４．地 域 別 構 想
4．地域別構想
(都市計画区域内を 6 地域に区分、全体構想を踏まえ地域別に構想を設定
します)

１．豊沼地域
・地域の課題
【既存企業の充実と新規誘致促進】
周辺市町村が農業を基幹産業として発展したのに対し、本市は後背産炭地や地形・地理的要
因により、工業を基幹産業として発展してきた特徴があり、今後とも内陸型工業地の充実を目
指すため、国道 12 号沿線を始めとする未利用地に関連企業等の誘致を図る必要があります。
【住・工業環境の保全】
建物用途は用途地域に対し比較的純化しており、既存住宅地は比較的良好な住環境で、現施
設の適切な維持管理に努めます。また、工業地については敷地内の緑化推進による環境整備が
必要です。

・地域づくりの目標
当地域は全体構想の「産業振興の拠点」を主に担い、将来的な地域像を『職住が近接した住
環境機能が良好な地域』と設定し、良好な工業団地形成や市街地中心部と連携を図りながら地
域コミュニティの充実した閑静な住宅地としての市街地形成をめざします。

将来地域像：『職住近接の住環境機能が良好な地域』
目標：内陸型工業の充実

[ 33 ]

４．地 域 別 構 想
・土地利用の方針
○住居系土地利用
西 6 条南 22 丁目周辺は社宅などの低・中層集合住宅及び戸建の専用住宅地として、今後
も良好な住環境の保全に努めます。
○工業系土地利用
国道 12 号沿線は特別用途地区を摘要した沿道サービス工業型の住工共存地として、豊沼
町は専用工業地として工業環境の保全に努めます。

・都市施設整備の方針
①道路交通の整備方針
・市街地内交通網の都市計画道路は南 7 号西沿通や南 8 号西 1 線通で整備が終了しておら
ず、地域の実情や社会性を考慮し見直しを含めた検討を進め、必要性の高い道路について
は、順次整備を図ります。
・生活道路は、地域の実情に合わせ整備・維持に努めます。
②公園・緑地
・本地域では都市計画決定された箇所はありませんが公園が不足している箇所については、
居住人口の動態や公園の誘致距離などを勘案して検討して行きます。
③下水道・河川
・当地域の下水道整備は豊沼工業専用地域を除き整備が終了しており、今後はその維持管理
に努めます。

豊沼地域の基本方針図
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４．地 域 別 構 想
２．市街地地域
・地域の課題
【適正な土地利用の誘導と住環境の保全】
東部は住工混在などもほとんどなく、用途地域に純化した土地利用がなされていますが、
比較的大きな未利用地があるなど、都市的利用度が低くなっています。これらについては、
周辺住宅地と調和した土地利用規制・誘導や開発整備が必要となってきます。また、高齢者
等に対応したまちなか居住をさらに推進するため、公営住宅等のバリアフリー化や良質化が
求められています。中央小学校周辺は、文教環境の改善の観点から土地利用の規制を考慮す
る必要があります。
国道 12 号沿は農地や低・未利用地が多く点在しており、通過交通の多さを利用した沿道
業務サービス機能の誘致・充実及び適切な規制により土地利用の見直しを図る必要がありま
す。本地域は全般的に人口減尐などの社会的現象により近年、空き家・空地が目立つ様にな
っていることから、適切な住宅誘導をおこなう必要があります。
【既存施設の現況】
国道 12 号にある流雪溝は商店街の高齢化に伴い利用率が減尐してきていることから、地
域全体で管理するシステムの構築が求められています。

・地域づくりの目標
当地域は国道 12 号沿線を除き全体構想では住居が主体の「市街地ゾーン」に区分され、地
域内の主たる公園・緑地は「水と緑の交流拠点」に位置付けられています。このため、将来的
な地域像を『安全・安心な居住地域』と設定し、中心市街地と連携を図りながら地域コミュニ
ティの充実した閑静な住宅地としての市街地形成をめざします。

将来地域像：『安全・安心な居住地域』
目標：良好な住環境の保全
・土地利用の方針
○住居系土地利用
東部は JR 函館本線以東に広がる戸建・集合住宅地を専用住宅地として今後も良好な住環
境の保全に努めます。日の出公園に隣接する農業関連施設は本市の農業の振興を図る重要な
施設地区であるため、施設の充実等が必要となった場合には周辺住環境に配慮しつつ、用途
地域の見直しについて検討して行く必要があります。また、西部の北側は公共公益の業務施
設が集積しており住商共存地として、西 3 条から西 6 条の市営住宅団地はまとまりのある
中高層専用住居として住環境の保全に努めます。北部の北光団地、すずらん団地などの集合
住宅地、及び北光小学校周辺の戸建住宅地は今後も専用住宅地として良好な住環境の保全に
努めます。
○商業系土地利用
西部の国道 12 号沿線は沿道型商業・業務地として中心市街地地域の商業地と連動し、住
民の日常的な買い物や各種サービスに対応した、利用者の快適性などに配慮した商業環境の
形成を図ります。
○工業系土地利用
北部の国道 12 号沿線は特別用途地区を摘要した沿道サービス型工業の住工共存地として、
東部の文珠砂川線を挟む両側の地域は軽工業を主体とした工業地ですが、産業構造等の変化
により土地利用に変化の見られる箇所については、必要に応じ用途地域見直しの検討を行い
ます。
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４．地 域 別 構 想
・都市施設整備の方針
１）道路交通の整備方針
・市街地内交通網の都市計画道路は、南 7 号西沿通をはじめ整備の終了していない路線が複
数ありますが、今後将来交通量の予測などに基づき位置・幅員・構造の変更検討を、また
長期未着手の路線については廃止を含めた検討を行い、優先度の高い道路より整備を行っ
ていきます。
・生活道路は、地域の実情に合わせ整備・維持を行っていきますが、市民の意向としては高
齢化社会や冬季の交通安全への対応を求めており、新設道路については高齢者等に配慮し
歩道バリアフリー化など歩行者優先の道路網づくりを推進します。また、既設道路につい
ても歩道拡幅等により歩行者を優先保護した安全、快適な道路づくりを進めます。
さらに、高齢者による交通弱者に対応する為、新たな公共交通システムの検討を行います。

２）公園・緑地
・市民一人あたりの公園・緑地量は約 199 ㎡(平成 22 年末の都市計画区域内)と全国一で
すが、住民が日常的に利用できる公園が丌足しているため人口動態や誘致距離等を勘案し
て街区公園の配置を検討します。
また、各地域の公園が有機的に結合し、各公園を利用することができるよう幹線道路の
歩道や河川緑地等により、水と緑のネットワークの形成に努めます。
・総合公園である北光公園（面積 23.9ha）
、運動公園である日之出公園（面積 14.2ha）、
北海灌漑溝を利用した流れのプラザ、水とオブジェのプラザや、こもれびのプラザ、4 箇
所の近隣公園が徒歩圏内に配置され、体育・イベント・憩いなど多彩に利用されています。
また、砂川神社周辺は桜の名所吉野山にちなんだ吉野と命名され、樹齢二千年以上と言
われる水松や数多くの樹木があり市民の憩いの場となっています。これらの施設を後世に
永く伝えて行くためには市民の積極的な関わりが丌可欠であり、その方策について検討し
て行く必要があります。
・西部の石狩川水系砂川緑地(オアシスパーク、ウォーターヒルズスクエア)は、市民のみな
らず本市の貴重な観光資源としてあり、今後も安全、快適に利用できるよう維持管理を図
ります。また、全般的に街区公園が丌足していることや、老朽化が進む公園施設などがあ
り利用する地域住民の意見を取り入れたリニューアル等を促進して行きます。
・北部の北光小学校周辺の住宅地には街区公園が無いため、居住人口の動向や誘致距離を勘
案し、必要に応じて公園設置を検討して行きます。
・各都市公園は、今後も安全、快適に利用できるように維持管理を図りますが、老朽化した
遊具のリニューアル等については、地域住民と協働で検討し地域実情に合わせた公園づく
りを促進して行きます。

３）下水道・河川
当地域の下水道整備はほぼ終了しており、今後はその維持管理に努めます。石狩川の河川
敷地は有効利用の一環として広場の整備が行われ、憩いの場として住民に広く利用されてい
ることから、今後も都市生活に潤いを不える自然環境を備えた場所として維持・保全に努め
ます。
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４．地 域 別 構 想
４）その他
・「砂川市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、公営住宅のストックを効果的かつ円滑的な
更新を実現する上で長寿命化をはかり、ライフサイクルコスト削減につなげた計画的な維
持管理を行い、尐子高齢化社会にともなう高齢者に対応した設備等の改善や、多様なニー
ズに対応する住宅水準の向上を図る事により、快適な居住環境の確保に努めます。
・砂川市では、定住推進を目的として、ホームページにて「空き地・空き家情報」を公開し
ており、今後においても情報提供を続けていきます。
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４．地 域 別 構 想
３．中心市街地地域
・地域の課題
【中心市街地の利便性向上】

人口減尐や尐子高齢化社会の進展に伴い、小売業の年間売上が平成 8 年をピークに下降傾
向が続き、空き店舗の増加など商店街の空洞化が進んでいます。そのため、現在当市では、
中心市街地活性化基本計画に基づき、様々な商業施策が実施されていますが、まちなかの回
遊性を高めるため、都市計画道路の見直し検討を含む整備促進、主要施設を結ぶ生活幹線の
歩道空間の整備充実が必要となってきます。また、国道 12 号にある流雪溝は商店街の高齢
化に伴い利用率が減尐してきていることから、地域全体で管理するシステムの構築が求めら
れています。
【適正な土地利用の誘導と住環境の保全】
本地域は住工混在などもほとんどなく、用途地域に純化した土地利用がなされていますが、
大きな未利用地や隣接して用途白地地域があるため生活道路のネットワークが悪く、都市的
土地利用度が低くなっています。これらについては、周辺住宅地と調和した土地利用規制・
誘導や開発整備を行うことにより、本市が進める「定住人口」増加の受け皿となりえます。
また、高齢者等に対応したまちなか居住をさらに推進するため、公営住宅等のバリアフリー
化や良質化が求められています。

・地域づくりの目標
当地域は全体構想の「都市活動の拠点」を主に担い、将来的な地域像を『にぎわいと行政
サービス機能の充実した地域』と設定し、ＪＲ砂川駅周辺を広域の交通拠点として、にぎわ
いの創設につながる都市施設の再整備の推進を、また市街地地域と連携を図りながら地域コ
ミュニティの充実した住宅地、活気のある中心市街地としての市街地形成をめざします。

将来地域像：『にぎわいと行政サービス機能の
充実した地域』
目標１：まちなか居住とコンパクトシティへの誘導
目標２：中心市街地の利便性と回遊性の向上を目指
した交通環境の整備
・土地利用の方針
商店街活性化など集客施設の中心市街地への誘導や、市街地の拡大を抑制したコンパクトな
都市づくりを進めるため、歩いて暮らせる快適な住宅地の形成やまちなか居住の推進を図り、
利便性や魅力のある商店街・中心市街地の形成をめざします。
○住居系土地利用
JR 函館本線と石狩川に囲まれ公共公益の業務施設が集積している地区は住商共存地とし
て、JR 函館本線以東に広がる戸建・集合住宅地を専用住宅地として今後も良好な住環境の
保全に努めます。また、
「まちなか居住」の推進は定住人口の増加に資することや、商店街
の活性化やにぎわいの創出を生み出すことから、駅東の未利用地などの活用を検討していき
ます。
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４．地 域 別 構 想
○商業系土地利用

ＪＲ砂川駅前や国道 12 号、南 1 丁目通、北 2 丁目の沿道は、住民の日常的な買い物や
各種サービスに対応する中心商業地として、砂川市の「まちの顔」にふさわしい景観形成と、
都市施設の再整備も視野に入れた魅力ある商業地の形成を検討して行きます。

・都市施設整備の方針
１）道路交通の整備方針
・市街地内交通網の都市計画道路は南 1 丁目通で整備が終了していませんが、今後将来交通
量の予測などに基づき位置・幅員・構造等も含めた検討を行い整備に努めます。
・駅周辺は広域交通拠点としてアクセス・回遊性の改善はかるとともに、都市の顔としての
景観形成や低炭素社会等に配慮した整備を図ります。特に自動車交通で支障になっている
北２丁目通と国道 12 号の交差点部について、国や北海道とも慎重に協議・検討をしてい
きます。
・美しい街並みの形成を実現する為、国道 12 号沿いの電線地中化の要請を行っていきます。
・にぎわいや広域交通の核としてＪＲ砂川駅の橋上化を推進するほか、市役所・市立病院な
ど公共公益施設と中心商業施設との回遊性を高めるため、歩行者の利便性向上に配慮した、
歩道のロードヒーティング化・バリアフリー化、駐車場の確保などに取り組みます。
・生活道路は、地域の実情に合わせ整備・維持を行っていきますが、市民の意向としては高
齢化社会や冬季の交通安全への対応を求めており、新設道路については高齢者等に配慮し
た都市づくりを意識し、歩行者優先の道路網づくりを進めるとともに、ポケットパークや
広幅員の歩道設置を推進します。また、既設道路についても歩道拡幅等により歩行者に配
慮した安全、快適な道路づくりに努めます。

２）公園・緑地
・隣接する石狩川水系砂川緑地(オアシスパーク、ウォーターヒルズスクエア)は、市民のみ
ならず本市の貴重な観光資源としてあり、安全、快適に利用できるように今後も維持管理
に努めます。
・各都市公園は、今後も安全、快適に利用できるように維持管理を図りますが、老朽化した
遊具のリニューアル等については、地域住民と協働で検討し地域実情に合わせた公園づく
りをめざします。

３）下水道・河川
当地域の下水道整備はほぼ終了しており、今後はその維持管理に努めます。

４）その他
当地域は公共公益施設が集中している地域なので、地域住民及び市民への行政サービス
機能の充実をめざし、施設建替え等の際にはユニバーサルデザインの取り入れなど、利用
者にやさしい施設環境づくりに取り組みます。
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４．地 域 別 構 想
■中心市街地地域の基本方針図

まちなか居
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行者ネットワーク
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４．地 域 別 構 想
４．北光地域
・地域の課題
【企業誘致の促進】
道道央砂川工業団地は本市の２大工業団地の一つとして計画的に整備された工業団地です
が、経済が低迷するなか、半数近くの分譲が進んでおらず未利用地も多数介在しています。
これらを解消するための施策が求められています。
【適切な土地利用の誘導】
国道 12 号沿は農地や低・未利用地が多く点在しており、通過交通の多さを利用した沿道

業務サービス機能の充実及び適切な規制による土地利用の見直しを図る必要があります。

・地域づくりの目標
当地域は工業系用途が配置されている地域である事から、将来的な地域像を「住・工共生
型の地域」とし、引き続き周辺環境と調和しながら、広域交通基盤を活かした流通系企業の
積極的な誘致に努め住環境や周辺の農業環境を守りつつ、活力ある市街地形成をめざします。

将来地域像：『住・工共生型の地域』
目標１：流通系企業の誘致促進
目標２：需要に応じた都市基盤の整備
・土地利用の方針
○工業系土地利用
・国道 12 号沿線は特別用途地区を摘要した沿道サービス型軽工業地として、また道央砂川工
業団地は専用工業地として工業環境の保全を図りながら、低・未利用地については積極的な
企業誘致や土地利用の検討を行い、健全かつ活発な土地利用をめざします。

・都市施設整備の方針
１）道路交通の整備方針
・地域内の都市計画道路は整備済みであり、工業団地内道路については企業誘致の状況を勘
案し適宜に整備に取り組みます。

２）公園・緑地
・工業団地内にある施設緑地の維持管理に努めます。

３）下水道・河川
・下水道については公共下水道事業計画をもとに、大半が整備済みですが、企業誘致の状況
に応じた配置及び、老朽施設については計画的・効果的・効率的に更新を進めるとともに、
更なる普及率の向上に努めます。

[ 42 ]

４．地 域 別 構 想

■北光地域の基本方針図

低未利用地の積極的
な企業誘致
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４．地 域 別 構 想
５．空知太地域
・地域の課題
【住環境の保全と未利用地の解消】
・施設の老朽化が進む公園施設は、利用する地域住民の意見を取り入れたリニューアルが必要

です。
・空知太東 3 条付近に点在する農地・未利用地については、適切な誘導及び規制により土地利
用の見直しを図る必要があります

・地域づくりの目標
当地域は滝川市街地に隣接しており、砂川サービスエリアのスマート IC が実現すると国道
１２号沿線の商業、業務施設などの他市町からの利用度もさらに増すと想定されることから、
将来的な地域像を『広域交流機能の充実した地域』と設定し、広域交流のモデルとなる市街地
形成をめざします。

将来地域像：『広域交流機能の充実した地域』
目標１：広域交通網の充実
目標２：住環境と沿道業務環境の調和したまち

・土地利用の方針
○住居系土地利用
国道 12 号及びバイパスに囲まれている地区は住商共存として、空知太小学校周辺及び空
知太東 2 条以東は専用住宅地として今後も良好な住環境の保全に努めます。未利用地につい
ては地区計画等の検討など関係者との協議を通じて、その活用を促進します。
○工業系土地利用
国道 12 号及びバイパス沿線は、大規模集客施設の規制を適用した沿道型商業・業務地と
して、企業の利便性を確保しつつ混在する住宅への住環境の保全を図ります。また、隣接す
る白地地域で土地利用が進展している個所については、見直しや特定用途制限地域について
検討して行きます。

・都市施設整備の方針
１）道路交通の整備方針
・道道深川砂川自転車道線は広域的な自転車専用道であり、より安全に通行できるよう道
路管理者に維持管理を要請して行きます。
・生活道路は、地域の実情に合わせ整備・維持に努めます。

２）公園・緑地
各都市公園は、今後も安全、快適に利用できるように維持管理を図りますが、老朽化し
た遊具のリニューアル等については、地域住民と協働で検討し地域実情に合わせた公園づ
くりを促進します。

３）下水道・河川
当地域の下水道整備はほぼ終了しており、今後はその維持管理に努めます。
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４．地 域 別 構 想

■空知太地域の基本方針図
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４．地 域 別 構 想
６．郊外地域
・地域の課題
【農業環境の保全】
市街地背後に広がる田園風景は、重要な産業であると同時に貴重な景観資源でもあることから、
市街地の拡大抑制による農用地の保全が求められます。
【交通アクセスの改善】
来訪者の観光施設へのアクセスや砂川市民の高速道路利用者へのアクセス改善のため、砂川サ
ービスエリアからの直接乗り入れが求められています。

・地域づくりの目標
田園景観や緑豊かな丘陵地帯、石狩川の水辺などは本市の原風景であり、「自然環境保全ゾー
ン」「水辺オアシスゾーン」と設定していることから、将来的な地域像を『農業・自然・観光が
調和した地域』と位置付け、広域交流の拠点となる環境形成をめざします。

将来地域像：『農業・自然・観光が調和した地域』
目標１：田園環境の保全
目標２：自然環境を活かした観光拠点の形成
・土地利用の方針
○白地地域の土地利用
○白地地域の土地利用
農地法及び農業振興地域整備計画等との整合・調整を図り、農地における生産基盤の計画
的な整備を図りつつ、農地がもつ地力や多面的な機能の維持・保全を図ることを基本としま
すが、用途地域に隣接し既に都市的土地利用が進んでいる箇所（農振農用地以外の土地）や、
中央小学校隣接の白地地域は文教環境改善の観点から特定用途制限地域などの検討を行い
ます。また、石狩川は周辺環境と調和した潤いのある親水空間としての活用を図ります。

・都市施設整備の方針
1）道路交通の整備方針
・本地域内にある都市計画道路は、地域の実情や社会性を考慮し、長期未着手の道路につい
ては見直しを含めた検討を進め、必要性の高い路線については優先的な整備に努めます。
・道道深川砂川自転車道線は広域的な自転車専用道であり、より安全に通行できるよう道路
管理者に維持管理を要請して行きます。
・道央自動車道砂川サービスエリアのスマートインターチェンジ化に合わせ、接続部の改修
を検討するほか、生活道路は地域の実情に合わせ整備・維持に努めます。

2）公園・緑地
・石狩川水系砂川緑地(オアシスパーク、ウォーターヒルズスクエアなど)は、市民のみなら
ず本市の貴重な観光資源としてあり、今後も安全、快適に利用できるよう維持管理に努め
ます。
・石山公園、砂川オアシスパークは、市民ばかりではなく広く道民全体の公園・緑地として
安全、快適に利用できるよう今後も北海道とともに、維持管理に努めます。

3）下水道・河川
・空知川、石狩川は河川敷地有効利用の一環として広場の整備が行われ、憩いの場として住
民に広く利用されていることから、今後も都市生活に潤いを与える自然環境を備えた場所
として整備保全に努めます。
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