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～概 要 版 ～ （平成22年4月改定）

伊達市建設部都市整備課



○都市計画マスタープランとは○

伊達市の「都市計画マスタープラン」は、伊

達市総合計画並びに、北海道知事が策定す

る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」などの上位計画に沿って、市民が健康で

文化的な生活を営めるよう、まちの将来像、

地区ごとのまちづくりの目標などその実現に

向けた基本的な方針を示すもので、「全体構

想」「地区別構想」などで構成されています。

平成１６年に都市計画マスタープランを策定

しましたが、「市町村合併」や新しい「総合計

画の策定」などの社会情勢の変化に対応する

ために平成２２年４月見直しを行いました。

なお、目標年次は平成３５年とし、計画の内

容については必要に応じて見直しを行います。

○都市計画マスタープランの果たす役割○

都市計画マスタープランの役割は次のとおりです。

・将来像を実現するため、整備の目標やみちすじを

示す役割

・総合的な都市計画により、望ましい都市像や地域

を形成する役割

・都市計画の決定や変更における方向性を示す

役割

・市民の理解を深めるとともに、参加を促す役割

・関係機関や事業者に対する本市の都市計画の

基本的な方針を示す役割

都市計画マスタープラン策定の目的

○将来像○

伊達市の都市計画マスタ－プランでは、これまでのまちづくりを継承しつつ、

市民と行政が協働のもと、本市が抱えるまちづくりの課題を整理し解消しながら、

質の高い生活の場として、また、自然や歴史など地域資源と調和した都市空間

の形成を図るため、めざす将来の都市の姿を「豊かな自然、歴史･文化が薫り、

魅力ある活気みなぎるまち」とします。

めざす将来像
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まちづくりの課題
●土地利用の課題

●都市施設等の課題

●自然環境・景観・防災の課題

●福祉・観光・文化財等の課題

●広域的な課題

将来像
「豊かな自然、歴史・文化が薫り、魅

力ある活気みなぎるまち」

目標年次

平成35年
（2023年）

豊かな自然と調和した

生活空間づくり

都市を取り囲む豊

かな自然環境が保た

れ、自然との調和と共

生を図りながら、計画

的な土地利用を進め、

生活に身近な緑空間

と融合できる、生活空

間づくりをめざします。

都市環境の整った

都市空間づくり

機能的で快適に生

活できる都市基盤を

整備するとともに、ゆ

とり、潤い、豊かさを追

求した生活環境づくり

をめざします。

地域特性を生かした

個性あるまちづくり

史跡、遺跡など歴

史･文化を大切にしな

がら、新たな市民文化

との融合を図ります。

また、地域の特性を

生かしながら、魅力と

個性あるまちづくりを

めざします。

安全で安心して

暮らせるまちづくり

避難道路などの交

通ネットワークの信頼

性を高めつつ、防災機

能の充実を図り、災害

などに強いまちづくり

をめざします。

また、高齢者、障が

い者が安全で安心し

て暮らせるまちづくり

をめざします。

人とひととがふれあう

まちづくり

市民と行政が一緒

に考え、行動できるし

くみづくりを進め、人と

ひととがふれあうまち

づくりをめざします。
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分野別の整備方針
「豊かな自然、歴史・文化が薫り、魅力ある活気みなぎるまち」

豊かな自然と調和した

生活空間づくり
（特性に応じた土地利用の方針）

住居系地域

一般世帯の居住環境の利便性を高め、複

合的機能を享受できる住宅地の誘導に努め

ます。

高齢者のニーズに対応した建ぺい率の緩

和などの検討に努めます。

観光・レクリエーション

伊達インターチェンジ周辺が、観光道路の

要衝となっていることから、各種情報発信や

ＰＲなど、観光の玄関口としての活用に努め

ます。

商業系地域

商業機能強化を進めるため、「市街地総合

再生基本計画」に基づく土地利用を進め、商

業地としての活性化に努めるとともに街なか

居住を推進します。

工業系地域

既存産業を維持し、かつ、新たな産業立地

を促進するため、長和工業団地周辺を主とし

て工場などによる円滑な土地利用を図る地

区として位置付け、需要動向の把握に努め

ます。

また、必要に応じて操業環境に影響の少

ない用途規制の緩和の検討や地区計画制

度の活用など、適正な土地利用に努めます。

農地・山林地域

豊かな自然環境を生かし、農林漁業との

調和のなかで、ゆとりある優良田園住宅や

グリーン・ツーリズムの展開など、都市と農

村の共生や交流などが図られる土地利用を

促進します。

また、森林資源の維持保全を図るため、

所有者、事業者の理解を求め、保全地区の

指定など森林確保のための啓発に努めます。
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都市環境の整った

都市空間づくり

（利便性・機能性の高い都市施設の方針）

道路網の整備

増大する交通量に対応し、道路の機能分

担による交通体系の確立を図ります。

ア．交通体系の形成・・・
室蘭圏総合交通体系のマスタープラン

（室蘭圏総合都市交通体系調査）に基づ

く道路網の整備に努めます。

イ．交通ネットワークの形成・・・
交通軸（道路拠点軸）については、主要幹

線道路である国道37号、453号、276号の交

通量に対応した車線の確保に努めます。

また、都市軸(地域拠点軸）については、道

道や市道などの整備を進めるとともに、時代

の変化に対応した、都市計画道路の見直し

公園・緑地の整備

都市における公園や緑地空間の整備目

標を設定し、公園・緑地の適正配置に努め

ます。

ア．公園・緑地の配置・・・
本市の豊かな自然環境や地域資源と公

園・緑地の有機的なネットワークを図り、ゆと

りとうるおいのある緑空間の形成を図ります。

また、有珠山系や幌別山系の森林など、

自然空間の保全を図るとともに、保安林や

有珠善光寺、開拓記念館の環境緑地保護

地区などの地域資源と調和した公園・緑地

づくりに努めます。

イ．公園・緑地の整備・・・
公園・緑地の整備については、公園整備

水準に基づき計画的な整備を図ります。

の変化に対応した、都市計画道路の見直し

を進めます。

さらに、生活軸については、住環境を向上

させるため計画的な生活道路整備に努め、

総合的なバリアフリー化を念頭においた道

路整備を進めます。

ウ．公共交通の充実・・・
市民生活に密着した公共交通機関である

鉄道、バスの公共交通需要は、高齢者が増

加することにより、ますますその依存度が高

くなることから、利便性の向上や路線の確保

に努めるとともに、ライフモビリティなど新し

い交通システムの導入を促進します。

また、玄関口としての役割を担うＪＲ伊達紋

別駅周辺については、交通結節点としての

都市機能の充実に努めます。

エ．総合的なバリアフリー化・・・
住み良いまちづくりを推進するため、総合

的なバリアフリー化を念頭においた道路整

備を進めるとともに、レクリエーションに対す

るニーズの高まりや快適な歩行空間の確保

のため、自歩道の確保を図ります。

河川の整備

水害からの安全性を確保するとともに、人

と自然生態系が共生できるよう、水質確保や

河川美化などの河川環境づくりを進めます。

上水道の整備

水需用の増加に対応した水資源の確保な

ど、安定供給を図ります。

公共下水道の整備

計画的な整備、効率的な維持管理を推進

します。

また、公共下水道基本計画区域以外につ

いては、「生活排水処理基本計画」に基づき、

合併処理浄化槽の計画的な普及促進に努

めるとともに、関連施設の整備を進めながら

衛生的な生活環境の形成を図ります。

-  5  -



安全で安心して暮らせる

まちづくり
（安全で安心なまちづくりの方針）

災害に強いまちづくり

防災情報システムの整備、避難道路や避難

場所の確保など、都市防災対策の推進に努

め、誰もが安心して住むことができる災害に

強いまちづくりをめざします。

①火災対策・・・
都市の不燃化及び延焼の防止を図るため、

地域の特性を考慮しつつ、用途地域のなか

で設定している準防火地域のほか、必要に

応じた指定を行います。

また、公園、緑地などの防災空間の確保に

努め、火災に強い都市構造の形成を図りま

す。

②震災対策・・・
地震による被害を最小限とするため、公共

施設や 般住宅などの建築物やライフライ

自然環境の保全

ゆとりやうるおいのある質の高い生活空間

の形成を図るため、森林や河川、農地など

の自然環境の保全に努めます。

地域特性を生かした個

性あるまちづくり
（都市環境・環境形成の方針）

都市環境の形成

市内各所にある歴史的文化財などの優れ

た地域資源を、都市のシンボルとするなど保

存活用を図るとともに、洞爺湖周辺地域エコ

ミュージアム構想を推進します。

都市景観の形成施設や一般住宅などの建築物やライフライ

ンの耐震性の確保、さらに道路幅員が狭小

な地域については、避難のためのオープン

スペースの確保などに努めます。

③風水害対策・・・
地すべりや高潮をはじめ、水防、浸水など

の災害の防止を図るため、総合的な防災対

策に努めます。

④噴火対策・・・
将来の有珠山噴火による被害をできるだ

け少なくするための対策を進めます。

高齢者や障がい者に優しいまちづ

くり保健や医療をはじめ福祉の充実を図ると

ともに、公共交通の確保や歩道のバリアフ

リーなど、ノーマライゼーションの理念に基づ

いた高齢者や障がい者が安全で安心して暮

らせるまちづくりに努めます。

都市景観の形成

歴史性、文化性を取り入れ近代化を進め

てきた商店街については、既存の街並みの

保全や緑化などによる景観の維持に努めま

す。

また、緑豊かな森林や河川、海岸線など、

優れた景観を貴重な資源として、その維持・

保全に努めます。

市民によるまちづくり
市民ニーズが多様化、複雑化するなかで、

市民一人ひとりが自らの生活環境づくりに大

きく関係する都市計画について関心を高め、

積極的に参画できるための仕組みづくりを進

めます。

人と人とがふれあう

まちづくり

（市民によるまちづくりの方針）
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黄金地区
○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 当地区は、都市計画法に基づく市街化調整

区域となっていることから、都市計画制度に

おける新たな住宅地の創出が求められて

います。

・ 東山山麓の緑豊かな丘陵地や自然林を保

存するとともに、花壇整備や沿道の緑を増

やす植樹活動の取り組みなど、緑のある

まちづくり、緑を守るまちづくりが求められて

います。

・ ＪＲ黄金駅周辺の北海道条例指定区域（旧

既存宅地）については未利用地を活用した

住宅地などの整備により、コミュニティの維

持、活性化や良好な住環境の保全に努め

ます。

・ 海岸周辺に生育している海浜植物の保全に

努めます。また、地域を流れる２級河川チマ

イベツ川や気仙川などの河川緑化と河畔林

の保全に努めます。

稀府地区

○地区の課題

○まちづくりの方針

・ ＪＲ稀府駅前周辺の北海道条例指定区域（旧既

存宅地）については、道路・下水道などの基盤

整備が望まれています。

・ 身近な街区公園などの適正配置が求められてい

ます。

・ 稀府岳の恵まれた森林地帯の保全が望まれてい

ます。

・ ＪＲ稀府駅周辺の北海道条例指定区域（旧既存

宅地）については未利用地を活用した住宅地

などの整備により、コミュニティの維持、活性化

や良好な住環境の保全に努めます。

・ 牛舎川公園周辺をレクリエーションの場として

活用するため、散策路の充実を図ります。

また、身近な街区公園などの整備に努めます。

・ 沿道緑化を促進するとともに、稀府岳に広がる

森林地帯の緑を保全し、自然と共生したまち

づくりに努めます。
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東地区
○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 市街化区域内の農地や未利用地の活用を 進

めるとともに、新たな住宅地の供給が求めら

れています。

・ 既設公園の維持管理の充実と、公園内に木陰

を設けるなどの新たな利用効果の検討が必要

となっています。

・ ２級河川シャミチセ川、普通河川谷藤川につい

ては、河川周辺の環境保全が求められていま

す。

・ 市街化区域内の農地や未利用地について、計

画的な宅地化を促進し、土地の有効活用に努

めます。

・ 総合公園「だて歴史の杜」に総合体育館や市

民プールを整備し、防災公園としての機能を持

たせるとともに、既設公園の維持管理の充実

を図り、身近な街区公園などの整備に努めま

す。

・ 地域を流れる２級河川シャミチセ川の河川緑

化や河畔林の保全など、河川環境の形成に努

めます。

中央地区
○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 地区内人口が増加傾向にあることから、その需要に応え

るべく市街化区域内の農地や未利用地の有効活用を進め

るとともに､新たな住宅地の供給が求められています。

・ 館山公園や水車・アヤメ川自然公園、だて歴史の杜など

既設公園の維持管理の充実を図るとともに、身近な街区

公園などの適正配置が求められています。また、公園、

河川、道路などの緑地空間につながりを持たせた、緑の

ネットワークの形成が求められています。

・ 親水性や自然環境との調和に配慮した、２級河川気門別

川の早期完成が求められています。また、２級河川シャミ

チセ川や普通河川紋別川については、河川周辺の環境

の保全が望まれています。

・ プライム・ヘルシータウン地区は、良好な住宅地としての

維持に努めます。また、市街化区域内の農地や未利用

地については、計画的な宅地化を促進し、土地の有効活

用を図ります。

・ 館山公園や水車・アヤメ川自然公園、総合公園「だて歴

史の杜」などの既設公園の維持管理の充実を図るととも

に、身近な街区公園などの整備に努めます。

・ ２級河川気門別川や旧シャミチセ川などの河畔林や緑地、

道路、公園を利用して、全体的、横断的に緑地のゾーニン

グを行うとともに、緑のネットワーク化を進め、特色ある

地域づくりに努めます。

・ 観光と地域情報の発信基地として、開拓記念館や黎明観

などの充実を図り、集客力を高めます。
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市街地区

○地区の課題 ○まちづくりの方針

・ 地区内にある未利用地の有効活用を進めると

ともに、中心部の再開発時における容積率の割

り増しの検討が必要となっています。

・ 市街地として建物の集積が最も早く進んだこと

により、密集度が高い地域においては、災害

などに対する安全性や住環境の再整備が必要

となっています。

・ ２級河川気門別川沿いの「桜並木」は、良好な

水辺景観を形成していることから、その保存活

用が望まれています。

・ ＪＲ伊達紋別駅前から網代町、鹿島町地区

などは、西胆振圏の中心商業地として、大きな

役割を担う地域であることから、「中心市街地

活性化基本計画」に基づく商業、地区として計

画的な整備を図ります。また、ＪＲ伊達紋別駅

周辺においては「市街地総合再生基本計画」に

基づき、市街地再開発事業や街なか居住を

推進します。

・ 既成住宅地の密集度が高い地域については、

道路の整備にあわせて、良好な住環境の確保

に努めます。

・ ２級河川気門別川改修事業の早期完成を

促進するとともに、親水性や景観などに配慮

した河川整備を進めます。

また、市街地中心部を流れる普通河川紋別

川の水質改善や維持管理に努めます。
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関内地区
○地区の課題

○まちづくりの方針

・都市軸としての道道上長和萩原線の早

期完成と、生活軸としての地区内道路の

整備が求められています。また、避難道

路としての役割を担う志門気通り線の整

備が必要となっています。

・ 恵まれた農村景観や豊かな緑地の保

全が望まれています。

・ 自然とのふれあいのなかで健康増進、

やすらぎの場として、山岳・丘陵地の豊か

な森林や、優良農地の保全に努めます。

・ 自然的条件を活用し、特徴を活かした

優良田園住宅の計画的な整備に努めま

す。

・ ２級河川気門別川、普通河川紋別川

や志門気川の河川緑化、河畔林の保全

など河川周辺の環境の形成に努めます。

長和地区長和地区

○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 本市唯一の工業団地は、土地の有効活用や

産業の活性化を図る上からも、企業進出策が必

要となっています。

・ ２０００年の有珠山噴火の教訓を踏まえ、安全

で安心して暮らせる居住環境の整備が求められ

ています。

・ ２級河川長流川は、多くの野鳥などが飛来し

ていることから、自然緑地や河畔林の保全など

が求められています。また、自然と調和した河川

改修が望まれています。

・ 長和工業団地の未利用地の有効活用を図る

ため、企業の誘致活動を推進します。

・ 将来の噴火による被害をできるだけ少なくし、

災害に強いまちづくりを進めるため、｢有珠火山

防災計画」及び「2000年有珠山噴火災害伊達市

防災まちづくり計画」の着実な推進に努めます。

・ ２級河川長流川の自然との調和を考慮すると

ともに、河畔林の保全を促進します。
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有珠地区
○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 国道３７号沿道は、地場産品の販売など、

産業観光ゾーンとしての土地利用が求められ

ています。

・ 緑につつまれた市民の憩いの場や優れた景

観ポイントとして、ポロノット森林公園の維持管

理の充実や、善光寺自然公園の施設の充実と

維持保全が望まれています。また、身近な街

区公園などの適正配置や海岸線の緑地や豊

かな森林の保全が求められています。

・ 平成１２年の有珠山噴火の教訓を踏まえ、

安全で安心して暮らせる居住環境の整備が求

められています。

・ 地場産業の活性化を図るため、産業観光

ゾーンとしての土地利用を検討します。

・ ポロノット森林公園や善光寺自然公園など

の維持管理の充実を図るとともに、身近な街区

公園などの整備や、海岸線の緑地や森林の保

全に努めます。

・ 将来の噴火による被害をできるだけ少なくし、

災害に強いまちづくりを進めるため、「有珠火

山防災計画」及び「2000年有珠山噴火災害伊

達市防災まちづくり計画」の着実な推進に努め

ます。 大滝地区

○地区の課題

○まちづくりの方針

・ 地区の基幹交通軸である国道４５３号、２７６号

や道道白老大滝線について、大雨や冬期間の天

候に左右されない安全な交通確保と地区内市道

の適切な維持・補修が必要です。

・ ２級河川長流川をはじめ、良好な河川環境の

保全と水害に強い河川対策が求められています。

・ 地域の資源でもある温泉等を活用しながら、豊

かな自然環境を保全していく必要があります。

・ 既成住宅地における生活道路の維持管理や合

併処理浄化槽の推進などの生活環境基盤の整備

を進めます。

・ 三階滝・長流川・北湯沢温泉などの自然・観光

資源の有効活用を図り、本市の観光レクリエーショ

ン基地として「癒しの里」づくりに向けた環境整備に

努めます。

・ 大滝区は本市の中でも優れた景観を有しており、

徳舜瞥山麓や長流川流域などの環境整備と保全

を図り、美しい景観の維持に努めます。
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市民参加の取り組み

１．まちづくりを考える集い（ワークショップ）

Ⅰ 市民参加の取り組み（平成１６年策定時）

①黄金地区５回 ②稀府地区５回 ③東地区５回

④関内地区４回 ⑤中央地区５回 ⑥市街地区５回

⑦長和地区５回 ⑧有珠地区５回

計３９回（延べ755人参加）

実施期間平成１２年１１月から１３年１２月まで

２．まちづくり講演会

期日：平成13年1月24日、だて歴史の杜カルチャーセンター講堂

テーマ：「住民とともに創る、将来のまちづくり設計」

講師：北海道大学大学院 小林英嗣教授

３．まちづくりアンケート調査の実施

実施期間平成１３年１月から３月まで

アンケート対象２，０００名（回収数９４４名、回収率４７％）

４．都市計画マスタープラン策定委員会（庁内会議）

平成１４年１２月から１５年１０月まで ７回開催

委員構成 北海道開発局室蘭開発建設部地域振興対策室長

北海道胆振支庁建設指導課長

北海道室蘭土木現業所企画調整室長

（庁内関係課）総務部防災課長 市民福祉部社会福祉課長

経済環境部農務課長 商工水産課長 環境衛生課長

建設水道部建設課長 都市整備課長 建築課長

下水道課長 建設水道部水道課長

教育委員会事務局社会教育課長 消防本部総務課長

計１５名で構成

５．都市計画マスタープラン市民会議

実施期間 平成15年3月から9月まで 12回開催

委員構成 団体選出委員10名 公募委員 5名 計15名で構成

意見書提出 平成15年9月30日

Ⅱ 市民参加の取り組み（平成２２年見直し時）

１．まちづくりを考える集い（ワークショップ）

大滝区地区別構想（まちづくりの基本方針）検討会

計 ４回（延べ２６人参加）

実施期間 平成２１年１０月

２．大滝区地域協議会

期日 平成２１年１２月２５日

場所 大滝総合支所２階会議室

３．都市計画マスタープラン策定委員会（庁内会議）

実施期間 平成２１年１２月から策定時月まで

委員構成 総務部企画課長 総務部自治防災課長

市民福祉部社会福祉課長

経済環境部農務課長 商工観光水産課長

環境衛生課長

建設部建設課長 建築課長 水道部下水道課長

水道課長

教育委員会事務局生涯学習推進課長

大滝総合支所産業建設課長 消防本部総務課長

４．市民意見の公募

実施期間 平成２２年１月２０日から２月１９日まで

意見書提出 な し
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