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６  市民協働による緑のまちづくり 14 の取り組み 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑のまちづくり 
のテーマ 理念 「

“ み ど り ”

原始林・水・らしさ」を感じる 

ほっとするまち江別 

9-1 官公庁施設の緑化推進 
9-2 屋内の緑化推進 
9-3 道路の緑化推進 
9-4 公園の緑化推進 
9-5 住宅地の緑化推進 
9-6 商業施設の敷地内や沿道の緑化推進 
9-7 工業地区の緑化推進 

11-1 イベントの活用 
11-2 自然に親しむ機会づくり 
11-3 緑を生かした保健・保養 
11-4 自然環境教育への活用 
11-5 冬季も緑にふれられる機会づくり

14-1 緑と水に関する調査研究の推進 
14-2 緑と水に関する情報収集の仕組みづくり 
14-3 緑と水に関する情報発信の仕組みづくり

2-1 郊外の緑の保全 
2-2 歴史的に重要な緑地の保全 

3-1 鉄道林の保全
3-2 市街地に残る緑の保全 
3-3 開発に伴う規制と誘導 

4-1 河川・湖沼の保全 
4-2 河畔林の保全

5-1 レクリエーション拠点の整備 
5-2 緑化重点地区の指定 
5-3 避難地としての防災機能の充実 
5-4 シンボルとなる緑の空間づくり 

6-1 良好な水辺空間を生かしたネットワーク
6-2 快適な移動空間の整備 
6-3 避難路としての防災機能の充実 
6-4 広域的な緑の連携 

7-1 公共空間の緑のボリュームアップ

8-1 江別らしい、北海道らしい緑の景観づくり
8-2 公共空間の緑のデザイン 
8-3 地区の個性を生かした緑のまちづくり 
8-4 身近な緑の充実 

10-1 市街地に残る樹林地の活用 
10-2 石狩川の活用 
10-3 中小河川の活用 
10-4 農地を生かした農村との交流 
10-5 湖沼や旧河川の河跡湖（三日月湖）の活用 
10-6 誰もが緑にふれられる空間づくり

12-1 緑の保全や緑化活動に対する支援
12-2 公園づくり等への市民参加の促進 
12-3 緑に関する技術提供 

13-1 支援体制の充実 
13-2 緑に関する啓発と活動の拡大 
13-3 緑の循環の仕組みづくり 
13-4 緑に関する基金の充実 

1-1 野幌原始林の保全 
1-2 野幌原始林の周辺環境の保全 

身近な緑が 
原始林へ 

つながるまち 

水辺を実感 
できるまち 

江別らしさを 
生かした 
緑のまち 

いまある緑を 
子どもたちへ 

緑を 
まもる 

緑を 
そだてる 

緑に 
ふれる 

緑を 
ひろげる 

テーマを 
実現するための 

方針 

1 野幌原始林をまもる

2 市街地を取り巻く
緑をまもる 

3 身近な緑をまもる

4 水辺をまもる

5 緑の拠点・施設の整備

6 緑のネットワーク化

7 緑のボリュームアップ

8 緑のイメージアップ

9 空間の特性に応じた
緑化推進 

10 身近な緑や水辺を
活用する 

11 緑にふれる機会を
つくる 

12 緑づくりを支援する

13 仕組みづくりを
すすめる 

14 情報化をすすめる
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６－１  緑をまもる取り組み 

１  野幌原始林をまもる 

１－１  野幌原始林の保全 
市域の南西部に広がる道立自然公園に指定さ

れている野幌原始林は当市の緑の要であること

から、樹林の育成や更新などの適切な維持管理、

公園利用者や公園内道路による環境への負荷軽

減、不法投棄による環境悪化の防止など自然環

境の維持のため、国や北海道、関連自治体、関

係団体などと連携しながら、市民ぐるみで保全

を基本としつつ自然とのふれあいや自然環境教

育の場などとして、自然の大切さや仕組みに配

慮した活用に努めます。 

１－２  野幌原始林の周辺環境の保全 
原始林の周辺部においては、開発による負荷の軽減や既存の自然環境を有する樹林地

などの保全のため、開発に伴う緩衝緑地の設置や既存樹林地の所有者の理解と協力を得

ながら、市民緑地の契約などにより周辺環境の保全に努めます。 

２  市街地を取り巻く緑をまもる 

２－１  郊外の緑の保全 
良好な営農環境にある農地は保全することを

基本とし、農地に点在する保全すべき屋敷林や

耕地防風林、市街地に隣接する樹林地、河畔林

などについては、市民ぐるみで所有者の管理負

担の軽減や適正な維持管理に努め、永続的な保

全のために保全配慮地区への指定や所有者の理

解と協力を得ながら市民緑地の契約などで保全

に努めます。 

２－２  歴史的に重要な緑地の保全 
千古園や榎本公園、神社境内の樹林地などの

歴史的な緑地については、樹木の健康診断や治

療、樹木の更新などの適正な維持管理を通じて

良好な状態を維持し、後世に引継ぐよう努めま

す。 

 

豊幌地区の農村風景 

錦山天満宮 

野幌原始林 
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３  身近な緑をまもる 

３－１  鉄道林の保全 
市街地における緑の骨格となる鉄道林につい

ては、所有者の管理負担の軽減、樹木の育成や

更新のための適正な管理を行い、永続的な保全

のために所有者の理解と協力を得ながら市民緑

地の契約などで保全に努めるとともに、鉄道林

および周辺の景観整備や散策などができるよう

活用を検討します。 

また、例えば鉄道林保全基金や鉄道林の会の

設立などを検討するとともに、維持管理などに

おいては所有者と市民、行政の三者による役割

分担を明確にし、市民ぐるみで保全や活用に努

めます。 

さらに、鉄道林の途切れている区間においては、街路樹やその他の手法により連続性

を補完するよう取り組み、市街地における良好な都市環境の保全と充実を図ります。 

３－２  市街地に残る緑の保全 
公園の良好な自然環境の残る樹林地や水辺は、

樹木の育成や更新のために適正な維持管理を行

い、良好な状態の維持を図ります。 

また、民有地の良好な自然環境の残る樹林地

は、市民ぐるみで所有者の管理負担の軽減や適

正な維持管理を図り、永続的な保全のために所

有者の理解や協力を得ながら緑地保全地域や特

別緑地保全地区、保存樹林の指定または市民緑

地の契約などにより保全に努めます。 

３－３  開発に伴う規制と誘導 
宅地造成などの開発において、都市環境の維持・向上のために必要なまとまった面積

の既存樹林の保全や新たな緑化については、江別市緑化推進条例に基づき事業者と協議

しながら地区内の緑化を検討するとともに、緑地協定や地区計画などの諸制度を活用し

ながら緑の保全と緑化の推進に努めます。 

 

野幌台地斜面 

大麻地区鉄道林 
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４  水辺をまもる 

４－１  河川・湖沼の保全 
石狩川をはじめとする市内の河川や湖沼にお

いて、市民ぐるみで水辺の生きもの調査や情報

の収集、治水機能と調和させながら水辺の生態

系に配慮した水辺環境の保全に努めるとともに、

良好な水辺環境の維持や必要に応じて水質浄化

に努めます。 

 

 

 

４－２  河畔林の保全 
良好な自然環境が残された河畔林については、治水機能と調和を図りつつ、その環境

維持のために河川管理者などと協力して市民ぐるみで保全に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世田豊平川 

幌向川・清真布川 

旧幌向川河畔林 しのつ河畔林 

夕張川 
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６－２  緑をそだてる取り組み 

５  緑の拠点・施設の整備 

５－１  レクリエーション拠点の整備 
野幌台地にくし状に入り込む沢地地形や良好

な自然環境の残る樹林地や水辺などを活用した

拠点づくりを基本に、東野幌総合公園の整備や既

存公園の再整備、公園の地域バランスの改善を図

るなど、市民の多くから望まれている１日を通し

て遊べる多様なレクリエーションに対応した拠

点整備を進めます。 

また、施設整備に際しては要望の高い水遊びが

できる場所や木陰づくりなどの水辺や緑の充実をはじめ、だれもが使いやすい施設の整

備を図ります。 

５－２  緑化重点地区の指定 
以下のような要件を満たす緑化を重点的に行う必要がある地区は、地区の緑化計画が

策定され事業性が明らかになった段階で適時設定し、国の緑化重点地区に関連する補助

事業などを活用し地区内の公園や道路をはじめとする公共施設、民有地の緑化や市民の

緑化活動の促進を図ります。 

 

地  区  指定要件など 

地域の中心やシンボルとなる地区 ……… 都心地区および JR 駅前周辺など 

特 に 緑 が 少 な い 地 区 ……… 公園面積率1％以下または1人当り公園面積4㎡

以下の地区など 

緑 化 推 進 の 意 識 が 高 い 地 区 ……… 地域住民による緑化活動の盛んな地区など 

風致の維持が特に必要な地区 ……… 風致地区内の地区で特に風致上重要な地区など 

教 育 研 究 施 設 な ど の 集 積 地 ……… 文教地区などの教育・研究・文化施設などの公共

施設や民間施設の集積地で、環境の保全や創出を

図るべき地区など 

 

５－３  避難地としての防災機能の充実 
災害の際の避難地としての公園や学校などは、防災に対応した施設の充実を図るとと

もに、延焼防止や防炎のために新たな緑化や既存樹木の維持管理を通じて緑の緑量の向

上を図るなど、防災拠点としての機能の充実を図ります。 

５－４  シンボルとなる緑の空間づくり 
公園や道路、河川空間、鉄道林などを活用し、所有者や管理者の理解と協力を得なが

ら、市民ぐるみで特色ある新たな名所や緑のシンボルづくりに努めます。 

 

東野幌総合公園予定地 
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６  緑のネットワーク化 

６－１  良好な水辺空間を活かしたネットワーク 
市内の緑の各拠点を結び、特に野幌原始林と石狩川を結ぶ緑の要素となっている河川

においては、多自然川づくりの基本方針に基づき河川改修を行うとともに、河畔林の保

全や創出など、自然環境に配慮した生態系ネットワークの充実や築堤を利用したレクリ

エーション系ネットワークの充実に努めます。 

６－２  快適な移動空間の整備 
市街地の緑の各拠点を結ぶ役割を果たしてい

る緑道などの歩行系空間においては、歩行者や

自転車、車椅子などで安全かつ快適に移動でき

るよう、緑量の向上や舗装、休憩所の整備など

レクリエーション系ネットワークの充実を図る

とともに、幹線道路の街路樹などの緑量の向上

を図り、木陰の確保や景観向上の観点からも快

適な移動空間の確保を図ります。 

６－３  避難路としての防災機能の充実 
緑道や公園の通路、街路樹のある幹線道路の歩道などの歩行系空間は、避難地となる

緑の各拠点を結んでおり、これらにおいて延焼防止や避難時の安全性を確保するなどの

目的で、新たな緑化や適正な樹木の維持管理を通じて緑量の向上を図るなど、防災系ネ

ットワークの充実を図ります。 

６－４  広域的な緑の連携 
広域的な緑に関しては北海道広域緑地計画に基づき、札幌圏（江別市・札幌市・北広

島市・石狩市・小樽市石狩湾新港地域）の各市と連携して広域的な緑のネットワークの

構築に努めます。 

さらに石狩川や千歳川などを介して広域的な連携を図る際には、関係する市町村など

と連携しながら必要な取り組みを検討します。 

７  緑のボリュームアップ 

７－１  公共空間の緑のボリュームアップ 
公園や道路、官公庁施設などの公共施設にお

いては、花植えなどの緑化やせん定、施肥など

の維持管理を通じて、地域の緑の拠点や憩いの

場、快適な生活環境となるよう市民ぐるみで緑

量の向上に努めます。 

 

四季のみち  秋のゾーン 

大麻西町ラベンダーロード 
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８  緑のイメージアップ 

８－１  江別らしい、北海道らしい緑の景観づくり 
江別らしさの代表としての鉄道林、耕地防風

林のある農村の原風景、牧歌的な大学キャンパ

スなどの緑の要素やレンガ建造物を生かし、江

別らしい緑のまちづくりに努めます。 

また、市境の幹線道路には江別を知らせる特

色ある緑の歓迎ポイントを設けるなど、イメー

ジアップを図るための取り組みを検討します。 

さらに街路樹や公園の樹木などのせん定の際

には、樹形を損なうことのないよう配慮し緑の

イメージアップを図ります。 

８－２  公共空間の緑のデザイン 
公園や道路、市庁舎、小広場などの公共的な

空間の緑をデザインする際には、江別らしさの

代表的な素材であるレンガなどとの調和、隣接

する施設との連携や統一感、特徴ある空間、景

観や江別らしさ、地域の個性などに配慮した公

共空間の緑のデザインを行い、地域に親しまれ

る緑の拠点となるよう努めます。 

 

８－３  地区の個性を生かした緑のまちづくり 
地域の住民が主体となって地域特性や個性を

生かした緑のまちづくりを進めるために、地域

で緑の計画づくりなどを行う際の必要な助言や

緑に関する諸活動に対する技術的支援などを通

じ、地域が行う自助互助への支援を図ります。 

 

 

 

８－４  身近な緑の充実 
散歩や公園で遊んでいるとき、家の窓から外を眺めるとき、通勤通学や買い物に出か

けるときなどの日常生活の中で緑の豊かさが実感できるよう、街路樹や公園の樹木の緑

量の向上、身近に流れる中小河川の水辺の充実、店舗や商店街および庭先の緑化、屋内

や壁面の緑化を通じて魅力的な緑の空間をつくるために、市民ぐるみで身近な緑のイメ

ージアップに努めます。 

 

酪農学園大学白樺並木 

レンガを使った公共施設  えぽあホール

JR 江別駅前のポケットパーク 
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９  空間の特性に応じた緑化推進 

９－１  官公庁施設の緑化推進 
官公庁の施設においては、庁舎などの周辺緑化や屋内緑化を図るなど、緑化推進の取

組みを率先して図ります。また、学校などは自然環境教育のために生態系が体験できる

空間としての緑地づくりを検討します。 

さらに各庁舎の敷地に応じて木陰やベンチなどの施設を充実し、気軽に散歩や休憩な

どができる、地域に開放された緑の拠点となるよう努めます。 

９－２  屋内の緑化推進 
緑のはたらきのひとつである癒しや治療効果、空気の浄化などを身近に活用するもの

として、官公庁施設や病院、学校はもとより個人住宅や事業所、店舗などの屋内におい

て観葉植物などによる緑化や、冬期間においても緑の機能を享受できるなどの環境づく

りを市民ぐるみで図ります。 

９－３  道路の緑化推進 
統一感のある景観や特色ある景観づくりを目

指して道路緑化の長期的整備計画などを作成し、

それに従った緑化や適正な維持管理を行って道

路全体の緑量の向上を図り、隣接する公園や官

公庁の施設、店舗、個人住宅などと連携した整

備などで、道路空間の緑の充実を図ります。 

また、植樹帯の空いているスペースには、地

域の緑化活動と協力して花を植えることで、彩

りと潤いのある道路空間づくりに努めます。 

９－４  公園の緑化推進 
既存の公園においては公園緑化の長期的整備

計画などを作成し、それに従った緑化や適正な

維持管理を行って公園全体の緑量の向上を図り、

新設や再整備に際しては市民参加による公園づ

くりをはじめ、地域による公園管理や植栽、花

壇づくりなどの緑化を図るとともに、既存の公

園においても地域の日常的な協力により地域の

ふれあいの場、憩いの場となるよう緑化に努め

ます。 

 

文教通の街路樹 

元江別公園 
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９－５  住宅地の緑化推進 
新たに造成される宅地開発では、既存樹林地

などの保全のほかに道路などの公共空間や宅地

内の緑化のために、地区計画や緑地協定などの

諸制度を活用した緑化推進を図り、また既存住

宅地においては、新たな植栽や緑量の向上、プ

ランターなどによる緑化推進を図るために庭木

1 本運動や 1 鉢運動など、市民ぐるみで住宅地

の緑化に努めます。 

 

９－６  商業施設の敷地内や沿道の緑化推進 
ビル建築の際には、その敷地内に設けられた

歩行空間や小広場の緑化をはじめ、商店街や店

舗先の緑化、大規模な駐車場や屋上・壁面緑化

など事業者の自発的な緑化の協力を得ながら、

既存制度の活用や緑化の啓発などと連携し緑豊

かで彩りのある商業空間とするため緑化に努め

ます。 

 

 

９－７  工業地区の緑化推進 
工業地区としてのイメージの向上やそこで働

く工場従事者などの健康増進のために、工場立

地法などによる敷地内の緑地の確保をはじめ、

接道する部分への植樹や花植えなど事業者の自

発的な緑化活動や、周辺に残された自然環境の

保全のための協力を得ながら、企業と一体とな

って緑豊かな工業地区とするため緑化に努めま

す。 

 

王子地区の企業緑地 

いずみ野地区の街並み 

店先の植栽 
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６－３  緑にふれる取り組み 

１０  身近な緑や水辺を活用する 

１０－１  市街地に残る樹林地の活用 
市街地における自然環境の残された民間の樹林地などは、周辺住民が散策や手軽な森

林浴などで市街地における潤いと安らぎを享受できる空間として、所有者の理解と協力

を得ながら市民緑地などの諸制度を活用して一般に開放し、利用できるよう努めます。 

１０－２  石狩川の活用 
千歳川との合流点を水と親しむための拠点と

して、築堤の緑化をはじめ江別駅前市街地、江

別河川防災ステーション、河川敷緑地などと連

携しながら、釣りやヨットなどの川遊び、散策、

野球やサッカーなどのスポーツや憩いの場とな

るよう、管理者と連携を図り安全を確保できる

ものについては活用に努めます。 

 

 

１０－３  中小河川の活用 
市街地を流れる中小河川においては、ホタル

観賞などの自然観察や環境学習、散策など水辺

と親しむ場として、管理者と連携を図り安全を

確保できるものについては活用に努めます。 

また、河川の改修の際には環境に配慮した多

自然川づくりを基本とし、生態系に配慮した水

と親しむことができるレクリエーション空間を

つくるよう努めます。 

さらに、築堤の管理用道路などは災害時には

安全な避難路としても活用できるよう、管理者

と連携し防災機能としての活用を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

江別河川防災ステーション 

早苗別川  水辺の自然塾 
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１０－４  農地を生かした農村との交流 
農村とまちとの交流や土にふれたり作物をつくるなど、農地を活用した市民農園の整

備や滞在型農業体験などを通じて土と人との交流の場を提供できるよう、農業者と連携

した農地の活用を検討します。 

１０－５  湖沼や旧河川の河跡湖（三日月湖）の活用 
市内に点在する良好な自然環境が残る越後沼をはじめとする湖沼や河川改修などによ

り生じた河跡湖は、野鳥観察や自然観察の場として市民ぐるみで環境負荷の軽減を図り

つつ、管理者との連携や所有者の理解を得ながら活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０－６  だれもが緑にふれられる空間づくり 
公園などを利用する際の物理的な障がいを取

り除き、段差の解消や木陰の確保、設備への配

慮など幼児や高齢者、障がい者はもとより健常

者にとっても使いやすく安心して緑にふれられ

る空間づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

高齢者や障がい者の公園利用 
（泉の沼公園） 

江別太地区の越後沼 中津湖 
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１１  緑にふれる機会をつくる 

１１－１  イベントの活用 
ガーデニング講習会や公園の花壇づくりなどの緑と水に親しむイベントや枝打ち体験

や植樹会など緑を守り育てる参加型のイベントの開催など、各種イベントを通じて緑や

水辺にふれる機会づくりに努めます。 

１１－２  自然に親しむ機会づくり 
野幌原始林をはじめ、良好な自然環境のある緑地や水辺を活用して、森林浴や自然観

察会、トレッキング、講習会などによる自然に親しむ機会づくりに努めます。 

１１－３  緑を生かした保健・保養 
病院や老人福祉施設などでは、治療やリハビリなどに園芸療法や土とふれあうレクリ

エーションなど緑の癒し効果の活用を図ります。 

また、緑の少ない冬季間においては屋内緑化により室内の湿度調整や癒し効果などを

活用し、快適な居住環境づくりに努めます。 

１１－４  自然環境教育への活用 
学校教育や子供会、自治会などで身近な緑や水辺を活用して、自然の大切さや自然保

護の必要性などの自然環境教育や地域の活動を通じての緑にふれる機会づくりに努めま

す。 

１１－５  冬季も緑にふれられる機会づくり 
公園などの公共施設に針葉樹を含めた緑化を図るなど、冬には歩くスキーなどで緑に

ふれられる環境の整備に努めるほか、官公庁の庁舎内の緑化を図ることで冬季間の施設

利用者に対して緑にふれられる機会づくりに努めます。 
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６－４  緑をひろげる取り組み 

１２  緑づくりを支援する 

１２－１  緑の保全や緑化活動に対する支援 
市民が主体となって行う公園や河川の自然環

境の保全活動、公園や道路の植樹や花植えなど

の緑化活動や清掃、草刈り、せん定などの自助

互助の活動を進めやすくするための環境づくり

の支援を図ります。 

 

 

 

 

１２－２  公園づくり等への市民参加の促進 
身近な公園の計画および整備に際しては、地

域が望む公園をつくり、親しまれる公園となる

よう計画段階から市民参加により進めるなど、

身近な公共空間において市民ぐるみで地域の緑

の拠点づくりを進めるための環境づくりの支援

を図ります。 

 

 

 

１２－３  緑に関する技術提供 
自治会や商店街、学校や近所同士による花づくりや庭づくりなどの緑化を進めるため

に、必要な情報提供や技術的な支援などを図ります。 

また、市民や企業などが中心になって行う緑化活動などを支援していくため、緑化の

知識や技術的なアドバイスを行う専門家やボランティアの派遣などの充実について検討

します。 

 

地域一体型・学校の顔づくり事業 
（江陽中学校） 

市民参加による公園づくり事業 
（ならのき公園） 
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１３  仕組みづくりをすすめる 

１３－１  支援体制の充実 
環境緑化を総合的に推進するために江別市緑化推進条例などの現行の諸制度を活用す

るとともに、市内の緑に関する専門家やボランティアなどによる組織づくりや地域の支

援ネットワークを検討し、緑化などに関するアドバイザーとしての派遣や緑の相談、技

術指導を行う支援体制の充実を検討します。 

１３－２  緑に関する啓発と活動の拡大 
緑の保全や緑化推進、水辺利用に伴う自己責任意識の啓発をはじめ、非営利活動法人

（NPO）やボランティア団体、少年団などの育成やトラスト運動など緑に関連する諸活

動拡大のための支援、地域のリーダーや専門的知識を持つ人材育成などを図ります。 

１３－３  緑の循環の仕組みづくり 
せん定や間伐などで発生する枝などのウッドチップ化や落ち葉の堆肥化による活用な

ど、緑を最後まで役立てるため、循環の仕組みについて充実を図ります。 

また、家庭で不要となった樹木などは希望者に仲介するなどの方法で再利用を図り、

緑の循環を推進する仕組みについて充実を図ります。 

１３－４  緑に関する基金の充実 
現行の「江別市水と緑の基金」充実のための PR、特定の目的を持った基金の設立や運

用の検討を行うなど、緑に関連する基金制度の充実を図ります。 

１４  情報化をすすめる 

１４－１  緑と水に関する調査研究の推進 
大学などの専門機関や市民団体、ボランティア、一般市民などが主体となった緑と水

に関する調査研究のための組織づくりを検討し、自然環境の保全や市民が知りたい情報

の提供などのために活用できるよう、行政と連携し必要な情報などの蓄積や調査研究の

推進を検討します。 

１４－２  緑と水に関する情報収集の仕組みづくり 
大学などの専門機関や市民団体、一般市民などが持っている緑と水に関する情報を共

有できるように、それらの情報を集約し一元化できる仕組みづくりを検討します。 

１４－３  緑と水に関する情報発信の仕組みづくり 
調査研究や情報の一元化などにより蓄積された情報を活用できるように加工し、専門

的な情報からサクラ情報などの身近な情報まで、市民が求める必要な形にして、インタ

ーネットやパンフレットなどにより情報発信できる仕組みづくりを検討します。 

 

 


