で行き、駅近くに駐車をし
て、電車などで目的地に至る方式のこと。（P．２８）

パートナーシップ
市民等や行政が、対等な立場で協力・連携し、
役割や責務を自覚することを通じて築いていく相
互の信頼関係をいう。（P．６９）

フレーム
枠、骨組みのこと。（P．４）

防災センター
資材の保管所や防災情報施設などを備えた防災
活動の拠点施設で、市が整備を行なう。（P．３８）

ま

まちづくりのルール
地区計画や建築協定、まちづくり協定などの住
民の望む住み良いまちづくりを進めるための手法
で、地区の住民が話し合い、建物の建て方や色彩、
街並みなどについての地区独自のルールを決める
ことができる。（P．２１）

未利用エネルギー
都市生活から出てくる廃熱や、大気との温度差
を利用した河川水、下水処理などの熱といったこ
れまで利用されていなかったエネルギー。（P．３０）

や

ユニバーサルデザイン
英語で「普遍的な、すべての」という意味で、
障がいの有無や年齢、性別等にかかわらず、すべ
ての人が使いやすい施設、製品、環境等のデザイ
ン。（P．４０）

用途地域
都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的
とした土地の合理的利用を図るため、都市計画法
に基づき、建築物の用途・容積率・建ぺい率及び

高さについて制限を行なう制度。おもに、住居系・
商業系・工業系に分かれ、１２種類の用途地域が設
定されている。（P．２０）

ら

ライフライン
生命線の意味。水道、電気、ガス、電話など市
民の生命や暮らしを支える基盤的なシステムのこ
と。（P．３７）
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