
報告案件第１号

「札幌圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の見直し」

令和２年度第１回北広島市都市計画審議会

資料３

について



Ⅰ.都市計画の目標

１ 基本的事項

 対象地域（札幌圏都市計画区域）
札幌市、江別市、北広島市、石狩市、小樽市（石狩湾新港地域のみ）

 目標年次 令和12年（2030年）

２ 都市づくりの基本理念

道央広域連携地域の中央部に位置し、各市が都市機能の有機的な連携と分担
を図ることにより、区域全体の均衡を保ちながら持続的に発展していくことを
目指し、これまで都市づくりを進めてきたが、今後は人口減少社会の到来が見
込まれ、これに伴う経済規模の縮小も懸念されるところである。

【北広島市】
「自然と創造の調和した豊かな都市」を基本理念とし、「ともに歩み笑顔が輝
くまち」、「学び合い心を育むまち」、「だれもが安全に暮らせるまち」、
「住みよい環境にかこまれたまち」、「活力みなぎる産業と交流のまち」、
「つながり成長するまち」を基本目標としてまちづくりを推進する。
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Ⅱ.区域区分の決定の有無及び
区域区分を定める際の方針

１ 区域区分の決定の有無

都市計画法第７条第１項第２号及び同法施行令第３条の規定に基づき、
札幌圏都市計画区域に区域区分を定める。

２ 区域区分の方針

表－１ 将来人口

表－２ 将来の市街化区域の規模

年次
平成27年（基準年） 令和12年（目標年）

札幌圏 北広島市 札幌圏 北広島市

都市計画区域
内人口

2,185千人 59千人 2,164千人 52千人

年次
平成27年（基準年） 令和12年（目標年）

札幌圏 北広島市 札幌圏 北広島市

市街化区域
面積

32,920ha 1,726ha 32,963ha 1,765ha
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Ⅲ. 主要な都市計画の決定の方針

１ 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

①住宅地 高度利用住宅地、一般住宅地、専用住宅地

②商業業務地
中心商業業務地、拠点商業業務地、地域商業業務地、沿道商
業業務地、その他商業業務地

③工業・流通業務地
インターチェンジ周辺や主要幹線道路の沿道、鉄道駅近傍な
ど交通の要衝において集約的に配置

④その他
高次機能交流拠点、幹線道路の沿道、スポーツ・レクリエー
ション地区

⑤用途転換、用途鈍化
又は用途の複合化に関
する方針

都市構造に大きな影響を与える可能性がある都市計画の見直
しについての用途転換の方針

（１）主要用途の配置の方針
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Ⅲ. 主要な都市計画の決定方針

① 土地の高度利用に関する方針
② 居住環境の改善又は維持に関する方針
③ 都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針

（３）市街地の土地利用の方針

（４）その他の土地利用の方針

① 優良な農地との健全な調和に関する方針
② 災害防止の観点から必要な市街地の抑制に関する方針
③ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
④ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針

（２）市街地における建築物の密度の構成に関する方針

４



Ⅲ. 主要な都市計画の決定方針

３ 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（１）主要な市街地開発事業の決定の方針
（２）市街地整備の目標

２ 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（１）交通施設
（２）下水道及び河川
（３）その他の都市施設

４ 自然的環境に関する主要な都市計画の決定の方針

（１）基本方針
（２）緑地の配置の方針
（３）実現のための具体の都市計画制度の方針
（４）主要な緑地の確保目標
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報告案件第２号

「札幌圏都市計画区域区分の見直し」について

令和２年度第１回北広島市都市計画審議会



区域区分について

 区域区分（都市計画法第７条）
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分すること

【目 的】
 無秩序な市街化の防止
 計画的な市街化を図る
 効率的な公共投資を図る

【決定権者】
 都道府県（北海道）

【市街化区域と市街化調整区域】
①市街化区域
・既に市街地を形成している区域
（既成市街地）

・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
（新市街地）

②市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域
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区域区分の見直し

 区域区分の見直しは、都市計画法第６条に規定する都市計画基礎調査に基づ
き、市街化区域及び市街化調整区域との区分の変更を行うものである。

 区域区分は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることを目的と
して定めるものであり、概ね５年ごとの都市計画基礎調査に基づき見直しを
行ってきた。

 北広島市は現在
・市街化区域 1,726 ha

・市街化調整区域 10,128 haとなっている。

 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針の見直しにより、令和12年の人
口や産業規模を見通し、それらが適切に収容可能な市街化区域の規模を想
定することから、区域区分の見直しも都市計画区域の整備・開発及び保全
の方針と同時に見直す必要がある。これまで６回の区域区分の見直しが行
われ、今回は第７回の区域区分の見直しとなる。
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区域区分の見直し（フロー図）

国勢調査等 都市計画基礎調査等

国の上位計画
北海道総合計画
市町村総合計画等

都市の将来像の設定

未利用地の動向調査

市街化区域規模の算定

現市街化区域内収容人口の算定

都市の現状、問題等の把握
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北広島市の区域区分の見直し

【区域区分の見直し変遷表】

線引き見直し経緯 基準年 市街化区域（ha）
市街化調整区域
（ha）

拡大面積
（ha）

当初線引き （S45） S45 １，０６４ １１，０４１ ―

第１回見直し（S53） S50 １，１５９ １０，９４６ ９５

第２回見直し（S60） S55 １，２２０ １０，８７１ ６１

第３回見直し（H 3） H 2 １，４５５ １０，３９９ ２３５

第４回見直し（H10） H 7 １，５９４ １０，２６０ １３９

第５回見直し（H16） H12 １，６５９ １０，１９５ ６５

第６回見直し（H22） H17 １，７２６ １０，１２８ ６７
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市街化区域の変遷
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北広島市都市計画マスタープラン
（将来都市構造図）
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北広島市都市計画マスタープラン
（土地利用方針図）
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区域区分の見直しの基本的な考え方

（１）市街化区域は、将来の都市における人口や産業を適切に収容する規模と
する。

（２）都市における人口や産業の動向、急速な少子高齢化の進行といった現象
を総合的に勘案し、特に中心市街地に商業機能や住機能などの都市機能
を集積する取組が行われている都市にあっては、市街化区域の拡大は極
力抑制する。

（３）市街化区域は、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区
域であることから、市街化区域に編入されてから概ね10年以上の間市街
化が図られていない場合には、逆線引きも十分検討する。
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市街化区域の規模の設定

（１）基本的な考え方

① 都市計画基礎調査及び直近の国勢調査の結果を踏まえ、将来の市街地に配置
すべき人口及び産業を適切に収容しうる規模とする。

② 人口が減少している都市等においては、基本的に市街化区域の拡大を行わな
い。しかし、都市における人口や産業の動向、地理的状況、都市施設の配置
状況などを総合的に検討した上で、市街化区域を拡大する必要がある場合に
おいては、必要最小限の規模とする。

③ 市街化区域内の低未利用地については、将来の都市構造を見据えて効率的な
再利用を促進する。
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市街化区域の規模の設定

（２）住宅用地の規模

人口の見通しに基づき、各都市の地域特性や安全で快適な居住環境の形成に配
慮し、適正な将来人口密度を想定して設定する。

（３）工業用地の規模

工業用地の規模の算定にあたっては、当該都市計画区域の工業立地や工業出荷
額等の推移を十分考慮し、将来、適正な工業配置が行われるよう設定する。

（４）商業業務用地の規模

商業業務用地の算定にあたっては、既存商業業務地の現状や就業人口及び卸
売・小売業等の販売額の推移を十分考慮し、適正な配置が行われるよう設定する。
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住宅用地の規模について

 『コーホート要因法』（「国立社会保障・人口問題研究所」の推計値）に
より、札幌圏都市計画区域の人口を推計により、令和12年の将来推計人口
が52,300人となった。

 将来推計人口の52,300人は、現市街化区域内で収容可能である。したがっ
て、人口フレームからは、住宅用地の拡大する理由はない。

＜都市計画区域内の将来人口推移＞
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工業用地の規模について

＜工業出荷額＞
（経済産業省による工業統計調査を基にした推計値）

 本市の工業用地については、市内に未利用の工業用地がある。

 将来の工業用地の規模については、目標年（R12）の工業出荷額が766億円
と減少する推計となった。

 工業出荷額の推移等からは、工業用地を拡大する理由はない。
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商業業務用地の規模について

＜卸小売販売額＞
（経済産業省による商業統計調査を基にした推計値）

 本市の目標年（R12）の卸小売販売額は、3,210億円と増加する見込みであ
るが、札幌圏域全体では93,123億円と減少する推計となった。

 将来の商業業務用地の規模については、札幌圏全体の卸小売販売額の推移等
から判断することとされている。

 札幌圏域における卸小売販売額の推移等からは、商業業務用地を拡大する理
由はない。
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第７回区域区分の見直しに係る
「北広島市の方針」

 第7回区域区分の見直しについては、「位置の妥当性」、「規模の妥当性」
と「開発の確実性」を総合的に検討した結果、地域活性化効果の全道への
波及及び北海道のスポーツ振興の施策推進を図るため、屋根付野球場とそ
の周辺区域を市街化区域の編入予定地区とする。

 国や北海道が進めるスタジアム・アリーナを核とした地域活性化の施策を
推進するため、現在、きたひろしま総合運動公園予定地に建設中の35,000人
収容規模の屋根付野球場を中心とした構想において、その周辺にスポーツ
産業振興や、まちづくりに資するような施設の立地が可能となるよう、関
係機関と協議を進めている。
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市街化区域編入予定地区
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土地利用計画図

屋根付野球場
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今後のスケジュール（予定）

年 月 事 項

令和２年５月２８日 市都市計画審議会（事前説明）

令和２年７月
市都市計画審議会（諮問、答申）
北海道へ原案の提出

令和２年９月 公聴会（札幌圏、北海道主催）

令和２年１０月 北海道都市計画審議会（予備審）

令和３年１月 案の縦覧（２週間）

令和３年２月 北海道都市計画審議会（本審議）

令和３年３月 決定告示
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