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序 章 計画の策定にあたって 
 

１．計画の位置づけ 
 

（１）都市計画法に基づく市町村マスタープラン制度 
 

これまでの都市計画は、北海道知事が定める「市街化区域及び市街化調整区域の整備、

開発又は保全の方針」※１（平成 12年の法改正により、平成 15年度からは北海道が定め

る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画区域マスタープラン）※２）に

基づき取り進めてきましたが、平成４年の法改正によって、地域の実状と住民の意向を

反映した「市町村の都市計画に関する基本的な方針」（市町村マスタープラン）※３の策定

が新たに義務づけられました。 

石狩市の都市計画は、北海道と石狩市が定める、この二つのマスタープランに基づい

て取り進めることになりました。 
 

（２）都市計画部門の総合的・体系的な方針を示す石狩市都市マスタープラン 
 

石狩市では、平成19年から平成28年までの10年間を計画期間とし、石狩市を独自の

存在感あるまちへと育てるための「第４期石狩市総合計画基本構想」と、この基本構想

に沿った具体的な施策や協働の指針、施策の目標値を示す「第４期石狩市総合計画戦略

計画」を策定しました。 

都市マスタープランは、総合計画の目指すべき、まちの将来像のうち、主に土地利用

や道路、公園、下水道などの都市施設について、基本的な方向性を示す役割を担ってい

ます。 
 

（３）計画期間 
 

  石狩市都市マスタープランの計画期間は、平成13年から平成32年までの、概ね20年

間とします。 
 

２．市民参加と３計画共同による計画策定 
 

 石狩市都市マスタープランの策定では、共に「環境」という共通のキーワードで括るこ

とができる「環境基本計画」と「水とみどりの基本計画」の二つの基本計画の策定に併せ、

３計画を共同で取り組むこととしました。策定に際しては、初期段階から市民参加を取り

入れ、市民として今後どのような生活を望むか、という将来の「暮らしぶり」の視点に立

って提案していただきました。 

 

 
 

 

                                                   
※１ 都市計画法第７条第４項（平成 12年改正で削除）：市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区

域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする。 
※２ 都市計画法第６条の２（平成 12年改正で追加） ：都市計画区域については、都市計画に当該都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針を定めるものとする。 
※３ 都市計画法第18条の２（平成４年改正で追加） ：市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関

する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定める

ものとする。 
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３．計画の策定の経緯 
 

（１）市民参加の方法と素案の作成まで 
 

 １）市民参加の方法 
 

 市民参加の中心的な意見提案の場として「市民協議会」を位置づけ、「ワークショップ」

の手法を導入するとともに、参加者を市民に限定せず、誰もが自由に参加できる場とし

ました。また、地区や団体からの意見提案の場として「意見交換会」を開催しました。 

 その他に発表会や見学会、疑似体験などを開催しました。 

 主な取り組みと参加の状況は、次のとおりです。 

 

     名 称                      開催回数     延べ参加者 

  ・市民協議会                        １３回       ４８１名 

  ・地区意見交換会（７地区）                 ２回      １９４名 

  ・団体意見交換会                      １回       １０名 

  ・まちづくり発表会                     １回     約１５０名 

  ・まちなみ見学会                      ２回       ５０名 

  ・水上見学会                        ２回       ７０名 

  ・歩いてまちを見てみよう！（疑似体験など）     １回             ５名 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 石狩市都市マスタープランの体系図 

第４期石狩市総合計画（基本構想・戦略計画） 

都市計画区域マスタープラン

（整備、開発及び保全の方針） 
石狩市都市マスタープラン

（石狩市） 

＜具体の都市計画＞ 
市街化区域・市街化調整区域・用途地域・都市計画道路・都市計画公園・   
下水道・地区計画・その他 

土地利用の誘導・都市計画事業の実施など 

都

市

計

画
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 ２）市民参加による素案の作成の経緯 
 
 市民協議会では、各回のテーマに沿ってグループごとに意見・提案をいただきました。 

1回目は多少の戸惑いが見られたものの、２回目以降は、活発な議論が展開されました。 

 ３回目の市民協議会からは、市民、専門家、３課（都市計画課、環境課、みどりの課）

の職員が参加する「運営委員会」を市民協議会の前後に開催し、市民協議会の企画・進

行などを話し合い、市民が中心となって市民協議会を取り進めることになりました。 

 地区ごとに意見交換会を２回開催しましたが、一回目は、地区に根ざした問題点や課

題点など、多くの意見・提案をいただきました。二回目の意見交換会では、市民協議会

の様子や、市民の提案を基にまとめた計画の骨子をスライドで紹介し、意見を交換しま

した。 

 素案のたたき台を作成する、計画策定の核となる「作業部会」は、市役所の公募職員、

専門家、３課の職員でスタートしましたが、参加を希望する市民の声の高まりを受け、

市民、専門家、３課の職員で構成する「ワーキンググループ」に変更されました。 

 このワーキンググループによる「計画ワーキング」は、平成 12年５月から平成 12年

11月まで、延べ10回開催されました。 

 計画ワーキングで作成された素案のたたき台を基に、「策定委員会」（当時の助役を委

員長とする市役所部課長職で構成）において、更に検討を加え、素案としてまとめまし

た。 
 
（２）素案の公表 
 
  平成13年３月に開催された「まちの未来図フォーラム」において、素案の概要を示す

とともに、各コミュニティセンター、市民図書館などでも素案を公表しました。 
 
（３）石狩市都市マスタープランの決定 
 
  都市計画審議会における、素案段階からの５回の審議と、答申された内容を踏まえ、

平成13年10月に「石狩市都市マスタープラン」が決定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）石狩市都市マスタープランの中間見直し 
 
  石狩市都市マスタープランは、多くの市民とともに、おおむね20年後のまちの姿を見

据えて作り上げた計画であるため、今回の見直しでは、社会経済状況の変化や旧厚田村、

浜益村との合併による、新たなまちづくりの方針に対応した施策の推進を着実に実行し

ていくため、必要な見直しを行うこととします。 

 

作 業
の 
内 容 

市 民 
参 加 

環境系条例策定作業 

※ ３基本計画策定作業(素案・案の作成) ３

基

本

計

画

 
 
 
 
 
 
 
 
 

策 

定 

環境・緑ア
ンケート 

３計画策定意見交換会  ７地区２回、団体適宜 

３計画策定市民協議会（ワークショップ）計13回 

条例制定 

インターネット・封書・葉書 

主要な課題 基本方針     部門別方針 
         地域別方針 
         実現の方途 

※ワーキンググループ(市民参加) 

都市計画ア
ンケート 

■ 「環境・緑・都市基本計画」策定スケジュール 

平成11年度 平成12年度 平成13年度 
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４．石狩市都市マスタープランの構成と内容 
 

 この石狩市都市マスタープランは、次の七つの章で構成されています。 

 第 1章は、計画策定の前提となる、市の現状についての認識を整理しています。 
 第２章は、市民が求める「暮らしぶり」を示しています。 
 第３章は、新しい時代に向けた、石狩市の「都市づくりの基本スタンス」を、七つの項

目で示しています。 

 第４章は、市民共通の目標となる「目指す都市像」や「将来の都市づくりの方針」につ

いて、この計画全体の基本的な考え方を示しています。 

 第５章は、「分野別の方針」、第６章は、「ゾーン・地区別のまちづくりの方針」で、この

２つの章は、基本方針をより具体的に示したもので、相互に密接に関連する、都市づくり

の縦糸と横糸の関係になっています。 

 第７章は、第５章、第６章に記載されている方針の実現に向けて、今後必要となる仕組

みや、取り組みの方針をまとめています。 

 

第１章 都市の現況・課題と市民の意識                                     
 １．都市の現状と課題 
 ２．市民の意識 

第２章 まちの未来図―市民が求める「暮らしぶり」 
 １．暮らしの体系ができるまでの経緯 
 ２．暮らしの体系 

第４章 都市づくりの基本方針                            
 １．将来のまちの姿 
 ２．将来のまちの人口（基本フレーム） 
 ３．将来の都市づくりの方針 
 ４．全体構想 

第３章 都市づくりの基本スタンス                                 
 １．環境と共生する社会の実現を目指した取り組み 
 ２．全ての人に優しい都市整備の推進 
 ３．歩いて暮らせるまちづくりの推進 
 ４．都市緑地の保全と交流の推進 
 ５．地域情報化の推進 
 ６．地域コミュニティの創出 
  ７．都市整備のルールづくり 

第６章 ゾーン・地区別のまちづくり方針                                  
 １．ゾーンのまちづくり方針 
 ２．重点地区・拠点の整備方針 
 ３．将来市街地の取り組み方針 

第５章 分野別の方針 
 １．土地利用の方針 
 ２．水環境の保全・創出の方針 
 ３．緑地の保全・創出の方針 
 ４．総合交通体系の方針 
 ５．都市防災の方針 
 ６．利雪・克雪の方針 
 ７．景観形成の方針 

第７章 実現に向けて                                              

 １．基本的な考え方 
 ２．都市マスタープランの実現化 
 ３．実現に向けての方策 
 ４．実現体制の整備 
 ５．まちづくりのプロセスの明確化 
 ６．今後の取り組み 

■ 石狩市都市マスタープランの構成 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 

第１章 都市の現況・課題と市民の意識 

 

１．合併後の都市の現況・課題と市民の意識 
 

１）新石狩市の誕生 

平成17年10月１日に厚田村、浜益村との合併により、新石狩市が誕生し、行政区域は

72,186haと、旧石狩市の約６倍の面積となりました。 

この合併により、これまでにない、みどりあふれる自然景観の広がりや、広大で豊かな

農林水産業の宝庫としての地区の魅力が加わりました。一方、全体のまちづくりの観点で

は、従来の都市計画の手法を超えた対応も求められています。 

 

２）人 口 
 

 石狩市の人口は、平成17年の合併により、６万人を超えましたが、平成22年の国勢調

査において、初めて減少に転じました。三つの地区の人口動態を見ると、旧石狩市の人口

は、平成17年の55,566人から平成22年で55,577人と、ほぼ横ばいでしたが、厚田、浜

益地区の合計人口では、平成17年の4,538人から平成22年では3,872人と、15％程度の

減少となっています。 

 また、市街地別の動向では、樽川、緑苑台地区や、花畔、花川東地区といった、新しく

造成された地区においては、人口が増加していますが、花川北、花川南地区といった、古

くから造成された区域では、人口の減少傾向が見られます。 

旧市街地の本町、八幡地区や、生振等の農業地域では、急速な人口減少が見られます。 

 
 

4,767 6,605

11,884
13,977

16,205
18,642

20,811 21,925 22,603
20,487

24,646

40,783

48,015

53,143
57,706

59,734 60,104 59,449

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

昭和45年

（1970）

昭和50年

（1975）

昭和55年

（1980）

昭和60年

（1985）
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平成7年

（1995）

平成12年
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平成17年

(2005）

平成22年

（2010）

人口・世帯の推移

世帯 人口

 
  
 
 
 

資料：国勢調査 
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26,991 

14,648 

4,456 3,881 
2,381 2,677 

544 

5,291 

25,971 

12,639 

5,662 
7,815 

1,984 2,216 393 

4,037 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

花川南 花川北 花畔・花川東 樽川・緑苑台 本町・親船東・

志美

八幡・高岡・

北生振・緑が原

中生振 厚田区・浜益区

（人） 地域別人口の推移

H13 H23
資料：住民基本台帳

 

 

３）年齢構成の状況 
 

石狩市の老年人口の割合は、平成17年の19.3％から平成22年では23.1％と、高齢化が

急速に進行しています。また将来の推計でも、平成 47年には人口の約４割が 65歳以上と

なる、超高齢社会に移行していくことが想定されています。 

地域別の動向では、市街地のうち、樽川、緑苑台地区といった、新しく造成された地区

では、高齢化率は比較的低い値となっているものの、昭和 40年代から 50年代にかけて、

同世代が短期間に集中居住して団地が形成された花川北地区では、他の市街地よりも際立

って、高齢化率が高くなっているのが特徴となっています。 

旧市街地の本町、八幡地区や、生振等の農業地域、厚田、浜益地区では、若年層の流出

などによる高齢化が著しい状況となっています。 

このように、各地域において年齢構成には大きな違いがあり、様々な地域課題を抱えて

いますが、人々が心地よく住まい、安心、安全で、いきいきと生活できる空間を整え、憩

うことができる場を創出することが求められます。 

 

13.8 12.9 11.8 10.6 10 9.6 9.2

66.9 63.9
58.5 55.3 54.2 53.5 52.8

19.3 23.2
29.6 34.1 35.8 36.9 37.9

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

（％）

人口構成比の推計

（資料：日本の市区町村別将来人口）

年少人口（15歳未満） 生産人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

 

都市の現況、課題と市民の意市の現況、課題と市民の意識

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

（平成20年12月推計） 

(23.1) 

(63.3) 

(13.6) 

※( )内は国勢調査による実績値 

資料：住民基本台帳 
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 ４）財 政 
 

 日本の経済は、長期に渡る景気の停滞で、回復への道筋が見えない状況にあり、地方

自治体の財政状況も、極めて厳しい状況が続いています。このような財政状況のなかで、

建物の耐震化や都市基盤の整備と更新を、どのように進めていくかが課題となっていま

す。 

 
５）産 業 
 

 石狩市の就業者数を産業別に見ると、平成17年の合併によって、第一次産業の就業者

数は、同年において一旦増加に転じましたが、これまで増加していた第三次産業の就業

者数は、平成17年をピークに平成22年に初めて減少に転じ、平成22年は、全ての産業

の就業人口が減少に転じました。 
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資料：国勢調査 

資料：住民基本台帳 

（H23年10月1日） 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 

農業については、米、野菜の価格の低下などにより、農業経営が一段と厳しくなって

います。また、都市に労働力が流出し、後継者不足も深刻化しています。さらに、農業

に対する先行きへの不安や、また、一部の地域においては、農地の都市的利用や売却へ

の期待などから、積極的な農業経営に取り組めない状況があります。 
 今後は、営農環境の改善に取り組み、農地の減少をくい止めるとともに、過疎化が進

むなかで、地域コミュニティをどのように守っていくかが大きな課題となっています。 

 漁業にあっては、サケ、ホタテ、ニシン、ナマコが主要魚種となっており、平成22年

の全漁獲量の77％、金額の76％を占めています。しかし、漁業者の約55％が60歳以上

という、高齢化や後継者不足に加え、漁価の低迷、輸入の増加、資源の減少など、経営

は一段と厳しさを増しています。 
 今後は、サケ、ハタハタ等のふ化放流や、ウニ、アワビなどの種苗放流を行うなど、

栽培漁業にも力をいれ、安定した漁業の経営環境を整えることが必要です。 
 商業については、昭和40年代から始まった大規模住宅団地の造成に伴い、本町、八幡、

花畔地区の古くからの商店街に、花川南、花川北、樽川地区が加わり、計６地区で商店

街が形成され、まちの経済の発展や活性化、更には豊かな生活を支えるうえで、大きな

役割を担ってきましたが、市内あるいは隣接する札幌市への新たな大型店の進出により、

高級品や買い回り品の購買が流出し、商業者にとっては、非常に厳しい状況が続いてい

ます。 
 商店街は地域コミュニティの場でもあることから、コミュニティ機能を有した商店街

を目指し、商店街と地域住民、町内会、福祉事業者等が密接につながりを持ちながら、

地域と事業者が連携して、恒常的な地域の活性化対策に取り組むことが課題となってい

ます。 
 石狩湾新港地域は、今後とも、石狩市の産業を支える重要な地域であることから、よ

り一層、活性化のための取り組みを進めることが必要です。 
 

 ６）広域化 
 

 石狩市は札幌市をはじめとする近隣都市と、産業、教育など広範にわたって連携して

おり、人や物の交流が盛んに行われています。 

 また、消防、水道水源、石狩湾新港、まちづくり、高齢者医療等の分野については、

自治体との間で、組合方式により、事業が実施されています。今後は、他の分野におけ

る広域的な取り組みの検討も課題となってきます。 

 

石狩北部地区消防事務組合   構成員：石狩市・当別町・新篠津村 

 石狩西部広域水道企業団    構成員：北海道・札幌市・小樽市・石狩市・当別町 

 石狩湾新港管理組合      構成員：北海道・小樽市・石狩市 

 札幌広域圏組合         構成員： 札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・北広島市・ 

                    石狩市・当別町・新篠津村 

 北海道後期高齢者医療広域組合 構成員：北海道内の全ての市町村 

石狩教育研修センター組合   構成員：江別市・千歳市・恵庭市・石狩市・当別町・ 

                   新篠津村 

北海道市町村備荒資金組合   構成員：北海道内の全ての市町村 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 

７）土地利用 
 

 石狩市は、厚田村、浜益村との合併により、暑寒別天売焼尻国定公園内の暑寒別山系

をはじめとする雄大な自然や、眺望鮮やかな日本海オロロンラインの風景から、四季折々

の新たな自然が感じられる「まち」となりました。今後は、石狩川河口から広がるみど

り豊かな海浜・水辺空間の保全と、手付かずの自然を活かした癒し空間の創造など、自

然地域の保全はもとより、観光資源としての活用を図るための取り組みが求められます。 

 商業系土地利用としては、分譲後約40年が経過し、市街地において最も高齢化が進む

花川北地区において、地域密着型で住民生活に身近な店舗等の計画的な誘導が課題とな

っています。 

  工業系土地利用については、現在石狩湾新港地域は、道内外から 600社を超える企業

が操業する、道央圏の産業拠点となっていますが、より一層の企業進出を進めるため、

社会状況、経済状況の変化に柔軟に対応した土地利用の検討が課題です。 

 住宅系土地利用は、今ある良好な住環境を守りつつ、少子高齢化に対応した土地利用

の検討が課題となっています。 

 また、合併後、都市計画区域外において、別荘地建設等のミニ開発が問題となってい

る地区があり、これらへの対応が課題となっています。 

 
 

行政区域における土地利用の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区域・区分 H13年３月 H23年３月 

行政区域 11,785 ha（100％） 72,186 ha（100％） 

 △都市計画区域面積 9,448 ha （80％） 9,448 ha  (13％)  

 

○市街化区域面積 2,766 ha （24％） 2,794 ha （4％） 

 
住宅地の面積 1,160 ha （10％） 1,188 ha  （2％） 

工業地の面積 1,606 ha （14％） 1,606 ha （2％） 

  ●市街化調整区域面積 6,682 ha （56％） 6,654 ha （9％） 

 ▲都市計画区域外面積 2,337 ha （20％） 62,738 ha （87％） 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 

 ８）交 通 
 

 交通を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ、今後予想される少子高齢社会の到来や、人

口減少への対応、更には、地球規模の環境問題への対応等を勘案し、あるべき将来像を

実現するための交通のあり方をまとめた「道央都市圏の都市交通マスタープラン」が平

成21年に策定されました。 

 今後においても、高齢社会に対応した、環境にやさしい交通体系の実現に向けた取り

組みが、引き続き求められるとともに、厚田、浜益地区では地域経済の振興を図りつつ、

安全、安心な生活を営むことができる、地域間交通の検討が課題となっています。 
 

 ９）防 災 
 

 石狩市の建物の特徴として、低層系の木造住宅の比率の高さがあげられます。 

 緊急時の避難路となる道路については、住宅地では、ほぼ全域において幅８ｍ以上と

なっており、除排雪の状況から、積雪時においても、一定の安全性は確保されています。

また、幹線道路にあっては、明治期の殖民地区画※４による幅約18ｍの道路が、市内全域

で約540ｍ（300間）間隔で、格子状に配置されています。 

 避難所については、施設の耐震化への対応が課題です。また、広域避難場所について

は、一定規模の防災設備の配備などが求められています。 

 石狩地震を想定した災害予想では、地盤の液状化は懸念されるものの、津波による被

害は比較的少ないものと考えられていました。しかし、平成 23年３月 11日の、宮城県

沖を震源とした東北地方太平洋沖地震は、未曾有の災害をもたらし、この地震により、

場所によっては波高10ｍ以上、最大遡上高40.1ｍもの大津波が発生し、東北地方と関東

地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。 

 かつて頻繁に経験した水害への対応として、すでに石狩川下流域の堤防については、

昭和 57年に完成しています。また、平成 17年４月には千歳川流域の治水計画が策定さ

れ、この計画をもとにした治水対策が取り組まれています。 

 雪国の共通の課題として、大雪や吹雪による雪害が度々発生するなど、積雪・寒冷期

における防災への取り組みが求められています。 

 防災については、被災の恐れがある地域や箇所について「石狩市地域防災計画」を踏

まえ、国、北海道とともに、効果的なインフラ整備を取り進めることとなります。防災

対策としては、ハード面の課題のほか、他の地域における大規模災害の経験からも、地

域防災組識の強化、地域コミュニティの形成、災害時における情報伝達の方法の確立や、

防災教育の取り組みなどが必要です。 

 広域的には、石狩湾新港や石狩川を大規模災害時における、人の移動や物資供給の拠

点として活用することが求められています。 

 厚田、浜益地区では、山腹崩壊や、中小河川における、土石流、氾濫の危険性を有し

ていることから、これらの対応が急がれます。 
 

  
 

  

  
 
 

                                                   
※４ 植民地区画：明治期において、約 540ｍ（300間）のます目で開拓された耕地区画で、１区画は約 30ha 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 
１０）住 宅 
   

  石狩市の市街地は、閑静な住宅地、利便性を図る住宅地など、一戸建て住宅から集合

住宅まで、地域性にあった多様な住宅を誘導、配置し、比較的良好な住環境が形成され

ています。 

  近年は、緑苑台、花川東、樽川地区への居住が促進され、新しい世代が増加していま

すが、花川北地区においては、昭和 50年代の同世代居住者の急速な増加から 30年以上

が経過し、高齢化や子世代の独立が進んでおり、地域コミュニティの維持と人口減少を

抑制する方策が求められています。 

  また、本市の公営住宅は、耐用年数を超えた不良住宅ストックを解消する計画的な建

替えや、地震災害から身を守るための、建築物の耐震化の促進が課題となっています。 

   

１１）水とみどり 
 

 海岸線に沿って、自然のまま残された「海浜植物群落」と日本有数の「カシワ林」が

走り、また、市街地の北東部には、日本海に注ぐ「石狩川」とその旧流路の三日月湖状

の「茨戸川」が流れています。旧石狩市のほぼ全域に、殖民地区画で残され、保存され

てきた、格子状に走る「防風林」があり、そのみどりに住宅地を守る「ポプラ並木」が

つながり、大きなみどりを形成しています。これらの水とみどりは、都市の骨格となる、

水とみどりのネットワークを創り出しています。 

 今後は、今ある水とみどりを次世代にどのように残していくか、また、車の乗り入れ

により失われてきている海浜植物の保護、回復や、茨戸川の浄化など、環境保全の取り

組みをどのように進めていくか、住宅地や公共施設における、新たなみどりをどのよう

に創り出していくかなどが課題となっています。 

 飲料水については、当別ダムの完成により、恒久水源を確保できましたが、新たに、

貴重な水資源を守る取り組みが求められています。 

 また、厚田村、浜益村との合併により加わった、眺望鮮やかな海岸模様や、暑寒別山

系から連なる丘陵地帯の雄大なみどりを、守り育てる取り組みが求められます。 

 

 １２）景 観 
 

 これまでの石狩川、石狩浜の海岸線から広がる広大な石狩平野に加え、厚田、浜益地

区をつなぐオロロンラインから眺める海岸や暑寒別山系が、北海道らしい豊かで雄大な

自然景観を創り出しています。 

 市街地では低層系の住宅地が広がり、みどり豊かな落ちついた景観となっています。

また、市役所、市民図書館、総合保健福祉センター周辺地区では、水とみどりがつなが

り、都市と自然が共生する、質の高い空間づくりが進められています。 

 一方、道路沿いにおいては、大型看板や廃車の集積所などにより、景観が少しずつ、

損なわれている状況があります。 

 今後は、環境保全の取り組みはもとより、優れた景観を阻害する要因を減らす手法を

検討し、更に景観への理解を促す、普及・啓発活動などから、より良い景観の創出・保

全の取り組みが課題となっています。 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 
 

２．市民の意識 
 

 中間見直しにおいて、都市マスタープランに対する評価や達成状況、今後の方向性を考

える参考とするため、平成22年９月にアンケート調査を実施しました。 

 これまでの評価に対する主な結果は下図のとおりです。対象は無作為に抽出した20歳以

上の市民 2,000人（回答率 37.6％）です。また、今回はより多くの意見を聞くため、イン

ターネット（回答者７名）、窓口（回答者10名）においてもアンケート調査を行いました。 

 

（１）まちづくり全般に関すること 

下記のグラフは、都市マスタープランの策定時(平成13年)と比べてどのようになった

と感じるか、を聞いたものです。ほとんどの設問で、「変わらない」とする回答が４から

５割、「良くなった」「やや良くなった」が２割前後となりましたが、「住宅地の街並みに

ついて」と「安全な道、施設へのバリアフリー化」では、30％を超える方が、策定当時と

比べ、「良くなった」「やや良くなった」と回答されました。 

一方、「雇用の場の確保と産業育成」では、「やや悪くなった」との回答が、すべての設

問の中で最も多い、24％となりました。 

 

   １）住宅地の街並みについて          ２）地域の繋がりについて 

  

 

  ３）安全な道・施設のバリアフリー化        ４）バス通り等の幹線道路の利便性 

  

 

  ５）住宅地内道路の利便性            ６）住宅地内の公園・緑地等の整備について 
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第１章 都市の現況、課題と市民の意識 

 

 

                         ８）災害に備えた都市基盤整備、自主防災組織 

   ７）自然景観について              や避難地とその情報提供 

  

 

   ９）雇用の場の確保と産業育成         10）市民と行政が一緒に取り組むまちづくり 

  

 

   11）子育てしやすい住環境            12）住居環境としての生活しやすさ 
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第２章 まちの未来図-市民が求める「暮らしぶり」 

 

１．暮らしの体系ができるまでの経緯 

 

 今回の３計画の策定では、最初に、どのような都市を目指すのかという、「都市像」から

考えるのではなく、市民が将来どのような暮らしがしたいのかという、「暮らしぶり」から

考え、将来のあるべき姿を提案していただきながら進めてきました。 
 市民協議会では、参加者に、将来の暮らしぶりについて話し合っていただき、そこで出

された意見をまとめ、さらに運営委員会で検討し、取りまとめられたものが、20ページの

「暮らしの体系」です。 
 

２．市民協議会から提案された暮らしの体系 

 

 この暮らしの体系は、市民が求める「将来の暮らしぶり」として、六つの暮らしをあげ、

それらから複合的につながる八つの「まちの姿」と、それらを支える「下地」である「原

動力・しくみ」から成り立っています。 

 

■ 将来の暮らしぶり 

 

（１）水とみどりに囲まれた落ち着いた暮らし 
 

（２）周辺都市と連携した便利で豊かな暮らし 
 

（３）安全で安心のある暮らし 
 

（４）活気ある産業がみえる暮らし 
 

（５）みんながつくる心つながる暮らし 
 

（６）環境に優しい暮らし 

 

■ まちの姿 

 

 １）身近に水とみどりのあるまち 
 

  ●海や川の自然を守り親しむ 

●花の香る魅力あふれるまちを育て広げる 

  ●豊かな農地を守り育てる 
 

 私たちは、海、川、防風林、海浜植物群落、紅葉山砂丘など、豊かな自然につつま

れた暮らしをしています。先人から託されたこの自然を子孫へ引き継ぐことは、私た

ちの使命であるとともに、日々、これらの豊かな自然を身近に感じ、ふれられる暮ら

しは大きな喜びです。 
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 現在の川の汚染は、私たちの生活と川との関わりが少なくなったときから、急激に

進みました。また、水道の普及により、飲み水としての利用が少なくなったことで、

地下水の汚染に対する意識が薄れました。生命の誕生も、生物の多様性も、全て水の

恵みです。水の循環が、全ての自然を支えていると言っても過言ではありません。 

 私たちは、水を支えるみどりと、水を守る市民生活のあり方を考えるなかで、自然

と共生するエコタウン石狩を目指し、自然に満ちた、花の香る魅力あふれるまちを育

て、このつながりの輪が広がることを望みます。 

 また、市街地を取り囲む農地は、私たちの食を司る重要な役割とともに、貴重な自

然空間であることから、今後も守られることを望み、支えます。 
 

 ２）語れる風景があるまち 
 

  ●風景を誇れる 

●みどりの回廊を守り育てる 
 

 石狩川河口に浮かぶ灯台のたたずまい。番屋の湯から眺める、日本海に沈む夕陽。

石狩川、茨戸川の水面と、みどりの連なり。四季の移ろいを感じさせる手稲の頂。ま

た、ゆったりと時が流れる美しい農村風景は、人の心を和ませます。 

 私たちは、この風景が永遠で、いつまでも誇れる、そんなまちを望みます。 

 また、水辺からつながるみどりが、家庭や職場のみどり、みどりにつつまれたまち

へと広がるまちを望みます。 

 

 ３）自然と共生するまち 
 

  ●生きものが棲む貴重な自然・身近な自然を守る 
 

 石狩の海岸には、世界有数のアリのコロニー（巣）や約 180種を越える海浜植物な

ど、貴重な動植物が生息しています。また、市街地を格子状に走る防風林や、そこを

訪れる野鳥など、私たちの身近な自然や生物が、これからも守られていく、そんなま

ちを望みます。 
 

 ４）誰もが住みやすいまち 
 

  ●どこにでも行きやすい（交通手段・道路網） 

●日常生活が便利 

●誰もが住み続けたい 
 

 日常生活、経済活動など、深く連携する札幌市との間では、幹線道路の整備が進ん

でいます。私たちは、利便性の向上や、環境への負荷を減らす視点から、軌道系交通

機関の実現、地域内を有機的に結ぶ、バス網の整備や循環バスの導入など、総合的な

交通対策が図られた、環境に優しい暮らしがあるまちを望みます。 

 また、豊かな日々の暮らしのためには、生活の利便性に加え、性別、年齢などの枠

を超えた、人と人とをつなぐ、支えあう心が必要です。豊かなコミュニティは、高齢

者、障がい者、子育て世代など、全ての人々にとっても大きな力となります。 
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 都市の多くの障壁は、都市構造の改善だけで解決できる問題ではなく、人と人とを

つなぐソフトがあって、初めて解決されます。 

 私たちは、豊かなコミュニティにつつまれた、誰もが住み続けたいと思えるまちを

望みます。 

 

５）安心して住めるまち 
 

  ●地域環境に配慮する 

●災害に強い 

 

 環境に対する負荷を少なくするためには、私たちの生活様式を見直す必要がありま

す。それは、利便性の高い、現在の大量生産、大量消費型の生活を見直し、不便さを

受け入れる心構えをすることだとも言えます。また、大気、水質、土壌などの汚染は、

私たちの健康にも大きな影響を与えます。 

 私たち市民一人ひとりが考え、学び、共通の認識のもとで、環境に配慮した生活を

望みます。 

 各地で起こった大地震では、都市の脆弱さが浮き彫りにされました。その被害の大

きさと復旧の足取りは、都市の防災化とともに、避難、復旧体制の重要さを提起しま

した。また、災害への備えは都市構造だけでなく、自主防災組織や地域コミュニティ

が、より重要なことを明らかにしました。 

 着実な都市基盤の整備とともに、災害に備えた自主防災組織やきめ細やかな地域コ

ミュニティが形成された、災害に強いまちを望みます。 

 

 ６）地域産業が見えるまち 
 

  ●働く場がある 

●地域との共存関係を築く 

 

 石狩市は、大消費地札幌市を背後に、すでに 600社以上の企業が操業する石狩湾新

港地域を有し、札幌圏の物流拠点として、港湾を核に大きく発展してきました。活気

ある産業は若者を引きつけ、地域を支える大きな力となります。 

 石狩湾新港地域の一層の発展を望みます。 

 商業は、まちのにぎわい、産業、就業の場としての位置づけのほか、高齢者など、

交通弱者の日常生活を支えるためにも、身近な商店が求められます。 

 私たちは、市民の食生活や、都市のみどり、川や海との関わりからも、農業、漁業

を支えていく必要があります。 

 安全、安心な食材の提供と消費の取り組みのなかで、生産者と消費者が交流を進め

ることが必要です。 

 発展する広域札幌圏のなかで、港湾を有する都市としての優位性と、札幌市に隣接

する位置関係から、利便性と自然環境が調和し、産業のバランスが取れた、石狩型の

暮らしを望みます。 
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 ７）生活の楽しみのあるまち 
 

  ●みどり豊かな魅力ある公園を創り育てる 

●歴史や文化を護る 

 

 公園は最も身近な憩いの場であり、自然とのふれあい、くつろぎ、遊び、運動など、

様々な要素を有し、順次整備が進められています。一方、地域によっては、設備など

の老朽化に伴う再整備が必要となっている公園が増えてきています。また、少子高齢

化などにより、利用者の世代やニーズの変化もあり、多様な公園のあり方が求められ

ています。利用者、地域が話し合うなかで、市民が求める、みどり豊かな公園がある

まちを望みます。 

 石狩は、幕末には石狩役所などが置かれ、箱館、松前、江差などと並んで、蝦夷の

政治や経済の中心地として栄えていました。弁財船などを通じて伝えられた文化は、

明治期に俳句結社「尚古社」として花開き、今に伝えられています。 

 しかし、幕末から明治にかけて全盛期を迎えた石狩ですが、今の石狩市に発展する

までの道のりは、平坦なものではありませんでした。長い間、基幹産業として地域を

支えてきた鮭漁の壊滅的な衰退と復活への取り組みや、砂地を稲穂の実る水田へと変

えた砂地造田の取り組みなど、先人の労苦を忘れることはできません。私たちは、こ

の誇りある歴史や文化を守り、石狩市の発祥の地である本町地区を、私たちの心のふ

るさととして、また、石狩の顔として、未来へ引き継いでいくまちを望みます。 
 

 ８）心がつながるまち 
 

  ●コミュニケーションが活発 

  ●多世代が交流する 

  ●まちづくりへの参加 
 

 阪神・淡路大震災や東日本大震災では、日常的に形成されていた地域コミュニティ

が、被災者の救出やその後の復旧に大きく役立ったと言われています。また、近年は

まちづくりにおいても、道路や建物などのハード面とともに、コミュニティづくりが

重要視されてきています。 

 私たちの日々の生活でも、地域コミュニティに加え、多世代交流、子育てを通じた

交流など、交流を通した多様なコミュニティづくりが益々大切になっています。 

 私たちは、もてなしの心で発信と交流をするなかで、心豊かに暮らし続けることが

できる、心つながるまちを望みます。 

 石狩市の特徴として、まちの成り立ちから、中心的な商店街や繁華街がないことが

あげられます。私たちは、このまちから、豊かな自然の安らぎや、心のふれあう空間

を感じています。このみどりにつつまれた景観や、心のふれあう地域コミュニティを

通じ、心の豊かさとともに、活気ある産業や地域の商業など、にぎわいに満ちたまち

を望みます。 

 まちづくりの主役は、私たち市民です。私たちが学び、考え、選び、取り組むため

には、市民も行政とともに情報を共有し、共通の認識のもとで協働してまちづくりを

進めていくことが必要です。 

 地方分権や人口減少社会、少子高齢社会などに対応するためには、今まで以上に、

まちづくりに対する市民の活動が必要になっています。 

第２章 まちの未来図―市民が求める「暮らしぶり」 
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 また、これからのまちづくりでは、ＮＰＯ※５やＮＧＯ※６の関わりも大きな意味を持

つと思われます。まちづくりへの参加は、私たちの権利であり、義務でもあります。 

 私たちは、市民参加のルールづくりを進めるとともに、市民と行政が協働するまち

を望みます。 

 

 

■ 下地および、原動力・しくみ 

 

 市民が考える将来の「暮らしぶり」での「まちの姿」を支える「下地」として、 
 
●川をきれいに保つ 
●大気を清らかな状態に保つ 
●土壌や地下水を守る 
●騒音公害をなくす 

 
 の四つをあげています。持続可能なまちづくりのためには、環境に配慮した、この「下

地」が必要であることが提案されました。 
 
 また、その下地をつくるために必要な「原動力・しくみ」として、 
  
●市民と行政が協働するまち（情報公開と市民参加） 
●環境を守るしくみづくり（リサイクルを進める・ゴミを減らす） 
●みどりがつながるしくみづくり 

 
 の三つをあげています。 
 
 このことは、右肩上がりの成長が続くことを期待できない時代を迎えるなかで、便利さ、

楽さだけの生活を追い求める暮らしから、多少の不便はあっても、環境に配慮した暮らし

に変えていきたいとする、市民のまちに対する思いと決意を表しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
※５ NPO : 医療・福祉、環境、文化・芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、女性など

の、あらゆる分野の民間の営利を目的としない組識（イミダス 2000から引用） 
※６ NGO ： NPOとほぼ同義であるが、国際的な活動を行なう組識によく用いられる。（イミダス 2000から引用） 
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第３章 都市づくりの基本スタンス 
 
１．環境と共生する社会の実現を目指した取り組み 
 
 環境共生社会の視点から、また、都市づくりの基本的な方向性からも、豊かな自然資源

を活かした、水とみどりが調和するまちづくりが望まれています。 
 市民生活の視点からは、水とみどりにふれ、守り、育て、親しむ環境を整えることで、

水とみどりを大切にする意識が育まれるまちを目指します。また、都市全体の視点からは、

環境共生を柱に、生物の多様性を保全し、自然と産業との調和がとれた都市づくりを目指

します。 
 
２．全ての人に優しい都市整備の推進 
 
 今後迎える少子高齢社会の下では、車中心の社会から、人を中心とする社会への転換が

求められています。 
 石狩市の、坂のない平坦なまちの特徴を活かしながら、そこに暮らす全ての人に優しい

まちを目指して、生活者の視点に立った、きめ細かな都市整備を進めていきます。 
 
３．歩いて暮らせるまちづくりの推進 
 
 環境共生社会、高齢社会では、気持ちの良い、全ての人に優しい歩行者ネットワークが、

都市づくりの主役になると考えられます。 
 市民と地域との新たな交流や、地域コミュニティが創られる「市民交流軸」※７を位置づ

け、水とみどりがあふれる、気持ちの良い、魅力のある空間の創出を目指すなかで、歩い

て暮らせる生活の実現に取り組みます。 
 
４．都市緑地の保全・創出と交流の推進 
 
 海岸線やまちなかを走る防風保安林や河畔林、市街地を取り囲むように広がる広大な農

地、五の沢、八の沢などの山林は、それぞれの目的に応じた機能だけでなく、都市近郊に

あって、生態系や環境の面からも、貴重な緑地となっています。 
 今後も、良好な都市環境を持続するため、この都市近郊の緑地の保全に取り組むととも

に、民間や公共の空地を活用して、新たなみどりを創出し、みどりの質的、量的な充実を

図ることにより、みどりによる都市の低炭素化を促進する取り組みを進めていきます。 
 農地の保全のためには、農業経営を安定させることが必要であり、地域交流を通じた、

農業を守る取り組みを進めます。 

 

 

 

                                                
※７ 市民交流軸 ： 自然にあふれ、人と人とのふれあいがあり、利便性も兼ね備えた、歩いて気持ちの良い空間のつづ

く通りを、市民、事業者、行政の共通理解のもとで、創出していけるよう、キャッチフレーズ的な

意味合いを持たせて、名付けました。想定する軸は、次の二つの軸です。 
         ◆市民サービスゾーンー紅葉山公園―市民交流核・防風林―３丁目通 
         ◆石狩湾新港―花川南斜防風林―市民交流核―藤女子大学・了恵寺 

第３章 都市づくりの基本スタンス 



 22

 

 

 

５．地域情報化の推進 
 
 近年の情報化の進展は、産業や教育など、あらゆる分野に大きな変革をもたらし、これ

までにない産業や社会が形成されることが期待されています。地域社会においても、情報

化によって、中央と地方、地域内や、都市間の距離と時間、情報の格差が少なくなること

が期待されています。 

 まちづくりにおいても、地域情報化は、より広範に、より速く、質の高い情報やサービ

スの提供が可能になることから、積極的に取り進めていきます。 

 
６．地域コミュニティの創出 
 
 市民ニーズの多様化が進み、地域におけるコミュニティのあり方にも変化が見られます。

これまでの地域としてのつながりから、共通の趣味やテーマでのつがながりへと変化して

きていることも、原因の一つとして考えられます。 
 しかし、今後進めるまちづくりでは、地域での取り組みがこれまで以上に重要になると

思われることから、地域や学校と連携し、また、インターネットや携帯電話などの情報発

信のための、様々な媒体の活用についても検討しながら、性別、年齢の枠を超えて参画す

る、新しい形の地域コミュニティづくりを進めていきます。 
 
７．都市整備のルールづくり 
 
 石狩市らしい都市づくりを進めるためには、市民、事業者、行政が、共通の理念のもと

で、都市整備や景観形成の取り組みを進めることが必要となってきます。 

 石狩市の都市整備の総合的な指針となる、ルールづくりを進めていきます。 
 

第３章 都市づくりの基本スタンス 
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第４章 都市づくりの基本方針 

 

１．将来のまちの姿 

 

 日本の社会は、少子高齢化に伴う人口の減少、国、地方自治体の財政の悪化、地方分権、

産業構造の大変化など、大きな転換期にあり、右肩上がりの成長を信じて疑わなかった時

代から、社会全体が縮むことも視野に入れなければならない時代を迎えています。このよ

うな時代背景から、今後は、行政主導の都市政策を維持するのは難しくなることも予想さ

れます。 
 また、市民の多様化した価値観に対応したまちづくりや、効率的で、きめ細かなまちづ

くりを進めるためには、市民、事業者、行政が協働するまちづくりへの転換が求められま

す。 
 そこで、今後の石狩市の都市づくりは、市民、事業者、行政が、共通の理解のもとで都

市づくりが進められるよう、次の三つを「私たちが考える将来のまちの姿」として都市づ

くりを進めていきます。 

 

 ■私たちが考える将来のまちの姿 

 
 
 

 

 

 

 

 

 また、「私たちが考える将来のまちの姿」を具体化した、都市マスタープラン、環境基本

計画、水とみどりの基本計画の三つの計画に共通する、次の「目指す全体像」の実現を目

指して、都市づくりに取り組んでいきます。 

 

 ■目指す全体像 
   

 

みんなでつくる 
 

水とみどりにつつまれたまち 石狩 

水とみどりと共生

し、安全で安心して

暮らせるまち 

周辺都市と連携し、

若者から高齢者ま

での多世代が定住

し、交流するまち 

市民の生活と産業

が結びついた多様

な暮らしができる

まち 

第４章 都市づくりの基本方針 
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２．将来のまちの人口 
 

 この計画の策定時には、将来人口を平成32年（2020年）の時点で77,400人と想定して

いました。しかし、急激な少子高齢社会の進行などにより、この想定を下回ることはもと

より、今後は右肩下がりでの人口減少が見込まれており、国立社会保障・人口問題研究所

が平成 20年 12月に示した本市の将来推計人口では、平成 17年の 60,104人をピークに、

以降は平成32年に57,464人、平成42年に53,023人、平成47年は50,132人まで減少す

ると想定しており、平成22年の実績値でも、初めて人口減少に転じました。 

 このような中で、人口増加を目標とする推計は、基盤整備への過大投資など、まちづく

りに大きな影響を与えることから、本計画では、目標人口は設定しないこととしますが、

持続可能なまちづくりを進めるためには、各世代のバランスがとれたまちであることが重

要であることから、人々に選ばれる、魅力あふれるまちを目指した都市づくりを進めてい

きます。 
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３．将来の都市づくりの方針 

 

 「私たちが考える将来のまちの姿」と「目指す全体像」を実現するために、「将来の都市

づくりの方針」として、次の六つを大きな柱として都市づくりを進めます。 

 

  ■将来の都市づくりの方針 

 

●人や環境に優しい都市への変化 

基本的には現在の都市構造を維持しながらも、相互に痛みや喜びを分かち合いながら、

人や環境に優しい都市への変化を目指します。 

 

●水とみどりのネットワークの創出 

広域的につながるカシワ林や、海浜植物に代表される海辺、石狩川、茨戸川、防風林、

市街地を囲むポプラ並木、街路樹などの水とみどりは、石狩市を代表するまちの骨格

となっています。各ゾーンの資源や拠点を結びつけ、水とみどりのネットワークの創

出を目指します。 

 

●貴重な自然空間の保全 

市街地を囲む農地、森林については、貴重な自然空間として保全を図るとともに、周

辺都市と連携し、身近なレクリエーションや環境教育の場として活用します。 

 

●水とみどり、にぎわい機能とが一体となった、心地よい空間の創出 

市役所、市民図書館、総合保健福祉センター周辺地区については、市民サービス機能

に、茨戸川、樽川の水とみどり、にぎわい機能とが一体となった「市民サービスゾー

ン」として、心地よい空間を目指します。 

 

●「市民交流軸」の創出 

生活拠点、地域商店、自然資源などをネットワーク化し、市民交流を促進するための

「市民交流軸」の創出を目指します。 

 

●産業の振興と周辺都市との連携 

交通網の整備などにより、産業の振興を図るとともに、海・港と市民、あるいは周辺

都市や地区間との連携を進めます。特に、近隣都市とは一体的な活動圏域の形成を目

指します。 

 

 

４．全体構想（まちの未来図） 

 

 20年後を目標とする、石狩市の都市づくりを進めるための基本スタンスや基本方針を、

全体構想（まちの未来図）として、26ページの図にまとめました。 
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第５章 分野別の方針 

 

１．土地利用の方針 

 

 市域を「住宅ゾーン」「観光・レクリエーションゾーン」「港湾ゾーン」「交流農業ゾーン」

「自然環境ゾーン」の五つの大ゾーンに分け、各ゾーンの特徴や地域資源を活かした都市

づくりを進めるとともに、交流の核となる重点地区や拠点の整備に取り組みます。 

 将来市街地については、現況や事業の実現性を踏まえ、位置づけや整備の支援方法を検

討します。 
 

（１）大ゾーン別の方針 
 

 １）「住宅ゾーン」の方針 
 

 「住宅ゾーン」は、市街地がつくられた時期や特徴から、更に五つの地区に分類し、

それぞれの地区が抱える問題や課題の解決に向けた取り組みを進めるとともに、それぞ

れの地区の特徴を活かして、自然環境と調和した良好な住環境を維持し、少子高齢化に

対応したコンパクトな市街地の形成を目指します。 
 

 ２）「観光・レクリエーションゾーン」の方針 
 

 「観光・レクリエーションゾーン」は、本町地区、石狩川と茨戸川周辺の地域、暑寒

別山系とその海岸部とし、各地区の歴史や文化、水辺における生物の多様性を守りなが

ら、自然環境を活かした観光振興を図るとともに、都市住民との交流が生まれる、ふれ

あいに満ちた地域づくりを進めます。 
 

 ３）「港湾ゾーン」の方針 
 

 「港湾ゾーン」は、石狩湾新港とその背後に広がる工業流通団地とし、このゾーンで

は、市民や都市住民の憩いの場となる親水空間の創出を図るほか、未利用地の利用促進

を図るとともに、時代に対応した土地利用の見直しを検討し、利便性の高い、魅力ある

工業地の創出に取り組みます。 
 

 ４）「交流農業ゾーン」の方針 
 

 「交流農業ゾーン」は、生振、石狩川右岸、厚田、浜益地区の農村地域の区域とし、

このゾーンでは農地の保全を図るとともに、農業経営安定化のための取り組みを支援す

るほか、都市住民との交流を図る、観光型農業への取り組みを促進します。 
 

 ５）「自然環境ゾーン」の方針 

 

 「自然環境ゾーン」は、高岡、厚田、浜益地区の山林地域の区域とし、このゾーンで

は、緑地や山林の無秩序な開発を抑制し、貴重な生態系と水源地の保全の取り組みとと

もに、山林の自然学習などへの活用を検討し、人と自然の共生を目指します。 
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（２）重点地区・拠点の整備方針 
 

 「住宅ゾーン」においては、地域間交流や市民交流が促進されるよう、また、「観光・レ

クリエーションゾーン」や「港湾ゾーン」においては、地区全体の、より一層の魅力の付

加と向上を図るため、重点地区・拠点の整備を進めます。 

 

 １）「市民サービスゾーン」 
 

 市役所、市民図書館、総合保健福祉センター周辺地区を「市民サービスゾーン」とし

て、より効率的で質の高いサービスの提供を目指し、整備を進めます。 
 

 ２）「市民交流拠点」 
 

 花川南浄水場周辺地区において「市民交流拠点」の形成を目指します。 
 

 ３）「観光・レクリエーション拠点」 
 

 旧役場周辺地区を「観光・レクリエーション拠点」として、再開発事業を柱に、地区

核の整備を進めます。 
 

 ４）「にぎわい・交流拠点」 
 

 石狩湾新港複合機能地区周辺において、市民と港、市民と企業がふれあう「にぎわい・

交流拠点」の形成を目指します。 
 

（３）将来市街地の取り組み方針 
 

 既存市街地の土地利用の状況を勘案しながら、事業の確実性が高まった地区について、

将来市街地としての位置づけや、整備の支援方法などを検討します。 
 

 １）住宅系土地利用検討地区 
 

 既存市街地に未利用地があることから、将来市街地の位置づけは原則行いません。 
 

 ２）商業業務系土地利用検討地区 
 

   消防署周辺及び道道石狩手稲線沿線の市街化調整区域については、商業業務系の市街地

としての土地利用を検討します。 
 

 ３）工業系土地利用検討地区 
 

 新港三角地区については、工業系の市街地としての土地利用を検討します。 
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  土地利用の体系 

１．大ゾーン １．「住宅ゾーン」 

具体的な方針・取り組みは、第 6章ゾー

ン・地区別のまちづくり方針に記載 

 

 

１）花川南地区 

 ２）花川北地区 

 ３）花畔地区・花川東地区 

 ４）樽川地区・緑苑台地区 

 
５）八幡地区・親船地区・緑ケ原地区・ 

  虹が原地区 

 ２．「観光・レクリエーションゾーン」 

 ３．「港湾ゾーン」 

 

４．「交流農業ゾーン」 

５．「自然環境ゾーン」 

２．重点地区・拠点 １．「市民サービスゾーン」 

 ２．「市民交流拠点」 

 ３．「観光・レクリエーション拠点」 

 ４．「にぎわい・交流拠点」 

３．将来市街地 １．住宅系土地利用検討地区 

 ２．商業業務系土地利用検討地区 

 ３．工業系土地利用検討地区 
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２．水環境の保全・創出の方針 
 

  市内を流れる河川は、雨水を排除する機能のほか、市民の身近なレクリエーション空間

としても活用されています。近年は、景観から考える河川空間、生態系を支える水や水辺、

あるいは自然が持つ復元力による水の浄化など、環境の面からの評価と取り組みが進めら

れています。 

 河川敷地の活用や整備にあたっては、自然環境に配慮して進めます。また、下水道の整

備は、河川や海など、水環境の保全のためにも重要なことから、計画的に取り組みます。 
 

（１）水循環の取り組み 
 

 水循環の取り組みにあたっては、自然の力を活用した、環境に負荷を与えない取り組

みを進めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・雨水の地下への還元を図りながら、水循環に取り組みます。 

  ・自然の持つ復元力を活かした取り組みを進めます。 

  ・水源地の保全に取り組みます。 
 

（２）河川の利活用と保全の取り組み 
 

 河川敷地の利活用にあたっては、自然環境に配慮しながら、市民に親しまれる空間づ

くりを進めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・石狩川、茨戸川、発寒川、樽川、石狩放水路などの河川敷地の緑化に取り組みます。 
  ・水にふれ、親しむ空間づくりを進めます。 
  ・河川の水質改善、水の循環の取り組みなど、河川の浄化運動を促進します。 
  ・環境学習に取り組みます。 
  ・河川環境の保全に向けた認識の共有化のため、上下流域の相互交流を進めます。 
 

（３）河川整備の取り組み 
 

 市街地開発に伴う河川の整備にあたっては、市街地の雨水が適切に処理されることは

もとより、生態系や景観など、河川の有する多様な機能に配慮して整備します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・河川整備にあたっては、生物多様性に配慮し、環境負荷の小さい多自然型工法※８な

どによる整備に取り組みます。 

  ・調整池の多目的な活用を検討します。 

 

（４）海の水質保全、海浜地の保護と利活用の取り組み 
 

 海の水質保全と、海浜地の保護については、環境基本計画でもふれられているとおり、

都市環境や貴重な自然として守り育てます。また、海岸を親水性空間として利活用しま

す。 

                                                
※８ 多自然型工法：単なる自然保護だけでなく、自然を積極的に再生しながら水辺の環境づくりを進めるという考え方

を基調として、自然材料（石材、木材、植物）を使った工法（都市計画用語辞典から引用） 
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  具体的な取り組みとして、 

  ・海岸を活用し、市民が憩える親水性空間の創出に取り組みます。 

  ・石狩海岸の侵食対策に取り組みます。 

  ・海を育てる森林を守り、育てます。 
 

（５）下水道整備の推進 
 

 下水道については、既存市街地の汚水処理を、引き続き進めます。また、雨水処理の

遅れている地区については、道路の改修にあわせ、整備を進めるほか、河川環境や生物

多様性への配慮に努めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・下水道の計画的な整備を進めます。 

  ・処理水の高度処理を検討します。 
 

（６）下水道未整備地区への対応 
 

 将来的にも公共下水道事業による整備が難しい地区については、石狩市生活排水処理

基本計画に基づき、生活排水の適正処理を進めます。 

  具体的な取り組み 

  ・個別排水処理施設整備事業により、合併浄化槽の設置を進めます。 

 

  水環境の保全・創出の取り組み 

１．水循環の取り組み 水循環の取り組み（雨水の地下への還元の取り組み） 

 自然の持つ復元力の活用 

 水源地の保全の取り組み 

２．河川の利活用と保全の取り組み 
河川敷地の緑化（石狩川、茨戸川、発寒川、樽川、石狩放水路な

ど） 

 親水性空間の形成の取り組み 

 
河川の浄化運動の促進（河川の水質改善、水の循環の取り組みな

ど） 

 環境学習の取り組み 

 石狩川水系上下流域交流の推進（河川環境の保全） 

３．河川整備の取り組み 多自然型工法などによる河川整備（生物多様性への配慮） 

 調整池の活用の検討 

４．海の水質保全と、海浜地の保護と利活

用の取り組み 
親水性空間の創出の取り組み 

 侵食対策の取り組み 

 海を育てる森林の保全・育成 

５．下水道整備の推進 下水道整備の計画的整備 

 高度処理の検討 

６．下水道未整備地区への対応 合併浄化槽の設置の推進 
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３．緑地の保全・創出の方針 

 

 少子高齢・環境共生社会の下では、景観や環境保全の面からだけでなく、うるおいや安

らぎが感じられる生活空間や、生態系の維持などの点からも、緑化や水環境の保全の取り

組みは、益々重要になると考えられます。 

 公共や民間の空地を活用した緑化を進めるとともに、森林、防風林、河畔林、ポプラ並

木、紅葉山砂丘の森林、農地など、既存の緑地の保全に努めます。また、海岸防風林には

防潮効果もあると言われていることから、防災面でもその保全に努めます。 

 公園については、市民の憩いとうるおいの場としての機能だけでなく、災害時における

避難地としての側面もあることから、地域バランスに配慮しながら、計画的に整備します。 
 

（１）水とみどりのネットワークの創出の取り組み 
 

 今ある自然資源に、新しいみどりをつなげ、水とみどりのネットワークの創出に取り組

み、「水とみどりにつつまれたまち石狩」を目指します。 

 具体的な取り組みとして、 

 ・石狩海岸、河川、森林、防風林、河畔林、ポプラ並木、紅葉山砂丘の森林など、今あ

る水とみどりのネットワークを保全し、強化します。 

 ・道路、宅地を活用した、うるおいと安らぎの創出を目指して、花とみどりの街並みの

形成に取り組みます。 
 ・緑地の保全、創出などにより、石狩湾新港地域が目指す地域像である「インダストリ

アルパーク」※９の形成に取り組みます。 
 ・市役所、市民図書館、総合保健福祉センター周辺については、市民参加を取り入れた

「市制施行メモリアルパーク」の整備を検討します。 
 ・「スポーツ広場」を拡充整備し、総合公園としての位置づけを検討します。また、本町、

右岸地区には、防災機能に配慮した、近隣公園の整備を検討します。 

 ・公園整備にあたっては、身近な憩いの場、自然とのふれあい、くつろぎ、遊び、健康

づくり、スポーツなど、公園の様々な要素に配慮して整備を進めます。  

 ・地区特性に配慮しながら、未整備の街区公園の整備を進めるとともに、老朽化した街

区公園の機能の更新を進めます。 

 ・公共施設敷地、河川敷地、工場用地、宅地など、公共・民有の空地を活用して、市街

地における、大きなみどりの創出に取り組みます。 

 ・風致地区、緑地保全地区の指定などにより、市街地近郊にある大きなみどりの保全を

検討します。 
 ・石狩海岸の海浜植物の保護、回復を図ります。 
 ・環境学習に取り組みます。 
 

（２）「市民交流軸」の創出の取り組み 
 

 車を置いて、思わず歩いてみたくなる、気持ちの良い、全ての人に優しい歩行者ネッ

トワークの創出を目指して、２つの「市民交流軸」を創出します。 

 

                                                
※９ インダストリアルパーク：北海道が策定した「石狩湾新港地域の土地利用計画」（昭和 51年 11月策定）において、

公園・緑地の整備方針として、地域を「インダストリアルパーク」として形成するため、

自然環境の保全と公園・緑地等を計画的に配置するとともに、立地企業の敷地内に適正

な緑地を造成させ、良好な環境の創出に努めることが掲げられています。 
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  具体的な取り組みとして、 

  ・うるおいと安らぎの創出のため、花とみどりの街並みの形成に取り組みます。 

  ・利便施設・コミュニティ施設を市民交流軸周辺に計画的に配置、誘導し、ネットワ

ーク化を進めます。 

  ・歩道のバリアフリー化※10、歩道幅の確保、視覚障害者誘導ブロックの設置など、ユ

ニバーサルデザイン※11による道路整備を進めていきます。 

  ・夜間でも安全に通行できる明るさの確保など、安全な歩行者空間の創出に取り組み

ます。 

  ・地区計画などの活用により、歩いて気持ちの良い、街並み景観の形成に取り組みま

す。 

 

  緑地の保全・創出の取り組み 

１．水と緑のネットワ

ークの創出の取り組み 

水とみどりのネットワークの保全・強化（石狩海岸、河川、森林、防風林、河畔林、

ポプラ並木や紅葉山砂丘の森林など） 

 花とみどりの街並み形成の取り組み（道路、宅地を活用したうるおいと安らぎの創出） 

 「インダストリアルパーク」の形成の取り組み（地域内にある緑地の保全・創出など） 

 「市制施行メモリアルパーク」の検討（市民参加を取り入れた整備） 

 総合公園の整備の検討（スポーツ広場を拡充整備） 

 近隣公園の整備の検討（防災機能に配慮） 

 
様々な要素に配慮した公園の整備（身近な憩いの場、自然とのふれあい、くつろぎ、

遊び、健康づくり、スポーツなど） 

 街区公園の機能の更新（地区特性に配慮） 

 
大きなみどりの創出の取り組み（公共施設敷地、河川敷地、工場用地、宅地など公共・

民有空地の活用） 

 大きなみどりの保全の検討（風致地区・緑地保全地区の指定など） 

 海浜植物の保護・回復の取り組み 

 環境学習の取り組み 

２．「市民交流軸」の創

出の取り組み 
花とみどりの街並み形成の取り組み（うるおいと安らぎの創出） 

 利便施設・コミュニティ施設のネットワーク化（交流軸周辺への計画的配置・誘導） 

 
ユニバーサルデザインによる道路整備（歩道のバリアフリー化、歩道幅の確保、視覚

障害者誘導ブロック、音声付き信号機の設置など） 

 安全な歩行者空間の創出の取り組み（夜間でも安全に通行できる明るさの確保など） 

 歩いて気持ちの良い、街並み景観の形成の取り組み（地区計画などの活用） 

 

 

                                                
※10 バリアフリー化：まちにある障害をなくして、障がい者等が安心して暮らせる環境をつくること（イミダス2000

引用） 
※11 ユニバーサルデザイン：だれもが利用しやすいデザインを初めから取り入れておこうとするもの（イミダス2000

用） 
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（３）目標水準の設定 

 

  将来市街地や緑地等の確保は、下表の緑地に加え、宅地や事業所内の緑化を進めると

ともに、市街化区域に隣接する緑地の保全に努めるものとします。 

  また、市民によるみどりづくりの具体的目標として、20年後の目標年次までに、公園

緑地や河畔林、公共施設などへ、市民参加による「10万本植樹運動」として展開します。 

 

 

  緑地の確保目標水準（目標年次：平成32年） 

目標年次における緑

地の確保目標量 

将来市街地面積に対する割合 都市計画区域面積に対する割合 

概ね 300ha 11% 概ね 3,000ha 32% 

（出典：水とみどりの基本計画） 

 

  公園緑地等の施設として整備すべき１人当たりの緑地の目標水準 

年次 

策定時 

２０００年 

（平成12年） 

現況 

２０１０年 

（平成22年10月） 

目標年次 

２０２０年 

（平成32年） 

都市公園 16㎡/人 22㎡/人 43㎡/人 

公園緑地等※ 40㎡/人 44㎡/人 99㎡/人 

  ※公園緑地等：都市公園に、公共施設緑地（歩行者専用道、河川緑地、学校の植栽地、公共施設の植栽地、公共施

設付属緑地、道路の環境施設帯・植樹帯等）を加えたもの 

（出典：水とみどりの基本計画） 

 

  市民参加によるみどりづくりの具体的目標 

目標年次（平成32年）に向けての目標 
 

 

市民参加による公園緑地等への「10万本植樹運動」 
 

（出典：水とみどりの基本計画） 
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４．総合交通体系の方針 

 

 益々進む都市間・市域内の交通や物流に対応するためには、近隣都市との広域的な連携

を、より一層進めるとともに、市域内の各ゾーン間のつながりを強化する取り組みが必要

です。一方、環境の面からは、低炭素社会の実現や、身近な住環境を守るため、脱車社会

への取り組みが求められています。そのためには、一人ひとりがこれまでの自家用車中心

の生活様式を見直し、公共交通機関への転換を進める必要があります。 

 少子高齢社会に対応し、市民の誰もが、安心して、安全に暮らせる、便利で利用しやす

い公共交通機関の実現を目指すとともに、市民コミュニティや各ゾーンを結びつける「市

民交流軸」に代表される、歩いて暮らせる歩行者ネットワークづくりを進めます。 

 

（１）軌道系交通機関等の導入の検討 

 

 石狩市には、現在、軌道系交通機関がなく、自動車に頼る都市構造となっています。

環境共生社会への取り組みとして、また、今ある閑静な住環境を守るためにも、公共交

通に転換させていくことが必要です。そのためには、冬期間の通勤・通学時間の定時性

や安全性、快適性が確保できる、軌道系交通機関の導入や、バスによる連携強化を検討

します。 

 実現化に向けて、北海道、札幌市との継続的な協議を進めるとともに、更に連携を図

りながら、引き続き検討していきます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・関係機関との連携、協議を進めます。 

   

（２）地域幹線道路の整備推進 

 

 通勤・通学の安全や、物流の円滑化のため、連絡道路の整備を、引き続き進めます。

また、地区間の交流を推進するため、住宅ゾーン内の連絡道路についても、住環境や自

然環境など、周辺土地利用との関係に配慮しながら、整備を検討します。特に、防風林

や紅葉山砂丘内を通過する道路の整備については、自然保護や、周辺環境への影響につ

いて、慎重な対応が必要であり、みどりの現況の把握や、その保全のあり方、整備を予

定する道路周辺の土地利用計画など、総合的に判断しながら検討します。 

港湾ゾーンと住宅ゾーンをつなぐ連絡道路の位置づけについては、昭和47年に閣議決

定された「石狩湾新港地域開発基本計画」や、昭和51年に北海道が策定した「石狩湾新

港地域土地利用計画」の中で、職住を分離する基本的な考え方のもと、幹線道路は住宅

地を通過させないこととされ、これまで、都市計画に関する基本計画などでの連絡道路

の位置づけはありませんでした。 
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しかし、近年、多くの市民が石狩湾新港地域に通勤している状況や、海や港がより身

近な水辺空間になって欲しいとの市民意見が増えてきていることなど、港湾ゾーンを取

り巻く状況にも大きな変化が見られます。国、北海道の基本計画における、職住完全分

離の方針についても、職住近接の検討、周辺地域の開発計画との関連、環境に与える影

響など、総合的な視点から再検討が必要です。 

 また、長期間未着手となっている都市計画道路についての対応が求められています。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・花川北地区－緑苑台地区に接続する道路の整備に取り組みます。 

  ・花畔地区－若葉通－札幌市富丘地区、花川南北地区－石狩湾新港地区、市民サービ

スゾーン－新港管理業務地区、石狩湾新港地区－札幌市手稲地区のそれぞれの整備を

検討します。 

  ・市街地間を連絡する道路の整備について検討します。 

  ・都市計画道路のうち、決定後30年を経過して未着手の路線について、道路のあり方

を検討します。 

 

（３）生活道路の整備推進 

 

 誰もが、安全で安心な暮らしができる、全ての人に優しい生活道路の整備を進めると

ともに、冬期間の安全で、快適な道路状況の維持に努めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・歩いて気持ちの良い歩行者ネットワークづくりのため、「市民交流軸」の創出に取り

組みます。 

  ・花川南地区については、舗装の再整備に取り組みます。 

  ・花川北地区については、劣化した舗装の計画的な修繕を検討します。 

 

（４）歩行者・自転車・交通安全に配慮した道路の整備推進 

 

 環境に優しい交通のあり方として、自然を満喫しながら、歩行者や自転車が安心して

通行できる道路の整備を進めるともに、サイクリングネットワークの形成を目指します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・歩いて暮らせるまちづくりを推進していくため、歩行者ネットワークの形成に取り

組みます。 

  ・河川敷地などの利活用、既設自転車道の改修、新設を進め、サイクリングネットワ

ークの形成に取り組みます。 

  ・歩道のバリアフリー化、歩道幅の確保、視覚障がい者誘導ブロック、音声付信号機

の設置など、ユニバーサルデザインによる道路整備を進めます。 

  ・花川北地区では、Ｔ字路を多用した細街路網の長所を活かしつつ、高齢者や障がい

者などに配慮した道路のあり方について検討します。 

  ・地区内の道路の安全性を高めるため、交差点付近の街路樹の低木化等と堆雪スペー

スを考慮した道路について検討します。 

 

第５章 分野別の方針 



 40

 

 

（５）公共交通機関のあり方の検討 
 

 少子高齢社会に対応し、高齢者、障がい者など全ての人が安心して利用できる、公共

交通機関の実現を目指します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・スクールバス混乗や市有自動車運送事業、過疎地有償運送事業の活用により、地域

特性や交通弱者に対応した交通環境の整備に努めます。 

  ・低床バスの導入を促進します。 

  ・厚田、浜益地区における、路線バスの維持に取り組みます。 

 

  総合交通体系の取り組み 

１．軌道系交通機関等の導入

の検討 
関係機関との連携・協議 

２．地域幹線道路の整備推進 
地域・地区間を連絡する道路の整備の取り組み 
（花川北地区－緑苑台地区） 

 

地域・地区間を連絡する道路の整備の検討 
（花畔地区－若葉通－札幌市富丘地区、花川南北地区－石狩湾新港地区、 
 市民サービスゾーンー石狩湾新港管理業務地区、 
 石狩湾新港地区－札幌市手稲地区） 

 

市街地間連絡道路の整備の検討 

長期未着手の都市計画道路のあり方の検討 

３．生活道路の整備推進 
「市民交流軸」の創出の取り組み（歩いて気持ちの良い歩行者ネットワークづ

くり） 

 花川南地区の舗装の再整備 

 花川北地区の舗装の計画的な修繕の検討 

４．歩行者・自転車・交通安

全に配慮した道路の整備推進 
歩行者ネットワークの形成の取り組み（歩いて暮らせるまちづくりの推進） 

 

サイクリングネットワークの形成の取り組み（河川敷地などの利活用、既設自

転車道の改修・新設の検討） 

ユニバーサルデザインによる道路整備の推進（歩道のバリアフリー化、歩道幅

の確保、視覚障害者誘導ブロック、音声付き信号機の設置など） 

花川北地区におけるＴ字路を多用した細街路の改良の検討（歩行者に配慮した

改良の検討） 

交差点付近の低木化等と堆雪スペースを考慮した道路の検討 

５．公共交通機関のあり方の

検討 

地域特性、交通弱者に対応した交通環境の整備（スクールバス混乗、市有自動

車運送事業など） 

 低床バスの導入の促進 

 厚田、浜益地区の路線バスの維持の取り組み 
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５．都市防災の方針 

 

 北海道南西沖地震や阪神・淡路大震災、東日本大震災の経験から、災害時における避難

所やライフラインの確保など、都市構造の耐震化や、地域コミュニティづくりなど、ハー

ドとソフトの両面から、現状の把握と整備、育成に取り組みます。 
 

（１）防災拠点の強化と都市基盤の耐震化の取り組み 
 

 災害時には一次避難の拠点となる、防災機能を備えた公園などの配置を進めるととも

に、既設の公園など、公共空地への防災施設の配備を進めます。また、避難所の安全性

の確保や食料、その他の物資の搬入ルートの確保、水・ガスなどの確保のため、防災拠

点やライフラインなどの耐震化を目指します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・近隣公園などの新設により、広域避難場所の整備を進めます。 

  ・整備済み公園などへの、防災施設の配備を進めます。 

  ・河川などを活用した防災ステーションの設置を検討します。 

・避難物資の備蓄を強化します。 

・港の耐震化を進めます。 

・物資などの運搬のため、海・川の活用を図ります。 

  ・耐震診断や耐震改修を推進するとともに、屋内避難所の耐震化に取り組みます。 

  ・ライフラインの耐震化を進めます。 

  ・携帯電話、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、「ＳＮＳ」という。）、

防災無線の活用など、災害時における情報伝達のための手段を検討します。 

  ・老朽化した石狩消防署親船出張所の移転建替えを検討します。 
 

（２）防災教育と地域コミュニティづくりの推進 
 

 震災による被災者の救済や支援では、市民組織の大切さが再認識されました。石狩市

でも、自主防災組識が各町内・自治会単位を目安に設置されてきています。地域の防災

力を高めるためには、災害に対応した基盤整備は欠かせませんが、まちづくりや市民生

活などあらゆる面に、防災の視点を取り入れた「防災のまちづくり」を進めることがさ

らに必要です。 

 防災教育への取り組みや、きめ細かな地域コミュニティづくりを進め、緊急時に対応

できる体制を整えます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・自主防災組識の防災力向上を図ります。 

  ・地域まちづくり組識への支援を検討します。 
  ・防災教育・体験学習に取り組みます。 

  ・地域コミュニティ拠点の整備を進めます。 

  ・コミュニティづくりを支援します。 

  ・携帯電話、ＳＮＳの活用による情報提供・交流を促進するとともに、地域情報化計

画に基づき地域の情報化を進めます。 
・防災マップ等を作成します。 

第５章 分野別の方針 



 43 

 

  ・災害時要援護者の災害対応マニュアルを作成します。 

  ・避難訓練等を通して、各地区防災計画等の実行性を高めます。 

  ・市民の防災意識の向上を図ります。 
 

（３）厚田地区、浜益地区における取り組み 
   

厚田、浜益地区では丘陵地や高台での山腹崩壊、中小河川の氾濫や土石流の発生の危

険を有していますが、被災の恐れがある区域の指定や、河川の適切な維持管理を目指し

ます。 

具体的な取り組みとして、 

・土砂災害の恐れがある区域を指定し、対策を検討します。 

・普通河川においては、地域住民の協働による草刈り、清掃により河川を保護します。 

 

  都市防災の取り組み 
１．防災拠点の強化と都市基

盤の耐震化の取り組み 
広域避難場所の設置の検討（近隣公園の整備の検討） 

 防災施設の配備（整備済み公園の活用など） 

 防災ステーションの設置の検討（河川の活用など） 

 避難物資の備蓄強化 

 港の耐震化 

 海・川の活用（物資などの運搬） 

 屋内避難所の耐震化の検討（耐震診断と耐震改修の推進） 

 ライフラインの耐震化 

 

情報伝達手段の検討（携帯電話・ＳＮＳ・防災無線などの活用の検討） 

石狩消防署親船出張所の移転の検討 

２．防災教育と地域コミュニ

ティづくりの推進 
自主防災組識の防災力向上 

 地域まちづくり組識への支援の検討 

 防災教育・体験学習の取り組み 

 地域コミュニティ拠点整備 

 コミュニティづくりへの支援 

 
地域情報化計画に基づく地域情報化（携帯電話、ＳＮＳなどの活用による情報提

供、交流推進） 

 防災マップ等の作成 

 災害時要援護者の災害対応マニュアルの作成 

 避難訓練等による防災計画の実行性の向上 

 市民の防災意識の向上 

３.厚田地区、浜益地区にお

ける取り組み 
土砂災害警戒区域等の指定 

 地域住民との協働による普通河川の維持 
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６．利雪・克雪の方針 
 

 北海道は、世界でも有数の多雪地域に属しています。積雪や寒冷な気候は、日常生活に

様々な影響を及ぼし、時には多大な被害をもたらすことがあります。高齢社会を迎えた今、

今後も、高齢者や身体に障がいを持った人など全ての人が安心して暮らせる、ハード、ソ

フト両面からの取り組みが必要です。 

 この避けては通れない積雪、寒冷な条件に対応した、快適な暮らしのための取り組みが

求められています。 

 具体的な取り組みとして、 

 ・除排雪の充実、水準の向上に取り組みます。 

 ・凍結路面対策に取り組みます。 

 ・道路への堆雪スペースを検討します。 

 ・商店街における快適な歩行環境確保のための支援をします。 

 ・快適な住宅環境の創出への支援を進めます。 

 ・高齢者、障がい者への支援に取り組みます。 

 ・雪の冷熱エネルギーの活用を検討します。 

 ・冬型・寒冷環境活用型産業の創出への取り組みを進めます。 

 ・総合的な利雪・克雪への取り組みを進めます。 

 

 

  利雪・克雪の取り組み 

具体的な取り組み 除排雪の充実、水準の向上 

 凍結路面対策の取り組み 

 道路への堆雪スペースの検討 

 商店街における快適な歩行環境確保への支援 

 快適な住宅環境の創出への支援の推進 

 高齢者、障がい者への支援 

 雪の冷熱エネルギー活用の検討 

 冬型・寒冷環境活用型産業の創出の取り組み 

 総合的な利雪・克雪の取り組み 
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７．景観形成の方針 

 

（１）景観の形成方針 
 

 石狩らしい風景を創り出している「自然景観」「田園景観」「街の景観」「歴史的景観」

を、守り育てていくための取り組みやルールづくりを進めます。 
 

 １）自然景観の形成方針 
 

 防風林に代表される様々な自然資源は、石狩特有の原風景を創り出しており、祖先か

ら受け継がれてきた貴重な財産となっています。この原風景を守り、次世代に引き継ぎ、

育てるための取り組みを進めます。 

 具体的な取り組みとして、 

  ・防風林、カシワ林、海浜植物、河川、河畔林など、自然資源を保全・創出する取り

組みを進めます。 

  ・海浜植物を保護・回復させる取り組みを進めます。 

  ・河畔を利活用する取り組みを進めます。 
 

 ２）田園景観の形成方針 
 

 石狩にある水田や畑などの農地は、防風林やポプラ並木とあいまって、四季折々、特

徴的な田園風景を創り出しています。これらの田園風景を、守り育てていくための仕組

みづくりを検討します。 

 具体的な取り組みとして、 

 ・農地を保全するための仕組みづくりを検討します。 

 ・防風林を保全する取り組みを進めます。 

  ・ポプラなどの並木を保全、または創出する取り組みを進めます。 
 

 ３）街の景観の形成方針 
 

 低層住宅が主体となっている石狩の市街地は、宅地のみどりや、街路樹、防風林など

のみどりが一体となって、落ちついたみどり豊かな景観を創り出しています。これらを

守り育てるため、地区計画などによる建築物の高さや意匠、敷地空間の確保などについ

て検討するとともに、公共施設の整備にあたっては、みどりの景観づくりに配慮し、取

り組んでいきます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・民間敷地空間・公共敷地空間の利用方針の制定を検討します。 

  ・防風林を保全する取り組みを進めます。 
  ・記念樹の配布などにより、宅地の緑化を進めます。 

  ・地区計画などの法制度を活用して、景観づくりを進めます。 

  ・花いっぱい運動を推進します。 
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 ４）歴史的景観の保全方針 
 

 石狩市の歴史は古く、各時代において、様々な顔が創られてきました。しかし、戦災

や度重なる大火により、多くの歴史的財産を失い、現在はわずかに残されるだけです。

この残された歴史的財産を大切に守り、将来へ引き継いでいくため、これらの保存に努

めるとともに、歴史が感じられる街並みの創出を目指します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・歴史的建造物の保存方法を検討します。 

  ・地区計画、建築協定などによる街並みの誘導を検討します。 
 

（２）共通方針 
 

 各地域での個性ある景観を守り育てるため、市民や事業者の景観形成活動に対する支

援のあり方を検討するとともに、地域の景観の形成に影響を与える、看板の規制に取り

組むとともに、周辺への影響が懸念される、大規模建築物、電柱、架線などの規制につ

いて検討します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・看板などの広告物を規制するための取り組みを進めます。 

  ・大規模建築物、電柱、架線などの規制について検討します。 

  ・架線などの地中埋設化の取り組みを検討します。 

  ・景観形成活動に対する支援を検討します。 
 

（３）景観形成のための学習とルールづくり 
 

 地域の個性を活かした、魅力的な景観づくりを進めるためには、地域の特徴を認識し、

市民、事業者、行政が協働して取り組むことが、益々重要になってきます。 

 景観づくりが、まち全体の取り組みになるよう、景観に関する学習の場を積極的に設

けるとともに、市民参加による景観形成のためのルールづくりや、意識の啓発に取り組

みます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・ガイドライン、（仮称）景観条例などの制定を検討します。 

  ・景観に関する学習の場を設置します。 

  ・景観形成のための啓発活動を進めます。 
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  景観形成の取り組み 

１．景観形成のための四つの方針 

 １）自然景観の形成方針 
自然資源の保全・創出の取り組み（防風林、カシワ林、海浜植物、河川、

河畔林、防風林など） 

  海浜植物の保護・回復の取り組み 

  河畔を利活用する取り組み 

 ２）田園景観の形成方針 農地の保全の仕組みづくりの検討 

  防風林の保全の取り組み 

  ポプラ並木の保全・創出の取り組み 

 ３）街の景観の形成方針 民間敷地空間・公共敷地空間の利用方針の制定の検討 

  防風林の保全の取り組み 

  宅地の緑化推進（記念樹の配布など） 

 
 

景観づくりの推進（地区計画など法制度の活用） 

 花いっぱい運動の推進 

 ４）歴史的景観の保全方針 歴史的建造物の保存方法の検討 

  街並みの誘導の検討（地区計画、建築協定などの活用） 

２．共通方針 

  

看板などの広告物の規制の取り組み 

大規模建築物、電柱、架線などの規制の検討 

架線などの地中埋設化の取り組みの検討 

景観形成活動に対する支援の検討 

３．景観形成のための学習とルールづくり 

  

ガイドライン、（仮称）景観条例などの制定の検討 

景観に関する学習の場の設置 

景観形成の啓発活動の推進 
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第６章 ゾーン・地区別のまちづくり方針 
 

１．ゾーンのまちづくり方針 
 
 土地利用の方針として、大きく「住宅ゾーン」「観光・レクリエーションゾーン」「港湾

ゾーン」「交流農業ゾーン」「自然環境ゾーン」の五つのゾーンに分け、まちづくりを進め

ます。 
 
（１）「住宅ゾーン」の方針 
 
 「住宅ゾーン」は、それぞれの住宅地がつくられた時期や特徴から、更に五つに分類

してまちづくりを進めます。 
 住宅地のあり方として、少子高齢社会を迎えた今、低層系用途地域における高齢者向

け住宅や二世帯住宅への対応、土地の有効利用や居住面積の確保のための土地利用規制

の変更が求められています。居住環境の保全との調整を図るなかで、建ぺい率や容積率

の緩和を検討します。 
 都市的施設整備としては、多様な芸術・文化活動やイベント活動を促進するための全

市的な芸術文化活動の拠点施設や、健康増進・スポーツ振興の拠点としての（仮称）総

合体育館の建設を検討します。また、より安全で安心な暮らしを進めるためにも、警察

署の誘致とともに、医療環境の充実に努めます。 
 

 １）花川南地区 
 

   地区の目標像 － 利便性が高い活気ある住宅地 

 

  □地区の現況 

   花川南地区は、石狩市の新興住宅地の中で、最も早い時期に造成された地区です。

道路は格子状に整備され、幹線道路沿いには、近隣住民のための店舗やサービス施設

が建ち並び、利便性の高い地区となっています。また、地区内には、中央を斜めに帯

状に走る防風林や、了恵寺、藤女子大学の大きなみどりがあり、この地区の特徴的な

景観を創り出しています。 
  □地区の課題 

   地区の魅力向上のためには、防風林など、地区の骨格となっている大きなみどりに、

道路や宅地のみどりをどのように増やし、つなげていくか、また、地域商店と住民と

の関わりのなかで、地域コミュニティをどのように創り出していくかが課題です。ま

た、今後、益々進む高齢化への対応として、公共施設や住宅のバリアフリー化ととも

に、二世帯住宅への対応が求められています。都市基盤の整備では、未整備の街区公

園の整備や、下水道の整備を進める必要があります。 
  □具体的な取り組み 

   ・利便施設のネットワーク化や緑化の推進など、「市民交流軸」を創出する取り組み

を進めます。 

   ・「市民交流拠点」の形成を目指します。 

   ・学校区を単位とするまちづくりの取り組みなど、地域のまちづくりに努めます。 
   ・「市民交流拠点」や学校の空き教室の活用など、地域コミュニティ拠点を創出する

取り組みを進めます。 
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   ・ＩＴを活用した受注・配達システムの構築、店舗のバリアフリー化など、高齢化

に対応した商業環境の形成を支援する取り組みを進めます。 

   ・商業の複合機能化の推進、再開発による高度化、空き店舗の活用による市民との

連携・イベントの開催、冬期間の歩行者環境の改善、景観の形成による魅力の創出

など、商業環境の改善を図る取り組みを進めます。 

   ・道路・宅地の緑化により、みどり豊かな住環境を創出するための取り組みを進め

ます。 

   ・防風林、了恵寺、藤女子大学などのみどり資源を、街の景観としての活用を検討

します。 

   ・うるおいを創出するため、地域特性に配慮した街区公園の整備、改修を進めます。 

   ・下水道の整備など、住環境を改善する取り組みを進めます。 

   ・ユニバーサルデザインに基づく都市基盤の整備、更新により、安全な道・施設へ

の転換を進めます。 

   ・二世帯住宅に対応できるよう、低層住宅地域の住環境へ配慮し、地区計画等を活

用したなかで、土地利用のあり方を検討します。 

 

 

    住宅ゾーン（花川南地区）の取り組み 

地区の目標像 利便性が高い活気ある住宅地 

具体的な取り

組み 
「市民交流軸」の創出の取り組み（利便施設のネットワーク化や緑化の推進など） 

 「市民交流拠点」の形成 

 地域のまちづくりの推進（学校区を単位とするまちづくりの取り組み） 

 地域コミュニティ拠点の創出の取り組み（「市民交流拠点」や学校の空き教室の活用など） 

 
高齢化に対応した商業環境の形成の取り組み（ＩＴを活用した受注・配達システムの構築へ

の支援、店舗のバリアフリー化など） 

 

商業環境改善の取り組み（商業の複合機能化の推進、再開発による高度化、空き店舗の活用

による市民との連携・イベントの開催、冬期間の歩行者環境の改善、景観の形成による魅力

の創出など） 

 みどり豊かな住環境の創出の取り組み（道路・宅地の緑化の取り組み） 

 みどり資源の街の景観としての活用の検討（防風林、了恵寺、藤女子大学などのみどり） 

 うるおいの創出の取り組み（地域特性に配慮した街区公園の整備・改修） 

 住環境の改善の取り組み（下水道の整備など） 

 安全な道・施設への転換（ユニバーサルデザインに基づく都市基盤の更新） 

 土地利用のあり方の検討（二世帯住宅への対応） 
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 ２）花川北地区 
 

   地区の目標像 － みどり豊かなゆとりある閑静な住宅地  

 

□地区の現況 

 花川北地区は、新住宅市街地開発事業により、計画的に造成された地区です。街区

内の道路は、通過交通を抑える、Ｔ字路を多用した、細街路網の構造になっており、

閑静な住環境が守られています。 

 センター地区やサブセンター地区には、近隣住民のための店舗やサービス施設が建

ち並んでいます。また、地区内には、自転車・歩行者専用道がネットワーク化されて

おり、地区中央を帯状に走る防風林のみどりに、宅地のみどりや街路樹がつながるな

ど、歩いて気持ちの良い、みどり豊かな景観を創り出しています。 

□地区の課題 

 この地区は、短期間に同世代の家族が入居しましたが、現在は、子世代の独立や高

齢化の進行による人口の減少が続いています。また、子どもの独立を契機に、転出す

るケースもあり、空き家が増加傾向にあるほか、都市基盤も一斉に更新の時期を迎え

ています。 

 今後は、若年層を受け入れるための魅力的な環境づくりや、高齢社会を支える地域

商店、医療・福祉・介護施設のあり方とともに、地域コミュニティをどのように守り

育てていくかが課題です。また、今後、益々進む高齢化への対応として、ユニバーサ

ルデザインに基づく都市基盤の更新とともに、高齢者住宅や二世帯住宅への対応が求

められています。 

□具体的な取り組み 

   ・宅地内の緑地の保全を図りながら、住環境を保全する取り組みを進めます。 

   ・利便施設のネットワーク化や緑化の推進など、「市民交流軸」を創出する取り組み

を進めます。 

   ・ＩＴを活用した受注・配達システムの構築への支援、店舗のバリアフリー化など、

高齢社会に対応した商業環境を形成を支援する取り組みを支援します。 

   ・学校区を単位とするまちづくりの取り組みなど、地域のまちづくりを進めます。 
   ・公共施設などを活用した地域コミュニティ拠点を創出する取り組みを進めます。 
   ・若年層の定住を促進させるため、住宅の流動化を促進するための仕組みを推進し

ます。 

   ・高齢社会への対応で多様な住まい方ができるよう、低層住宅地域の住環境へ配慮

したなかでの土地利用のあり方を検討します。 

   ・ユニバーサルデザインに基づく都市基盤の更新に取り組み、安全な道・施設への

転換を進めます。 

   ・再開発などによる、高齢社会に対応した住宅の共同化を検討します。 

   ・増加する空き家に対する取り組みとして、市のホームページで情報提供を行いま

す。 

   ・地域交流が促進されるよう、コミュニティレストラン等が立地できる土地利用を

検討します。 

   ・高齢化や子どもが健康で安心して生活できるための医療・福祉・介護施設の適切

な誘導を図ります。 
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    住宅ゾーン（花川北地区）の取り組み 

地区の目標像 みどり豊かなゆとりある閑静な住宅地 

具体的な取り

組み 
住環境の保全の取り組み（宅地内緑地の保全） 

 「市民交流軸」の創出の取り組み（利便施設のネットワーク化や緑化の推進など） 

 
高齢化に対応した商業環境の形成の取り組み（ＩＴを活用した受注・配達システムの構築

への支援、店舗のバリアフリー化など） 

 地域のまちづくりの推進（学校区を単位とするまちづくりの取り組み） 

 地域コミュニティ拠点の創出の取り組み（公共施設などを活用） 

 若年層の定住のしくみづくり（住宅流動化促進） 

 土地利用のあり方の検討（高齢社会への対応） 

 安全な道・施設への転換（ユニバーサルデザインに基づく都市基盤の更新） 

 高齢社会に対応した住宅の共同化の検討（再開発など） 

 増加する空き家に対する取り組み 

 地域交流促進のための土地利用の検討（コミュニティレストラン等の立地） 

 医療・介護・福祉施設の誘導 

 

 ３）花畔地区・花川東地区 
 

   地区の目標像 － 多様な土地利用が可能で利便性の高い住宅地 

 

  □地区の現況 

   花畔地区（花川北地区の一部を含む）と花川東地区は、近年まで、都市基盤の整備

が遅れていましたが、土地区画整理事業による市街地整備により、街並みが大きく変

わりつつあります。地区内には、市役所、市民図書館、総合保健福祉センター等が建

ち並び、市民サービスの中心的な地区となっています。また、この地区は、中高層住

宅や業務系の建物などの建築が可能な、多様性に富んだ土地利用となっています。地

区周辺には、茨戸川と樽川の水辺があり、うるおいのある空間を創り出しています。 

  □地区の課題 

   市民サービスゾーンや、道路、宅地では、みどりは徐々に増えてきているものの、

未だ不足している状況にあります。地区全体の魅力の向上のためには、更にみどりを

増やし、まちの骨格となっている、茨戸川、樽川、茨戸川対岸の生振地区などの水と

みどりへ、どのようにつなげていくかが課題です。また、市民の憩いの場を目指すた

めには、優しさや豊かさの感じられる、にぎわい機能の創出が求められています。 

   一方、公共施設の集中により、新たな地域間の格差が生まれてきていることから、

利用者から考えた道路、公共交通のあり方や、他の地域との連携と交流への取り組み

が、今後の課題となっています。 

  □具体的な取り組み 

   ・水とみどりの快適空間、にぎわい機能の創出など、「市民サービスゾーン」に魅力

を付加する取り組みを進めます。 

   ・利便施設のネットワーク化や緑化の推進など、「市民交流軸」を創出する取り組み

を進めます。 
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   ・道路・宅地の緑化を推進し、みどり豊かな環境を創出する取り組みを進めます。 

   ・若葉通・花畔環状通の接続により、花川南地区と花川北地区との連携を強化しま

す。 

   ・港湾地域と市民サービスゾーンとの連携を強化するため、花畔茨戸通と港通を接

続する道路のあり方を検討します。 

 

   住宅ゾーン（花畔地区・花川東地区）の取り組み 

地区の目標像 多様な土地利用が可能で利便性の高い住宅地 

具体的な取り

組み 

「市民サービスゾーン」に魅力を付加する取り組み（水とみどりの快適空間、にぎわい機能の

創出など） 

 「市民交流軸」の創出の取り組み（利便施設のネットワーク化や緑化の推進など） 

 みどり豊かな環境の創出の取り組み（道路・宅地の緑化推進） 

 花川南地区と花川北地区との連携の強化（若葉通・花畔環状通の接続） 

 
港湾地域と「市民サービスゾーン」との連携の強化（花畔茨戸通と港通を接続する道路のあり

方の検討） 

 

 ４）樽川地区・緑苑台地区 
 

   地区の目標像 － 開放感のあるみどり豊かな住宅地 

 

  □地区の現況 

   樽川地区と緑苑台地区は、近年整備された最も新しい住宅地区で、シンボルロード

や、協定などにより、開放的な空間が広がっています。また、周辺には防風林や紅葉

山砂丘、近隣公園などの大きなみどりがあり、良好な住環境が形成されています。 

   樽川地区に沿った道道石狩手稲線の沿線は、石狩市で最も商業の集積が進んでいま

す。また、緑苑台地区では、商業施設や小学校が立地し、街として発展しつつありま

す。 

  □地区の課題 

   みどり豊かな地域環境を形成するためには、道路や宅地のみどりを増やし、周辺の

大きなみどりにつなげていくことが必要です。また、新しい市民が多いことから、地

域コミュニティの創出や、他の地域との結びつきを、どのように図っていくかが今後

の課題です。 

  □具体的な取り組み 

   ・生活拠点の更なる充実を目指します。 

   ・道路・宅地の緑化の取り組みにより、みどり豊かな地域環境を創出する取り組み

を進めます。 

   ・地域コミュニティを形成する取り組みを進めます。 

   ・子育て支援への取り組みを充実させます。 

   
    住宅ゾーン（樽川地区・緑苑台地区）の取り組み 

地区の目標像 開放感のあるみどり豊かな住宅地 

具体的な取り

組み 
生活拠点の更なる充実の取り組み 

 みどり豊かな地域環境の創出の取り組み（道路・宅地の緑化の取り組み） 

 地域コミュニティの形成の取り組み 

 子育て支援への取り組みの充実 
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 ５）八幡地区・親船東地区・緑ケ原地区・虹が原地区 
 

   地区の目標像 － 自然と共生する心休まる住宅地 

 

  □地区の現況 

   八幡、親船東、緑ケ原、虹が原地区は、いずれも、本町地区との関連が深い地区で

す。地区の周辺には、石狩川や石狩海岸のカシワ林など、石狩の特徴的な水とみどり

があり、豊かな自然に恵まれた環境にあります。しかし、都市基盤整備は遅れていま

す。 

  □地区の課題 

   地区の魅力を向上させるためには、どのように石狩川やカシワ林など、骨格となっ

ているみどりと、道路や宅地のみどりをつなげていくか、整備の遅れている都市基盤

整備を進めていくかが課題です。また、高齢化への対応として、ユニバーサルデザイ

ンに基づく都市基盤整備とともに、低層系の土地利用地区での二世帯住宅への対応が

求められています。 

  □具体的な取り組み 

   ・道路・宅地の緑化の取り組みにより、みどり豊かな住環境の創出に努めます。 

   ・近隣公園の整備など、うるおいを創出する取り組みを検討します。 

   ・生活拠点の形成を図り、地域コミュニティを創出する取り組みを進めます。 

   ・下水道の整備など、住環境を改善する取り組みを進めます。 

   ・ユニバーサルデザインに基づく都市基盤整備を進めます。 

   ・二世帯住宅に対応できるよう、低層住宅地域の住環境へ配慮し、地区計画等を活

用したなかで、土地利用のあり方を検討します。 

・近隣公園の整備により、安全・安心を確保する取り組みを検討します。 

 

   住宅ゾーン（八幡地区・親船東地区・緑ケ原地区）の取り組み 

地区の目標像 自然と共生する心休まる住宅地 

具体的な取り

組み 
みどり豊かな住環境の創出の取り組み（道路・宅地の緑化の取り組み） 

 うるおいの創出の取り組みの検討（近隣公園の整備の検討） 

 地域コミュニティの創出の取り組み（生活拠点の形成） 

 住環境の改善の取り組み（下水道の整備など） 

 ユニバーサルデザインに基づく都市基盤整備（歩道・公園などの整備） 

 土地利用のあり方の検討（二世帯住宅への対応） 

 安全・安心の確保の取り組みの検討（近隣公園の整備の検討） 
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（２）「観光・レクリエーションゾーン」の方針（本町地区・厚田地区・浜益地区・水辺ゾ
ーン） 

 

 本町、石狩川、茨戸川、暑寒別山系周辺、厚田から浜益地区につながる日本海に面し

た海岸線を「観光・レクリエーションゾーン」として位置づけ、まちづくりを進めます。 
 

 １）本町地区・厚田地区・浜益地区 
 

   ゾーンの目標像 － 歴史と自然資源を活かした回遊性のある観光・交流ゾーン 
 

  □地区の現況 

   本町地区は、石狩発祥の地として、400年以上の歴史を誇り、江戸期から栄えてきま

した。しかし、漁業の低迷、石狩河口橋の開通とモータリゼーションの到来、堤防事

業による地区外への転出や、役場の移転など、様々な要因で、地域の活力が失われて

きました。また、若年層の転出などにより、地域の高齢化が進んでいます。 

   このような中、近年は、歴史、海浜植物などの地域資源や石狩市特産の食資源を活

かした観光への取り組みが、積極的に進められています。 

   また、合併により厚田、浜益地区をつなぐオロロンラインから眺める海岸風景や、

暑寒別山系の雄大な自然景観が加わりました。 

  □地区の課題 

   地区の特性を活かしながら、観光産業を、より一層振興するための取り組みが課題

です。また、地区での生活を支援する拠点の整備や、働く場の確保、高齢化への対応

などが求められています。 

  □具体的な取り組み 

   ・観光・交流拠点の形成、情報の発信、歴史の継承、特色ある歴史的景観の保全な

ど、観光地としての魅力の向上を目指す取り組みを進めます。 

   ・地域コミュニティの形成、地域商工業機能の再生により、生活拠点の再生を目指

す取り組みを進めます。 

   ・水産加工など、地域産業に対応した土地利用のあり方を検討します。 

   ・砂丘の風資料館や海浜植物保護センターによる、歴史・文化、環境に関する教育

を推進します。 

   ・鮭漁に代表される、漁業を活かした観光への取り組みを支援します。 

   ・舟運の歴史を受けた、石狩川遊覧船計画の取り組みを支援します。 

   ・厚田、浜益地区がもつ自然景観を、観光資源として活かす取り組みを進めます。 

 

  観光・レクリエーションゾーン（本町地区・厚田地区・浜益地区）の取り組み 

地区の目標像 歴史と自然資源を活かした回遊性のある観光・交流ゾーン 

具体的な取り

組み 

観光地としての魅力の向上の取り組み（観光・交流拠点の形成、情報の発信、歴史の継承、特色

ある歴史的景観の保全など） 

 生活拠点の再生の取り組み（地域コミュニティの形成、地域商工業機能の再生、公営住宅の建設） 

 土地利用のあり方の検討（水産加工など、地域産業に対応） 

 砂丘の風資料館、海浜植物保護センターによる教育（歴史・文化の継承、環境教育） 

 漁業を活かした観光への取り組み 

 

石狩川遊覧船計画の取り組みの支援 

厚田地区、浜益地区の自然景観を活かす取り組み 
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 ２）水辺ゾーン 
 

   ゾーンの目標像 － 市民がつくる水とみどりの安らぎゾーン 

 

  □地区の現況 

   市内を流れる河川は、景観を形成するための大きな要素となっています。近年は、

環境との関係からも、河川空間への緑化の取り組みが進められています。しかし、一

次産業での関わりを除くと、市民生活にあまり身近なものにはなっていません。 

   海浜地については、四輪駆動車など、レジャー目的での走行により、植生が破壊さ

れ、砂丘の地形そのものが崩れてきています。また、石狩浜海水浴場から河口に至る

地区では、海岸線の侵食が進んでいます。 

  □地区の課題 

   市民や都市住民にとって、川がより身近に感じられる取り組みが求められています。

また、海岸では、整備と自然保護、漁業の調整、海岸線の保護など、総合的な視点か

ら調整が必要です。 

  □具体的な取り組み 

   ・河川における副河川の整備、水にふれられる場など、親水性ゾーンの整備により、

うるおいを創出する取り組みを進めます。 

   ・河川整備にあたっては、生物多様性に配慮し、多自然型工法などによる整備に取

り組みます。 

   ・海岸における海岸線の保全、海浜植物の保護・回復の取り組み、海水浴場のあり

方、親水性ゾーンの創出など、一体的・総合的な検討により、海岸のあり方を検討

します。 

 

  観光・レクリエーションゾーン（水辺ゾーン）の取り組み 

地区の目標像 市民がつくる水とみどりの安らぎゾーン 

具体的な取り

組み 
うるおいの創出の取り組み（河川における親水性ゾーンの整備） 

 多自然型工法などによる河川整備（生物多様性への配慮） 

 
海岸のあり方の検討（海岸における海岸線の保全、海浜植物の保護・回復の取り組み、海水浴場

のあり方、親水性ゾーンの創出など一体的・総合的な検討） 
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（３）「港湾ゾーン」の方針（石狩湾新港地域） 
 

 石狩湾新港とその背後に広がる工業流通団地の地域を「港湾ゾーン」として位置づけ、

まちづくりを進めます。 

  

 ゾーンの目標像 － 道央圏の生産・流通と石狩市の経済を支える産業とうるおいゾーン 

 

 □地区の現況 

  石狩湾新港は、札幌圏の物流を担う港湾として急成長を続けており、大型船に対応し

た岸壁の大水深化や、韓国釜山港との定期コンテナ航路の就航などにより、北海道第３

位の貿易額を誇る国際港湾として、アジア諸国などとの新たな物流環境を構築していま

す。また、ＬＮＧ基地の建設やＬＮＧ火力発電所、風力発電が計画されるなど、エネル

ギー供給の拠点としても注目されています。 

  港湾の背後に広がる石狩湾新港地域は、札幌都市圏にある、みどり豊かな工業流通団

地として、生産・流通系の企業を中心に、すでに 600社以上の企業が操業しており、石

狩市の雇用と財政を支える、重要な地域となっています。近年は、景気低迷の影響や製

造業の不振から、企業の進出にも陰りが見られるものの、札幌市に隣接するなどの地理

的優位性から、大型物流施設やＩＴ関連産業の立地が進んでいます。 

 □地区の課題 

  港湾については、計画的に建設されたことから、港湾機能としては優れていますが、

にぎわいに欠ける面があります。市民や都市住民にとって、港がより身近になる取り組

みが求められています。 

  工業団地については、社会状況の変化に対応するとともに、資源循環型社会や低炭素

社会を見据えた、調和のとれた土地利用の検討が課題です。 

 □具体的な取り組み 

  ・環境に配慮した土地利用の見直し、企業誘致の推進、環境産業の誘致と振興など、

土地利用を増進させる取り組みを進めます。 

  ・利便施設の立地に対応した土地利用の見直し、公共交通のあり方の検討など、地域

の利便性の向上を目指す取り組みを進めます。 

  ・にぎわい機能・市民交流軸を創出し、「にぎわい・交流拠点」を形成する取り組みを

進めます。 

  ・マリンスポーツができる親水性ゾーンの創出など、市民と都市住民のための憩い空

間を創出する取り組みを進めます。 

  ・外貿定期コンテナ航路の充実や、内航定期航路の就航の推進など、港湾を振興する

取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

 

第６章 ゾーン・地区別のまちづくり方針 



 62 

 

 

 

  港湾ゾーンの取り組み 

地区の目標像 道央圏の生産・流通と石狩市の経済を支える産業とうるおいゾーン 

具体的な取り

組み 

土地利用の増進の取り組み（環境に配慮した土地利用の見直し、企業誘致の推進、環境産業の誘

致と振興） 

 
利便性の向上の取り組み（利便施設の立地に対応した土地利用の見直し、公共交通のあり方の検

討など） 

 「にぎわい・交流拠点」の形成の取り組み（にぎわい機能・市民交流軸の創出） 

 
市民と都市住民のための憩い空間の創出の取り組み（マリンスポーツができる親水性ゾーンの創

出） 

 港湾の振興の取り組み（外貿定期コンテナ航路の充実、内航定期航路の就航推進） 
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（４）「交流農業ゾーン」の方針（生振地区・右岸地区・厚田地区・浜益地区） 
 

 生振、石狩川右岸、厚田、浜益地区一帯の農村地域を「交流農業ゾーン」と位置づけ、

まちづくりを進めます。 
 
  ゾーンの目標像 － 人と人が交流するみどり豊かな田園ゾーン 

 

  □ゾーンの現況 

  本市の農業は、平野部から中山間部までの豊かな自然条件のもと、様々な農業生産が

営まれています。また、近年急速に高まっている地産地消や農商工連携の取り組みは、

地域農業の新たな発展の可能性を示すものとなっています。 

  ゾーン全体としては、農業者の高齢化や後継者不足、輸入農産物の影響を受けての農

業所得の減少など、農業環境は極めて厳しい状況にありますが、大消費地である札幌市

に隣接した優位性を活かした都市近郊型農業の進展や、景観、農産物の魅力を最大限に

活かしたグリーンツーリズムの取り組みなどは、地域の活性化の動きとして大いに期待

されています。 

 □ゾーンの課題 

  豊かな地域資源を活かして、多様な業種と連携する農業を目指すために、市民との協

働による地産地消の推進や農商工連携の推進とともに、農村の魅力を活かした都市との

交流促進が求められています。 

 □具体的な取り組み 

  ・農地の開発を抑制し、農業環境の保全に取り組みます。 

  ・豊かな農村景観を、守り、育てる取り組みを進めます。 

  ・グリーンツーリズム、農業体験などの取り組みを促進します。 
  ・市民との協働による地産地消の取り組みや、都市と農村の交流を積極的に進めます。 
  ・新規就農者に対する情報提供や、新規就農者の育成・確保に向けた取組を検討しま

す。 

   
  

   交流農業ゾーン（生振地区・右岸地区・厚田地区・浜益地区）の取り組み 

地区の目標像 人と人が交流するみどり豊かな田園ゾーン 

具体的な取り

組み 
農業環境の保全の取り組み 

 豊かな農村景観づくりの取り組み 

 グリーンツーリズムの促進（農業体験、ファームイン、観光農園） 

 地産地消の促進や都市と農村との交流の取り組み 

 新規就農者の育成・確保と情報提供 
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（５）「自然環境ゾーン」の方針（高岡地区・厚田地区・浜益地区） 
 

 高岡、厚田、浜益地区の山林地域を「自然環境ゾーン」と位置づけ、まちづくりを進

めます。 
 
  ゾーンの目標像 － 人と自然が共生する自然環境ゾーン 

 

  □ゾーンの現況 

  ゾーン全体として、人工林の施業管理において一部滞りがみられるものの、山林は比

較的良好に保全され、特徴的な自然景観を形成しています。人口問題としては、高齢化

の進行や若年層の地区外への転出などにより、減少傾向が顕著となってきています。 

  厚田地区では、原野の一部おいて、民間事業者による別荘地の開発が複数箇所でみら

れます。 

 □ゾーンの課題 

  若年層が定住するためには、就労場所と住宅の確保が課題となっています。農林水産

業や環境保全に大きな役割を果たしている山林については、引き続き適切に管理してい

くことや、市民や都市住民の学習・レクリエーション活動のニーズの高まりに対応する

取り組みが求められています。 

  また、今日的な課題としては、外国資本による水源地周辺の土地の取得に対する対応

を引き続き進めていくことや、無秩序な土地の造成を規制する取り組みが必要となって

います。 

 □具体的な取り組み 

  ・若年層の定住を促進する取り組みを進めます。 

  ・低炭素社会を実現するため、緑地、山林の無秩序な開発の抑制や適切な管理により、

地球環境や資源を保全する取り組みを進めます。 

  ・自然観察会、林道ウォークなど自然環境を活かした体験学習に取り組みます。 
  ・市民との協働による、自然循環型の森づくりを推進します。 
   
 

   自然環境ゾーン（高岡地区・厚田地区・浜益地区）の取り組み 

地区の目標像 人と自然が共生する自然環境ゾーン 

具体的な取り

組み 
若年層の定住の取り組み 

 緑地、山林の保全の取り組み 

 自然環境を活かした体験学習の取り組み 

 自然循環型森づくりの推進 
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２．重点地区・拠点の整備方針 
 
 これからのまちづくりでは、多様な市民活動を支えるコミュニティづくりや、人と人と

をつなぐネットワークづくりが欠かせなくなってきています。また、都市のアイデンティ

ティを高め、持続可能なまちづくりを進めていくためには、地域資源の活用などのほか、

交流や広域連携による取り組みが必要です。これらの課題に対応した地域づくりに向け、

質の高い地区・拠点の整備を、効果的に進めます。 
 

（１）「市民サービスゾーン」の整備（市役所･市民図書館･総合保健福祉センター周辺地区） 
 

 市民生活を支える公共施設などを集積し、市民サービスの中心的なゾーンとして整備

を進めます。整備にあたっては、うるおいと、安らぎを感じられる空間づくりに取り組

むとともに、市民や都市住民との交流を促進する、石狩市のコミュニティ・情報発信の

中心的なゾーンとして整備を進めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・市民交流とにぎわい機能の創出、みどりの空間と水辺への視線の誘導など、うるお

いと安らぎの空間を創出する取り組みを進めます。 

  ・公共施設などの集積による、質の高いサービス提供の場の創出、効率的な交通体系

のあり方の検討など、利便性の向上を目指し、取り組みを進めます。 

 

（２）「市民交流拠点」の整備（花川南浄水場周辺地区） 
 

 地域生活を支える公共サービスの提供機能だけでなく、交流の促進や、地域のコミ

ュニティ・情報発信の拠点としての整備を進めます。 
  具体的な取り組みとして、 

  ・市民交流とにぎわいの拠点、歩いて暮らせる拠点などの機能を持つ、地区のシンボ

ルとなる地区核の整備に取り組みを進めます。 
   ・斜め防風林と一体となった公園と歩行者ネットワークの形成により、地域と大学と

の連携を図るなど、地域活性化の取り組みを進めます。 

 

（３）「観光・レクリエーション拠点」の整備（旧役場周辺地区） 
 

 本町地区においては、観光振興の取り組みを進めていますが、市内・他都市間との交

流を更に進めるため、観光・レクリエーションの拠点として、歴史・自然などの地域資

源を活かしながら、公共サービス・商業機能など、地域の生活拠点の再生に向けた整備

を支援します。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・再開発事業などによる、交流とにぎわい拠点の形成を図り、本町地区の魅力の向上

を目指す取り組みを進めます。 

  ・砂丘の風資料館や海浜植物保護センターによる、歴史・文化、環境に関する教育を

推進します。 
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（４）「にぎわい・交流拠点」の形成（石狩湾新港複合機能地区周辺） 
 

 石狩湾新港複合機能地区周辺においては、市民と都市住民にとって、港湾ゾーンが、

より身近で、魅力的な空間と感じられる拠点づくりの取り組みを進めます。 

  具体的な取り組みとして、 

  ・にぎわい機能を創出する取り組みを進めます。 

  ・「市民交流軸」を創出する取り組みを進めます。 

 

  重点地区・拠点整備の取り組み 

市民サービスゾーン（市役所・市民図書館・総合保健福祉センター周辺地区） 

具体的な取り

組み 

うるおいと安らぎ空間の創出の取り組み（市民交流とにぎわい機能の創出、みどりの空間と水辺

への視線の誘導の取り組みなど） 

 
利便性の向上の取り組み（公共施設などの集積、質の高いサービス提供の場の創出、効率的な交

通体系のあり方の検討） 

市民交流拠点（花川南浄水場周辺地区） 

具体的な取り

組み 

２本の市民交流軸と一体となった、地区のシンボルとなる地区核の整備（市民交流とにぎわいの

拠点、歩いて暮らせる拠点の形成） 

 
地域と大学との連携による地域活性化の取り組み（斜め防風林と一体となった公園と歩行者ネッ

トワークの形成） 

観光・レクリエーション拠点（旧役場周辺地区） 

 

具体的な取り

組み 

本町地区の魅力の向上の取り組み（再開発事業などによる交流とにぎわい拠点の創出） 

砂丘の風資料館、海浜植物保護センターによる教育の推進（歴史・文化の継承、環境教育） 

にぎわい・交流拠点（石狩湾新港複合機能地区） 

具体的な取り

組み 
にぎわい機能の創出の取り組み 

 「市民交流軸」の創出の取り組み 
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３．将来市街地の取り組み方針 
 
 将来市街地については、経済社会状況や既存市街地の土地利用の状況などを総合的に検

討し、市全体のまちづくりや土地利用上妥当で、開発が確実に推進される地区について、

将来市街地として位置づけしていきます。 
 

（１）住宅系土地利用検討地区 
 

 既存市街地に未利用地があることから、将来市街地の位置づけは原則として行わない

こととしますが、花川ニュータウン周辺地区については、住環境改善のための整備手法

を引き続き検討します。 
 

（２）商業業務系土地利用検討地区 
 

 石狩消防署周辺の市街化区域に隣接する区域及び道道石狩手稲線の沿線について、石

狩市全体のまちづくりに必要と認められ、周辺の土地利用と整合性が図られる商業業務

系の開発のうち、開発事業が行われることが確実な地区について、商業業務系市街地と

しての位置づけを検討します。 
 

（３）工業系土地利用検討地区 
 

 新港三角地区について、既存工業団地の土地利用の状況を踏まえながら、開発事業が

行われることが確実になった時点で、新たな工業団地としての位置づけをします。 
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第７章 実現に向けて 

 

１．基本的な考え方 
 

（１）大原則 

 

 石狩市のまちづくりは、「市民、事業者、行政の協働によるまちづくり」を、大原則と

して進めます。 
 

（２）基本的な考え方 
 

 １）多様な主体によるまちづくり 

  

  ●市民主体のまちづくり 

   市は、市民がまちづくりの主体であるとの認識に立ち、市民参加によって、合意を

得ながらまちづくりを進めるとともに、市民の自主的なまちづくりに対して、積極的

な支援をします。 

  ●事業者によるまちづくり 

 市は、企業や、開発事業者によるまちづくりを促進するため、調整し、協力します。 

  ●公共によるまちづくり 

  ・市が主体となるまちづくり 

 市は、市民参加を積極的に進めるとともに、良好な地域・地区環境を実現するた

め、必要に応じ、土地利用の規制、地区計画などの法制度の活用や、都市計画事業

などを実施します。 

  ・国、道、周辺都市、その他公的機関との調整・協力 

 市は、広域的な取り組みが必要となる施策を実現するため、関係する国、北海道、

近隣市町村、その他公的機関と調整・協力しながら、まちづくりを進めます。 
 

 ２）石狩市独自の取り組み 

 

 市では、幅広いまちづくりの分野に市民参加を取り入れることを目的として、「市民の

声を活かす条例」を制定しました。 

 今回の３計画共同での計画策定では、市民参加のモデル的な取り組みとして進められ

ました。 

 今後も、市民が持つ知識や経験を活かしていくため、この条例に基づきながら、市民

参加による、石狩市型のまちづくりを進めていきます。 
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２．都市マスタープランの実現化 
 

（１）個別計画の充実と横断的な連携 
 

 都市マスタープランは、都市計画や都市整備に関わる総合的なまちづくりの基本方針

であり、道路、公園、住宅、景観など、個別計画の上位計画として位置づけられます。

しかし、まちづくり全体としては、都市整備の分野だけでなく、環境、防災、福祉、教

育、文化など、様々な分野とも関連していることから、これらの分野とも連携を図りな

がら、都市マスタープランで示されている内容を具体化していくまちづくりを進めます。 
 

（２）地区レベルのまちづくりの検討 
 

 都市マスタープランを実現していくためには、地区レベルでのきめ細かなまちづくり

を進めていくことが、益々重要になります。 

 市は、地区の個性をつくる地域資源や、土地利用の現況など、地区の特性を活かした

地区レベルのまちづくりを、地区住民とともに検討し、都市マスタープランの実現を目

指します。 
 

３．実現に向けての方策 
 

（１）市民主体のまちづくりの推進 
 

 市では、「市民の声を活かす条例」の目的や理念に基づき、市民が主体となるまちづく

りを積極的に進めます。 
 

（２）市民参加の条件・参加環境の整備 
 

 市民参加のまちづくりを推進するため、全ての市民の参加が可能となる、参加環境の

整備を積極的に進めます。 
 

 １）まちづくりに関する情報の提供・周知・啓発 
 

 市民の自主的なまちづくりが円滑に進められるよう、市は出前講座や都市計画リーフ

レットなどを活用し、まちづくりに関する情報の提供や周知、啓発を積極的に行ないま

す。 

 

 ２）具体化・事業化への市民参加と合意の形成 
 

 都市マスタープランには、市全域を対象とする「全体構想」と、それを補完する「地

区別、ゾーン別の構想」により、取り進めることとしています。 

これに基づく具体化や事業化の検討にあたっては、市民参加による合意の形成を図り

ながら進めます。 
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 ３）まちづくり活動の場の形成 
 

 今回の３計画の取り組みで得られた市民参加の経験や、醸成された熱意は、市民主体

のまちづくりが、今後、目的別、地域的な取り組みへと広がっていくことを期待させま

す。 

 市は、市民の主体的な活動を支援するため、まちづくり活動の場の形成を積極的に進

めます。 

 

（３）まちづくりの推進・支援体制の充実 
 

 １）まちづくり支援体制の充実 
 

 地域に根ざした、きめ細かなまちづくりを進めていくためには、地区計画など、法制

度の活用や、まちづくりのルールの活用も重要になります。また、これらのまちづくり

の手法を活用していくためには、市民自らが、自分たちのまちをどのように改善すべき

かなど、合意を形成し、互いに協力しながら、まちづくりを進めていくことが重要にな

っていきます。 

 市は、そのための支援として、市民が主体となってまちづくりが進められるよう、ま

ちづくり活動に関する相談体制や支援体制を充実させます。 
 

 ２）関係機関との連携の強化 
 

 都市マスタープランの実現のためには、市民、事業者、行政が協働してまちづくりを

進めていくことが基本になります。市が主体となって行なう事業の実施や財政面につい

ては、国、北海道、近隣市町村との連携を強化しながら進めるとともに、市の施策への

協力を、積極的に要請します。 
 

（４）条例などによる計画の強化 

 

 都市マスタープランは、都市計画法で位置づけられた計画ですが、市民、事業者、行政

の全てがこの計画を守り、育てながら、計画の実現化を図っていけるよう、（仮称）まちづ

くり条例や（仮称）景観条例などの制定を検討します。 

 

 

４．実現体制の整備 
 

 市民、事業者、行政のパートナーシップによるまちづくりを支える、実現体制の整備

を検討します。特に、市民の発意や、行動を受けとめる体制の整備について、重点的に

検討します。 
 

（１）協議会システムの検討 
 

 市民参加のまちづくりを前提とする、まちづくりに関する協議会などの設置を検討し

ます。 
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 １）地域別協議会 
 

 地域や学校区単位でのまちづくり（行政からの提案や地元の発意・要望）を進めるた

め、町内会組織の活動を支援するとともに、地域別の協議会についても検討します。 
 

 ２）特定テーマ、特定地区のまちづくりに関する協議会 
 

 特定のテーマや、特定の地区のまちづくりに関する協議会などを、必要に応じて設置

し、連携して取り組みます。 
 

（２）まちづくり市民活動団体・組識との連携システムの構築 
 

 まちづくり市民活動団体や組識と行政との協働のまちづくりを、より一層進めるため、

団体・組識と行政が連携するシステムの構築を進めます。 

 

５．まちづくりのプロセスの明確化 

 
 「市民の声を活かす条例」に基づき、まちづくりへの市民参加のプロセスを明らかにし、

積極的に推進します。 
 

６．今後の取り組み 
 

（１）検討及び施策化 
 

 この都市マスタープランにおいて提案された内容の施策化にあたっては、引きつづき

検討を行ない、順次施策化が図られるよう努力します。 
 

（２）都市マスタープランの進行管理・評価・見直しの実施 
 

 この都市マスタープランを着実に実行していくため、策定後、おおむね５年ごとに、

その内容や達成状況を評価、検討し、必要に応じて、見直しを行ないます。また、社会

経済状況の急激な変化により、まちづくりに大きな変更が生じると判断される場合や緊

急の見直しの必要性がある場合は、柔軟かつ速やかに見直しを行ないます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 実現に向けて 




