
 

●旧                              ●新  
地域名称 整備の目標 

都市開発事業を通じて増進すべき 

都市機能に関する事項 

公共施設その他の公益的施設の 

整備に関する基本的事項 

緊急かつ重点的な市街地の 

整備の推進に関し必要な事項 

札幌都心 

地域 

札幌市の都心におい

て、既存の都市基盤と世界

有数な多雪寒冷の大都市

という地域特性を活かし、

人と環境を中心に据えた

都心づくりを推進 

このため、札幌駅前通や

創成川通の整備効果を活

かし、都心の骨格軸や展

開軸、交流拠点を基軸とす

る、歩いて暮らせる豊かで

快適な都心の創造に向け

た多様で高次な機能が複

合した市街地を形成 

併せて、低炭素社会の

実現を図るため、雪の冷熱

エネルギーの活用等によ

る、環境負荷の低い新たな

エネルギー有効利用都市

の実現を先導 

○札幌駅周辺において、広域的交

通結節点としての機能を強化する

とともに、情報、サービス、交流機

能等を充実・強化 

このうち、北口周辺では業務、居

住機能等の複合市街地を形成 

○札幌駅前通沿道において、引き

続き業務、商業、交流機能等を充

実・強化 

○大通と創成川通が交差する交流

拠点において、創造的活動に資

する文化芸術等の機能や、商業、

交流機能等を充実・強化 

○創成川通沿道において、商業、居

住、宿泊機能等を充実・強化する

とともに、多様な都市機能を創成

川以東地区に波及させる交流機

能を導入 

○大通以南の地区において、防災・

安全面で課題を抱える老朽建築

物の更新を促進することで、商

業、交流機能を充実・強化すると

ともに、業務、居住機能等との複

合市街地を形成 

○創成川以東の地区において、東４

丁目線、北３条通、大通をまちづく

りの基軸とし、回遊、交流機能を

向上させるとともに、居住機能を

はじめ、業務、医療・福祉、文化、

スポーツなどの機能が近接した質

の高い生活の場を創出 

○道路等と敷地内通路等の連携や広場空間

の整備・活用により、災害時の避難路とし

ても活用可能な地上・地下の重層的な歩行

者ネットワークを充実・強化 

この際、多面的な活用が可能な敷地内空

地等を確保 

さらに、中長期的には、人と環境を重視し、

歩行者主体の交通体系について検討 

○札幌駅周辺において、北海道新幹線の札

幌駅乗入や路面電車の札幌駅方面への延

伸を見据え、交通結節機能を再配置 

 

○地下通路との接続により一体的な

地下空間を形成するとともに、建築

物の低層部及び地下部に、にぎわ

いを演出する商業、サービス機能

等を導入する都市開発事業を促進 

○大通以南の地区等において、居住

機能を導入する際、建築物の低層

部に、にぎわいを演出する商業、サ

ービス機能等を導入する都市開発

事業を促進 

○敷地内空地の緑化等、緑豊かなま

ちづくりに寄与する都市開発事業を

促進 

○自立・分散型エネルギー供給拠点

の整備、冷熱・温熱等の供給ネット

ワークの活用、外気を活用した冷

房等の省エネルギー対策等、防災

性の向上や環境負荷の低減に寄

与する都市開発事業を促進 

○まちづくり会社などによる、地域の

価値向上を目指すエリアマネジメン

トの取組を推進するとともに、官民

協働の都市開発事業を促進 

○大規模災害を想定した訓練の実施

や災害時における一時退避場所の

ルールの策定など、ソフト対策を充実 

〔特定都市再生緊急整備地域〕  

優れたまちづくりを通じ

て世界都市となることを目

指す札幌市の都心におい

て、都市機能の集積・高度

化、都市空間・エネルギー

等のネットワーク形成、エリ

アマネジメントの展開を推

進し、災害にも強く、国際

的な活動の拠点にふさわ

しい市街地を形成 

併せて、これらの優れた

まちづくりの展開をパッケ

ージとして国内外に情報発

信 

 

○札幌駅周辺において、世界都市さ

っぽろの玄関口にふさわしい都市

空間・都市景観を形成するととも

に、交通結節機能を強化 

○札幌の目抜き通りである札幌駅

前通沿道において、高い環境・防

災性能を有する国際水準の業務

機能を導入 

○大通と創成川通が交差する交流

拠点において、国際水準の文化

芸術等の創造的活動に対応可能

な集客交流機能を導入 

○大通以南の地区において、路面

電車の延伸や地下通路及び地上

部道路の整備検討と一体となった

都市開発事業により、商業、業

務、交流機能を充実・強化 

○創成川以東の地区において、高

質な居住、業務、医療・福祉、ス

ポーツなどの機能を集積するとと

もに、環境共生型市街地のモデ

ルとなる複合市街地を形成 

 

 

○国内外の優れた現代舞台芸術等の公演に

対応可能な国際水準のホールを有し、文化

芸術振興の拠点、集客交流拠点となる市

民交流複合施設を整備 

○駅前通地下歩行空間や創成川公園などの

整備効果を活かし、北３条広場や札幌駅前

通と大通が交差する交流拠点における地

下広場等、国内外の人々の交流を促進す

る広場空間を整備 

○大通以南の地区において、路面電車の延

伸や、都市開発事業と一体となった地下通

路及び地上部道路の整備検討を推進 

○苗穂駅周辺において、駅機能の移転を契

機とした自由通路・広場空間の整備によ

り、回遊性の向上と国内外の人々の交流を

促進 

○幹線道路及びそれを補完する道路の機能

向上を図ることにより、空港や駅などの交

通拠点とのアクセスを強化 

○環境にやさしく、災害にも強いまちづくりの

実現に寄与するコージェネレーションなどの

自立・分散型エネルギー供給拠点の整備、

駅前通地下歩行空間に併設した熱導管収

容施設の更なる活用、スマートエネルギー

ネットワーク化の検討など、低炭素社会・エ

ネルギー有効利用都市のモデルとなるエネ

ルギーネットワークを形成 

 

○都心の回遊性を高め、都市の魅力

向上やにぎわいの創出、防災性・

安全性の向上に寄与する公共的空

間等を整備する都市開発事業を促

進 

併せて、オープンスペースのネット

ワーク化や、公共的空間を活用す

る取組を促進 

○都市開発事業単位、地区単位、都

心全体等、各レベルに応じた重層

的なエリアマネジメント体制を強化

するとともに、まちづくり会社等の都

市再生整備推進法人化を促進 

地域名称 整備の目標 
都市開発事業を通じて増進すべき 

都市機能に関する事項 

公共施設その他の公益的施設の 

整備に関する基本的事項 

緊急かつ重点的な市街地の 

整備の推進に関し必要な事項 

札幌駅 ・

大通駅 

周辺地域 

札幌市の都心におい

て、既存の都市基盤と世界

有数な多雪寒冷の大都市

という地域特性を活かし、

人と環境を中心に据えた

都心づくりを推進 

このため、札幌駅前通や

創成川通の整備効果を活

かし、都心の骨格軸や交

流拠点を基軸とする、歩い

て暮らせる豊かで快適な

都心の創造に向けた多様

で高次な機能が複合した

市街地を形成 

併せて、低炭素社会の

実現を図るため、雪の冷熱

エネルギーの活用等によ

る、環境負荷の低い新たな

エネルギー有効利用都市

の実現を先導 

○札幌駅周辺において、広域的交

通結節点としての機能を強化する

とともに、情報、サービス、交流機

能等を充実・強化 

このうち、北口周辺では業務、居

住機能等の複合市街地を形成 

 

○札幌駅前通沿道において、引き

続き業務、商業、交流機能等を充

実・強化 

 

○大通と創成川通が交差する交流

拠点において、創造的活動に資

する文化芸術等の機能や、商業、

交流機能等を充実・強化 

 

○創成川通沿道において、商業、居

住、宿泊機能等を充実・強化する

とともに、多様な都市機能を創成

川以東地区に波及させる交流機

能を導入 

 

○大通以南の地区において、防災・

安全面で課題を抱える老朽建築

物の更新を促進することで、商

業、交流機能を充実・強化すると

ともに、業務、居住機能等との複

合市街地を形成 

○道路等と敷地内通路等の連携や広場空間

の整備・活用により、災害時の避難路とし

ても活用可能な地上・地下の重層的な歩行

者ネットワークを充実・強化 

この際、多面的な活用が可能な敷地内空

地等を確保 

さらに、中長期的には、人と環境を重視し、

歩行者主体の交通体系について検討 

 

○札幌駅周辺において、北海道新幹線の札

幌駅乗入や路面電車の札幌駅方面への延

伸を見据え、交通結節機能を再配置 

○地下通路との接続により一体的な

地下空間を形成するとともに、建築

物の低層部及び地下部に、にぎわ

いを演出する商業、サービス機能

等を導入する都市開発事業を促進 

○大通以南の地区等において、居住

機能を導入する際、建築物の低層

部に、にぎわいを演出する商業、サ

ービス機能等を導入する都市開発

事業を促進 

○敷地内空地の緑化等、緑豊かなま

ちづくりに寄与する都市開発事業を

促進 

○自立・分散型エネルギー供給拠点

の整備、冷熱・温熱等の供給ネット

ワークの活用、外気を活用した冷

房等の省エネルギー対策等、防災

性の向上や環境負荷の低減に寄

与する都市開発事業を促進 

○まちづくり会社などによる、地域の

価値向上を目指すエリアマネジメン

トの取組を推進するとともに、官民

協働の都市開発事業を促進 

○大規模災害を想定した訓練の実施

や災害時における一時退避場所の

ルールの策定など、ソフト対策を充実 

〔特定都市再生緊急整備地域〕  

優れたまちづくりを通じ

て世界都市となることを目

指す札幌市の都心におい

て、都市機能の集積・高度

化、都市空間・エネルギー

等のネットワーク形成、エリ

アマネジメントの展開を推

進し、災害にも強く、国際

的な活動の拠点にふさわ

しい市街地を形成 

併せて、これらの優れた

まちづくりの展開をパッケ

ージとして国内外に情報発

信 

 

○札幌駅周辺において、世界都市さ

っぽろの玄関口にふさわしい都市

空間・都市景観を形成するととも

に、交通結節機能を強化 

 

○札幌の目抜き通りである札幌駅

前通沿道において、高い環境・防

災性能を有する国際水準の業務

機能を導入 

 

○大通と創成川通が交差する交流

拠点において、国際水準の文化

芸術等の創造的活動に対応可能

な集客交流機能を導入 

 

○大通以南の地区において、路面

電車の延伸や地下通路及び地上

部道路の整備検討と一体となった

都市開発事業により、商業、業

務、交流機能を充実・強化 

 

○国内外の優れた現代舞台芸術等の公演に

対応可能な国際水準のホールを有し、文化

芸術振興の拠点、集客交流拠点となる市

民交流複合施設を整備 

 

○駅前通地下歩行空間や創成川公園などの

整備効果を活かし、北３条広場や札幌駅前

通と大通が交差する交流拠点における地

下広場等、国内外の人々の交流を促進す

る広場空間を整備 

 

○大通以南の地区において、路面電車の延

伸や、都市開発事業と一体となった地下通

路及び地上部道路の整備検討を推進 

 

○環境にやさしく、災害にも強いまちづくりの

実現に寄与するコージェネレーションなどの

自立・分散型エネルギー供給拠点の整備、

駅前通地下歩行空間に併設した熱導管収

容施設の更なる活用、スマートエネルギー

ネットワーク化の検討など、低炭素社会・エ

ネルギー有効利用都市のモデルとなるエネ

ルギーネットワークを形成 

 

○都心の回遊性を高め、都市の魅力

向上やにぎわいの創出、防災性・

安全性の向上に寄与する公共的空

間等を整備する都市開発事業を促

進 

併せて、オープンスペースのネット

ワーク化や、公共的空間を活用す

る取組を促進 

 

○都市開発事業単位、地区単位、都

心全体等、各レベルに応じた重層

的なエリアマネジメント体制を強化

するとともに、まちづくり会社等の都

市再生整備推進法人化を促進 

札幌 

北四条 

東六丁目

周辺地域 

札幌都心東部に位置す

る大規模工場の土地利用

転換等により、環境共生型

市街地のモデルとなる複

合市街地を形成 

併せて、雪の冷熱エネ

ルギー等を活用したエネル

ギー有効利用都市の実現

のための供給拠点を形成 

○居住機能と業務機能等が複合し

た市街地を形成 

 

○札幌都心で形成すべき冷熱、温

熱等の自立・分散型エネルギー

供給ネットワークの拠点機能を導

入 

○周辺の集客・交流施設との回遊性を高め、

災害時の避難路としても活用可能な歩行

者ネットワークを形成 

 

○都市開発事業に関連した道路整備により、

災害時の避難路や緊急輸送道路としても

活用可能な地域内道路網を充実・強化 

 

○冷熱、温熱等の自立・分散型エネルギー供

給ネットワークを形成 

○防災・安全面で課題を抱える老朽

建築物の更新等災害に強いまちづ

くりの実現に寄与する都市開発事

業を促進 

「札幌都心地域」都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域 地域整備方針 資料１－３ 


