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浦幌地区まちづくり交付金事業概要

基　幹 提　案

1 既存建造物解体 10,600

交流センター建設整備 65,100 84,700

交流ｾﾝﾀｰ・温浴施設設計 2,100 2,700

交流ｾﾝﾀｰ建設 63,000

温浴施設建設 75,800

上下水道整備 6,200

広場整備 50,600

駐車場・交流広場調査設計 6,200

駐車場 9,200

交流広場 22,500

連絡路整備 10,700

案内サイン（４基） 2,000

115,700 95,300

2 既存建造物解体 2,100

交流センター建設整備 63,200 2,800

交流ｾﾝﾀｰ・屋外ﾄｲﾚ設計 1,800 100

交流センター建設(ﾄｲﾚ含む) 61,400 2,700

広場整備 19,900

広場・駐車場調査設計 2,100

駐車場整備 14,100

広場整備 3,700

83,100 4,900

3 道路調査設計 8,800

歩道改築整備 32,200

41,000

合計 239,800 100,200

小　　　　　計

合　　　　　計

340,000

番号 事　業　名

健康公園通
歩道改築事業

工　　　　　種

小　　　　　計

合　　　　　計

小　　　　　計

合　　　　　計

整　　備　　方　　針
事業別及び概算事業費

留真の里
交流施設
整備事業

産業交流施設
整備事業

浦幌町の天然資源である「温
泉」「森林」によるセラピー効果
を最大限に利用し、一般町
民、特に高齢者や傷病者の健
康を維持・回復する施設を整
備する。
交流センターでは、普段交流
の無い地域の町民との交流を
図り、交流広場や森林散策
路・親水広場では、自然と触
れ合うことにより適度な運動も
行なえるような施設整備を目
指す。

浦幌町の地理的特異性を利
用して、情報発信基地として整
備する。
この交流ｾﾝﾀｰでは、農業・水
産業・林業・商工業の枠を越え
て、町民が交流し、浦幌町の
有形・無形の地場産品をＰＲす
ることにより、地域の活性化を
目指すことを目的とする。

福祉施設が隣接し、健康公園
へと通じる町道で、高齢者が
健康維持の為に散歩する姿が
よく見られるが、歩道において
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰが考慮されていない
構造となっている。
これを解消し、安全で安心して
通行できる施設へ改善する。

211,000

88,000

41,000



年　度　別　事　業　費　内　訳

基幹 提案 計 基幹 提案 計 基幹 提案 計 基幹 提案 計 基幹 提案 計

留真の里交流施設 8,300,000 13,300,000 21,600,000 63,000,000 82,000,000 145,000,000 14,100,000 0 14,100,000 30,300,000 0 30,300,000 115,700,000 95,300,000 211,000,000

事業内容
交流広場
交流施設
調査設計

温浴施設
調査設計

既存建造物解体
交流施設建設

温浴施設建設
上下水道整備

連絡路
駐車場整備

交流広場
連絡路整備
案内サイン

産業交流施設 3,900,000 2,200,000 6,100,000 0 0 0 75,500,000 2,700,000 78,200,000 3,700,000 0 3,700,000 83,100,000 4,900,000 88,000,000

事業内容
交流広場
交流施設
調査設計

交流施設
調査設計

既存建造物解体

交流施設建設
駐車場整備

交流施設建設 広場整備

健康公園通 8,800,000 0 8,800,000 0 0 0 11,700,000 0 11,700,000 20,500,000 0 20,500,000 41,000,000 0 41,000,000

事業内容
調査設計
L=550m

歩道整備
L=200m

歩道整備
L=350m

合計 21,000,000 15,500,000 36,500,000 63,000,000 82,000,000 145,000,000 101,300,000 2,700,000 104,000,000 54,500,000 0 54,500,000 239,800,000 100,200,000 340,000,000

239,800,000 70.5%

100,200,000 29.5%

340,000,000 100.0%

340,000,000 × 4/5 ＝ 272,000,000

10/9 × 239,800,000 ＝ 266,444,000

266,444,000 × 1/2 ＝ 133,222,000

133,222,000 / 340,000,000 ＝ 39.1%

H22H21H20

項　　　目

合計

基幹事業費　（A）

国　　費　　率

交　　付　　金

α2 限度額(10/9×A)

α1 限度額(A+B)×4/5

合　　　　　　計

提案事業費　(B)

H19



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 815 ha

平成 19 年度　～ 平成 22 年度 平成 19 年度　～ 平成 年度

目標
大目標 ： 豊かな自然の中で心をふれあわせ、健康で活力にあふれた、誰もが暮らしやすいまちづくり

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

17年度 21年度

人

17年度 21年度

％

17年度 21年度

目標値

・平成１５年に策定された「都市計画マスタープラン」でも位置付けられているが、｢自然」「街」｢人」をキーワードに、①自然を大切にしそこでしか得られない安らぎの空間を創造する。　②誰もが使いやすい街並みを形成し、町民が安心・安全に生活できる
施設を整備する。　③地域間の連携を密にし、｢人」が交流することにより浦幌の特性を活かした新たな産業を創造し町の活性化を図る。　これらを基本理念に、「自然にやさしく、健康で住みよい浦幌町」を目指す。

25,000

町内の各種事業者、及び本町を経由する際に立ち寄った人の数
により異業種間の交流実態及び町外者との交流による町のＰＲ効
果を表すもの。

留真の里交流施設活用者数

従前値

12,000

18,000施設を利用した人の延べ数

施設を利用した人の延べ数

60近隣住民・福祉施設入居者の満足度 30

0

都道府県名 　　浦　　　幌北海道

目標１　：　天然資源を活用し、身体的・精神的健康を目指した安らぎの空間の創出を図り、健康で活力にあふれたまちづくり。

十勝郡浦幌町

22計画期間 交付期間

目標２　：　各種産業団体間の交流を促進し、新たな付加価値を求めるなど地場産業の振興と地域の活性化を目指す。

・自然と共生したやすらぎ空間の確保及び、それらを核とした新たな産業の創造

・高齢者も安心してくらせる基幹施設の整備

・このような中、本町ではこれまで、総合的なまちづくりの指針となる計画を昭和３８年の「総合８ヵ年計画」をスタートに、４８年「第２期総合計画」、５１年「総合振興計画」、６１年「まちづくり計画」と名称を変えながらも策定し、継続的な振興を図ってきた。
特に６１年の「まちづくり計画」では、期間を１５カ年とし、「住みよい希望のもてる豊かなまちづくり」をメインテーマに、保健福祉、生活環境、産業基盤など幅広い分野において、ハード面を中心にまちづくりが行われた。その後、平成１３年に策定した「浦幌
町第２期まちづくり計画」では、期間を２２年度までの１０カ年と定め、まちづくりのテーマを「ともに実践し、夢と希望のもてるまちづくり」とし、５つの基本目標を立て、そのひとつに「たくましい産業を確立するまちづくり」の中、観光の振興策としては、留真温
泉の整備を核とした体験型・滞在型観光の推進とともに、四季を通じて楽しめる観光開発、地場産品を活用した特産品の開発・ＰＲなどが重要な課題として捕らえており、町民で構成する「留真温泉ボランティア」や「地域産業研究ネットワーク会議」など官
民協働のまちづくりに対する機運が盛り上がっている。

・地場資源の活用や産業の活性化による流出人口の抑制

人口減少と少子高齢化が急速に進む時代において、町民一人ひとりが安心、安全をモットーに生涯を通じて生きがいをもち、豊かさを実感できる生活環境の確保と併せてそれを支える経済活力の確保には、町内の分散した異業種の優れた資源が有機
的に結びつき、付加価値を生み出すシステムとそれを積極的に情報発信できるシステムの構築が喫緊の課題である。

目標３　：　福祉施設周辺道路の整備改善により高齢者及び歩行者の安全な交通を確保し、快適性の向上を図り、誰もが安心して暮らしやすいまちづくり。

・浦幌町は、十勝圏と釧路圏の中間に位置し、本町を経由する国道３８号は、人や物流の主要路線として位置付けられており、地域間の交流拠点として非常に有効な地理的条件を有している。

・産業については、農・林・漁業の他、古くは炭鉱で栄えた歴史をもっているが、経済状況の悪化などにより中心都市へ人口が流出しており、市街地の空洞化は急速に進んでいる。

・人口の減少に加え近年の少子高齢化により、高齢者比率（総人口に占める６５歳以上人口の比率）は２９．２％を越えており、近い将来、町民のおよそ３人にひとりは６５歳以上のお年寄りとなることが想定されている。

定　　義

道路環境の満足度

道路の整備に伴い、近隣住民・福祉施設入居者が歩行者空間の
安全性・快適性について半数以上が満足することを目指す。

指　　標 目標と指標及び目標値の関連性

天然資源である「温泉」「森林」に触れ、身体的・精神的健康に効
果をもたらされる人の数を表すもの。

産業交流施設活用者数



計画区域の整備方針 方針に合致する主要な事業

その他

○産業交流施設
　　・施設整備後は、国土交通省が認定する「道の駅」に申請登録を行い、町内の民間人で構成する「地域産業研究ネットワーク会議」を中心とした団体の活動拠点とするとともに、町内外への情報発信と地域間交流を誘導します。

地域生活基盤施設（基幹事業/連絡通路・交流広場・案内サイン）
高次都市施設（基幹事業/交流ｾﾝﾀｰ）
地域創造支援事業（提案事業/温浴施設）

高次都市施設（基幹・提案事業/交流ｾﾝﾀｰ）

本町の貴重な資源の一つである「温泉」「森林」を核とし、町民が自然の中で交流することにより身体的・精神的健康への意識を啓蒙すると共に、高齢者との関わりを持つことによ
り、誰もが暮らしやすいまちづくりを目指す。

農業・漁業・その他の産業が交流する場を設け相互理解を図り、また他町村への情報発信基地としての役割も担うことにより、本町の町の様子をＰＲし地域の活性化を目指す。

　　※これらの事業を通じて、世代間や地域間交流を促進し、目標の達成を図ります。

道路（基幹事業/歩道改築）基幹道路の整備改善により高齢者及び歩行者の安全な交通を確保し、快適性の向上を図る。

○留真の里交流施設
　　１．事業の計画
　　　・世代間交流事業（炭鉱を抱えていた地区であり、語り部として地元の高齢者等を講師として招き、世代を超えた交流を促す）
　　　・バスの運行により、「留真の里」を町内各地域の人のたまり場・交流の場とする取組み
　　　・十勝森づくりセンターとのタイアップによる事業（隣接する「留真の森散策路」を活用した地域の人たちとの交流事業）
　　　・「留真温泉ボランティア」とのタイアップによる事業

事業終了後におけるまちづくりの展開



【記入要領】

・「定義」欄は、指標の数値等がどのように算出されるのかがわかるように記入すること。

・「目標と指標及び目標値の関連性」欄は、指標が目標を如何に説明しているか、設定した目標値が目標を達成することを如何に説明しているか、について簡潔に記入するこ
と。

・「将来ビジョン（中長期）」欄は、地方自治法に基づく総合計画、都市計画法に基づく都市計画に関する基本的な方針等、既存の計画等における計画区域の概ね５年以上先
の将来ビジョンについて、その内容を簡潔に記入すること。

水色の部分は計画作成者において記入すべき部分を表す。記入漏れのないよう留意すること。

・「市町村名」、「地区名」にはふりがなを付すこと。

・「計画期間」欄には、都市再生整備計画の期間を記入し、「交付期間」欄には交付金の交付を受ける期間（概ね３～５年）を記入すること。

・「目標」欄は、交付期間内に達成すべき本計画の目標を簡潔に記入すること。

・「目標年度」欄は、原則として都市再生整備計画の交付期間終了年度を記入することとするが、指標の基となる調査等の調査年度の関係でこれによりがたい場合はこの限
りではない。

・「従前値」欄は、設定した指標の基準年度における実績値を記入すること。

・「まちづくりの経緯及び現況」欄は、計画区域のおかれている現況や特徴、これまでのまちづくりの取り組みがわかるよう、簡潔に記入すること。

・「計画区域の整備方針」欄は、目標を達成するために具体的に何をするのかを簡潔に箇条書きするとともに、欄の右にある「方針に合致する主要な事業」欄に、本計画に位
置付けられている事業のうち当該整備方針に合致する主要な事業の事業名を記入すること。

・「基準年度」欄は、指標の従前値を算出した基準となる年度を記入すること。ただし、基準年度は都市再生整備計画に位置付けられている交付対象事業が交付金をうけて
着手される時点より前とする。

・「目標値」欄は、設定した指標の目標年度における目標値を記入すること。

・「課題」欄は、計画区域のまちづくりの経緯及び現況を踏まえ、現段階で何が課題なのかを簡潔に記入すること。

・「指標」欄は、原則として、数値で表現できるものを記入すること。



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（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 うち民負担分 事業費

道路 浦幌町 直 550m 19 22 19 22 41 41 41 0 41

公園

下水道

河川

共同駐車場

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 浦幌町 直 A=11,750㎡ 19 22 19 22 49 49 49 0 49

浦幌町 直 A=3,850㎡ 19 22 19 22 20 20 20 0 20

浦幌町 直 4基 19 22 19 22 2 2 2 2

高質空間形成施設 －

高次都市施設 浦幌町 直 A=237.47㎡ 19 20 19 20 160 65 65 0 65

浦幌町 直 A=212.76㎡ 19 21 19 21 68 63 63 0 63

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

都心共同住宅供給事業

街なみ環境整備事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

住宅地区改良事業等

土地区画整理事業

市街地再開発事業

防災街区整備事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

合計 340 240 240 0 240 …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 うち民負担分 事業費
浦幌町 直 A=280.26㎡ 19 20 19 20 149 84 84 0 84

浦幌町 直 A=12.96㎡ 19 21 19 21 66 3 3 0 3

浦幌町 直 １式 19 19 19 19 13 13 13 13

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 228 100 100 0 100 …B
合計(A+B) 340

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
浦幌町 国土交通省 1,282m ○ 13 19 329

浦幌町 国土交通省 420m ○ 18 21 110

合計 439

国費率 0.391133

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
規模直／間

交付対象事業費 340 交付限度額

留真の里交流施設

－

留真の里交流広場整備

－

健康公園通

産業交流広場整備

所管省庁名

北栄北２丁目通

事業箇所名

事業
（参考）事業期間

細項目
交付期間内事業期間

規模事業主体 直／間

全体事業費

留真の里交流施設

まちづくり活
動推進事業

事業
細項目

住宅市街地
総合整備
事業

産業交流施設

案内サイン

事業主体事業箇所名

浦幌地区

浦幌地区

浦幌地区

産業交流施設

既存施設解体事業

事業箇所名

事業期間（いずれかに○）

材木通

事業

地域創造
支援事業

－

－

規模事業主体

－

－事業活用調
査

地方道路整備　臨時交付金事業

地方道路整備　臨時交付金事業



【記入要領】

［全事業共通］

［交付対象事業］

［提案事業］

［関連事業］

・「細項目」欄は、事業の内容を明確に表す語句を記入すること。

同一事業で複数の事業箇所がある場合（地区内に道路事業が複数路線ある場合等）は、適宜行を追加すること（２枚にまたがっても構わない。）。ただし、地域生活基盤施設、高質空間
形成施設、高次都市施設については、それぞれ１行にまとめること。

・「直／間」欄は、事業主体が市町村の場合は“直”を、事業主体が都市再生特別措置法第46条第３項に定める特定非営利活動法人等である事業等の場合は“間”を記入すること。（これ
らのいずれにも該当しない場合は、その事業を交付対象事業として位置付けることはできない。）

・「事業箇所名」欄は、例えば道路なら路線名、土地区画整理事業なら地区名など、事業にふさわしい箇所名を記入すること。「－」が記載されている欄は記入の必要はない。

・「交付対象事業費」欄は、官負担分の額（ただし、間接交付の場合はまちづくり交付金交付要綱別表の「間接交付の場合の事業に要する額」に従い算出した額）を記入すること。

・「（いずれかに○）」欄の「直轄」とは国が事業主体である事業、「補助」とは事業主体に関わらず国の負担又は補助を得て実施する事業、「地方単独」とは地方公共団体が事業主体であ
り国の負担又は補助を得ずに実施する事業（都道府県の負担又は補助を得て実施する市町村事業を含む。）、「民間」とは、地方公共団体以外が事業主体であり国の負担又は補助を得
ずに実施する事業（地方公共団体の負担又は補助を得て実施する民間事業を含む。）である。

・「交付期間内事業費」は、全体事業費のうち本計画の交付期間内において要する額を、「うち官負担分」欄は、市町村負担分（他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て
実施すると仮定した場合の国の負担又は補助を含む。）を、「うち民負担分」は、市町村の支援を受ける事業主体の負担分を記入すること。

水色のセルは計画作成者において記入すべき部分を表し、灰色のセルは関数により自動計算される部分を表す。水色のセルは記入漏れがないよう留意するとともに、灰色のセルには手
を加えないこと。

・「全体事業費」欄は、基幹事業においては当該事業が他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施すると仮定した場合に国庫補助等の対象となる部分の事業費を、
提案事業及び関連事業においては当該事業に要する総事業費を記入すること。

・「交付期間内事業期間」欄は、「事業期間」のうち交付期間内において実際に交付金の交付を受けようとする期間を記入すること。

・「事業主体」欄は、事業の施行者名を記入すること（間接補助の場合は市町村名ではなく、「○○組合」等実際の事業施行者名を記入）。

・「規模」欄は、例えば道路なら延長、土地区画整理事業なら面積など、事業にふさわしい単位で記入すること。

・「事業期間」欄は、交付対象事業においては交付期間外を含め、事業の開始から完了までの全体の事業期間を記入すること。



都市再生整備計画の区域

　浦　幌　地　区　（北海道　十勝郡　浦幌町） 面積 815 ha 区域 　浦幌町字北町の一部　～　浦幌町字留真の一部



1.天然資源を活用し、身体的・精神的健康を目指した安らぎの空間を創出を図り、健康で活力にあふれたまちづくり。 施設利用人数 （人/年） 18,000 （Ｈ１７年度） → 25,000 （Ｈ２１年度）
2.各種産業団体間の交流を促進し、新たな付加価値を求めて地域の活性化を目指す。 施設利用人数 （人/年） 0 （Ｈ１７年度） → 12,000 （Ｈ２１年度）
3.福祉施設周辺道路の整備改善により、高齢者及び歩行者の安全な交通を確保し、快適性の向上を図り、誰もが安心して暮らしやすいまちづくり。 アンケートによる満足度調査 （　％　） 30 （Ｈ１７年度） → 60 （Ｈ２１年度）

　浦　幌　地　区　（北海道　十勝郡　浦幌町）　整備方針概要図

目標
代表的
な指標



　浦　幌　地　区　（北海道　十勝郡　浦幌町）　現況図


