資料編
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●● 都市公園の分類 ●●
区分・名称

住区基幹
公
園

基

基

幹

幹

公

公

園

園

定

義

街区公園

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、
面積 0.25ha を標準として配置する。

近隣公園

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、面
積 2ha を標準として配置する。

地区公園

主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的する公園で、
面積 4ha を標準として配置する。

総合公園

都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供する
ことを目的とする公園で、都市規模に応じ 1 箇所当たり面積 10～50ha
を標準として配置する。

運動公園

都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都
市規模に応じ 1 箇所当たり面積 15～75ha を標準として配置する。

都市基幹
公
園

広域公園

主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足
することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごと
に 1 箇所当たり面積 50ha 以上を標準として配置する。

特殊公園

風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則
し配置する。

緩衝緑地

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート
地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源
地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置につい
て公害、災害の状況に応じ配置する。

広場公園

市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における
施設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施
設等を主体に配置する。

都市緑地

都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図ることを目
的とする緑地であり、1 箇所当たり面積 0.1ha 以上を標準として配置
する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは
植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために
緑地を設ける場合にあってはその規模を 0.05ha 以上とする。

緑

道

災害時における避難路の確保、都市生活の安全性及び快適性の確保を図
ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設け
られる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で幅員 10～
20m を標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広場等を
相互に結ぶよう配置する。

都 市 林

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等にお
いて、その自然環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう充
分に配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配
置する。
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●● 緑のまちづくり審議会 ●●
●北広島市緑のまちづくり審議会開催状況
年

度

年

月

内

容

平成30年度

平成 30 年（2018 年） 9 月

緑の基本計画(第 2 次)の策定について

(2018年度)

平成 31 年（2019 年） 3 月

緑の基本計画アンケート調査の実施について

令和元年度

令和元年（2019 年） 5 月

緑の基本計画アンケート調査票について

(2019 年度)

令和元年（2019 年） 6 月

Ｈ29 緑の基本計画の進捗状況について

令和元年（2019 年）12 月

緑の基本計画アンケート調査結果について
本市の緑の課題及び課題検討等について
緑の基本方針及び目標の考え方（たたき台）
緑の基本計画整備目標の総括表
Ｈ30 緑の基本計画の進捗状況について

令和 2 年（2020 年） 3 月

緑の基本計画骨子(第 2 次)案について（中止）

令和 2 年度

令和 2 年（2020 年） 5 月

(2020 年度)

令和 2 年（2020 年） 8 月

書面において意見集約
緑の基本計画(第 2 次)素案について

10 月

緑の基本計画(第 2 次)原案について

令和 3 年（2021 年） 1 月

緑の基本計画(第 2 次)案について（諮問）

,2 月

緑の基本計画(第 2 次)案について（答申）

●北広島市緑のまちづくり審議会委員（敬称略）
役

職

会

長

職務代理者

氏

名

平成 30 年 9 月～令和 3 年 2 月
区

分

柿澤 宏昭

学識経験者

金子 正美

学識経験者

委

員

愛甲 哲也

学識経験者

委

員

荒井 大陽

市民代表

委

員

伊藤

市民代表

委

員

蕪木 清文

専門技術者

委

員

川瀬 理香

市民代表

委

員

佐藤 廉之（～Ｒ2.4）

専門技術者

委

員

下屋敷 義政

学識経験者

緑（Ｒ2.5～）
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●● 用語解説 ●●
あ行

北広島市都市計画マスタープラン（第 2 次）・・・P2
市町村の都市計画に関する基本的な方針の総称。

アジェンダ・・・P5
実施すべき計画。特に、国際的な取組についての行動計

北広島市にふさわしいコンパクト・プラス・ネットワーク

画。

・・・P5
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

エコロジカルネットワーク・・・P26.32

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

野生生物が生息・生育する核となる公園緑地と、移動空間

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

となる道路緑地や河川で構成される回廊（コリドー）が、有

いう考え方。

機的につながる生態系のネットワークのこと。
北広島レクリエーションの森・・・P15.26
オープンガーデン・・・P12.56

林野庁が全国の国有林の中から、広く国民に森林レクリエー

個人やお店などが自分で手入れしている庭を一定の期間公

ションの場として提供している森林。北広島レクリエーションの

開すること。

森は、江別市から北広島市に広がる野幌丘陵地に存在し
ており、森林スポーツ林に区分されている。

オープンスペース・・・P26.36
公園・広場・河川・農地など建物によって覆われていない土

旧島松駅逓所・・・P8.16.27.38.41.45.46.52.55.57

地。あるいは敷地内の空地の総称。

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

NPO・・・P23.27.58

年）、札幌本道（国道 36 号）開通の際、沿道の島松に

英語の Non-Profit Organization の略。営利を目的とし

設置された。道内に残る最古の駅逓所として、昭和 59 年

ない民間組織。

（1984 年）に国指定史跡となった。

か行

旧島松駅逓所保存活用計画・・・P16
国指定史跡である、旧島松駅逓所の今後の保存と活用を

観光農園・・・P34.51

将来的に考えた計画。

農業に関わる様々な体験を通して、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

吸収源・・・P26.48.56

もなる農園。

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収し、比較
的長期間にわたり固定することのできる森林や海洋などのこ

緩衝緑地・・・P32.64

と。

都市計画で大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止
を図ることを目的として、公害、災害発生源地域と背後の一

協働・・・P6.12.18.22.28.44.52.56.58.61

般市街地とを分離遮断するために設けられる緑地。

多様な活動団体や組織が、同じ目標を共有し、それぞれの
特性を生かし、対等の立場で協力し共に活動すること。

環状グリーンベルト・・・P10
札幌市の自然条件を生かしながら、拠点となる公園を配置

公園里親制度・・・P12

し、札幌のまちをみどりの帯で囲む構想。

市民や町内会、企業、学校などが、公園を養子にみたて
て、愛情と責任を持って清掃、美化する制度。

寒地稲作発祥の地の碑・・・P8
不可能と言われた北海道での稲作を成功させた中山久蔵

公園施設長寿命化計画・・・P15.51

の功績を讃えて建つ記念碑。寒地稲作の祖と呼ばれてお

計画的な各公園施設の補修、更新を目的とし、公園施設

り、その功績を現代に伝えている。

状況の把握、安全面の確保、効率的・効果的な施設の維
持管理を実施する計画。

北広島市総合計画（第 6 次）・・・P2.28
市町村の基本構想及び基本計画などの総称。
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●● 用語解説 ●●
公募設置管理制度(Park‐PFI)・・・P5.26.45.46.51

持続可能な開発目標（SDGｓ）・・・P2.5.61

平成 29 年（2017 年）の都市公園法改正により新たに

英語の Sustainable Development Goals（持続可能

設けられた制度。飲食店、売店等の公園利用者の利便の

な開発目標）の略。2015 年 9 月の国連サミットで採択さ

向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から

れた 2030 年までの国際目標であり、持続可能な世界を実

生じる利益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公

現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成されてい

園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改修を一体

る。

的に行うものを、公募により選定する制度。
市民農園・・・P23.26.34.41.51
クラーク記念碑・・・P8

住民の方々がレクリエーションとしての自家用野菜、花の植

札幌農学校教頭 W.S.クラークが明治 10 年（1877 年）

栽、高齢者の生きがいづくり、地域交流のなどの多様な目的

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

で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農

た地である、旧島松駅逓所のそばに建つ記念碑。

園。

グリーンインフラ・・・P16.44.45.46.48.54

親水空間・・・P23.34.45.50.52

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、

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

自然環境が有する多様な機能（生物の生息・飼育の場の

たりする、水に親しむ機能を持った空間。

提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を活用し、
持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるもの。

森林環境譲与税・・・P11.14.19.23.26
45.46.48.49.59

コリドー・・・P48

適切な森林の整備等を進めるために、国から市町村や都道

緑の回廊（生態的な回廊）。道路緑化や河川などの植物

府県に対して譲与されるもの。令和元年度（2019 年度）

群落や水域の連続性を保全することにより、野生生物の生

から譲与が開始された。

息空間を確保するもの。
水源涵養保安林・・・P12.41.47.54
さ行

水源を保ち育て、河川流量を調節するための森林。 雨水
を一時に流出させず、常に一定量をたくわえるので水資源の

サイクリングネットワーク・・・P15.34

確保や水害防止に役立っている、森林法第 25 条第 1 項

道道札幌恵庭自転車道線を軸に、近隣市町や市内のレク

第 1 号に規定される森林。

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。ただし、全ての路線が自転車歩行者専用道路というわけ

水源涵養林・・・P8

ではなく、一般道路を利用する路線を含む。

水源を保ち育て、河川流量を調節するための森林。 雨水
を一時に流出させず、常に一定量をたくわえるので水資源の

市街化区域・・・P10.28

確保や水害防止に役立っている。

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 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る

生物多様性・・・P5.11.14.23.32.40.48

べき区域。

自然の生態系を構成する動物、植物、微生物などが豊かな
生物種の多様性とその遺伝子の多様性など、さまざまな多

市街化調整区域・・・P28

様性を持つ生態系概念。

都市計画区域内で、市街化を抑制すべき区域。
た行
第 3 次北広島市環境基本計画・・・P2
総合的な環境の保全と創造を示した計画。
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●● 用語解説 ●●
多世代型公園・・・P26

は行

子どもから高齢者まで幅広い世代が利用できる魅力ある公
園。

パブリックコメント・・・P6
政策等の案を広く公表して市民の皆様から意見を募集し、

地域制緑地・・・P19.45.59

その意見を参考にして政策等の意思決定を行うとともに、意

公有地、私有地の良好な緑地を法律や条例、要綱等の制

見に対する市の考え方を公表する一連の手続き。

度によって保全している場所。
東の里遊水地・・・P15.26.32.34.36.40
地区公園・近隣公園・街区公園・都市緑地・・・P34
P64 都市公園の分類参照。

41.45.48.50.53
千歳川流域の水害対策として、洪水時に、河川から水を流
入させて一時的に貯留し、流量の調節を行うため、本市の

道道札幌恵庭自転車道線・・・P34.45.50.51

東の里地区に整備された治水対策施設。

札幌市中央区北 2 条東 20 丁目地先から JR 恵庭駅まで
の約 32km の自転車・歩行者専用道路。

防風保安林・・・P36.40.41.45.54
風に抵抗して、そのエネルギーを減殺・撹乱することにより風

特定外来生物・・・P26.45.48

速を緩和し、風害を防止するため、林冠をもって障壁を形成

外来生物（海外起源の外来種）であって、生態系、人の

している林。

生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす
恐れがあるものの中から「特定外来生物による生態系等に

ボールパーク・・・P6.14.15.16.23.26.27.34

係る被害の防止に関する法律」により指定されているもの。

41.45.46.47.48.51.55.56
きたひろしま総合運動公園に整備される、35,000 人収容

特別天然記念物野幌原始林・・・P8.41.47

規模の新球場を核とした地域の総称。

国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然
記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準により定めら

ポスト愛知ターゲット・・・P5

れ、北広島市西の里外に存在している。

2010 年に名古屋市で開催した COP10 で採択された「愛
知目標」が、2020 年で最終年をむかえたことから、COP15

特別緑地保全地区・・・P12.41.47

において定める目標。

都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築
行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全す

PDCA サイクル手法・・・P27.45

るため、都市計画法における地域地区として、市町村

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善

（10ha 以上かつ２以上の区域にわたるものは都道府

（Action）の順に実施し、このプロセスを繰り返すことで、

県）が計画決定を行う。

業務の改善・向上などを図っていく手法。

都市計画区域・・・P10.28
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。
都市公園・・・P5.6.29.44.51
P64 都市公園の分類参照。
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