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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 57.2 ha

平成 17 年度　～ 平成 21 年度 平成 17 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 平成１６年度 平成２１年度

回/年 平成１６年度 平成２１年度

人/日 平成１６年度 平成２１年度

％ 平成１６年度 平成２１年度

300

緑化施設空間の満足度

来訪者による癒し空間としての満足度（満足度ｱﾝｹｰﾄに

よる）

緑溢れる憩える高質な緑化施設空間を楽しむ事に対して、来訪者が満

足する環境を目指す。
0 60

歩行者通行人数

旧神楽橋を利用する歩行者通行人数
旧神楽橋を歩行者専用橋として改修・整備することで、神楽岡公園～地区

公園～シビックコア地区の高質な緑化施設空間への回遊性を高め賑わいの

創出を図る。

200

150,000

イベント開催回数

シビックコア地区内のオープンスペースや駅舎等を活

用したイベント開催回数

高質な緑化施設空間や歴史的建造物，また駅舎を活用して、市民活動

やイベントを開催し、賑わいの創出を図る。 10 25

来訪者数

同地区の公共施設・高質な緑化施設空間の利用者数 憩える高質な緑化施設空間の形成を図り､質の高い都市機能を整備す

ることにより、公共施設等の利用者数の増加を目指し、賑わいを創出

する。

110,000

本地区は、旧国鉄解体により出現した１０ｈａの遊休地が、既成市街地と新たに形成される住宅地とを分断しており、また、旧国鉄時代工場として使用していた『煉瓦造建物』も廃屋のような形で残され、『まち中』としての魅力が失われているこ

とから、分断の解消に伴う10haの広大な土地の有効活用と夜間の安全を確保することが必要であること，さらには，一部空洞化し本来都心部が持つ活力を失った既成都心部に新たに賑わいをもたらすことが急務であることなどを考慮し，いか

に魅力ある都心空間を創出していくか。

・これらの課題を解消するために、本地区は公共公益施設を中心に整備が進められているが、隣接する神楽岡公園や忠別川の自然環境を享受し、施設利用者のみならず、如何に来訪者が自由にかつゆったりとたたずみ憩える都心のオア

シス空間を形成するか。

・神楽岡公園や忠別川河川空間さらには隣接している地区公園とのスムーズな連携により、いかに多様な活動を誘発し、また、人の回遊性を創出し、市民が楽しめるような空間を形成するか。

・行政拠点地区において現存する旧国鉄工場であった『煉瓦造建物』を、歴史的建造物として地域の歴史を顧み、ただ単に保存するだけではなくいかに人々の心に根付く都市景観として演出し利用を図るか。

・鉄道高架により新しく生まれ変わる旭川駅及び駅前広場を如何に旭川らしいシンボル的な要素を含んだ街の顔を整備していくか。

・第３次北海道長期総合計画・前後期パートナーシップ計画の『旭央ネオポリス交流圏構想』の中で、地域文化の振興・文化交流の推進を図るための事業として、旭川駅周辺開発『北彩都あさひかわ』の推進が位置付けられている。

・旭川市都市計画マスタープランにおいては、全体構想における土地利用の中で、都市機能の集積誘導、商業機能の強化、自然との調和、交通機能の強化を都心核整備の基本方針と位置付け、豊かな自然と調和した都心部のオアシスと

して市民に親しまれる、旭川の新しい魅力ある快適な都市空間を創出することとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 北海道 旭川市 旭川駅周辺地区

・本市都心部においては、既成都心部の活力の低下、国鉄改革により生み出された大量の未利用地の出現、さらには鉄道と河川による市街地の分断など、駅周辺の都心部としての魅力が失われてきている。

・その様な状況の中、『北彩都あさひかわ』整備計画は、本市の既成都心部に隣接するＪＲ旭川駅を中心とした８６．２ｈａの広大な敷地の中で、鉄道高架事業や土地区画整理事業、関連街路事業などの都市基盤施設と駅裏を流れる忠別川の

自然との融合による一体的な整備の推進により、新たな拠点づくりが進められている。

・第６次旭川市総合計画において、『北彩都あさひかわ』は、都心空間の再構築を目指すために、『都心ルネッサンスプラン』として、総合計画の重点施策であるリーディング・プランに位置付けその推進を図ることとしている。

・旭川市中心市街地活性化基本計画において、『北彩都あさひかわ』は地域から人々が集い、交流できる機能を導入すべき地区で、既成市街地を補完する商業核の形成が期待される『広域交流拠点ゾーン』と位置付けられている。

・本地区には、『北彩都あさひかわ』の東側に位置する複合業務拠点地区：『旭川シビックコア地区』が位置付けられており、隣接する豊かな自然と融合する新しい行政機能の集積が求められている地区である。

・本地区を含めた『北彩都あさひかわ』整備計画は、平成４年の都市拠点総合整備事業整備計画調査に始まり、各種委員会、懇談会を経て、平成８年に鉄道高架事業や土地区画整理事業、関連街路事業を一括事業採択、平成１０年に本

格着工に至っている。

・また、本地区の『旭川シビックコア地区』は、平成１０年４月に『旭川シビックコア地区整備計画』の承認を旧建設省から受けており、学識経験者、関係機関などによる『旭川シビックコア地区整備推進協議会』を過去８回にわたり開催し、具体

の整備の調整を図りながら進めてきている。

・この間、地域住民はもとより商店街、市民委員会、さらには多くの市民を対象とした事業説明会や討論会、見学会などは２７０回以上にものぼり、さらには、メディアを利用したシンポジウムの開催（過去６回実施）や、地元工業高校での計画説

明（過去５回実施）など、広く市民へのまちづくりの周知はもとより、市民との協働による計画づくりを進めてきた。

・本地区に現存する歴史的建造物である煉瓦造建物は、地域の旧国鉄の歴史を伝えるものとして、市民の活動拠点として整備・活用することで、現在庁内調整を進めているところであり、これまで市民を交えた利活用に係る利用懇談会を開

催してきた。

・鉄道高架に併せて新しくなる旭川駅及び駅前広場は，旭川らしい街の顔として位置づけて整備を行うものであり，これまで多くの市民から意見を募集し，さらに各種検討委員会などを開催してきた。

計画期間 交付期間 21

大目標：緑豊かな都心オアシスの形成と旭川らしい街の顔の整備や積極的な市民のまちづくり活動による都心部の賑わいの創出。

目標１：隣接する神楽岡公園や忠別川の自然を享受した緑溢れ，憩える高質な緑化施設空間を形成するとともに，質の高い都市機能を整備し，魅力的で活力あるまちなみを創出する。

目標２：市民の交流と活動を支える場として，歴史的建造物を活用し賑わいを創出する。

目標３：旧神楽橋を歩行者橋として改修・高質化を図るなど，新たな歩行者動線を確保し，神楽岡公園とシビックコア地区の回遊性の向上による賑わいの創出を図る。

目標４：鉄道高架事業に併せて新しくなる旭川駅及び駅前広場の今後の利用促進・活用を目的とし，地域の文化や地場の産業など本市の魅力や資源を広く内外に発信し，旭川らしい「まちの顔」を創出する。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

○事業終了後の継続的なまちづくり活動

・市民の活動・交流拠点として整備が予定されている煉瓦造建物を中心に、シビックコア地区に建設されている『障害者福祉センター』の障害者福祉連絡協議会や『青少年科学館』の運営ボランティアと連携を図り、一体となったまちづくり活

動を展開することで、障害者の自立、雇用促進を図りながら、シビックコア地区の賑わいの創出を図る。

○施設の運営、維持管理、清掃等への住民などの参加

・当地区の高質な緑化施設空間は、各公共施設の敷地の30～４０％を拠出仕合い、同地区中央部に集め、なおかつ敷地境界に塀、柵を設けないで一つのコンセプトに基づいて整備することで、来訪者が自由に憩える空間を確保してい

る。この高質な緑化施設空間は、現在は敷地管理者がそれぞれの敷地を管理しているが、利用者の利便性、快適性の向上のためには、各施設ごとではなく一体的な管理運営が必要である。したがって、事業終了後には高質な緑化施設

空間の一体管理に向けた検討を、市民活動拠点としての煉瓦造建物の管理運営と合わせて検討することが必要であり、その管理、運営の在り方についての検討・社会実験を行う予定である。また、その結果をもとに、今後整備を予定してい

る『アーバンマネージメントセンター』の設置の可能性の検討に反映させるものである。

・隣接する忠別川に計画している2.0haの野草花壇『生態階段』の管理・運営を、市民の手により行っていくために、『忠別川の自然観察会』を行っている。

・シビックコア地区に隣接する住宅街区では、住宅地と沿道の景観を一体とするために、『まちづくり協議会』を設立し、『宮前のまちづくり協定』を定め『シンボルツリー』を毎年、植樹してきている。また、隣接する街区の沿道沿いは、セット

バックした宅地にまちづくり総合支援事業を活用して『沿道植栽』を実施し住民が清掃、剪定などの維持管理をするなど、行政と住民の協働により、今後も緑溢れる質の高い住環境の創出が期待される。

○街並み形成の誘導を図る方策、並びに事業間調整等の問題処理のための体制整備

・土地利用の進捗に合わせ、地権者、建物立主、学識者、行政等により、『北彩都あさひかわ』街並み形成協議会を開催し、『北彩都あさひかわ』のイメージにあった景観形成、並びに土地利用計画に沿った土地利用の

誘導を図る。

・国、北海道、市、有識者等により『北彩都あさひかわ』事業推進会議を開催し、事業間の連携・調整を図り、円滑な事業の推進を図る。

○住民に対する継続的な広報活動

・市民に広く『北彩都あさひかわ』のまちづくりを周知させ、まちづくりに対する理解を深め、行政と住民の協働によるまちづくりを進める事を目途とし、事業記録、パンフレットの作成、まちづくり見学会等を実施する。

○防災機能の向上

・シビックコアガーデンは、約３ｈａの面積を有し、来訪者・従業者等がくつろぎ憩える都心のオアシス空間として、高質空間形成施設（植栽・緑化等）の整備を行うが、災害時には市民等の避難場所として活用することから、地域防災計画の避難場所

整備方針整備方針整備方針整備方針３３３３（（（（神楽岡公園神楽岡公園神楽岡公園神楽岡公園やややや忠別川忠別川忠別川忠別川ととととシビックコアシビックコアシビックコアシビックコア地区地区地区地区とのとのとのとの回遊性回遊性回遊性回遊性のののの向上向上向上向上））））

・『シビックコア地区』に隣接する『地区公園と』と43haの自然豊かな都市公園である『神楽岡公園』をスムーズに繋ぎ、『シビックコア地区』との回遊

性の向上を図るために『旧神楽橋』を歩行者専用橋として改修する。

・『神楽岡公園』に設置される歩くスキーコースと『シビックコア地区』の高質な緑化施設空間との連携による『市民親子歩くスキー大会』の開催の

ために、『旧神楽橋』を歩行者専用橋として改修する。

高質空間形成施設（基幹事業/橋桁の塗装、橋面舗装等）、忠別川生態階段の維持管理手

法検討のための社会実験（提案事業）、忠別川をステージとしたワークショップ・自然観察会

（提案事業）地区公園の整備（関連事業、市）、忠別川河川空間整備（関連事業 ／国、市）

整備方針整備方針整備方針整備方針４４４４（（（（旭川旭川旭川旭川らしいらしいらしいらしい街街街街のののの顔顔顔顔のののの創出創出創出創出））））

・地域の文化や地場の産業など，本市の魅力や資源を広く内外に発信し，旭川らしい「まちの顔」を創出する。

事業活用調査(提案事業/旭川駅及び駅前広場等の利用促進・活用方策の検討)、鉄道高架

事業（関連事業／北海道）、土地区画整理事業(関連事業／市)

方針に合致する主要な事業

整備方針整備方針整備方針整備方針１１１１（（（（自然自然自然自然をををを享受享受享受享受したしたしたした高質高質高質高質なななな緑化施設空間緑化施設空間緑化施設空間緑化施設空間のののの創出創出創出創出やややや質質質質のののの高高高高いいいい都市機能都市機能都市機能都市機能のののの整備整備整備整備））））

・都心の賑わいを創出するために、同地区に展開する公共・公益施設の利用者のみならず、広く地区外からも利用が可能となる、隣接する神楽

岡公園や忠別川の自然を享受した緑豊かな空間を確保するために、『シビックコアガーデン』の整備を行う。

・忠別川の緑を同地区に引き込み、連続した緑を形成し良質な景観、憩える空間の形成を図るために、大雪通沿いの民地側に沿道植栽を実施

する。

・魅力的で活力あるまちなみを創出するために，新たな街路の新成橋通に，電線共同溝などの質の高い都市機能を整備する。

道路（基幹事業／電線共同溝）、高質空間形成施設（基幹事業／カラー舗装・石畳、植栽・

緑化施設、案内サイン、モニュメント、照明、歩道舗装等）、緑化施設空間の管理・運営に係

る検討・懇談会・社会実験等（提案事業）、土地区画整理事業（関連事業／市）、鉄道高架事

業（関連事業／北海道）、関連街路事業（関連事業／北海道・市）青少年科学館新築工事

（関連事業／市）、鉄道高架事業（関連事業／北海道）

整備方針整備方針整備方針整備方針２２２２（（（（歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物歴史的建造物のののの活用活用活用活用））））

・シビックコア地区に現存する煉瓦造建物は、旧国鉄工場として１００年以上の歴史を有する歴史的価値が高く、地域の歴史を顧み歴史を伝えな

がら、市民や各種団体の活動拠点としての活用を図るとともに、行政と市民の協働によるまちづくりの意識の醸成を図る。

・緑豊かなシビックコア地区に相応しい姿で、保存・活用し、人々の心に根ずく都市景観の創出、演出を図ることで、シビックコア地区全体の個性

豊かな美しい街並みによる賑わいの創出を図る。

・高質な緑化施設空間と市民交流活動拠点としての煉瓦造建物で繰り広げられる市民活動の連携により、賑わいの創出を図る。

既存建造物活用事業（基幹事業）、管理・運営に係る検討・懇談会・社会実験等（提案事

業）、土地区画整理事業（関連事業／市）、



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 旭川市 直 ー 20 21 20 21 290 93 93 93

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 旭川市 直 － 17 26 17 21 3,275 1,029 1,029 1,029

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 旭川市 直 － 17 21 17 21 423 460 460 460

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 3,988 1,582 1,582 1,582 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

旭川市 直 17 26 20 21 30 6 6 6

旭川市 直 － 17 26 17 21 24 10 10 10

旭川市 直 － 17 26 17 21 10 5 5 5

旭川市 直 － 17 26 17 21 16 8 8 8

旭川市 直 － 17 26 17 21 12 6 6 6

合計

92 35 35 35 …B

合計(A+B)

1,617

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

旭川市 国土交通省 86.2ha ○ 8 26 23,350

北海道 国土交通省 3.5km ○ 10 23 60,976

北海道・旭川市 国土交通省 １路線 ○ 9 15 10,420

国・旭川市 国土交通省 30.0ha ○ ○ 10 20 2,600

旭川市 国土交通省 5.4ha ○ 10 24 3,970

合計 101,316

国費率 0.427交付対象事業費 1,617 交付限度額 689.8

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

細項目

規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

－

－

－

－

－

住宅市街地

総合整備

事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造支

援事業

事業活用調

査

旭川駅及び駅前広場の利用促進

及び活用方策の検討

－

－

まちづくり活

動推進事業

『北彩都』事業の広聴・広報活動 －

市民とのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・社会実験 －

（いずれかに○） 事業期間

都市一体管理・運営手法の検討 －

事業推進管理会議の実施 －

事業 事業箇所名 規模

忠別川河川空間整備事業 旭川駅周辺地区

関連街路事業 旭川駅周辺地区

都市公園事業 旭川駅周辺地区

全体事業費

旭川駅周辺土地区画整理事業 旭川駅周辺地区

旭川鉄道高架事業 旭川駅周辺地区

事業主体 所管省庁名



都市再生整備計画の区域

　旭川駅周辺地区（北海道旭川市）　 面積 区域 旭川市宮下通１８．１９丁目、宮前通東、神楽岡公園５７．２ｈａ

計画区域図

旭川駅周辺地区旭川駅周辺地区旭川駅周辺地区旭川駅周辺地区　　　　５７５７５７５７．．．．２２２２ｈａｈａｈａｈａ


