
キタヒロ・ホームタウン-BASE

Ｂ-ＢＡＳＥ

駅西口周辺エリア活性化事業

市有地Ｂ 個別事業計画（案）



駅前から住宅地への玄関口として、屋外交流広場や北広公園において様々な利活用

できる環境を整備し、駅前のにぎわい・利便性と北広公園の憩い・自然環境を享受で

きる暮らし方を多世代の人が実現できる場を目指します。

※令和４年(202２年)９月時点での完成予想イメージ。本イメージは、今後、計画の進捗に応じて、一部変更の可能性があります。

コンセプト

北広島に「住みたい！訪れたい！」 きっかけが生まれる交流の場

０1



北
進
通

駅
前
広
場

北広公園（都市公園） 居住交流施設

複合交流拠点施設

Gate Park

Terrace Park

ＪＲ北広島駅

Gate Park

Living Park

居住交流施設と連携しながら、北広公園の利活用に取り組みます。エリアマ
ネジメント等の仕組みの活用も視野に、地域の住民・多くの人々・多様な人材
を巻き込みながら、人が集まる公園に成長させる仕組みづくりを行います。

分譲住宅、子育て支援施設、生活利便施設の整備を行うとともに、駅前から
北広公園をつなぐ屋外交流広場を有する居住交流施設の整備を行います。

市有地Ｂで行う本事業では、駅西口周辺エリア活性化事業のコンセプトで

ある「キタヒロ・ホームタウンーＢＡＳＥ」の第２弾プロジェクトとして、整備が

進められている市有地Ａの事業と連携しながら、「北広島の新しい暮らしを

つくるホームタウンのベースづくり」を進めていきます。

計画概要
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01 居住交流施設の整備

駅西口周辺エリア活性化整備計画で掲げたまちの課題への対応や目指すま

ちの姿を実現すべく、「居住交流施設の整備」 「北広公園の利活用」を通じ

て、北広島における居住誘導や暮らし・生活環境の価値向上を目指します。

０２ 北広公園の利活用

北広島の新しい暮らしをつくるホームタウンのベースづくり
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駅前・公園・地域をつなぐ

多世代暮らしの交流施設をつくります

子育て支援施設・生活利便機能の整備

駅

駅前の利便性が高いエリアにおいて、

分譲住宅の整備と併せて、子育て支

援施設や生活利便機能を充実させる

ことによって、若者・子育て世代等の

居住誘導を図る交流施設をつくりま

す。

２Ｆ｜ 子育て支援施設・生活利便機能

３Ｆ｜ Living Park

１～１５Ｆ｜ 分譲住宅

（１F｜居住者用駐車場）

【整備内容】
整 備 範 囲 ： 北広島市栄町2丁目1番
施 設 規 模 ： 敷地面積 約 5,500㎡

延べ面積 約26,000㎡
地上1５階建
※建築基準法上では、地上

14階地下1階建となります。
完 成 予 定 ： 令和７年度（２０２５年度）

駅前から北広公園までつながる歩

行者空間として整備されるデッキ・

屋外交流広場は、市民も利用するこ

とができる場所となり、当施設は、駅

前の利便性と自然豊かな住環境を

感じることができる施設となります。

２Ｆ｜ Living Park

２Ｆ｜ 北広公園

３Ｆ｜ 交流ラウンジ

01 居住交流施設の整備

Living Park の整備

流広場として、駅前から北進通を

横断する歩行者デッキと北広公

園へとつながるLiving Parkの整備を行

います。

交

●Living Parkでは、交流ラウンジの活
動場所やベンチ等のある憩いスペース、
公園につながるマルシェ等イベントの開
催可能な計画や整備を行います。

●施設居住者のみならず、公園利用者、
ラウンジ利用者、地域住民にも開放さ
れた、北広島の“まちのリビングスペー
ス”のような環境づくりを行います。

１Ｆ｜駐車場

（子育て施設、生活利便機能用を想定）

２Ｆ｜暮らし

２～３F｜交流広場

リビングのように集まるスペース

イメージ

近くに子育て支援施設と生活利

便機能を整備し、生活環境を向上

します。

駅周辺利用者や周辺居住者にとって、駅

前の利便性を生かした暮らしやすい環境

づくりを目指します

３Ｆ｜ 歩行者デッキ
←JR北広島駅方向

憩いを意識したランドスケープ

例：パートナー企業他物件事例



●今回整備する居住交流施設は、「北広島市立地適正化計画」 に定める都市機能（子育て関
連施設等）の誘導や駅前への居住誘導に大きく寄与することから、国の補助制度の活用とと
もに、市においても同補助制度において財政支援を行います。
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01 居住交流施設の整備

世代（子育て世代から高齢者まで）

をターゲットとした分譲住宅を整備

します。

多

分譲住宅の整備

２LDK～４LDKの多世代対応住戸

●子育て世代から高齢者までの多様な暮
らしに対応した２LDK～４LDKの多世
代対応住戸を中心に、分譲住宅（約１９
０戸程度予定）の整備を検討しています。

●Living Parkに面した交流ラウンジを
設け、居住者だけでなく、地域住民にも
開放できる交流の場を整備します。

●駅前と北広公園との連続性を意識した
配棟計画や緑豊かな憩いスペース、デ
ザイン性のある共用空間を計画します。

例：パートナー企業他物件事例

１～１５Ｆ｜住宅

例：パートナー企業他物件事例

優良建築物等整備事業の活用

整備手法

備にあたっては、優良建築物等整

備事業（都市再構築型）の活用を

検討します。

整

※令和４年(202２年)９月時点での完成予想イメージ。本イメージは、今後、計画の進捗に応じて、一部変更の可能性があります。
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３Ｆ：Terrace Park

３Ｆ
交流

ラウンジ
屋外交流
スペース

憩い
スペース

憩いスペース

トリムコース

居住交流施設

３Ｆ
Living Park

２Ｆ
Living Park
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例：パートナー企業他物件展開事例（つくば市）

例：辻堂西口YU-ZUルーム

Living Parkでは、駅前と地域の

つながりを創出するとともに、来街

者や地域住民の交流を生み出す

様々な仕掛けや利活用の検討を行

います。

エリアマネジメント等仕組みも踏ま

え、まちのリビングスペースとして、

交流を生み出す様々な利活用方法

を検討します。

（→P.8参照）

Living Park
つながりと交流を生み出す仕掛け・利活用

イベント
スペース

植栽に囲まれたスペースや階段に座るこ
とのできるスペース等の様々な憩い空間
の配置を意識

Living Parkと北広公園や緑道とを自由
に行き来することのできるつながりの空
間を意識

交流ラウンジを設けることにより、地域住
民にも開放できるイベント実施を通じた地
域コミュニティ活性化

屋外交流スペースを設け、まちのリビング
としての空間を演出

イベントスペースを設け、マルシェ等定期
的イベントの実施によるにぎわい創出

例：北谷公園（東京都渋谷区）

例：竹園西広場公園（つくば市）

例：殿町第2公園(川崎市）

様々な憩いスペース

公園や緑道へのつながり

マルシェ等イベント開催が可能な場

屋外交流スペースの利活用

交流ラウンジの開放
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隣接する子育て支援施設との連
携を意識し、豊かな自然を活か
した教育環境のある空間の整備
アイデア

例：鶴間公園（町田市）

０２ 北広公園の利活用

多世代暮らしの交流施設

交流
ラウンジ

憩い
スペース

イベント
スペース

子育て支援施設

生活利便施設

多様な世代が
あつまり過ごすことのできる

北広公園に Living Park

「イベント」のある
場づくり

「育てる・学び」のある
場づくり

「憩い」のある
場づくり

「自然環境」を活かした
場づくり

「アクティビティ」のある
場づくり

分譲住宅

屋外の歩行者ネットワーク

周辺施設との連携、既存環境を維持しながら、憩いと魅力の発信

拠点として、地域の住民や多くの人が集まる北広公園に育てます。

居住交流施設の価値を高めるために

北広公園を最大限利活用します

【整備内容】
整 備 範 囲 ：北広島市栄町2丁目51番
整 備 規 模 ： 約２６，０００㎡
取 組 予 定 ： 令和５年（２０２3年）～

イメージ現在の北広公園の樹木

アウトドア・スポーツ環境を楽しむ

「アクティビティ」のある
利活用・場づくり

交流都市を印象付けるスポーツ
や健康をテーマとした空間の整
備アイデア

住民や来街者が集まる

「イベント」のある
利活用・場づくり

北広島の魅力を発信するイベン
トを開催できる空間の整備アイ
デア

子どもも大人が学び・育つ

「育てる・学び」のある
利活用・場づくり

北広島の環境を感じる

「自然環境」を活かした
利活用・場づくり

既存の樹木を活かしたプランニ
ングを行い、自然環境を活かし
た整備アイデア

既存の憩いとしての空間を意識
し、自然を感じる空間の整備ア
イデア

例：鶴間公園（町田市）

誰もが集まり・滞在できる

「憩い」のある
利活用・場づくり

イメージ：鶴間公園（町田市）

目指す場 の 考え方

施設と
連携する場

０２

既存環境を
活かす場

０３

みんなで
育てる場

０４

人が
集まる場

０１
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市有地Ａと市有地Bのプロジェクトでは、様々な活動が行われる場が多くつくられます。

広場・公園・歩行者空間における場の特性を活かした様々な活動・使い方、地域の住民、

多くの人々の活動が、駅前と公園、さらに、地域をつなげます。

複合交流拠点施設Ａ

居住交流施設Ｂ

駅前広場

Gate Park

Terrace Park

Live!! Park

Living Park

KITAHIRO Park

Gate 「まちと出会う場」

Live!! Park「にぎわいと熱狂の場」

駅前・公園・地域がつながる

多様な活動のアイデア

Live!! Park

Gate Park

AｰBASE
×

B-BASE

大型ビジョンを活用し
たパブリックビューイン
グやフードイベント等の
地域の住民・来街者に
関わらず楽しめるにぎ
わいと熱狂イベントの開

催。

地域独自のお祭り等の
イベントを通じて、訪れ
る多くの人々に北広島
を知ってもらう。

Terr「憩いの場」

施設と連携した様々なイベ
ントを開催することで、多
くの人の交流が生まれる。
テントサウナ体験会やアー
トイベントなど、テラスを
活用したイベントが、施設
のにぎわいを演出。

Terrace Park
イメージ：パブリックビューイングのイメージ

写真：北広島ふるさと祭り

左上：アートイベントのイメージ 右下：屋外席のイメージ



MANAGEMENT
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Living Parkと北広公園の利活用や育てる手法を市有地Ａから市有地Ｂ・北広公園につながる公共空間の利活用
に発展し、北広島駅西口周辺エリア全体のエリアマネジメント体制づくりへと広げていきます。

まちや公園を育てる

Gate Park

Terrace Park Live!! ParkLiving ParkKITAHIRO Park

歩行者デッキ歩行者デッキ

エルフィンパーク

北広公園「憩いと魅力の発信拠点」

自然環境やアウトドア、ス
ポーツ環境を存分に楽しむ
ことができる屋外子育てイ
ベントや屋外映画祭、スポー
ツイベント、フードフェスなど、
多世代が多く集まるイベント
が開催でき、みんなが北広
公園の魅力に気付いて、
もっと好きになる。

Living Park「まちのリビング」Living Park

KITAHIRO Park

０４ エリアマネジメントの展開

育てる体制づくり・駅西口周辺駅前エリアへの波及

居住交流施設で整備したLiving Park、北広公園の利活用にあたっては、北広公園の追加整備も含め、北広島市
と株式会社日本エスコンが協働して、パークマネジメントやエリアマネジメント、民間活力導入の視点を踏まえた整
備手法のあり方について、市民ワークショップ等の地域参加手法も交えた検討を進めていきます。

０3 Living Park・北広公園の利活用

育てる手法検討・取組

北広公園の整備は、市有地Ｂの居住交流施設整備
と合わせた環境整備の一部を㈱日本エスコンが行
います。

居住交流施設の整備は、市有地Ｂを㈱日本エスコン
が取得し、整備を行います。

株式会社日本エスコン

一連の施設整備

株式会社日本エスコン

居住交流拠点施設との接続部分
園内一部イベントスペース・動線整備

令和５年度～令和７年度（予定） 令和５年度～令和７年度（予定）

０２ 北広公園の一部整備０１ 居住交流施設の整備

整備主体

整備方法

整備時期

整備主体

整備方法

整備時期

ベースの整備

市有地Ａと市有地Bに整備されるホームタウンｰＢＡＳＥを基に、まちや公園を育てる手法・取組・体制を検討します。

市有地A
複合交流拠点施設

市有地B
居住交流施設

左上・右中・左下：様々な公園イベントのイメージ（野外映画祭・コンサート等）

交流ラウンジも利用し
た地域交流イベントや
週末マルシェなど、イベ
ントを定期的に開催し、
北広島で暮らす日常の
楽しみが増える。

右上：マルシェのイメージ 左下：屋外リビングスペースのイメージ

北広島市 × 株式会社日本エスコン × 関連するその他主体を順次追加予定

令和５年度以降 開始（予定）マネジメント検討部会を立ち上げ、検討を進めていきます。

検討主体

検討方法 検討時期



〔駅西口周辺エリア活性化事業 パートナー企業〕

駅西口周辺エリア活性化事業 市有地Ｂ 個別事業計画（案）
令和４年９月

株式会社日本エスコン × 北広島市

本個別事業計画は、令和３年（２０２１年）４月に策定した駅西口周辺エリア活性化整備計画「キタヒロ・ホームタウンーＢＡＳＥ ２０２１－２０２９」に基づき、市有地Bの活性化事業に関する計画と
して、パートナー企業である株式会社日本エスコンが市と協議の上、策定するものです。本計画に掲載されるイメージや内容等は、今後、計画の進捗に応じて、一部変更の可能性があります。


