
1 札幌市の都市づくり
札幌市札幌市札幌市札幌市では、より良いまでは、より良いまでは、より良いまでは、より良いま
ちをつくっていくために、ちをつくっていくために、ちをつくっていくために、ちをつくっていくために、
図図図図のように段階的に計画のように段階的に計画のように段階的に計画のように段階的に計画
を立てています。を立てています。を立てています。を立てています。

そのそのそのそのうち、暮らしやすいうち、暮らしやすいうち、暮らしやすいうち、暮らしやすい
まちにするための仕組みまちにするための仕組みまちにするための仕組みまちにするための仕組み
やその使い方などについやその使い方などについやその使い方などについやその使い方などについ
て、今後の目標をまとめて、今後の目標をまとめて、今後の目標をまとめて、今後の目標をまとめ
たものが「札幌市都市計たものが「札幌市都市計たものが「札幌市都市計たものが「札幌市都市計
画マスタープラン」です。画マスタープラン」です。画マスタープラン」です。画マスタープラン」です。

札幌市の都市づくりは、時代変化に札幌市の都市づくりは、時代変化に札幌市の都市づくりは、時代変化に札幌市の都市づくりは、時代変化に
合わせて、次のように進めてきました。合わせて、次のように進めてきました。合わせて、次のように進めてきました。合わせて、次のように進めてきました。

札幌市都市計画マスタープランって何？ これまでの都市づくりは・・・

現在の「札幌市都市計画マスタープラン」
理念 持続可能なコンパクト･シティへの再構築を

ともに進めよう

開拓期開拓期開拓期開拓期～～～～戦後戦後戦後戦後
・・・・都市都市都市都市のののの骨格骨格骨格骨格づくりづくりづくりづくり
政令市政令市政令市政令市移行後移行後移行後移行後
・・・・計画的計画的計画的計画的なななな市街地市街地市街地市街地づくりづくりづくりづくり
・・・・良好良好良好良好なななな民間民間民間民間開発開発開発開発のののの誘導誘導誘導誘導

現在現在現在現在
・・・・新新新新たなたなたなたな市街地拡大市街地拡大市街地拡大市街地拡大のののの抑制抑制抑制抑制
・・・・地域地域地域地域ごとのまちづくりごとのまちづくりごとのまちづくりごとのまちづくり等等等等

この理念を実現するために、計画のなかに下の図のようなこの理念を実現するために、計画のなかに下の図のようなこの理念を実現するために、計画のなかに下の図のようなこの理念を実現するために、計画のなかに下の図のような５つ５つ５つ５つ
の都市づくりの力点の都市づくりの力点の都市づくりの力点の都市づくりの力点を定めています。を定めています。を定めています。を定めています。

コンパクト・シティとは？コンパクト・シティとは？コンパクト・シティとは？コンパクト・シティとは？

■ 都心
★ 高次都市機能拠点

(特徴ある施設などがあるところ)
◆ 広域交流拠点

(隣の市の⽣活圏でもあるところ)
● 地域中心核

(地域の⽣活の中心となるところ)

「札幌市都市計画マスタープラン」は、
都市計画法第18条の２の規定による
「市町村の都市計画に関する基本的な
方針」として平成16年(2004年)３月に
策定しました。

詳しくは冊子をご覧ください。
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これからは人口が減り、高齢者が多くなることが予測されています。これからは人口が減り、高齢者が多くなることが予測されています。これからは人口が減り、高齢者が多くなることが予測されています。これからは人口が減り、高齢者が多くなることが予測されています。

2
これからの札幌市はどうなるの？

高齢者高齢者高齢者高齢者になってもになってもになってもになっても
健康健康健康健康にににに安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮
らせるのかならせるのかならせるのかならせるのかな？？？？

郊外郊外郊外郊外などにはなどにはなどにはなどには、、、、高齢高齢高齢高齢
者者者者がががが多多多多いよねいよねいよねいよね。。。。

ということは・・・ということは・・・ということは・・・ということは・・・
高齢者高齢者高齢者高齢者になってになってになってになって車車車車がががが運転運転運転運転できできできでき
なくなってなくなってなくなってなくなって、、、、生活生活生活生活がががが不便不便不便不便になになになにな
るるるる人人人人がががが多多多多くなるのではくなるのではくなるのではくなるのでは？？？？

自動車で移動する人が自動車で移動する人が自動車で移動する人が自動車で移動する人が多くなっていますが多くなっていますが多くなっていますが多くなっていますが、高齢化が進むと、車を運転できない人が増えていきます。、高齢化が進むと、車を運転できない人が増えていきます。、高齢化が進むと、車を運転できない人が増えていきます。、高齢化が進むと、車を運転できない人が増えていきます。

車車車車がががが運転運転運転運転できないできないできないできない高齢者高齢者高齢者高齢者
がががが増増増増えてもえてもえてもえても、、、、便利便利便利便利にににに暮暮暮暮らららら
せるまちがせるまちがせるまちがせるまちが必要必要必要必要だねだねだねだね！！！！

二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素の排出量が増加しておりの排出量が増加しておりの排出量が増加しておりの排出量が増加しており、特、特、特、特に市民に市民に市民に市民生活と関係が深いところから生活と関係が深いところから生活と関係が深いところから生活と関係が深いところからの排出の排出の排出の排出が多くなっています。が多くなっています。が多くなっています。が多くなっています。

このままだとこのままだとこのままだとこのままだと、、、、
地球環境地球環境地球環境地球環境のバラのバラのバラのバラ
ンスがンスがンスがンスが崩崩崩崩れてれてれてれて、、、、
生生生生きききき物物物物がががが生生生生きてきてきてきて
いけなくなっていけなくなっていけなくなっていけなくなって
しまうかもしまうかもしまうかもしまうかも！！！！

古い建物や道路などが多くなり古い建物や道路などが多くなり古い建物や道路などが多くなり古い建物や道路などが多くなり、災害時など、安全に暮らせるまちを守ることができません。、災害時など、安全に暮らせるまちを守ることができません。、災害時など、安全に暮らせるまちを守ることができません。、災害時など、安全に暮らせるまちを守ることができません。

古古古古いいいい建物建物建物建物やややや道路道路道路道路をををを
全部新全部新全部新全部新しくすればしくすればしくすればしくすれば
いいのではいいのではいいのではいいのでは？？？？

今今今今あるあるあるある建物建物建物建物などをなどをなどをなどを大事大事大事大事にににに
使使使使ったりったりったりったり、、、、これからつくるこれからつくるこれからつくるこれからつくる
ものをものをものをものを長長長長くくくく使使使使えるようにすえるようにすえるようにすえるようにす
ることがることがることがることが大事大事大事大事だねだねだねだね！！！！

でもそのおでもそのおでもそのおでもそのお金金金金はははは
どこからどこからどこからどこから出出出出せばせばせばせば
いいのかないいのかないいのかないいのかな？？？？

寒寒寒寒いいいい冬冬冬冬のののの暖房暖房暖房暖房でたくさんエネでたくさんエネでたくさんエネでたくさんエネ
ルギーをルギーをルギーをルギーを使使使使っているよねっているよねっているよねっているよね。。。。

現在の札幌市の人口

約194万人

人口が減る

小樽市（約１３万人)
に住む人がいなくなって
しまうくらい、人口が減

ることになります。

2035年（20年後）の人口
約182万人

2035年（20年後）には、
3人に1人が65歳以上

高齢者が増える

子どもや
働く人が

少なくなります。

働働働働くくくく人人人人がががが減減減減るるるる
とまちのとまちのとまちのとまちの活気活気活気活気
がなくなるしがなくなるしがなくなるしがなくなるし、、、、
まちをまちをまちをまちを維持維持維持維持でででで
きなくなるのきなくなるのきなくなるのきなくなるの
ではではではでは？？？？

高齢になって⾞の運転ができない
人が増えると、⽣活が不便になる

⾃動⾞依存率が高まっている

札幌市の⼆酸化炭素排出量
1,322万トン※2012年

（⼆酸化炭素１トン
＝直径10mの球）

⼆酸化炭素排出量の増加

災害が発⽣した時に、
被害が大きくなる可能性があります

建物や道路などが古くなっている

⼆酸化炭素の排出状況（2012年度）

家庭部門
⇒ 一般家庭 など

業務部門
⇒オフィス

商業施設 など
運輸部門

⇒⾃家⽤⾞
鉄道 など

約９割が、みな
さんの⽣活と関
係が深いところ
から排出されて
います。

これからの都市づくり 課題
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3 これからの都市づくり 基本方針

誰もが笑顔で活き活きと暮らせるまち
~ S・M・I・L・Es City Sapporo（スマイルズ・シティ・サッポロ）~

コンパクトな都市

札幌らしいライフスタイルが
実現できる都市

低炭素都市

安全・安心な都市

世界都市
地下鉄駅の周辺など
に、住宅や生活を支
える様々な生活利便
施設・公共施設など
を集めた、誰もが移
動しやすく暮らしや
すいまち

多様な協働

自然が多くゆとりある
環境の郊外での暮らし
や、都心部や地下鉄駅
周辺等の便利な暮らし
など、いろいろな暮ら
し方が選択できるまち

まちの魅力や活力を
つくり出し、いろい
ろな人が満足できる
良いサービスを提供
できて、国内、海外
といろいろなつなが
りを持つまち

地域地域地域地域のののの歴史歴史歴史歴史やややや
特徴特徴特徴特徴をををを大事大事大事大事にににに
しようしようしようしよう！！！！

地下鉄やバスなどの公
共交通を中心としたま
ちづくりを進め、環境
にやさしいエネルギー
を最大限に利用できる
仕組みをつくり、環境
への負担が少ないまち

建物や道路、上下水道
などの点検や管理をき
ちんと行って、災害時
にも市⺠の生活に必要
なサービスなどを提供
できる安心して暮らせ
るまち

市⺠・企業・行政が協
働し、交通・防災・観
光などいろいろな分野
が連携して、地域のよ
い取組がどんどんひろ
がっていくまち

地域地域地域地域にあったにあったにあったにあった
方法方法方法方法でででで、、、、作戦作戦作戦作戦
をををを立立立立ててまちててまちててまちててまち
をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！！！！

地域地域地域地域のののの特色特色特色特色をををを
活活活活かしてまちかしてまちかしてまちかしてまち
のののの魅力魅力魅力魅力とととと活力活力活力活力
をををを高高高高めようめようめようめよう！！！！

建物等建物等建物等建物等をつくるをつくるをつくるをつくる
こととこととこととことと使使使使いいいい方方方方のののの
両方両方両方両方をうまくをうまくをうまくをうまく考考考考
えようえようえようえよう！！！！

様々様々様々様々なななな暮暮暮暮らしらしらしらし
やややや交流交流交流交流がよりがよりがよりがより
よくよくよくよく行行行行えるえるえるえる場場場場
をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう！！！！

様々様々様々様々なななな問題問題問題問題をををを
みんなでみんなでみんなでみんなで協力協力協力協力
してしてしてして考考考考えてえてえてえて、、、、
作戦作戦作戦作戦をををを立立立立てててててててて
取組取組取組取組もうもうもうもう！！！！

理念を実現するため、これからはこんな都市を目指していきます！

札幌市の都市づくりに関わる課題を解決し、また、まちの魅力や活力をさらに高めていく札幌市の都市づくりに関わる課題を解決し、また、まちの魅力や活力をさらに高めていく札幌市の都市づくりに関わる課題を解決し、また、まちの魅力や活力をさらに高めていく札幌市の都市づくりに関わる課題を解決し、また、まちの魅力や活力をさらに高めていく
ためためためため、都市づくり、都市づくり、都市づくり、都市づくりの理念をこのように考えました。の理念をこのように考えました。の理念をこのように考えました。の理念をこのように考えました。

新しい「札幌市都市計画マスタープラン」をつくります！

新しい都市計画マスタープランの理念

現在の札幌市都市計画マスタープラン現在の札幌市都市計画マスタープラン現在の札幌市都市計画マスタープラン現在の札幌市都市計画マスタープランの理念の理念の理念の理念 持続可能なコンパクト･シティへの再構築

現在のまちづくり戦略ビジョン現在のまちづくり戦略ビジョン現在のまちづくり戦略ビジョン現在のまちづくり戦略ビジョンの都市空間創造のコンセプトの都市空間創造のコンセプトの都市空間創造のコンセプトの都市空間創造のコンセプト

S・L・I・M  City Sapporo
SSSSustainabilityustainabilityustainabilityustainability((((持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性))))

LLLLivableivableivableivable((((安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活))))

IIIInnovationnnovationnnovationnnovation((((創造性の発揮創造性の発揮創造性の発揮創造性の発揮))))

MMMManaginganaginganaginganaging((((エネルギーやモビリティエネルギーやモビリティエネルギーやモビリティエネルギーやモビリティなど多様など多様など多様など多様なマネジメントなマネジメントなマネジメントなマネジメント))))

SSSSustainabilityustainabilityustainabilityustainability((((持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性))))

LLLLivableivableivableivable((((安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活安心・快適で質の高い生活))))

IIIInnovationnnovationnnovationnnovation((((創造性の発揮創造性の発揮創造性の発揮創造性の発揮))))

MMMManaginganaginganaginganaging((((エネルギーやモビリティエネルギーやモビリティエネルギーやモビリティエネルギーやモビリティなど多様など多様など多様など多様なマネジメントなマネジメントなマネジメントなマネジメント))))

これからの都市づくりにかかわる
重要なキーワード「E」

EEEEcologycologycologycology（自然環境）（自然環境）（自然環境）（自然環境）、、、、EEEEnergynergynergynergy（活力）（活力）（活力）（活力）

EEEEconomyconomyconomyconomy（振興・経済）（振興・経済）（振興・経済）（振興・経済）

EEEExistingxistingxistingxisting（既存）（既存）（既存）（既存）、、、、EEEEnvironmentnvironmentnvironmentnvironment（環境）（環境）（環境）（環境）

EEEEveryoneveryoneveryoneveryone（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）

EEEEcologycologycologycology（自然環境）（自然環境）（自然環境）（自然環境）、、、、EEEEnergynergynergynergy（活力）（活力）（活力）（活力）

EEEEconomyconomyconomyconomy（振興・経済）（振興・経済）（振興・経済）（振興・経済）

EEEExistingxistingxistingxisting（既存）（既存）（既存）（既存）、、、、EEEEnvironmentnvironmentnvironmentnvironment（環境）（環境）（環境）（環境）

EEEEveryoneveryoneveryoneveryone（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）

進める進める進める進める 踏まえる踏まえる踏まえる踏まえる 加える加える加える加える

⇒⇒⇒⇒EsEsEsEs

EEEEcologycologycologycology（自然環境）（自然環境）（自然環境）（自然環境）、、、、EEEEnergynergynergynergy（活力）（活力）（活力）（活力）

EEEEnvironmentnvironmentnvironmentnvironment（環境）（環境）（環境）（環境）

EEEExistingxistingxistingxisting（既存）（既存）（既存）（既存）、、、、EEEEconomyconomyconomyconomy（経済）（経済）（経済）（経済）

EEEEveryoneveryoneveryoneveryone（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）（誰もが・すべての人）
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1 土地利用①
札幌市の土地利用の基本的な考え方
今後人口が減っていくことを踏まえて、新たな市街地の拡大はせずに、現
在の市街地の範囲を基本とし、市街地の中を充実させます。
✓地下鉄駅周辺などの便利な場所は、商業・公共施設や共同住宅などを集積し地下鉄駅周辺などの便利な場所は、商業・公共施設や共同住宅などを集積し地下鉄駅周辺などの便利な場所は、商業・公共施設や共同住宅などを集積し地下鉄駅周辺などの便利な場所は、商業・公共施設や共同住宅などを集積し、
その周りの住宅地の密度を維持、または高めることを基本とします。

✓日常生活の基礎と基礎と基礎と基礎となる生活利便施設や公共施設などはなる生活利便施設や公共施設などはなる生活利便施設や公共施設などはなる生活利便施設や公共施設などは、、、、市街地内市街地内市街地内市街地内の身近の身近の身近の身近なとなとなとなと
ころで利用できるころで利用できるころで利用できるころで利用できるようにすることを基本とします。

特に地下鉄駅などの拠点
では、便利な施設の複
合・集積を進めます。

市街地の外は、自然環境を
守りながら、地域の特性を
活かした土地利用のあり方
を考えます。

市街地では、

様々なライ
フスタイル
に対応する
ため、次の内容を進
めます。

✓既存の建物や道路
などを有効に活用
しながら、地域の
特徴や利便性、地
域の交流などを意
識して都市の魅力
や活力を高める

これからこれからこれからこれからのののの都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり

４ これからの都市づくり 部門別取組

複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地

（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）

一般住宅地一般住宅地一般住宅地一般住宅地

（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）

郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地

（戸建て住宅が多く、良好な環境で暮らせる（戸建て住宅が多く、良好な環境で暮らせる（戸建て住宅が多く、良好な環境で暮らせる（戸建て住宅が多く、良好な環境で暮らせる

住宅地）住宅地）住宅地）住宅地）

地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点

（地下鉄や（地下鉄や（地下鉄や（地下鉄やJRJRJRJRの駅などの周り）の駅などの周り）の駅などの周り）の駅などの周り）

都心都心都心都心

高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点

（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）
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1 土地利用②
市街地の土地利用について

●道路、上下水道などの生活基盤、学校、公園などの施設の配置や
整備状況、自然環境との関係などを踏まえて土地を活用します。

●日常生活に必要なサービスを受けられる環境を整えて、市街地の
魅力や活力を向上します。

市街地の外の土地利用について
●森林・農地などに囲まれている自然環境を活かし、都市の個性を伸ばします。
●良好な自然環境を維持・保全・創出します。
●様々なニーズに対応した土地の使い方の運用を検討します。
●高次機能交流拠点の機能や魅力を向上させるため、景観にも配慮した
周辺の土地利用のあり方を検討します。

これからこれからこれからこれからのののの都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり

・利便性が高い暮らしや歩く環境を大事にして、共同
住宅や生活に必要な施設（店舗など）が集まり、美
しい街並みを形成するなど、魅力があり暮らしやす
い市街地にしていきます。

複合型高度利用複合型高度利用複合型高度利用複合型高度利用市街地市街地市街地市街地（高密度（高密度（高密度（高密度な住宅地な住宅地な住宅地な住宅地））））

・戸建、共同住宅などの多様な住まいと一定
の利便性がある環境、地域の特性と調和し
た暮らしやすい環境が整った住宅地にして
いきます。

一般一般一般一般住宅地住宅地住宅地住宅地（中∼低密度な住宅地（中∼低密度な住宅地（中∼低密度な住宅地（中∼低密度な住宅地））））

・国内外の企業が活発に事業を行う魅力ある
ビジネス環境にしていきます。

・魅力と快適性を兼ね備えた都心らしい生活
環境を整えます。

都都都都 心心心心

・戸建住宅を中心として、必要に応じて生活利便性を
確保しながら、地域のつながりが長く続く、魅力あ
る住宅地にしていきます。

郊外郊外郊外郊外住宅地住宅地住宅地住宅地（低密度（低密度（低密度（低密度な住宅地な住宅地な住宅地な住宅地））））

・市民の生活やいろいろな交流を支える施設等を集積
します。
・誰もが安心・快適・活発に過ごせる場とし、魅力と
活力を高めます。
・都市の低炭素化を先導する拠点づくりを検討します。

地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点：公共施設や商業・業務・医療などの施設を
集め、身近に利用することができるよう、共同住宅との複
合化を促進します。

高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点：産業、観光、文化芸術など、札幌の魅
力と活力の向上を先導する施設などの集積を目指します。

拠拠拠拠 点点点点

一般住宅地一般住宅地一般住宅地一般住宅地

（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）

郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地

（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）

地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点

（地下鉄や（地下鉄や（地下鉄や（地下鉄やJRJRJRJRの駅などの周り）の駅などの周り）の駅などの周り）の駅などの周り）

都心都心都心都心

高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点

（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）（札幌の産業や観光などの拠点）

複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地

（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）
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2 交 通
札幌市の交通ネットワークについて

●地下鉄やバスなどの公共交通を効果的に運営し、拠点まで移動
しやすく、交通機関のつながりや利用しやすさなどを高めます。

●骨格となる道路について、既存の道路を有効に活用しながら機
能を強化し、周辺都市や市内の各拠点へ行きやすくなるように
道路のネットワークを構成します。

●周辺都市などと連携し、空港・港湾やそれらへのアクセスのほか、鉄
道・高速道路、主要幹線道路など広域の交通機能を充実・強化します。

●高齢化などに対し、地域の特徴にあわせた交通のあり方を検討します。

道路ネットワーク道路ネットワーク道路ネットワーク道路ネットワーク
・今ある道路を有効に活用して利用し
やすくします。
・駐車場の集約や、既存駐車場の有効
活用について検討します。
・自転車を利用しやすい環境に改善

します。

公共交通ネットワーク公共交通ネットワーク公共交通ネットワーク公共交通ネットワーク
・地下鉄・JRを基本とし、バス路線を各駅
につなげ、都心等へ向かう交通を集中さ
せます。
・公共交通ネットワークを活用し、各拠点
への行きやすさを高めます。
・各交通機関が連携し、乗継しやすさの維

持・改善、利便性の向上など、公共
交通の利用しやすさを高めます。

地域地域地域地域特性に応じた特性に応じた特性に応じた特性に応じた
交通交通交通交通体系の構築体系の構築体系の構築体系の構築

・市民、企業、行政等が考え方
を理解しあって交通体系のあり方を検討
します。
・安全で快適な歩く環境をつくり、公共
交通の乗継しやすさを高める方法などを
検討します。
・特に、高齢化、人口減少が進む

地域の交通のあり方を
検討します。

広域的な広域的な広域的な広域的な
交通交通交通交通ネットワークネットワークネットワークネットワーク

・広域交通ネットワークの構築を目指
し、都心から高速道路へのアクセス
向上に向けた取組などの検討

を進めます。

これからこれからこれからこれからのののの都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり
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3 み ど り
札幌市の公園・緑地などのみどりについて

●みどりにかかわる市民のつながりを育て、市民の活動を支える
取組を進めます。

●今あるみどりをうまく活用しながら、みどり豊かな市街地をつ
くります。

●都心のみどりを充実させ、地域の身近なみどりを保全・創出す
ることで、市街地のみどりのネットワークづくりを進めます。

●市街地をとりまくみどりを守り、身近な森などを活用しながら、みどり
のネットワークづくりを進めます。

●公園の適切な管理・運営、見直しなどにより魅力を高めます。

これからこれからこれからこれからのののの都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり

市街地のみどり市街地のみどり市街地のみどり市街地のみどり

・水、街路、公園などを中心とし
たみどりのネットワークをつくり
ます。
・色々な建物の立地状況や、そこ
に住む人の数、世代の変化など、
地域の状況にあわせたみどりづく
りを進めます。

・大通公園を
はじめとす
るみどりを
守り、公有
地や民間開

発などに合わせてみどりを育て、
さっぽろの顔にふさわしいみどり
豊かな景観をつくります。

・森林・農地などは、それぞれの特徴に応じて保全
します。

・札幌らしい景観を持ち合わせた、拠点となる公園・緑地整備
を進めます。
・身近な森林・農地などは、市民とともにみどりを守り、活用
する取組を進めます。

市街地の外のみどり市街地の外のみどり市街地の外のみどり市街地の外のみどり
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4 エネルギー
●「環境首都・札幌」を目指し、エネルギーの利用を減らし、再生可能な
エネルギーを活用するなど、低炭素社会の実現に向けた取り組みを進め
ます。

●建物などの整備・更新の際に省エネルギーの建物を多くするなどして、
二酸化炭素の削減を進めます。

5 その他の都市施設

効率的なエネルギー効率的なエネルギー効率的なエネルギー効率的なエネルギー
の地域での利用の推進の地域での利用の推進の地域での利用の推進の地域での利用の推進

●環境にやさしい様々なエネルギーの効果的な供給による低炭素社会の実
現とともに、災害時にまちが維持できる仕組みをつくります。

・河川の改修、流域貯
留施設の整備などに
より、川の安全性を
高めます 。

・自然環境などに配慮
した河川整備を行い、
より良い水辺空間を
つくり、守ります。

・市民に河川を愛し、
大切にする意識を
もってもらえるよう
に働きかけます。

・次の世代にも安定し
て水を届けるため、施
設の計画的かつ効率的
な整備と更新を進めま
す。

・施設の耐震化や緊急
時の飲料水確保など、
災害に強い水道を整備
します。

・標高差による水圧を
利用した水力発電設備
の導入など、環境に配
慮した事業を進めます。

・社会状況の変化に応
じて、施設の機能の
維持や計画的な改築
を行います。

・浸水や地震などの災
害に強い下水道を整
備します。

・下水道の熱エネル
ギーや下水道施設を
活用した雪対策など、
下水道の持つ資産・
資源を有効に活用し
ます。

・循環型社会をつくる
ため、様々な取組を
組み合わせて効果的
に進めます。

・廃棄物の発生・排出
抑制やリサイクルの
推進などにより、廃
棄物を減量します。

・ゴミが燃える際の熱
エネルギーを効率的
に回収し、発電や熱
供給に利用します。

河河河河 川川川川 上水道上水道上水道上水道 下水道下水道下水道下水道
廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物
処理処理処理処理施設施設施設施設

再生再生再生再生可能可能可能可能エネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギーの活用活用活用活用

・太陽光発電をはじめとした様々な再生可能
エネルギーを取り入れ、広げていきます。

・廃棄物をエネルギーとして有効に活用しま
す。

・北海道の再生可能なエネルギーの利用を進
めていきます。

これからこれからこれからこれからのののの都市都市都市都市づくりづくりづくりづくり

・都心部を中心に、エ
ネルギーネットワー
クを強化し、低炭素
化を進めます。
・地域交流拠点のエネ
ルギーネットワーク
を整備し、充実させ
ていくことについて
検討します。
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※オープンスペース・ネットワークの考え

方については、地域特性に応じて、都

心・拠点・住宅地・調整区域等におい

て引き続き踏襲していく

石狩湾新港

新千歳空港
苫小牧港

小樽港

■丘珠空港

５ これからの都市づくり 総合的取組
新しい「札幌市都市計画マスタープラン」の理念、目指す都市の姿を

実現するため、例えばこんなことを行っていきます。
１１１１ 経済経済経済経済成⻑と環境にやさしい都市の成⻑と環境にやさしい都市の成⻑と環境にやさしい都市の成⻑と環境にやさしい都市の実現を先導する実現を先導する実現を先導する実現を先導する都心都心都心都心
・国内・海外の企業の拠点となるレベルの高いビジネス環境にしていきます。

・観光客がたくさん訪れ、多くの国際会議や展示会が行われる

魅力のある都市観光を充実していきます。

・歩きやすい環境や住む・働く環境を整え、みんなが集うにぎわい
のある場をつくり、快適な都心にしていきます。

・環境に配慮した建物や高い自立性を備えたエネルギーネットワークの整備
により、環境にやさしく、災害にも強い都心にしていきます。

・都心の発展を支えるまちづくりの体制をつくります。

２２２２ 様々様々様々様々な交流を行う環境がな交流を行う環境がな交流を行う環境がな交流を行う環境が
整った地下鉄駅周辺など整った地下鉄駅周辺など整った地下鉄駅周辺など整った地下鉄駅周辺など
のののの拠点拠点拠点拠点

・拠点の特徴を活かし、地域の状況
にあわせて施設等の誘導や地区の
開発などを行います。

・周辺地域と拠点間の移動しやすい
環境や、冬でも快適に歩ける環境
づくりを進めます。

・広場など、様々な交流を行うため
の場をつくっていきます。

３３３３ 様々な暮らし方ができ様々な暮らし方ができ様々な暮らし方ができ様々な暮らし方ができ
る魅力あるる魅力あるる魅力あるる魅力ある市街地市街地市街地市街地

・地下鉄沿線などでは共同住宅な
どの住まいや歩きやすい環境な
どをつくり、多くの人が住みや
すい市街地にしていきます。

・路面電車の沿線などの魅力を高
めるために、景観まちづくりを
進めます。

４４４４ 地域の特徴にあった暮らしやすい環境が整った地域の特徴にあった暮らしやすい環境が整った地域の特徴にあった暮らしやすい環境が整った地域の特徴にあった暮らしやすい環境が整った住宅地住宅地住宅地住宅地
・小学校にいろいろなサービス機能を集めて地域の交流や生活の

拠点づくりを進め、地域コミュニティを活性化させます。

・身近な場所に店舗などが立地し、暮らしやすい環境を維持していきます。

・地域が持つ資源などを活かして地域の魅力を高めます。

５５５５ 自然環境を守自然環境を守自然環境を守自然環境を守
りながら魅力りながら魅力りながら魅力りながら魅力
を高めるを高めるを高めるを高める
市街地の外市街地の外市街地の外市街地の外

・森林や農地などの環
境を守り、充実させ
ます。

・高次機能交流拠点の
機能や魅力を高める
ため、景観にも配慮
した周辺の土地利用
のあり方を考えます。

地下鉄と地下鉄駅地下鉄と地下鉄駅地下鉄と地下鉄駅地下鉄と地下鉄駅

凡凡凡凡 例例例例

JRJRJRJRととととJRJRJRJR駅駅駅駅

路面電車路面電車路面電車路面電車

高速道路高速道路高速道路高速道路

札幌市札幌市札幌市札幌市の骨格となる道路の骨格となる道路の骨格となる道路の骨格となる道路

都心都心都心都心

地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点地域交流拠点（（（（地下鉄や地下鉄や地下鉄や地下鉄やJRJRJRJRの駅などの周りの駅などの周りの駅などの周りの駅などの周り））））

高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点高次機能交流拠点

（（（（札幌の産業や観光などの拠点札幌の産業や観光などの拠点札幌の産業や観光などの拠点札幌の産業や観光などの拠点））））

複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地複合型高度利用市街地

（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）（共同住宅が多く、便利に暮らせる市街地）

一般住宅地一般住宅地一般住宅地一般住宅地（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）（多様な住まい方ができる住宅地）

郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地郊外住宅地

（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）（戸建て住宅が多く良好な環境で暮らせる住宅地）

工業地工業地工業地工業地
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★宮の沢

★栄町
麻⽣
★

★福住

★
新さっぽろ

★真駒内

札幌駅
★

★宮の沢

★
栄町

麻⽣
★

★福住

★
新さっぽろ

真駒内★

★札幌駅

６

まち全体を見て、住宅や医まち全体を見て、住宅や医まち全体を見て、住宅や医まち全体を見て、住宅や医
療・福祉・商業・行政等の療・福祉・商業・行政等の療・福祉・商業・行政等の療・福祉・商業・行政等の施施施施
設をより利用しやすい場所に設をより利用しやすい場所に設をより利用しやすい場所に設をより利用しやすい場所に
誘導誘導誘導誘導したり、したり、したり、したり、公共交通をより公共交通をより公共交通をより公共交通をより
使いやすくする使いやすくする使いやすくする使いやすくするための方法をための方法をための方法をための方法を
記載した計画です。記載した計画です。記載した計画です。記載した計画です。

立地適正化計画って何？

安心安心安心安心してしてしてして快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるまらせるまらせるまらせるま
ちをちをちをちを、、、、将来将来将来将来もずっともずっともずっともずっと維持維持維持維持しししし
ていくためていくためていくためていくため、、、、これからのまこれからのまこれからのまこれからのま
ちのちのちのちの姿姿姿姿をををを見直見直見直見直していくしていくしていくしていく必要必要必要必要
があるねがあるねがあるねがあるね。。。。

都市機能誘導区域

居住誘導区域

公共交通

⽴地適正化計画のイメージ

居住を誘導する区域
⽴地適正化計画区域

医療、福祉、商業、⾏
政等の⽣活に必要な施
設を誘導する区域

便利な地域
（都市機能
誘導区域）
に⾏きやす
くする公共
交通の施設
の整備

この計画で対象
とする区域

キーワードはキーワードはキーワードはキーワードは、、、、

「コンパクトシ「コンパクトシ「コンパクトシ「コンパクトシ
ティ・プラス・ティ・プラス・ティ・プラス・ティ・プラス・
ネットワーク」ネットワーク」ネットワーク」ネットワーク」
だよだよだよだよ！！！！

札幌市の人口の動きについて、詳しく見てみよう。

区域外区域外区域外区域外でででで住宅住宅住宅住宅などなどなどなど
をををを建建建建てるてるてるてる時時時時にはにはにはには、、、、
届届届届けけけけ出出出出がががが必要必要必要必要なななな場場場場
合合合合があるよがあるよがあるよがあるよ。。。。

札幌市では、これから人口が減り、高齢者が多くなっていきます。その中でも、誰もが暮
らしやすいまちにしていくための取組として、「立地適正化計画」をつくります。

これからはこれからはこれからはこれからは、、、、さらさらさらさら
にににに中央区中央区中央区中央区にににに人人人人がががが集集集集
まってくるんじゃまってくるんじゃまってくるんじゃまってくるんじゃ
ないかなないかなないかなないかな。。。。

郊外郊外郊外郊外だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、地下地下地下地下
鉄駅周辺鉄駅周辺鉄駅周辺鉄駅周辺でもでもでもでも人口人口人口人口がががが減減減減っっっっ
てくるかもしれないぞてくるかもしれないぞてくるかもしれないぞてくるかもしれないぞ。。。。

平成22年から平成42年
までの人口総数増減率
（まちづくりセンターエリアごと）

これまでの
人口の動き

これからの
人口の動き

ポイント１
年齢や家族構成によって、住む
場所の選び方に違いがあります。

ポイント２
地下鉄駅周辺などの便利な地域
でも、人口が減少していく可能
性があります。

5%5%5%5%以上以上以上以上10%10%10%10%未満未満未満未満減少減少減少減少

25%25%25%25%以上以上以上以上増加増加増加増加

20%20%20%20%以上以上以上以上25%25%25%25%未満増加未満増加未満増加未満増加

15%15%15%15%以上以上以上以上20%20%20%20%未満増加未満増加未満増加未満増加

10%10%10%10%以上以上以上以上15%15%15%15%未満増加未満増加未満増加未満増加

5%5%5%5%以上以上以上以上10%10%10%10%未満増加未満増加未満増加未満増加

5%5%5%5%未満増加未満増加未満増加未満増加

5%5%5%5%未満未満未満未満減少減少減少減少

10%10%10%10%以上以上以上以上15%15%15%15%未満未満未満未満減少減少減少減少

15%15%15%15%以上以上以上以上20%20%20%20%未満未満未満未満減少減少減少減少

20%20%20%20%以上以上以上以上25%25%25%25%未満未満未満未満減少減少減少減少

25%25%25%25%以上以上以上以上減少減少減少減少

人口総数（％）人口総数（％）人口総数（％）人口総数（％）【【【【H22H22H22H22----H42H42H42H42増減増減増減増減率率率率】】】】

※※※※推計推計推計推計

平成12年から平成22年までの
人口総数増減数（条丁目ごと）

特特特特にににに中央区中央区中央区中央区やややや地下鉄宮地下鉄宮地下鉄宮地下鉄宮のののの
沢駅周辺沢駅周辺沢駅周辺沢駅周辺、、、、新興住宅地新興住宅地新興住宅地新興住宅地でででで
人口人口人口人口がががが増加増加増加増加しているねしているねしているねしているね。。。。

学生学生学生学生やややや働働働働きききき手世代手世代手世代手世代
はははは中央区中央区中央区中央区やややや地下鉄地下鉄地下鉄地下鉄
駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺、、、、ファミファミファミファミ
リーリーリーリー層層層層やややや高齢者高齢者高齢者高齢者はははは
郊外郊外郊外郊外にににに住住住住むむむむ傾向傾向傾向傾向がががが
あるんだってあるんだってあるんだってあるんだって。。。。

100100100100人以上増加人以上増加人以上増加人以上増加

50505050人以上人以上人以上人以上100100100100人未満増加人未満増加人未満増加人未満増加

25252525人以上人以上人以上人以上55550000人未満増加人未満増加人未満増加人未満増加

25252525人未満増加人未満増加人未満増加人未満増加

25252525人未満人未満人未満人未満減少減少減少減少

25252525人以上人以上人以上人以上50505050人未満人未満人未満人未満減少減少減少減少

50505050人以上減少人以上減少人以上減少人以上減少

人口総数（人）人口総数（人）人口総数（人）人口総数（人）【【【【H12H12H12H12----H22H22H22H22増減数増減数増減数増減数】】】】

立地適正化計画 概要と現状
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立地適正化計画 基本的な考え方

（仮称）居住ストック活用区域

●郊外部の住宅地は、「(仮称)居住
ストック活用区域」とすることを
考えます。

都市機能誘導区域（都市機能を集約する区域）
●都心、地域交流拠点（地下鉄駅周辺など）の２種類の「都市機
能誘導区域」とすることを考えます。

●誘導する施設は、下記のように考えます。
区域 誘導施設の想定

都心
・・・・国際国際国際国際競争力競争力競争力競争力を高めるを高めるを高めるを高める施設施設施設施設（（（（コンベンションセンターコンベンションセンターコンベンションセンターコンベンションセンター、、、、高機能オフィス高機能オフィス高機能オフィス高機能オフィス等等等等））））、、、、

省エネルギー省エネルギー省エネルギー省エネルギー関連施設関連施設関連施設関連施設（（（（地域熱供給システム等地域熱供給システム等地域熱供給システム等地域熱供給システム等））））、、、、教育文化施設教育文化施設教育文化施設教育文化施設、、、、多くの市多くの市多くの市多くの市
民が利用する公共施設民が利用する公共施設民が利用する公共施設民が利用する公共施設（（（（図書館図書館図書館図書館、、、、体育館体育館体育館体育館等等等等））））

地域交流拠点 ・・・・多く多く多く多くの市民が利用する公共施設の市民が利用する公共施設の市民が利用する公共施設の市民が利用する公共施設（（（（図書館図書館図書館図書館、、、、体育館体育館体育館体育館等等等等））））

※札幌市独自の区域

●生活や交通の利便性
を確保しながら、地
域のつながりを強く
し、住宅地の魅力を
高める取組を進めま
す。

６

郊外郊外郊外郊外もももも大事大事大事大事にににに
するんだねするんだねするんだねするんだね。。。。

居住誘導区域

(仮称)居住ストック
活⽤区域

【郊外部】

【中心部】

都市機能誘導区域
【都心・地域交流拠点】

居住誘導区域（集合型の居住機能が集積する区域）
●中心部（地下鉄駅周辺などの交通利便性の高い地域）は、人口密
度を維持、または高めるため、土地を十分に活用し、集合住宅な
どが多くなるように「居住誘導区域」とすることを考えます。

なぜ、中心部（地下鉄駅周辺などの交通利便性の高い地域）を「居住誘導区域」とすなぜ、中心部（地下鉄駅周辺などの交通利便性の高い地域）を「居住誘導区域」とすなぜ、中心部（地下鉄駅周辺などの交通利便性の高い地域）を「居住誘導区域」とすなぜ、中心部（地下鉄駅周辺などの交通利便性の高い地域）を「居住誘導区域」とす
るのですか？るのですか？るのですか？るのですか？

・・・・世代世代世代世代やややや家族構成家族構成家族構成家族構成によってによってによってによって住住住住むむむむ場所場所場所場所のののの選選選選びびびび方方方方にににに違違違違いいいいがありがありがありがあり、、、、中心部中心部中心部中心部はははは住住住住むむむむ場所場所場所場所ととととしてのしてのしてのしての需要需要需要需要がががが高高高高くくくくなっていますなっていますなっていますなっています。。。。

・・・・地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺地下鉄駅周辺などでこれからなどでこれからなどでこれからなどでこれから人口人口人口人口がががが減少減少減少減少していくとしていくとしていくとしていくと、、、、現在建現在建現在建現在建っているっているっているっている店舗店舗店舗店舗やややや病院病院病院病院などがなどがなどがなどが撤退撤退撤退撤退することもすることもすることもすることも考考考考えらえらえらえら
れれれれ、、、、そのそのそのその周辺周辺周辺周辺のののの広広広広いいいい範囲範囲範囲範囲のののの住宅地住宅地住宅地住宅地にににに住住住住むむむむ人人人人もももも生活生活生活生活がががが不便不便不便不便になっていくかもしれませんになっていくかもしれませんになっていくかもしれませんになっていくかもしれません。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、人口密度人口密度人口密度人口密度をををを
維持維持維持維持、、、、またはまたはまたはまたは高高高高めるめるめるめる取組取組取組取組がががが必要必要必要必要なななな地域地域地域地域もありますもありますもありますもあります。。。。

・・・・中心部中心部中心部中心部にもまだにもまだにもまだにもまだ十分十分十分十分にににに活用活用活用活用されていないされていないされていないされていない土地土地土地土地がありがありがありがあり、、、、またまたまたまた、、、、建建建建てててて替替替替ええええ時期時期時期時期のののの建物建物建物建物などもあるためなどもあるためなどもあるためなどもあるため、、、、集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅なななな
どをどをどをどを増増増増やすことがやすことがやすことがやすことができるできるできるできる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。

札幌市の区域設定のイメージ
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