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４．テーマ別プロジェクト 

４－１ テーマ別プロジェクトとは 

（１） テーマ別プロジェクトとは 

テーマ別プロジェクトとは、ガーデンシティの確立を目指し、分野を横断し一体的に取り

組むまちづくりプロジェクトです。

（２） 目標年次 

目標年次は、概ね 10 年を目安とします。

（３） 基本的な考え方 

①関係人口を増やす ②住む働く ③健康で活き活きと暮らす の３つの視点から、図４ １

に示すとおり、３つのテーマ別プロジェクトを設定しました。

テーマ別プロジェクトは、図４ ２に示すとおり、複数の「個別プロジェクト」と、「想定

される主な施策・事業」により構成されます。

これら３つのテーマ別プロジェクトを相互に連携しながら進めることで、①多くの人に

「花のまち恵庭」を知ってもらう機会をつくり、②移住定住の促進、働く場を創出し、③健

康的に暮らせる生活環境づくりの実現を図り、ガーデンシティとしてのブランドの確立を目

指します。

図 ４-１ テーマ別プロジェクトの基本的な考え方 

観光施策の推進 
シティプロモーション 

SDGs 

１．ガーデンシティの 
ブランド力を高める 
プロジェクト 

２．ガーデンシティライフを 
実現する職住環境創出 
プロジェクト 

３．賑わいと交流のある 
コンパクトシティ推進 
プロジェクト 
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（４） 想定される主な施策・事業について 

各テーマ別プロジェクトには、想定される主な施策・事業として、ハード事業、ソフト事

業を設定しています。

それぞれの施策・事業は、第５期恵庭市総合計画や、第２期恵庭市総合戦略を参考に、将

来人口動態、豊かな自然環境、花のまちのイメージ、生活利便性の高さ、コンパクトなまち

づくりなど、恵庭ならではのまちの強み、可能性を活かし設定しました。

市民や来訪者のニーズは、住宅、就業、観光レクリエーション、地域との交流など、世代

や家族構成、ライフスタイルなどにより多様化しています。

このようなニーズの多様化に応えるため、想定される主な施策・事業は、戸建て住宅、集

合住宅などの様々なタイプの住宅や住宅地、サテライトオフィスなどの新たな働く場所づく

り、サードプレイスなどの市民交流の場、居場所づくりなど、恵庭に住み、長く暮らす場所

となるよう、多様な選択肢を示すことができるよう設定するとともに、これら事業はそれぞ

れ連携させ、分野横断的に取り組みを進めていきます。

また、このようにまちづくりを進めることは、長期的な人口減少社会においても、バラン

スがとれ、回復力のある、しなやかなまちづくりにもつながります。

「恵庭に住んでこのような暮らしがしたい」という多様なニーズ、ライフスタイルの実現

に向け、各種施策・事業を推進し、「恵庭に住んで良かった」といわれるまち、ガーデンシ

ティの確立を目指します。
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（２）歩いて暮らせるコンパクト
シティの形成

■ＪＲ駅周辺の活性化・生活利便機能のコンパクト化 

■ＪＲ駅周辺部における多様な住環境の整備（公園・歩行空間等） 

■公共交通や自転車活用推進計画による地域間の連携 

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふる」多機能化、かわまち事業等） 

■都市公園と街路を活用した花の軸の形成（恵庭 IC 周辺、駅前通り等） 

■居心地の良い歩行者空間や公園機能の拡大整備（ふるさと公園 P-PFI、すみれ公園等） 

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑地の整備 

■魅力ある公園の整備、レクリエーション機能の整備・拡充 

■環境配慮型住宅地の誘導 

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イベント（全国都市緑化北海道フェア、サイクルフェスタ・恵庭等） 

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 

◎観光振興計画の推進 

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正管理・活用） 

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の開催推進 

■職住近接の住宅団地整備 

■低利用地・集合住宅跡地の利用促進 

■柏陽地区土地利用再編 

■西島松地区の宅地開発 

■サテライトオフィスやリモートワーク型タウンの検討（情報通信インフラの拡充等） 

■田園環境や交通アクセスの良さを活用した土地利用の検討 

■札幌恵庭自転車道の整備 

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用促進と住み替えなど、住宅・土地流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き家等の活用 

◎工業用地の調査検討 

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチング等） 

◎移住者の就労先事業者への支援の検討 

◎サテライトオフィスやリモートワーク等の検討（サテライトオフィス可能性調査、恵庭型サテライトオフィスの設置、

業務系企業の誘致） 

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 

◎自転車活用推進計画の策定（情報通信機能を活用した案内・誘導（マップ、ルート）の促進等 

■ＪＲ駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機能等）の集約と活性化 

【恵庭駅周辺活性化事業】 

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機能拡大（すみれ公園機能拡大や旧市民活動センター利活用、ふるさと公園改修等） 

【恵み野駅周辺活性化事業】 

・恵み野地区における商業機能の維持・商業施設の活用・店舗併用住宅の誘導等 

【島松駅周辺活性化事業】 

・島松地区における公共機能の集約（島松支所・図書館のＪＲ島松駅周辺への複合化、歩行者空間のバリアフリー

化の推進） 

◎エコバスの活用 

◎かわまちづくり事業の活用 

◎ＪＲ駅周辺におけるエリアマネジメント 

◎歩くことを通したまちづくり 

プ

１．ガーデンシティのブ

ランド力を高めるプ

ロジェクト 

２．ガーデンシティライ

フを実現する職住環

境創出プロジェクト 

（１）豊かな自然環境を活かした
花と緑の空間づくり

（2）田園・農業環境と調和したレ
クリエーションの場づくり

（２）移住定住につながる働く環
境の整備 

（３）企業立地しやすい環境の整
備

個別プロジェクトテーマ別プロジェクト 想定される主な施策・事業（■ハード事業、◎ソフト事業） 

関連するまちづくり基本方針 

方針３ 

関連するまちづくり基本方針 

方針２ 

（１）ライフステージに合わせた
住宅地の整備

[視点１] 

関係人口を
増やす 

視点

[視点２] 

住む・働く 

[視点３] 

健康的で活
き活きと暮
らす 

３．賑わいと交流のある

コンパクトシティ推

進プロジェクト 

関連するまちづくり基本方針

方針１ 

（１）心身の健康を支える生活環
境の整備

関連するSDGｓ 

関連する SDGｓ 

関連する SDGｓ 

図４ ２ テーマ別プロジェクトの体系 
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恵庭 

恵み野 

島松 

IC

■ハード事業  ◎ソフト事業 ３地区共通 
■ＪＲ駅周辺の活性化・生活利便機能のコンパクト化 

■ＪＲ駅周辺部における多様な住環境の整備（公園・歩行

空間等） 

■居心地の良い歩行者空間や公園機能の拡大整備（ふる

さと公園 P -PFI、すみれ公園等） 

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑地の整備 

■低利用地・集合住宅跡地の利用促進 

◎観光振興計画の推進 

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正管理・活用） 

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の開催推進 

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用促進と住み替えなど、

住宅・土地流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き家等の活用 

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチング等） 

◎移住者の就労先事業者への支援の検討 

◎エコバスの活用 

◎ＪＲ駅周辺におけるエリアマネジメント 

◎歩くことを通したまちづくり 

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 

島松地区 
■西島松地区の宅地開発 

■ＪＲ３駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災

機能等）の集約と活性化 

【島松駅周辺活性化事業】 

・島松地区における公共機能の集約（島松支所・図書

館のＪＲ島松駅周辺への複合化、歩行者空間のバ

リアフリー化の推進） 

恵庭地区 
■ＪＲ３駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機

能等）の集約と活性化 

【恵庭駅周辺活性化事業】 

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機能拡大（すみれ公園

機能拡大や旧市民活動センター利活用、ふるさと公

園改修等） 

東西軸 
■都市公園と街路を活用した花の軸の形成（恵庭 IC 周

辺、駅前通り等） 

■魅力ある公園の整備、レクリエーション機能の整備・拡充 

■環境配慮型住宅地の誘導 

■田園環境や交通アクセスの良さを活用した土地利用の検

討 

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 

◎工業用地の調査検討 

東西軸 
■公共交通や自転車活用推進計画による地域間の連携 

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふる」多機能化、レンタ

サイクル、かわまち事業等） 

■職住近接の住宅団地整備 

■サテライトオフィスやリモートワーク型タウンの検討（情報

通信インフラの拡充等） 

■札幌恵庭自転車道の整備 

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イベント（全国都市

緑化北海道フェア、サイクルフェスタ・恵庭等） 

◎サテライトオフィスやリモートワーク等の検討（サテライトオ

フィス可能性調査、恵庭型サテライトオフィスの設置、業

務系企業の誘致） 

◎自転車活用推進計画の策定（情報通信機能を活用した

案内・誘導（マップ、ルート）の促進等 

凡例 

東西軸（恵庭の都市ブランドを高めていく軸） 

多機能な地域拠点 概ねの市街地 

公共交通ネットワーク 
広域サイクリング

ネットワーク 

居住機能 行政サービス機能 子育て支援機能 

生活必需品の買いまわり機能 

地域交流機能 医療・福祉サービス機能 

図４ ３ テーマ別プロジェクトのエリアイメージ 

恵み野地区 
■柏陽地区土地利用再編 

■ＪＲ３駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機

能等）の集約と活性化 

【恵み野駅周辺活性化事業】 

・恵み野地区における商業機能の維持・商業施設の活

用・店舗併用住宅の誘導等 

◎かわまちづくり事業の活用 
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４－２ テーマ別プロジェクトの展開 

（１） ガーデンシティのブランド力を高めるプロジェクト 

１） 現状・課題 

恵庭市の人口は、現在穏やかな増加傾向にありますが、将来的には、更なる少子高齢化な

どに伴う人口減少が推計されています。

人口減少の抑制に向け、「はなふる」などの市内観光施設の整備充実や、魅力ある公園の

整備、レクリエーション機能の整備、拡充、花のまち恵庭のＰＲなど、道内外の人達に恵庭

を知ってもらう、訪れてもらう機会を増やし、本市のガーデンシティとしてのブランド力を

高め、関係人口の増加を図ることが必要です。

２） 基本方針 

豊かな自然環境を活かした花と緑の空間づくり、田園・農業環境と調和したレクリエーシ

ョンの場づくりなどを進めます。 

関連するまちづくり基本方針 

方針３ 潤いとやすらぎのあるまちづくり 

１）「はなふる」を核としたガーデンツーリズムの推進 

２）豊かな農業環境の保全と活用 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト 
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済・ 

継続 

新規 

検討 

（１）豊かな自然環境を

活かした花と緑の

空間づくり 

（２）田園・農業環境と

調和したレクリレ

ーションの場づく

り

■ＪＲ3 駅周辺の活性化・生活利便機能

のコンパクト化
〇

■ＪＲ3 駅周辺部における多様な住環境

の整備（公園・歩行空間等）
〇

■公共交通や自転車活用推進計画によ

る地域間の連携
〇

■花のヴィレッジ構想の推進（「はなふ

る」多機能化、かわまち事業等）
〇

■都市公園と街路を活用した花の軸の

形成（恵庭ＩＣ周辺、駅前通り等）
〇

■幹線道路や公園を活用した花壇・緑

地の整備
〇

■魅力ある公園の整備、レクリエーシ

ョン機能の整備・拡充
〇

■居心地の良い歩行者空間や公園機能

の拡大整備（ふるさと公園Ｐ-ＰＦ

Ｉ、すみれ公園等）

〇

■環境配慮型住宅地の誘導 〇

関連するソフト施策

◎地域や近隣市町村と連携した大規模イ

ベント（全国都市緑化北海道フェア、サイ

クルフェスタ・恵庭等） 

〇

◎恵庭渓谷等の活用（紅葉バスツアー等） 〇

◎観光振興計画の推進 〇

◎街路樹管理指針の活用（街路樹の適正

管理・活用） 
〇

◎恵庭・花とくらし展、えにわマルシェ等の

開催推進
〇

花と緑のある住宅

地の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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●施策・事業の事例

①事例１：サイクルフェスタ・恵庭 

・サイクルフェスタ・恵庭は、恵庭市の魅力を再発見する、健康志向など様々なニーズや趣向

を兼ね備えた自転車イベントです。

・「ママチャリコース」はえこりん村などを巡る最も短い約 23km コース、「街ぶらコース」は

田園風景を楽しみながら気軽に参加できる約 38km コース、「盤尻コース」はえにわ湖と白扇

の滝を望む走り応えのある約 73km コースが設定されています。（2019 年開催時） 

②事例２：花の拠点「はなふる」 

・恵庭市花の拠点基本計画に基づいた「花のまち恵庭」の観光拠点です。 

・区域内に道と川の駅「花ロードえにわ」やガーデンエリア、ＲＶパーク等多様な交流・滞在

機能を整備しており、今後も拡充を計画しています。 

③事例３：全国都市緑化北海道フェア 

・令和４年６月 25 日（土）から７月 24 日（日）まで、「はなふる」・中島公園、隣接する河川

空間、及びまちなか会場をメイン会場に第 39 回全国都市緑化北海道フェアが開催されます。

・フェアを通じて、心豊かな生活文化の創造、観光資源としてツーリズムの定着を進めるとと

もに、各産業と連携した地域振興の促進を図ることで、北海道の豊かな自然や花と緑の魅力、

そして「花のまち」としてブランドの全国的な発信の契機とし、更なる発展にむけたガーデ

ン運動を推進していきます。

（写真：花の拠点「はなふる」HP） 

(写真：サイクルフェスタ・恵庭運営協議会 Facebook ページ) 

（画像：第 39回全国都市緑化北海道フェア「ガーデンフェスタ北海道 2022」HP） 
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（２） ガーデンシティライフを実現する職住環境創出プロジェクト 

１） 現状・課題 

恵庭市は、北海道の玄関口である新千歳空港と札幌市との間に位置する立地環境などを活

かし、住宅地や商業業務地、工業・流通業務地などの整備を進めてきました。

今後も、広域的な利便性や、豊かな自然環境を活かした各種まちづくりを進めると共に、

長期的な人口減少、少子高齢化の更なる進展を見据え、子育て期、高齢期など、様々なライ

フステージに対応できる住宅地の整備や、サテライトオフィスなどの新たな働く環境の整

備、サードプレイスなどの地域の交流の場づくりなど、多様な世代が安心して暮らせる職住

環境づくりが必要です。 

２） 基本方針 

豊かな自然環境や広域的な利便性など恵庭の魅力を活かし、ライフステージに合わせた住

宅地の整備、移住定住につながる働く環境の整備、企業が立地しやすい環境の整備を進めま

す。

関連するまちづくり基本方針 

方針２ 豊かで活力のあるまちづくり 

１）ライフステージに合わせた豊かな暮らしを実現する市街地（住宅

地）の推進 

２）産業振興への環境づくりの推進 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済・ 

継続 

新規 

検討 

（１）ライフステージに合

わせた住宅地の整備 

（２）移住定住につながる

働く環境の整備 

（３）企業立地しやすい環

境の整備

■西島松地区の宅地開発 〇

■札幌恵庭自転車道の整備 〇

■職住近接の住宅団地整備 〇

■低利用地・集合住宅跡地の利用促

進
〇

■柏陽地区土地利用再編 〇

■サテライトオフィスやリモートワ

ーク型タウンの検討（情報通信イ

ンフラの拡充等）

〇

■田園環境や交通アクセスの良さを

活用した土地利用の検討
〇

関連するソフト施策

◎起業・創業の支援（相談窓口、マッチ

ング等） 
〇

◎移住者の就労先事業者への支援の

検討 
〇

◎サードプレイス機能の拡充・誘導 〇

◎住宅政策・土地政策の推進 

・低利用地・集合住宅跡地の利用

促進と住み替えなど、住宅・土地

流動化の誘導や働きかけ 

・恵庭市居住を誘導する民間空き

家等の活用 

〇

◎工業用地の調査検討 〇

◎サテライトオフィスやリモートワーク等

の検討（サテライトオフィス可能性

調査、恵庭型サテライトオフィスの

設置、業務系企業の誘致） 

〇

◎自転車活用推進計画の策定（情報通

信機能を活用した案内・誘導（マッ

プ、ルート）の促進等

〇

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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●施策・事業の事例 

①事例１：スマートタウンふれる恵み野 

・「スマートタウンふれる恵み野」は、恵庭市が推進するガーデンデザインプロジェクトの一

環として、花の拠点整備やかわまちづくりと一体的な景観形成を図る住宅地であり、平成

30 年 10 月に完成しました。

・ふれる恵み野の各戸では、区画平均 363 ㎡と広さを活用した庭造りを楽しむことができます。

民間ガス会社と連携したガスマイホーム発電機器の導入が推奨されており、温室効果ガス削

減の期待と、停電発生時も発電できるという防災面で利点を有しています。

②事例２：花の田園住宅（ブレスドガーデン恵庭） 

・「花の田園住宅構想」（平成 21 年 3 月）、「優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」（平

成 21 年 7 月）に基づいて、美しいガーデニング住宅整備を推進しています。

(画像：スマートタウンふれる恵み野 Facebook ページ) 

（画像：花の田園住宅構想 写真：優良田園住宅 ブレスドガーデン恵庭） 
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（３） 賑わいと交流のあるコンパクトシティ推進プロジェクト 

１） 現状・課題 

恵庭市は、恵庭・島松・恵み野のＪＲ３駅から半径１ｋｍ圏に、行政サービス機能、医

療・福祉サービス機能、生活必需品の買い回り機能など、生活に必要な諸機能が集約され

た、コンパクトな市街地が形成されています。

今後も、ＪＲ３駅を中心とした都市機能の強化、充実を図るとともに、居心地が良く歩き

たくなる通りの形成、市民の健康づくりを促進する環境整備、エコバスなどの地域交通の充

実、ＪＲ駅周辺におけるエリアマネジメントの推進など、コンパクトなまちづくりを更に進

めることが必要です。 

２） 基本方針 

歩いて暮らせるコンパクトシティの形成、市民の健康を支える生活環境の整備など、賑わ

いと交流のあるコンパクトなまちづくりを進めます。

関連するまちづくり基本方針 

方針１ 安心とにぎわいのあるまちづくり 

１）恵庭型コンパクトシティの推進 

２）総合的な交通体系の確立と情報インフラの充実 

関連するSDGsの目標 
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３） 個別プロジェクト/想定される主な施策・事業 

個別プロジェクト
想定される主な施策・事業 

（■ハード事業 ◎ソフト事業） 

着手済み・ 

継続 

新規 

検討 

（１）心身の健康を支え

る生活環境の整備 

（２）歩いて暮らせるコ

ンパクトシティの

形成 

■ＪＲ３駅周辺の生活利便機能（公共・商業・医療・防災機

能等）の集約と活性化

【恵庭駅周辺活性化事業】

・恵庭駅周辺・えにあす周辺の機

能拡大（すみれ公園機能拡大や

旧市民活動センター利活用、ふ

るさと公園改修等）

〇

【恵み野駅周辺活性化事業】

・恵み野地区における商業機能の

維持・商業施設の活用・店舗併

用住宅の誘導等

〇

【島松駅周辺活性化事業】

・島松地区における公共機能の集

約（島松支所・図書館のＪＲ島

松駅周辺への複合化、歩行者空

間のバリアフリー化の推進）

〇

関連するソフト施策

◎かわまちづくり事業の活用 〇

◎ＪＲ駅周辺におけるエリアマネジメント 〇

◎エコバスの活用 〇

◎歩くことを通したまちづくり 〇

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

花と緑のある住宅

地の暮らし 

３つの駅周辺（生

活拠点）の暮らし 

農を身近に感じる

田園地帯の暮らし 

自然環境の中での

交流 
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●施策・事業の事例

①事例１：えにわコミュニティバス「通称：エコバス」 

・えにわコミュニティバスは恵庭市内を運行するコミュニティバスで、エコバスの通称で親し

まれています。

・エコバスは平日 40 分ごと、土日祝日は 60 分ごとに恵庭市内を循環し、通年運行する市民生

活の足となっています。

・エコバス運行区域外に居住する方を対象とした、えにわコミュニティタクシー（通称：エコ

タク）も運行しており、市民生活を支える地域交通の充実が図られています。

②事例２：複合施設 アルファコート緑と語らいの広場「愛称：えにあす」 

・アルファコート緑と語らいの広場「愛称：えにあす」は、平成 30 年 4 月に恵庭駅通りにオ

ープンした複合施設です。

・公共機能としては市民活動センター、保健センター、夜間・休日急病診療所、図書館恵庭分

館、学童クラブ、子どもひろば、子育て支援センターが入っています。

・民間機能としては宮の森スポーツクラブ、コンビニエンスストア、地域 FM 放送 e-niwa が

入っています。

・エントランスホールやロビー、カウンター席は読書や勉強、交流の場として自由に利用する

ことができます。

(写真：恵庭市 HP) 

(写真：恵庭市 HP) 


