
【事業計画概要】

企画提案のテーマ：

時は高度経済成⾧。急増する人口とそれに伴う住居不足を解決するため日本全国でニュータウン計画が進められました。北広島団地もその一画。その後居
住者は少子高齢化に傾向し、それは景観・治安・地価などのまちの付加価値の降下を引き起こし、今なお全国的なニュータウンの高齢化・過疎化問題として
解決されないまま存続しています。我々は、全国展開規模と創業６７年の歴史と実績のもと、各地に置いてニュータウン再耕に取り組み、そのノウハウを蓄
積・保有しております。また、かつての未曽有の災害であった東日本大震災の復興においては住居や道路などのインフラだけでなく、古来からそこで受け継
がれていた数多くのコミュニティをも復興させ貢献してきた自負がございます。この地「きたひろ」においても一時的な若年子育て世代の誘致ではなく、こ
の街をかつて賑わいを誇った「北広島団地」への定住増加のきっかけとし、そして持続性を持つ牽引の地として北広島市と共に邁進する所存です。

このまちの名は きたひろ「 」

「かつての故郷」を「これからの故郷」へ



【事業計画概要】

企画提案のテーマ：
まちの持続的な盛況のポイントは豊かな多世代と居住形態の複合構成。幅広い世代が混在することでまちの人口ボリュームの偏りを

作らず、賃貸と持家を混在させることで居住者の代謝を促し、まちの活況を次世代・次々世代へ引き継いでいきます。
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【事業計画概要】

企画提案のテーマ：
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コンビニが設ける防犯カメラがその
まま防犯タウンカメラを兼ねます。

「さんぽまち」にならい、駅方向
への歩行者動線を確保します。

店舗併用住宅
優先区画

騒音緩衝帯となる公園緑地

JR千歳線
騒音

自転車道横断のため注意喚起として
設けます。

散歩したくなるような
非人口的なゆらぎの小径（歩道）

既存住宅地との境界側建物は十分
な離隔距離を確保し、
雁行配棟によって視覚的圧迫感を
軽減します。

中心道路沿いの戸建エリアは
地区計画にある「住宅と店舗、事務
所が協調できる地区」という考えに
呼応し、店舗併用用途を優先区画と
して街の賑わいを創出します。

駐車場の連携

賃貸・戸建・商業をそれぞれに適したポジションにゾーニングし、くつろぎと賑い、安全性と利便性の両立を図ります。



【事業計画概要】

企画提案のテーマ：

■土地利用計画

項目 面積 割合

開発面積 12655㎡ 100%

道路 3073㎡ 24%

緑地その他 447㎡ 6%

住宅用地 2602㎡ 20%

集合住宅用地 5304㎡ 41%

店舗用地 1229㎡ 9%

■戸建住宅計画

項目 区画数

総区画数 13区画

200㎡～202.81㎡ 13区画

■集合住宅計画 9棟 軽量鉄骨造２階建

項目 面積 戸数 形態

1LDK ㎡ 戸 賃貸

2LDK 57.98㎡ 24戸 賃貸

3LDK 72.11㎡ 12戸 賃貸

供用部分 93.95㎡ 1戸 共有SP

その他 165.13㎡ 1戸 店舗

平均専有面積 66.21㎡ ㎡

2023年3月末日 物件引渡し
2023年4月上旬 解体工事開始
2023年8月上旬 解体工事完了・開発許可予定
2023年8月中旬 造成工事開始
2023年12月中旬 造成工事完了
2024年1月中旬 建物着工（第一期：賃貸住宅・戸建・コンビニエンスストア）
2024年4月下旬 竣工予定（第一期：賃貸住宅・戸建・コンビニエンスストア）
2024年5月中旬 建物着工（第二期：賃貸住宅・戸建）
2024年8月下旬 竣工予定（第二期：賃貸住宅・戸建）
2024年12月中旬 販売活動終了

※残土使用については現在未定でございます。

■全体工程

第２期賃貸住宅・戸建

●サイト開設

第１期賃貸住宅・戸建・コンビニエンスストア

2025.9サイト終了

●イベント開催 ●イベント開催

●開発許可

●物件引渡し



【定住人口の増加、子育て世代の定住促進、地域住民の利便性向上についての提案書】

①開発緑地

②歩行者動線・③ゆらぎの道 ④サイクル休憩スポット
⑤行政サービス⑨イメージハンプ

１．定住人口の増加に関する提案
［Keyword］ 住み続けたい･快適･安心感･都市空間･転入促進･広告宣伝･投資排除
■想定入居戸数（人数） ：戸建１３世帯４５名 賃貸住宅３６世帯 １２０名
■想定戸建分譲価格 ：４，０００～４，５００万円（税込）
■想定賃貸月額（駐車場１台含）：２ＬＤＫ７．４～７．６万円 ３ＬＤＫ８．４～８．６万円

①開発緑地
東側の隣接する緑地沿いは戸建区画を避け公道と開発緑地を配置し、緑地のメンテナンス性を確保します。

②歩行者動線
西側の幹線道路や東側の緑地帯を結ぶ歩行者通路を設けて歩車分離を図り、歩行者と自動車の接触による交通事故を抑止します。

③ゆらぎの道
歩行者通路の舗装に自然なゆらぎをほどこした曲線を採用し、非人工的で心地よい、居住者が歩きたくなる歩行者空間を整備します。

④サイクル休憩スポット
整備が計画されているサイクルロードの利用者が休憩するスペースを整備し、サイクルロードを活用した人流と滞在を促進します。

⑤行政サービス
市の行政サービスを利用可能なオンライン端末等を設置し、近隣住民を含めた居住者に市政サービスの高い利便性を訴求します。
※協議を要します

⑥テレワークスペース
道外からの移住者も含め、遠隔地勤務等のライフスタイルに対応可能なテレワークスペースを備えた住まいをご提案します。（戸建のみ）

⑦ホームIOT
空調機器の遠隔操作や留守宅の見守り等、住宅設備をオンラインで利用可能な先進的機能を備えた住まいをご提案します。（戸建のみ）

⑧広告代理店提案
ＷＥＢサイトに加えてＳＮＳ等のデジタルツールを販売に導入し、道外も含めた幅広く多様な住宅購入者･入居者の募集を図ります。

２．子育て世代の定住促進（街区整備及び転入支援サービス）
［Keyword］ 施設･設備･安心安全な環境整備･入居者負担経費･価格低減･資金支援

⑨イメージハンプ
西側幹線道路と街区内道路の出入口となる交差点に、ドライバーの視認性を高めるための舗装を整備し交通事故を抑止します。
※協議を要します

⑩敷金礼金保証金０・保証人不要
子育て期ファミリー層の入居者が転入しやすくなるよう、家賃月額の割引や一時金の免除等による経済的支援策を提供します。

⑪入居者サービス
家財保険など利便性を高める入居者向けサービスを提供します。

⑫乳幼児対応共有スペース
キッズコーナー、おむつ交換スペース、調乳キッチン、授乳スペース、お昼寝スペース等を備えた共有の集会施設を整備します。

N

⑨イメージハンプ

⑫乳幼児対応スペースイメージ

②歩行者通路③ゆらぎの道 ④サイクル休憩スポット駐輪スペース

⑤行政サービス

⑥テレワークスペース

⑦ホームIOT

⑬子育て期ファミリー層の具体的な入居支援策とサービスメニュー
中学生以下と同居する世帯主（もしくはパートナーどちらか）
年齢３９歳以下世帯の場合、下記のインセンティブをご用意し
子育て世帯の誘致促進を図ります。

●戸建：注文住宅の場合は、環境アイテム３種「太陽光3kw相当」
「蓄電池5.4kw相当」「コレモ」を無料とします。

建売住宅の場合は、上記３種搭載で建設予定のため
３種設置費相当額分の家具家電購入可能なポイントを
贈呈いたします。

●賃貸住宅：付帯する月極駐車場２台目を無料といたします。

（集会施設平面図）
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⑫集会施設事例

⑬太陽光３ｋｗ、蓄電池、コレモ搭載のランニングコスト比較⑬コレモ概念図Image perspective Image perspective



【定住人口の増加、子育て世代の定住促進、地域住民の利便性向上についての提案書】

２．子育て世代の定住促進（住宅）
［Keyword］ 施設･設備･安心安全な環境整備･入居者負担経費･価格低減･資金支援

⑭「名もなき家事」を家族全員でシェアする家事負担軽減住宅
子育て期の購入者･入居者のライフスタイルにあわせ、家事負担を軽減する住まいを提供します。

⑮当社独自のユニバーサルデザイン
幼児や高齢者の家庭内事故を軽減し、日常生活の身体的負担を軽減する住まいを提供します。

⑯宅配ボックス・防犯対策仕様の標準装備
・戸建住宅向けのオリジナル宅配ボックス付門柱や賃貸住宅向け集合宅配ボックスを標準装備とします。
・防犯合わせガラスやピッキングやサムターン回しに対応した仕様を戸建住宅に標準装備します。

３．地域住民の利便性向上（生活利便）

⑰地域情報スペース・ポスト
地域に開放されたコミュニティ施設（コンビニ内）に街の情報を共有するスペースやポスト設置をご提案。
地域住民の日常生活の利便性を高めます。※協議を要します

４．１～３複合提案
⑱コミュニティステーション
地域住民が集まるスペースを設け、異なる世代間のふれあいや子育てファミリーの情報交換によって住み心地や利便性に貢献します。
※協議を要します

⑲併用住宅
小売店やクリニックなど併用住宅の誘致を目指すことによってミクスドユースのまちづくりを進め、地域住民の定住促進を図ります。

⑳にぎわい小径
併用住宅を誘致する区画をメインストリート沿いに設定し、人の滞留によるにぎわいを醸成。持続的な街の活性化を図ります。

㉑30年一括借上げ
賃貸住宅に３０年一括借上げ方式を導入することによって経営と施設維持の安定化を図り、集会スペース等共有施設の利便を
持続させます。

㉒定住者限定販売
定住者促進の主旨にのっとり、戸建は転売目的や土地のみでの販売は原則行いません。

戸建住宅１階平面図 賃貸住宅住戸平面図

■家事負担を軽減する住まいの工夫（各写真はイメージです）
Ａ．学校や保育園から配布されるプリントを一カ所にまとめ、家族で書類を共有しながらリビングをすっきり整理整頓できる壁型収納です。
Ｂ．階段まわりの空間に１・２階の往来が多いアイテムを一時的に格納できる共有スペースです。（戸建のみ）
Ｃ．帰宅時に脱いだ衣類を洗濯スペースで片づけられるよう衣類収納を洗面脱衣室に設置。リビングに衣類が散らかることを防止します。
Ｄ．次の日に着る衣類をまとめておける壁付けフックや、着衣の乱れを外出前に確認できる鏡をウォークインクローゼットに設置します。
Ｅ．コートやカバンなど、外出先で使用するアイテムを家族ごとに整理するロッカーを玄関に設置。リビングの散らかりを防止します。
Ｆ．手帳やメガネなど、家族それぞれの私物を仕分けして収納できる収納をリビング等に設置し、リビングの散らかりを防止します。

⑱コミュニティステーション⑰地域情報スペース

C.洗面室衣類収納B.階段空間活用収納A.書類共有収納 E.家族別ロッカーD.衣類フック･鏡 F.家族別小物収納

■独自のユニバーサルデザイン・防犯対策仕様・宅配ボックス（各写真はイメージです）

戸建住宅２階平面図

フラットドアストッパー Ｒ出隅（戸建のみ） 鎌付錠（戸建のみ） スイッチ式サムターン 防犯合せガラス（戸建のみ） 宅配ボックス

帰宅時動線
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⑲併用住宅 ⑳賑わい小径

㉑３０年一括借り上げイメージ図 KEY PLAN
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【周辺環境との調和についての提案書】

周辺環境との調和について
［Keyword］地域交流・地域活性・まちなみ景観
①周辺環境への影響を低減する方策
解体工事や宅地造成工事において大型車両（ダンプ）の通行や、重機（ユンボ等）による作業が行われ、騒音や振動・埃の発生が予想
されます、そこで当社は、
１．大型車両の現場への進入は出来るだけ住宅街や幼稚園・小学校等子供たち多い道路は避けた計画とし、大型車両が路上駐車する事

なくスムーズに場内に入れるよう取り計らいます。恵庭方面から資材は運ばれてきますが、街中を横切る輪厚ＩＣからは下りず
北広島ＩＣから降りて、山道を出来るだけ走り最短で場内に誘導する計画です。

２．仮囲いや警備員を配置し第三者災害の防止に努め、散水による埃の飛散の防止、適所に防音シートを配置して近隣への影響を最小限
に致します。

３．重機での作業は8：30～18：00とし、日・祝日は休工と致します。
②工事施工前の周辺住民への説明についての考え方
近隣住民の生活を第一に考え、出来うる限りの配慮を行い、安全を第一に周辺環境に相応しい街並みを作りたいと考えます。

③近隣住宅地の日照確保や景観の保全について
１．当該区域内に建設する建物は２階建以下とします。
２．特に近隣住居と接する北側の共同住宅は建物配置を雁行させることで建物軒先から隣地境界線まで最大で2.2m以上確保し、北側

への圧迫感を解消いたします。
３．「きたひろ」らしさのあるオリジナル街路灯を創作し、当該区域内随所に配灯します。また、灯り協定により一部の消灯が発生

しないようにすることで美しい夜景観を創出します。
４．賃貸住宅・戸建住宅とも統一感のある外観と外構意匠により街全体の一体感・領域感を構築します。その施策として、戸建住宅は

街づくりガイドラインを策定することで注文住宅であっても景観を逸脱させないよう誘導いたします。
５．歩行者空間、歩道は化粧舗装を採用し、潤いある上質な街並みとします。
６．賃貸住宅エリアの緑地部分から共有花壇「まちなみガーデン」を供出し、開花時期が相違する品種を選出することで１年中花が

咲き誇る「エバーフラワータウン」をご提案します。
７．美しい景観は防犯性の向上とごみ投棄の抑制効果も生み出します。

④交通量について
当社計画においては戸建及び賃貸住宅を主に構成し誘致する商用施設はコンビニエンスストアのみであり、周辺交通量への悪影響はない
ものと考えております。当該区域内への車両入口は1か所なので通過交通などは見込まれず交通安全性も確保しております。

③開花時期と花言葉

軒先からの距離
5,300

軒先からの距離
2,200

軒高6,050

建物高8,581

建物が雁行に配棟されることで隣地
からの視覚的圧迫感を軽減します。

SGL

①重量車両搬入経路想定図

③北側隣地エリア建物配置高さ寸法

③化粧舗装歩道例③ガイドラインによるまちなみ事例
Image ImageImage

③ガイドラインによるまちなみ事例③ガイドラインによるまちなみ事例

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

街 の 木 サクラ 15～20 優れた美人 ※紅葉

ヤマボウシ 5～10 友情 ※紅葉

イロハモミジ 10～15 大切な思い出・美しい変化 ※紅葉

ドウダンツツジ 2～3 上品・節制 ※紅葉

サツキツツジ 0.5～1 節制 ※紅葉

クリスマスローズ 0.3～0.6 慰め・私を忘れないで

宿根アリッサムサミット 0.2～0.3 美しさを超えた価値・飛躍

エロデュームぺラルゴニフォーラム 0.15～0.3 あでやかな装い

イベリス 0.5 心をひきつける

セントランサス 0.6～0.7 真実の愛情

ガウラ 0.8 負けず嫌い・清楚

ゲラニュームサンギニューム 0.3～0.4 変わらぬ信頼

エキナセア 0.5～1 優しさ

サルビアネモローサカラドンナ 0.7～0.8 尊敬

低  木

草  花

※色は花や紅葉の色を表す

名   称 花 言 葉
開   花   時   期

高  さ（ｍ）

シンボルツリー

双葉小学校

広葉中学校

わかば幼稚園

Image perspective

Image

輪厚ＩＣは通過します



【地域経済活性化、地域コミュニティへの貢献、防犯・地域防災対策についての提案書】

１．地域経済活性化について
市内事業者活用の見通し
①工事関連
アーク大陽㈱、第一カッター興業㈱札幌営業所、丸北北洋設備工業㈱北広島営業所、㈱丸寛佐藤電気、日通機㈱札幌交錯支店、
(有)マルサ齊藤建設、(有)北海道リサイクラー大曲営業所、三協テック㈱北海道札幌支店

②賃貸管理関連
ティーエスジー株式会社

２．地域コミュニティへの貢献
［Keyword］地域交流・地域活性
①交流拠点の創設
誘致するコンビニエンスストアに以下の機能、施設を設けることで地域コミュニティと新住民方々との交流を促します。※協議を要します。
１．地元周辺の生産農産物などを販売する「きたひろマルシェ」コーナー。地産地消という環境貢献にも。
２．いつでも誰でも利用できるカフェコーナー。新たな街のコモンとして機能します。
３．エルフィンロード（自転車専用道）利用者のためのサイクルステーション。地域内だけでなく市外道外者とも交流を生み出します。
４．郵便ポスト

②交流ガーデン
地域コミュニティで管理運用することのできる共有花壇「まちなみガーデン」を賃貸住宅エリアの緑地部分から供出し、
地域の皆様と活用促進いたします。開花時期が相違する品種を選出することで１年中花が咲き誇る「エバーフラワータウン」
をご提案します。

３．防犯・地域防災対策について
［Keyword］防犯･防災・安心・災害対策
④防災ステーション
賃貸住宅エリアには防災設備であるマンホールトイレ、かまどベンチ、備蓄倉庫を備えた集会所を建設、この街の防災ステーション
として位置付けます。備蓄倉庫内には飲食品以外にも、水タンクやロープなど備品類も格納し有事の備えとします。

⑤防犯ステーション
開業時間の⾧さから地域の犯罪抑止に効果があることが認知されているコンビニストアを街の入口に誘致。そこに連坦する店舗併用
住宅が生み出す賑わいによって更なる抑止効果が期待されます。
コンビニ屋外に設置される防犯カメラは街の入口という立地であることから、防犯タウンカメラとしても機能いたします。

⑥街灯り協定
「ORKA Village」の随所に設けられるオリジナル屋外灯は日没から日出まで点灯。この街の個性を表現した風靡な情景を創出するだけ
でなく、防犯にも寄与いたします。また、供給電源の一部は太陽光による再生エネルギーを使用。微力ながら環境にも貢献します。

⑦地域との融合
上記３点の機能はこの街のみでなく既周辺コミュニティにも開き貢献いたします。

⑧「災害に備える家」
弊社は独自の防災装備仕様「災害に備える家」をご用意しており、注文住宅検討者様にご提案させていただきます。

⑨ホームセキュリティ標準装備
賃貸住宅は全室ホームセキュリティを装備します。

①２.誰でもカフェコーナー事例

①１.地元マルシェ事例 ①３.サイクルステーションイメージ

①４.郵便ポストイメージ

②まちなみガーデンイメージと事例

④防災ステーション

④備蓄倉庫事例④防災備蓄事例④かまどベンチ

④マンホールトイレ

⑤防犯カメラ事例

⑥街灯りイメージ ⑥オリジナル街路灯イメージ

ImageImage

Image

Image

Image

Image Image

Image

Image

２

①
⑤

④

⑧災害に備える家

⑧蓄電池５．４ｋｗ

⑧太陽光発電 ⑧コレモ

Image perspective

Image perspective

Image perspective

Image



【自由提案】

１．定住促進につなげるブランディングサイトの運営
［Keyword］ブランディング・ＳＮＳ・集客

北広島団地の魅力を伝えるポータルサイトの開設：ブランディング

ポータルサイトへ誘導するweb広告配信：集客

自由提案の実施事項

集客力のある「北広島団地のポータルサイト」の運営し
本事業を通して北広島団地の魅力を再発見してもらう好機としたい

全体構造

広告面は訴求内容と季節別で制作し配信。
１．訴求内容（4パターン）
北海道移住・子育て・ボールパーク

２．季節別（4パターン）以上計16パターン

Google・Yahoo!のバナー広告で興味関心の高い
ターゲットに北広島団地の魅力を伝えるweb広告を配信。

●年齢・性別
●興味関心
●デバイス
●配信エリア
●子どもの有無
●過去の検索履歴
●位置情報データ

⓪ターゲット設定 ②ポータルサイト①web広告 ③ACTION

エリア
◎札幌市内近郊
※道内／首都圏

興味関心
◎移住／子育て
◎ファイターズ

ボールパーク

◎北広島団地の
魅力特徴

・アクセス
・西口再開発
・自転車歩行者道路
・公園etc
◎子育て環境
◎移住者の声
（インタビュー）

バナー広告
◎移住者の声
◎北広島団地の特徴

・美しい街並み
・広い公園
・子育て支援
・ボールパーク

◎北広島団地の魅力
を季節ごとに発信

◎お試し移住の誘導
◎ガイドツアー
◎内覧会
◎物件検索など

※北広島市の移住促
進の取り組みも紹介
します。

興味関心の高いター
ゲットにしっかりセ
グメント

作って終わりではな
く、確実に人を呼ぶ
サイト運営

興味関心層に対して
確実に訪問してもら
う

移住につながる
アクション・イベン
トの開催

毎月3,000クリック（想定）

集客 ブランディング

ポータルサイトをつくることをゴールとせず「サイト開設」と「集客」をセットで考えて企画

4．Web広告の配信

ポータルサイト構成案
北広島団地の魅力を伝えるポータルサイト

①北広島団地の魅力＝「さんぽまち」
まちづくりの特徴、歴史、自然環境について

②北広島の特徴
アクセス、ボールパーク、西口再開発、公園、トリムなど

③北広島の子育て支援
幼稚園、保育園のほか支援センターなど

④移住者の声
⑤イベント情報など（告知系）

本物件の案内／北広島市の空き家情報など

［サイト運営体制について］
主催を（仮称）北広島団地応援委員会とし、協力会社（広告代理店）と2社共同で運営
北広島市と連動しながらコンテンツ制作に取り組む想定です。

興味関心の高いターゲットを設定し、web広告を配信。確実にサイトへの集客をはかります（毎月3,000クリック）ポータ
ルサイトでは、北広島団地と北広島市の魅力を発信。アクションにつながるコンテンツもサイト内で紹介する予定です。

狙い：webサイト運営を通して、土地活用としての宅地分譲だけでなく
「北広島団地」＝北広島市のブランディングに寄与したい

２．SDGsへの取り組み
［Keyword］環境・ワークライフバランス・サスティナビリティ
①ＺＥＨ対応
戸建住宅は全棟ＺＥＨ対応。環境負荷の少ない住まいをご提供いたします。
７． エネルギーをみんなにそしてクリーンに
１１．住み続けられるまちづくりを
１３．気候変動に具体的な対策を

②ライフバランス
家事シェアハウスの考え方はジェンダーバランス・ワークライフバランスをサポートします。
５． ジェンダー平等を実現しよう
８． 働きがいも経済成⾧も

③転居・リノベ対応
全国規模で売買仲介・買取再販・リノベーションに対応できる総合窓口をご用意しており、
建築完了後も末永くサポートさせていただきます
１２．作る責任 使う責任

②⾧期保証
当社の建物は業界最⾧の初期保証（戸建：３０年、賃貸住宅２０年）。有償メンテナンスを
受けていただくことで更なる保証延⾧も可能でございます。
１１．住み続けられるまちづくりを

◎サイト開設
2023年10月～（2年間）

◎イベント（見学会）
2024年5月・8月


