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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 1,052 ha

平成 22 年度　～ 平成 27 年度 平成 22 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

都道府県名 北海道 名寄市
なよろ

なよろ地区

計画期間 交付期間 27

大目標：自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり
　目標①　都市機能の強化、市街地の整備などによる賑わいと活力あるまちづくり
　目標②　公共交通機関の充実などによるアクセスしやすく利便性の高いまちづくり
　目標③　緑地の整備など快適で魅力あるまちづくり

・名寄市は、平成18年３月27日に隣接していた風連町と合併し、平成19年３月に、平成19年度から平成28年度までを計画期間とする「新名寄市総合計画（第１次）」を策定し、新しい名寄市のまちづくりに取り組んでいます。旧風連町地区においては、まち
の賑わいと活力の向上を図るべく、ＪＲ風連駅前地区において市街地再開発事業を実施しているところです。
一方、旧名寄市の主要な市街地である本地区は、ＪＲ宗谷本線及び国道40号が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して発展してきました。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の低迷と、商店街の消費に大きく影響を与え、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、本地区では、まちづくり、中心商店街の活性化について、行政、商工会議所、商店街振興組合が永年に渡り活性化プランの検討を行ってきました。

①　都市機能の強化、土地・建物利用の高度化による賑わいと活力の創出
　・市街地中心部においては、老朽建物が多い街区もみられ、都市機能の強化、土地・建物利用の高度化や街並み景観の改善による賑わいと活力の創出が求められています。
　・公共交通の結節点である名寄駅周辺地区においては、交通結節点機能の強化を図るとともに、交流機能、商業機能などの複合化を図ることで、まちに賑わいをもたらすことが求められています。
②　公共交通機関の充実など市街地中心部へのアクセス向上
　・今後さらに進行する高齢社会を見据え、公共交通機関による市街地中心部へのアクセス向上を図るため、交通結節点機能の強化とあわせ、市街地中心部と郊外におけるバス路線網の再編により公共交通機関の充実などが求められています。
③　快適で魅力ある市街地環境の形成
　・市街地中心部は、公園・緑が少ない状況にあり、潤いのある快適な街づくりに向けた緑地空間等の整備が求められています。
　・また、市街地中心部の回遊性を高めるため、まち歩きが楽しくなるような魅力ある空間形成が求められています。

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・台 平成１９年度
平成２７年度

人／年 平成２０年度
平成２７年度

千人／年 平成１９年度
平成２７年度

％ 平成２０年度
平成２７年度

平成19年３月策定の「新名寄市総合計画（第１次）」においては、「協働」「健康」「生活」「活力」「人づくり」の５つを基本理念に、「自然の恵みが人と地域を育み　市民みんなで創る　心豊かな北のまち・名寄」を目指すべき将来像としています。
さらに、基本目標として「①市民と行政の協働によるまちづくり（市民参画・健全財政）」「②安心して健やかに暮らせるまちづくり（保健・医療・福祉）」「③自然と環境にやさしく快適で安全なまちづくり（生活環境・都市整備）」「④創造力と活力にあふれたまち
づくり（産業振興）」「⑤心豊かな人と文化を育むまちづくり（教育・文化・スポーツ）」の５つを設定し、多彩な自然環境の保全、少子高齢化に対応した居住環境の整備や、市街地の計画的整備・交通ネットワークの整備を、さらには魅力ある商店街づくり、農
林業と商工業が融合した産業振興を図ることなどを掲げています。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

126人・303台

公共交通機関利用者数 公共交通機関利用者数（ＪＲ・都市間バス・市内循環バス）
「公共交通機関の充実などによるアクセスしやすく利便性の高いま
ちづくり」の効果として、公共交通機関の利用者数を設定する。 59万人/年 61万人/年

街なか平日交通量 １時間あたりの人と車両の通行量

「都市機能の強化、市街地の整備などによる賑わいと活力あるま
ちづくり」の効果として、平日交通量を指標として設定する。
平日交通量は減少の一途を辿っており、現状の趨勢では平成25
年度において107人・275台と推計されるところを、126人・303台と
減少傾向に歯止めをかけ、推計の17%増しの数値として設定した。

158人・379台

19.00%

地域交流施設利用者数 市民文化ホール利用者数
「都市機能の強化、市街地の整備などによる賑わいと活力あるま
ちづくり」の効果として、地域交流施設利用者数を設定する。 70,550 80,000

市街地中心部満足度 市民アンケート調査による市街地中心部の満足度

「都市機能の強化、市街地の整備などによる賑わいと活力あるま
ちづくり」「公共交通機関の充実などによるアクセスしやすく利便性
の高いまちづくり」「緑地の整備など快適で魅力あるまちづくり」の３
つの目標の効果に対応する満足度調査を実施する。

9.00%



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

方針に合致する主要な事業
整備方針１．市街地の再整備、土地・建物利用の更新による都市機能の強化
　まちに賑わいと活力を回復させる拠点の形成として、都市景観を損なっている街区の近代化事業の推進や耐震改修未了の安全性の危惧がある公共
施設の新設、文化機能、市民交流機能の強化、名寄駅横の未利用地の活用推進による交通結節点施設の整備及び機能の複合化など、都市機能の強
化を図る。

高質空間形成施設(基幹事業：ナトリウム街路灯・LED街路灯整備事業)、高次都市施設（基幹事
業：複合交通センター、市） 高次都市施設(基幹事業：観光交流センター、市)   高次都市施設（基
幹事業：地域交流センター、市） 高次都市施設（基幹事業：地域交流センター、市）、道路事業(道
道名寄停車場線)　地域創造支援事業(提案事業：名寄市民文化センター改善事業、市)　地域創造
支援事業(提案事業：放送施設整備、市)

整備方針２．市街地中心部への公共交通の充実・強化
　車を運転できない方でも気軽に市街地中心部へアクセスできるよう、公共交通機関の充実・強化を図るとともに、乗降にも配慮を行うなど、高齢者等に
とって利用しやすい交通環境を整備する。
　また市街地中心部への回遊性を高めるとともに、環境負荷の低減を図るレンタサイクルシステムの構築を図る。

まちづくり活動推進事業（提案事業：コミュニティバス試験運行、市）

整備方針３．快適で魅力ある市街地空間の整備
　快適でうるおいのあるまちづくりに向けて、広場・ポケットパーク、緑地の整備を推進する。
　また、まち歩きが楽しくなるような魅力ある空間形成として、商店街の顔づくりを進め、市街地中心部の回遊性を高める。

地域創造支援事業（提案事業：商店街ファサード整備事業、市）

・事業終了後の継続的なまちづくり活動
　実現した各事業の効果出現を早期に期待するものであるが、時間を経て出現する効果もあることから、引き続き行政、商工会議所、商店街振興組合による関係団体で、中心市街地内の活性化を行う。

・計画の管理について
　交付期間中において各種事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果を上げるために、行政、商工会議所、商店街連合会、各種文化団体が、協働で事業評価や進捗状況に関する調査・検討を実施する。結果については、市広報・ホームページなど
を通じて随時公開する。



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 名寄市 直 100m H24 H24 H24 H24 7 7 7 7

公園

古都及び緑地保全事業

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 名寄市 直 263箇所 H25 H27 H25 H27 39 39 39 39

名寄市 直 513㎡ H22 H24 H22 H24 125 125 125 125

名寄市 直 170㎡ H22 H24 H22 H24 41 41 41 41

名寄市 直 1,187㎡ H22 H24 H22 H24 289 289 289 289

名寄市 直 1,610㎡ H22 H26 H22 H26 2,100 2,100 2,100 2,100

既存建造物活用事業

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

バリアフリー環境整備促進事業

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 2,601 2,601 2,601 2,601 …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

民間 間 H24 H25 H24 H25 33 33 22 22

名寄市 直 H24 H26 H24 H26 215 215 215 215

名寄市 直 H24 H26 H24 H26 24 24 24 24

民間 間 H23 H27 H23 H27 59 59 59 59

－

合計 331 331 320 320 …B
合計(A+B) 2,921

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

民間 総務省 10,000㎡ ○ 21 21 700

名寄市 国土交通省 ○ 22 22 3

合計 703

地域公共交通活性化再編事業 JR名寄駅地区

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

定住自立圏等民間投資臨時交付金 JR名寄駅地区

まちづくり活
動推進事業

コミュニティバス試験運行事業 なよろ地区

－

11

地域創造
支援事業

商店街ファサード整備事業 なよろ地区 11

文化センター改善事業 なよろ地区 0

放送施設整備事業 なよろ地区 0

0

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

住宅市街地
総合整備
事業

高次都市施設

ＪＲ名寄駅地区（複合交通センター） 0

ＪＲ名寄駅地区（観光交流センター） 0

ＪＲ名寄駅地区（地域交流センター） 0

浅江島地区 0

－

－

大通・市街地 0

細項目 うち民負担分
道道名寄停車場線 0

交付対象事業費 2,921 交付限度額 1,246.0 国費率 0.427

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



街なか平日交通量 （人・台） 158人・379台 （１９年度） → 126人・303台 （２７年度）
公共交通機関利用者数 （万人） 59 （１９年度） → 61 （２７年度）
市街地中心部満足度 （％） 9.00 （２１年度） → 19.00 （２７年度）

なよろ地区（北海道名寄市）
ほ っ か い ど う な よ ろ し

　整備方針概要図

目標
市街地再整備による都市機能の強化と、高齢化社会に対応し

た公共交通ネットワークの整備による中心市街地の再生

代表的な

指標

□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)

■基幹事業
道路(道道名寄停車場線) ■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）

宗谷本線

国道40号線

名寄市役所
JR名寄駅

基幹事業

提案事業

凡 例

都市再生整備計画区域

凡 例

□提案事業
地域創造支援事業
（商店街ファサード整備）

□提案事業
地域創造支援事業
（文化センター改善事業）

□提案事業
地域創造支援事業
（放送施設整備事業）

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）

■基幹事業
高質空間形成施設
(ナトリウム街路灯・LED街路灯
整備事業)


