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計画策定の趣旨Ⅰ

北広島市は 昭和45年(1970年)に最初の総合計画を策定して以来 昭和56年(198、 、

1年)、平成３年(1991年)と３回にわたり計画を策定し、自然と創造の調和した豊か

な都市をめざして総合的、計画的なまちづくりを進めてきました。

特に 平成３年度(1991年度)から平成12年度(2000年度)までを計画期間とする 第、 「

３次長期総合計画」では 「自然と創造の調和した豊かな都市」と「心のふれあう、

確かな小都市」を目標の都市像として、自然や景観に配慮しながら、ＪＲ北広島駅

東口をはじめとする市内各地区での市街地開発や道路整備などの都市基盤整備、大

曲第３工業団地の造成・分譲、芸術文化ホールや図書館、大曲ふれあいプラザ、シ

ルバー活動センターなどの公共施設の整備を進め、また教育や福祉などの面におい

ても計画的な施策の展開を図ってきました。

(1996こうしたまちづくりを推進する中で、人口も着実な増加を続け、平成８年

９月には市制を施行し、都市としての新たな一歩を踏み出しました。年)

しかし、現在わが国の社会・経済は急速に変化してきており、地方分権や規制緩

和など、従来からの価値観や制度が見直され、多岐にわたって新たなシステムが大

きな流れとなって動き出してきています。また、進行する少子・高齢化、深刻化す

る地球環境問題、高度化する情報化社会、変化する産業構造など、対応しなければ

ならない課題も数多く現れてきています。

この総合計画は、こうした時代の変化や課題に適切に対処し、市民とともに21世

紀における本市の確かな未来を築くため、その実現に向けたまちづくりの指針を明

らかにしたものです。
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計画策定の背景Ⅱ

－１ 北広島市の現況と市民意識Ⅱ

(1) 現 況

本市は、昭和40年代半ばの道営北広島団地等の開発以降、他自治体からの転入に

より人口規模の拡大が図られ、都市機能の整備も進んできました。特に、札幌市と

隣接していることから同市からの転入者の比率が高く、本市の社会増加数は札幌市

の人口増加数に連動して推移している傾向にあります。

人口動態としては、平成元年(1989年)の 2,500人台の年間増加をピークにおおむ

、 、ね 1,000人前後の増加基調となっていますが 最近では少子・高齢化の影響もあり

増加幅が縮小する傾向が見られます。また、社会動態の特徴としては、30歳代を中

心としたニューファミリー層の転入が多い反面、20歳代の転出が多くなっており、

本市の人口ピラミッドは30～34歳を中心にその前後の年齢層が少ない形状になって

います。

また、札幌圏にあり交通アクセスに恵まれている本市は、就業、通学、買い物等

においても札幌市との関係が強く、同市を核に一体の生活圏を形成しており、市域

を越えて人々が交流し合う開放交流型の地域構造になっています。

産業については、農業では全国的な傾向と同様に、農家数、耕地面積とも減少傾

向にあり、農業粗生産額も最近の10年間で約１割減少しています。工業では、新規

工業団地の造成もあり、道央圏の幹線交通軸上に位置する立地上の好条件を背景に

、 、 。企業立地が進み 事業所数 製造品出荷額とも10年前の約1.3倍に増加しています

また、商業においても、卸売業の新規立地や人口増加を背景に、商店数で10年前の

約1.3倍、年間販売額で約2.3倍に増加しています。
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～平成10年(1998年)９月に実施した市民意識調査から～(2) 市民意識

これからも北広島市に住み続けたい」とする市民が 65.6％を占め、定住意識は高ま「

ってきています。特に50歳代以上の中高年層の定住意識が高く、人口の定着を支える意識

基盤が形成されてきていることがうかがえます。しかし、20歳代、30歳代の定住意識がや

や低く、今後、高い定住意識を維持、向上させるまちづくりを進める中で、若い年代層に

対する施策の配慮も必要となっています。

北広島のまちが好き」と答えた市民は全体の 66.8％を占め、嫌いとする市民は 10.8「

％でした。この愛着意識を支える理由として、豊かな自然・緑、生活環境の整備、恵まれ

た交通機関、災害の少なさ・治安の良さなどが上位を占めています。市の特色である都市

近郊でありながら豊かな自然を保ち、それと調和した都市基盤、生活環境の整備を行うま

ちづくりに対する一定の評価と見ることができます。

市民が求める都市像としては 「高齢者や障害者にとって住み心地がよいまち 「豊かな、 」

自然にはぐくまれたまち 「医療・教育・スポーツを通じて健やかに暮らせるまち 「交通」 」

事故、犯罪等や自然災害が少ないまち」の４つに回答が集中しました。

少子高齢化の潮流の中にあって、高齢者の暮らしのあり方に関心が集まっていること、

引き続き自然環境に対する意識が高まっていること、利便性の追求や単一機能の充実（住

宅都市、産業都市など）よりも、健康、安全、安心等が確保されるまちづくりを望む傾向

が強くなっていることなどがうかがえます。

これからの市政で、特に力を入れてほしい施策としては「お年寄りが安心して暮らせる

環境づくりなどの高齢化対策を充実する」がもっとも回答率が高く、次いで「医療施設や

救急医療体制を充実する 「道路などの除雪を充実する 「バス、鉄道などの交通を便利に」 」

する 「保健、医療、福祉サービスの拠点施設を整備する 「自然を保護する」と続いてい」 」

ます。前回調査では高い回答率を得ていた交通の利便性充実や産業振興施策等は半分以下

の回答率となっており、時代とともに市民が力を入れるべきとする施策分野に変化が生じ

ていることが分かります。地域ごとに見ると、高齢化対策、医療の充実、医療・福祉拠点

整備は各地域とも共通して強く望まれていますが、大曲、輪厚、西の里の３地域では、交

通利便対策が、北広島団地、東部地域では除雪対策が上位にくるなど、地域性が現れてい

ます。
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－２ 時代の潮流と北広島市の課題Ⅱ

まちづくりを進めるにあたっては、社会経済の変化などを見すえ、的確に対応し

ていくことが必要となります。新しい時代のまちづくりにおいて特に重要と思われ

る時代の潮流と本市の課題をここにあげます。

(1) 価値観・ライフスタイルの多様化

(2) 都市化社会から都市型社会へ

(3) 少子・高齢化の進展

(4) 高度情報化の進展

(5) 産業構造の転換

(6) 環境共生型社会実現への意識の高まり

(7) 市民自治・地方分権への道

(1) 価値観・ライフスタイルの多様化

わが国の経済力が高まり、生活水準や教育水準が向上したことなどを背景に、人

々の価値観やライフスタイルの多様化が進んでいます。特に、物の豊かさより心の

豊かさを重視する人が増え、所得の増加や生活の便利さよりも余暇・自由時間の充

実や自然とのふれあいを求める傾向が強くなってきています。

スポーツ、芸術、読書、旅行といった趣味的活動に加え、ボランティアやコミュ

ニティ活動等、様々な分野で積極的に自己実現を図ろうとする志向が今後いっそう

高まっていくものと考えられます。

また、女性の社会進出の拡大は雇用・勤務形態の多様化や家事労働を支援するた

めの新たな産業・商業機能の創出にも影響を及ぼし、ライフスタイルの選択の幅を

広げています。
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、 、 、本市は 高度な都市機能をもつ札幌市に隣接している一方で 緑や自然が豊かで

都市の利便性と自然とのふれあいを日常的に体感できる環境にあります。市民意識

調査でも、本市がめざすべきまちの姿として、各年代ともに「豊かな自然にはぐく

まれたまち」が上位にきており、今後も自然と調和したまちづくりを進めることが

強く求められています。

また、多様な市民ニーズを満たす豊かな地域社会を実現するには、主体的なコミ

ュニティの形成や生涯学習の充実が不可欠な要素となってきており、その意味で、

平成10年(1998年)10月オープンした芸術文化ホールや図書館が市民や近隣自治体住

民の芸術、文化、交流活動の拠点として大きな効果が期待されています。

(2) 都市化社会から都市型社会へ

わが国では、高度経済成長等を背景にして、人口、産業が都市へ集中し、都市が

拡大するといった都市化が急激に進展しました。しかし、人々の価値観・ライフス

タイルが多様化するにつれ、都市の拡張テンポが低下し、地域間人口移動が減少す

るなどの変化が見られるようになりました。これからは都市の拡張への対応に追わ

れるのではなく、都市の中へと目を向け直して都市の再構築を進めるべき時期にき

ているといえます。すなわち「都市化社会」から「都市型社会」への転換期を迎え

ています。

今後は、都市周辺の自然を保全し、既成市街地の再構築に取り組むとともに、そ

の際には、都市ごとにすべての機能を整備するのではなく、一体としてとらえられ

る都市圏内において、圏内のネットワーク整備による連携を図りつつ、適正な配置

を行うことが必要であるとされています。

また、多くの地方都市において、中心市街地の衰退・空洞化対策が課題となって

おり、都市の再生を図るため、各都市のもつ歴史や風土を生かした個性的なまちづ
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くりが求められています。そのためにも、これまでのハード偏重からソフト重視へ

の発想・手法の転換が不可欠となっています。

本市は、江別市、石狩市などとともに札幌市を核として一体の生活圏を形成して

おり、圏域内各都市が各種機能を受け入れることにより、札幌圏の高度な都市機能

の強化が図られてきました。札幌圏は今後も北海道の中枢都市圏として北海道経済

の発展に重要な役割が期待されており、圏域内の連携強化と各都市の特徴を生かし

た機能分担を進めることが必要です。

本市の市街地は、地理的な制約に加え、札幌市とのアクセスを考慮して、幹線道

路沿線を中心に開発が行われたことから、おおむね３地区に分散しています。今後

の市街地整備を考える上で、各地区ごとの機能の充実及び機能の分担、地区間連携

の強化が課題となっています。

また、本市が魅力ある都市として成熟していくには、北広島駅周辺まちづくり、

創造の森ゾーン整備、サイクリング・ネットワーク等の推進を図るなど、本市のも

つ特色を生かした個性豊かなまちづくりを進めることが必要です。

(3) 少子・高齢化の進展

わが国の総人口は、女性の晩婚化・非婚化等による少子化を主因として、急速に

伸びが鈍化してきており、平成19年(2007年)をピークに減少し始めるものと予測さ

れています。

そうした中で、医療技術や生活水準の向上等により平均寿命が延び、65歳以上の

老年人口は増加を続けており、先進諸国の中でも例を見ない早さで高齢化が進展し

ています。



- 8 -

北広島市総合計画 序論

少子・高齢化の進展により、年金、医療、介護、福祉等社会保障の分野での給付

が増加し、現役世代を中心に負担が大きくなっていきます。このため、給付と負担

の適正化を含む社会保障制度の見直しを進める一方で、身近な健康づくりを通じた

医療費や介護費用負担の軽減への取組みやボランティア、地域住民の協力により支

え合う地域社会の連帯などが必要となっています。また、豊富な知識、技術経験を

もち、健康で社会参加に意欲的な高齢者も増えていくことから、こうした人々が活

躍できる社会の実現が求められています。

一方、経済面においても、少子・高齢化による労働者人口の減少が経済成長に影

響を及ぼすおそれもあるところから、就業意欲をもつあらゆる人が能力に応じた働

き方ができるよう、雇用環境の整備や雇用慣行の見直しを進めるとともに、高付加

価値型の新規産業創出等が課題となっています。

本市の少子・高齢化は、全国、北海道全体に比べればテンポは遅いものの、着実

に進んでいます。平成12年(2000年)における14歳以下の年少人口の割合は、出生率

の低下等により15.3％と平成２年(1990年)からの10年間で 6.0ポイント減少してい

る一方で、65歳以上の老年人口割合は、14.4％と平成２年(1990年)からの10年間で

4.5ポイント上昇しています。特に北広島団地や西の里団地では、開発から約30年

を経過し、当初入居した30～40歳代の層が一斉に高齢期に達することから、今後単

、 （ 、 、 ） 、独老人世帯や老人夫婦世帯が増え 生活維持 買い物 通院 雪かき等 への対応

コミュニティ活動など様々な地域問題が発生することも考えられます。

本市では、これまで20歳代の若年層が市外に転出する一方で、それを上回る30歳

代を中心としたニューファミリー層等の転入により人口が増加し続けてきました。

高齢者が暮らしやすい地域づくりとともに、こうしたニューファミリー層の受入れ

を引き続き促進する対策が必要となっています。
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(4) 高度情報化の進展

コンピュータ、通信技術等のめざましい技術革新により情報通信の高度化が急

速に進展しています。高度情報化の進展は、時間的・距離的制約を縮小し、企業立

地の自由度を広げるほか、在宅勤務の導入など、企業の組織や就業形態にも大きな

変化をもたらすものと予想されています。

一方、パソコン、携帯電話の普及やインターネットの拡大等に見られるように、

日常生活でも高度情報通信のネットワークが浸透してきており、教育、保健・医療

・福祉、防災など様々な分野において、これら高度情報通信システムを活用した取

組みが進められています。地方行政においてもこれらのシステムやネットワークを

使い、情報提供や広聴活動の促進、公共サービスの向上、業務の効率化を図る取組

みが進んでいます。

本市においては、地区が分散していることや市外通勤者の割合が高いことなどか

ら、行政への申請・届け出等について、各種システムの導入やワンストップサービ

スなどによる手続きの迅速化に対する潜在的需要は高いと考えられます。また、保

健、医療、福祉、防災、産業、企業誘致など各種情報システムの整備を含めた情報

提供のあり方についてもさらに検討を進める必要があります。

(5) 産業構造の転換

交通・運輸、情報通信技術の飛躍的な発展に加え、規制緩和、自由貿易体制の拡

大などにより、産業・経済のグローバル化が進み、世界的な大競争時代を迎えてい

ます。こうした中でわが国は、高コスト構造の是正、少子・高齢化への対応など抜

本的な産業構造の転換が求められており、新規産業の創出、国際的に魅力ある事業

環境の創出、税金や社会保障費等の公的負担と経済活動の調和をめざした改革等に

取り組む方向にあります。
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地方においても、産業構造の再構築を余儀なくされてきており、今後、地方が自

立的に産業振興を図っていくためには、それぞれの地域がもつ特性を生かした新規

産業創出環境の整備が重要となっています。すでに北海道でも、産・学・官連携の

もとで、地域の将来を担う研究開発型産業の育成、産業クラスターの展開などの取

組みが始められてきています。

さらに長期的視点から、産業構造転換を支えるための基盤整備として、物流・情

報機能の高度化に対するニーズが高まりつつあります。

本市は、昭和45年(1970年)の道営北広島団地造成以降、大都市近郊の住宅地とし

て人口を伸ばし、都市の拡大を図ってきましたが、一方で北海道の産業、消費の中

心地である札幌市に隣接し、かつ、道央圏の主要幹線軸上に位置するといった好条

件を背景に、計画的に工業団地を整備し、都市型工業を中心とした工場立地を促進

させてきました。

平成３年(1991年)に造成した大曲第３工業団地についても厳しい経済状況のもと

にあって、食品製造業や印刷工場のほか、流通関連産業などの進出を見ることがで

きました。今後も産業構造の転換の動きに対応して、本市の産業振興を図っていく

ためには、恵まれた地理的環境を生かし、高度な物流・情報産業や研究開発型の新

規産業の立地誘導等が必要となっています。

(6) 環境共生型社会実現への意識の高まり

、 、 、 、 、 、大量生産 大量消費 大量廃棄が地球温暖化 オゾン層破壊 酸性雨 海洋汚染

野生生物の減少、森林の減少・砂漠化などを引き起こしています。今後、環境負荷

の軽減、循環型社会の実現など、環境との共生を地球的規模で取り組むことが求め

られています。
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わが国においても、地球環境問題に対する意識の高まりに加え、廃棄物処理場問

題やダイオキシン対策など緊急の課題を抱えており、省エネルギー、資源リサイク

ル型社会への転換に向けた取組みが、国、各自治体において積極的に始められてい

ます。

持続可能な発展をめざした環境共生型社会の実現には、地域の環境の保全が重要

、 。 、な要素であり 地方自治体の果たすべき役割が大きくなっています 各自治体では

廃棄物・リサイクル対策、環境影響評価の推進、環境負荷の小さいエネルギーの導

入促進、自動車利用の抑制指導、低公害車の利用、生活排水対策の推進、緑化の推

進、緑の保全等の施策が行われており、今後いっそうの推進が求められています。

本市における環境問題では、大気汚染や悪臭など従来からの公害に加え、自動車

交通、廃棄物など、日常の市民生活や事業活動に起因する都市型・生活型公害が問

題となっています。また、地球的視野で広範な環境問題に対処していくためにも、

市の「環境基本条例 「環境基本計画」に基づき、総合的、計画的な施策を講じて」

いくとともに、市民、事業者、行政が連携し、英知を出し合いながら、良好な環境

を保全し、創造していくことが必要です。豊かな自然が残されている本市では、自

然や緑に対する市民の意識、愛着も強いことから、人が自然と関わり、より良好な

環境をつくっていく「人と環境との共生」がまちづくりの重要な課題となっていま

す。

(7) 市民自治・地方分権への道

これまでの中央主導の行政システムは、全国画一の統一性と公平性を尊重する一

方で、地域的な条件の多様性や個性ある地域文化などを軽視してきた傾向がありま

す。また、社会経済の急激な変化に、従来の中央集権型行政システムでは適切に対

応しきれない状況も生まれてきています。



- 1 2 -

北広島市総合計画 序論

こうしたことを背景に、国と地方の不均衡を是正し、旧来の中央主導の縦割りの

行政システムから、地域社会の多様な個性を尊重する市民主導の行政システムに変

革するため、地方分権の取組みが始まりました。

地方分権を推進することにより、地方自治体の行政サービスが地域住民の多様な

ニーズに対応した迅速かつ総合的なものになるとともに、地域住民の自主的な選択

に基づいた個性的なものになります。それは一方で自治体による格差が拡大するこ

とにもつながりますが、住民の選択がそれぞれの生活に大きく影響してくることか

ら、市民の自治意識の高揚にもつながると考えられています。

本市は、住宅団地の造成を契機に急速に人口が増加してきたまちであり、居住年

、 、数が浅い住民が多いこと等から 住民の郷土意識が比較的希薄といわれていますが

平成10年(1998年)の市民意識調査によると、本市が好きと回答した市民が67％に対

し、嫌いは11％にとどまっており、まちへの愛着意識は決して低いものではありま

せん。さらに、これからも本市に住み続けたいと考えている人は10年前の調査より

３ポイント高い66％に達しており、市民の定住意識も高まってきています。

また、価値観が多様化し、市内でもボランティアやコミュニティ活動を通じて自

己実現を図ろうとする人々が増え、ＮＰＯ（民間非営利組織）による活動も芽ばえ

始めています。

今後は情報公開の推進に努めるとともに、ワークショップ等の新たな市民参加手

法の導入を図ることにより、こうした人々の声を市政に積極的に取り入れ、市民と

行政の協働によるまちづくりを進めていくことが求められています。
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－３ 基本的視点Ⅱ

この計画の策定にあたっては、市民意識調査や時代の潮流を踏まえ、次の４つを

基本的視点としました。

(1) 安全・安心

(2) 開放交流

(3) 市民自治・地方分権

(4) 地球規模（グローバル化）

(1) 安全・安心

ハード偏重、都市の拡張ではなく、安全・安心が確保されるソフト重視、都市●

の再構築の視点で取り組みます。

保健、衛生、医療、福祉、環境など市民が安心して暮らせるための施策を重視●

します。

防災、防犯、消費生活、交通安全など市民生活の安全性を高めることに努めま●

す。

バリアフリーや男女共同参画の推進により、高齢者や障害者、女性などすべて●

の市民が社会参加しやすい環境を創出することに努めます。

(2) 開放交流

本市の開放交流型の地域特性を生かすまちづくりを進めます。●

各地区の機能充実と地区間連携を強め、市民の交流促進を図ります。●

交流・連携を促進するため、道路・交通網、情報通信ネットワークの整備など●

を推進します。

市の魅力のＰＲなど、新たな市民の受入策を積極的に進めます。●

都市間交流・国際交流を進めます。●

広域都市圏の連携を深め、各都市の機能分担を進めます。●
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(3) 市民自治・地方分権

政策形成への市民参加を促進し、市民主体の行政を進めるシステムづくりをめ●

ざします。

本市の個性を尊重した政策を展開します。●

自発的に参加する市民と行政の協働による地域づくりを進めます。●

市民と企業と行政、国と道と市の適切な役割分担と連携を図ります。●

(4) 地球規模（グローバル化）

地球環境への負荷を軽減するため、資源リサイクルや循環型産業システム等に●

よる循環型社会の実現に努めます。

自然との共生をめざし、人が積極的に自然に関わり、良好な環境を創出するこ●

とに努めます。

環境教育を推進します。●

進展する経済のグローバル化を踏まえ 高付加価値型の新規産業の創出 物● 、「 」、「

流・情報基盤の高度化 「産学官の連携」などを推進します。」、



- 1 5 -

北広島市総合計画 序論

計画の構成と計画期間Ⅲ

この計画は「北広島市総合計画 」と称し 「序論 、～きたひろしま21創造プラン～ 、 」

「基本構想 「基本計画」で構成しています。」、

「序論」は、総合計画策定の背景や基本的視点などをまとめたものです。

「基本構想」は、本市のめざす都市像とまちづくりの目標、それを実現、達成す

るための施策の大綱を定めたものです。

「基本計画」は、基本構想に基づき、それぞれの施策の基本的な方向と主な計画

事業等を示したものです。

「北広島市総合計画 」の計画期間は、平成13年度～きたひろしま21創造プラン～

（2001年度）から平成22年度（2010年度）までの10年間とします。
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