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第５章・第１節 市街地整備

現況と課題■

本市は、札幌市に隣接しているという地域性や高い交通利便性、恵まれた●

自然環境等の地域特性を生かしながら、良好な宅地の供給など、市街化区

域の拡大を進めてきました。昭和45年(1970年)に区域を設定して以来、平

成12年(2000年)までの 30年間に市街化区域は 1,064haから 1,594haと約

1.5倍に増加し、行政人口は 9,700人から 57,700人と約 5.9倍に増加して

います。今後も計画的な宅地の供給と安全で快適な住環境づくりに努める

、 。とともに 各地区の特性を生かした市街地整備を促進する必要があります

新たな市街地の開発にあたっては、土地利用の基本的方向に沿った整備を●
誘導するとともに、地区周辺施設と整合性のとれた道路・公園・上下水道

などの公共施設配置を行うなど、計画的なまちづくりを進める必要があり
ます。

市街化調整区域においては、周囲の自然環境に配慮し、一定の基準に沿っ●

て、ゆとりと豊かさが実感できる土地利用を図る必要があります。

市街化区域においては、分かりやすいまちづくりを進めるため、計画的な●

町名・町界整備に取り組んできました。市街化区域 1,594haのうち町名地

番変更済区域は、1,338ha であり、今後も土地区画整理事業などの市街地

整備に合わせ、町名整備を実施していく必要があります。

ＪＲ北広島駅周辺や中央地域一帯を、本市の顔にふさわしく、広域的で多●

彩な市民の交流や出会いが育まれる中心地域として、さらに商業・業務施

設の誘導をはじめ諸機能の充実を図る必要があります。

顔づくり事業のシンボル的施設であるエルフィンパークの積極的な活用に●

より、コミュニティ活動や市民交流の促進を図る必要があります。

ＪＲ北広島駅周辺においては、交通機能の結節点という性格からパークア●

ンドライドや芸術文化ホール、図書館等の利用に対応した駐車場整備が求

められています。

第５章 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち
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ＪＲ北広島駅西口については、通行機能の向上を図り、動線確保や景観に●

配慮したゆとりある駅前空間とするための再整備が必要となっています。

札幌市と至近距離にあり、国道274号やＪＲ上野幌駅に隣●北西部地域は、

接する地理的条件や恵まれた自然環境などから、研究学園の場に適してい

ます。民間により開発が進められようとしている同地域に、研究開発を中

心とした企業や商業施設等の誘導を図る必要があります。

駅は、高校の通学者や虹ケ丘など隣接する住宅地開発に伴う利●ＪＲ上野幌

用者が増加していることから、札幌市との連携により、駅周辺の基盤整備

をはじめ、駅機能を高めていくことが求められています。

基本的方向■

札幌都市圏の中核都市として産業、文化、教育等の都市機能の集積と良好●

な都市環境の形成を図るため、恵まれた自然環境や地域特性を生かした市

街地整備の促進に努めます。

地域特性に配慮したまちづくりを市民とともに考え、目標とする市街地像●

や地域ごとの整備方針など、都市計画に関する基本的な方針を策定し、個

性的で魅力ある都市空間を創出します。

高齢者や子ども、障害者などすべての市民が安心して生活できる、安全で●

快適な市街地の形成に努めます。

市民や本市を訪れる人々にもわかりやすいまちづくりを進めるため、町名●

・町界の整備や案内表示板等の設置を推進していきます。

ＪＲ北広島駅周辺は、交通の結節機能をはじめ、エルフィンパークや文化●

施設、商業・業務施設などの諸機能を最大限に生かしながら、広域的な活

動や交流の拠点として、さらに求心力を高める施設の誘導や駅西口の再整

備などを行い、市の顔にふさわしいまちづくりを進めていきます。

北西部地域では、研究施設の集積をはじめ、商業業務施設等の誘導による●

開発計画を促進します。

第５章 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち
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施策の体系■

市街地整備 計画的な市街地の形成 都市計画マスタープランの推進

新市街地の形成促進

快適な都市空間の形成 地区計画の導入

良好な宅地の供給促進

施設のバリアフリー化等による
安全な市街地の形成

町名・町界の整備 計画的な町名整備の推進

案内表示板の設置

駅周辺まちづくり 求心力あるまちづくりの推進

駐車場整備の推進

駅西口広場の再整備

エルフィンパークの活用

北西部地域開発計画 研究施設等の誘導

商業業務、住宅地としての活用

上野幌駅周辺の整備促進
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主要施策■

１ 計画的な市街地の形成

都市計画マスタープランを策定し、ゆとりとうるおいのある市街地の整備●

を促進します。

土地利用の基本的方向に基づき、新市街地の形成を促進します。●

【主な計画事業】

◇都市計画マスタープランの策定

２ 快適な都市空間の形成

快適な住環境を形成するため、地域の特性に適応した地区計画の導入に努●

めます。

市街地の開発・整備にあたっては、まちづくり指針（宅地開発指導要綱）●

等に基づき、適切な指導・規制を行い、良好な宅地の供給や快適な生活環

境の創出に努めます。

福祉環境整備要綱等に基づき、道路や公共施設をはじめ、住宅、商業施設●

等のバリアフリー化を促進し、高齢者や子ども、障害者などすべての市民

が安心して生活できる、安全な市街地の形成に努めます。

【主な計画事業】

◇地区計画の導入 ◇公共施設等のバリアフリー化促進

３ 町名・町界の整備

町名・町界整備基本計画に基づき、既存市街地及び新市街地の町名整備を●

進めます。
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市内各地域に案内表示板の設置を進めます。●

【主な計画事業】

◇町名・町界の整備（東部中学校周辺ほか）

◇案内表示板等の設置

４ 駅周辺まちづくり

ＪＲ北広島駅周辺まちづくりでは、土地の高度利用を図るとともに民間活●

力を導入して、商業業務施設の誘導や優良な住宅の集積を促進します。

パークアンドライドや公共施設等に対応する駐車場整備を図ります。●

ＪＲ北広島駅西口交通広場及び西口公園は、利用状況の変化や老朽化等が●

進んでいることから、機能的な動線確保や景観に配慮しながら、駅東口と

一体感のある交流空間として再整備を進めます。

エルフィンパークでは、市民に多様な憩いと集いの場を提供し、コミュニ●

ティ活動や市民交流の促進を図ります。また、行政情報の提供や諸証明の

交付を行うなど、市民サービスの向上を図ります。

【主な計画事業】

◇商業業務、住宅、公共駐車場等の複合機能をもつ優良建築物等整備事

業

◇駅西口交通広場等整備事業

５ 北西部地域開発計画

北西部地域では、情報通信、保健・医療・福祉、エネルギー、生活関連な●

どの研究開発を中心とした企業等の誘導を図るとともに、西の里地区の利

便性の向上や雇用の場の創出を図るため、ＪＲ上野幌駅周辺の基盤整備の

充実と商業業務施設等の立地を促進します。また、交通の利便性を生かし

ながら、住宅用地としての活用も図ります。
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第５章・第２節 住 宅

現況と課題■

平成７年(1995年)国勢調査結果では、本市の一般世帯のうち、持家に住む●

世帯が74.4％と最も多く、次いで市営等借家12.1％、民間借家11.1％、社

宅などの給与住宅 2.4％となっています。居住水準は、１世帯あたり室数

4.97室、１室あたり人員 0.61人、１世帯あたり床面積 97.6㎡、１人あた

りの床面積 32.3㎡となっており、すべての項目が全道平均を上回ってお

り、住宅事情は比較的良好と言えます。

本市の個人住宅建設着工戸数は、都市化の進展に伴う人口の増加により、●

平成２年度(1990年度)から平成８年度(1996年度)までの７年間では年平均

約530戸が建設されてきましたが、平成９年度(1997年度)には 364戸、平

成10年度(1998年度)は 301戸と落ち込んでいます。しかし、平成11年度(1

999年度)は 420戸と回復してきています。

市営住宅は、平成12年度(2000年度)で広島団地 90戸、北の台団地 16戸、●

共栄第２団地 126戸、西の里団地 78戸、輪厚団地 24戸の合計 334戸とな

っており、入居率は、ほぼ 100％です。市営住宅の老朽化に伴い、計画的

に整備を進めてきた広島団地、輪厚団地の建替えに続き、他の団地につい

ても整備が必要となっています。

ゆとりとうるおいのある暮らしの実現に向けて、今後も公営住宅の供給・●

改善や良質な民間住宅・宅地の供給促進に努めるとともに、公共・公益施

設の整備など良好な住環境を形成していくことが求められています。
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基本的方向■

市営住宅及び道営住宅については、市住宅マスタープランに基づき、建替●

えと居住環境の改善を進めます。

居住環境の整備を進めるとともに、良好な住環境を保全していきます。●

高齢者・障害者の住環境の改善を促進していきます。●

施策の体系■

住 宅 公営住宅の整備 市・道営住宅の建替え整備促進

高齢者・障害者向け住宅の供給

居住環境の向上 住宅相談等の充実

優良賃貸住宅等の普及促進

住宅地の供給促進 良好な住宅団地等の供給促進



- 143 -

第５章 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

主要施策■

１ 公営住宅の整備

公営住宅の居住水準の向上を図るため、市営住宅の計画的な建替え整備を●

進めるとともに、道営住宅の整備促進を図ります。

建替えにあたっては、周辺との調和や高齢者及び障害者向け住宅の供給に●

十分配慮するように努めます。

【主な計画事業】

◇市営住宅の建替え整備 ◇道営住宅の整備促進

２ 居住環境の向上

高齢者・障害者等の居住環境の向上を図るため、住宅に関する相談や資金●

の援助に努めます。

建設費及び家賃補助のある特定優良賃貸住宅、北海道特定優良賃貸住宅、●

高齢者優良賃貸住宅の普及に努めます。

【主な計画事業】

◇住宅相談事業 ◇優良賃貸住宅普及事業

３ 住宅地の供給促進

土地利用の基本的方向や住宅マスタープランに基づき、良好な住宅団地の●

供給を促進していきます。
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第５章・第３節 道路と交通

現況と課題■

道路・交通は、市民生活や経済活動を支える最も基本的な都市機能です。●

円滑な人や物の流れは、都市活動を活発化させ、都市の発展・成長の大き

な原動力となります。したがって、公共交通の充実や計画的な道路整備を

進め、道路・交通機能の向上を図っていく必要があります。

本市においては、道央圏の主要幹線道路である国道36号・274号と道道江●

別恵庭線、道道栗山北広島線及び道央自動車道が走っています。道央圏の

発展に伴い、これらの道路を通過する交通量が増加し、渋滞や環境問題が

課題となっています。

「羊ケ丘通」は、現在、札幌市から大曲工業団地までのルートが確定して●

いますが、札幌市、北広島市、恵庭市を結ぶ都市間幹線道路として、延伸

、 、 、 。先を含め 今後 関係機関と連携し 整備を促進していく必要があります

市内幹線道路は、国道、道道に連絡し広域的な機能を果たすとともに、市●

内道路体系の根幹となっており、これらの道路の整備を積極的に進めてい

く必要があります。また、市民生活に最も密着した生活道路については、

下水道整備計画や宅地の成熟度を考慮し、各地区間の均衡を図りながら整

備する必要があります。相当の年数が経過した道路の再整備についても計

画的に進めていくことが必要となっています。

冬期間の交通の確保は、市民の日常生活や都市の活動を支えるための重要●

な要素です。このため、円滑な交通と安全の確保を図っていく必要があり

ます。

自転車歩行者専用道路については、道道札幌北広島自転車道線やメイプル●

通の整備に着手していますが、今後はさらに広域的なサイクリングルート

のネットワーク化が求められています。
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札幌都市圏において、公共交通網は周辺地域から札幌市中心部へ向う形で●

発達し、本市もその中に組み込まれています。なかでも、新千歳空港へ乗

り入れているＪＲ路線は、北広島駅を中間駅として札幌からのアクセスを

増強したため、双方向ともその利便性は、時間短縮、便数の両面で充実し

ています。

市街地が３か所に分散している本市においては、市内各地区の市民の交流●

や連携を促進するため、各地区を結ぶバス路線網など交通アクセスの利便

性を高めていく必要があります。

高齢者や障害者が利用しやすい公共交通の改善に努める必要があります。●

基本的方向■

安全で快適な市民生活を確保し、利便性の高い都市活動が営めるよう「羊●

ヶ丘通」や「札幌南環状道路」など都市間幹線道路の整備を促進するとと

もに、市内幹線道路や生活道路の計画的な整備を進めます。

都市間交通網と市内交通網とのネットワークを強化していきます。●

市内各地区間を結ぶ公共交通の充実を図ります。●

安全性、快適性を十分配慮し、人にやさしい歩道や自転車道の整備を進め●

ます。

市民のレクリエーション、健康増進や広域交流の場として、広域自転車専●

用道路の整備促進や、サイクリングルートのネットワーク化を進めます。

高齢者や障害者等の利用しやすい公共交通とするため、利用環境の改善を●

図ります。

騒音問題、二酸化炭素や窒素酸化物の削減など環境への負荷を軽減するた●

め、自家用車利用から公共交通利用への転換を促進します。

、 。●道路延長の増加に対応した冬期間の安全で 円滑な交通の確保に努めます
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施策の体系■

道路と交通 市内幹線道路・生活道 計画的な幹線道路の整備
路等の整備

生活道路の整備

道路維持管理の充実

公共交通の充実 バス輸送の充実

ＪＲ駅交通結節機能の強化

人にやさしい道路・交通 高齢者等が利用しやすい歩道整備

低床バス等の導入促進

低公害車等の普及促進

サイクリング・ネットワー 札幌北広島自転車道の整備促進と
クの形成 サイクリング・ネットワーク構想の推進

冬期間交通の確保 除排雪体制の充実

排雪事業・融雪施設の支援

主要施策■

１ 市内幹線道路・生活道路等の整備

市街地整備基本計画や新たに策定する幹線道路網整備計画に基づき市内幹●

線道路等の整備を進めます。

生活道路については、下水道整備計画や宅地の成熟度等を考慮し、各地区●

間の均衡を図りながら整備を進めるとともに、老朽化した道路についても

計画的に再整備を進めます。
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安全で円滑な交通を確保するため、道路パトロールの強化、他の公共機関●

等との連携及び道路管理データの整備など、維持管理の充実を図り、道路

の適切な補修、改良に努めます。

都市交通計画や交通安全対策の推進のため、市内道路の交通量調査等を実●

施します。

【主な計画事業】

◇幹線道路網整備計画の策定 ◇厚別東通、メイプル通等街路整備事業

◇大曲椴山線ほか道路改築事業 ◇生活道路整備事業

◇道路交通量調査 ◇道道整備の促進

２ 公共交通の充実

バス交通に関する市民の要望や需要動向を把握しながら、バス事業者との●

連携を強化し、バス路線の充実に努めます。

市内各地区間を結ぶバス路線の充実を図り、循環バス等の導入の検討を進●

めます。

ＪＲ駅からバス路線への交通結節機能の強化を図ります。●

バス路線の廃止・新設の規制緩和に伴う影響について、適切な対応を進め●

ます。

【主な計画事業】

◇地域公共輸送協議会等との連携強化

３ 人にやさしい道路・交通

福祉環境整備要綱に基づき、高齢者や障害者等が利用しやすい歩道など、●

人にやさしい道路整備を進めていきます。

高齢者や障害者等が利用しやすい公共交通とするため、市内バス路線に低●

床バス等の導入や利用環境の改善を促進します。
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電気自動車等の低公害車の普及を促進します。●

【主な計画事業】

◇人にやさしい歩道整備等の推進 ◇低床バス等の導入促進

◇低公害車の普及促進

４ サイクリング・ネットワークの形成

札幌北広島自転車道線及び関連施設（学習の森、水辺の広場等）の整備を●

推進するとともに、市内の自転車歩行者専用道とのネットワークの形成を

図ります。また、南空知圏との広域的なサイクリングルートとして道央馬

追サイクルネットワーク構想を推進します。

【主な計画事業】

◇札幌北広島自転車道の整備促進

◇自転車道関連施設の整備（ 等）学習の森、センターパーク、水辺の広場

◇道央馬追サイクルネットワーク構想の推進

◇自転車利用環境整備モデル事業の推進

５ 冬期間交通の確保

冬期間の円滑な交通と安全性を確保するため、防雪施設及び融雪施設の整●

、 。備を進めるとともに 雪堆積場の確保を含め除排雪体制の充実を図ります

快適な冬の生活の確保のため、町内会排雪補助事業の普及拡大を図るとと●

もに、障害者等融雪機器整備に対する支援を行います。

【主な計画事業】

◇防雪柵の設置 ◇雪堆積場造成事業

◇ロードヒーティング・凍結防止装置等の整備

◇除排雪補助事業 ◇障害者等融雪機器整備の助成
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第５章・第４節 情報通信

現況と課題■

近年、情報処理、電気通信分野における技術革新には、めざましいものが●

あり、高度情報通信社会への対応が重要な課題となっています。

情報化が進展する社会にあって、市民サービスの向上や地域振興のため、●

市民や企業、行政が新しいメディア、情報機器などを通じ、各種の情報を

共有し、活用できるような情報基盤や体制、環境づくりへの取組みが必要

となってきています。

、 、 、 、●保健 医療 福祉 防災など市民生活に関わりの深い分野の情報化を進め

安全や安心が守られる地域社会づくりに活用できるシステムを構築してい

くことが求められています。

地域の情報化を総合的、体系的に推進するためのマスタープランの策定や●

市民、企業、行政などが一体となった体制づくりが求められています。

基本的方向■

市民、企業等と連携し、総合的な地域の情報化を推進します。●

豊かな市民生活と活発な都市活動を支える地域情報通信基盤の整備に努め●

ます。

、 。●様々な情報通信メディアを活用し 各種の行政サービスの提供に努めます

市民サービスの向上、事務の効率化・高度化に向け、行政事務の情報化を●

進めます。
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施策の体系■

情報通信 情報通信基盤の整備 情報通信センター機能の整備と
ネットワークの構築

情報通信関連産業の誘致

行政事務の情報化推進

地域情報化の推進 地域情報化計画の策定

情報通信メディアを活用した行政
サービスの向上

情報通信ネットワークによる
連携の促進

地域情報・行政情報の発信

主要施策■

１ 情報通信基盤の整備

情報センター機能やネットワークの構築など、地域情報通信基盤の整備に●

努めます。

、 、 。●情報通信関連産業の誘致を進め 地域産業の活性化 情報化を促進します

行政事務の情報化を図るため、庁内ＬＡＮの整備、文書の電子化など行政●

事務の情報化を進めます。

【主な計画事業】

◇情報センター機能の整備と情報ネットワークの形成

◇行政の情報化の推進
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２ 地域情報化の推進

、 、 、●地域の情報化を総合的 体系的に推進するため 地域情報化計画を策定し

市民、企業、行政が一体となった取組みを進めます。

インターネット等による広報・情報公開の推進や生涯学習情報システム、●

図書館ネットワークシステム、防災情報システムの充実、ワンストップサ

ービスの推進など、情報通信メディアを活用した行政サービスの向上に努

めます。

行政情報の積極的な提供とともに、双方向通信の機能を市民の意見を聞く●

広聴に生かし、行政への市民参画を推進します。

情報通信のネットワークを強化し、各地区間の連携、近隣自治体などとの●

広域的な交流・連携を促進します。

グローバルなネットワークをもつインターネットを活用し、市の情報の積●

極的な発信に努め、企業誘致や住宅建設等を促進します。

【主な計画事業】

◇地域情報化計画の策定
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第５章・第５節 上水道

現況と課題■

本市の上水道事業は、昭和38年(1963年)に簡易水道による給水を始めて以●

、 、 。来 順次給水区域を拡大するとともに 水道施設の整備を行ってきました
３現在、石狩東部広域水道企業団から漁川を水源とする１日最大 24,000ｍ

の水道用水を確保し、さらに、千歳川を水源とする用水供給拡張計画に合

わせ、１日最大給水量を 40,000ｍ とする拡張事業に着手し、施設整備を３

進めています。

近年、水道が市民のライフラインとして重要な役割を担っているとの認識●

が高まり、地震などの災害に強い施設整備と質の高い維持管理が求められ

ています。今後も良質な水の安定供給のため、健全な水道事業の経営に努

めていく必要があります。

基本的方向■

市民が安全で良質な水を安定して利用できるよう水源確保に努めるととも●

に、必要な施設整備を進めます。

地震などの災害に備え、耐震性の向上など水道施設全体の安全性を高めて●

いきます。

安定供給と水質保全のため、老朽施設の更新と改良を計画的かつ効果的に●

進めるとともに、維持管理体制を充実します。

適切な財源確保と経営の効率化を図りながら、水道経営基盤を強化してい●

きます。
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施策の体系■

上 水 道 水の安定供給 第５期拡張事業の推進

配水施設の整備・改良

給水区域のブロック化推進

水道経営基盤の強化 適正な財源確保と財務管理の強化

主要施策■

１ 水の安定供給

第５期拡張事業による配水施設の整備を計画的に進めるとともに、施設の●

整備改良にあたっては耐震性の高い構造とするよう努めます。

老朽化した配水管の更新事業を進めます。●

水圧管理と事故対策のため、給水区域のブロック化を進め、配水施設の維●

持管理体制を強化します。

未給水地域の飲料水確保のため、施設の設置に対し支援します。●

【主な計画事業】

◇水道用水受水施設の整備

◇大曲輪厚配水池・西の里配水池の整備

◇配水管更新事業（北広島団地、西の里団地ほか）

２ 水道経営基盤の強化

国の制度等を活用し、適正な財源確保に努めるとともに、料金徴収業務の●

効率化と財務管理の充実強化を図ります。
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第５章・第６節 下水道と し尿処理

現況と課題■

本市の下水道は、道営北広島団地の開発を契機に昭和45年(1970年)、事業●

に着手して以来、快適で衛生的な生活環境の確保や河川等の公共用水域の

水質保全を図るため、市街地を順次事業区域に編入し事業を進めてきまし

た。また、下水処理センターについては、日最大 34,500ｍ へと、処理能３

力の増強を進めています。今後も、流入汚水量の推移を見極めながら段階

的な増設を検討していく必要があります。

汚水管の整備は一定の水準に達し、平成11年度(1999年度)末における対行●

政人口普及率は 94.6％になっています。今後も、市街地における未整備

箇所の解消をめざして事業を推進していく必要があります。

雨水管の整備は、市街地の低地帯を中心に事業を進めてきましたが、さら●

に治水対策との整合性を図りながら、積極的な事業の展開が必要となって

います。

事業着手から30年余を経過し、施設の増大とともに老朽化が進む中、今後●

も計画的な改修・更新を実施するとともに 「建設から管理に移行する」、

時代を視野に入れた適切な管理運営体制が必要となっています。

的確な資金需要の把握と、適正な費用負担に基づく財源の確保に努め、健●

全な経営を進めていく必要があります。

発生汚泥については、昭和54年度(1979年度)から肥料として緑農地還元を●

行っていますが、今後の発生量の増加や含有成分の変化に対応した新しい

処分システムを検討する必要があります。

し尿処理は、現在、道央地区環境衛生組合の処理によって対応してきてお●

り、平成11年度(1999年度)末で収集処理人口 3,196人、し尿収集量 5,092

kl/年、浄化槽汚泥収集量 1,938kl/ 年となっています。下水道未整備地

域における公衆衛生と生活環境の保全を図るため、今後とも収集処理体制

を確保していく必要があります。
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下水道事業計画区域外における環境浄化を図るため、し尿と生活雑排水を●

処理する合併処理浄化槽の設置を促進する必要があります。

基本的方向■

、 、●衛生的で快適な生活環境を形成する上で 下水道は欠かせない施設であり

未整備地区の解消に向けた汚水・雨水管の整備を進めます。

下水処理センター機能の段階的な増強を図るとともに、改修、更新を計画●

的に進め、適切な維持管理に努めます。

経営の健全化に努めながら安定した下水道サービスを供給します。●

発生汚泥の有効利用についてさらに研究を進めます。●

下水道未整備地区における市民の衛生的な生活環境を保全するため、し尿●

の収集体制の確保と衛生処理の充実を進めます。

下水道事業計画区域外における環境浄化を図るため、合併処理浄化槽の設●

置を促進します。
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施策の体系■

下水道と 施設の整備 汚水管の整備
し尿処理

雨水管の整備

下水処理センター機能の増強

維持管理の充実 計画的な施設の改修、更新

経営の健全化 適正な財源確保とコストの軽減

し尿処理の充実 収集体制の確保と衛生処理の充実

合併処理浄化槽の設置助成

主要施策■

１ 施設の整備

汚水管の未整備箇所の解消を図ります。●

市街地の雨水処理のため、雨水管の整備を積極的に進めます。●

流入汚水量の増加に対応するため、下水処理センター機能の段階的な増強●

を図ります。

【主な計画事業】

◇下水処理センター・水処理施設の増設と設備の更新

◇汚水管・雨水管の整備
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２ 維持管理の充実

老朽施設等の改修・更新を計画的に実施し、流下能力・処理能力の低下を●

防止するとともに、維持管理体制の充実を図ります。

公共用水域の環境を保全するため、事業場等の排水の検査を実施し、水質●

の指導を徹底します。

発生汚泥の緑農地利用を推進するとともに、発生量の増加や含有成分の変●

化に対応した新しい処分システムの調査・研究を進めます。

【主な計画事業】

◇下水道管、下水処理センター等維持管理事業

◇事業場等の排水検査

３ 経営の健全化

適正な費用負担に基づく財源確保に努めるとともに、施設の建設コストの●

縮減、維持管理コストの軽減を図ります。

４ し尿処理の充実

道央地区環境衛生組合による収集体制の確保と衛生処理の充実に努めま●

す。

環境浄化を図り、合併処理浄化槽の設置を促進するため、支援制度を設け●

ます。

【主な計画事業】

◇合併処理浄化槽設置補助


	第５章　高い都市機能をもち、活力にあふれるまち
	第１節　市街地整備
	第２節　住宅
	第３節　道路と交通
	第４節　情報通信
	第５節　上水道
	第６節　下水道とし尿処理


