第２章 課題整理
２- １. 課題整理の方法
課題の整理にあたっては、先に検討した現況分析の各項目および住民意識調査の結果を総合的に
検討し、課題を抽出する。また、整理した課題を踏まえ、想定される対策案および本マスタープラン
の全体構想への反映について検討する。
課題は以下の項目により区分し整理する。
■課題整理の項目
項 目
-1 農地

1.土地利用

-2 市街地

第２章

-3 自然地域

課題整理

-5 商業業務地

-4 住宅地

-6 工業・流通業務地
2.道路・交通
3.公園・緑地
4.公共施設
5.都市防災
6.景観形成
7.観光振興

課題抽出のための基礎的な情報である現況分析の項目と住民意識調査の結果は、以下のように整
理する。
■基礎情報の項目と整理の方法
基

礎

2.現況分析

情

報

の

項

目

2-1自然特性

整

理

の

方

法

整理項目に関連する特性を抜粋する

2-2社会特性
2-3都市計画
2-4その他の社会基盤
2-5上位関連計画
住民意識調査
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整理項目に関連する各種計画を抜粋する
調査項目のうち、アンケート結果の上位３項目を示す

第２章

課題整理
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２- ２. 課題抽出検討シート
項
1. 土地利用

目

内

容

-0 全般 【整開保】

・登川以東の国道 5 号沿道の用途白地地域には､ 自動車関連施設等が立地していることから、周
応じて特定用途制限地域等を定めることにより、土地利用の整序を図る。

・用途地域に隣接する用途白地地域で住宅等が立地している地区については、土地利用等の動向

等を図るため、必要に応じて、特定用途制限地域等を定めることにより、土地利用の整序を図る。

・用途白地地域の余市河口漁港については、漁港施設や水産業関連施設等が立地していることか
り、適切な土地利用を図る。

【低炭素都市づくりガイドライン（北海道）
】
〈対策メニュー１〉集約型都市構造への転換

①公共施設・サービス施設等の集約拠点への立地
②交通拠点への居住の誘導

〈対策メニュー７〉エネルギーの利用効率を高めるための対策
第２章

①エネルギーの面的利用

②土地利用複合化（ミクストユース）

【次世代北方型居住空間モデル構想（北海道）
】

課題整理

コンパクトなまちづくり～市街地の無秩序な拡大抑制

【アンケート調査上位３項目】
①空き地や跡地の活用
③既存商店街の再整備

②現在の住宅地の環境改善・維持保全

【現況分析の検討項目】

（1-2 社会特性 (1) 人口と世帯数）
・人口の減少、少子高齢化の進展
・核家族化の進行

（1-2 社会特性 (3) 都市構造の変遷）

・余市町発祥の地であった現富沢町（旧名余市）
・昭和にかけて JR 余市駅周辺に市街地が拡大
・現在は、黒川町（10-16 丁目）にシフト

【現況分析の検討項目】

（1-3 都市計画 (1) 土地利用）
・都市計画区域面積は 2150ha であり、区域内に用途地域、農業地域（農用地区域）
、森林地域

-1 農地 【総合計画】

・農地の流動化による遊休農地の効果的な活用を促進

・
「農業振興地域の整備に関する法律」に規定する農用地区域については、今後とも優良な農用地

【整開保】

・集団的農用地や、国・道営の土地改良事業等各種農業投資が実施されている区域及び実施を予
と発展を図るため、今後とも優良な農用地としてその保全に努める。

・特に、農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規定する農用地区域については、
用地としてその保全に努める。

【農業振興地域整備計画】

果樹及び施設野菜を中心とする本町農業は、恵まれた気象条件と道央に近接した優位な流通条件の

消費の伸び悩みの影響を受け、更なる品質の向上及び安全性の高い農作物の生産が求められている。
このような状況下、担い手農家の減少、高齢農家の増加等により、農用地の遊休化が進みつつある
新規就農者の就農促進、果樹の複合化と施設化の推進、北のクリーン農産物表示制度による YES!
に取り組み、クリーン農業の推進を強化し、農用地の確保を図る。

【現況分析の検討項目】
（1-2 社会特性 (2) 産業）

・産業別人口比率における第１次産業人口の減少
・農家戸数、農家人口の減少
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・漁業就業人口の減少

※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

想定される対策（例）

辺における土地利用の動向等を踏まえ、必要に
を踏まえ、用途地域内の住宅地の住環境の保全

市街地拡大の抑制・コンパク
トな都市構造の実現

ら、必要に応じて用途地域等を定めることによ

・用途地域拡大の抑制

・特定用途制限地域等に
よる土地利用の整序

・中心市街地における公
既存中心街の再構築と活性化
の推進

共施設の集約

・交通結節点整備

・既存商店街の再整備

・既存住宅地の環境改

課題整理

た居住環境の提供

第２章

様々なライフスタイルに応じ

善、維持保全

・核家族化に対応した住
宅の提供

・空家、空地対策

・高齢者、障がい者向け
住宅の促進

各々の履歴や特徴を踏まえた

・地区区分と整備テーマ
の設定

個性ある地区形成

・街並み景観形成

市街地周辺の農地の適切な保

・優良な農用地の保全

（国有林）がある

として保全
定している区域の農地等については、健全な農業の維持
「農業上の利用を図るべき土地」として今後とも優良な農

全と活用

もとに、農業の国際化の進展、消費者嗜好の変化等により、
が、認定農業者制度を活用した農用地の利用集積を図り、

Clean( 生産集団 ) 及びエコファーマーの計画認定 ( 生産者 )

・特産品の直売所の整備
観光・商工業と一次産業の連
携による魅力向上

・６次産業化の推進

・農地や販売所、レスト

ラン等の観光ルートと
しての位置づけ

79

２- ２. 課題抽出検討シート - ２
項
1. 土地利用

目
-2
市街地

内

容

【総合計画】

・市街地の拡大を抑制し、未利用地等の有効活用を図るなど都市基盤等の既存ストックを有効に活用

【整開保】

・未利用地等を有効活用しながら、これまで整備等を進めてきた都市基盤を活用したコンパクトな内

・将来の市街地については現在の市街地と同程度と想定し、農林漁業との健全な調和を図りながら、
・急激かつ無秩序な市街化の進行は見込まれないものと判断し、区域区分は定めない

-3
自然
地域

【総合計画】

・自然保護意識の高揚を図るとともに、恵まれた美しい風景や、森林の持つ多面的な機能にも着目し

【整開保】

第２章

・市街地周辺の豊富な森林は、環境維持のための緑地・治水・防災など公益的な機能を果たしている
保全を図っていく。

（1-2 社会特性 (2) 産業） ・町域の 67% の面積を占める森林

課題整理

-4
住宅地

【総合計画】
・計画的な公営住宅の建替・改善の促進
・高齢者・障がい者向けの住宅の促進

・住宅の耐震化の促進

・優良な宅地の供給促進

【整開保】

・土地区画整理事業により良好な住宅地が形成されている黒川町地区については、余市町における良
担う地区として、今後とも住環境の維持に努める。

・住宅地については、現在の土地利用を基本としつつ、地域の特性に応じた秩序ある住環境の形成を

・専用住宅地については、黒川町地区の一部に配置し、土地区画整理事業の進捗に合わせ、低層専
・中高層住宅を主体とした一般住宅地については、低層住宅地の周囲や商業業務地及び工業地の背
形成を図る。

【低炭素都市づくりガイドライン（北海道）
】
〈対策メニュー６〉エネルギー負荷を削減するための対策
①エネルギー消費の少ない住宅ストックの形成 ②老朽建築物の面的な建て替え
③エネルギー・マネジメント・システム（EMS）

【現況分析の検討項目】

（1-2 社会特性 (1) 人口と世帯数） ・郊外部（黒川町 10-16 丁目）における人口の増加
（1-4 その他の都市施設 (1) 公営住宅）

・現在 16 団地、管理戸数 569 戸の公営住宅があるが、築 35 年以上を経過したものが 57% 以上
を占める

-5
商業
業務地

【総合計画】
・中心商店街にぎわい対策の推進
・余市ブランド形成のための支援

【整開保】

・3･4･4 号旧国道線沿道の一般工業地には、商業施設等が立地するなど、周辺の住宅地の利便性の
住宅地における住環境に配慮しながら、土地利用の見直しを進める。

・JR 余市駅西側には中心商業業務地を配置し、広域的な消費者ニーズに対応した商業機能の集積

・3･4･3 号大川黒川線 ( 国道 5 号 ) や 3･3･2 号大川橋線（一般道道豊丘余市停車場線）
、3･4･6 号黒
沢町地区及び富沢町地区の 3･4･11 号富沢町線（国道 229 号）の沿道の一部については、近隣住
配置し、今後ともその機能の維持を図る。

・3･3･2 号大川橋線（国道 5 号）や 3･4･3 号大川黒川線（国道 5 号）の沿道の一部には､ 沿道
を図る。

【次世代北方型居住空間モデル構想（北海道）
】
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コンパクトなまちづくり～中心市街地の賑わいづくり

※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

想定される対策（例）

したコンパクトな内部充実型の市街地形成
部充実型のまちづくりを基本とする

豊かな自然環境や景観の保全に努める都市づくりを進める

市街地拡大の抑制・コンパク
トな都市構造の実現

・用途地域拡大の抑制

・特定用途制限地域等に
よる土地利用の整序

た地域資源等の自然保全
市街地内や縁辺部のみどりの
保全と活用

課題整理

公営住宅の建替と改善の促進

・樹林地の維持保全
第２章

ことから、今後とも他の計画と調整を図りつつその維持・

・公営住宅の建替、改善

好な住宅市街地の形成に向けた先導的な役割を
図る。

・既存住宅地の環境改

用住宅を主体とした良好な住宅地の形成を図る。
後地などに配置し、周辺環境と調和した住宅地の

善、維持保全

様々なライフスタイルに応じ
た居住環境の提供

・核家族化に対応した住
宅の提供

・空家、空地対策

・高齢者、障がい者向け
住宅の促進

・中心市街地における公
既存中心街の再構築と活性化
の推進

共施設の集約

・交通結節点整備

・既存商店街の再整備
向上に資する土地利用が図られていることから、
を図る。

川通（一般道道登余市停車場線）の沿道の一部、
民や道路利用者を対象とした地域商業業務地を

沿道型商業施設の適切な配置

・地区に密着した特長の
ある商店街の形成

（各々の履歴や特徴を踏まえた個
性ある地区形成）

・特産品の直売所の整備
・６次産業化の推進

商業業務地を配置し、今後ともその機能の維持
観光・商工業と一次産業の連
携による魅力向上

・農地や販売所、レスト

ラン等の観光ルートと
しての位置づけ
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２- ２. 課題抽出検討シート - ３
項

目

1. 土地利用

-5
商業
業務地

内

容

【アンケート調査上位３項目】
①空き地や跡地の活用

②現在の住宅地の環境改善・維持保全
③既存商店街の再整備

【現況分析の検討項目】

（1-2 社会特性 (1) 人口と世帯数）

・中心商業地（黒川町 1-9 丁目、大川町等）の人口減少

（1-2 社会特性 (2) 産業）

・産業別人口比率における第 3 次産業人口の増加

・商店数、従業員数の減少

・大型店出店による周辺市町村の商業地としての役割

第２章

-6
工業・
流通
業務地

【整開保】

・港町地区及び浜中町地区には港湾関連施設や水産業関連施設が立地しており、基幹産業である
置し、今後ともその機能の維持を図る。

・余市川沿いのニッカウヰスキー北海道余市原酒工場が立地する地区については、一般工業地を

課題整理

地として、これらの機能の維持増進を図る。

・3･4･3 号大川黒川線（国道 5 号）沿道の自動車関連施設や流通業務施設等が立地する地区につ
用の維持に努める。

・黒川第一土地区画整理事業区域のうち 3･4･6 号黒川通（一般道道登余市停車場線）に面する地
慮するとともに交通利便性の高さを活かした流通業務地としての土地利用を図る。

・港町地区の余市港については、一般工業地を配置するとともに臨港地区を指定することにより、

【現況分析の検討項目】
（1-2 社会特性 (2) 産業）

・事業所、製造業出荷額の減少

2. 道路・
交通

【総合計画】
（基幹交通）

・幹線道路の整備・充実

・北海道横断自動車全線整備の実現

・公共交通機関の維持・充実と高齢化社会を展望した町内公共交通の検討

（道路）

・総合的道路網の整備

・町道の整備（舗装及び側溝の整備充実、改修や維持管理の充実）

【整開保】

・都市間や空港､ 港湾等との広域的な交流 ･ 連携を支える高速交通ネットワークの形成を図り、アク

・多様な都市活動を支え､ 円滑な自動車交通を確保するために､ 都市の骨格となる都市内道路網の

・歩行者や自転車の安全で快適な通行を確保するために、歩行者や自転車交通のネットワークの形成

・公共交通の利用促進のために、沿線の土地利用と連動した公共交通軸の形成や、交通結節点の整

・余市町の豊かな自然と地域性を生かした産業や観光などの振興発展に寄与し市街地の基盤整備と一

・1･3･1 号余市望海台通（国土開発幹線自動車道「北海道横断自動車道余市～小樽間」
）が市街地の
セス道路の適切な配置を図る。

・3･3･1 号埋立新通 ( 国道 229 号､ 一般道道余市港線､ 一般道道豊丘余市停車場線 )、3･3･2 号大

線）
、3･4･3 号大川黒川線（国道 5 号）、3･4･10 号梅川線（国道 229 号）、3･4･11 号富沢町線（国
なる道路とする。

・3･4･6 号黒川通（一般道道登余市停車場線）、3･4･8 号沢町線（一般道道豊丘余市停車場線）
、及
網を形成する。
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・3･3･1 号埋立新通（一般道道豊丘余市停車場線）に､ JR 函館本線余市駅の駅前広場を配置し、交

※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

想定される対策（例）
・中心市街地における公

既存中心街の再構築と活性化

共施設の集約

の推進

・交通結節点整備

沿道型商業施設の適切な配置

・地区に密着した特長の

（各々の履歴や特徴を踏まえた

・既存商店街の再整備

ある商店街の形成

個性ある地区形成）

配置し、観光地としての機能をあわせ持つ工業

・６次産業化の推進
観光・商工業と一次産業の連

・農地や販売所、レスト

ラン等の観光ルートと

課題整理

携による魅力向上

しての位置づけ

いては、一般工業地を配置し、今後とも土地利
区には流通業務地を配置し、周辺の住環境に配
今後とも適切な港湾土地利用を維持する。

第２章

・特産品の直売所の整備

水産業の拠点となる地区として一般工業地を配

・港湾地域における水産
工業・流通機能の適切な配置

業の拠点形成

・交通ネットワークの整

備とあわせた流通拠点
の形成

高速交通ネットワークの形成
（アクセス路）

都市の骨格となる機能的な道
路網の形成

セス道路の整備を進める。

歩行者・自転車が安全安心に

やバリアフリー化を進める。

町内公共交通ネットワークの

形成を進める。

備などを進める。

体となった効率的な交通体系の形成を図る。

通行できる道づくり

構築

・高規格道路 IC から市

街地へのアクセス路の
整備と適切な案内誘導

・渋滞解消のための道路
整備、交差点改良

・歩道の適切な維持管理

・歩行者・自転車専用道
路の整備

・路線バス、コミュニティ
バス等による公共交通
ネットワークの形成

南東側を通過する計画があるため、必要なアク
川橋線（国道 5 号、一般道道豊丘余市停車場

道 229 号）、3･2･16 号八幡線を都市の骨格と
びその他の都市計画道路を配置し、都市内道路
通結節点としての機能を維持する。

交通結節点の整備

・JR 余市駅における駅前
広場の整備
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２- ２. 課題抽出検討シート - ４
項

目

2. 道路・
交通

内

容

【低炭素都市づくりガイドライン（北海道）
】
〈対策メニュー２〉道路整備（走行速度改善）
①環状道路等の幹線道路ネットワークの整備

〈対策メニュー３〉自動車交通需要の調整（交通需要マネジメント）
⑤自転車利用環境の整備 ⑧駐車マネジメント

〈対策メニュー４〉公共交通の整備
②コミュニティバスの導入
③バス走行空間の整備

④駅前広場等の交通結節点整備

【次世代北方型居住空間モデル構想（北海道）
】
コンパクトなまちづくり～地域交通の確保

第２章

【都市計画道路の見直しガイドライン】
（見直し対象道路の考え方）

下記の条件に該当する路線（区間）を、見直し検討路線（区間）として抽出します。

課題整理

○都市計画道路のうち幹線街路を対象とする。

○計画決定後、30 年以上未着手で、今後 10 年以内に事業着手する見込みの無い区間。
○地形・地物との不整合を有するもの。
○その他個別の課題を有するもの。

【アンケート調査上位３項目】

①冬期の通行の滑り対策や交差点の見通しの改善
②歩行者や自転車が安全に通行できる道路整備
③現在の道路の維持補修

【現況分析の検討項目】

（1-3 都市計画 (2) 都市施設）

・ 都市計画道路は 19 路線、25,908 ｍが都市計画決定されている（うち ,10 路線 ,17,214 ｍが整備済み）
・北海道横断自動車道余市小樽間が平成 30 年度に共用される予定

3. 公園・
緑地

【総合計画】
公園・緑地の整備（公園の整備・充実と計画的な更新、公園等に関する情報提供）

【整開保】

・日常生活圏としてのまとまりや、地理的条件、市街地の進展動向および誘致距離を勘案し、住民
等の諸災害発生時の一時避難地として住区基幹公園、緑地の適正な配置、整備を図る。

・多様なレクリエーション活動、災害発生時の復旧活動の拠点などとして機能する都市基幹公園、地
配置、整備を図る。

・自然性に富んだ緑地や､ 風致の維持､ 良好な景観形成に資する緑地の保全に努める。

・余市川、ヌッチ川などの河川空間や幹線道路の道路空間などの緑を充実し、緑豊かで潤いのある

【低炭素都市づくりガイドライン（北海道）
】

〈対策メニュー 10〉公園緑地の整備と都市緑化の推進施策
〈対策メニュー 11〉みどりの管理・育成施策

〈対策メニュー 13〉大規模な緑地の保全と適正な管理

【アンケート調査上位３項目】
①街路樹の整備

②身近な小公園を整備

③既存の遊具やベンチなどの設備を充実

【現況分析の検討項目】

（1-3 都市計画 (2) 都市施設）

・都市計画公園は 12 箇所、23.07ha、都市計画緑地は１箇所、9.30ha が都市計画決定されている

（緑の政策大綱による整備目標水準では１人あたりの都市公園等面積を 20㎡としており、この場合
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42ha 程度必要となる）

※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

都市の骨格となる機能的な道
路網の形成

町内公共交通ネットワークの
構築

想定される対策（例）

・渋滞解消のための道路
整備、交差点改良

・路線バス、コミュニティ

バス等による公共交 通
ネットワークの形成

第２章
課題整理

高速交通ネットワークの形成
（アクセス路）

の身近なレクリエーション活動の場や地震、火災

・高規格道路 IC から市

街地へのアクセス路の
整備と適切な案内誘導

・身近な小公園の整備
都市計画公園・緑地の整備促進

・防災公園の整備

・既存施設の適切な維持
管理

域の特性を活かした多彩な公園、緑地等の適正な
市街地内や縁辺部の緑の保全

・樹林地の維持保全

水辺の緑や街路樹によるネッ

・街路樹の整備、維持管理

水と緑のネットワークの形成に努める。
トワークの形成

・水辺の緑の保全と創出
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２- ２. 課題抽出検討シート - ５
項
4. 公共施設

目

内

容

-0 全般 【アンケート調査上位３項目】
①施設のバリアフリー化

②情報の提供など運営の改善

③既存の施設・設備について充実・改善

【現況分析の検討項目】

（1-4 その他の社会基盤 (2) 公共公益施設）

・行政サービス施設、学校教育施設、コミュニティ施設、医療福祉施設等 40 の施設がある

第２章
課題整理

-1
河川・
水辺

【整開保】

-2
上・
下水道

【整開保】

・余市川、ヌッチ川、畚部川などの河川については、各種開発事業などとの調整を図りつつ、親
水機能にも配慮した自然と触れ合う水辺空間の活用や、総合的な治水対策などに努める。

・余市公共下水道については､ 登地区に処理場、黒川地区、山田地区、浜中地区、沢町地区にポ
ンプ場を配置し、処理区域内に幹線管渠を適切に確保する。

【下水道中期ビジョン】

整備目標１．最適な下水道計画
整備目標２．未普及地域の解消
整備目標３．雨水浸水対策
整備目標４．施設の耐震化
整備目標５．減災対策

整備目標６．水洗化の促進

整備目標７．省エネルギー対策
整備目標８．計画的な改築更新
整備目標９．資産の管理と活用

整備目標 10．中長期経営計画の策定

【水道ビジョン】

＜安心して飲めるおいしい水道水の供給＞
＜事故や災害に強い水道施設の構築＞

＜健全な水道事業経営の推進とお客様サービスの向上＞

【現況分析の検討項目】

（1-3 都市計画 (2) 都市施設）

・公共下水道事業は、平成 25 年度末の状況で、整備面積 542.1ha、整備人口 16,505 人、水洗化人口

-3
その他

【整開保】

（廃棄物関連）

・一般廃棄物処理施設については、
「北海道循環型社会推進基本計画」
、
「北海道廃棄物処理計画」、
般廃棄物処理基本計画」等における位置づけ等を踏まえ、公益性及び恒久的性格を有するものに

・産業廃棄物処理施設は、
「北海道循環型社会推進基本計画」及び「北海道廃棄物処理計画」に

るとともに、各計画における位置づけ等を踏まえ、公益性及び恒久的性格を有するものについては、

（市場）

・余市合同青果物地方卸売市場を黒川町地区に配置し、施設の適切な維持管理を図る。

【現況分析の検討項目】

（1-3 都市計画 (2) 都市施設）

その他の都市施設として、黒川町営駐車場、余市合同青果物地方卸売市場、余市町黒川第一土地区画
整理事業が都市計画決定されている。
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※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

公共施設のバリアフリー化の
促進・運営改善

水辺の緑や街路樹によるネッ

想定される対策（例）
・公共施設のバリアフ
リー化

・運営改善

・街路樹の整備、維持管理
・水辺の緑の保全と創出

上下水道の整備促進

・上下水道の整備

廃棄物処理施設の整備検討

・廃棄物処理施設の整備

第２章

トワークの形成

課題整理

14,862 人となっている。

「ごみ処理の広域化計画」
、余市町において定める「一
ついては、都市計画決定に向けた検討を行う。

基づき、適切な立地及び施設整備となるよう誘導を図
都市計画決定に向けた検討を行う。
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２- ２. 課題抽出検討シート - ６
項
5. 都市防災

目

内

容

【総合計画】

・地域防災計画の見直しと原子力防災への対応
・防災情報の提供と防災意識の高揚

・町民と行政との協働による防災体制の整備

【地域防災計画】
〇災害発生原因の除去
・浸水害・洪水害

大雨による河川の氾濫、増水等による洪水や浸水による被害

（余市川浸水想定区域、水防区域、市街地における低地帯の浸水）

・高波、高潮、津波等による災害

海岸地域における台風等による海面上昇や大しけ、地震による津波等の浸水被害

・土砂災害

第２章

大雨等による急傾斜地崩落、土石流、地すべり等による被害

（土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所）

課題整理

〇防災施設の整備

・道路、堤防、排水施設、水門、避難所等公共施設の整備

【アンケート調査上位３項目】

①電気・水道・道路等のライフラインの点検及び強化
②防災情報の周知・共有
③防災公園を整備

【現況分析の検討項目】

（1-4 その他の社会基盤 (2) 公共公益施設）

・津波一時避難場所を含む 50 箇所の避難所が指定されており、収容可能人数は 25,590 人である

6. 景観形成

【アンケート調査上位３項目】

①歩いて楽しい街並み・景観ルートをつくる
②要所の景観を改善
③特色ある景観・観光スポットを整備

7. 観光振興

【総合計画】

・町内観光基盤の整備（町内観光ルートの整備、参加体験型観光の推進、各産業と連動した観光振興）
・広域観光における推進（広域的観光推進体制の充実）
・観光推進体制の確立（観光関連団体との連携強化）
・祭り・イベントの開催（北海ソーラン祭りにおける参加体験型イベントの拡充、味覚の祭典の実施）
・自然に恵まれた本町の優位性を生かした効果的な宣伝活動の促進（テレビ、新聞、雑誌等における
全道的なイベント開催時における参加ならびに宣伝啓発）

【観光振興計画】

（町内観光基盤の整備）
① 観光資源の掘り起こしと既存資源の魅力の再発見
② 日帰り通過型半日観光と単体観光施設依存型からの脱却
③ 参加体験型観光の推進
④ 各産業と連動した観光振興

【次世代北方型居住空間モデル構想（北海道）
】

取組と効果例：環境と景観保全、良質な景観形成による地域価値の向上
取組と効果例：地域内経済循環、地域価値を活かした地域産業の振興

【現況分析の検討項目】

88

（1-2 社会特性 (2) 産業）
・横ばい傾向の入込客数と道外客比率の増加
・新たな客層の期待（観光資源の掘り起こし、効果的なつながり）

※内容と課題との関係を示す線の色を複数用いているのは、交差による混乱を避けるためのものである

課

題（ 案 ）

想定される対策（例）

・避難所、避難ルートの
災害に強いまちづくり

整備と維持管理

・防災施設の整備

第２章
課題整理

・身近な小公園の整備

都市計画公園・緑地の整備促進

・防災公園の整備

・既存施設の適切な維持
管理

各々の履歴や特徴を踏まえた
個性ある地区形成
（街並みづくり）

主要観光資源の機能拡充と周
辺景観の形成

・地区区分と整 備テーマ
の設定

・街並み景観形成

・外国語対応（多言語化）
・景観誘導、規制

宣伝啓発、ホームページにおける宣伝啓発、
・案内、誘導サインの整備
町内観光ルートづくり

・施設、資源間の連携と
ルートストーリーづくり

・観光ルートを巡る公共交
通ネットワークの構築

観光・商工業と一次産業の連
携による魅力向上

・特産品の直売所の整備
・６次産業化の推進

・農地や販売所、レストラ
ン等の観光ルートとし
ての位置づけ
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２- ３. 想定される対策と構想への反映
項
1. 土地利用

目

課

題 （案）

-1 農地

●市街地周辺の農地の適切な保全と活用

・

-2 市街地

●市街地拡大の抑制・コンパクトな都市構造の実現

・

-3 自然地域

●市街地内や縁辺部のみどりの保全と活用

・

-4 住宅地

●公営住宅の建替と改善の促進
●様々なライフスタイルに応じた居住環境の提供

・

・

・

・

・

・

第２章

-5 商業業務地

●既存中心街の再構築と活性化の推進

・

・

・

課題整理

●沿道型商業施設の適切な配置
-6 工業・流通業務地
2. 道路・交通

●工業・流通機能の適切な配置

・

●高速交通ネットワークの形成（アクセス路）

・

●都市の骨格となる機能的な道路網の形成
●交通結節点の整備
●町内公共交通ネットワークの構築

3. 公園・緑地

4. 公共施設

・

・

・

・

・

●歩行者・自転車が安全・安心に通行できる道づくり

・

●都市計画公園・緑地の整備促進

・

●水辺の緑や街路樹によるネットワークの形成

・
・

●公共施設のバリアフリー化の促進

・

●廃棄物処理施設の整備検討

・

●上下水道の整備促進

・

・

・

5. 都市防災

●災害に強いまちづくり

・

6. 景観形成

●各々の履歴や特徴を踏まえた個性ある地区形成（街並みづくり）

・

●主要観光資源の機能拡充と周辺景観の形成

・

・

・

・

・
7. 観光振興

●観光・商工業と一次産業の連携による魅力向上

・

・

・
●町内観光ルートづくり

・

・

・
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想

定

さ

れ

る

対

策

構

想

へ

の

反

映

・優良な農用地の保全

→「農村ゾーン」の設定

・用途地域拡大の抑制

→「市街地ゾーン」「農村ゾーン」の設定

・樹林地の維持保全

→「農村ゾーン」「市民レクリエーション拠点」の設定

・公営住宅の建替、改善

→「市街地ゾーン」の設定

・生活利便の向上を目指した居住環境の創出

→「市街地ゾーン」の設定

・核家族化に対応した住宅の提供

→生活利便性の高い住宅地

・特定用途制限地域等による土地利用の整序

・空家、空地対策
・高齢者、障がい者向け住宅の促進
→「行政拠点」の設定

・既存商店街の再整備

→JR 余市駅周辺における「商業拠点」の設定

・交通結節点整備

第２章

・中心市街地における公共施設の集約

→JR 余市駅における結節点整備（公共交通との関係）
→東部地区・西部地区における「地域商業拠点」の設定

・港湾地域における水産業の拠点形成

→西部地区における「産業拠点の設定」

・高規格道路 IC から市街地へのアクセス路の整備と適切な案内誘導

→「主要交通軸」『生活軸」の設定

・渋滞解消のための道路整備、交差点改良

→「生活軸」の設定

・JR 余市駅における案内機能強化

→JR 余市駅における結節点整備（公共交通との関係）

・路線バス、コミュニティバス等による公共交通ネットワークの形成

→「生活軸」の設定

・歩道の適切な維持管理

→「生活軸」の設定

・身近な小公園の整備

→「市民レクリエーション拠点」の設定

・街路樹の整備、維持管理
・水辺の緑の保全と創出

→「主要交通軸」「生活軸」「農村交流軸」の設定

・公共施設のバリアフリー化

→地区別構想への反映

・廃棄物処理施設の整備

→地区別構想への反映

・避難場所、避難ルートの整備と維持管理

→「生活軸」「農村交流軸」の設定

・地区区分と整備テーマの設定

→「西部」「中部」「東部」の地区区分

・外国語対応（多言語化）

→「観光交流拠点」の設定

課題整理

・地区に密着した特長のある商店街の形成

・北海道横断自動車道開通を見据えた関連街路沿道における土地利用の機能充実 →東部地区における流通業務地の展開

・歩行者・自転車専用道路の整備
・既存施設の適切な維持管理

・上下水道の整備
・防災拠点の整備
・街並み景観形成
・ICT 技術の適用

→地区別構想への反映
→「市民レクリエーション拠点」等における防災機能の導入

・景観誘導、規制
・特産品の直売所の整備
・６次産業化の推進

・農地や販売所、レストラン等の観光ルートとしての位置づけ
・案内、誘導サインの整備

・施設、資源間の連携とルートストーリーづくり

→「観光交流拠点」「主要交通軸」の設定
→「農村交流軸」の設定

→「観光交流拠点」「農村交流軸」の設定

・観光ルートを巡る公共交通ネットワークの構築
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