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名寄市市街地区の賑わいの再生と生活環境の向上
平成22年度　～　平成27年度　（6年間） 名寄市

　　計画の成果目標（定量的指標）

（H22当初） （H24末）

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26 H27

1-A-1 都市再生 一般 名寄市 直接 名寄市なよろ地区都市再生整備計画事業 名寄市 2,921 別添１

合計 2,921

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1-B-1 道路 一般 名寄市 直接 東１条通道路新設改良 L=610m,W=11.0m+3.5m×2 名寄市 182

1-B-2 下水道 一般 名寄市 直接 10

1-B-3 住宅 一般 名寄市 直接 49

合計 241

番号 備考

1-B-1

1-B-2

1-B-3

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1-C-1 施設整備 一般 名寄市 直接 地域生活基盤施設 39

1-C-2 施設整備 一般 名寄市 直接 主要施設等案内標識整備 22

1-C-3 施設整備 一般 名寄市 直接 FMアンテナ整備 FM難聴地域対策のためアンテナ整備 名寄地区 19

1-C-4 施設整備 一般 名寄市 直接 LED街路灯整備 LED街路灯262基整備 名寄地区 16
合計 96

番号 備考

1-C-1 市街地景観を改善することで市街地地区の満足度を向上させることができる。

1-C-2 主要施設への案内標識を設置することで、車両交通量の分散や通行時間短縮、適切な車両誘導を図り、交流機能の向上やまちに賑わいと活力を回復によって都市機能を強化することができる。

1-C-3 FMアンテナを整備することで市内全域がFM放送を聴取可能となり、賑わいづくりに資する放送や防災情報など公共性の高い放送によって都市機能を強化することが出来る。

1-C-4 都市再生整備区域内で実施する事業と合わせて、中心市街地以外の地域でもLED街路灯を整備することで、全市における安全・安心で環境に優しい街づくりを実現する。

名寄市

名寄市

一体的に実施することにより期待される効果

名寄市 公開空地整備 名寄市風連地区

名寄市 市道への標識設置 名寄地区

公営住宅団地内の汚水排除が可能となり、美しい街なみ形成などの満足度を向上させることができる。

公営住宅のトイレ水洗化、生活排水の排除が可能となり、美しい街なみ形成などの満足度を向上させることができる。

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

名寄市 地域住宅等ストック総合改善事業 住宅改修　トイレ等改修  24棟74戸 名寄市風連地区

一体的に実施することにより期待される効果

舗装普及率が低い中での道路新設改良事業は、市民不満足度を低下させることができる。

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

名寄市

名寄市 風連西町北２丁目線下水道汚水管新設 φ150m/m L=200 名寄市風連地区

既に認可を受けた事業の基幹・提案事業の内訳
なよろ地区都市再生整備計画
基幹事業　　　2,601百万円
提案事業　　　  320百万円

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

名寄市 高次都市施設、地域生活基盤施設等　1,052ha

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

241百万円 Ｃ 96百万円
効果促進事業費の割合

2.9%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

美しい街並み形成など、景観形成の満足度（アンケート実施、基準年Ｈ２２年・風連市街地地区） 28.70% - 28.70%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
3,258百万円 Ａ 2,921百万円 Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備　　　考当初現況値 中間目標値 最終目標値

※交通量　（現状）
なよろ地区　　　158人・379台　（H19）
風連市街地地区　 27人・106台   (H22)
※交通量　(目標)
なよろ地区　　　126人・303台　（H27）
風連市街地地区 　27人・106台   (H27)

1時間当たりの人と車両の通行量（定点交通量、基準年Ｈ１９年[なよろ地区]、基準年Ｈ２２[風連市街地地区]） 185人･485台 - 153人･409台

市民文化ホール利用者数（基準年Ｈ２０年） 70,550人 - 80,000人

公共交通機関利用者数（JR、都市間バス、市内循環バス、基準年Ｈ１９年） 59万人/年 - 61万人/年

市街地中心部満足度（アンケート実施、基準年Ｈ２０年・なよろ地区） 9.00% - 19.00%

（H27末）

社会資本総合整備計画（市街地整備） 平成 ２８ 年  ３月２３日 　

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

ＪＲ宗谷本線、国道４０号が古くから基幹交通となって古くから交通の要衡として、また、道北圏の中心都市と発展してきました。しかしながら、人口の減少、少子高齢化、車社会の進展は市街地中心部の購買力を郊外の大型店
にへ流出させ、市街地中心部の空洞化現象は顕著となっています。市街地中心部の空洞化は、まち中の賑わいや活気が低迷するだけでなく、商店街の消費にも大きな影響を与え、市内経済の活性化の大きな課題となっています。
このような状況を踏まえ、名寄地区及び名寄市風連地区の中心市街地の活性化を図り快適で魅力ある市街地を整備を進めます。

・中心市街地における歩行者通行者数を１８５人／日（H22）から１５３人／日（H27）に留める。　・公共交通機関利用者数５９万人／年（H１９）を６１万人（H２７）に増加させる。

・市民文化ホール利用者数７０，５５０人(H２０)から８０，０００人(H27)に増加させる。　　　・市民中心市街地の満足度を９．００％（H２０）を１９．００％（Ｈ２７）に向上させる。（なよろ地区）
・美しい街並み形成、景観形成の満足度を２８．７０％（Ｈ２２）を２８．７０％（Ｈ２７）と維持する。（風連市街地地区）



（参考図面）市街地整備

計画の名称 名寄市市街地区の賑わいの再生と生活環境の向上

計画の期間 平成22年度　～　平成27年度　（6年間） 名寄市交付対象

1-A-1 都市再生整備計画

■基幹事業 高次都市施設

（複合交通センター・観光交流センター

・地域交流センター）

A=513㎡・170㎡・1,187㎡

1-A-1 都市再生整備計画

■基幹事業

高次都市施設（地域交流センター）

A=4,165㎡

1-C-1 社会資本総合整備計画

□効果促進事業

公開空地整備事業(1,500㎡)

（景観対策）

1-A-1    都市再生整備計画事業

□提案事業 まちづくり活動推進事業

（コミュニティバス試験運行）

1-B-2

■関連社会資本整備事業

下水道 風連西町北２丁目線

L=200m, φ=150m/m

1-B-1

■関連社会資本整備事業

道路 東１条通

L=610m, W=11.0m+3.5×2

1-B-3

■関連社会資本整備事業

住宅 風連西町瑞生団地

トイレ水洗化24棟74戸

1:50,000
0 1,000m

1-A-1 都市再生整備計画

■基幹事業 道路

（道道名寄停車場線） L=100m

都市再生整備計画基幹事業

都市再生整備計画提案事業

関連事業

効果促進事業

凡 例

都市再生整備計画区域

凡 例

1-A-1    都市再生整備計画事業

□提案事業 地域創造支援事業

(文化センター改善事業)

A=2,455㎡

1-A-1    都市再生整備計画事業

□提案事業 地域創造支援事業

(放送施設整備事業)

A=48㎡

1-C-3    社会資本総合整備計画

■効果促進事業

（FMアンテナ整備事業）

1-A-1 都市再生整備計画事業

□提案事業 地域創造支援事業

（商店街ファサード整備）
1-C-2 社会資本総合整備計画

■効果促進事業

（主要施設等案内標識)

1-C-4 社会資本総合整備計画

■効果促進事業

（LED街路灯整備)729基

1-A-1 都市再生整備計画

■基幹事業 高質空間形成施設

（ナトリウム街路灯17基・LED街路灯246基整備）


