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４４．．交交通通体体系系  

4-1.交通体系に関する現状と課題 

本市は、国道 12 号、国道 38 号、国道 451 号の３つの主要国道が交差する北海道の広域交通

の要衝の一つです。また、周辺市町村と本市を結ぶ道道をはじめとした道路網が中空知圏域の交通

拠点として重要な役割を果たしています。これらの広域交通体系は本市の都市を特徴づけるもので

あり、都市の発展や活力に欠かせない要素となっています。 

都市内の道路体系をみると、これまで着々と都市計画道路※の整備が進められてきましたが、都

市計画決定後 30 年以上未着手の道路が７路線（7.41km）あり、その沿道の建物が建築制限を受

けたままの状況であることなどから、これらの道路計画の見直しが必要となってきています。 

以上を踏まえ、本市におけるコンパクトな都市形成を進めるためには、既存ストックとしての道路

体系を十分に活かし、、未着手の都市計画道路について整備の必要性を再検討しつつ、交通環境の向上

を図ることが重要です。さらに、今後は、地球環境への負荷を低減する交通体系の構築も重要な課

題となっています。 

 

4-2.交通体系の基本方針 
 

中中空空知知圏圏のの交交通通拠拠点点ととししててのの役役割割をを強強化化すするるととととももにに  

ココンンパパククトトなな都都市市のの骨骨格格をを形形成成しし、、円円滑滑にに移移動動でできき、、環環境境ににややささししいい交交通通体体系系 

 

（１）広域、中空知圏、都市内の多様なネットワークを支える交通体系 

北海道の交通の要衝としての広域交通ネットワークの形成、中空知圏内の近隣市町村との交通

ネットワークの形成、また、都市内の都市機能やコミュニティ拠点を結ぶ交通ネットワークの形

成など、都市の活力を支える多様な交通ネットワークの形成を図ります。 

 

（２）交通の円滑性、安全性、快適性を備えた交通体系 

都市内通過交通の排除、車道の４車線化等による移動の円滑化、冬期交通の安全性確保、歩行

空間のバリアフリー化等による安全・快適性の確保、豊かな自然環境に調和した都市内道路景観

の整備、都市内幹線街路から住居街区へのアクセス機能強化など、市民の快適な暮らしを支える

都市内交通環境の向上を図ります。 

 

（３）人と環境にやさしい交通体系 

今後は、人と環境に視点をおいた交通体系の整備が重要であり、公共交通の役割をこれまで以

上に重要なものとして位置づけ、高齢社会に対応した市民が利用しやすい体系を構築する必要が

あります。また、自転車・歩行者交通を重視し、市民が自転車を利用しやすく、歩行者が移動し

やすい道路空間を形成するなど、二酸化炭素を削減し、環境負荷低減に寄与できる交通環境づく

りを行います。 

 

                                           
※ 都市計画道路：都市計画法に基づく都市施設として定められる道路のこと。都市計画法第 11 条の規定により都市施設として都市計画決定

された道路。 
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4-3.道路体系の施策 
表 4.3 道路体系 

広
域
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

自動車専用道路

（広域幹線軸）

北海道縦貫自動車道

主要幹線街路

（広域都市軸）

大通り（国道１２号） 、東三号通（国道１２号滝川バイパス） 、東大通
（国道３８号） 、西大通（国道４５１号）、滝新通（国道４５１号滝新バイ
パス）

都市幹線街路

（中空知圏域交流軸）

道道江部乙雨竜線 、道道江部乙赤平線 、（仮）赤平・滝川・新十津
川線

特殊道路 道道深川砂川自転車道

都
市
内
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

都市幹線街路

（都市骨格軸）

三丁目通、西二号通、一丁目通、東二号通

補助幹線街路 中央通、西泉通、二丁目通、西１号通、東四丁目通、一二丁目通、西
二号通、東一号通、西四丁目通、五丁目通、団地通、一三丁目通、
東一線通、空知通、鈴蘭通、蔵前通、文化通、高校通、西三号通、啓
南通、東町通、栄通、東四号通

区画道路 一般市道

都市計画道路

４つの放射軸：大通り（国道１２号） 、東大通（国道３８号） 、西大通（国道４５１号）、滝新通（国道４５１号滝新バイパス）

都市環状軸：三丁目通、西二号通、東三号通（国道１２号滝川バイパス） 、東大通（国道３８号） 、西大通（国道４５１号）

◆都市の骨格軸

 

 

4-3-1.広域交通ネットワーク 

（１）基本的考え方 

北海道中央部の交通の要衝、かつ、中空知圏域の交通拠点の役割を担うことから、都市内を通

過する国道１２号、国道３８号、国道４５１号を留萌・新十津川方面、札幌・砂川方面、釧路・

赤平方面、旭川・深川方面の「４つの放射軸」として位置づけ、高速道路、道道とともに広域交

通ネットワークを形成します。 

 

（２）整備方針 

①自動車専用道路（広域幹線軸） 

北海道縦貫自動車道は、本市と物流・交通拠点である新千歳空港、苫小牧港、札幌市・旭川市

などの主要都市を高速で結ぶ役割を担う広域幹線軸として位置づけ、今後も重要な交通基盤とし

ての活用を促進します。 

【参考】高速道路利用による交通１時間圏、２時間圏（参考：北海道開発局・道の時刻表） 

１時間圏（１時間以内）          ：留萌市、札幌市など 

1.5 時間圏（１時間を超え１時間 30 分以内）：小樽市、千歳市など 

２時間圏（１時間 30 分を超え２時間以内） ：余市町、苫小牧市、名寄市など 
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②主要幹線街路（広域都市軸） 

１）大通（国道１２号） 

札幌・旭川方面、近隣の深川、砂川、また、滝川市街地と江部乙市街地を結ぶ重要な主要幹線

街路であり、公共交通の主要路線、都市活動、防災等の面から都市内外の移動の円滑化を図りま

す。また、東三号通（国道 12 号滝川バイパス）との役割分担のもと、既存の道路水準を維持しつ

つ、より都市内交通の役割を重視し、アクセス機能の強化を図ります。 

・北滝の川地区から江部乙地区までの４車線化（国への要望） 

・大通（国道 12 号）の多様な利活用への検討（駐車場、駐車帯、バス停等の整備） 

 

２）東三号通（国道 12 号滝川バイパス） 

都市内の通過交通を排除するために道路の走行性を維持するとともに、交通利便性を活かすた

め、沿道サービス施設以外の土地利用を規制することで、営農環境、道路景観を守りながら利用

者の利便性を高める役割を担います。 

・周辺農地を保全しつつ、都市の活力創出につながる沿道サービス施設の立地 

 

３）東大通（国道３８号） 

十勝方面、近隣の赤平市、また、滝川市街地と東滝川市街地を結ぶ重要な主要幹線街路であり、

公共交通の主要路線、都市活動、防災等の面から都市内外の移動の円滑化を図ります。また、都

市機能拠点（中心市街地）にアクセスするとともに、滝川市街地内の沿道には商業施設が立地す

るゾーンが形成されており、都市の生活利便性確保と活力創出の２つの役割を担います。 

・滝川インターチェンジ東側区間の４車線化（国への要望） 

 

４）西大通（国道４５１号）・滝新通（国道４５１号滝新バイパス） 

留萌方面、近隣の新十津川を結ぶ重要な主要幹線街路であり、都市機能拠点（中心市街地）に

アクセスするとともに、一体の都市計画区域をなす新十津川との連携を強化する役割を担うため、

都市活動、防災等の面から都市内外の移動の円滑化を図ります。 

・道路の維持管理の促進 

 

③都市幹線街路（中空知圏域交流軸） 

１）道道江部乙雨竜線 

滝川市江部乙町と雨竜町の生活、観光、物流、及び緊急時搬送路として重要な都市幹線街路で

あり、円滑な移動と安全性の確保を図ります。 

・道路整備（ＪＲ函館本線の立体交差化事業等） 
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２）道道江部乙赤平線 

滝川市江部乙町と赤平市を結ぶ都市幹線街路であり、東大通（国道３８号）に接続し、国道が

通行不能となった場合の代替ルートとしての役割を担います。また、丸加高原健康の郷にアクセ

スする観光上重要な路線となっており、円滑な移動と安全性の確保を図ります。 

・都市計画決定区間（国道 12 号交点～東一線通交点）の整備 

・観光地と市街地を結ぶルートとしての道路環境の整備（サイン設置、フラワーロードの検討等） 

 

３）（仮）道道赤平・滝川・新十津川線 

新十津川町、本市、赤平市と中空知圏の市町村間を東西にネットワークする重要な路線であり、

物流支援、観光振興のほか、新十津川町、赤平市などの住民の日常生活における本市へのアクセ

ス道路として、中空知圏域交流軸の役割を担っていることから、適切な整備と維持管理を推進し

ます。 

・道路体系の位置づけ変更（道道への昇格を関係機関に要望） 

 

④特殊街路（道道深川砂川自転車道線） 

広域の住民が石狩川の豊かな自然環境を享受し、沿道観光やレクリエーションを通じて利用さ

れる、本市と深川市、砂川市を結びつける重要な路線です。また、自転車・徒歩による広域的な

移動を促進し、環境にやさしい都市の形成を促進する都市基盤として重要な役割を担います。 

・道道深川砂川自転車道線の未整備区間の整備、開通（北海道への要望） 

 

4-3-2.都市内交通ネットワーク 

（１）基本的考え方 

都市幹線街路に都市形成の骨格をなす「都市環状軸」を位置づけ、都市内の移動の円滑化、居

住区域の交通集散、宅地へのアクセスなど、都市幹線街路、補助幹線街路、区画道路における役

割分担と補完関係を適切に設定し、都市形成と都市活動の円滑化を図ります。 

 

（２）整備方針 

①都市幹線街路（都市骨格軸） 

都市内移動の円滑化を図るとともに、東三号通（国道 12 号滝川バイパス）、東大通（国道３８

号）、西大通（国道４５１号）、三丁目通、西二号通からなる環状の道路体系を「都市環状軸」

と位置づけ都市の骨格を形成します。また、都市環状軸沿道に生活利便施設などの土地利用の誘

導を図るとともに、都市内の公共交通の利便性を高め、自動車に過度に依存しない「エコ・コン

パクトシティ」の実現に向けて重要な役割を担います。 

・都市環状軸沿道に生活利便施設、公共施設、共同住宅等の土地利用を誘導 

・周辺市街地へのアクセス性向上（駐車場、駐車帯・停車帯、バス停等の整備） 

・公共交通の主要路線の誘導 

・自転車、歩行者ネットワークの形成 

・コミュニティ街区内の「軸」として位置づけ、街区内のコミュニティ関連施設等を集約化 
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②補助幹線街路 

居住区域内の交通を集散し、都市幹線街路を補完する役割を担います。また、自転車・徒歩に

よる移動を支え、中心市街地内、コミュニティ街区内などの周遊、滞留によりコミュニティ活動

の活性化を図ります。 

・歩行空間の整備 

・中心市街地、コミュニティ街区内の周遊ルート、滞留空間の形成（広場、緑地等） 

 

③区画街路 

居住区域内のアクセス性を高め、市民生活に密着した道路空間を形成するとともに、一部の路

線については、補助幹線街路を補完する役割を担います。 
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◆道路体系方針図 
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4-3-3.都市計画道路の見直し方針 

（１）基本的考え方 

コンパクトな都市づくりを支える交通体系を構築するため、都市計画道路の各路線の役割を明

確にし、既存の道路基盤を有効に活用することを重視し、都市づくりに関する多様な視点から、

整備すべき道路、維持すべき道路などを検討し、都市計画道路の見直しを行います。 

 

（２）見直し方針 

「４つの放射軸」「都市環状軸」に位置づけられた主要幹線街路、都市幹線街路は存続し、補

助幹線街路（一部都市幹線街路含む）は路線の必要性、将来交通量、整備に必要な事業費、造成

事業の難易等の整備に当たっての課題を勘案し、以下の図の流れに沿って、存続、変更、廃止(※)

を判断します。 

※「廃止」とは都市計画変更を行って都市計画道路の位置づけを廃止することであり、廃道（道路自体を廃止

すること）ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.15 滝川圏都市計画道路見直しの流れ ／資料：滝川都市交通マスタープラン 

路線の必要性の検討

①都市機能拠点や地域交流拠点へのアクセス性への影響や路線廃止
にともなう代替路線の確保の視点による検討

②見直しによる、都市計画道路網形成上の支障の有無による検討

将来交通量の検討

①平成４２年の将来交通需要推計から導き出される、見直し対象路線
の将来交通量を基に混雑度等の指標による検討

②現道が存する場合、見直し時の将来交通量推計結果を踏まえた支障
の有無による検討

道路網密度による検証

計画変更路線においては、道路構造令や道路事業設計要領等に基づい

た適切な断面構成を検討

路線の実現性の検討

①鉄道立体交差事業について費用対効果の視点から検討
②土地形状や用地補償費等の視点による検討

Ⅲ．計画変更路線の断面構成の検討

滝川圏の都市計画道路見直し素案の作成

①滝川圏を主要幹線街路及び都市幹線街路を外郭とした、約１ｋｍ四方

を基本とした２０地区に分類。
②各地区のエリア内を土地利用形態で分類（住居系、商業系、工業系）

し、各エリアの現況、都市計画道路全整備時、見直し時それぞれに
ついて道路網密度を算出。

③現況の道路網密度を、滝川圏の標準的な道路網密度に設定し、各地区

の密度が標準値を上回れば、見直しに問題は無いと判断。
各地区の道路網密度が標準値を下回る場合には、個別に見直しの方向

性を判断。

①滝川圏の各種上位計画を整理し、滝川圏の道路交通網の基本理念を設定
②整理された上位計画や基本理念を踏まえ、滝川圏の骨格道路網を設定。

骨格道路網については計画とおりの整備推進を基本的な方向性とする

Ⅰ．滝川圏の都市計画道路見直しの方向性の検討

滝川圏都市計画道路見直しの流れ

Ⅱ．滝川圏の都市計画道路見直し検討
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◆考慮事項 

・安全性と環境の調和などを考慮 

・各交通手段が適切に役割分担し土地利用のあり方と一体となるよう総合的に検討 

・都市交通におけるニーズの高度化・多様化に対し、情報化社会に対応したマネジメントを含め

総合的な視点で交通施設の整備を検討 

 

◆判断基準 

①見直し対象とする都市計画道路は、計画決定後３０年以上未着手であり、今後１０年以内に事

業着手する見込みのない区間を基本とする 

②計画決定後３０年未満の路線であっても沿道の土地利用との一体的な見直し等を踏まえ、必要

に応じ見直しを行う 

③都市計画道路は、道路網としての検討を行った上、必要性や変更理由を明らかにする 

 ※上記①、②は都市計画道路の見直しガイドライン（Ｈ19 年、北海道）に基づく 

 

（３）見直しの経緯 

平成１９年度 都市計画道路の見直しガイドライン（北海道）策定 

平成２０年度 交通量調査（北海道） 

 滝川都市計画道路見直し検討協議会（第１回、第２回） 

平成２１年度 滝川都市計画道路見直し検討協議会（第３回、第４回） 

滝川都市計画道路見直しに係る報告書作成 

  平成２２年度 都市交通マスタープラン策定、都市計画変更に係る地元説明 

  平成２３年度 都市計画変更に係る地元説明、都市計画変更手続 

  平成２４年度 都市計画決定（変更） 
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（４）整備方針 

（１）～（３）を踏まえて検討を行った見直し方針は以下の図のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.16 都市計画道路見直し案 ／資料：滝川都市交通マスタープラン 

 

（５）整備計画 

4-3 道路体系の施策に示した事項を実現するため、都市計画道路の見直しを行います。「滝川市

都市計画マスタープラン」を踏まえ、新たに 20 年後の交通網の将来像を示すとともに、広域交通

ネットワーク及び都市内交通ネットワークの形成に向けた目標（整備計画）年次を平成 32 年とし、

必要に応じて見直しを行います。 

また、都市計画道路の整備に当たっては、都市計画決定（変更）後、地域の現況等を考慮し、優

先度や選定基準等を判断しながら整備プログラムを作成し、計画的な整備を図ります。 

 

■おおむね 10 年以内に整備着手を目指す都市計画道路 

・大通（国道 12 号 北滝の川～江部乙町十三丁目区間） 

・十二丁目通（道道江部乙赤平線） 

・二丁目通（黄金町東～国道 12 号交点区間） 

・西二号通（泉町区間） 

・西泉通（西二号通～扇町区間） 

・三丁目通（国道 12 号交点～泉町区間） ※ＪＲ函館本線との立体交差を含めて検討 
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■課題を検証し整備着手を目指す都市計画道路 

・東大通（国道 38 号 東滝川区間） 

・中央通（花月町～明神町区間） 

・一丁目通（泉町区間） 

・西一号通（本町区間） 

 

その他、未整備区間については、都市計画の見直し、財政状況、整備手法を含め整備の方向性に

ついて検討し、早期整備を目指します。 

 

 

4-4.公共交通の施策 
 

（１）基本的考え方 

「エコ・コンパクトシティ」の実現に向けて、公共交通の活用は重要な要素であり、高齢社会

に向けて、より利便性を高め交通弱者を含めた交通手段として維持・向上を図ることが必要です。

また、自動車交通に比べ公共交通は環境にやさしい交通であり、利用者一人当たりの二酸化炭素

排出の抑制に寄与します。 

そのため、公共交通拠点（バス路線、鉄道駅）周辺に都市機能の集約を図ります。既存の公共

交通の維持・活用、多様な交通手段の確保など、公共交通の利用促進、利便性向上を推進します。 

 

（２）整備方針 

①鉄道 

道内主要都市を結ぶＪＲ根室本線、ＪＲ函館本線の２本の鉄道は、本市内の３つのコンパクト

タウンを結ぶ重要な移動手段でもあり、利用者の利便性向上と滝川駅等を交流拠点として市内外

の多様な交流を促進します。また、二酸化炭素の排出が少ない移動手段であることから、さらな

る利用促進を図ります。 

・駅舎の改築の促進（滝川、江部乙、東滝川） 

・駅前広場の整備促進（滝川、江部乙、東滝川） 

・パークアンドトレインの推進のための駐車場整備の検討 

・ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）※(図 4.17 参照)の導入検

討など、新たな公共交通システムの検討促進（根室本線、函館

本線、丸加高原を結ぶ循環ルートなど） 

図 4.17 ＤＭＶ ／資料：JR 北海道 

    
 

                                           
※

ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）：列車が走るための軌道と自動車が走るための道路の双方を走ることが出来る車両のこと 
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②バス 

本市において、バスは鉄道と並び、市内外を結ぶ公共交通の中心であり、また、市内の路線バ

スは「エコ・コンパクトシティ」の基軸となります。そのため、新たな都市構造に適合したバス

路線網の再編を促進し、バス利用者の増加策としてさらなる利便性向上を進めます。また、バス

停留所はコミュニティ街区内の身近な交流拠点として必要に応じて整備を行い、地域コミュニテ

ィの維持、再構築に寄与するものとします。 

・民間バス会社のバスサービス水準の維持・確保に関する検討 

・既存バス路線の維持、ダイヤ・路線の見直しに関する民間への要望 

・バスの低床化の促進 

・コミュニティ拠点内のバス停留所の整備 

 

③新たな公共交通 

既存の鉄道、バスに加えて、環境負荷低減、高齢社会への対応において、市民に身近な移動手

段として、新たな公共交通の導入を検討します。 

・乗り合いタクシー等の導入検討 

・スクールバス、病院専用バス等の多目的な利用 

・地域内での高齢者の移動支援の仕組みづくり 

・カーシェアリング※の導入 

・公用車をはじめとするエコカーの導入促進 

・自動車規制エリアの導入検討 

 

 

                                           
※

カーシェアリング：1 台の自動車を複数の会員が共同で利用する自動車の新しい利用形態。 
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4-5.自転車・歩行者交通 
 

（１）基本的考え方 

環境負荷低減、高齢社会への対応、コミュニティ形成において、日常の利便施設に対するアク

セス利便性の向上は重要な要素です。そのため、主要な生活利便施設への自転車・歩行者ネット

ワークの形成、歩行空間のバリアフリー化、歩行空間とコミュニティ空間の一体整備など、自転

車・歩行者交通の充実を図ります。 

 

（２）整備方針 

・ＪＲ滝川駅・バスターミナル及び生活関連施設間を連絡する道路、公共公益施設等のバリアフ

リー化整備（バリアフリー基本構想の策定、図 4.18 参照） 

・ＪＲ滝川駅へのアクセス向上とバリアフリー化を図るため、道道滝川停車場線及び滝川駅前広

場の整備促進 

・都市幹線街路における安全・安心な歩行空間の整備 

・地域に適した道路整備水準の検討（道路構造令の地方裁量） 

・広場、休憩所の整備 

・駐輪場の整備 

 

 

  
図 4.18 重点整備地区（生活関連施設及び生活関連道路） ／資料：滝川市バリアフリー基本構想 
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◆自転車・歩行者ネットワーク整備方針図 
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4-6.道路景観 
 

（１）基本的考え方 

本市を特徴づける４放射１環状の都市軸を中心とする道路景観の体系を位置づけ、周囲の田園

景観や自然景観に調和するように、街路樹等の整備や沿道の建築物・広告等の景観マネジメント

を行います。 

 

（２）整備方針 

・街路樹の整備 

・緑花樹等配布事業 

・広告・看板類の規制誘導 

・電線類の地中化 

 

 

 

 

 

 

 

4-7.道路の維持管理 
 

（１）基本的考え方 

コンパクトな都市づくりの方向性に基づき、舗装や橋梁、附帯施設の補修、冬期の除排雪など、

道路の役割に応じた適切な維持管理を行っていきます。また、限られた財源の中でライフサイク

ルコストを考慮した効率的、効果的な維持管理を行うため、維持管理基準の再検討や住民と協働

で実施する取組を検討するなど、住民の満足度の維持、向上を図ります。 

 

（２）整備方針 

・橋梁の長寿命化計画の作成 

・日常点検、定期点検、計画的な補修等の実施 

・除雪機械の適切な更新と民間への貸与 

・冬期路面の凍結対策 

・中心市街地活性化基本計画に基づく「冬の生活支援事業」（流雪溝管理運営事業、市道排雪モ

デル補助事業） 

 

図 4.19 緑花樹等配布事業 
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５５．．公公共共施施設設 

5-1. 公共施設に関する現状と課題 

本市では、少子高齢化や人口・世帯数の減少による地域コミュニティの希薄化、公共施設や生活利

便施設の郊外への移転などにより、日常生活や各種活動における利便性の低下が懸念されています。 

そのため、民間の生活利便施設を含め、行政施設、教育施設、コミュニティ施設、保健・医療・福

祉施設、文化施設等の既存の公共施設を中心として地域活動の拠点として活用し、利便性の向上を図る

ことにより、コミュニティの再生、地域活力の向上を図る必要があります。 

また、公共施設の機能向上・移転集約のみならず、多くの人が利用する施設については、バリアフ

リー・ユニバーサルデザインに配慮する等、誰もが利用しやすい施設づくりを行う必要があります。 

公共施設等の再配置や再整備に当たっては、可能な限り既存施設の長寿命化対策を施すなどにより

有効活用し、次代に多大な経済的負担を残さず、、可能な限り廃棄物を排出せず、新エネルギー・省エ

ネルギーにより化石エネルギーの使用量を削減するなど、地球温暖化対策にも寄与することが求めら

れています。 

 

5-2. 公共施設の基本方針 
 

適適正正なな施施設設配配置置をを行行ううととととももにに、、新新たたななニニーーズズにに対対応応ででききるる公公共共施施設設のの活活用用 

 

（１）ユニバーサルデザインに配慮した整備 

人口減少、少子高齢化に対応した都市づくりを進めるため、民間の生活利便施設を含め、行政

施設、教育施設、コミュニティ施設等の公共施設や保健・医療・福祉施設、文化施設等について、

ユニバーサルデザインに配慮し、子どもから高齢者、障がい者など誰もが利用しやすい施設とし

ます。 

 

（２）適正な配置による都市機能の集約化 

多数の市民が利用する行政サービス施設、医療・福祉施設、文化施設などの都市機能の集約化

や民間の生活利便施設を含め、教育施設、コミュニティ施設等の公共施設のコミュニティの拠点

として活用を図るため、土地利用の基本方針に基づき、建て替え、移転時の適正な配置や都市機

能の集約化を行います。 

 

（３）既存施設の有効活用などによる環境への負担軽減 

既存の施設については、その機能が十分に発揮されるよう、災害や防犯などに対する安全性の

確保や利便性の向上に努めるとともに、修繕・改修などの更新を重点的に実施します。また、長

期的な視点に立ち、既存施設の更新費用の平準化やライフサイクルコストの縮減、施設の長寿命

化などを行い、都市の持続可能な発展を図ります。 

  

（４）コスト意識を重視した公共施設の維持管理 

持続可能な施設活用を行うためには、コスト意識を重視した施設更新を行う必要があります。

行政コスト計算書の導入など、透明性のある仕組みの導入を検討し、適正な維持管理を図ります。 



- 84 - 

5-3. 公共施設の方針 

（１）基本的考え方 

土地利用の基本方針に基づき、公共施設等を都市機能拠点ゾーンへ集約して都市のコンパクト化

を図るとともに、生活利便施設やコミュニティ関連施設をコミュニティの拠点へ集積するなど、公

共施設等の適正配置・集約化を進め、都市の生活利便性の向上を図ります(図4.20参照)。公共施設の

再配置・再整備には、持続可能な施設活用の仕組みを検討した上で既存施設を有効に活用し、省エ

ネルギー化を積極的に活用することにより、財政健全化や地球温暖化対策にも寄与します。 

 

※公共施設等の適正配置・集約化のイメージ 

  公共施設等の建て替えが必要となった際に、事業手法の検討を行った結果、移転建て替えが

適しているとなった場合に、適正配置・集約化を進める。 

 

 

 

 

 

 

 
図 4.20 公共施設等の適正配置・集約化のイメージ 

 

（２）整備方針 

１）行政施設 

  これまで進めてきた官庁街の形成を継続し、市役所をはじめとする既存の官公庁施設を適切に維

持し、老朽化した建物の更新を行いながら市民の利便性、行政サービスの効率化、質向上を図ります。 

・図書館の市役所庁舎への移転 

・市立病院の建て替え事業の継続 

・消防本部庁舎の移転建て替えの検討 

・その他、建て替え、移転、長寿命化・バリアフリー化

等に関する事業 

 

 

 

 

 

２）文化施設 

滝川市文化センター、こども科学館、美術自然史館、郷土館を中心としたゾーンについては、既存の文

化・教育施設を維持・活用し、公共交通のネットワーク化による利便性の向上を図ります。 

・文化センターや空知教育センターの移転、既存施設の有効活用（滝川市耐震改修促進計画等） 

・その他、建て替え、移転、長寿命化・バリアフリー化等に関する事業 

 

公共施設等の 

建て替えが必要 

・施設の需要 

・必要な施設規模 

・立地場所の利便性

・事業コスト 

等を検討し、今後の

整備方針を総合的に

判定 

移転建て替えの

検討の余地あり

現地建て替え

が望ましい 

適正配置・集約化を図る

現地での建て替え 

用途廃止

図 4.21 建設中の市立病院（H22 現在） 



- 85 - 

３）福祉施設 

  社会的な支援を必要とする人が円滑に在宅サービスを利用でき、住み慣れた地域で安心して暮らして

いけるよう、老人保健施設（ナイスケアすずかけ）、老人福祉施設（緑寿園）を中心とした施設機能等、今

後の超高齢化社会を見据えた在宅福祉機能の充実を図ります。 

また、障がい者や障がい者支援団体の活動拠点、障がい者と市民との交流拠点としての身体障害者

福祉センター及び地域ふれあいセンターが一体となって障がい者の社会参加機会の充実を図ります。 

さらに、少子化は進んでいますが、保育ニーズは増加傾向にあることから、現在の６箇所体制を当面

は維持し、子育てのより良い環境づくりを進めます。 

・中央保育所（H22 年度、一部増築）、二の坂保育所（H23 年度予定）の耐震改修 

・高齢者向け共同住宅の供給促進 

（参考：関連計画）○第４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（H21～H23 年度） 

          ○滝川市保育計画（H22～H26 年度） 

          ○滝川市障がい者計画（H20～H24 年度） 

          ○第２期滝川市障がい福祉計画（H21～H23 年度） 

・空き店舗や空き家の活用などによる小規模な福祉サービス施設の立地を誘導 

 

４）スポーツ施設 

石狩徳富河川緑地（航空公園）、滝の川公園の既存運動公園のエリアについては、周辺の自然環境との

調和や市民の利用度を考慮し、長期的な視点に立って老朽施設の改修を計画的に進めます。 

・滝川スポーツセンター、青年体育センターの耐震診断、耐震改修（滝川市耐震改修促進計画） 

・その他、建て替え、移転、長寿命化・バリアフリー化等に関する事業 

 

５）その他の施設 

■学校施設（コミュニティ拠点の形成） 

小学校については、小学校区を基本としたコミュニティ街区(※)の小学校を含むエリアをコミュニティ活

動の拠点とし、公民館、住区基幹公園、民間の小規模商業施設などの生活利便施設、コミュニティ関連施

設等をコミュニティ拠点に集約し、PTAや町内会を中心とした地域活動の拠点エリアを形成します。 

  ※現時点の小学校区を基本として設定するが、学校の適正配置の検討により学校区の変更が生

じた場合には、その時点のコミュニティの状況を勘案した上でエリアの変更を検討する。 

 

・滝川市立西高等学校の施設、設備の改修 

・國學院大學北海道短期大学部の既存施設の維持管理、地域の生涯学習の拠点施設としての有効

活用 

・滝川市小・中学校適正配置計画（H22作成） 

小・中学校については、学校の適正規模を小学校：12学級～18学級（各学年２学級～３学級）、中学校

の適正規模：６学級～18学級（各学年２学級～６学級）とします。適正規模を図るための具体的な方策と

して、学校の適正規模を下回ると判断できる場合には、統廃合に取組みます。 

・学校施設の耐震改修（滝川市耐震改修促進計画） 

対象：滝川市立滝川第一小学校、滝川市立滝川第二小学校、滝川市立滝川第三小学校、滝川市立西小学校、

滝川市立東小学校、滝川市立江部乙小学校、滝川市立江陵中学校、滝川市立明苑中学校、滝川市立開

西中学校、滝川市立江部乙中学校、滝川市立西高等学校 
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■中間処理施設 

ごみ処理の広域化計画に基づく本市、芦別市、赤平市、新十津川町、雨竜町の広域中間処理施

設であるリサイクリーンは、ごみ由来のバイオガスの利用によるエネルギーの有効活用を行い、

埋立量を抑制する取組など環境負荷の軽減を図ります。 

可燃ごみについては、既存民間焼却処理施設の平成 25 年 3 月 31 日での撤退に伴う代替施設の

検討を行い、「中・北空知廃棄物処理広域連合」を 5市 9町により設立し、歌志内市に新たな中

間処理施設である一般廃棄物焼却処理施設を建設し、「中・北空知地域ごみ処理広域化基本計画」

に基づき引き続き広域で共同処理を行います。また、ごみ焼却に伴う余熱を利用した発電を行い

エネルギーの有効利用を図ります。 

 

  ・バイオガスの多様な利用によるエネルギーコスト 

の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

■廃棄物処理施設 

産業廃棄物処理施設は、各民間事業者による整備が基本となっていますが、「北海道循環型社会

形成推進基本計画」及び「北海道廃棄物処理計画」等に基づき、適切な立地及び施設整備となるよ

う努めるとともに、各計画における位置づけ等を踏まえ、当該施設に係る計画内容やその公益性を

踏まえた上で、適正な管理運営等の維持を含め、当該施設に係る恒久性の確保が図られると判断す

る場合については、都市計画決定に向けての検討を行います。 

 

■し尿処理場 

既存の処理施設の老朽化に対応するため、下水道との一元化処理の実施について検討を進め、市民

の衛生環境保全の確保を図ります。 

 

■火葬場 

火葬場（滝の川斎苑）については、本市、赤平市、新十津川町、雨竜町の広域を対象とし、市民生

活を営む上で必要不可欠な施設であるため、今後とも施設の現機能の維持を図るとともに、今後の需要

に応じて、適宜、周辺環境に配慮した上で施設更新を行います。 

 

・建替事業 

 

図 4.22 リサイクリーン 
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■卸売市場 

生鮮食料品等の流通の広域化により、地方の卸売市場を中心に集荷力が低下傾向にあるとともに、

消費者の食の安全・安心に対する関心が高まる中で、卸売市場におけるコールドチェーン（流通過

程で低温を保つ物流方式）の確立や品質管理の徹底が求められています。また、情報技術を活用し、

卸売市場における取引や物流の効率化を推進する必要があります。 

 

 

（３）施設の維持管理方針 

持続可能な施設活用を行うため、コスト意識の向上を図ります。また、減価償却を含めた市場に

適応するルールによる行政コスト計算書（企業の損益計算書相当）の導入など、透明性のある仕組

みの導入を検討します。 
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◆公共施設現況図 

 

 




