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コクランノース都市計画のデベロップメント  
アーバンスター・ホースクリーク・デベロップメントに隣接するコク

ラン北部地域の構成計画（コクランノース都市計画）の近くで、

アーバンスターはエキサイティングなニュースを入手しました。

具体的には、コクラン・レイクのモンテラ・コミュニティーの土地デ

ベロッパーであるマクドナルド・コミュニティー社が、提案中のコ

クラン・レイク・ビレッジ近隣計画を追加することにより、コクラン・

レイク・ビレッジ計画内にあるコクラン・レイク概念構想を修正し

ています。提案されたコミュニティーは、アーバンスターのホー

スクリーク・デベロップメントの土地とコクラン・レイクのコミュニテ

ィーのすぐ東に隣接しています。下の図3は、コクラン・レイク・ビ

レッジ周辺計画地域の境界と、アーバンスター・ホースクリーク

の土地への隣接地の輪郭を示しています。図1は、コクラン・レ

イクのモンテラにある家の典型的な例です。

マクドナルド・コミュニティーズ社は、ブリティッシュコロンビア州

とアルバータ州で積極的に活動しており、これらの州で高い社

図1

会的価値を備えた印象的なレガシープロジェクトを実施してい

ます。彼らは、美しく計画されたハイエンド・コミュニティーであ

り、これもまたロッキー・ビュー郡にある「ベアーズパウのウォ

ーターマーク」を開発しました。マクドナルドは、主に一戸建て

コミュニティーと複数所帯用コンドミニアムプロジェクトの開発

に焦点を当てており、4,000を超える高品質の住宅と不動産物

件を創り出しています。マクドナルド・コミュニティー社は定評

があり評判が高いデベロッパーであり、この地域はコクラン・レ

イクに最高品質の望ましいコミュニティーが追加されて恩恵を

受けます。

マクドナルド・コミュニティー社が実施するプロジェクトのポ

ートフォリオは、次のリンクをご覧ください。： 

macdevcorp.com/portfolio

http://macdevcorp.com/portfolio
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reduce the regulations which have been slowing down the 
land development process.

UrbanStar recognizes the need for proper projections and 
planning for future growth. The company believes that if 
properly implemented, the Growth Plan can potentially add 
value to its projects through increased density allowances.

Interim Regional Growth Plan – Ongoing Discussion

The UrbanStar project team has been monitoring the 
progress of the Calgary Metropolitan Region Board 
(CMRB) with respect to the Alberta Government’s 
mandate for a regional growth plan (Growth Plan). At this 
time, no further information has been released and the 
CMRB is conducting ongoing planning discussions. The 
following information is a brief review of the Growth Plan 
mandate, and the CMRB’s progress towards a finalized 
Growth Plan.

As of January 2018, the CMRB was created to comply with 
a provincially-mandated growth management program. 
The CMRB recently completed their Interim Regional 
Growth Plan (IGP) which outlines areas of population 
growth, and servicing plans for future communities. The 
IGP was released in late September 2018 and has been 
adopted by the CMRB with a unanimous vote held in early 
October. 

Going forward, the CMRB will continue to meet and 
discuss the interpretation and implementation of the IGP 
to ensure that specific aspects of the plan are understood 
by all members. The project team will continue to attend 
the CMRB meetings and make any necessary adjustments 
which may arise from CMRB decisions during the 
implementation process.

UrbanStar is pleased to inform its investors of the events 
and progress the company has made since the December 
2018 Corporate Update. The company’s project planners 
(CivicWorks) continue to meet and work with various 
regulatory agencies to ensure UrbanStar’s projects align 
with municipal planning initiatives. 

Below is an overview of each UrbanStar project, regional 
infrastructure and economic information, and the most 
recent information available from project planners and the 
Calgary Metropolitan Region Board. For additional 
information please visit UrbanStar’s corporate website at  
www.urbanstarcanadaland.com.

GOVERNMENT & REGULATORY
Alberta – United Conservative Party Wins Provincial 
Election

The Province of Alberta held an election on April 16th, 
where the United Conservative Party (UCP) won 
commandingly and gained a majority government with 63 
of the possible 87 legislative seats. The UCP’s platform 
generally favors fiscal responsibility, lower taxes, 
decreasing cumbersome regulations, and fully supporting 
business and economic growth. UrbanStar is pleasaed 
with the election results and believes the UCP will create 
an environment where both small and large businesses 
thrive.

With the change in government, UrbanStar is hopeful that 
the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
mandated in 2017 by the previous government. If 
reviewed, the company would not expect the Growth Plan 
to be abolished, but strongly believes the UCP could 
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コクラン・レイク・ビレッジ - 提案された変更点

コクラン・レイク・ビレッジ近隣計画を追加する修正案には、次

のものが含まれます。

1. コクラン・レイク・ビレッジの土地を集落ベース（ハムレット）

の土地利用区画に指定し直すことで、1エーカーあたり最大2.3 

ユニットまでの建物密度が認められます。この計画では、合計

800の住居ユニット（主にいくつかのタウンハウス・ユニットを含

む一戸建て住宅）と、348エーカーの土地に27％のオープンス

ペースを提案しています。

2. 便利な商業小売施設を導入し、コクラン・レイクの一部への

一般アクセスを可能にし（湖岸線の改善）、水質や衛生的な下

水道システムの向上、外部道路や隣接地域への地域通路を

拡大します。

図2は、提案されたコクラン・レイク・ビレッジの設計を示してい
ます。

アーバンスターがコクラン・レイク・ビレッジの提案をサポート

ロッキー・ビュー郡は、コクラン・レイク・ビレッジ近隣計画を可

能にするために、コクラン・レイクの概念構想の指定変更案と

修正案を、アーバンスターおよび他の地域の地主に正式に配

布しました。 アーバンスターのプロジェクトチームは、この提案

を慎重にレビューし、ロッキー・ビュー郡に、この提案とコクラ

ン・レイク・ビレッジ近隣計画に対する強い支持を表明する手

紙を提出しました。この提案を支持する決定は、コクランノース

都市計画内における継続的な成長と開発のつながり、またア

ーバンスター・ホースクリーク・フェーズ1＆2にとっても重要で

す。アーバンスターは支持の手紙の中で、より大きな地域に提

供できる上下水道システムの開始を検討するロッキー・ビュー

郡の改革者として、この開発を強く支持しました。 アーバンス

ターは、コクランノース都市計画エリアを改善するための地域

サービス戦略の開発に自発的に参加します。.

地域サービスおよび公益事業 ：

提案されたコミュニティーを開発するには、モンテラのコミュニ

ティーからコクラン・レイク・ビレッジへのサービスと公益事業の

拡大が必要です。 マクドナルド・コミュニティーは拡張に伴う費

用を負担し、アーバンスターはサービスや公益事業へより便

利にアクセスすることで、アーバンスターまたはコミュニティー

デベロッパーの将来のコストを削減できます。コクラン・レイク・

ビレッジ近隣計画は、この地域の衛生および給水システムの

拡大をする上で推進力になる可能性があり、アーバンスター

はホースクリーク開発のための地域サービス案を提出します。

地域のサービスシステムは、ロッキー・ビュー郡が運営するこ

とが予想されます。

図2

800 の住
居ユニ

ット
小売施設

より大きな建

物密度



reduce the regulations which have been slowing down the 
land development process.
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planning for future growth. The company believes that if 
properly implemented, the Growth Plan can potentially add 
value to its projects through increased density allowances.
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mandate for a regional growth plan (Growth Plan). At this 
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CMRB is conducting ongoing planning discussions. The 
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adopted by the CMRB with a unanimous vote held in early 
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discuss the interpretation and implementation of the IGP 
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thrive.
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the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
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        道路とインフラストラクチャー ：

提案されているコクラン・レイク・ビレッジ近隣計画で述べら

れているように、コミュニティーはレンジ・ロード44を通じて

西からアクセスでき、コミュニティー・デベロッパーは、ロッ

キー・ビュー郡が満足するために必要なレンジ・ロード44の

アップグレードを行う責任があります。 アーバンスターは、

ホースクリークデベロップメントへ東からのアクセスポイント

であるレンジ・ロード44のアップグレードの恩恵を受けるた

め、アーバンスターの全体的な将来のインフラストラクチャ

ーコストが削減されます。この近隣計画では、レンジ・ロー

ド43やコクラン・レイク・ロードなど、アーバンスター・ホース

クリークの土地にアクセスするために利用されるエリア道路

のアップグレードも必要です。

図3は、エリア開発、道路、インフラストラクチャーの概要を示し

ています。

 

 

 

        ホースクリーク開発への露出の増加 ：

コクラン・レイク概念構想の最近の承認（2018年2月、425の住

居、316エーカーのうち72％のオープンスペース）、およびコク

ラン・ノース・ビレッジ計画内のコクラン・レイク・ビレッジ近隣計

画の承認待ちは、この分野に対する消費者の関心が持続して

いることを示しています。 コクラン・レイク地域の成長が続くに

つれて、コミュニティーデベロッパーや将来の住宅購入者が、

アーバンスターのホースクリーク・プロジェクトを目にする機会

が増えることは疑いありません。承認されたコクラン北部地域

の構成計画内に位置し、コクラン・レイク・ビレッジ近隣計画に

隣接し、ロッキー山脈の眺めを遮ることのないよう、ホースクリ

ークプロジェクトがコミュニティー開発のための戦略的合筆で

あるという原則を、アーバンスターは引き続き支持します。1エ

ーカーあたり2.0ユニットから2.3ユニットの建物密度の承認は、

アーバンスターのホースクリークデベロップメントに隣接する土

地で、このエリアでより効率的な利用の先例を示しています

完工後の潜在的収入予測 – 現行ポリシー

フェーズ 1 2

エーカー 120 160

“現行
ゾーニング” 集団住居地 集団住居地

エーカー当り
戸数 (UPA)

1 1

ユニット数 142戸まで １74戸まで

承認平均
販売価格  

(ASP)

コクラン
北部ASP

コクラン
北部ASP

ユニット当りの
市場価格 500K 500K

承認概念計画での
30%グリーンスペー
ス付きエーカー当

り戸数

2戸まで
2戸まで

完工後の潜在的収入予測 – ポリシー変更後

フェーズ 1 2

エーカー 120 160

“現行
ゾーニング”

集落住居地 集落住居地

エーカー当り
戸数 (UPA)

*2.3 *2.3

ユニット数 276戸まで 368戸まで

承認平均
販売価格  

(ASP)

コクラン
北部ASP

コクラン
北部ASP

ユニット当りの
市場価格 500K 500K

承認概念計画での
30%グリーンスペー
ス付きエーカー当

り戸数

2.3戸まで
2.3戸まで

図4は、現在のホースクリークの密度許容値とユニットあたりの

推定値（上）、および1エーカーあたり2.3ユニットの最大値に達

した場合の最適な密度とユニットあたりの推定値（下）のチャー

トです。最適な密度のシナリオは、コクラン・レイク・ビレッジの

修正密度が承認され、その後、ホースクリークデベロップメント

が同一の承認を受けることを条件としています。

図3

図4
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ビレッジの土地利用の指定変更案とコクラン・レイク・ビレッジ

近隣計画の承認により、土地の1エーカーあたりの税収が増

加し、インフラストラクチャーコストが削減され、地域サービス

の効率が向上し、より効率的な利用の先例が提示されます。

さらにこの承認は、コクランの住宅の需要増加と地域の成長

予測を伴う地域成長戦略をサポートします。

人口と税収の増加は、承認されたインフラストラクチャー開発

をサポートします。またその開発には、アーバンスター・ホース

クリークの合筆にとって戦略的に重要である地域サービスシ

ステムの開始などが含まれています。コクラン・レイク・ビレッジ

の修正案に関する詳細は、以下のリンクをご参照ください。 

土地1エーカーあたりの税収増加

インフラストラクチャーコストの削減

地域サービス効率化の導入

より効率的な利用先例の提示

地域成長戦略のサポート

その他

このニュースレターに含まれる内容と情報は、投資、購入などを目的とするものではなく、当社に関す 
る一般的な情報を提供するためのものです。日本語の文書は、英語の文章を理解しやすいように翻訳 
および要約されています。

詳細については、以下にお問い合わせください。

Proposed Cochrane Lake Village Amendment

地域のメリット

詳しくは下記へご連絡ください:

https://www.rockyview.ca/Portals/0/Files/BuildingPlanning/Planning/UnderReview/ProposedCS/Proposed-CS-Cochrane-Lake-Amendments.pdf

