４

緑の将来像

４−１

緑の将来像「2023 年の江別市の緑」

緑の将来像は、市民が日常生活を通じて身近な緑と水と江別らしさが感じられる、暮らし
ていて“ほっとするまち”、“住んで良かったと思えるまち”をつくることです。具体的には
緑の要である野幌原始林や骨格となる石狩川、鉄道林、耕地防風林をはじめ、住宅地、公園、
道路、公民館などの公共施設、街なかを流れる中小河川などの身近な緑や水辺が充実し江別
らしさが実感できるまち、さらに通勤通学や買い物、休日の散歩やレクリエーションなどの
日常生活において緑に囲まれた潤いと安らぎを感じるまちとし、市民、事業者、行政がとも
にこの将来像を共有し協働して緑豊かなまちづくりを進めるまちにします。

（１）野幌原始林
野幌原始林は江別市の緑の要として位置付け
し、貴重な都市近郊の大規模な平地林として周
辺を含め適切に守られ、江別市民をはじめ多く
の道民が利用する貴重な自然公園とします。
また原始林から市街地へ緑の触手を伸ばし、
鉄道林や公園の樹林地、水辺とつながり、市街
地から原始林へ緑豊かな街路樹などの緑の中を
歩いて行くことができるまちにします。

野幌原始林と文京台地区

（２）市街地
鉄道林は緑の骨格として位置付けし、それを
中心に国道 12 号沿道の緑や石狩川の一部によ
り 4 つの地区をつなぐ「緑の東西軸」や、湯川
公園と野幌駅および東野幌総合公園をグリーン
モールで結ぶ「緑の南北軸」、四季のみちや学園
通り、大麻地区の公園内の通路、幹線道路の街
路樹などにより緑豊かな歩行空間としてネット
ワークし、市民の日常生活に潤いと安らぎを提
鉄道防風林と国道 12 号
供します。
また、公園や市街地に残された民間の良好な樹林地や水辺などは都市環境の向上に役
立っている緑の拠点として守り、市民の憩いの場などとして提供します。
さらに学校や公民館、市庁舎などの公共施設や商店街などは緑化を図り、地域の緑の
拠点として地域住民に親しまれる空間とします。

（３）郊

外

江別特有の緑である石狩川や耕地防風林は緑
の骨格として位置付けし、水田などの農地や牧
草地、屋敷林などとともに江別の農村の原風景
として守ります。
また、河川や河畔林、湖沼などの良好な自然
環境を守り、野幌原始林や耕地防風林とともに
生態系ネットワークを形成します。
西野幌桜沢貯水池
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４−２

将来のまちのイメージ

目指すべき緑の将来像からのまちの姿をイメージすると次のようになります。

（１）西野幌地区には、市の面積の約 1 割を占める良好な
自然環境を有する野幌原始林があり、休日には森林浴や
野鳥観察などの自然とのふれ合いの場、安らぎと潤いの
空間となっている。

野幌原始林の散策路

（２）市街地の北側には石狩川が流れ、幅約 1km に及ぶ河
川敷地の随所には河畔林が残されて水辺の自然環境が
保たれているとともに、市街地に近い場所には野球場や
サッカー場があり日常的に市民が利用できる空間とな
っている。
石狩川

（３）農村部には、耕地防風林が残され、周囲の農地と相ま
って江別らしい農村の原風景が見られる。また、市民農
園や体験農園などの農村とまちの交流の場が広がり、人
と人が土を通してふれあえる活力ある農村地域となっ
ている。
郊外の農村風景

（４）市街地を流れる早苗別川や世田豊平川などの中小河川
では河畔林が残され、ホタルが生息する環境や市民が楽
しめる特色ある並木や散策路などがつくられ、水辺の自
然環境に配慮した川づくりにより、市民に憩いの場とな
っている。
世田豊平川

（５）市街地の国道や道道をはじめ市道の幹線道路では、豊
かな緑量の街路樹や花植えによって行き交う市民に涼
や潤いを提供し、また気温上昇緩和や景観の向上、延焼
防止などの緑の機能を発揮し都市環境の向上が図られ
ている。
鉄西線の街路樹
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（６）大麻地区は、地区内にある緑豊かな公園の通路や樹林
地、水辺などの公共空間、地区の南側に沿って連なる鉄
道林、緑豊かな住宅の庭先、公団住宅などの共同住宅敷
地の緑地空間と相まって、緑豊かな住環境が整った地区
となっている。
大麻中央公園の水辺と樹林地

（７）文京台地区は、大学や高校などの教育施設、道立図書
館や研究機関などの敷地は緑豊かな空間が保たれ、国道
12 号沿道の商店街は緑化が図られ、また、住宅の庭先
の木々には野幌原始林からの野鳥が訪れ、国道 12 号沿
道の樹林帯や地区の背後に広がる野幌原始林と相まっ
て緑豊かで野幌原始林を肌で感じることができる地区
道立図書館

となっている。

（８）野幌地区の野幌駅を中心とする都心地区では、駅前や
商店街などの緑化が図られ、江別の顔にふさわしい緑豊
かな住環境と都心機能が充実した地区となっている。
また、地区を東西に横断する鉄道林や特徴的な緑化が
図られた学園通り、南北に横断するグリーンモールや地
区内に残された野幌丘陵外縁部の斜面樹林地、住宅の庭
先やマンションのベランダ緑化などと相まって、緑豊か

グリーンモール

な都心機能と住環境が調和する地区となっている。

（９）江別地区の江別駅周辺は、駅前公園や商店街、シンボ
ルロードの緑化が図られ、江別神社境内の樹林地や企業
の緑地、千歳川の水辺空間とレンガや石造り倉庫といっ
た歴史的建造物などと相まって、歴史と調和した緑豊か
な駅前拠点となっている。
また、住宅の庭先の緑や特徴的な緑化が図られた四季
のみちや学園通り、飛烏山公園の樹林地、泉の沼公園の
湖沼や早苗別川の水辺空間により、水辺を感じる緑豊か
な住環境となっている。
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JR 江別駅前

（１０）豊幌地区の国道 12 号沿線の住宅の庭先の緑や鉄道林、
住宅地に隣接する農地、豊幌川や幌向川などの緑により、
水辺を感じる緑豊かな住宅地と農村が調和した地区と
なっている。
また、地区の北と南側に広がる農地には、耕地防風林
や石狩川、幌向川などの良好な自然環境が残された河畔
林があり、江別らしい農村の原風景となっている。

豊幌駅周辺の緑化

（１１）工栄町・角山の工業団地では、団地内を流れる河川や
河畔林により水辺を感じられる潤いと憩いの場となって
いるほか、工場や企業敷地においては緑化が図られた緑
豊かな工業地区となっている。
また、西野幌の RTN パークには既存の樹林地が残さ
れ、企業敷地内の緑化や背後に広がる野幌原始林と相ま
江別工業団地

って緑豊かな工業地区となっている。

（１２）住宅地においては、観葉植物などによる室内の緑化を
はじめ庭先は樹木や生垣による緑化、窓辺などは花で飾
られ、住宅やアプローチなどのレンガと相まって江別ら
しい景観と緑豊かな住宅地となっており、緑豊かな公園
や街路樹とともに安らぎと潤いのある「ほっ」とする空
間を創り出している。
住宅地の緑化

（１３）大型店やレストランなどの店舗、事業所、商店街などでは、屋内の緑化をはじめ店先
や壁面、駐車場などが樹木や花で緑化され、歩道や建物に使われたレンガと相まって買
い物が楽しくなるような華やかで緑豊かな空間となっている。

（１４）市役所や図書館、公民館などの公共施設は、ロビーや執務室をはじめ敷地内には樹木
や花壇による緑化が図られ、施設全体が日常的に市民に利用される地域の緑の拠点とし
て市民の憩いの場となっている。

（１５）公園は、園内の良好な自然環境の樹林地が残されてい
るとともに、池や噴水、せせらぎなどの水辺が整備され、
安らぎと潤いの場、地域の交流の場となり日常生活に密
着した身近な緑の拠点としていつも市民が集う空間とな
っている。
湯川公園
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４−３

将来の暮らしのイメージ

目指すべき緑の将来像からの暮らしをイメージすると次のようになります。

木漏れ日さす散歩道を子ども連れでゆったりと散歩できるまち
老夫婦が秋の陽射しを受けながら公園のベンチでまどろむまち
グリーンモールや学園通り、四季のみちが緑のトンネルでつながるまち

野幌駅に降り立つとレンガと豊かな緑が出迎えてくれるまち
大麻駅に降り立つとレンガと生い茂る緑で「ほっ」とするまち
江別駅に降り立つとレンガの噴水と大きなプラタナスが印象的なまち
訪れた知人を誇らしげに野幌原始林に誘うことができるまち
豊幌駅に降り立つと鉄道林と彩り豊かな花壇が出迎えてくれるまち

散歩中の親子が市役所の前庭のベンチで一休みする光景のあるまち
住んで良かったと思える、「ついのすみか」として誇れるまち
子どもたちが緑豊かな公園巡りをしている光景のあるまち
大麻中央公園の水辺で自然観察をする子どもたちの姿のあるまち

春には桜の回廊をかっ歩できるまち
秋には紅葉が目にしみる公園のあるまち
鉄道林をつたってお手軽森林浴ができるまち
ラッパおじさんのせせらぎで水遊びする幼児とお母さんの光景のあるまち

ザリガニや虫捕りで「わくわく」する森が街なかにあるまち
親子で「身近なところでちょっと野鳥観察」ができるまち
レンガと緑と花で「江別ならではの庭づくり」が誇れるまち
電車の車窓から眺める鉄道林とレンガの街並みが印象的なまち

商店街の休憩スポットの木陰でアイス片手におしゃべりする若者が集うまち
東野幌総合公園の高台から眺める夕張岳の山並みと農村風景に感動するまち
野幌原始林で父親が子どもたちにどんぐり笛の吹き方を教える光景のあるまち
野幌原始林へ自転車をとばす子どもたちの光景のあるまち
子どもたちが夏の夕暮れどきにホタル観察ができるまち

公民館の前庭で近所の人たちが夕涼みする光景のあるまち
「綺麗な庭ですね！」と声をかけられ話がはずむ光景のあるまち
黄金色の小麦畑と緑の防風林が絵になる農村景観のあるまち
泉の沼公園でカモの親子を眺める親子の光景のあるまち
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４−４

緑地の確保目標水準

緑の豊かさを示す指標のひとつである、緑地（3 ページに示す緑地の分類で位置付け）の
総面積として、平成 35 年（2023 年）までに確保する緑地の目標水準を設定します。
新たな公園緑地の整備や契約による市民緑地の位置付け、特に保全に配慮する必要のある
地区の指定などにより、平成 35 年（2023 年）までに、当初計画策定時現況に対して、ま
ち全体で約 240ha、市街地で約 40ha を増やすことを目標とします。

区

分

まち全体の総緑地面積
市街地の総緑地面積

表－6 緑地の確保目標
当初計画策定時現況
中間年次
平成 13 年度末
平成 25 年
5,660ha(*1)
5,620ha
5,770ha(*2)
350ha(*1)
320ha
320ha(*2)

目標年次
平成 35 年
5,720ha(*1)
5,860ha(*3)
360ha(*1)
360ha(*3)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値

４−５

樹林地率の目標

緑の豊かさを実感できる指標として樹林地率（地面のうち樹林に覆われている割合）があ
りますが、市街地においては既存の樹林地を保全することは可能であっても樹林地を増やす
ことは難しい状況なため、現在の樹林地率の維持を目標とします。

区

分

まち全体の樹林地率
市街地の樹林地率

表－7 樹林地率の目標
当初計画策定時現況
中間年次
平成 13 年度末
平成 25 年
15％(*1)
15％
15％(*2)
5％(*1)
5％
7％(*2)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値
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目標年次
平成 35 年
15％(*1)
15％(*3)
5％(*1)
7％(*3)

４−６

公園としての整備目標

身近な公園が整備されることは生活に潤いと安らぎを与えることから、生活環境の向上と
緑の豊かさを示す指標として、平成 35 年（2023 年）までに整備する公園の総面積と市民
1 人当たり公園面積の目標水準を設定します。
平成 35 年（2023 年）までに、当初計画策定時現況に対して、総合公園の整備などによ
り、公園として約 29ha を整備し、市民 1 人当たり公園面積の向上を図ります。
表－8 公園の整備目標
当初計画策定時現況
中間年次
区 分
平成 13 年度末
平成 25 年
207ha(*1)
整備する公園総面積
198ha
198ha(*2)
15.65 ㎡/人(*1)
市民 1 人当たり公園面積
16.19 ㎡/人
16.42 ㎡/人(*2)

目標年次
平成 35 年
228ha(*1)
227ha(*3)
17.00 ㎡/人(*1)
19.80 ㎡/人(*3)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値

４−７

法や条例などで守られている緑地の指定目標（農地を除く）

法や条例で地区を指定することで恒久的な緑地の保全が図られることから、緑の豊かさを
示すひとつの指標として、平成 35 年（2023 年）までに指定する緑地の総面積の目標水準
を設定します。
平成 35 年（2023 年）までに、当初計画策定時現況に対して、特に保全に配慮する必要
のある地区の指定などにより、指定される緑地の総面積を約 5,426ha とすることを目標に
します。
表－9
区

分

法や条例などで
守られる緑地面積
上 段 の う ち
保 存 樹 林面積

法や条例などで守られている緑地の指定目標
当初計画策定時現況
中間年次
平成 13 年度末
平成 25 年
5,270ha(*1)
5,240ha
5,406ha(*2)
7.30ha(*1)
7.30ha
7.30ha(*2)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値
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目標年次
平成 35 年
5,280ha(*1)
5,426ha(*3)
8.72ha(*1)
8.72ha(*3)

風致地区の指定方針
市街地における樹林地や河川、郷土的・牧歌的な景観を有するもので良好な自然的景観
を有する緑地などが確認され、所有者の協力が得られるなど諸条件が整った段階で指定し
ます。
環境緑地保護地区の指定方針
北海道自然環境等保全条例に基づき、市街地お
よびその周辺の環境緑地として維持することが必
要な樹林地や水辺地、良好な自然的景観を有する
もの、学術的に貴重な植物の生育地などの保護が
必要な緑地が確認され、所有者の協力が得られる
など諸条件が整った段階で指定します。

屯田兵村林環境緑地保護地区と中央緑地

江別鉄道林環境緑地保護地区

しのつ河畔林環境緑地保護地区
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４−８

緑化の目標

４−８−１

公共施設の緑化の目標

（１）公園の緑化の目標
既存公園の再整備および新設する公園の緑化面積率は、緑の政策大綱（平成 6 年 7 月
建設省決定）に従って、街区公園および運動公園は 30％以上、それ以外の住区基幹公園
および都市基幹公園は 50％以上、緩衝緑地および緑道は 70％以上、都市緑地は 80％
以上確保することを目標とします。

（２）道路の緑化の目標
街路樹の役割として、景観の向上や延焼防止、歩行者への日陰の提供などのほか、車
から排出される一酸化炭素などによる環境負荷を軽減するなどがあることから、植栽可
能な道路においては街路樹などで緑化することとし、緑豊かな道路の指標として街路樹
本数の目標水準を設定します。
平成 35 年（2023 年）までに、街路樹の総本数を当初計画策定時現況に対して、1.4
倍とすることを目標とします。

区

分

街路樹の総本数

表－10 道路緑化の目標
当初計画策定時現況
中間年次
平成 13 年度末
平成 25 年
18,000 本(*1)
15,000 本
18,100 本(*2)

目標年次
平成 35 年
21,000 本(*1)
21,000 本(*3)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値

（３）学校や公民館などの公共施設の緑化の目標（公園、道路は除く）
市役所や公民館、学校などの市の施設をはじめ、道立図書館などの北海道や国の施設
は、地域にあって緑豊かな拠点として緑化を図ることとし、緑豊かな公共公益の指標と
して樹木本数の目標水準を設定します。
平成 35 年（2023 年）までに、施設内の樹木本数を当初計画策定時現況に対して、
1.2 倍とすることを目標とします。

区

分

施設内樹木の総本数

表－11 公共施設緑化の目標
当初計画策定時現況
中間年次
平成 13 年度末
平成 25 年
29,000 本(*1)
23,000 本
21,300 本(*2)

目標年次
平成 35 年
35,000 本(*1)
28,000 本(*3)

＊1：当初計画策定時の確保目標
＊2：中間年次の現況
＊3：計画の見直しに基づく目標年次の計画値

また、再整備および新設する公共施設の緑被率は、教育施設は 30％以上、その他の施
設は 20％以上を確保することを目標とします。
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４−８−２

民有地の緑化の目標

民有地としてその大半を占める住宅地をはじめ、商店や事務所などの商業・業務施設、工
場や事業所などの工業関連施設において、まちを構成する要素としてそれぞれの民有地の特
性に応じた緑豊かな環境を創り出すために緑化の目標を設定します。

（１）住宅地の緑化の目標
住宅の庭においては、緑化スペースとして敷地面積の 20％以上を確保し、かつ敷地内
に樹木を 1 本以上または道路に面した部分を生け垣緑化することを目標とします。
また、樹木などによる緑化ができない場合はプランターなどで玄関先や窓辺などの緑
化を図り、それに代えることとします。

（２）商業・業務施設の緑化の目標
商店、店舗、事務所などの商業・業務施設は 1 入口 1 鉢以上の緑化、店内や事務室な
どの屋内緑化を図ることを目標とします。
また、大規模店舗などの敷地においては、敷地面積の 3％以上 6％未満の面積を周辺
環境に配慮しながら緑化を図ることを目標とします。
（江別市宅地開発指導要綱を参考）

（３）工業関連施設の緑化の目標
工場立地法に準じた緑地面積、環境施設面積を確保することを基本とします。
１）工場立地法に基づく一定規模以上の特定工場新設の場合
工場の新設については、工場立地法に準じ、緑地面積率は 20％以上、環境施設面積
率は 25％以上を確保することを目標とします。
一定規模以上
工場立地法第 6 条第 1 項、令第 1 条、第 2 条
緑地面積率
敷地面積に対する芝生、低木、高木などで覆われた土地または建築物屋上緑化施設
の面積の割合。
環境施設面積率
敷地面積に対する緑地および噴水、池、屋外運動場など周辺地域の生活環境の保持
のために管理されている土地の面積の割合。
江別市工場立地法準則条例（平成 24 年 6 月制定）による緑地面積率等の緩和措置
緩和する業種は「食品を製造、加工する業種」、緩和する区域は「工業団地」に限り、
緑地面積率を 10％以上、環境施設面積率を 15％以上とする。（詳細は条例本文を参
照のこと）

２）既存の特定工場について
既存の特定工場について、生産施設の面積の変更が行われるときは、
「工場立地法に
基づく特定工場の届出」に従って算定された緑地、環境施設の面積を確保することを
目標とします。
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江別市の緑の将来像図

2023 年の江別市の緑

緑の東西軸

石狩川

市街地に残された貴重な樹林地
として、緑の骨格をなす鉄道林
を中心に、国道 12 号と石狩川の
一部 により４つ の地区をつ な
ぎ、都市環境の向上や日常生活
に潤いとやすらぎを与える「緑
の軸」を形成します。

市内の北側を延長約 18.4km にわ
たって流れ、良好な自然環境の
残る流域の河畔林とともに、緑
の骨格を形成します

緑の南北軸
湯川公園や公民館・学校などの
公共施設、野幌駅周辺、東野野
幌総合公園などをグリーンモー
ルでつなぎ、都市環境の向上や
日常生活に潤いとやすらぎを与
える、市街地における「緑の軸」
を形成します。

郊外の緑
郊外を構成する主な要素で、緑
の骨格である耕地防風林をはじ
め農地、河川、河畔林、屋敷林
などが保全され、農村の原風景
が残る農村地区

緑の軸

豊幌地区

商業系地区

農地景観と調和した、緑豊かな
住宅地と田園風景が共存する地
区

商業系の緑
工業系地区
郊外
(農村部)
地区の概要
市街地
おもな
公園緑地

商店街や幹線沿道は道路の緑化
と連携し、店舗先や敷地内の緑
化・修景が図られた、緑豊かな
商業地区

江別地区
れんがや石造り建造物などの歴
史的なものと寺社林や千歳川を
生かした、緑と水と歴史が融和
した地区

大麻・文京台地区
大麻地区は昔からの緑豊かで閑
静な住宅地。文京台地区は背後
に広がる野幌原始林を肌で感じ
られる住宅地で、さらにキャン
パスや図書館などの広大な緑な
ど文教地区にふさわしい緑豊か
な地区

工業系の緑
敷地や道路に面する部分の緑
化・修景が図られ、地区内の河
畔林や樹林地が保全された、緑
豊かな潤いのある工業地区

野幌原始林
野幌地区
地域制緑地
保安林他
河川

新興住宅地は緑化が図られ、緑
豊かで閑静な住宅地、野幌駅周
辺は江別の顔にふさわしい緑豊
かな都心機能と居住環境が整っ
た地区

江別市の緑の要であり、都市近
郊の自然環境の残る貴重な平地
林として適切に保全され、レク
リエーションの場として自然の
大切さや仕組みに配慮した活用
が図られた道立自然公園地区
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