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６６．．都都市市環環境境 

6-1．都市環境に関する現状と課題 

本市は、石狩川や空知川をはじめ、田園地帯、丸加高原など豊かな自然環境に恵まれており、また、

生ごみのバイオガス化や植物油の自動車燃料利用に取り組むなど、環境問題に対しても先進的な取り

組みを進めています。 

その中で、本市に存在する豊かな資源をより一層活用し展開していくとともに、魅力ある都市環境を

維持していくことが求められており、都市環境のあり方や重要性を認識し、環境問題に関連した取り

組みを先導的に進めていくことが重要です。 

今後、これらの都市環境に関する多様な課題に対応していくためには、行政主導の取り組みのみな

らず、例えば「まちづくり・川づくり協議会」のように住民・企業・行政などが連携した「新たな公」によ

る地域協働の取り組みで環境を活かした都市づくりを進めることが重要です。 

 

6-2．都市環境の基本方針 
 

地地球球環環境境ににややささししいい、、地地域域特特性性をを生生かかししたたううるるおおいいののああるる都都市市 

 

都市環境の形成に当たっては、地球温暖化対策、生態系の保全、生活環境の改善、市民生活にお

ける安全・安心の確保など地域規模から地球規模まで幅広く対応する必要があり、広い視野で施策

を展開していくことが必要です。また、良好な都市環境は、市民や来訪者に愛着をもたらすなど、

定住促進や交流人口の増大にも繋がります。 

一方、将来にわたり、持続的に都市環境を向上させていくためには、厳しい財政状況の中、市民・

NPO 等・行政の協働による「新たな公」の役割が重要となります。 

このように都市環境は「北のエコ・コンパクトシティ たきかわ」を掲げる本市として、重要な事

項であるとともに多岐にわたるため、「自然環境」、「公園・緑地」、「都市景観」、「都市環境

施設」と 4 つの視点から施策を展開します。 

 

（１）豊かな自然が共存する都市環境 －自然環境 

（２）安心・安全で潤いある都市環境 －公園・緑地 

（３）地域資源を活かした都市環境  －都市景観 

（４）地球・地域にやさしい都市環境 －都市環境施設 
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6-3．都市環境の施策 
 

6-3-1．自然環境 

（１）基本的考え方 

本市の自然環境は、市民の生活にやすらぎとうるおいを与える非常に重要な都市環境ですが、一

方、都市活動などによって自然環境の自己保全の能力を超える部分は、人間の手助けによって保全・

育成を行う必要があります。 

それには、行政の施策展開はもちろんですが、市民一人ひとりが、都市生活における自然環境の

あり方、重要性を認識し、対応することが求められています。 

そのため、水・緑などの自然を保全するとともに生態系ネットワークの形成を図り、自然資源を

活用した体験・教育の場づくりや森づくりなどの自然環境への負荷低減などの取り組みを、市民と

の協働で推進します。 

 

（２）整備方針 

①水や緑などの自然環境の保全と活用 

・緑の基本計画に基づき、石狩川、空知川、都市内河川を軸とした緑のネットワークにより環境

軸を形成し、貴重な自然環境や樹木を適切に保全 

（市街地を取り囲む農用地や森林、石狩川・空知川等の河川及びその河川緑地、市内の寺・神

社などの周辺緑地、丸加高原の森林など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.23 環境軸 

 

②水や緑などの豊かな自然環境を環境学習、自然観察・体験、交流・観光拠点づくりの場として有

効かつ適切に活用 

・丸加高原の観光拠点としての整備促進 

・丸加高原でのそらぷちキッズキャンプの多様な展開 

・石狩川、空知川、ラウネ川等における環境教育の促進 

・石狩川、ラウネ川、銀川等における親水空間の整備 

・「子どもの水辺」再発見プロジェクト※の登録 

・石狩川、空知川流域住民の参加とネットワーク形成を目指した川の駅(図 4.23 参照)の設置 

                                           
※

「子どもの水辺」再発見プロジェクト：国土交通省、環境省、文部科学省が連携し、子どもの水辺での教育を促進する制度 

丸加高原 滝の川緑道 水源の池 
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【川の駅】 

今後は、本来川が持つ豊かな自然や流域性を

享受できるよう川へのアクセス性を向上します。

また、道路や鉄道が整備されていなかった時代

には、川は重要な交通路となっていました。 

今後の新たな川の役割として、治水・環境の

ほか、観光・教育など含め、流域住民の参加と

ネットワーク形成による「川の駅」の設置を関

係機関に働きかけます。 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.24 川の駅のイメージ 

 

 

③生態系ネットワークの形成 

・鳥類や魚類、野生動植物等の生息環境の適切な保全 

（丸加高原の森林、石狩川、空知川、ラウネ川、須麻馬内川、熊穴川、江部乙川流域の緑、農

業地域の緑） 

・自然生態系の維持を 優先し、河川などの水辺における多自然型工法での整備・改修 

（石狩川、空知川、ラウネ川、銀川、須麻馬内川、熊穴川、江部乙川） 

 

④自然環境への負荷低減 

・自然環境の悪化を防ぐため、水質調査等の環境調査の継続的実施と必要な対策検討 

（参考）石狩川水系石狩川河川整備計画、石狩川水系空知川河川整備計画 

・河川などの水質改善のための産業排水対策、生活雑排水対策、清掃活動等を推進 

（石狩川、空知川、ラウネ川、須麻馬内川、熊穴川、江部乙川） 

【川の駅】

（候補地）

平岸子ども水辺楽校 

【川の駅】

【川の駅】

（候補地）

（候補地） 

（候補地） 

（候補地） 

地図：石狩川開発建設部資料

僕らわんぱく川あそび隊 石狩川川下り体験

緩やかな傾斜 

浸透性舗装 

（広場等休息と憩いの場） 

丸太（ロープによる川横断体験・ 

カヌーなど固定・救助システムのアンカー）
ヨシ群の形成 

木製のアプローチ

河畔林植栽 

ワンド
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⑤地域（市民、企業、NPO など）との協働による活動体制づくり 

・「緑とエコ」サポーターネット、「まちづくり・川づくり協議会」などの既存市民団体の活動

支援 

・学生ボランティア支援制度の導入検討 

 

6-3-2．公園・緑地 

（１）基本的考え方 

公園・緑地は、憩いや安らぎを享受できる空間であることに加え、災害時における避難場所の機

能を兼ね備えています。また、少子高齢社会を迎え、コミュニティの形成や地域づくりの拠点とし

ても重要な役割を担っているめ、多世代が安全・安心に利用できる公園・緑地の整備・利用・管理

が求められています。 

そのため、既存の公園・緑地のストックを活かしながら、ユニバーサルデザインの考え方に基づ

き、市民意向に対応できる仕組みづくりを構築し、コミュニティとの協働による公園・緑地づくり

を進めます。 

 

（２）整備方針 

①緑のネットワークの形成と拠点づくり 

・緑のネットワークの拠点的な緑地の形成 

（石狩川・空知川等の河川緑地、丸加高原の森林、その他大規模な地域制緑地※） 

・緑のネットワークの軸となる緑地等の形成 

（幹線街路の街路樹植栽、公共施設の敷地内緑地や外構緑地、丸加グリーンロード（桜並木）

桜つづみ（中島町、有明町）） 

 

②社会動向・市民意向に対応した公園・緑地の整備 

・緑と潤い、スポーツ・レクリエーションを提供する大規模な都市公園の継続的な整備・保全 

（総合公園）池の前水上公園 

（運動公園）滝の川公園 

（地区公園）滝川西公園、滝川東公園、北電公園、江部乙公園 

（緑  地）石狩徳富河川緑地（滝川航空公園）、空知川緑地 

・身近で潤いと安らぎを感じられ、コミュニティ拠点となるよう小規模な都市公園の適正配置と

維持管理（市内の住区基幹公園（近隣公園、街区公園）、緑道、都市広場等） 

・防災空間としての役割や地域性、施設の長寿命化に配慮し、住民意向にあった公園となるよう

老朽化した公園などの再整備（市内の街区公園） 

 

                                           
※ 地域制緑地：自然公園法や森林法、農業振興地域の整備に関する法律などの法によるものや、協定、条例などによって指定されている緑

地。自然公園（自然公園法）や保安林（森林法）、農業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律）などがある。 
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③未利用地を活用した緑化 

低密度居住ゾーンなど、戸建て中心の住宅地では、郊外のライフスタイルに対応し菜園や花壇の

スペースが確保するため、地権者との相談の上、緑とゆとりあふれる市街地形成を促進します。 

・コミュニティの育成や生涯学習、子育ての場など市民が集える農空間の整備を図るため、遊休

農地などの市民農園などへの活用促進 

・景観緑地として、また、一時的な活用として、空き地などの未利用地のコミュニティーガーデ

ン・市民農園としての活用 

 

 

④地域（市民、企業、NPO など）との協働による活動体制づくり 

・公園等の整備に当たり、住民参加型による計画策定の推進 

・緑花樹等配布事業  

・アダプトプログラム制度※の活用 

・緑化指針のマニュアル作成の検討 

・高齢者いきがい活動事業、公園愛護会制度などの検討 

・市民や来訪者が公園・緑地などを憩い・散策・健康づくり・交流空間として有効に活用できる

支援ツールの作成検討（案内マップ、ガイド本など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
※ アダプトプログラム：市民と行政が協同で進めるまち美化プログラム。「アダプト」とは「養子縁組する」という意味で、企業や地域住民などが

道路や公園など一定の公共の場所の里親となり、定期的・継続的に清掃活動を行い、行政がこれを支援する仕組み。 

図 4.25 丸加高原 図 4.26 池の前水上公園 
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◆自然環境・公園緑地方針図 
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6-3-3．都市景観 

（１）基本的考え方 

都市景観は、市民等の暮らしに安らぎや潤い・活力を与えるだけでなく、都市景観の「個性」は、

地域への愛着を喚起し、来訪者にまちの魅力を演出するものです。特に、市街地景観の画一化が進

行している現在、「地域らしさ」を見つけだし、表現していくことは、地域への誇りと愛着を再発

見するという意味で、都市づくりに大きな役割を担っていると言えます。 

そのため、国や道など関係機関と連携を図りながら、景観づくりに関する基本方針、計画、基準

や指針などを定め、市民との協働で、地域の個性を活かすとともに、うるおいある景観を形成しな

がら、暮らしが息づく滝川らしい景観を育てていきます。 

 

（２）整備方針 

①地域に適した景観形成を行う仕組みづくり 

国や道など関係機関と連携を図りながら、本市独自の景観形成を行うための体制構築、計画策定、

具体的なルールづくり等、景観形成の新たな仕組みづくりに向けた検討を行い、実現に向けた取組

を推進します。 

・景観協議会等、景観づくりの受け皿となる体制の構築 

・景観計画の策定によるルールづくり 

・景観区域、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定 

【地域との協働による景観形成】 

景観形成においては、市民が地域の景観特性等を認識するため、地域の個性や景観資源を明

らかにして情報発信を行い、市民、事業者等の合意と継続的な協力を得ながら、協働で良好な

景観の維持に努めます。また、市民の自主的な景観配慮を促す支援制度等の検討を行います。 

 

②地域の個性を活かした景観形成 

コンパクトな都市づくりにおける農村保全ゾーン、農村居住ゾーン、ゆとり居住ゾーン、コンパ

クト居住ゾーン、にぎわい居住ゾーンの各地区の特性に適した景観形成を行い、地域の個性を活か

した景観形成を促進します。 

・農村保全ゾーンにおいて、石狩川・空知川等の河川及び河川緑地、丸加高原及び森林など、市

街地周辺の自然環境と調和した広がりのある豊かな農村景観を保全・活用 

・農村居住ゾーンにおいて、周辺の農村、田園環境に調和した潤いのある住宅地景観を形成する

など、田園景観を保全・活用 

・ゆとり居住ゾーンにおいて、地区計画による住宅地のルールづくりや空き地の活用などにより

緑豊かで魅力ある住宅地景観を形成 

・コンパクト居住ゾーンにおいて、市街地においても豊かな自然を感じることができるよう、緑

地の保全や緑化の推進により、本市の個性を活かした都市景観を形成 

・にぎわい居住ゾーンにおいて、歴史的に価値の高い建物の保全、集積する商業施設や公共施設

等による一体感ある景観づくりなど、歩いて魅力を感じられる中心市街地にふさわしい都市景

観を形成 
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◆都市景観方針図 
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6-3-4．都市環境施設等 

（１）基本的考え方 

日本では、2020 年までに 1990 年比 25％の二酸化炭素削減の目標を掲げており、本市の都市環境

施設等においても、都市活動に伴う地球温暖化対策やエネルギーや資源の循環に対する重要な役割

を担う施設として、関連技術の向上や行政や市民が一体となった取り組みの推進が求められます。 

そのため、水循環の適正化、省資源・省エネルギーの推進、自然エネルギーの有効活用等による

二酸化炭素排出量の削減、3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進などの分野で、施設の

効率化・ 適化や資源循環に関する社会システムの改良を先導的に推進します。 

 

（２）整備方針 

①水循環の適正化 

都市下水道の普及促進や農業地域における合併浄化槽の普及など水循環の適正化に努めます。 

・公共下水道普及率の更なる向上 

・合併処理浄化槽の設置 

 

②省資源・省エネ型都市づくりの推進 

・公共施設のリノベーションなど、既存ストックの有効活用（統廃合後の小中学校の再活用、そ

の他市有施設等の改修などによる長寿命化対策など） 

・住宅における省エネルギー化、長寿命化の推進（断熱性能、住宅設備等） 

 

③低炭素型都市づくりの推進 

・太陽光などの再生可能エネルギーや省エネ技術の公共施設への導入検討 

※庁舎では、平成 22 年度に導入済み 

・スマートグリッド※の導入に向けた研究推進 

・バイオマス利用の活動拠点の充実 

・生ごみバイオガス化プラントの更なる有効活用（稼働率の向上方策や消化液の土壌還元など） 

・農業系未利用資源のエネルギーなどへの利用の検討 

・公共交通機関の利用促進や、効率的な道路ネットワークの形成 

・乗り合いタクシー等の導入検討 

・カーシェアリングの導入検討 

・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 

                                           
※ スマートグリッド：次世代送電網の意味で、電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網。専用の機器やソフトウェ

アが、送電網の一部に組み込まれている。 



- 98 - 

④循環型都市づくりの推進 

ゴミの 3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を促進し、ゴミの減量や適正処理、資源の循

環利用を進め、リサイクル活動拠点の整備を推進します。 

・集団資源回収 

・ごみの分別の細分化 

・資源回収活動奨励事業 

・下水処理における生ごみ処理ディスポーザー※との一元管理 

・可燃ごみ焼却施設の稼働（公設公営の広域共同処理） 

・マテリアルリサイクル施設の整備 

・ 終処分場の整備  

 

 

                                           
※ ディスポーザー：家庭の排水設備に設置する生ゴミ処理機のこと。一般の家庭においてディスポーザーは台所のシンク（流し台）の下に設置

し、水と一緒に生ゴミを流し粉砕させ、下水道に流下させる仕組み。 
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７７．．河河川川・・下下水水道道 

7-1．河川・下水道に関する現状と課題 

本市は、石狩川・空知川の２大河川を中心として、江部乙川やラウネ川などの河川に囲まれた地

域であり、過去に水害に見舞われ大きな被害に見舞われた経験があります。一方で、河川の自然環

境を活かし、河川敷ではスポーツ広場、ゴルフ場、航空公園などが整備され、健康づくりや各種イ

ベントなどの場として市民に親しまれてきました。また、「まちづくり・川づくり協議会」などの

河川を活かした市民主体の地域づくり活動も見られます。 

公共下水道については、衛生的な都市生活のために計画的に整備が進められ、平成１４年度で計

画された下水道整備がほぼ完了しました。今後は水質保全、環境衛生の面から適切な維持管理、質

向上に努めていく必要があります。 

そのため、今後の河川整備においては、治水対策の推進とともに、河川空間を活用した都市づくり

を推進し、また、豊かな自然環境を保全することにより、地域資源としての魅力を向上し、地球環

境の保全に寄与することが重要です。 

下水道整備においては、旧合流区域の分流化事業を進めるとともに整備がほぼ完了した下水施設

を適切に維持管理し、水質保全、環境衛生の面からさらなる質向上を進め、将来的な土地利用と整合

を図りながら整備を促進し、循環型社会の形成に寄与する下水道施設のあり方を検討することが課

題です。 

 

7-2．河川・下水道の基本方針 
 

環環境境ににややささししいい都都市市づづくくりりをを支支ええ、、市市民民生生活活のの安安全全安安心心、、ややすすららぎぎをを創創出出  

 

（１）災害に強い河川 

水害による多大な被害が見込まれる地域であるため、河川氾濫を防止する洪水調節施設の適切

な整備・維持管理、丘陵提・低水路護岸等の河川の治水事業を確実に進め、都市の安全性向上を

図ります。 

 

（２）市民が憩い楽しめる河川 

 ２大河川に囲まれた特性のある地域であることから、環境教育、市民の憩い、健康づくりなど、

河川環境を活かした都市づくりを進めます。また、これらを進めるためには、河川の自然環境を

保全していくことが重要であり、多自然川づくりの推進、周辺緑地の保全を図ります。 

 

（３）快適な生活環境の持続 

これまで計画的に整備を進めてきた下水道施設の適切な維持管理を進め、また、水質保全、環

境衛生の面からさらなる質向上を進めることにより、市民生活における衛生環境の質向上とその

持続を図ります。また、下水処理の複合化など、循環型社会の形成により持続可能な都市づくり

を積極的に進めます。 
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7-3．河川の方針 

（１）基本的考え方 

石狩川、空知川、ラウネ川等の河川整備計画に基づいて事業を促進します。都市の治水安全性

の確保のため、河川氾濫を防止する洪水調節施設の適切な整備・維持管理、丘陵提・低水路護岸

等の河川の治水事業を確実に進めます。また、河川に囲まれた地域特性を活かし、河川の自然環

境保全を図りながら、環境教育、市民の憩い、健康づくりなど、河川環境を活かした都市づくり

を進めます。 

 

（２）整備方針 

①治水対策 

洪水調節施設の適切な整備・維持管理、丘陵提・低水路護岸等の河川の治水事業を促進します。 

・内水排除（樋門・排水施設）の整備、更新 

・滝川排水機場、池の前排水機場、江部乙川の救急排

水施設の維持管理 

・石狩川の丘陵提の整備 

・江部乙川の河川改修（河川法２条７号区間及び流下

能力の改善（道費区間）） 

 

 

 

 

 

 

 

②河川環境 

河川の自然環境保全を図りながら、環境教育、市民の憩い、健康づくりなど、河川環境を活か

した都市づくりを進めます。 

・ラウネ川の水質改善 

・水質改善のための清掃活動等 

・水質調査等の環境調査の継続的実施 

・鳥類や魚類、野生動植物等の生息環境の適切な保全 

・多自然型工法による整備・改修 

・石狩川、ラウネ川、銀川等における親水空間の整備 

・石狩川再生の森（ラウネ川）などの河川における植樹、草刈り活動等の推進 

・石狩川、空知川流域住民の参加とネットワーク形成を目指した川の駅の設置 

 

 

 

図 4.27 池の前排水機場 
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7-4．下水道の方針 

（１）基本的考え方 

整備がほぼ完了した下水道施設の適切な維持管理を進め、また、水質保全、環境衛生の面から

さらなる質向上を進め、将来的な土地利用と整合を図りながら整備を促進します。また、下水処

理の複合化など、循環型社会の形成により持続可能な都市づくりを積極的に進めます。 

 

（２）整備方針 

①施設の維持管理 

下水道施設の適切な維持管理を進め、また、水質保全、環境衛生の面からさらなる質向上を図

ります。 

・既存の下水処理区域の維持 

・下水道の水質の維持管理（定期検査の実施など） 

・下水道の長寿命化、耐震化計画策定 

・合流式下水道の分流式への段階的な移行（今後約 20 年間で順次事業実施することとし、平成

25 年までは 122.3ha のうち 35ha を整備予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下水処理区域外における合併浄化槽の設置 

 

②循環型社会の形成 

下水処理の複合化など、循環型の仕組みづくり、施設整備を進めます。 

・下水処理における生ごみ処理ディスポーザーとの一元管理 

 

図 4.28 合流式下水道と分流式下水道 

合流式のイメージ 

 
家庭等からの 

生活排水 

 
道路排水や 

スノーダクト等の雨水

 
処理場へ 

雨天時には、処理しきれない 

水が未処理のまま河川へ流出

すべてを合流式の公共ます等に一括して接続 

下水道の方式には合流式と分流式があります。 

 合流式：家庭などからの排水と雨水をいっしょに一本の管で一緒に流して処理する方式 

     本市でも 初に着手した、市内中心部 122.3ｈａでこの方式が採用されています。 

 分流式：生活排水と雨水を別々の管で流す方式 

現在、新しく整備するほとんどがこの方式を採用しています。 

分流式のイメージ

 
家庭等からの

生活排水 
 

道路排水や 

スノーダクト等の雨水

河川へ 
処理場へ

汚水は汚水用の公共ます等へ 

雨水は雨水用の公共ます等へ 
それぞれ接続

する事が必要
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◆河川・下水道整備方針図 
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８８．．都都市市防防災災 

8-1. 都市防災に関する現状と課題 

近年、全国各地で、震災の発生が予想されている地域以外でも大規模な地震が発生し、台風や前線

に伴う集中豪雨や予測できないゲリラ豪雨の発生頻度が著しく増加するなど、自然災害への危険性が

高まっています。また、本市は、石狩川・空知川の２大河川、江部乙川やラウネ川に囲まれているた

め、浸水、地すべり、がけ崩れのの危険性のある地域があります。 

そのため、避難路、電気・ガス・水道、情報通信等のライフラインの強化とともに、避難所の整備や

公共施設、民間住宅等の耐震改修などを進め、自然災害から市民の生命と財産を守り、市民が安心・

安全に暮らせる災害に強い都市の形成を図る必要があります。 

また、市民主体の自主防災組織の育成・支援、市民への防災情報の提供や防災意識の啓蒙普及とと

もに、周辺市町との広域防災の取り組みを図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

8-2. 都市防災の基本方針 
 

災災害害にに強強いい都都市市づづくくりりをを進進めめるるととととももにに、、  

市市民民自自ららのの地地域域防防災災力力のの強強化化にによよりり市市民民のの安安全全・・安安心心をを確確保保 

 

（１）災害などへの対応強化 

災害に強い都市づくりを進めるため、地域防災計画、耐震改修促進計画などに基づき、電気、

水道、ガスなどのライフラインや防災拠点となる施設の安全性を確保します。 

 

（２）治水対策の促進 

自然環境に配慮しながら河川の維持管理や水害対策を適切に行うため、河川整備計画などに基

づき、護岸整備及び堤防の築造や低地帯などの排水施設の整備とともに、河川環境に関する情報

の共有化を図ります。 

 

（３）積雪に強い都市づくり 

冬期間における交通の円滑化と安全性確保、居住環境の改善を図るため、積雪に配慮した体系

的な市街地内の道路整備や防雪施設・融雪施設の整備、除雪体制の強化を図ります。 

 

（４）市民の防災対応力の向上 

市民が自らの安全を守り、災害時の被害軽減及び災害後の円滑な復興活動に向けて行政と協働

で地域の災害対応力を向上するため、コミュニティ街区を中心とした地域の防災対策を行うとと

もに、市民による自主防災組織の育成支援、防災訓練などの活動を支援します。 

図 4.29 水害（昭和後期） 図 4.30 台風による被害（H16 年） 
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8-3. 都市防災の方針 

（１）基本的考え方 

地域防災計画、耐震改修促進計画などに基づき、災害に強い都市基盤の整備や防災を考慮した土

地利用計画などとともに、コミュニティ街区を中心とした地域の防災対策による市民の防災力向上

など、ハード・ソフト両面からの取り組みを行い、市民の安全、安心を確保する災害に強い都市の

形成を図ります。 

 

（２）整備方針 

１）災害への対応の強化 

災害発生時に迅速な対応ができるよう電気、水道、ガスなどのライフラインを確保するとともに避難所や

避難路を確保し、災害応急活動の拠点となる市役所、消防署、病院、避難場所となる学校等の公共施設

の安全性を確保します。 

・長寿命化計画などに伴う道路、橋梁、下水等の耐震化 

・滝川市耐震改修促進計画に基づく多数の人が利用する市有建築物、避難施設の耐震化 

対象：文化センター、総合福祉センター、農村環境改善センター、滝川市知的障害者ディサービスセンター、

老人ホーム緑寿園、青年体育センター、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、二の坂保育

所、中央保育所、勤労青少年ホーム、滝川スポーツセンター、空知教育センター、消防本部庁舎、滝川

こどもセンター 

 

２）治水対策の促進 

河川整備計画などに基づき、石狩川・空知川・江部乙川・ラウネ川などの護岸整備及び堤防の築造など

維持管理を適切に行うとともに、低地帯の排水施設の整備による内水対策、流域対策を行います。また、

河川環境に関する情報収集・提供、水防訓練、河川に関する研修を行い、市民と協力した治水対策を行

います。 

・河川改修工事 

・河川の河岸保護工 

・内水排除（樋門・排水施設）の整備、更新 

・水防訓練の実施 

・河川環境に関する情報収集・提供 

 

３）積雪に強い都市環境の整備 

冬期間における積雪に対応し、道路の安全性確保や防雪施設、融雪施設の整備を行うとともに、堆雪

スペースが確保された住宅の整備を促進します。また、コミュニティ街区を中心とした地域協働の除雪体

制づくりを推進します。 

・路面凍結防止策 

・融雪槽の普及（融雪槽設置費補助制度） 

・地域協働の徐排雪の体制づくり（市道排雪補助事業、私道の徐排雪に対する補助） 
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４）防災意識の啓蒙普及・情報提供 

災害時の被害軽減及び災害後の円滑な復興活動に向け、災害発生時に効率的な避難誘導、応急対策

を進めるため、防災に関する情報システムの整備を行います。また、滝川地区地域防災施設を地域の防

災拠点として活用し、市民による自主防災組織の育成支援、防災訓練などの活動を支援し、市民の防災

意識の向上と防災に関する地域コミュニティの強化を図ります。 

・地域防災計画に基づく災害対策、被害軽減対策等 

・自主防災組織育成（滝川市地域防災計画） 

・災害時の被害や安全対策について市民の意識啓蒙普及 

・市民参加の防災活動による市民の防災意識の向上 

・FM G’Sky や国の防災情報共有システムによる防災情報提供（滝川市総合計画） 

・石狩川中流河川防災ステーションの検討（国、石狩川（下流）河川整備計画） 

・洪水ハザードマップ啓発・普及 
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◆都市防災方針図 

 




