
ボールパーク構想

市民説明会



説明会内容

• 各種整備の体制について

• 道路整備について

• 自然環境について

• 上下水道整備について

• 交通アクセスについて

• 市の財政について

• 周辺地域への配慮について

• ボールパーク推進期成会について

• ファイターズとの連携事業について

• 今後の事業推進について



各種整備の体制について

ボールパーク建設地



各種整備の体制について

・新球場の建設
➡北海道ボールパークにより実施



各種整備の体制について

公園区域

公園外区域



各種整備の体制について

公園区域

・公園区域の粗造成
➡北広島市により実施



各種整備の体制について

公園外区域

・公園外区域の造成、整備
➡北海道ボールパークにより実施



各種整備の体制について

・敷地全体での施設配置計画、活用方針
➡北海道ボールパークと北広島市が
連携して検討



各種整備の体制について

・建設地周辺との調整、周辺整備方針
➡北広島市が検討、実施



各種整備の体制について

・アクセス道路の新設、既存道路の拡幅
➡北広島市により実施



各種整備の体制について

・上下水道の整備
➡北広島市により実施



地理院地図

道路整備について

交通量調査

札幌方面
（西の里方面）

札幌方面
（大曲方面）

江別方面

465台

536台

合計4,000台

長沼方面

恵庭方面



地理院地図

道路整備について

交通解析(渋滞予測) 国道274号線

現況：江別方面 約2km(試合前)

現況：札幌方面約7～9km（試合前）

大曲椴山線

ボールパーク周辺道路

現況：出庫制限9.5時間

江別恵庭線



地理院地図

道路整備について

新設道路の整備予定



地理院地図

道路整備について

既存道路の拡幅



地理院地図

道路整備について

交通解析(渋滞予測) 国道274号線

整備後：札幌方面約2km（休日試合後）

大曲椴山線

整備後：大曲方面 約1km(試合後)

ボールパーク周辺道路

江別恵庭線



地理院地図

道路整備について

埋蔵文化財調査

共栄９遺跡
土器



道路整備について

2019 2020 2021 2022 20232018

・概略設計

・現況測量

・用地測量

・交通解析

・埋文調査

・予備設計

・環境調査

アクセス道路① アクセス道路② 既存道路拡幅

実施設計

用地取得

実施設計

道路工事

実施設計

用地取得

道路工事

改良工事

道路整備スケジュール



地理院地図

自然環境について

環境調査

夏調査結果（H30.8）

凡例
環境調査対象エリア
特別天然記念物 野幌原始林



上下水道整備について

2019 2020 2021 2022 2023年度

上
水
道

実施設計 配水管敷設工事

下
水
道

実施設計

雨汚水管渠敷設工事



スタジアム来場者の交通分担率の想定・アクセス手段

交通アクセスについて

ボールパーク

新駅

北広島駅

13,500人(39%)

エリア内駐車場
（4,000台）

自動車

12,000人(34%)

徒歩

３人/台

徒歩・自転車他

2,500人(7%)

JR

バス

7,000人(20%)

駐輪場

乗降場

乗降場

徒歩等

※札幌方面（11,500人/85%)
千歳方面（2,000人/15%）

道路新設(2箇所)・拡幅整備

改修

シャトルバスによるピストン輸送

新設



交通アクセスについて

【北広島駅について】

 JR北海道のシミュレーションによると、現在の
施設規模では、乗客の安全確保が困難

 駅舎、ホーム共に、2023年までに完成させるス
ケジュールでの施設改修を検討中

【新駅について】

 来場者のアクセス向上、エリア価値向上のための
新駅設置必要性を認識

 駅舎整備に係る費用は請願者側負担の想定

 2023年までの整備については現在未定

鉄道駅の整備について



交通アクセスについて

【駅西口の整備について】

 市のメインエリアとして北広島駅西口を、メイン
ストリートとして北進通及びその周辺の整備を検
討

 にぎわいづくりを図ると共に、ボールパークまで
のシャトルバスの輸送を検討

【歩行者導線の整備】

 北広島駅からボールパークまでの歩行環境の整備
を検討

北広島駅ーBP間の整備について



交通アクセスについて

【市内路線バスの再編】

 ボールパーク開業に合わせ、経路、時間帯含めた
路線バスの再編を検討

 試合開催日（年間約70日）用の編成など、市内
各地区からのアクセス向上に向けた検討を推進

市内各地区からの交通体系について



市の財政について

概算整備費用

• 公園整備費用(粗造成)

国等の補助金、市債等により対応

• 道路整備費用
(共栄南1号線延伸ほか4路線)

• 上下水道整備費用

• 鉄道駅の整備費用(新駅)

➡ 4～6億円

➡ 80～120億円

➡ 10～15億円

➡ 30～70億円

現時点での試算であり、
確定しているものではありません



市の財政について

期待できる好影響

• ボールパーク整備による税収増

• 土地使用料収入

➡ 10～20億円/年

➡ 1億円/年

• 建設需要や消費需要による経済波及効果
➡ 150億円/年

現時点での試算であり、
確定しているものではありません



周辺地域への配慮について

【開業前（工事期間中）】

 周辺地域への安全配慮を徹底

 登下校時間帯の警備員の増員、通行の規制などに
ついて協議

 工事内容が整理され次第、地域への事前説明を実
施

【開業後】

 生活道路に球場来場者の車両が極力入らないよう
な対策を実施

 車両の集中時間をずらす対策を実施

交通関係について



周辺地域への配慮について

【開業後】

 来場者の導線などを検討し、生活環境への悪影響
を阻止

 HBPと協議の上、試合時における警備員の配置等
の安全対策を実施

生活環境の保全について



ボールパーク推進期成会について

・「北で広がる夢がある」をデザインとした各種グッズを作成

ポスター ステッカー のぼり 横断幕

・市内小中学校における校内放送でのボールパークPR活動

・大型メッセージボードの作成
①ふるさと祭りにおける署名（メッセージ含む）活動 ※2,000枚のパズルピース
②市内大学生と共に縦約1.2m×横約3.5mのメッセージボードを組み立て

・ファイターズ市民応援ツアーを実施し200名の参加者と試合観戦

啓発活動

署名活動

応援活動



ファイターズとの連携事業について

ベースボール体験会 冬期トレーニング教室

コーチング講座 食育講座肘検診

対象・カテゴリ別の複合事業

ファイターズラン
パブリック
ビューイング

ボールパーク建設地周辺を楽しく走って
ファイターズを応援

体育授業 キャリア教育授業

アカデミーコーチが学校の先生に

札幌ドームでの職員合同研修会

双方の職員による組織理解の促進

次年度も2023年のボールパーク開業に向けて
各事業の発展を意識したコンテンツを検討中

スポーツ・コミュニティ in北広島 「きたひろしま30kmロードレース」連動事業

両者の発展に寄与する事業や活動学校教育に関連した活動



今後の事業推進について

 シンポジウムの開催

「ボールパークと共に描くまちづくり」

 2月23日（土）14：30～ 芸術文化ホール

 講演・パネルディスカッション

 2月1日から申し込み開始（先着500名）

 定期的な情報発信

 広報紙の毎月1日号にて、「ボールパークニュー
ス」を掲載

 よりタイムリーな情報として市HP内に「ボール
パーク特設サイト」を設置


