北広島市
都市計画マスタープラン（第２次）

【概要版】
令和３年４月
北 広 島 市

□北広島市都市計画マスタープラン（第２次）について
北広島市都市計画マスタープランは、平成 16 年（2004 年）に当初計画を策定したのち、平成 25 年（2013 年）の改訂を
経て、令和 2 年（2020 年）に目標年次を迎えました。
北広島市都市計画マスタープラン（第 2 次）では、本市にふさわしいコンパクト・プラス・ネットワークの都市構造をめざすとともに、
ボールパーク構想、人口減少問題などの社会経済情勢、自然環境問題、持続可能な開発目標 SDGs への対応などを視野に入れ、
これまでの施策等の検討及び実施状況を踏まえ、本市にふさわしい都市づくりをめざします。

□都市づくりの理念
ま

自然とふれあい 文化をはぐくみ
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

ち

個性あふれる地区が結びついた
緑豊かな都市

ま

□都市づくりの目標
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。
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。
③安全・安心な環境の中で、地区ごとの個性を伸ばし育てます。
④各地区の連携を強化し、本市にふさわしい集約型都市構造をめざします。
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。
⑥ボールパーク構想の推進による魅力あるまちづくりを進めます。

□将来都市構造
都市づくりの理念・目標を実現するため、将来
都市構造を土地利用、都市の軸線、拠点地
区・核地区により設定します。

土地利用

・５つ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地域、食
糧生産や国土保全など多面的な機能を持つ
農業地域が調和した都市づくりを進めます。

都市の軸線

①交通軸
・ＪＲ千歳線、道央自動車道及び国道 36 号
等を、市内外の人びとの交流を支える広域交
通軸と位置づけます。
・各地区から市の中心となっている国有林等に至
る道道栗山北広島線、さらにはボールパークへ
のアクセス道路等を、地区間の人びとの交流を
促進する地区交通軸と位置づけます。
②緑の軸
・野幌森林公園から国有林、南の里の森、富ヶ
岡の森、仁別・三島の森へと南北方向に連な
る緑空間を、緑の軸と位置づけます。

拠点地区・核地区

・立地適正化計画に基づきＪＲ北広島駅を中
心とした拠点地区を都市機能誘導区域、北
広島団地地区全域及び東部地区の一部のエ
リアを居住誘導区域に設定し、生活サービスや
コミュニティ施設の集約を図り、中心的な地区
へ居住・都市機能を先導的に誘導し、まちの
再生をけん引します。
・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。
・ボールパークが担う都市機能は、地区の中心と
なる可能性を有するため、拠点地区・核地区
の位置づけについて検討します。
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□都市づくりの分野別基本方針
１ 土地利用の基本方針
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、地区の拠点を形成し、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るとともに、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、安全で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地区の特性を踏まえた市街地環境への誘導

地区の特性を踏まえた土地利用を検討し、様々なまちづくりの手法を活用して、個性と魅力ある市街地環境となるよう誘導します。

⑤効果的な土地利用の促進

ボールパークの整備を契機に、ＪＲ北広島駅などの交通拠点の整備、商業・業務・交流地の形成、自然を生かしたスポーツ・
レクリエーションの創出、防災機能の強化を図り、魅力ある都市づくりを進めます。

２ 都市交通体系の基本方針
①持続可能なモビリティの充実

本市の特徴である 5 つの市街地からなる都市構造を踏まえ、道路ネットワークの機能向上や、交通結節点となる駅へのアクセ
ス、地区間、地区内の公共交通網を維持・充実させ、市民の日常の利便性の向上を図ります。

②安全で快適な道路空間の創出

公共交通の利便性の向上や歩行者・自転車道路の整備による自動車に頼らない人と環境にやさしい交通機能の充実、福祉
に配慮した安全で快適な道路空間の創出を図ります。

③ボールパークへの交通アクセスの強化

ボールパークへの来訪者に対応するため、道路や鉄道などの交通アクセスを強化します。

3 緑・水環境の基本方針
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踏まえ、民間事業者と連携した整備手法等を検討し、魅
力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。また、森林環境譲与税等を活用し、森林の適正な整備に努めます。

③うるおいのある水環境の保全と創出

安定した下水処理を維持するとともに、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
いのある水環境の保全・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。

４ 都市景観の基本方針
①本市ならでは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、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、本市な
らでは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生かして、守り、育てる景観づくり
を連携・協働により推進します。

５ 都市防災の基本方針
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、地区の特性を踏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、新たな防災拠点を整備し、災害に強い強靭な都市づくりを進めます。

６ だれにもやさしい都市づくりの基本方針
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、様々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。
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□地区づくりの基本方針

東部地区
地区の
将来像

開拓の歴史とボールパーク構想との融合により、
古さと新しさが調和した

ま

ち

交流とにぎわいの舞台となる地区

地区づくりの目標

■様々な人が交流する広域交流拠点を形成します

ボールパークのある地区として、様々な人が自然や文化、スポーツ・レクリエーションなどの活動を通して、活発に交流するため、商業・
業務・交通機能を強化し、世界中から訪れる多くの人を受入れることにより、にぎわいを高め、それに対応する広域交流拠点の形成を図
ります。

■ボールパーク構想により新たな魅力あるまちを形成します

ボールパークは新たなまちとして、町名を整備し、北海道らしい景観づくりに配慮しながら民間事業者との連携により、ＪＲ新駅の建
設をはじめ、交流地としての機能の誘導を図ります。

■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。

広島工業団地への立地・操業支援と
事業所敷地内の緑化の促進

JR 新駅の整備促進

沿道機能を生かした
商業・業務施設の充実

JR 新駅周辺地域の
適切な土地利用の検討

近隣市町を連絡する広域的な
サイクリング・ネットワーク機能の充実

居住誘導区域

市民協働での緑化を進め、
緑豊かな住宅地環境の創出
無電柱化及び新球場などを
活用した防災拠点機能の強化

ボールパークへの
アクセス道路の整備

地区住民の交流を深める
輪厚川を活用した親水空間の創出
地区住民との協働による
公園施設の充実

民間事業者との連携による
交流地としての機能の誘導

バリアフリー化など、ボールパークによる
来訪者を想定した駅周辺の一体整備

無電柱化など良好な景観
形成への取組の推進

ボールパークにアクセスする
ための公共交通網の構築

ボールパーク周辺道路の整備

都市の快適性が感じられる
まちなか住宅地の形成

北広島レクリエーションの
森の活用

病院・福祉施設の複合による
地区の中心地となる商業地の形成

商業・業務施設の充実
商業・業務施設などが立地した利便
性の高い一般住宅地の形成

はボールパークの基本方針

拠点地区
都市機能誘導区域

3

西部地区
地区の
将来像

輪厚スマートＩＣなどの交通アクセスにより生活の利便性を確保し、
農業やレクリエーションが周辺部で展開される、
ま ち

スケールの大きな自然と調和した地区

地区づくりの目標

■生活の利便性を高めながら、良好な住環境を形成します

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、コミュニティや交流活動の拠点とするほか、日
常生活に必要な基礎的都市機能の充実を図るとともに、大曲地区との連携により、良好な住環境の形成を図ります。

■歴史・文化財、自然環境を保全・活用し、人びと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、本市及び西部地区のＰＲを図るため
施設の改修、周辺環境の整備を進めるとともに、豊かな自然を生かした魅力的なスポーツ・レクリエーション施設を活用することにより、多
くの人が訪れる地区の形成を図ります。

■輪厚パーキングエリア周辺の利便性を高め、活性化を図ります

輪厚パーキングエリアにおけるスマートＩＣの 24 時間運用に伴い、周辺施設の整備や羊ヶ丘通の延伸を主とするアクセス機能の強
化について検討し、地域の活性化を図ります。

輪厚スマート IC とのアクセスを含む
羊ヶ丘通の延伸に向けた検討

商業施設などが立地した利便性
の高い一般住宅地の形成

地区間を結ぶ歩行者・自転車
道路のネットワークの形成

北広島輪厚工業団地の
立地・操業支援及び
周辺景観との調和

輪厚パーキングエリア周辺の
土地利用の検討
街路樹や花壇づくりによる
演出、訪れる人をなごませ
る空間づくり

コミュニティ
形成地区
道路沿道の緑化や
土地利用の促進
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日常生活に必要な基礎的
都市機能の充実

地区住民との協働による
緑化の推進、自然環境と
調和した住宅地景観の創出

大曲地区
地区の
将来像

道央圏の商業活動の一翼を担い、
にぎわいと活気が感じられ、

ま

ち

様々な人びとが行き交い、躍動する地区

地区づくりの目標

■にぎわいを確保しながら、生活利便性の高い市街地を形成します
大型商業施設周辺の交通の円滑化を図り、地区で住み続けることができる、交通環境の充実を図ります。

■大曲会館とふれあい学習センターなどを結ぶ地区に交流の拠点を形成します

子どもから高齢者まで、様々な人が強くつながる地区を形成するため、交流機能の中心である大曲会館の周辺と、ふれあい学習センタ
ーの連携を強化し、これらを結ぶ地区に、商業、医療、福祉施設といった日常的な生活サービス機能を展開する交流空間を形成します。

■災害に強いまちづくりを形成します

北海道胆振東部地震により被災した、大曲並木地区の早期復旧に取り組むとともに、災害時や平常時の各種活動拠点として、防
災食育センターを整備します。

地区住民との協働による緑化、
緑の豊かさが感じられる住宅地
景観の創出
商業施設などが立地した生活利便性の
高い一般住宅地の形成

核地区

ふれあい学習センターを中心とした
地区コミュニティの形成

北海道胆振東部地震により被災した
大曲並木地区の早期復旧

商業・交流拠点の充実

地区住民との協働による
公園施設の充実

文化・医療施設の充実及び
商業・業務環境の整備

中の沢川などの維持管理と
河川環境の保全

大曲工業団地への立地・操業支援と
事業所敷地内の緑化の促進

地区間を結ぶ歩行者・自転車
道路のネットワークの形成
災害時や平常時の各種活動
拠点として、防災食育センター
の整備
沿道機能を生かした
商業・業務施設の誘導
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西の里地区
地区の
将来像

豊かな緑に囲まれた快適な住宅地、安全で快適な交通、
生活拠点の形成など暮らしやすさを追求した、
ま

ち

人のやさしさが感じられる地区

地区づくりの目標

■コミュニティの中心となる生活拠点を形成します

医療施設や福祉施設が集積した地区に、公共施設の複合化を検討し、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

住宅地の木や花による緑化など、豊かな緑と調和できる住環境の形成を図ります。

■徒歩や自転車で安全に移動できる道路などのネットワークを形成します

通勤、通学、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安全で快適に行われるよう、良好な歩行者・自
転車道路ネットワークの形成を図るとともに、ＪＲ上野幌駅舎のバリアフリー化に向け、関係機関と協議を進めます。

核地区

地区住民との協働による緑化の
推進や住宅地景観の創出
地区住民との協働による
公園施設の充実

商業施設及び公共施設の複合など
による都市機能の維持・向上
背景の豊かな森林と調和
できる沿道景観の形成

JR 上野幌駅の
バリアフリー化の
協議及び周辺の
土地利用の検討
都市機能の集約・複合化と安全で
快適な歩行者空間の形成
近隣市町を連絡するサイクリング・
ネットワーク機能の充実
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北広島団地地区（愛称︓さんぽまち）
地区の
将来像

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の人が交流し、
ま

ち

暮らしやすさを実感できる地区

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
ボールパークの整備と併せてＪＲ北広島駅西口周辺における施設整備を推進し、土地の有効活用によって都市機能の集積を図り
ます。また、北広島団地地区の交流拠点の充実に努め、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。

■「さんぽまち」にふさわしい緑豊かな住環境を保全します

四季の移ろいが感じられ、住宅地をだれもがゆっくり歩いていける、「さんぽまち」にふさわしい緑豊かな住環境の保全を図ります。

■居住環境の充実を図り、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、子育て世代の定住を促進することに
より、年齢構成の偏りの少ない地区の形成を図ります。また、北広島団地地区内の既存住宅の活用や居住誘導、容積率の緩和等に
より多様な住宅供給を可能にします。

ボールパークによる来訪者増加を
想定した JR 北広島駅周辺の一体
整備、にぎわいや交流の場を創出
市街地周辺などにある貴重な
緑地の適正な保全

都市機能誘導区域

河川環境の保全と維持管理

拠点地区

「さんぽまち」にふさわしい歩行者・
自転車道路のネットワーク形成

利便性の高いまちなか住宅地
の形成、育児・高齢者の支援
施設と移動経路の整備による
高度利用の推進

緑葉公園の再整備の検討
地域の交流拠点施設
としての活用の推進

歩行者・自転車道路
として整備推進

居住誘導区域

地区住民の参加による植栽、
うるおいのある道路空間の形成

地区住民との協働による
公園施設の充実

コミュニティや交流活動を支える
都市機能の維持・充実

コミュニティ
形成地区
地区住民との協働による
「さんぽまち」にふさわしい
良 好 な 住 環 境 の 形成 、
住宅地景観の保全
他地区との連携を図るための
道路交通機能の強化

容積率の緩和、空き地・
空き家の利活用、既存建
築の用途変更等の検討
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