


ご あ い さ つ 

 
石狩市は、石狩湾の東北沿岸約 74キロメートルに拡がり、石狩川の河口では大雪の雪融け水を

注ぎ込んでいます。 

江戸期から農業と漁業を産業の基盤として栄えてきたまちですが、昭和 40年以降は、石狩湾新

港の建設とその背後の工業流通団地の開発に始まり、大規模な住宅地開発が数多く進められたこと

により、人口が急増し、新港地域への進出企業も600社を越えるなど、まちは大きな変貌を遂げて

きました。 

更に平成 17年には、旧厚田村、浜益村との合併によって、これまで以上に自然景観に優れた、

海と山の恵みがあふれる魅力いっぱいのまちとなっております。 

さて、平成13年に策定した、これまでの都市マスタープランと水とみどりの基本計画は、20年

後の平成32年の石狩市の将来像をイメージした計画となっておりましたが、策定から10年が経過

したなかで、ここ数年の急激な社会状況の変化や、旧厚田村と浜益村との合併による環境の変化に

も対応出来る計画できるよう、見直しを行なうこととしたものです。 

これからの石狩市は、優れた都市環境を保全し、「低炭素」「循環型」社会に向けたコンパクトな

まちづくりを基本としながら、道央圏の物流拠点としての地位を確固とするとともに、石狩湾新港

地域のポテンシャルを最大限に活かしたエネルギーの供給基地づくりに取り組みつつ、日本海に面

する地理的優位性と寒冷地の特性を活かした新たな産業の振興とそのための基盤整備を進めるほ

か、東日本大震災を教訓に、立地企業などと連携した災害時におけるバックアップ機能を有するま

ちづくりを進めます。また、高齢化社会にあっても快適に暮らし続けられるよう、土地利用の見直

しや都市基盤の更新を計画的に進めてまいりたいと存じます。 
最後に、市民の皆様には日ごろから、本市のまちづくりに多くの貴重なご意見をいただいており

ますことに感謝を申し上げます。私たちは、今後も市民の皆さんの声をお聞きしながら、より暮ら

しやすいまちづくりに取り組んでまいりたいと存じます。 
 
                               平成 25年３月 
                               石狩市長 田岡 克介 
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1 章 石狩市 水とみどりの基本計画について 

1 章 石狩市 水とみどりの基本計画について 

 
１． 水とみどりの基本計画の背景と目的 
 

近年、都市部においては、みどりの減少やヒートアイランド現象＊1などの環境問

題が顕在化し、地球規模においても温暖化や酸性雨などさまざまな問題が発生して

きている。また、住民の間からは、自然とのふれあいを求める声がますます強くな

っており、みどり豊かでうるおいのある生活環境を形成することが求められている。 
このようなことから、平成 6年、都市緑地保全法＊2が改正され、住民に最も身近

な自治体である市町村が、地域の実情を充分考慮し、みどりの保全と創出に係わる

施策をより計画的に推進できるよう「緑地の保全および緑化の推進に関する基本計

画＝緑の基本計画」という制度が創設された。 
本市においても、市民の間からは森林や水辺の保全、公園緑地の整備、公共施設

や民有地の緑化など、自然と人間が共生する豊かでうるおいのある都市環境を形成

し、ゆとりと安らぎのある市民生活を実現することが求められていることから、今

般、この制度に基づき、本計画を策定したものである。また、本計画の策定にあた

っては、「市民協議会」などの場を通じ、市と市民がともに豊かでうるおいのあるま

ちの形成を目指し、緑地の保全と緑化を推進するための施策等を協働で定めてきた

ものである。 
なお、本市は海辺に面した河口のまちであり、石狩川や茨戸川など河川区域面積

が大きく、“水”との関わりが大変深いまちである。海岸や川は、自然豊かな憩いの

場であり、ふるさとの風景となる重要な要素となっている。このため、本計画では、

“水”を“みどり”とともに考え、ともに位置づけ、豊かでうるおいのある生活環

境の形成を目指すべきであるとの考えから、本計画を「石狩市 水とみどりの基本

計画」としたものである。 
 
 
 

＊1 ヒートアイランド現象：建物の密集や冷暖房の普及、道路の舗装による輻射熱の増大など都市化によるさま

ざまな要因のために、都市部が郊外部と比べて気温が高くなっている現象。等温線

を描くと都市部が島のような図形になるところからこう呼ばれるようになった。 

 

＊2 都市緑地保全法：都市における緑地の保全および緑化の推進に関して必要な事項を定め、良好な都市環境の

形成を図ることを目的とした法律。平成 6年の改正により「緑の基本計画」制度が創設さ

れた。平成16年の改正により、「都市緑地法」に改称された。 

以下は、緑の基本計画制度に係る法第４条の条文である。 

（都市緑地法第4条）「市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する

措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するた

め、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画を定めることができる。」 
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２．水とみどりの基本計画の位置づけ 

「石狩市 水とみどりの基本計画」は「石狩市新総合開発計画」を上位計画とし、

「都市計画に関する基本方針（石狩市都市マスタープラン）」および広域の都市計画

（「整備、開発又は保全の方針」）との整合を図りながら定める。 
また、広域的観点から配置されるべきみどりとオープンスペース＊1の確保目標水

準、配置計画等を示した「北海道広域緑地計画」とも適合するものとする。 
本市では、「石狩市環境基本計画＊2」、「石狩市都市マスタープラン＊3」および「石

狩市 水とみどりの基本計画」の３つの計画を同時に策定することとした。３つの計

画は地球環境から身近な住環境まで、都市環境の観点から極めて深い相関関係にある

ため、積極的な「市民参加」のもと、互いに関連する項目について、効率的、効果的

に総合調整が図られるよう、同時に策定することとしたものである。 

■図1-1 石狩市の「環境・緑・都市計画」策定にあたっての体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

なお、以上の当初策定時のスタンスを踏まえ、中間見直しでは、本文と図 1-1中の「石

狩市新総合開発計画」は、「第４期石狩市総合計画」に、また「整備、開発又は保全の方針」

は「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に置き換え、各々の内容を踏まえて、見

直しを行った。 
 

＊1 オープンスペース：公園、広場、河川、湖沼、山林、農地等、建物によって覆われていない土地の総称。 

 

＊2 石狩市環境基本計画：近年問題となっている地球温暖化やオゾン層の破壊､酸性雨など地球規模の環境問題に

対応するため、本市が長期的展望に立った環境負荷の少ない社会を創造するための環

境の保全および創造に関する総合的､計画的な施策の推進を図るための計画。 

 

＊3 石狩市都市マスタープラン：本市が、創意工夫のもと住民と協働してまちの将来像を描くため、住民の意見

を反映させ地域社会特有の身近な都市空間を重視したまちづくりの具体的ビ

ジョンを示すマスタープラン。 

 

石 狩 市 新 総 合 開 発 計 画 

石狩市 環境基本計画 

石狩市 都市マスタープラン 

石狩市 
水とみどりの基本計画 

連携・調整 

連携・調整 

連携・調整 
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関連計画 

・
整
備
、
開
発
又
は
保
全
の
方
針 

・
北
海
道
広
域
緑
地
計
画 

…… 



 

3 

1 章 石狩市 水とみどりの基本計画について 
 
３．水とみどりの基本計画策定の手順 
 
 
 

２章 石狩市の概要 
2-1 地勢 2-2 気候 2-3 沿革 
2-4 人口 2-5 産業構造 2-6 土地利用 
2-7 道路 2-8 石狩湾新港地域 
2-9 自然環境 

２－10－(1) 
緑被地の現況 

 

２－10－(2) 
緑地の現況 

 

２－11 
石狩市の水とみどりの構成 

 
３章 市民意向の把握･整理 

市民協議会の開催 
アンケート調査の実施 

４章 解析評価と課題の整理 
４－１ 環境保全系統緑地 
４－２  レクリエーション系統緑地 
４－３  防災系統緑地 
４－４ 景観系統緑地 
４－５ 水とみどりの要素別の 

評価・分析と課題の抽出 

5 章 基本方針と目標 

５－１ 
  計画の基本理念 

 
５－５ 
  計画フレーム 
 

５－３ 
  計画の基本方針 
 

５－２  
水とみどりの将来像 
 

５－６  
  目標水準の設定 
 

６章 緑地の配置方針 
 

７章 緑地の保全および 
緑化推進のための具体的展開 

 

８章 緑化重点地区 
 

６－３ 
緑化重点地区の設定 

 

５－４ 
  施策の体系 
 



 

4 

 
 
４．水とみどりの基本計画が対象とする緑地の定義 

 

水とみどりの基本計画の対象となる「緑地」は、制度的には都市緑地法等により下

図のように位置づけられている。 
本計画における「緑地」は、制度上緑地としての永続性が担保されている緑地、将

来担保されうる緑地、あるいは社会通念上現在および将来ともに緑地として永続性

を有する緑地とする。従って、樹林地だけでなく、公園や学校のグラウンド、河川、

民間の植栽地なども含めて考えるものとする。 
 

■図1-2 水とみどりの基本計画が対象とする緑地 

 
 

 

資料：「緑の基本計画ハンドブック改訂版」 

緑地 

公共施設緑地 

民間施設緑地 

都市公園以外で公園緑地に準ずる機能を持つ施設 
都市公園を除く公共空地、国民公園、自転車歩行者専
用道路、歩行者専用道路、地方自治法設置又は市町村

条例設置の公園、公共団体が設置している市民農園、

公開している教育施設（国公立）、河川緑地、港湾緑
地、農業公園、児童遊園、公共団体が設置している運

動場やグラウンド、こどもの国、青少年公園、等 

公共公益施設における植栽地等 
学校の植栽地、下水処理場等の付属緑地、道路環境施

設帯および植樹帯、その他公共公益施設における植栽
地、等 

 
公開しているもの､永続性のあるもの 

市民緑地、公開空地、市民農園（上記以外）、一時開

放広場、公開している教育施設（私立）、市町村と協
定等を結び開放している企業グラウンド、寺社境内

地、屋上緑化の空間、民間動植物園、等 

緑地保全地区（都市緑地法） 
風致地区（都市計画法）、生産緑地地区（生産緑地法） 
近郊緑地保全区域（首都圏近郊緑地保全法他） 
近郊緑地特別保全地区（首都圏近郊緑地保全法他） 
歴史的風土保存区域（古都保存法） 
歴史的風土特別保存地区（古都保存法） 
自然公園（自然公園法） 
自然環境保全地域（自然環境保全法） 
農業振興地域・農用地区域（農業振興地域整備法） 
河川区域（河川法）、保安林区域（森林法） 
地域森林計画対象民有林（森林法） 
保存樹・保存樹林（樹林保存法） 
名勝・天然記念物・史跡等緑地として扱える文化財 
（文化財保護法）、等 

緑地協定（都市緑地法） 

条例・要綱・契約・協定等による緑地の保全地区や緑化

の協定地区、樹林地の保存契約、協定による工場植栽地、

都道府県や市町村指定の文化財で緑地として扱えるも
の、等 

都市公園法で規定するもの 
街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、 

運動公園など 

都市公園以外 

都市公園 

法による地域 

協 定 

条例などによるもの 

地

域

制

緑

地

等 

施

設

緑

地 

※ 

※ 

※ 

※ 

※巻末参考資料「用語の解説」参照。 
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２章 石狩市の概要 

２章 石狩市の概要 
１．地 勢 

石狩市は、道央圏の北部、石狩川の最下流部に位置し、北は増毛町、東は新十津川町

及び当別町、南は札幌市、小樽市に隣接している。市域は東西約29km、南北約67km、総

面積は721.86㎢で南北に細長い形をしており、北東部の増毛山地と南西部の石狩平野に

よって地形が形成されている。 

また、市域は西日本海に面し、海岸線は南北74kmに及び、北部は暑寒別天売焼尻国定

公園に含まれる断崖海岸、南部は砂浜海岸、石狩湾新港地区となっている。市街地北東

部を石狩川と茨戸川、市域の境界を発寒川が流れているほか、北部の山岳・丘陵地帯を

源流に、厚田川、浜益川が日本海に注いでいる。 
 

 
図2-1 石狩市の位置 
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２．気 候 

石狩市の気候は日本海に面しているため、海洋性の特色を呈する「日本海側気候」

に属しており、夏冬の温度差が少なく、積雪地域としては比較的温暖となっている。

また、春と冬の季節風が強いことも特徴である。 

■表2-1 石狩市の気象 

 
気象庁HP   

３．沿 革 

石狩という地名は、市内を流れる石狩川が、アイヌ語で「イシカラ・ベツ」（「曲が

りくねって流れる川」「神様が造った美しい川」の意味）と呼ばれていたことから名付

けられた。石狩市を中心とした地域は、江戸時代からサケ漁を主産業として栄え、昭

和 20年代からは稲作が盛んであった。昭和 40年代後半からは、花川地区を中心に都

市化が進み、同時に石狩湾新港地域の開発が始まり、札幌圏の生産・流通の拠点、国

際貿易港のあるまちとして変貌を遂げた。 

平成８年９月には、市制を施行し、平成 17年 10月に厚田村、浜益村と合併したこ

とにより快適な住環境と石狩湾新港地域を背景とした工業・流通に加え、漁業・林業

等とこれまでにも増して多彩な産業を併せ持つ、よりバランスのとれた都市へと発展

を続けている。 
 

４．人 口 

石狩市の人口は、昭和40年代後半から平成のはじめにかけて急激に増加し、特に昭

和50年から昭和55年にかけて実に２倍の人口増加となった。平成22年の人口は59,443

人となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査 

■図2-2 人口の推移 
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５．産業構造 

石狩市の産業別就業人口は、昭和40年代までは豊かな自然資源を利用した農水産業

等の第１次産業が中心であったが、その後、住宅地の造成や石狩湾新港地域の開発に

伴い、第２、第３次産業へと急激に変化している（合併に伴い第１次産業の割合が増

加しました）。業種別では、卸売・小売業が最も多く、次いで建設業、サービス業、製

造業となっている。 

 
国勢調査 

■図2-3 産業別就業人口（大分類） 

 

平成17年国勢調査 

■図2-4 産業別就業人口（中分類） 
 

６．土地利用 

石狩市の行政区域面積 721.86km2のうち、山林及びその他（国有林等）が約８割を

占めている。次いで原野、田、畑が続き、宅地の面積は約18km2となっている。 

■表2-2 石狩市の土地利用別面積（平成22年１月１日現在） 

 
市税務課       
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７．道 路 

石狩市の道路延長は、平成21年度末現在約920kmで、国道は231号、337号及び451

号の３路線で延長 110.5km（舗装率 100％）、道道は月形厚田線、石狩手稲線、岩見沢

石狩線、小樽石狩線矢
や

臼
うす

場
ば

札幌線、花畔札幌線、望来当別線及び樽川篠路線の８路線

で延長64km（同99.4％）、市道は延長742.7km（同76.7％）となっている。 

 

８．石狩湾新港地域 

石狩湾新港地域は、重要港湾石狩湾新港を核とする開発総面積約 3,000haに及ぶ大

規模工業流通団地である。北海道の政治・経済の中心である札幌市に隣接する恵まれ

たロケーションに、600社を超える企業が集積し、道内有数の産業拠点として成長を続

けている。 

平成15年に石狩湾新港が国から静脈物流＊１ネットワークの拠点となる「リサイクル

ポート＊２」として指定されるとともに、近年は、冷涼な気候や雪氷冷熱、太陽光、風

力といったクリーンエネルギーを活用し、省エネルギー、省資源の環境に配慮した産

業拠点の形成を目指している。 

 

 

石狩湾新港地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１静脈物流： 

使用済みの製品や廃棄物をリユース、リサイクルする目的で集荷し、再資源化拠点まで運搬する物の流れを指し

ている。人間の体の仕組みのうち、動脈と静脈の関係に例えて表現される。 
＊２リサイクルポート： 

国土交通省が指定する「総合静脈物流拠点港」をいい、使用済みの製品や廃棄物の輸送を担うなど、広域的なリ

サイクル物流の拠点となる港湾のこと。石狩湾新港は、平成15（2003）年に指定された。 
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９．自然環境 

 

① 概 要 

石狩市の地形は、市街地北東部を石狩川と茨戸川、市域の境界を発寒川が流れ、北

東部の増毛山地と、南西部の石狩平野の一部を構成する平地から成り立っている。石

狩湾の北側約半分を占める海岸線の長さは約74kmとなっている。 

石狩湾新港東端から厚田区聚
しっ

富
ぷ

までの海岸は、石狩川から運ばれた砂が波と風によ

って海岸に積もってできた砂丘海岸ですが、厚田区聚富から浜益区までの海岸の大部

分は、増毛山地が波に侵食されてできた断崖海岸となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図2-5 石狩市の自然環境の概要図 

 

（平成21年10月現在） 

注：第４期石狩市総合計画 基本構想 土地利用方針図をもとに作成 

雄冬山

浜益岳

群別岳

黄金山

濃昼岳

安瀬山

厚田川

浜益川

日本海

茨
戸
川

石狩川

石狩湾新港地域

一般海岸

主な市街地、集落

国道・道道

凡　　例

山林・原野・草原

農　地

河　川

⑧

⑤

②

②

②

⑥

③

④⑦

①－１

①－２

①－３

⑨

⑨

あつた
ふるさとの森

石狩市役所

石狩湾新港

地    域 指定名称 指定法令等 

石狩浜 すぐれた自然地域 
北海道自然 

環境保全指針 

 

はまなすの丘公園 ①－１ 都市緑地 都市公園法 

 河口地区 河口地区 

石狩市石狩川 

河口海浜植物等 

保護条例 

海岸保全区域 ①－２ 海岸保全区域 海岸法 

海岸林 ①－３ 
保安林 森林法 

花川・生振地区等防風林 ② 

 石狩防風林 身近な自然地域 

北海道自然 

環境保全指針 

石狩川下部 ③ すぐれた自然地域 

 真薫別河畔林 

身近な自然地域 

紅葉山砂丘林 ④ 

八の沢自然林 ⑤ 

茨戸川 ⑥ 

紅葉山公園 ⑦ 

実田神社 ⑧ 
北海道環境 

緑地保護地区 

北海道自然 

環境等保全条例 

暑寒別・雄冬地区 

送毛・濃昼・安瀬地区 

暑寒別天売焼尻 

国定公園 
自然公園法 

すぐれた自然地域 
北海道自然 

環境保全指針 

 

⑨ 
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② 自然地域 

自然環境法令に基づく自然保護地区等は、暑寒別の山岳・海岸、石狩浜・石狩川河

口、防風林や河畔林、記念保護樹木などである。主な自然地域は以下のとおりとなっ

ている。 

 

１） 石狩浜 

はまなすの丘は石狩川河口部の砂
さ

嘴
し
＊１で、ハマナスやハマボウフウなど海浜植物の

群生地となっているほか、草原性の鳥や水辺の鳥など野鳥の貴重な生息地・中継地で

あり、石狩川河口海浜植物等保護条例及び都市公園条例により、植物の採取や車の乗

り入れなど生態系に影響を及ぼす行為が禁止されている。 

小樽市銭函から石狩浜、厚田区無
む

煙
えん

浜まで石狩湾に沿って連なる約25kmの自然の砂

浜は、一部石狩湾新港の建設で失われたが、ハマナス、ハマニンニク、コウボウムギ

などが生育する、幅 100～150ｍの海岸草原と広い所は幅 600ｍに及ぶカシワの天然海

岸林が良好な状態で残り、自然散策に訪れる人で賑わっている。 

また、春にはハマボウフウ採り、夏はマリンスポーツなど海水浴以外での利用も多

くされているが、利用者のごみの放置や四輪駆動車、バギー車などの走行による植生

や砂丘地形への影響が懸念されている。 

 

２） 花川・生振・石狩湾新港地域の防風林 

市街地の花川地区や農村部生
おや

振
ふる

地区では、帯状の防風林としてハルニレ－ヤチダモ

が優占する自然林がまとまって残っており、原生の面影を伝えている。かつて石狩平

野で広く見られた植物や森林性の野鳥も多く見られる。 

市街地の花川南防風林内は、野鳥観察や散策など市民の憩いの場として親しまれて

いる。 

また、石狩湾新港地域では、開発前の水田地帯を守っていた防風林が縦横に残され

ており、市街地との間には、ハルニレ、ドロヤナギ等からなる遮断緑地や緩衝緑地＊２

が大規模に造成されている。 

 

３） 石狩川下流部湿原 

石狩川下流部の氾濫源には、ヤナギ低木林やハンノキ林が発達し、林床にはミズバ

ショウが群生している。道内有数のミズバショウ群生地となっているマクンベツ湿原

は木道が整備され、早春から多くの人が訪れる。また、森林性、草原性の鳥、水鳥な

ど野鳥の貴重な生息地、中継地でもある。 

 

 

 

 

 
 

＊１砂
さ

嘴
し

： 

沿岸流や風などにより運ばれた土砂が、海岸から 嘴
くちばし

のように細長く堆積した砂礫質の地形のこと。 
＊２遮断緑地・緩衝緑地： 

大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止や緩和若しくは災害の防止を図ることを目的として造成される緑地。

一般に、公害や災害の発生が危惧される地域から、居住地域や商業地域等を分離遮断することが必要な場合に設置

される。 
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４） 暑寒別天売焼尻国定公園 

暑寒別天売焼尻国定公園は、石狩市、新十津川町、雨竜町、北竜町、増毛町、羽幌

町の１市５町にまたがり、面積は43,559haに及ぶ。石狩市域では暑寒別山系の鋭鋒群
くん

別
べつ

岳、浜益岳など浜益区の山岳地帯と厚田区濃
ごき

昼
びる

の海岸部が指定されている。浜益区

の秀峰黄
こ

金
がね

山は、特異な山容で知られ、多くの登山者が訪れる人気の高い山である。 

５） その他自然地域等 

上記のほか、市街地に残る紅葉山砂丘林、高岡地区の八の沢自然林、石狩川の治水

工事の結果形成された三日月湖茨戸川、国蝶のオオムラサキが生息する実田神社の森

や郷土の樹木として親しまれている記念保護樹木などがある。 

 

 
黄金山 
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１０．水とみどりの現況  
（１）緑被地の現況 

本市の緑被地＊1の面積は、平成22年度末現在、都市計画区域内で6,325.0haとな

っており、その緑被率＊2は66.9％と高くなっているが、市街化区域の緑被率は19.4％

となっている。緑被地のうち生振地区を中心に広がっている農地は、現況で

3,364.9haとなっており、緑被地全体の約５割以上を占めている。また、都市計画区

域内の樹林地・草地等の緑被地は1,788.4haとなっており、全体の約３割を占めてい

る。 

緑被地の３割を占める樹林地の内訳をみると、農耕地を守る耕地防風林として発達

した防風林の存在が大きいほか、市街化区域内では、遮断緑地など保安林の存在があ

げられる。また、市街化調整区域内の石狩海岸沿いには、海岸砂丘林であるカシワの

樹林地が広がっており、大きなみどりの資源となっている。 
市街化調整区域内の紅葉山砂丘は、5～6千年ぐらい前にできた大規模な海岸砂丘

で、一部にミズナラ・イタヤカエデなどの広葉樹天然林が残存し、多くの遺跡が見つ

かるなど、学術的にも貴重な場所となっている。 

本市は市街地の中央を石狩川・茨戸川が流れ、発寒川と日本海に囲まれているため、

緑被地に占める水面の比率が高くなっているのが特徴である。 

また、石狩海岸は、ハマナスをはじめとした貴重な海浜植物の宝庫であるのと同時

に、石狩を象徴する景観のひとつとなっている。さらに石狩川の真勲別湿原には、ミ

ズバショウ群生地など貴重な植生がみられる。 

なお、都市計画区域外の厚田区、浜益区、高岡地区を加えると、全市の緑被地の面

積は、都市計画区域内の面積の約10倍、緑被率は9割を超えるなど、市全体では非

常に緑豊かなまちであることが、数字からも明らかになっている。 

■表2-3 緑被地の現況量   （単位：ha）

区      分 

市街化区域           
（１） 

市街化調整区域           
（２） 

都市計画区域           
（１）＋（２）＝（３） 

2,794.0  6,654.0  9,448.0  

農地 0.0  3,364.9  3,364.9  

樹林地・草地等の緑被地 453.0  1,335.4  1,788.4  

水面 9.8  860.8  870.6  

都市公園の植栽地 32.5  51.0  83.5  

公共公益施設の植栽地 30.7  24.6  55.3  

民有地の植栽地 16.0  146.3  162.3  

緑被地面積の合計 542.0  5,783.0  6,325.0  

緑被率（%） 19.4  86.9  66.9  
（注）・裸地は算入しない。 

・都市公園の植栽地は、都市公園法で規定しているもののうちにある緑被地を対象とする。 

・公共公益施設の植栽地は､都市公園を除く公共公益施設内にある概ね500㎡以上の一団となった緑被地

を対象とする。 

・民有地の植栽地は､民有地における上記区分以外の概ね500㎡以上の一団となった緑被地を対象とする。

＊1緑被地：樹林地・草地・農耕地・水辺地・および公園緑地等、植物のみどりで被覆された土地、もしくはみどりで被

覆されていなくとも自然的環境の状態にある土地の総称。 
＊2緑被率：地域面積に占める緑被地面積の割合。 
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（２）緑地の現況 

 

本市の緑地のうち、都市計画区域内の緑地の総量は、平成22年度末現在2,844.1ha

であり、都市計画区域の 30.1％を占めている。市街化区域内の緑地は 236.8haであ

り、市街化区域の8.5％にあたる。 

本市は石狩川や茨戸川などの大河川をはじめとした多くの河川があり、都市計画

区域内の緑地総量のうち、地域制緑地の河川敷地が７割近くを占めているのが大き

な特徴である。また、市街地を中心に残っている耕地防風林の多くが、地域制緑地

の保安林地域として指定されており、都市計画区域内の緑地総量の２割を占めてい

る。 

施設緑地のうち、都市計画区域内における都市公園は135ヵ所、122.3ha、公共施

設緑地は129ヵ所、126.6haであり、残りはゴルフ場などの民間施設緑地である。 

都市公園としては、街区公園 113ヵ所、近隣公園 7ヵ所、地区公園 2ヵ所（樽川

公園、石狩ふれあいの杜公園）、運動公園1ヵ所（青葉公園）などの基幹公園が整備

され、その他都市緑地12ヵ所がある。現在、本市には規模の大きな総合公園が整備

されておらず、住民１人あたりの都市公園面積も全道平均を下回っている状況にあ

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表2-4 緑地の現況量  （単位：ha）

区      分 

市街化区域  

（ha）        

都市計画区域 

（ha）       

2,794.0 9,448.0 

施

設

緑

地 

都市公園    62.9 122.3 

公共施設緑地※  59.7  126.6 

民間施設緑地  16.2  162.5 

施設緑地合計 138.8  411.4 

地

域

制

緑

地 

法に

よる

もの 

河川敷地  34.0  1,903.9 

保安林  73.8  590.2 

地域森林計画対象民有林 70.4 153.1 

条例等によるもの ―   16.5 

地域制緑地小計  178.2  2,663.7 

地域制緑地間の重複  61.8  87.9 

地域制緑地合計  116.4  2,575.8 

施設・地域制緑地間の重複 18.4 143.1 

緑 地 現 況 量 総 計 236.8  2,844.1 

区域面積に対する緑地の割合 8.5％ 30.1％

（注）※公共施設緑地は、緑地間の重複面積を除いた面積とする。 

*1緑地：P４及び巻末参考資料「用語の解説」参照。 





 

1
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（旧石狩市） 
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１１．水とみどりの構成 

 
本市の水とみどりの構成は、幾重にもなった水とみどりのなかに、市民の暮らし

の場としてのまちがあると捉えることができる。 
 
まず、石狩川・茨戸川・発寒川と石狩海岸の水辺や海岸砂丘林であるカシワ林、

天然林も残る紅葉山砂丘等、自然性の高い水とみどりが、まちの外縁をなす大きな

骨格となっている。 
次に、市民の生活圏である市街地周辺には、縦横に走る防風林やポプラ並木、遮

断緑地等のまとまった樹林地が存在しており、緑視率＊1の高いみどり豊かな印象を

与える大きな要素となっている。 
そして、市街地内には、日常的に利用する公園、花やみどり豊かな街路など、生

活に密接したみどりが存在する。これらの水とみどりは、日常の暮らしにうるおい

を与え、生活環境を豊かにする大切な要素となっている。 
 
 

 
 

 
 

水とみどりの構成 構成する水とみどりの要素 

市の外縁をなす水とみどり 

石狩川・茨戸川・発寒川の水辺 
海岸砂丘林（カシワ林） 
石狩海岸・海浜植物群落 
五の沢・八の沢・高岡の森林 
防風林 
紅葉山砂丘 
農地 

市街地周辺の水とみどり 

防風林 
遮断緑地 
ポプラ等の並木 
街路樹 
樽川の水辺 
公園・緑地 

市街地内の水とみどり 

公園・緑地 
住宅地の花とみどり 
街路の花とみどり 
公共施設のみどり 
民間施設のみどり 

■表2-11 石狩市の水とみどりの構成 

＊１緑視率：主として市街地における緑の量の比率を示す指標のひとつ。立体的な視野内に占める緑量のことをいう。

人間の、普通の視野の範囲で撮影された写真のなかにある緑の割合をもって緑視率とする。 
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３章 市民意向の把握・整理 

１．市民の意見を計画に反映させる取組み 

 

本市の「水とみどりの基本計画」の策定にあたっては、互いに密接な関係にある

「環境基本計画」、「都市マスタープラン」の策定を総合的かつ有機的に進めるため、

「環境・緑・都市基本計画策定委員会」を設置し、３計画の策定を同時に進めた。 

これら３計画の策定は、市民意見等を反映させるために市民の参加のもとで進め

ることとした。市民参加については、市民が主体となった市民協議会を組織し、ワ

ークショップ＊1形式による意見や提案を聞く場を設けた。また、広報やインターネ

ットホームページ、３計画情報誌等を活用した情報提供を行い、市民協議会等の開

催状況や計画策定情報を市民に随時提供してきた。 

さらに、より多くの市民ニーズを把握するため、環境とみどりに関する市民･事業

者を対象にしたアンケート調査を行った。 

 

■図3「環境・緑・都市基本計画」市民参加プログラム 
 

３
計
画
策
定
の
流
れ 

市 

民 

参 

加 

 

   平成 11 年度    平成 12 年度    平成 13 年度 

環境基本条例策定作業 条例制定 

（みどり・都市系条例制定作業） 

（3基本計画制定作業（素材）） ※ 3基本計画制定作業（素案・原案） 

（主要な課題）  （部門別方針） 

（基本方針）   （地域別方針） 

               （実現の方途） 

 基本方針     部門別方針 

              地域別方針 

              実現の方途 

※作業部会業務（市民参加） 

 

３ 
 

基 
 

本 
 

計 
 

画 

 3 計画策定市民協議会（ワークショップ） 

 「まちづくりサロン」づくり 

 広報いしかり（連載）･インターネット・3 計画情報誌「まちの未来図」 

 市民・事業者アンケート（環境・緑）  市民アンケート（都市計画） 

（条例制定） 

＊１ワークショップ：もともとは工作仕事をする仕事場、作業場のこと。まちづくりやコミュニティづくり、計画づ

くりなどの場合には、参加者がともに議論し、あるいは現場を見て協働で計画づくりの提案な

どをまとめる作業をする集まりのことを指している。 

 意見交換会 
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３章 市民意向の把握・整理 
 

２．水とみどりに対する市民の意見 
 
（１）市民協議会における｢水とみどりの基本計画｣に関する議論 

３計画策定の市民協議会は、平成11年度には５回開催され、環境・都市・みどり

３計画のそれぞれの分野に分けず、市の将来像について幅広く議論を行った。 

また、平成12年度は、３計画ごとの部会に分かれそれぞれにテーマを設けて議論

を行い、各計画の素案･原案づくりのもととなる市民の意見や考えについてとりまと

めを行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 月 日 取 組 み テ ー マ 

平

成

11 

年

度 

9 月 4 日 第 1 回市民協議会 ｢これからどんなまちを目指すのか｣ 

10 月 9日 第 2 回市民協議会 ｢環境･緑について考えよう｣ 

11 月 6日 第 3 回市民協議会 ｢環境についてもっと考えよう｣ 

12 月 4日 第 4 回市民協議会 ｢まちの顔｣ 

2 月 5 日 第 5 回市民協議会 ｢こんな石狩いかがですか｣ 

3 月 5 日 まちづくり発表会  

平

成

12

年

度 

4 月 22日 第 6 回市民協議会 

みどり班：石狩のみどりについて―守るみどり― 

環 境班：循環型社会を目指した環境にやさしい

まちづくり 

都 市班：市の将来人口と交通の問題 

6 月 3 日 第 7 回市民協議会 

みどり班：育てるみどり～公園整備･植樹等 

環 境班：食の安全確保と健康な市民生活 

都 市班：石狩湾新港工業団地、農林漁業 

7 月 2 日 バス見学会 まちを見てから話し合おう 

7 月 2 日 第 8 回市民協議会 

みどり班：親しむみどり 

環 境班：うるおいと安らぎのある快適なまちづくり 

都 市班：商業施設と商業核 

8 月 5 日 バス見学会 花のまちづくり見学会(花と緑の協議会主催) 

8 月 5 日 第 9 回市民協議会 
みどり・環境班：自然と共生するまちづくり 

都 市班：地区単位のまちづくり 

9 月 2 日 第 10 回市民協議会 各計画の施策の体系の確認 

10 月 7日 第 11 回市民協議会 

紅葉山砂丘の環境、花川と緑苑台のネットワーク 

市街地と港湾の関係、前者間の土地利用のあり方 

市民サービス核の整備展開 

緑地ネットワークと歩行者ネットワーク 

環境教育・学習 

11 月 4日 第 12 回市民協議会 

市街地について（花川南地区核、花川通周辺） 

風景・景観について 

本町地区について 

茨戸川、市役所周辺地区について 

防災について 

12 月 2日 第 13 回市民協議会 
３計画の骨子の確認 

今後の市民活動の展開 

■市民協議会等の開催状況とテーマ 
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●平成12年８月５日：花のまちづくり見学会 
 
本市の花いっぱい運動の現況を理解するため
に、見学会を実施した。 

●平成12年７月２日：第８回市民協議会 

～まちを見てから話し合おう 

市民協議会で話し合う前に、実際に石狩のみ
どりを自分たちの目で確かめるため、バス見
学会を実施した。写真は花川南防風林。 

●市民協議会の様子 

市民協議会では、グループに分か

れて議論を進めた。毎回熱心な話

し合いが行われた。 



 防風林 
・防風林を活かしてみどりの回廊をつくる 
・花川南の防風林に散策路を整備する 
・防風林を公園化し、市民の憩いの場として活用する 
・花川北の防風林は生態系や自然の植生を守るため、 

手を加えないで保全する 
・専門家と共に生態系や植生について調査研究を進める 
・市民と行政が連携を図り、保全のための組織づくりを推進する 
・防風林を市民で買い取る 

海岸砂丘林（カシワ林） 
貴重な海岸林であるカシワ林を保全する 

紅葉山砂丘 
・紅葉山砂丘林を保全する 
・歴史・遺跡も考慮した整備を図る 
・市民トラストで買い取る 
・市民の手で植樹し、みどりの復元を図る 

農 地 
・農地の保全を図る 
・畑・牧場・サイロ・防風林などの

田園景観を保全する 
・農地（休遊地）の活用により市民

農園や里山を形成する 

水 辺 
・石狩川・茨戸川・発寒川の水辺を活用した市民の憩いの場をつくる 
・みどり豊かな河畔林を形成する 
・樽川運河を活かした水とみどりのグリーンロードを形成する 
・河畔にサクラ並木を形成する 
・地下水を保全する 
・水質を保全する 
・環境教育の場として利用する 
・多様な生物や植物が棲息する環境を保全する 
 

遮断緑地 
・市民の手で植林する 
・市街地の環境保全に役立ってい

る樹林の保全を図る 

五の沢･八の沢･高岡の森林 

・五の沢・八の沢・高岡の森

林を保全・活用する 
・自然を体験できる機会の創

出や場の整備を図る 
・子どもの環境教育の場とし

て利用する 

公 園 

・みどりや水辺のある身近で自然に触れることのできる公園をつく

る 
・市民活動や地域活動と連携して多目的に利用できる広場のある公

園をつくる 
・小さな子どもやお年寄りにもやさしい公園をつくる 
・防災公園として利用できる公園をつくる 
・スポーツ広場やパークゴルフ場、オートキャンプ場などが整備さ

れた公園をつくる 
・市民が主体となって管理・運営を行い、公園が市民の財産となっ

ていくようなシステムをもった公園をつくる 
・大きな何もない公園をつくる 
・住民参加による市民の意見が反映される公園づくりを行う 
街 路 
・街路毎に樹種などの特徴を持たせた街路樹を植樹する 
・みどりと花の美しい街路を延長整備する 
・町内会による花壇の維持管理や花いっぱい運動を実施する 
・ボランティアによって庭木のみどりなどの保全・育成を図る 
・宅地での石狩らしい樹木や花の植栽を奨励する 
・市街地の公共空地をコミュニティガーデン化する 
・花の種を配布する 
まちのなかのみどり 
・公共施設、学校、新港の緑化を推進する 
・事業所への緑化推進の啓蒙・普及を図る 
・メモリアルパークへ市民の手で植樹・植栽をする 
・公共施設や学校でのビオトープの形成を図る 

・神社仏閣等のみどりの保全を図る 

動植物 
・鳥類が集まる実のなる木を植えるなど生

物のための環境をつくる 
・公共施設や学校などでのビオトープの形

成による生きもののための環境をつくる 
・多くの鳥類が生息する防風林の環境を保

全する 
・河川空間・道路空間・公共施設などを活

用したみどりのネットワークをつくる 
・サケが遡上できる自然豊かな川づくりを

図る 
 

海岸線・海浜植物 
・海浜植物・ミズバショウの保全を図る 
・海辺の緑化を推進する 
・砂浜・海岸線の保全を図る 
・アウトドアの場としての利用するための整備を図る 

石狩手稲通 

日本海 

市民協議会における主な意見 Ｎ 

市民の手でみどりを育てるしくみ 
・市民トラストによって防風林・紅葉山砂丘などの保

全活動を行う 
・地域住民により公園の維持管理を行う 
・市民によるみどりの基金を設立する 
・市民により森づくり事業を行う 
・市民への啓蒙活動や子どもへの教育を推進する 
・みどりの情報を提供･交換が出来る緑化センターを

つくる 
・みどりを守る人のネットワークをつくる 
・市民協議会主体の｢みどり部隊｣を設置し、ボランテ

ィア活動を行う 
・ボランティアを育成する 
・市民植樹を行う 

市民協議会における意見のうち、｢水とみどりの基本計画｣と関係の深い意見を抽出し、内容別に整理すると以下のようになる。

並 木 
・ポプラ並木の保全･育成を図る 
・みどりの美しい並木空間を整備する 

2
1
 国道337号線 
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（２）市民アンケート結果の概要 
 

本市では、平成11年度に、無作為に抽出した市民1,500名、事業所500社に対し

て「環境に関する市民意識調査」の調査票を配布し、アンケート調査を実施した。

回収率は、一般市民が47％、事業所が33％といずれも高い数字となった。 

 

アンケート調査のなかから、特に水とみどりに関連する設問に着目すると、市民

のみどりに対する欲求は高いことがうかがえる。地域のみどりに関する質問では、

全体の３割の市民が地域のみどりが少ないと感じており、特に公園への不満は全体

の過半数を超える結果となった。これと関連するかたちで、防風林や河川敷地の積

極的な整備を求める意見が多く出された。しかし、防風林に対しては、積極的に利

用すべきという意見（34％）と手を加えずそのまま保存すべきとの意見（29％）が

同程度あり、今後その在り方をどうすべきか検討しなければならない課題も見出さ

れた。 

また、個人レベル、事業所単位での緑化対策などの身近な周辺環境への積極的な

参加が、現在および将来において高い数字を得るなど、市民の環境に対する意識の

高さを示す結果となった。 

以下に、水とみどりに関連する設問についての結果を示す（アンケート集計結果グ

ラフより「わからない」｢無回答｣のデータについては省略する）。 
 

 
Ⅰ．地域のみどりについて 
 
１）地域のみどりの量について 
「地域のみどりに満足しているか」との問いに、満足であるとの回答は 15％で、

不満足が約２倍の28％となっている。地域別では、生振地区の満足度が42％と高

い数字になっている。 

 
 
 
 
 

28% 

50% 

15% 

不満足 

普通 

満足 
みどりが少ない内容（複数回答） 

 大規模な公園が少ない ：57％ 

 街路樹が少ない  ：39％ 

 公園の数が少ない ：31％ 
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３章 市民意向の把握・整理 
 
２）公園について 
「石狩市の公園に満足しているか」との問いには、満足しているとの回答がわず

か8％と少なく、不満足が54％と過半数を超えている。 

 
 
 
 
 
 

 
３）自然保護の対策推進について 

 
 
 
 

 
４）市街地の防風林について 

 
 
 

 
 
 
５）河川敷地の利用について 

 
 
 
 

 
６）河口周辺の保護地区の認知度について 

 
 
 
 
 
 

54% 

31% 

8% 

不満足 

普通 

満足 
どのような公園があれば満足するか(複数回答) 

 運動や散策のできる ：42％ 

 幼児や老人まで利用できる：37％ 

 冬にも子どもが利用できる：32％ 

 大規模な公園  ：24％ 

29% 

64% 人との調和を図りな

がらすすめるべき 

人が生活するうえで大

切なので優先すべき 

17%

28%

38%
公園として積極的な

整備を図る 

植栽などにより河川

のみどりを整備する 

現在の姿のまま残す 

25%

72%

知らない

知っている

自然保護の対策推進につ

いては、推進すべきとの回

答が大部分をしめた。 

市街地の防風林について

は、森林公園として積極的

な利用を図るが34％、自然

のまま残すが 29％と同程

度である。 

河川敷地の利用について

は、公園として積極的な整

備を図るが 38％と高い回

答を得た。 

河口周辺の保護地区を知っ

ているとの回答が、72％と

大半の人に認知されている

が、知らないとの回答も

25％あった。 

26% 

29% 

34% 
森林公園として積極的

な利用を図る 

場所を定め保護区と利用

区を明確にする 

手を加えず自然のまま

残す 
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７）保護地区について 

 
 
 
 
 

 
 
Ⅱ．自然環境保護や緑化推進活動について 

 
１）推進活動への参加について 

 
 
 
 
 

 
２）今後の活動参加について 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅲ．レクリエーションについて 

 
１）レクリエーションについて 
「この１年間に、石狩市内の自然の多い場所(海、森など)へ出かけたことがある

か」との問いには、あるとの回答は半分以上の 58％になった。しかし、ないとの

回答も39％もあった。 

 
 
 
 

12%

59%

保護の必要ない

保護地区の拡大

39%

58%

市内はない

ある

出かけたことのある人の行動目的（複数回答） 

 ハイキング・キャンプ・海水浴・森林浴など：63％ 

 風景を楽しむ   ：46％ 

 自然のなかで休息するため ：37％ 

 動植物の観察のため  ：15％ 

参加したことのある活動（複数回答） 

 河原、海辺などのゴミ拾い ：23％ 

 身近なところでの植樹、植栽に緑化運動：16％ 

 緑化基金などへの寄付      ： 10％ など 

今後参加しようと思っている活動（複数回答） 

 河原、海辺などのゴミ拾い ：50％ 

 身近なところでの植樹、植栽に緑化運動：39％ 

 自然観察会、探鳥会などの行事 ：18％ など 

「保護地区以外の海浜植物

はどうすべきか」との問い

には、保護地区を拡大して

保全すべきとの回答が59％

と過半数を超えた。 

「自然環境保護や緑化推進

活動に参加したことがある

か」との問いには、ゴミ拾

いや植樹、植栽などへの参

加が高い数字となった。 

「自然環境保護や緑化推進

活動に今後参加しようと思

っているか」との問いには、

ゴミ拾いや植樹、植栽など

への参加が、現在の参加状

況の 2倍以上の数字になっ

た。 
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３章 市民意向の把握・整理 
 
Ⅳ．緑化対策（事業所対象） 
 
１）緑化対策として実施している項目（複数回答） 
現在、緑化対策を実施している事業所は、77％と高い回答を得られた。具体的な

実施項目としては、敷地外周部の緑化が 51％と最も多く、次いで前庭の緑化、プ

ランター・鉢植え等での緑化がそれぞれ31％と続いている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
２）今後実施する項目（複数回答） 
現在実施している緑化対策に加えて、今後実施しようと思っている項目では、プ

ランター・鉢植え等による緑化が51％と、前項の設問に対する回答より20％増え

ている。 

 

23%

16%

31%

31%

51%

実施していない

地域の緑化や保全活動への協力

ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・鉢植えなどによる緑化

前庭の緑化

敷地外周部の緑化

35%

38%

51%

58%

地域の緑化や保全活動への協力

前庭の緑化

ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・鉢植えなどによる緑化

敷地外周部の緑化
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４章 解析評価と課題の整理 
水とみどりが都市において果たす役割を大きく分類すると、環境保全、レクリエ

ーション、防災、景観など４つがあげられる。これら４つの視点から、現況調査や

アンケート調査結果、市民協議会での議論などを踏まえ、中間見直しにおいても、

対象範囲は当初策定時と同様とし、解析評価と課題の整理を行った。 

 
１．環境保全系統緑地の解析評価と課題の整理 
（１）環境保全系統緑地 

環境保全系統緑地とは、都市の骨格となる緑地および身近にすぐれた自然環境を

構成するみどりとオープンスペースで、希少種をはじめとする野生生物の生息地あ

るいは都市気象の緩和等環境への負担の軽減など、主として存在機能に着目した緑

地の系統である。 
本市において、環境保全に資する都市の骨格をなす緑地としては、防風林や遮断

緑地、海岸砂丘林（カシワ林）、石狩川・茨戸川・発寒川の水辺などがあげられる。 
 

（２）環境保全系統緑地の現況と課題 

○防風林 
本市の防風林は、明治26年殖民区画設定時に設けられて以来、農耕地を守る防

風林として大きな成果をあげてきたものであり、現在でも平野部を中心に多く残

っており、石狩らしいみどりの骨格を形成している。これらの樹林は、生物の生

息空間であるとともに強風雪の防止、騒音遮断など市街地の住環境の保全に寄与

しており、市民にとって身近な自然空間となっている。 

現在では市街化の進行に伴い、生育環境が変化してきており、森林機能や生態

系を維持しつつ地区特性に配慮しながら、市民の憩いの場として活用を検討する

必要がある。 
 
○遮断緑地 
石狩湾新港地域と市街地の間にある遮断緑地は、港湾地域と住民の生活地域の

緩衝区間として、海岸特有の潮風や強風、開発による飛砂の防止、騒音の遮断な

ど、市街地の住環境保全の役割を果たしている。今後も市街地を縁どる緑地とし

て、樹林の生育環境の保全と育成を図る必要がある。 
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4 章 解析評価と課題の整理 
 
○海岸砂丘林（カシワ林）・石狩海岸・海浜植物群落 
本市は、川と海に育まれたみどり豊かな自然環境をもつまちである。とりわけ

小樽市銭函から石狩川河口付近までにおよぶカシワを主体とした海岸砂丘林や石

狩海岸、石狩川河口付近のハマナスをはじめとした海浜植物群落は、「北海道自然

環境保全指針＊1」の中で「すぐれた自然地域」としてあげられており、学術的にも

貴重な自然環境である。 
海岸砂丘林は、天然のカシワ林としては日本最大級であり、保全の歴史も古く、

幕末期には農業開発に備えた防風林として、伐採禁止令により保護されていた記

録が残っている。多くの樹林は、石狩湾新港地域に含まれ、耕地を守るための防

風林としての役目は終えているが、現在でも新港地域内においては、風雪や飛砂

をおさえるのに役立っている。このため、今後も石狩らしい貴重な自然要素のひ

とつとして保全策を講じていく必要がある。 
石狩海岸や石狩川河口付近の海浜植物は、石狩を代表する自然環境である。現

在本市では、海水浴場を除く親船地区から石狩川河口までの海浜地を「海浜植物

等保護地区」に指定し、保護柵を設置するなどして、石狩浜海浜植物保護センタ

ーを中心に保全を図っている。今後も、これら貴重な自然環境を、積極的に保全・

育成することが必要である。 

 
○ミズバショウ群生地 

真勲別湿原のミズバショウ

群生地は、海岸砂丘林（カシ

ワ林）や海浜植物と並んで「北

海道自然環境保全指針＊1」の

「すぐれた自然地域」として

指定されており、川に育まれ

た石狩を象徴する自然環境の

ひとつであるとともに、都市

近郊に残された貴重な自然で

ある。今後も、積極的に保全・

育成することが必要である。 

 

■写真 真勲別湿原のミズバショウ群生地 

＊1北海道自然環境保全指針：北海道が、良好な自然環境を適切に保全するため、自然環境の保護と利用に関する施

策を総合的かつ計画的に展開するために、目標と方向を示したもの。平成元年に答申

された。保全指針では、「保全を図るべき自然地域」として、希少性や学術性等が高い

貴重な自然を「すぐれた自然地域」とし、日常生活を営むのに貴重な自然を「身近な

自然地域」として区分してあげている。 
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○石狩川・茨戸川・発寒川などの河川 
本市は、大部分が石狩平野に属する海抜５～７メートル台の平坦地にあるが、

石狩川や茨戸川などの石狩を特徴づける河川が市のほぼ中央部を貫流して日本海

に注いでおり、自然環境に恵まれた水とみどりの豊かな美しいまちである。石狩

川や茨戸川、発寒川をはじめとした水辺は、石狩らしい水とみどりの骨格を形成

しており、多様な生物の生息空間となっている。 
一方で、水質の改善に向けた対策やみどりのネットワークを形成するための豊

かな河畔林の育成、環境教育に利用するための場づくりなどが求められている。 
 

○農地 
本市には、生振から高

岡地区を中心に農地が広

がっているが、市街化が

進むにつれ年々減少しつ

つある。農地は、生物の

生息や水源涵養等、環境

の保全にも大きな役割を

果たしており、優良な農

地を中心に保全を図るこ

とが必要である。 

 

 

○紅葉山砂丘 

紅葉山砂丘は、内陸に位置する古い大規模な海岸砂丘で、多くの遺跡が見つか

ると同時に植生の一部にミズナラ・イタヤカエデなどの広葉樹天然林が残存する

市街地に隣接した貴重な緑地である。しかし、大部分が民有地と自衛隊演習地で

占められているため、市民にはその価値があまり知られておらず、民有地では、

土砂採掘等の開発により、みどりが失われつつある。 

今後は、価値ある自然を石狩らしい地域資源のひとつとして、保全・回復を進

める必要がある。 

■写真 野鳥（サギ）も見られる水田 
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4 章 解析評価と課題の整理 
 

○五の沢・八の沢・高岡地区 

五の沢・八の沢・高岡の森林は、私有林と本市が所有する市有林などで、豊か

な森を形成している。自然環境豊かなこの地域は、多くの動植物の生息地や水源

涵養等の役割があり、地域資源として環境の保全・育成を図ることが望まれてい

る。 

 

○市街地内のみどり 

市民が日常的に目にする

街路樹や並木、住宅地等の市

街地内のみどりは、生活にう

るおいを与え、良好な市街地

の住環境形成に寄与してい

る。 
今後も良好な住環境を維

持していくために、これら市

街地内のみどりを保全する

とともに、都市公園の整備や

新たな緑地空間の創出を図

ることが求められている。 
 

○公共施設緑地・民間施設緑地 
小・中学校やコミュニティセンター等の公共施設緑地や寺社境内、藤学園等の

民間施設のまとまった緑地は、人々の生活にうるおいを与え、良好な住環境形成

に寄与している。 
これら公共施設や民間施設は、積極的な緑化を進めるとともに、身近な生物生

息空間となるビオトープ＊1の形成なども考慮していく必要がある。また、市街地

内の公共空地などを利用したコミュニティガーデン＊2の形成など、身近なみどり

を市民の手により増やしていくことも求められている。 

■写真 みどりが豊かな街路空間 

＊1ビオトープ：野生生物の生息・生育空間を意味する言葉である。また、こうした野生生物の生息・生育や移動に

必要な空間を都市内に計画的・系統的に組み入れて、人々と他生物が共存できる良好な都市環境の

形成を図っていく計画をビオトープネットワーク計画という。 

 
＊2コミュニティガーデン：地域に住むさまざまな人々の参加で植物や緑づくりを行い、市民に憩いの場を提供する

とともに、自然とふれあいながら都市環境や地球環境について学び、住民間のコミュ

ニケーションを生み出す場ともなる。 
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２．レクリエーション系統緑地の解析評価と課題の整理 
（１）レクリエーション系統緑地 

レクリエーション系統緑地とは、レクリエーション需要の多様化や自然とのふれ

あいに対する需要の高まりに応え、日常圏的、週末圏的なレクリエーション活動に

対処しうる、主として利用機能に着目した緑地の系統である。 
本市において、レクリエーションに資する緑地としては、公園緑地や石狩川・茨

戸川・発寒川の水辺、五の沢・八の沢・高岡の森林地区、民間のゴルフ場などがあ

げられる。 
 

（２）レクリエーション系統緑地の現況と課題 

○公園・緑地 
日常的なレクリエーションや憩いの場である都市公園は、都市計画区域内にお

いて135ヵ所整備されている。内訳は、街区公園が113ヶ所、近隣公園が7ヵ所、

地区公園が２ヵ所（樽川公園、石狩ふれあいの杜公園）、運動公園が1ヵ所（青葉

公園）、都市緑地が 12ヵ所であるが、都市計画区域内の１人あたり公園面積は全

道平均を下回っている状況である。 

なかでも街区公園は、地区的な偏りや遊具等の施設の老朽化が進んだところも

多く、早急な整備が必要となっている。また、住民参加による、市民の具体的な

意見を取り入れた魅力ある公園づくりの推進も望まれている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■写真 再整備された市街地内の 
街区公園 

■写真 平成 8 年に整備された紅南公園

（近隣公園） 
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4 章 解析評価と課題の整理 
 
○石狩川・茨戸川・発寒川などの河川 
石狩川・茨戸川・発寒川をはじめとする水辺は、散策や釣り、サイクリング等、

日常的なレクリエーション活動の場として需要が高い。しかし現状では、気軽に

水にふれあうことのできる場は多くはない。今後は、身近で自然豊かな水辺空間

を、市民の憩いの場となる親水空間として活かすことが望まれる。 
 
○五の沢・八の沢・高岡地区 

五の沢・八の沢・高岡の森林は、保全・育成を図りながら市民が身近で自然と

ふれあうことのできる場としての活用が望まれている。 

具体的には、子どもたちをはじめ市民の自然体験や環境教育の場としての利用

を図るほか、キャンプ等自然の中でレクリエーションを楽しむことができるよう

にする。 

 
○民間施設緑地 
本市の都市計画区域内には、２ヵ所のゴルフ場（民間施設緑地）があり、市内

外から多くの利用があるがいずれも会員制であり、緑地利用の面から考えると閉

鎖的な施設である。 

寺社境内などは、レクリエーションとしての機能は十分ではないが、近隣住民

が身近にふれあえるみどり豊かな空間となっている。 

 
 
 
 

■写真 日常的なレクリエーション
空間として需要が高い発寒
川（上）と茨戸川（右） 
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３．防災系統緑地の解析評価と課題の整理 
（１）防災系統緑地 

防災系統緑地とは、災害の防止あるいは災害時における避難路、避難地の計画、

都市公害の緩和に対処しうるような緑地の系統である。 
本市において防災に資する緑地としては、防風林や遮断緑地、河畔林、ポプラ並

木、街路樹、幹線道路、都市公園等緑地などがあげられる。 
 

（２）防災系統緑地の現況と課題 

○防風林・遮断緑地・河畔林 
防風林や石狩湾新港地域と市街地との間にある遮断緑地は、工業地域と住民の

生活地域との緩衝区間であり、市街地の住環境の保全に役立っているとともに、

延焼遮断等災害の拡大防止の面で重要な緑地である。 
今後は、樹木の生育環境の保全や育成を図る必要がある。 

 
○ポプラ並木や街路樹・幹線道路 
石狩手稲通りに代表されるポプラ並木や街路樹をはじめとする樹木は、市街地

内の延焼遮断等災害の拡大防止に役立っている。今後は、生育環境の保護や保全

を図る必要がある。また、市内の幹線道路（国道、主要道道等）は、避難路とし

ての機能が見込まれており、災害の影響緩和に役立つ道路緑化や道路整備を図る

必要がある。 
 
○都市公園・学校等公共施設緑地 
小・中学校等の公共施設は、緊急時の避難地に指定されており、都市公園も一

次避難地や緊急用ヘリポート等として活用が可能である。 
今後は、都市公園の適正な

配置を考慮するとともに、防

災施設の設置等により防災公

園としての機能を持たせるこ

とや、耐火性や防火性を考慮

した植栽などの施設整備を図

る必要がある。 
 

 

■写真 学校のみどり 
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4 章 解析評価と課題の整理 
 
４．景観系統緑地の解析評価と課題の整理 
（１）景観系統緑地 

景観系統緑地とは、市街地を囲み景観の背景となる緑地や市街地内の特徴的景観

を形成する緑地、市街地内のランドマーク（目印）となるような緑地等の都市景観

を構成する要素として、特色あるまちづくりに資するような緑地の系統である。 
本市において景観に資する緑地としては、防風林やポプラ並木、石狩海岸、石狩

川・茨戸川・発寒川等の水辺、農地、まちなかの花とみどりなどがあげられる。 
 

（２）景観系統緑地の現況と課題 

○防風林・ポプラ並木 
防風林やポプラ並木は、石狩を特徴づける景観要素であり、市民にとっても身

近に親しめる大切な自然要素のひとつである。特に防風林は、市内のどこからで

も見ることのできる石狩らしいみどりの代表的景観要素である。 
現在は生育環境が変化してきており、生育状況や地区特性に配慮した保全と活

用を検討するための調査･研究を進めることが必要となっている。 
また新港地区の防風林ではゴミの不法投棄が見られ、良好な景観や生活環境を

高める上からその解決が課題になっている。 
 
○石狩川・茨戸川・発寒川・樽川の水辺 
本市は河口のまちであり、石狩川や茨戸川等水面の広がりが感じられる水辺景

観は、石狩らしい景観の軸を成すものである。また、石狩川の真勲別付近のミズ

バショウ群生地は、多くの観光客が訪れる地域の観光資源となっている。これら

の水辺・水面の環境整備を図り、親しめる自然景観として守り育てていくことが

必要である。 
 

■写真 石狩河口橋から臨む石狩川 
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○海岸砂丘林（カシワ林）・石狩海岸・海浜植物群落 

多くの海浜植物や海岸

砂丘林（カシワ林）の広

がる海岸線の風景は、石

狩を象徴する景観であり、

はまなすの丘公園を中心

に石狩らしい景観を創り

出している。また、石狩

海岸や石狩灯台も石狩を

象徴する景観要素であり、

これらの要素も含めた海

岸景観の保全・活用を図

ることが望まれている。 

 

○農地 
本市の農地は、防風林

を背景に広がる特徴的な

田園景観を形成している。

これら石狩らしい田園景

観を守るために、優良な

農地を中心に保全を図る

ことが必要である。 

■写真 石狩灯台と海浜植生 

■写真 高岡地区に広がる農地 
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4 章 解析評価と課題の整理 
 

○紅葉山砂丘 

紅葉山砂丘は、一部に

天然林が残り、市街地内

にみどり豊かな印象をも

たらす景観要素であるが、

現在は開発等によりみど

りが減少しつつある。 

今後、紅葉山砂丘の貴

重なみどりの保全・育成

のための対策を検討する

ことが望まれている。 

 

 

 

○まちなかの花とみどり 

市街地内の街路樹や花

の植栽は、暮らしの中で

うるおいをもたらすみど

りの景観として重要であ

る。 
今後は、地区ごとに特

色ある街路樹の植栽や花

壇の整備、個性ある公園

の整備を進め、地区特性

に応じた景観形成を進め

る。 

 

○社寺林・記念保護樹木※ 
社寺林や記念保護樹木などのみどりは、地域の景観を特徴づける地域資源であ

ると同時に、身近にうるおいをもたらす重要なみどりの要素である。 

今後も、社寺林や記念保護樹木等を地域資源として保全するとともに、景観上

重要なみどりのシンボルとなる樹木については、積極的に記念保護樹木として指

定し、保全を進める。 

 

 

■写真 紅葉山砂丘と遺跡の発掘 

■写真 市内の街路樹と花の植栽 

※記念保護樹木の指定状況については、巻末参考資料参照。 

 



 ５．水とみどりの要素別の評価・分析と課題の抽出 

要素 評価される点 課題 
緑地の系統 

環境保全 レクリエ

ーション 防災 景観 

防風林 

・多様な生物の生息空間 
・市街地内での強風・風雪防止、騒音遮断効果 
・延焼遮断等災害の拡大防止 
・市民にとって身近な自然要素 
・みどり豊かな印象をもたらす景観要素 
・気象緩和効果 

・防風林の生育環境の改善 
・現状の把握と保全と活用の方策を検討するための調査・研究 
・防風林に親しめる場づくりの推進 
・保全のための組織づくりの推進 
 

●  ● ● 

海岸砂丘林 
（カシワ林） 

・市街地への風雪防止、飛砂防止効果 
・カシワの天然林としては日本最大級の貴重な自然要素 

・海岸砂丘林（カシワ林）の生育環境の保全 
・海岸砂丘林（カシワ林）の育成 ●  ○ ● 

石狩海岸 
・海浜植物群落の生息地 
・石狩を象徴する風景 
・身近な親水空間 
・野鳥などの生物の生息空間 

・海浜植物の生育環境を保全するための車両の進入規制等対策の検討 
・海辺の緑化推進 
・ゴミの不法投棄への対策 ● ○  ● 

海浜植物群落 
・学術的にも価値の高い貴重な植物群落 
・石狩を象徴する自然的景観要素 
・多くの観光客が訪れる地域の観光資源 

・海浜植物の生育環境の保全 
・海浜植物の育成 
・保全・育成の拠点である海浜植物保護センター等既存施設の充実 

○ ○  ● 

ミズバショウ 
群生地 

・野鳥などの生物の生息空間 
・多くの観光客が訪れる地域の観光資源 

・ミズバショウの生育環境の保全 
● ○  ● 

石狩川・茨戸川・ 
発寒川の水辺 

・多様な生物の生息空間 
・身近な親水空間 
・石狩の水とみどりの機軸 
・石狩を象徴する風景 

・日常的に利用できる親水空間の整備 
・河畔林の育成 
・環境教育の場としての利用 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 

● ● ○ ● 

遮断緑地 
・港湾・工業、流通団地と市民の生活地域との緩衝地帯 
・市街地への潮風・強風防止、飛砂防止、騒音の遮断効果 
・延焼遮断等災害の拡大防止 
・みどり豊かな印象をもたらす景観要素 

・樹林の生育環境の保全 
・樹林の育成 
・除間伐等の管理の推進 ●  ● ○ 

紅葉山砂丘 
・天然林が残る貴重な地域の自然資源 
・多くの遺跡があることや内陸に位置する大規模な海岸砂丘であるなど

学術的に貴重な場所 
・みどり豊かな印象をもたらす景観要素 

・土砂採掘等の開発からの保全 
・植樹等によるみどりの復元・育成 
・貴重な自然であることの市民への啓蒙 ●   ● 

農地 
・多様な生物の生息空間 
・水源涵養、環境保全 
・防風林に囲まれた広がりのある田園景観 

・都市化・宅地化からの保全 
・市民農園等の形成 ● ○  ● 

五の沢・八の沢・ 
高岡地区 

・多様な生物の生息空間 
・みどり豊かな地域の自然資源 
・自然体験ができる場所 
・水源涵養 

・森林の生育環境の保全 
・自然体験の場としての施設整備 
・環境教育の場としての利用 
・林道の整備 

● ● ○ ○ 

ポプラ等の 
並木空間 

・市街地内での強風・風雪防止、騒音遮断効果 
・延焼遮断等災害の拡大防止 
・みどり豊かな印象をもたらす景観要素 

・樹林の生育環境の改善 
・新たな並木の育成 
・民地への枝葉の進入への対策 

●  ● ● 

公園・緑地 

・生活にうるおいをもたらす日常的なみどりの空間 
・身近なレクリエーションの場 
・災害時の避難地 

・地区の拠点となる大規模な公園の整備 
・街区公園等のリニューアルの推進 
・住民参加による公園づくりと管理運営の推進 
・冬でも使える公園の整備 
・バリアフリーの公園の整備 

○ ● ●  

まちなかの花とみどり ・生活にうるおいをもたらす良好な住環境形成に寄与 
 

・街路樹の育成 
・花の美しい街路の延長整備 ●   ● 

公共施設緑地 
・生活にうるおいをもたらす良好な住環境形成に寄与 
・災害時の避難地 

・公共施設の緑化推進          
 公共空閑地の活用 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 

● ○ ●  

民間施設緑地 
・生活にうるおいをもたらす良好な住環境形成に寄与 ・事業所の緑化推進            

・住宅地の緑化推進 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 
・生け垣の普及推進 

● ●   

石狩市の水とみどりの現況を、前項の環境保全、レクリエーション、防災、景観構成の 4系統の解析評価・課題の整理を踏まえ、要素毎に整理した。 ●重 要  ○関連あるもの 
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環境 レク 防災 景観 

防風林 
・防風林の生育環境の改善 
・現状の把握と保全と活用の方策を検討す

るための調査・研究 
・防風林に親しめる場づくりの推進 
・保全のための組織づくりの推進 

遮断緑地 
・樹林の生育環境の保全 
・樹林の育成 
・除間伐等の管理の推進 

紅葉山砂丘 
・土砂採掘等の開発からの保全 
・植樹等によるみどりの復元・育成 
・貴重な自然であることの市民への啓蒙 

海岸砂丘林（カシワ林） 
・海岸砂丘林（カシワ林）の生育環境の保全

・海岸砂丘林（カシワ林）の育成 

農 地 
・都市化・宅地化からの保全 
・市民農園等の形成 

五の沢・ 
八の沢・ 
高岡地区 
・森林の生育環境の

保全 
・自然体験の場とし

ての施設整備 
・環境教育の場とし

ての利用 
・林道の整備 

石狩川・茨戸川・発寒川の水辺 
・日常的に利用できる親水空間の整備 
・河畔林の育成 
・環境教育の場としての利用 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 

ポプラ等の並木空間 
・樹林の生育環境の改善 
・新たな並木の育成 
・民地への枝葉の進入への対策 
まちなかの花とみどり 
・街路樹の育成 
・花の美しい街路の延長整備 

日本海 

石狩市 水とみどりの要素別の課題 Ｎ 

海浜植物群落 
・海浜植物の生育環境の保全 
・海浜植物の育成 
・保全・育成の拠点である 

海浜植物保護センター等既存施設

の充実 

石狩海岸 
・海浜植物の生育環境を保全するための車両の進入規制等対策の検討 
・海辺の緑化推進 
・ゴミの不法投棄への対策 

ミズバショウ群生地 
ミズバショウの生育環境の保全 

公園・緑地 
・地区の拠点となる大規模な公園の整備 
・街区公園等のリニューアルの推進 
・住民参加による公園づくりと管理運営推進 
・冬でも使える公園の整備 
・バリアフリーの公園の整備 
 
公共施設緑地 
・公共施設の緑化推進 
・公共空閑地の活用 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 
 
民間施設緑地 
・事業所の緑化推進 
・住宅地の緑化推進 
・生物生息空間となるビオトープ等の形成 
・生け垣の普及推進 

 

  

 

 

重 要 

関連あるもの 

凡 例 

環境 レク 防災 景観 

 
環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 
環境 レク 防災 景観 

 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 

環境 レク 防災 景観 
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５章 基本方針と目標 

１．計画の基本理念 
 
（１）石狩市の目指す「将来の暮らしぶり」と「まちの姿」 

「水とみどりの基本計画」は、「環境基本計画」、「都市マスタープラン」の策定と

同時に行い、市民参加による手法で進めた。水とみどりの基本計画を含めた３つの

計画では、市民により議論された本市の「将来の暮らしぶり」と「将来のまちの姿」

を共通の土台として、それぞれの計画の具体化を進めた。 
水とみどりの基本計画では、市と市民で確認してきた「将来の暮らしぶり」と「ま

ちの姿」を考えた「暮らしの体系」を踏まえ、本市の将来の水とみどりのあるべき

姿を検討し、計画の理念と基本方針を定めた。 
 

■図5-1 暮らしの体系図（３つの計画が共有する将来の暮らしぶりとまちの姿） 
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５章 基本方針と目標 
 
（２）基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
水とみどりは、二酸化炭素の吸収や蒸発散作用などによるヒートアイランド現象

の緩和など、都市の環境調整機能を持っている。また、水とみどりの豊かなオープ

ンスペースは、防災性を向上させる機能を持つほか、レクリエーションの場として

市民には欠かせない存在である。さらに水とみどりは、さまざまな生物の生息空間

となるほか、水とみどりが創りだす四季折々の変化は、精神的な豊かさを育む大切

な要素となっている。これらのことから、水とみどりは、市民が生活していくうえ

で、機能的にも精神的にもなくてはならないものであるといえる。 
本市は、自然性の高い豊かな水とみどりに恵まれたまちであり、水とみどりは市

民の日常の暮らしとも深い関わりをもっている。防風林に代表される樹林や石狩

川・茨戸川の水辺、美しい海浜の植物などの水とみどりは、先人達が守り育んでき

た市民共有のふるさとの風景である。しかし、近年、都市化や開発の進行により、

少しずつその姿を消しつつあるのも現実である。 
我々は、水とみどりの大切さや重要性をあらためて認識し、これらを守り育て、

親しみながら、自然と共生したこころ豊かな暮らしを実現すると同時に、貴重な水

とみどりを次の世代へと引き継いでいかなければならない。 
本市においては、すでに植樹や花壇づくりなど市民のみどりに関連した積極的な

活動が数多く行われている。さらに、環境・緑・都市の計画策定における市民協議

会にも数多くの市民が参加し、将来の暮らしぶりやまちの姿についての議論を進め

てきたことにより、水とみどりにつつまれたまちを市民と行政、事業者みんなでつ

くりあげようとする意識が高まっている。 
これらのことから、本計画の基本理念を、「みんなでつくる 水とみどりにつつま

れたまち 石狩」とする。 

石狩市 水とみどりの基本計画 計画の基本理念 
● 

みんなでつくる 水とみどりにつつまれたまち 石狩 
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市街地を囲む水とみどり 

広域へつながる水とみどり 

暮らしのなかの 
水とみどり 

 
２．石狩市の水とみどりの将来像 
 
（１）水とみどりの将来像 

 
本市の水とみどりの将来像を、環境保全、レクリエーション、防災、景観形成な

ど、みどりの持つ機能を十分に考慮しながら、以下のように設定する。 
 
 

 
 

 
 

本市は、３重に水とみどりが存在し、つながりながら水とみどりを豊かに感じさ

せる構造になっている。 
①まち全体をつつむ市街地外縁の水とみどり＝「広域へつながる水とみどり」 
（石狩川、茨戸川、発寒川、海岸砂丘林(カシワ林)、紅葉山砂丘、防風林、農地など） 
②市民の生活圏を囲む身近な水とみどり＝「市街地を囲む水とみどり」 
（樽川、遮断緑地、防風林、ポプラ並木など） 
③生活に密着した身近な水とみどり＝「暮らしのなかの水とみどり」 
（公園緑地、住宅地の花とみどり、街路の花とみどりなど） 
「広域へつながる水とみどり」は自然性が高く、

「市街地を囲む水とみどり」は日常的にみどり豊

かなまちを感じさせるものとなっている。「暮ら

しのなかの水とみどり」は、市民と関わりの深い

身近な存在となっている。 
 
そこで、３重に存在する水とみどりを「石狩ら

しい水とみどり」として位置づけ、本市の水とみ

どりの将来像を、「３つの 水とみどりにつつまれたまち」とする。 
さらに、自然性の高い広域へつながる水とみどりから暮らしのなかの水とみどり

をネットワークさせ、市街地のなかまで多様な生物が棲息できる環境をつくりだす

必要がある。 
あわせて、３つの水とみどりのネットワークを、連続するオープンスペースとし

て活用を進め、市民がさまざまなレクリエーション活動などを展開し、水とみどり

を身近に感じられるこころ豊かな暮らしを実現する。 
 

石狩市の水とみどりの将来像 
● 

３つの 水とみどりにつつまれたまち 
ー水とみどりのネットワークづくりー 

 

■図5-2 ３重の水とみどりの概念図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 5-3 石狩市 水とみどりの将来像 

発寒川 
紅葉山砂丘 

市街地の花と 
みどり 

市街地 

ポプラ並木 
遮断緑地 

 
石狩湾新港地域 

防風林 

海岸砂丘林 
（カシワ林） 

日本海 

広域へつながる水とみどり 暮らしのなかの水とみどり 市街地を囲む水とみどり 広域へつなが

る水とみどり 

河畔林 

① ①’ 

② 
②’ 

②’ 
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② 

①’ 

① 

広域へつながる水とみどり 

広域へつながる水とみどり 

市街地を囲む水とみどり

暮らしのなかの水とみどり

市街地を囲む 
水とみどり 

広域へつなが

る水とみどり 

暮らしのなか

の水とみどり 

市民サービス拠点の森 
（サービス施設周辺とメモリアルパークと茨戸川） 防風林 

市街地の花

とみどり 

市街地農地 
茨戸川 

農地 

防風林 

農地 
石狩川 

五の沢・ 
八の沢・ 
高岡の森林 

暮らしのなかの水とみどり 市街地を囲む水とみどり 広域へつながる水とみどり 

（緑化重点地区） 

河畔林 
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３．計画の基本方針 
 
（１）水とみどりのまちをつくりだす３つの基本姿勢 

計画の策定にあたり、水とみどりにつつまれたまちの実現を図るため、「水とみど

りを守る」、「水とみどりを育てる」、「水とみどりに親しむ」の３つを、市民と事業

者、行政が協働して、水とみどりの保全や創出を目指していくための本市の基本姿

勢とする。 
この３つの基本姿勢を、基本方針に盛込み、計画の基本的な方向性を以下のよう

に考える。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■水とみどりのまちをつくりだす３つの基本姿勢 

水とみどり 
を 

守 る 

水とみどり 
を育てる 水とみどり 

に親しむ 

“育てる”～豊かな水とみどりを育てる 
市民と行政が協働しながら、私たちの生活になくてはならないまちなかの水とみどりを

増やす。みどりをつなげ育てるために、河畔林や街路樹の育成、公共施設の緑化などを推

進するとともに、市民や事業者の協力により民有地の緑化を進め、市民の手で本市の水と

みどりを積極的に育んでいく。 
 

“守る”～いまある水とみどりを守る 
本市には、防風林や海岸に広がる天然のカシワ林、海浜植物、紅葉山砂丘、石狩川など

多くの貴重な水とみどりがある。これら貴重な水とみどりを、市民の共有財産として守り、

次世代へ引き継ぐように努める。保全にあたっては、市民と行政が連携しながら、必要に

応じて専門家を交えた調査・研究などを行い、その手法を検討していく。 
 

“親しむ”～身近な水とみどりに親しむ 
私たちが、日常的に水とみどりに親しむことは、うるおいのある暮らしを実現すると

同時に、水とみどりに対する愛着と理解を深めることにもつながる。水とみどりに親し

むため、身近な公園緑地や街路、防風林などの利用を考えながら市民と行政が協力して

整備を進める。また、街路には市民が主体となり花やみどりを増やし、親しみの持てる

“道”となるようにする。さらに、環境教育などを積極的に進め、市民が水とみどりを

大切にする心を育み、自然と共生したこころ豊かな暮らしを実現させていく。 
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５章 基本方針と目標 
 

（２）３つの基本姿勢と水とみどりの関係 
 

本市の水とみどりを次代へつなげる貴重な財産として考え、保全・育成を図っ

ていく。 

本市の水とみどりの要素を、解析評価をもとに「守る」、「育てる」、「親しむ」

の３つの基本姿勢に関連付けると、以下のように考えられる。 

 

 

■３つの基本姿勢と石狩市の主な水とみどりの要素の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守る 育てる 親しむ 

遮断緑地 

（防風林） 

石狩川・茨戸川・発寒川 

ポプラ等の並木、街路樹 

樽川 

事業所のみどり 

病院のみどり 

公園・緑地 

花の街路 

コミュニティガーデン 

良好な農地 

五の沢・八の沢・高岡の森林 

公共施設のみどり 

学校のみどり 

守る 

防風林・海岸砂丘林（カシワ林） 

紅葉山砂丘 

海浜植物群落、ミズバショウ群生地 

 

育てる 親しむ 
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（３）３つの基本姿勢と市民がつくる水とみどり 

 

本市の水とみどりを保全し、緑化を推進するためには、市民と事業者、行政が

パートナーシップを築き、ともに協働して水とみどりを守り育てるためのしくみ

づくりや調査・研究、拠点づくりなどを行っていく必要がある。 

そこで本計画では、「守る」「育てる」「親しむ」の３つの基本方針に「市民がつ

くる水とみどり」を加え、市民と事業者、行政が一体となり、市民参加によって

水とみどりの保全・創造に取り組む姿勢を明らかにする。 

 

 
■水とみどりにつつまれたまちをつくりだす３つの基本姿勢と 

それを支える市民参加のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※巻末参考資料「用語の解説」参照。 

 

 
 

【水とみどりを守り育てるため 
のしくみ】 

○(仮称)緑化推進条例の制定 
○みどりの基金 
○みどりの里親制度 
○グリーンデータバンク制度※ 
○フラワーマスター制度※ 
○グリーンインストラクター制度※ 

 
【水とみどりを守り育てるため 

の活動情報拠点】 
○花と緑の協議会※ 
○緑化センターの活用 

【水とみどりづくりの具体的なアクション】     

○市民トラスト※ 
○みどりのボランティア 
○みどりの維持管理 
○市民による植樹 
○事業所・企業による植樹 
○地域住民による緑地の維持管理 
○住民参加の公園づくり 
○コミュニティガーデンづくり 
○花のコンクール 
○水とみどりに親しむ機会や場の創出 
○環境教育の推進 

水とみどり 
を守る 

水とみどりを育てる 水とみどりに 
親しむ 
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５章 基本方針と目標 
 
４．石狩市 水とみどりの基本計画 施策の体系 
    水とみどりの基本計画における体系を、以下のように定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

具体的展開 

 
 

いまある 

水とみどりを 

守る 
み
ん
な
で
つ
く
る 

水
と
み
ど
り
に
つ
つ
ま
れ
た
ま
ち 

石
狩 

 

豊かな 

水とみどりを 

育てる 

 

身近な 

水とみどりに 

親しむ 

基本 
理念 基本方針 

・花のある美しいまちなみの形成 
・市街地でのコミュニティガーデンづくり 

・自然豊かな森林の保全と育成 
・環境教育などの場としての活用 

・美しい並木の保全育成 
・幹線道路の緑化推進 

・海浜植生等の保全と回復 
・石狩浜海浜植物保護センターの機能の充実 

・風致地区等の指定 
・市民トラストによるみどりの保全と回復 

・現況調査と将来見通しの把握 
・保全と活用の検討 
・保全のための組織づくり 

・河畔林の育成によるみどりの回廊づくり 
・水とみどりの拠点形成 

・優良農地と田園景観の保全 
・市民農園の整備推進 

貴重な海岸砂丘林(カシ

ワ林)と海浜植物を守る 

紅葉山砂丘の 
価値ある自然を守る 

防風林等を軸とした 
石狩らしい景観を守る

 

豊かな恵みをもたらす 
農地を守る

 

・公共施設の緑化推進 
・民間施設の緑化推進 
・記念保護樹木の指定 
・緑道の整備推進 

まちを囲むみどりを 
育てる 

まち全体をつつむ 
水とみどりを育てる 

まちなかのみどりを 
育てる

 

・スポーツ広場を活用した総合公園の整備推進 
・特色ある公園づくりの推進 
・住民参加による公園づくりと管理運営の推進 
・都市公園等の防災機能の強化 

目  標 

花の香る魅力あるまち

を育て親しむ 

五の沢・八の沢・高岡

の自然を活かし親しむ 

みどり豊かな魅力ある 
公園を創り親しむ

 

市民が 
つくる 

水とみどり 

 
市民参加による 
水とみどりづくり 
 

・市民がみどりに親しむ機会の充実 
～10万本植樹運動 

・市民がみどりを守り育てる拠点としくみづくり 
・子どもたちへの自然教育 
・みどりのリサイクルの推進 
・（仮称）石狩市緑化推進条例の制定 
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５．計画フレーム （中間見直し）  
 

中間見直しにおける本計画の目標年次は策定時と同じ平成32年を目標年次とし、

計画フレームを都市計画に関する基本方針（石狩市都市マスタープラン）等をもと

に次のように設定する。 

 
 

■表5-1 計画対象区域 
 
 
 
 

■表5-2 将来人口の見通し 
 
 
 
 
 
 
 
■表5-3 市街化区域の規模 

 

計画対象市町村名 都市計画区域名称 

石狩市の一部 札幌圏都市計画区域の石狩市域全域  

9,448 .0ha 

 
策定時 

2000 年 
（平成 12 年 10 月） 

現況 

2010 年 
（平成 22 年 10 月） 

目標年次 

2020 年 
（平成 32 年） 

市街化区域人口 50,778人 54,564人 53,400人 

市街化区域の規模 2,766.0 ha 2,794.0 ha 2,794.0 h  

人口密度 18.4人/ha 19.5人/ha 19.1人/ha 

 
策定時 

2000 年 
（平成 12 年 10 月） 

現況 

2010 年 
（平成 22 年 10 月） 

目標年次 

2020 年 
（平成 32 年） 

市街化区域 50,778人 54,564人 53,400人 

都市計画区域 53,472人 56,019人 54,200人 

行政区域 54,570人 61,077人 57,400人 
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５章 基本方針と目標 
 
６．目標水準の設定 （中間見直し）  
 

中間見直しにおける本計画の目標水準を次のように定める。 

将来市街地における緑地の確保は、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する。 

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、公共施設等へ、市民参加による「10万本植樹運動」として展開す

る。 

 
■表5-4 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％ 

 
■表5-5 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 16ｍ2/人 22ｍ2/人 43ｍ2/人 

公園緑地等＊ 40ｍ2/人 44ｍ2/人 99ｍ2/人 

 
 
 

■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」 

＊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、学校や公共施設の植栽地、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。 
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６章 緑地の配置方針 
良好な生活環境を確保し、創造していくために必要な緑地等について、緑地等の

持つ都市の骨格やネットワークの形成などの助けとなる諸機能を踏まえ、目標水準

を達成するための配置の方針を定める。 
 
１．系統別緑地の配置方針 

ここでは、計画の基本方針と緑地の保全および緑化の目標を踏まえながら、緑地

の解析評価と課題の整理をもとに、環境保全、レクリエーション、防災、景観形成

など４系統の緑地の配置および都市緑化に関する方針を作成する。 
 
（１）環境保全系統緑地の配置方針 

 
１）都市の骨格形成 

骨格となるべき緑地は、連続性や広がり、みどりの軸となる緑地であり、都市

形成の上で保全の必要性が極めて高いものといえる。 
本市において都市の骨格となるべき緑地は、防風林や遮断緑地、市域を流れる

石狩川・茨戸川等の水辺があげられる。 
防風林や遮断緑地は、本市の市街地部の緑地を形成する最も重要な骨格である

ため、引き続き、まちのみどりの軸となる大切な緑地と位置づけ、骨格的緑地と

して保全を図る。また、市域を流れる石狩川・茨戸川等の河川は、まちをつつみ、

市街地にうるおいを与える水とみどりの中心であることから、緑化やまちなみの

景観形成にも配慮しながら保全を図る。 

■写真 みどりの骨格となっている防風林 
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6 章 緑地の配置方針 
 
２）系統的なネットワークの形成 

自然との共生や生物多様性の観点から、小動物が生息するなどの自然的環境が

備わっている河川やさまざまな植物が自生し野生動物が生息する防風林、五の

沢・八の沢・高岡地区の森林をみどりでつなぎ生物の移動経路を確保することで、

市街地から森林地域をつなげた生態系のネットワークを形成する。 

 
３）地区の特性に応じた緑地の配置 

都市の低炭素化を図る上で、みどりの量的・質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。 

住宅地では、みどりのオープンスペースとしての公園緑地や公共施設の緑地を

十分に確保するとともに、各家庭の緑化による宅地内緑化を推進する。 

また、本市において大きな面積を占める石狩湾新港地域内の工業地では、工場

等の敷地内の緑化を積極的に推進する。市街地の商業地では、土地の高度利用に

より花やみどりの植栽スペースの確保を図る。 
 
４）農地等の保全 

市街化調整区域に広がる農地や紅葉山砂丘は、市街地を囲む広いオープンスペ

ースであり、生物の生息空間としても大きな役割を持っていることから、その保

全を推進する。  

■写真 多くの野鳥が飛来する茨戸川 
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（２）レクリエーション系統緑地の配置方針 
 

１）多様なレクリエーション需要への対応 
  公園は、都市住民の日常的な余暇活動の場として代表的な施設となっている。

特に、身近なレクリエーション空間である住区基幹公園※をはじめ軽スポーツが主

体となる公園、スポーツやレジャーを行うための総合的な公園などの必要性が高

まっている。このため、近隣公園や総合公園の適切な配置を行う。また、これら

の利用効果を高めるため、公園等を相互に連絡する道路等の整備や緑化を図る。 

  一方、石狩川や茨戸川などの河畔については、水とみどりの憩いの空間となる

散策路整備や植栽などを進め、親水レクリエーション施設としての機能を高める。 

  五の沢・八の沢・高岡地区の市有林については、木材を生産する目的だけでは

なく、林道等を利用した市民の体験学習の場やレクリエーションの場として活用

を図る。 

 

２）将来人口計画に応じた緑地の配置 
  市街化区域への編入を予定している地区においては、将来人口に対応したレク

リエーションの場としての公園緑地を適切に配置する。既成市街地においても日

常的なレクリエーションの場となる公園が不足している地区には、公園緑地の適

正な配置を図る。 

 

３）民間施設の取り込み 
  レクリエーションのための民間施設としては、ゴルフ場や寺社境内などが考え

られる。寺社境内については、レクリエーションとしての機能は十分ではないも

のの、身近な遊び場などとしての役割を持っていると考えられるので、緑地とし

て取り込むことを考慮する。 

 

■写真 身近な親水空間であり、
水とみどりをつなげるネ
ットワークにもなる樽川
の水辺 

※巻末参考資料「用語の解説」参照。 
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6 章 緑地の配置方針 
 
（３）防災系統緑地の配置方針 
 

１）地震災害時における安全性の確保 
  地震災害時の避難場所となる都市公園は、安全な都市づくりに対応する不可欠

な都市施設であるため、拠点としての適正な配置や防災機能を持った施設の設置、

耐火性・防火性を考慮した植栽などを行う。また、公共施設の緑化や道路緑化、河

川の河畔林の育成を進め、それらの緑地を活かした延焼防止機能の充実を図る。 

 

２）緩衝緑地等の配置 
防風林については、防風・防

雪・防火などの機能の維持を図

るため、引き続き保全を図る。 

また、遮断緑地については、

花川地区の住宅地と石狩湾新港

地域とを分ける緩衝緑地として、

今後も引き続き保全を図る。 

 

 

３）自然災害の防止 
  河川改修は、多自然型川づくり＊1など緑化とあわせて生物の生息を考慮した計

画とする。道路改修においては、雨水等が浸透しやすい透水性舗装や排水施設整

備を進めながら、街路樹による緑化を推進する。また、住宅地においては、地震

災害時のブロック塀の倒壊を防ぐため、生け垣の採用等を考慮する。 

■写真 花川地区の住宅地と石狩湾新港地域とを
分ける遮断緑地 

＊1多自然型川づくり：治水上の安全性を確保したうえで、自然の川をお手本にできるだけ自然に近い川らしい川づ

くりを行い、多様な生物が生息する自然豊かな水辺の創造を図ろうとするもの。 
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（４）景観系統緑地の配置方針 
 

１）郷土景観を構成する現存緑地 
  都市における水とみどりのオープンスペースは、快適で安全な市民生活を実現

するとともに、美しい都市景観を形成し、市民のふるさと意識を醸成する重要な

役割を果たしている。 

  本市を代表する水とみどりの景観としては、石狩海岸の海浜植生、真勲別湿原

のミズバショウ群生地、市街地を縦横に走る防風林、石狩川や茨戸川の水辺空間、

田園景観などがあげられる。郷土の景観を残し、ふるさとらしさを保つこれら石狩

らしい景観資源を、保全・活用しながら、まちづくりを進める。 

 

２）文化財との一体的景観の形成 
本市の文化財のうち、石狩

本町地区にある「石狩弁天社」

は、元禄 7 年松前藩によって
建立されたものとされ、弁財

天やチョウザメなどがまつら

れ、当時の繁栄をうかがわせ

るものである。これに隣接し

て、「弁天歴史公園」が、整備

されたことにより、この地域

の歴史や風土を感じさせる特

徴ある景観が形成されており、引き続き一体的に保存を進める。 
 

３）地区の美観向上 
  各地区の立地条件に応じて、公園や広場の整備、街路樹など公共施設の緑化、

緑地協定＊1の締結、地区計画制度＊2を活用した緑化など、永続性を有するみどり

の確保を図る。 

 

４）新市街地の計画的緑化 
  新市街地においては、緑地協定などを活用して緑化を推進するなど、都市空間

に積極的に多くのみどりを確保する。 

 

■写真 地域の歴史と景観に配慮して整備された本
町地区の「弁天歴史公園」 

＊1緑地協定：都市緑地法第 45条の規定に基づき、都市計画区域内の相当規模の一団の土地所有者等全員の合意に

より、市町村長の認可を受けて締結される緑地の保全または緑化に関する協定。 
＊2地区計画制度：都市計画法に基づき、一体的な街区について地区の特性を活かした個性的で良好な環境の街区の

整備および保全を図ることを目的として、道路や公園等の施設、建築物の建設等に関し必要な事

項を一体的かつ総合的に定める市町村が都市計画として定める制度。 
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6 章 緑地の配置方針 
 
２．総合的な緑地の配置および都市緑化に関する計画 

４系統の緑地の配置方針に基づきながら、市街地の拡大などの都市の発展動向や

緑地の充足度等の配置バランスを踏まえ、水とみどりの将来像を実現するための総

合的な緑地の配置および都市緑化を計画する。 
 

（１）骨格的緑地の配置 
～石狩のまち全体をつつむ「広域へつながる水とみどり※」 
本市の水とみどりを、札幌市や小樽市など隣接する市町村も含めた広域の視点か

ら捉えると、市の外縁にある水とみどりが、大きな骨格をなしていると考えられる。

「広域へつながる水とみどり」は、さまざまな生物の生息空間となる豊かな自然で

あり、本市のみならず札幌圏全体の貴重な自然の宝庫である。 
これらの水とみどりを保全しながら、札幌市のみどり（環状グリーンベルト）と

も連続するみどりを創出し、まち全体をつつむ大きな水とみどりをネットワークさ

せる。 
 
■広域へつながる水とみどりの要素 

 
 

 
 
（２）重要な緑地の配置 

～水とみどりある暮らしを実感する「市街地を囲む水とみどり※」 
市民の生活圏である市街地は、防風林やポプラ並木、遮断緑地など樹林等のみ

どりで囲まれている。これら「市街地を囲む水とみどり」は、市民が日常的にど

こからでも目にすることができる緑視率*1の高い特徴的な景観要素となっている。 

「市街地を囲む水とみどり」は、「広域へつながる水とみどり」の内側にかたち

づくられており、ふたつの水とみどりの環が重なった構造となっている。これら

の水とみどりを保全しながら、みどりの創出や育成を進め、市街地を囲む水とみ

どりをネットワークさせる。 

 
■市街地を囲む水とみどりの要素 

 
 
 
 

 
 
 

防風林、海岸砂丘林（カシワ林）、石狩川・茨戸川・発寒川の水辺と河畔林、農地、

紅葉山砂丘、五の沢・八の沢・高岡の森林、石狩海岸、海浜植物群落 

防風林、遮断緑地、ポプラ等の並木、街路樹、樽川の水辺と河畔林、 
公園・緑地の水とみどり 

＊１緑視率：主として市街地における緑の量の比率を示す指標のひとつ。立体的な視野内に占める緑量のことをい

う。人間の、普通の視野の範囲で撮影された写真のなかにある緑の割合をもって緑視率とする。 

 

※P.40、41参照。 
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（３）身近な緑地の配置 

～日常の生活に密接した「暮らしのなかの水とみどり※」 
「広域へつながる水とみどり」と「市街地を囲む水とみどり」に囲まれた市民の

日常生活の場には、暮らしに密接した身近な花やみどりの存在がある。これら「暮

らしのなかの水とみどり」は、うるおいのある豊かな暮らしを実現させていく大切

な要素である。 
日常の暮らしの空間に、公園・緑地や住宅地のみどり、街路樹などの身近な水と

みどりを創出・育成させることにより、うるおいのある暮らしの場を充実させてい

く。また、花を活かした街路や住宅地を広げ、市街地内を花の香る魅力あるまちと

して特徴づける。 
 
■暮らしのなかの水とみどりの要素 

 
 

 

公園・緑地の水とみどり、住宅地の花とみどり、街路の花とみどり、 
公共施設のみどり、民間施設のみどり、緑道 

※P.40、41参照。 

 

■写真 住宅地のなかのみどり 
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6 章 緑地の配置方針 
 
（４）ネットワークの形成 

３重に存在する本市の水とみどり※を、保全しながら将来にわたり創出を図るため

には、公園緑地の系統的な配置や公共地、民有地の緑化推進により、拠点となる水

とみどりの確保を進めることが必要である。同時に、水とみどりのネットワーク化

を図り、みどりの広がりを高めて行くことが必要である。 
水とみどりが、それぞれに単独で存在するのではなく、他との関係や機能的な相

互関係を考慮してつながれていくことで、有機的な水とみどりのネットワークが形

成される。 
そのため、河川や道路空間などを、河畔林や街路樹の育成によりみどり豊かにし

て、防風林や森林などの骨格となるみどりへつなげる。また、歩行車道や自転車道

など移動のための快適なみどりの空間を創出し、さまざまな水とみどりのスペース

を有機的につなげていく。 
 
■水とみどりをネットワークさせるみどりの要素 

 
 
 
（５）拠点となる緑地等の均衡ある配置 

拠点となる緑地は、水とみどりのネットワークのなかに、重要な緑地としてバラ

ンスよく配置する。それら水とみどりの拠点は、地域のみどりに関する情報交換や

市民のみどりづくりの活動の中心、環境教育の場として活用する。 
水とみどりの拠点は、異なる特徴を持たせながらネットワークでつないで配置す

ることで、市民の多様な活動が可能になるようにする。特徴的な水とみどりの拠点

を配置することは、地域の魅力や特性を高めることにもつながる。 
 
■水とみどりのネットワーク拠点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

河畔林、道路の緑地帯、街路樹、街路の花壇、歩行者・自転車のための緑道空間 

・市民の活動、情報拠点としての緑化センター（ふれあいの杜公園） 
・市役所周辺の市民サービスエリアと（仮称）メモリアルパーク・茨戸川を中心と

した拠点 
・既存の施設を活かしたスポーツ・レクリエーション拠点となる総合公園 
・地域コミュニティ施設と複合させた防風林の保全活用拠点 
・石狩浜海浜植物保護センター等、海岸（海浜植物）の保全活用拠点 
 

※P.40、41参照。 
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３．緑化重点地区の設定 

 
積極的に、緑地の整備や都市緑化等を推進する緑化重点地区として、市役所周辺

の市民サービス施設が集積した「石狩市中心核」エリアを設定し、本市の中心市街

地としてふさわしい、魅力的な都市空間や景観を備えた地区とすることを目指す。 
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6 章 緑地の配置方針 
水とみどりの配置計画図（別ファイル「8水とみどりの配置方針」） 
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７章 緑地の保全および緑化推進のための具体的展開 

１．石狩市の水とみどりを広めるための具体的展開 
 
（１）いまある水とみどりを守る 

 
①防風林等を軸とした石狩らしい景観を守る 
 本市の防風林は、農耕地を守るための防風林として発達したものであり、開拓の

歴史を今に伝え、地域住民の生活を守り続けてきた貴重なみどりの遺産である。都

市化が進んだ現在でも、環境の保全や防災面において大きな機能を有していると同

時に、石狩らしい特徴的な景観を形成する役割を担っている。特に、市街地内の防

風林は、日常生活に溶け込んだ、身近な自然空間として市民に親しまれている。 

 また、石狩湾新港地域の遮断緑地は、港湾の中央水路掘込みのために伐開された

海岸防風保安林の代替林であるとともに、既成市街地の環境保全を図るための緩衝

林として、昭和 49年からの５ヶ年間に約 26万本が植林されたものであり、その大

部分は良好な環境を保全し、公衆の保健休養に資する目的で保健保安林に指定され

ている。 

 これらの防風林や遮断緑地は、まちなかにある身近な自然の宝庫として評価が高

く、都市化が進み年々少なくなっている都市内緑地として貴重な存在となっている。

しかし、市街地内では生育環境が大きく変化してきており、市民共有の財産として

次代へ引き継ぐためには、総合的な保全･活用の方策を講じることが肝要である。 

 
＜具体的展開＞ 
●現況調査と将来見通しの把握 
 防風林や遮断緑地等は、保安林指定を継続し、現在の環境維持に努める。同時

に、市街地内にある防風林は、専門家や管理者などの協力を得ながら生育環境や

将来的な見通しを把握し、市民に情報の提供を行う。また、市民を対象とした自

然観察会や勉強会を開催し、防風林や遮断緑地の現状や重要性を理解してもらう

ためのしくみづくりを進める。 
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7 章 緑地の保全および緑化推進のための具体的展開 

 
●保全と活用の検討 
 防風林や遮断緑地は、市民にとって身近なみどりであることから、自然に親し

み、多様な生物に触れ合うことのできる空間として引き続き保全を図る。また、

花川地区の防風林の活用を進めるにあたっては、基礎調査をもとに活用すべきと

ころと残すべきところを明確に区分し、自然環境を活かした散策路や市民がみど

りに親しむ場づくりを進める。 
 

●保全のための組織づくり 
 防風林や遮断緑地の保全を図るためには、樹林の維持管理を的確に行っていく

ことが必要である。これらの樹林の維持管理は、管理者と協力し、市民共有の財

産として行政や市民ボランテイアも一緒になって行う必要があることから、市民

参加を考慮した組織づくりを推進する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■写真 花川南の防風林 

■写真 花川南の防風林
内部の状況 
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②貴重な海岸砂丘林（カシワ林）と海浜植物を守る 
 カシワを主体とした本市の海岸砂丘林は、小樽市銭函から石狩川河口付近まで約

15kmに及ぶもので、カシワ天然林としては日本最大級の海岸砂丘林である。開拓期

より防風林として残され、この地の風雪を防いできた歴史とともに、石狩平野の地

史や自然の変遷を知る上でも学術的に貴重なものであり、石狩らしい自然景観のひ

とつとなっている。 

 また、本市の市花・ハマナスに代表される多くの海浜植物が見られる石狩海岸は、

貴重な海浜植物の宝庫であり、石狩を象徴する景観でもある。特に、海水浴場を除

く親船地区から石狩川河口までの海浜地は、海浜植物群落を基盤とする自然生態系

が維持され、市では「海浜植物等保護地区」に指定し、石狩浜海浜植物保護センタ

ーを中心に保全のための施策を実施しているが、さらに積極的な方策を進めること

が必要である。 
 
＜具体的展開＞ 
●海浜植生等の保全と回復 
 石狩海岸の貴重な植生を次世代へと引き継いでいくため、これらの植生と周辺

緑地を、都市化や開発から保全する。 
 海岸砂丘林（カシワ林）は、保安林指定を継続するとともに、民有地にあるも

のは開発などによる伐採から保全するため、開発者や地権者の理解と協力を得な

がら土地利用調整を行う。また、海浜植物群落は、環境法令等による保護区域の

指定を考慮するとともに、「海浜植物等保護地区」の指定、拡大や保護柵の設置、

強化、監視員の配置を引き続き行うなど、実効性のある保全の方策を積極的に展

開する。 
 すでに、人為により海浜植生が破壊されたり、帰化植物が進入している地区に

ついては、状況を十分調査の

うえ、市民ボランティアなど

とともに播種や移植、帰化植

物の除去などを行い、海浜植

生の回復に努める。 
 また、石狩川の真勲別湿原

に生息するミズバショウ群

生地については、河川管理者

と協力し、引き続き、保全を

図る。 

■写真 石狩海岸の海浜植物群落 
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7 章 緑地の保全および緑化推進のための具体的展開 

 
●石狩浜海浜植物保護センターの機能の充実 
石狩浜海浜植物保護センターは、石狩海岸の海浜植物を保護・保全する目的で

平成12年に開設され、海浜植物保全に係る調査研究や普及啓発に研究機関や市民

ボランティアと協働で取り組むとともに、海浜の生物多様性保全に係る情報発信

を行ってきた。引き続き、協働による保全、啓発活動を推進するとともに、レジ

ャー利用者等幅広い層へ、海浜植生保全について理解と協力を求めるしくみづく

りを進める。 

 

③紅葉山砂丘の価値ある自然を守る 

 紅葉山砂丘は、約５～６千年ぐらい前にできた内陸に位置する大規模な海岸砂丘

であり、かつてこの付近が海岸であったことを示している。ここは、縄文時代前期

（５千年前）から近世にかけての遺跡が多数出土するため、文化財保護法の対象と

なっており、紅葉山49号などに代表される遺跡が存在する。また、植生の多くは草

地であるが、一部にミズナラ・イタヤカエデなどの広葉樹天然林が残存している。 

砂丘の多くの部分は、民有地と自衛隊演習地で占められており、市民にもその実

態はあまり知られていないのが現状である。また、天然林などのみどりが開発等に

より破壊されている地区もみられる。このため、今後は、市民との連携を図り、石

狩の顔のひとつとしての認識を高め、残された植生の保全と回復を図るためのしく

みづくりを行っていくことが大切である。 

 
＜具体的展開＞ 
●風致地区等の指定 
 紅葉山砂丘の自然は、開発や砂利採取などによりすでに失われたところもある

が、残された植生については、市民を対象とした観察会や勉強会の開催等を通じ

てその価値を市民に広く認識してもらう機会を創出する。同時に、土地所有者の

理解や協力を得ながら、風致地区の指定を検討する。 
 
●市民トラストによるみどりの保全と回復 
紅葉山砂丘の保全は、市民が中心となったトラスト運動により民有地を買い取る

手法や植樹により植生を回復させる方法を検討するなど、市民と連携を図りなが

ら具体的な活動を展開するための調整を進める。 
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④豊かな恵みをもたらす農地を守る 
 本市には、生振から高岡地区を中心に豊かな農地が広がっており、防風林を背景

にした広がりのある田園景観は、石狩を代表する風景のひとつとなっている。都市

化や宅地化の進行により農地は年々減少しつつあるが、今後は田畑や牧場、サイロ、

防風林など石狩らしい優れた田園景観の保全を図る。同時に、遊休地の活用により

市民農園を形成するなど、市民の暮らしのなかに農地のみどりを取りこみ、身近な

みどりを増やしていくことが肝要である。 
 
＜具体的展開＞ 
●優良農地と田園景観の保全 
生振から高岡地区に広がる防風林に囲まれた農地は、生産緑地であるとともに、

環境保全や水源涵養など本市の良好な環境形成に寄与し、特徴的な地域景観の基

調を成している。これら、環境的にも景観的にも貴重な農地を保全するため、農

業政策を通じて農業振興地域*1や農用地区域の優良農地を中心に保全を図る。 
 
●市民農園の整備推進 
市街地周辺部の農地は、農業者と協力し、点在する休耕地や転作農地を市民農

園などとして保全・活用を図る。身近な農地を市民農園として活用することで、

市民が田園景観に親しみながら、みどりや土に触れることのできる機会を提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■写真 防風林に囲まれた農地は本市の
特徴的な田園景観である 

＊1農業振興地域：農業振興地域の整備に関する法律に基づき、一体的に農業の振興を図ることが必要ある地域につ

いて、土地の自然的条件や利用の動向、規模、農業経営など将来見通しなど要件を備えるものに

ついて都道府県知事が指定するもの。 
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（２）豊かな水とみどりを育てる 

 

①まち全体をつつむ水とみどりを育てる 
本市は、石狩川河口のまちであり、市街地の中央を石狩川・茨戸川が流れ、さら

には発寒川と日本海に周りを囲まれており、行政区域に占める河川区域面積の割合

が大きく、豊かな水辺に恵まれた環境にある。 
本市のように、市街地周辺に山地を持たないまちでは、河畔林を含む水辺空間が、

市民の憩いの場や生物の生息空間の核になる大切な場所である。特に河畔林は、河

川に有機物を供給するとともに、水温の調節機能を持つなど、魚類をはじめとする

水生生物の生息に役立ち、河川を浄化し海を豊かにするはたらきを持っている。 
現在、茨戸川や樽川、石狩放水路の河川緑地、真勲別湿原のミズバショウ群生地

など、河畔林の植栽や河川敷地の公園的整備は進められているが、依然として河畔

林が少ない区間も多く、水辺の持つ魅力や機能が十分に活かされていない状況にあ

る。今後は、河畔林の整備を積極的に進め、市民が日常的に利用できる水辺空間の

創造を進める。また、これらの水辺空間と、防風林や遮断緑地などをつなげ、多様

な動植物の生息域が確保されるよう、水とみどりのネットワークを形成する必要が

ある。 
 

＜具体的展開＞ 

●河畔林の育成によるみどりの回廊づくり 
石狩川や茨戸川、発寒川などの河川敷地は、管理者と連携をとり、河畔林を積

極的に育成しながら、山林の少ない本市に水辺の森を形成し、まち全体が水辺と

河畔林につつまれるよう整備を図る。 

また、河畔林と防風林、街路樹などをつなぎ、生物が移動するためのみどりの

ネットワークを形成するとともに、管理用通路などを利用したサイクリングロー

ドや散策路の整備を図り、市民が水とみどりに親しむことができる環境づくりを

進める。 

 
●水とみどりの拠点形成 
石狩川や茨戸川などの河川空間の主要な拠点に、ビオトープや水辺と一体とな

った公園緑地等の整備を進め、多様なレクリエーション空間の形成に努める。特

に、市民が多く集まる市役所などのサービス施設周辺は、茨戸川と一体的にみど

り豊かな空間となるような整備を図り、市民の憩いの場にすると同時に、身近で

多様な自然とふれあえる場や環境教育の場とすることを目指す。 
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②まちを囲むみどりを育てる 
石狩手稲通りのポプラ並木をはじめとするみどり豊かな並木や街路樹は、新しい

石狩の景観を形成する重要な要素であり、市民が日常的にみどりを実感できる大切

な場所となっている。また、並木や街路樹は、防風林や河畔林と並んで、みどりの

回廊をまちなかで形成する重要な役割を担うものである。これらのことから、街路

樹や並木の育成を積極的に進め、市民の生活空間から広域へつながる水とみどりの

まちなみを形成していくことが肝要である。 
 

＜具体的展開＞ 

●美しい並木の保全育成 
石狩手稲通りに代表される

ポプラ並木や、身近にみどり

の存在を感じることができる

美しい並木を保全・育成する。

また、新しく整備される住宅

地や街路においては、並木の

形成を図り、地域のシンボル

となるようなみどりの回廊づ

くりを進める。 

 
 
 
●幹線道路の緑化推進 
国道や道道、市街地を通る幹線道路などは、積極的に緑化を進め、みどりが連

続するまちなみの形成を図るとともに、防風林や水辺のみどりをつなぎ、水とみ

どりに囲まれたまちの実現を進めていく。 

幹線道路の緑化にあたっては、道路構造や土地利用等を踏まえ、市民の理解と

協力を得ながら、みどりが生い茂る自然仕立の方法なども採用し、みどりの量感

のあるまちなみを形成する。また、沿道の市民の意見を取り入れながら樹種を選

定し、地区ごと、街路ごとに特徴のある景観を形成する。このような街路では、

沿道の市民の協力を得ながらパトロールや清掃などの維持管理を行い、心地よい

街路空間の形成を目指す。 

 
 

■写真 石狩手稲通りのポプラ並木 
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③まちなかのみどりを育てる 
本市では、「公共施設緑化事業」や「学校環境緑化事業」、「ゴルファー緑化事業」

などにより、学校やスポーツ施設など公共施設への植樹事業を進めている。今後、

水とみどりにつつまれたうるおいのある暮らしを実現するために、積極的に市民と

行政が協働してまちなかのみどりを増やしていく必要がある。 
そのため、公共施設の積極的な緑化推進や民間施設の緑化の奨励などを実施する

ほか、市民生活に合わせた新たな緑道の整備やまちなかのみどりを増やすための施

策を推進していく必要がある。 
 

＜具体的展開＞ 

●公共施設の緑化推進 
市役所やコミュニティセン

ター等の公共施設の緑化を積

極的に進めるとともに、新た

な公共施設の整備にあたって

は、屋上緑化などの手法も考

慮し、まちなかのみどりを増

やしていく。 

特に、市役所周りにおける

市民サービスの拠点では、公

共施設をつつみこむようなイ

メージの植栽を行い、茨戸川

と一体となった水辺の森づくりを目指す。 

また、砂塵を防ぐ観点からも、学校のグラウンドなどについては、子どもたち

の参加による植栽を行い、積極的な緑化を進める。 

 
 
 

■写真 石狩市立図書館の周りの植栽 
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●民間施設の緑化推進 

住宅地での緑化を進めるために、本市が「石狩市緑の日（5月24日）」を記念し

て毎年行っている苗木の無料配付事業を引き続き実施するとともに、ボランティ

ア団体との協働により、緑化思想の普及啓発活動を積極的に進める。 
また、現在本市が、石狩湾

新港地域で行っているインダ

ストリアルパーク構想＊１を

推進するなど、民間施設の緑

化も引き続き促進する。 

さらに、大型商業施設など

や業務地区の施設整備におい

ては、地区計画制度の利用な

どにより、積極的に緑化が推

進されるようなしくみづくり

を行う。 

 
●記念保護樹木の指定 
まちなかのみどりを増やし育てるために、市民の理解と協力を得ながら、みど

りのシンボルとなる記念保護樹木を積極的に指定し、保全に努める。また、記念

樹や銘木だけではなく、景観上重要な樹木を保護樹木として指定するなど対象を

広げ、市街地にある民有地のみどりを確保する。 

 
●緑道の整備推進 
現在、花川北地区を中心に歩行者専用道や緑道が整備されているが、このよう

な歩行者のための道路空間について積極的な緑化を進め、まちなかのみどりを増

やしていく。さらに、花川南地区においても緑道的な道路の整備を進め、花川南

北を連絡するバリアフリー型の緑道ネットワークの形成を図る。 

■写真 石狩湾新港地域のみどり 

＊１インダストリアルパーク構想：石狩湾新港地区において、自然環境の保全と公園・緑地等を計画的に配置する

ことにより、やすらぎとうるおいのある生産・流通基地を創出することを目指し

た構想。 
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（３）身近な水とみどりに親しむ 

 
①花の香る魅力あるまちを育て親しむ 
   家庭での花づくりやガーデニングなど、日々の暮らしのなかで市民が花やみどり

を楽しむ機会が増え、まちづくりに植栽を活用する動きが活発になってきている。

このような花やみどりを活かしたまちづくりは、私たちに豊かな生活環境とうるお

いや安らぎを与えてくれると同時に、人々の間に信頼感や連帯感を形成し、コミュ

ニティを活性化することが期待される。 

   美しく心地よい住環境は、そこに住む住民だけでなく訪れる人にとっても魅力的

であり、季節の草花が映える風情あるまちなみは、次世代に引き継がれるかけがえ

のない地域の財産となる。 

このような、花とみどりに関わる市民の活動を支援し、市と市民が一体となった

緑化事業の展開や緑化思想の普及啓発などをより一層充実させ、まちづくりに資す

ることが肝要である。 

本市では、幹線道路沿いの樹木や花の植栽などは、街路整備事業や花いっぱい運

動事業などにより進められているが、街路樹の剪定方法や花いっぱい運動の全市的

な展開など、さらに検討を進めることが必要である。 
今後は、街路と調和した花のある美しいまちなみの形成や、市民ボランティアに

よる住宅地のみどりの保全・育成などについて検討を加え、まちなかの花とみどり

をつなげ、広げていく必要がある。 

■写真 市内の街路に植えられた花 
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＜具体的展開＞ 

●花のある美しいまちなみの形成 
現在、花いっぱい運動により若

葉通りや紅葉山通りなど、主に花

川地区の幹線道路で実施している

市民参加型の美化運動を市域全体

に広げ、花のある美しいまちなみ

の形成をさらに進める。そのため、

今後は市による花の苗の配布だけ

ではなく、市民団体による花の苗

の育成も考慮した組織づくりを行

う。 

また、花畔地区の農住団地では

ガーデニングが盛んに行われてい

るが、今後はこのような地区の先

進性を学ぶ機会を設けたり、花壇

コンクールや見学会などを実施し、

市民が主体となった花のある美し

いまちなみづくりの輪を広げてい

く。 

 

 
●市街地でのコミュニティガーデンづくり 
公園の花壇や未利用の公共施設用地などは、地域の住民が主体となって植樹や

花壇づくりなどを行うシステムを構築する。これらの空間を市民が主体となって、

コミュニティガーデンなどとして利活用することで、花やみどりのあふれるまち

なみの形成を目指す。 

 

■写真 花畔地区の農住団地のガーデニング 
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②みどり豊かな魅力ある公園を創り親しむ 
    公園は、市民のレクリエーションや憩いの場であるだけではなく、まちのみどり

の中心として良好な環境を保全したり、災害時には避難場所や復旧の拠点となるな

ど多くの機能を持っており、安全でゆとりある都市生活を営む上で不可欠な施設で

ある。 

本市の都市計画区域内の都市公園は、平成22年度末現在、全市で135ヶ所、約122.3

ヘクタールとなっているが、１人当たり公園面積は、約 21.8㎡と全道平均 27㎡を

下回っている状況にある。また、遊具など施設の老朽化が進んだところも目立って

おり、早急な整備推進を図る必要がある。現在、街区公園については毎年数ヶ所ず

つのリニューアルを進めており、「石狩ふれあいの杜公園」など拠点となる大型公園

の整備も積極的に推進している。今後は、さらに市民の具体的な意見をとり入れた、

みどり豊かな魅力ある公園づくりを進めることが肝要である。 
 

＜具体的展開＞ 

●スポーツ広場を活用した総合公園の整備推進 
現在、本市には、市民が散策や休息、スポーツを楽しむことのできる施設であ

る総合公園がないことから、整備の必要性があると考えられる。このため、市街

地に隣接し、スポーツを楽しむ場として現在市民に利用されている「はまなす国

体記念スポーツ広場」を拡充整備し、総合公園としての位置づけを検討する。 

 
●特色ある公園づくりの推進 
街区公園や近隣公園をはじめとした住区基幹公園は、市民の暮らしに密着した

不可欠の都市施設であるため、誘致距離、安全性などを考慮しながら適正に配置

することで未充足区域の解消

に努める。 

また、市民生活の多様化に

伴い、高齢者が気軽に利用で

きる公園や自然との共生を目

指した公園、水と親しめる公

園、冬でも利用しやすい公園

など、公園に求められるニー

ズも多様化していることから、

地域特性に配慮し、バリアフ

リーを基本とした特色ある公

園づくりを推進する。 

 
 
 

■写真 石狩の歴史を伝える本町地区の「弁天歴史
公園」 
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●住民参加による公園づくりと管理運営の推進 
地域のニーズに対応し地域に親しまれ、地域に根づいた公園とするため、住民

参加による公園づくりを推進する。また、快適な公園を維持していくため、植栽

の手入れや花壇づくりなど日常的なきめの細かい管理を、住民参加によって行う

しくみづくりを導入する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●都市公園等の防災機能の強化 
現在、市街地の近隣公園５ヶ所と新港地域の青葉公園、花畔地区のスポーツ広

場の計７ヶ所が緊急時の避難地に指定されている。今後も、都市防災の観点から、

新たに整備される公園や既存の公園については、避難地への指定を検討する。同

時に、公園への備蓄倉庫や耐震性貯水槽、放送施設の設置など、必要とされる施

設の整備を行い、災害に強いまちづくりに資するための公園整備を進める。 

 

■写真 市民参加による街区公園 
づくりのワークショップ 
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③五の沢・八の沢・高岡の自然を活かし親しむ 

森林は、木材を生産するだけ

ではなく水源涵養、山地災害防

止等の機能を通じて、深く市民

生活に結びついている。さらに

近年は、森林が、生物多様性の

保全に寄与し、二酸化炭素の吸

収・固定源として重要な役割を

果たすなど生活環境の保全に深

く関与しているとの認識も深ま

りつつある。 

また、余暇時間の増大に伴い、

森林のレクリエーション的な利

用に対するニーズも高度化・多様化しているため、保健文化機能の充実も重要な課

題である。 

旧石狩市のうち、五の沢・八の沢・高岡地区には、私有林や市有林など、1,000ha

を超える樹林が豊かな森林を形成している。自然環境豊かなこの地域のみどりにつ

いては、保全・育成を図りながら、身近で自然体験ができる場や市民の憩いの場と

して活用を進める必要がある。 

 

＜具体的展開＞ 

●自然豊かな森林の保全と育成 
五の沢・八の沢・高岡の自然は、豊かなみどりを擁しており、次世代へと引き

継ぐべき市民共有の財産である。今後は、森林を都市化や開発などから保全し、

森林としての機能を十分発揮できるよう適切な維持管理を図る。 

 
●環境教育などの場としての活用 
五の沢・八の沢・高岡の豊かな自然は、林道の利用を通じ、市民に対する環境

教育の場として、また市民がレクリエーションなど身近な自然に親しめる場とし

ての活用を図る。 

 

 

■写真 新緑の五の沢の樹林地 
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（４）市民がつくる水とみどり 

市民参加による水とみどりづくり 
本市がめざす水とみどりの将来

像は、空間的に豊かな水とみどり

に囲まれることだけではなく、市

民が自らの意思で積極的にみどり

と関わり、育て、親しむことが暮

らしの一部となっていることにあ

る。そのためには、行政が行う各

種事業へ市民参加の輪を広げる

ことに加え、市民自身の手による

みどりの創造・ネットワークづくりを広めていくことが大切である。 

その推進方策としては、市民が水とみどりに親しむ機会の充実や水とみどりの拠点

づくり、人材の育成、条例による計画のサポートなど、市と市民が協働してしくみづ

くりや事業の実施などを行うことが必要である。 

 

＜具体的展開＞ 

●市民がみどりに親しむ機会の充実～10万本植樹運動 
市と市民の協働により、市民が日常的にみどりに親しみながら学習や体験がで

きる機会を積極的に設け、四季折々の行事や魅力あるイベントを展開する。 
また、市民が結婚や誕生などの記念に植樹できる場を設けたり、市民が育てた

苗木を使う植樹祭を展開するなど、市民が積極的に水とみどりに関わる機会や維
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■写真 市民参加で苗から育てる 

＊１NPO：「ノンプロフィットオーガニゼーション（nonprofit organization）」の略。民間非営利組織。営利を目的
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7 章 緑地の保全および緑化推進のための具体的展開 
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■写真 子どもたちも参加した植樹祭 
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８章 緑化重点地区 
緑化重点地区は、計画の実現に向けてみどりの保全・整備・創造等の施策を重点

的に推進するモデル地区としての役割を担うものである。 
具体的には、都市のシンボルとなる地区やみどりが少ない住宅地、風致の維持が

特に重要な地区、緑化の推進に対し住民の意識が高い地区などで再開発事業や土地

区画整理事業などの市街地開発事業と連携して計画を設定することが可能な地区、

住民の緑化活動が顕在化しており地区の詳しい計画の実現性が高い地区などがあげ

られる。緑化重点地区は、これらの地区を抽出し、本計画の緑地の配置計画に位置

づけ、地区レベルの詳しいプランを策定するものである。 
 
（１）緑化重点地区の設定 

本市の市役所を中心とした市民サービスエリアは、市役所や総合保健福祉センタ

ー、市民図書館、こども未来館、公民館、保健所など公共施設が集約されており、

日常的に市民が訪れる場所である。さらに、都市の骨格となる茨戸川に面している

ことや歩行者ネットワークの起点になっていること、樽川など身近な水とみどりが

存在し、市民の緑化に対しての関心が高く、緑化の推進が特に求められる場所でも

ある。 

また、このエリアは、「まちの顔」となる地区として「まちの顔づくり計画（平成

８年３月）」が策定され、平成 10年３月には、市役所を中心とした地区について、

本市の中心市街地としてふさわしい、シンボルとなる魅力的な都市空間や景観を備

えた地区とすることを目指した「石狩市中心核」の設計が行われるなど、本市のシ

ンボルとして空間形成が求められている地区である。 

以上のことから、本市の市役所周辺の地区を緑化重点地区として設定する。 

 
（２）地区の課題 

市役所とその周辺の河川敷地を含めた約15ヘクタールについては、市役所や総合

保健福祉センター、市民図書館、こども未来館、保健所などがすでに建設されてお

り、今後も（仮称）メモリアルパークなどの整備が、茨戸川や樽川の河川空間と一

体となった計画として想定されている。 

すでに建設されているこれらの施設周辺においては、樹木が成長して緑が増えて

きているものの、未整備エリアでは緑が不足していることから、引き続き植栽を進

め、みどり豊かな空間にすることが必要である。 

さらに、当地区では今後整備が予定されている、（仮称）メモリアルパークは、樽

川や茨戸川などと一体となった緑化計画が立てられており、地区全体でのみどりあ

ふれる空間形成が望まれている。 
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8 章 緑化重点地区 
 
（３）緑化計画 

 
１）地区の目標 

 
 
 
 
 

当地区は、市役所や総合保健福祉センター、市民図書館などの公共施設のほか、

河川敷地を利用した都市緑地「サスイシリの森」があり、茨戸川や樽川にも面して

いる。今後は（仮称）メモリアルパークなどの整備も計画されている。 

当地区が、「水とみどりにつつまれたまち石狩」にふさわしい市民の憩いの場とな

るように、茨戸川や樽川と連続させながら地区全体が「森」のイメージを持つよう

な一体的な緑化整備の推進を図る。 
また市役所など地区内の市民サービス施設をつなぐみどり豊かな気持ちのよい歩

行者空間を形成し、市民が気軽に訪れ利用したくなるような空間づくりを図る。 

さらに、市民のイベントなどに使える空間を確保し、市民が集い憩える場となる

ような整備を行う。 

緑化にあたっては、市民参加による植栽等、市民の手によってみどりを創出する

機会をつくり、市民に親しまれる空間を形成する。 

 

地区のテーマ：石狩市の水とみどりのシンボル・“森”の形成 

■図8-1 緑化重点地区の全体イメージ 
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２）緑化計画 
 
●公共施設の緑化推進 
市役所など公共施設の周辺に植栽を行い、みどりのなかに公共施設が存在する

ようにする。植栽にあたっては、四季折々の表情がでるように、花の咲く樹木や

紅葉が美しい樹木をおりまぜるものとする。 

 
●公園緑地の整備による緑化推進 
当地区においては、（仮称）メモリアルパーク（約3.2ヘクタール）が計画され

ている。 

（仮称）メモリアルパークは、市制施行の記念として、また当地区のシンボル

的な施設として位置づけられており、水とみどりにつつまれた石狩を象徴するよ

うにみどりの配置を考慮する。 

また河川敷地の占用を受け整備したサスイシリの森（２ヘクタール）は、水防

活動の場と合わせて、市民の憩いの場となるように積極的に植栽を行う。 

 
●河川空間と一体となった緑化推進 
当地区は、本市の市街地を囲む広域へつながるみどりである茨戸川と接する場

所であり、市民が茨戸川に接する最も身近な場所である。また、身近なみどりで

ある樽川も含んでいる。 
そこで、茨戸川や樽川の河川空間と一体となった緑化の推進を行い、水とみど

りに囲まれた石狩にふさわしい拠点としての空間を形成する。 
また、当地区に歩いて訪れることができるように、茨戸川や樽川の河岸に散策

路を整備したり、他の歩行者道路や緑道とネットワーク化を図り、気軽に訪れる

ことができるようにする。 

 
●市民の手による緑化の推進 
当地区の緑化にあたっては、市民の参加による在来樹木の苗木づくりなどの方

法により植樹祭などを実施しながら、市民の手で本市の水とみどりのシンボルと

なる森づくりを進めることを目標とする。 

 

  
 
 



 

7
7
 

（仮称）メモリアルパーク 

市役所 

市民図書館 

総合保健福祉センター 

茨戸川 

樽川 

サスイシリの森 

石狩手稲通 

※「まちの顔づくり計画（平成 8年 3月策定）」の、中核ゾーンの空間
形成イメージ図をもとに、緑化重点地区イメージ図を作成 

■8-2 緑化重点地区イメージ図（市役所周辺地区） 
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巻末参考資料 



 

 



 

 

緑地の整備目標総括表（別ファイル（エクセル）「整備目標総括表」）



 

 

 

 

【用語の解説】 

 

○みどり：樹林地、草地、水辺地、岩石地やこれらに類する土地が単独で若しくは一

体となって良好な自然環境を形成しているもの、公園、街路樹、公共施設

の緑化地、庭木までを含めた総称であり、これらがつくり出す景観や人間

の精神的なものまで含む包括概念をいう。 
 

○緑 地：法律（都市緑地法第３条第 1項）で、制度的に整理された緑地をいう。こ

の「緑地」は、公園や公共施設として管理される「施設緑地」と、土地利

用コントロールで確保される「地域制緑地」に大きく分けられる（本計画

が対象とする緑地の詳細は、P.4参照）。 

 

○施設緑地：国又は地方公共団体が一定区域内の土地の所有権を取得し、目的に応じ

た公園の形態を造り公開する緑地。一般には、都市公園法に基づく公園

や国民公園等がこれに該当する。 
 

○都市計画公園：都市計画法第11条により、都市施設として都市計画決定された公園。 

 

○都市公園：地方公共団体が都市計画施設として設置する公園緑地、地方公共団体が

都市計画区域内に設置する公園緑地、国が設置する公園緑地を含めたも

の。なお、都市公園には次頁のような種類の公園がある。 
 
○住区基幹公園： 主として近隣住区内の住民の安全で快適かつ健康的な生活環境およ

びレクリエーションや休養のためのスペースを確保し、住民の日常

的な身近な利用に供するために、近隣住区を利用単位として設けら

れる基幹的な公園。その機能から街区公園、近隣公園、地区公園に

区分される。 



 

 

参考資料 
 
■都市公園の種類 

種  類 種 別 内       容 

基幹公園 

街区基幹 

公  園 

街区公園 
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で誘致

距離250ｍの範囲内で１ヵ所当たり面積0.25haを標準として配置する。 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で 1近隣

住区当たり１ヵ所を誘致距離 500ｍの範囲内で１ヵ所当たり面積２haを標

準として配置する。 

地区公園 

主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で

誘致距離１kmの範囲内で１地区当たり１ヵ所面積４haを標準として配置

する。 

都市基幹 

公  園 

総合公園 

都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するこ

とを目的とする公園で都市規模に応じ１ヵ所当たり面積 10～50haを標準

として配置する。 

運動公園 
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規

模に応じ１ヵ所当たり面積15～75haを標準として配置する。 

 

特  殊  公  園 

 

風致公園、動植物公園、歴史公園等特殊な公園でその目的に則し配置する。

大規模 

公園 

広 域 公 園 

主として一つの市町村の区域を越える広域のレクリエーション需要を充足

することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック内の容易に

利用可能な場所にブロック単位ごとに１ヵ所程度面積 50ha以上を標準と

して配置する。 

レクリエーション 

都   市 

大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリ

エーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、

自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ

ーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域

から簡易に到着可能な場所に都市計画公園 1,000ha、うち都市公園 500ha

を標準として配置する。 

緩  衝  緑  地 

大気の汚染、騒音、振動、悪臭等の公害の防止、緩和若しくはコンビナー

ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源

地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について

公害、災害の状況に応じ配置する。 

都  市  林 

市街地及びその周辺部においてまとまった面積を有する樹林地等におい

て、その自然的環境の保護、保全、自然的環境の復元を図れるよう十分に

配慮し、必要に応じて自然観察、散策等の利用のための施設を配置する。 

広  場  公  園 

市街地の中心部の商業・業務系の土地利用がなされている地域における施

設の利用者の休憩のための休養施設、都市景観の向上に資する修景施設等

を主体に配置する。 

都  市  緑  地 

主として都市の自然的環境の保全ならびに改善、都市景観の向上を図るた

めに設けられる緑地であり、0.1ha以上を標準として配置する。 

但し既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により

都市にみどりを増加または回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設

ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。 

緑       道 

災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性及び快適

性の確保等を図ることを目的として、近隣住区又は近隣住区相互を連絡す

るように設けられる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を主体とする緑地で

幅員10～20ｍを標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前広

場等を相互に結ぶよう配置する。 

国の設置に係る都市公園 

主として一つの都府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを

目的として国が設置する大規模な公園にあっては、１ヵ所当たり面積おお

むね 300ha以上を標準として配置し、国家的な記念事業等として設置する

ものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように整備する。



 

 

 

 

○地域制緑地：風致地区、近郊緑地保全区域、歴史的風土保存区域、緑地保全地区、

生産緑地地区等、一定の土地の区域に対して指定し、その土地利用を

規制することで良好な自然的環境等の保全を図ることを目的とした都

市計画体系上の緑地保全に係る制度の総称をいう。以下にその制度の

例を示す。 
 

制  度 概       要 根拠法令 

風致地区 

都市の風致の維持を目的とする制度。風致地区内では、条例で定

めるところにより建築物の新築等の行為には許可が必要。地区内

では、一定の開発を許容しつつ全体としての風致の維持を図るこ

とを目指す。損失補償、買入れ制度なし。 

都市計画法 

緑地保全地区 

都市の緑地の保全を目的とする制度。都市の安全に寄与する、文

化的意義を有する、風致に優れている、野生生物の生息地等が対

象となる。現状凍結的な保全が図られる。損失補償および土地の

買入れ制度あり。 

都市緑地法 

生産緑地地区 

市街化区域内の農地について、農地のもつ緑地機能を評価し、そ

の永続的な保全を図る制度。宅地並みの課税の適用除外等の優遇

措置が講じられるが、営農が義務づけられる。計画的な指定は難

しい。 

生産緑地法 

 

 

○緑化重点地区：都市内で緑地の整備、都市緑化等を重点的に推進する地区。 

 
○産業分類：第 1次産業…農業、林業・狩猟業、漁業・水産養殖業 

第 2次産業…鉱業、建設業、製造業 
第 3次産業…卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、 

電気・ガス・水道・熱供給業、サービス業、公務 
 
○市民トラスト：貴重な緑地などが失われるのを防ぐために、市民などから広く寄付

金を募って緑地などを買い入れたり、寄贈を受けたりして、保存・

管理し、次の世代に残していこうとする運動と組織をいう。 



 

 

参考資料 
 

○花と緑の協議会：花と緑のまちづくり事業の推進及び緑化思想の普及啓発等を行な 
い、暮らしの場、交流の場としての地域づくりに資することを目

的として、石狩市の各種団体が構成員となって発足した会。 

 

○グリーンデータバンク制度：家庭で不要になった庭木や庭の草花の情報を得て、希望者

に斡旋し、樹木や草花を有効に活用し緑のまちづくりに役

立てようとする石狩市の制度。 

 

 

○フラワーマスター制度：花を生かした街づくりを進めるため、花の育成、管理の知識を

持つ人たちを認定する北海道の制度。 

 
○グリーンインストラクター制度：森林・林業や緑についての基礎的知識を身につけて、ボ

ランティアとして指導できる人を育てる制度。 
 
 

【記念保護樹木一覧】 

 
１）石狩市記念保護樹木（石狩市自然保護条例第7条） 

名   称 所  在  地 指 定 年 月 日 

ヤナギの一本木 石狩市花畔 510（立江寺） 昭和61年10月21日 

イチョウの二本木 石狩市花畔573-10（花川小学校） 昭和61年10月21日 

く り の 二 本 木 石狩市花川南2条5丁目（了恵寺） 平成 ３年 8月22日 

 

２）北海道記念保護樹木（北海道自然環境等保全条例） 

名   称 所  在  地 指 定 年 月 日 

赤だもの一本木 石狩市生振（石狩市農協生振支所倉庫前） 昭和47年 3月25日 

 

 




