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第２章・第１節 自然と緑と公園

現況と課題■

本市は、各市街地を取り巻くように森林などの緑が保たれ、身近に接する●

緑の多いまちです。

今日の地球規模での環境問題の中で、自然、動植物と共生できるまちをめ●

ざすことが求められており、緑のもつ意義を市民一人ひとりが認識し、市

民、地権者、事業者、行政が一体となって緑の保全・創出をより総合的に

推進することが必要となっています。

近年、自然志向の高まりとともに、市民が自然に親しみふれあう場として、●

また魅力ある都市空間として、保全と合わせその活用が課題となっており、

生態系などへの十分な配慮を行い、自然と調和したまちづくりを進める必

要があります。

市街地においては、うるおいと安らぎのある空間づくりのため、公園の整●

備や緑地の拡大に努めていますが、さらに、地域のコミュニティ空間とし

ていくため、市民が計画立案から関わる市民参加による公園整備を進めて

います。

市民が身近な空間で花を育て、飾り、美しいまちづくりに積極的に参加す●

る機運が高まっており、緑を大切にし、花を育てる市民の活動を継続して

支援していく必要があります。

公園については計画的な整備に努めていますが、平成５年 以前● (1993年)

の主に児童を対象として整備した街区公園については、今後、地域のニー

ズに合わせた再整備の検討も必要となっています。

森林は、土地の保全や大気浄化能力など様々な機能をもっています。今あ●

る緑を守り、つくり育て、市民一人ひとりが緑のもつ機能を理解し、貴重

な財産として次世代に引き継いでいく必要があります。

第２章 環境と共生する快適なまち
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基本的方向■

自然や緑を大切にするこころを育むため、市民が主体となった緑化活動を●

推進します。

自然緑地についてはその保全に努めるとともに、地域特性を考慮しつつ、●

市民のふれあいの場や子どもたちの体験の場として、有効的な活用図り

ます。

野生動植物が生息できる空間の保全に努めます。●

市民とともに、公園・緑地の整備を進めます。●

自然と創造の調和したまちづくりを進めるため、まちの中央部にある国有●

林を中心とした森と緑を生かし、創造の森ゾーンとしての整備を図ります。

花や木々で彩りを添えた美しいまちづくりを進めます。●

河川整備にあたっては、景観・親水性・自然環境に配慮した水辺空間づく●

りを進めます。

緑のまちづくりを支える基盤づくりに努めます。●

第２章 環境と共生する快適なまち
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第２章 環境と共生する快適なまち

施策の体系■

自然と緑と公園 自然・緑の保全と育成 緑の基本計画策定

市民参加による各種緑化
事業の推進

緑に配慮した開発指導

緑保全地区の拡大

森林の保全と活用

みんなが憩える公園・緑 高齢者や障害者に配慮し
地づくり た公園の整備

自然体験型公園・緑地の
整備

創造の森ゾーンの整備

親水事業の推進 河川敷地の緑化推進

輪厚川親水事業の推進

緑化推進の基盤づくり 緑化センター整備の検討

緑化基金の充実
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第２章 環境と共生する快適なまち

主要施策■

の保全と育成１ 自然・緑

市内の良好な緑の保全と創出のために、また、市民が自然と共生できる●

環境を作り上げていくために、都市緑地保全法に基づく緑地の保全及び

緑化の推進に関する基本計画として、新たに緑の基本計画を策定します。

自然や緑を大切にしていくこころを育むため、市民参加による植樹や花の●

植栽を行い、各種緑化活動を進めます。

種々の開発にあたっては、緑のまちづくり条例やまちづくり指針に基づき●

開発事業者に対して指導を行いながら、緑と調和したまちづくりを進めま

す。

市街地及びその周辺における良好な自然緑地は、関係法令や条例に基づき●

無秩序な乱開発を防止するとともに、民有林所有者に理解と協力を得て、

緑のまちづくり条例に基づく緑保全地区の拡大などに努めます。

森林を守り親しむ場として、森林ボランティア等による管理・保全や利活●

用など、市有林をモデルに、里山林の整備と活用に取り組みます。

森林所有者の理解と協力を求めながら、森林施業計画に基づき、無立木地●

の造林や不良森林の改良など、森林の保全に努めます。

公共補助の対象となる間伐育林事業に取り組む森林所有者に対し、市の森●

林整備対策事業により支援を行います。

【主な計画事業】
◇緑のまちづくり推進事業 ◇緑の基本計画の策定

２ みんなが憩える公園・緑地づくり

市民と一体となって、子どもから高齢者や障害者まで幅広く利用でき、親●

しめる公園づくりを推進します。

豊かな自然を生かし、自然観察や自然とふれあう場の整備を進めます。●
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第２章 環境と共生する快適なまち

北広島レクリエーションの森、総合運動公園、平和の灯公園、輪厚川親水●

空間、札幌北広島プリンスホテル周辺、ふれあい公園、緑葉公園、竹山高

原温泉、きたひろサンパークなどを含むエリアを、創造の森ゾーンとして、

自然と創造の調和した環境づくりを進めます。

【主な計画事業】

◇近隣公園の整備（輪厚公園、大曲東公園） ◇街区公園の整備

◇大規模自転車道関連事業（学習の森、センターパーク、水辺の広場）

◇創造の森ゾーンの整備

３ 親水事業の推進

河川の機能に配慮した植樹や花を植栽し、特色ある河川敷地の緑化を推進●

します。

「ラブリバー制度」の対象河川となっている輪厚川においては、市民と行●

政が連携して河川環境を守り、うるおいのある水辺空間の形成を図ってい

きます。

【主な計画事業】

◇輪厚川親水事業 ◇輪厚川ラブリバー支援事業

◇輪厚川ボランティア活動の支援

４ 緑化推進の基盤づくり

緑のまちづくりの着実な推進を図るため、緑化センターの整備検討を進め●

ます。

継続的かつ安定的な緑化の推進を図るため、緑化基金の充実に努めます。●

【主な計画事業】

◇緑化センターの整備検討
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第２章 環境と共生する快適なまち

第２章・第２節 都市景観

現況と課題■

都市景観については、都市景観形成基本調査、都市景観形成基本計画、公●

共サインの設置、道沿いの景観に関する調査のほか、市民意識に働きかけ

るソフト事業として、景観シンポジウム、景観フォトコンテスト、花のま

ちコンクールなどを実施してきましたが、さらに景観に対する意識を高め

る必要があります。

まちの魅力のひとつを形成する景観の保全と景観づくりの必要性がますま●

す高まっています。

都市景観形成基本計画に基づく具体的な景観誘導（指導）基準として、景●

観条例など景観形成と維持に関する制度の充実が求められており、市民、

企業、行政が一体になって、美しい街並みの形成と維持に努めていく必要

があります。

景観づくりに取り組む自主的な市民活動を育てていく必要があります。●

基本的方向■

本市の景観を特徴づける森や身近な緑を背景とした景観づくりを進めます。●

丘陵、森林、川辺、田園、住宅地の花と緑など、地域の個性と魅力を生か●

し、誇りと愛着のもてるわがまちの景観づくりを進めます。

美しいまちづくりを市民、企業、行政が互いにパートナーとなって進めま●

す。
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第２章 環境と共生する快適なまち

施策の体系■

都市景観 啓発としくみづくり 景観条例の制定

景観づくりの意識の高揚

景観づくり活動への支援

個性的な景観づくり 地域の個性を生かした景観づくり

景観に配慮した公共施設の整備

民間事業への協力要請

主要施策■

１ 啓発としくみづくり

市民、企業、行政が共有するルールとして景観条例を制定し、美しい街並●

みの形成と保全に取り組みます。

景観に対する市民の意識を高めるために各種事業を推進します。●

市民・企業が主体的に活動する景観づくりに対して支援していきます。●

【主な計画事業】

◇花のまちコンクール ◇景観シンポジウム ◇フォトコンテスト

２ 個性的な景観づくり

地域の個性と魅力を生かした景観を形成し、保全する方策を進めます。●

景観に十分配慮した公共施設の整備を進めます。●

民間事業に対して景観への配慮を促していきます。●
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第２章 環境と共生する快適なまち

第２章・第３節 環境保全

現況と課題■

私たちを取り巻く環境は、地球温暖化をはじめ、オゾン層の破壊、生物の●

種の減少、熱帯林の減少、大地の砂漠化などの地球規模の問題と、日常生

活に密着した廃棄物の処理、水質の汚濁、環境ホルモンなどの問題を抱え

ています。

今日の環境問題の特性は、環境に影響を与える問題の大部分が、従来の特●

定の原因者としての企業が発生させていた公害とは異なり、大量生産・大

量消費・大量廃棄による現在の生活様式と活動形態に原因があると言われ

ています。

自動車などによる大気汚染・日常生活による水質の汚染・有害物質による●

土壌汚染などの問題に加えて、悪臭問題に対する市民の関心が高くなって

います。

大気汚染については、交通量の増加に伴う自動車排気ガスなどによる汚染●

が懸念されることから、各種調査を行い、データの蓄積などを図っていく

必要があります。

水質汚染については、ＰＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、ＤＯ、大腸菌群数の●

調査のほか 「人の健康の保護に関する項目」の調査が必要となっていま、

す。

土壌汚染については、行政面積に占める森林・農地面積の割合が58％と高●

いため、企業配置を考慮した調査項目と調査地点の選定が当面の課題とな

っています。

平成11年度 から環境負荷実態調査を実施し、データの集積を行● (1999年度)

っていますが、データのより効率的な活用を図る必要があります。

環境基本条例及び環境基本計画に基づき、環境負荷の小さい、持続的発展●

の可能な環境都市をめざし、環境施策を市民、事業者、行政が一体となっ

て推進していく必要があります。
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第２章 環境と共生する快適なまち

基本的方向■

環境基本条例、環境基本計画に基づき、総合的な環境施策を推進し、進行●

管理システムの導入により計画の実行性を高めます。

都市化の進展に伴い多様化する環境問題に適切に対応するため、環境デー●

タを集積し、公害の未然防止に努めるとともに、公害発生源に対する監視、

規制、指導を強化し、市民の健康と良好な生活環境を保全します。

環境への負荷を小さくするため、省エネルギー、省資源、資源リサイクル●

などの普及を進めます。

大気や水、土壌、動植物などの自然環境を保全し、快適な環境の創出に努●

めます。

環境保全の意識を高めるため、学校教育での環境教育の導入や、地域社会●

に対する啓発を行うとともに、環境保全の実効性を高めるため、市民、事

業者、行政が連携して取り組む体制づくりを進めます。
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第２章 環境と共生する快適なまち

施策の体系■

環境保全 環境保全対策の推進 環境保全行動基準の策定

進行管理システムの導入

公害の防止 監視体制、指導体制の強化

広域的な公害対策の推進

環境負荷の低減 ごみの減量化とリサイクルの推進

省エネルギー・省資源化の推進

良好な環境の保全と創出 自然環境の保全と創出

生活環境の保全と創出

パートナーシップと人づくり 市民・事業者との協働

環境教育・啓発活動の推進
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第２章 環境と共生する快適なまち

主要施策■

１ 環境保全対策の推進

自然環境資源と環境負荷実態の経年変化など、環境状況の総合的な把握に●

努めるとともに、具体的な指針となる環境保全行動基準を策定し、環境の

保全と快適な環境づくりを推進します。

環境基本計画の進行管理システムの導入による評価を実施します。●

【主な計画事業】

◇環境保全実態調査 ◇地球温暖化防止実行計画の策定

◇環境基本計画進行管理の推進

公害の防止２

公害発生源に対する規制基準の遵守を徹底するため、監視体制、指導体制●

を強化します。

近隣自治体や関係機関との連携を保ち、広域的な公害対策を推進します。●

【主な計画事業】

◇環境監視員の配置 ◇化学物質管理の推進
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３ 環境負荷の低減

環境への負荷を小さくするため、ごみの減量化や、資源のリサイクルを積●

極的に進めます。

地域社会における省エネルギー化・省資源化や環境負荷の小さいクリーン●

エネルギーの活用などを進めるための普及啓発活動を行います。

【主な計画事業】

◇リサイクル運動の支援 ◇省資源化の推進

◇自動車の適正利用と省エネルギー運転の啓発

◇省エネルギー社会形成に関する情報提供

４ 良好な環境の保全と創出

大気の浄化など様々な環境保全機能をもつ森林の保全や、人々の生活や生●

命に欠かすことのできない水環境の保全を進めていきます。

人々がやすらぎとゆとりのある生活を送るため、公園の整備や緑地の確保●

を行うとともに、景観に配慮した環境づくりを進めます。

【主な計画事業】

◇自然環境調査 ◇自然環境に関する学習・啓発事業

５ パートナーシップと人づくり

市民、事業者の環境保全意識を高めるため、広報・啓発活動を積極的に行●

うとともに、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

りを推進します。

環境教育の積極的な推進を図ります。●

【主な計画事業】

◇環境アドバイザーの設置 ◇環境会議等の開催

◇環境教育・環境学習の充実
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第２章・第４節 廃棄物とリサイクル

現況と課題■

本市の一般廃棄物処理は、普通ごみ・危険ごみ・粗大ごみ・資源物の４分●

類で対応していますが、埋立処分地の延命化を図るため、リサイクルを徹

底し、最終処分量の減量化を図ることが大きな課題となっています。

広域的な視点に立った新たなごみ処理方式の検討も求められています。●

産業廃棄物の処理については、安定型最終処分場と管理型最終処分場、中●

間処理施設としての焼却処分場が稼働しており、市としても協定の遵守な

ど、指導を強化する必要があります。

基本的方向■

ごみ処理基本計画を策定し、広域的な処理も視野に入れた中間処理施設、●

最終処分場などの整備に努めます。

ごみの減量化対策による最終処分場の延命化を図ります。●

廃棄物の適正処理推進のため、不法投棄や産業廃棄物処分場などの監視体●

制を強化します。

環境にやさしい効率的な処分方法の調査研究を行います。●

容器包装リサイクル法や特定家電リサイクル法などに基づく分別収集を行●

い、リサイクルの推進に努めます。
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施策の体系■

廃棄物と ごみの減量化 ごみの減量化の促進
リサイクル とリサイクル

分別収集の推進

リサイクルの促進

施設の整備 第５期最終処分場の造成と拡大予定地の
用地取得

広域的なごみ処理施設の検討

産業廃棄物の 不法投棄や産業廃棄物処分場の監視体制
適正処理 の強化

主要施策■

１ ごみの減量化とリサイクル

生ごみ処理機などの普及を促進します。●

容器包装リサイクル対象品目の分別排出の徹底を図ります。●

蛍光管及び乾電池の有害危険物を分別し、リサイクル処理します。●

集団資源回収活動を促進します。●

生ごみ、廃食用油、枝木の再商品化の調査研究を行います。●

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンのリサイクルを徹底します。●

【主な計画事業】

◇ごみ処理基本計画の策定

◇容器包装リサイクル法や特定家電リサイクル法による分別と適正処理
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２ 施設の整備

第５期最終処分場の造成と拡大予定地の用地取得に取り組みます。●

資源物、生ごみ、可燃性ごみの処理については、近隣市町と連携し、広域●

的な施設の整備を検討します。

【主な計画事業】

◇第５期最終処分場造成 ◇ごみ処理広域化計画の推進

３ 産業廃棄物の適正処理

廃棄物監視員による監視体制を強化します。●

産業廃棄物処分場などへの指導を強化します。●

【主な計画事業】

◇廃棄物監視員の配置
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