
都市再生整備計画（第３回変更）

深川駅北地区

北海道　深川市

平成２２年３月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

都道府県名 北海道 市町村名 深川市 地区名 深川駅北地区 面積 8.3 ha

計画期間 平成 18 年度　～ 平成 22 年度 交付期間 平成 18 年度　～ 平成 22 年度

目標
あんしん生活都市（まち）づくりによる良好な住宅環境の向上

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

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値
単　位 基準年度 目標年度

人口定着 人 計画区域内の増加人口 良好な住宅地整備を図ることによって、人口の増加を目指す。 105 平成１７年度 136 平成２２年度

緊急車両等の通行困難延長 ｍ 道路整備を図ることによって、緊急車両等通行困難道路延長の減少を目指す。 330 平成１７年度 0 平成２２年度

街路植樹帯への植花の住民参加数 人 住民のまちづくり活動により、生活環境の向上を目指す。 0 平成１７年度 20 平成２２年度

 　
    本地区は、ＪＲ深川駅の北側に位置し、古くから住宅地及び鉄道輸送を利用した工業用地として発展してきた地区である。本地区は、自由通路を含みＪＲ深川駅に隣接し、深川市の主要地区間を結ぶ国道２３３号、市道３．４．１１山一線に接するなど
交通利便性に優れた環境にある。また、地区の中心部を横断する都市公園大正緑道、北側には、水田が広がるなど、自然環境にも恵まれた地区である。
　　近年の鉄道貨物の縮小に伴う工場閉鎖により空地が目立ち、また昭和２０年代の駅を中心とした急速な市街化により形成された住宅地であるため、区域内のほとんどが狭小な私道であり冬期間の除雪、緊急車両の通行にも支障をきたす状況である
。曲がりくねった私道のため、市街地中心部であるにも関わらず、公共下水道未整備箇所もあり、早急な都市基盤整備が望まれている。このため、道路、下水道等の公共施設を整備し、中心市街地にふさわしい良好な住宅環境の整備を図るため平成１
６年度から土地区画整理事業に着手している。

・本地区は、私道に依存し公共下水道も未整備で、良好な住宅地とは言えない状況である。また、近年は、空地が目立つ等、地区内人口の減少が見られることから、住宅環境を向上させ、人口の定着を図る必要がある。
・本地区は、河川及び農業用水による行き止まりや、道路の整備の遅れ、災害時における防災活動、緊急車両の通行にも支障をきたすため、交通環境整備が必要である。

①第４次深川市総合計画
 当地区は、『地域の特性に応じて、公共及び民間の適正な役割分担の中で、駅北地区及びＪＲ深川駅周辺の整備や未利用地の宅地化などの促進をする。』と記されている。
②深川市都市計画マスタープラン
 中心市街地再生プロジェクト、賑わいのある「まちなか」の創出として『鉄道駅、毎日利用するお店、公共施設が近いなど、「まちなか」ならではのメリットを十分いかした住宅地をつくります。またＪＲ深川駅北側は、木工場や流通業務施設の移転により未
利用地となっている土地があるため、土地区画整理事業等面的整備手法の導入により、中心市街地に近接した良好な居住環境の創出を図ります。』と位置づけられている。
③深川市緑の基本計画
緑化重点地区における、緑づくりの方針　『駅周辺空間の整備：ＪＲ深川駅や駅北につながる自由通路など駅周辺空間を花や緑で飾り、うるおいのあるシンボル空間とします。』と位置づけられている。

当地区内の緊急車両等の通行困難な幅員５ｍ以下の道路
延長

当地区のメイン街路である駅北本通に整備する植樹帯へ
の植花の住民参加数



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針 方針に合致する主要な事業

・

その他

・【居住環境の向上】
居住環境の向上を図るため、街路事業、公共下水道事業及び土地区画整理事業により良好な宅地を造成及び水道施設を敷設するとともに、災害に強
い街並みを形成するため、計画的な道路整備を行う。また、区域内に存在する大正緑道は、引き続き有効に活用する。

土地区画整理事業【基幹事業】　区画道路
土地区画整理事業【提案事業】　宅地造成
水道施設整備事業【提案事業】　
駐輪場整備事業【提案事業】
公共下水道事業、街路事業、道営住宅【関連事業】

・【住民参加によるまちづくり】
従来からの住民と、整備した宅地へ居住する住民に対する、一体感のスムーズな醸成や、コミュニティの強化を図るため、住民参加によるまちづくりを進
める。この一環として、区域内の主要道路である「駅北本通線」の植樹帯に植花を行う。

植樹帯への植花事業【提案事業】　植樹帯への植花
土地区画整理事業【関連事業】

深川市は緑の基本計画を策定しており、その中で人と環境にやさしいみちづくり、緑づくりプロジェクトの緑化重点地区として、土地区画整理事業で整備する市道３．４．１４駅北本通線が含まれており、住民参加により当該地区の主要道路を花で彩り、景
観に配慮したみちづくり、緑づくりを実施する。

施設の維持管理、清掃等への住民の参加
事業終了後においても美化運動の一環として、住民により、区画道路、街路等清掃などを実施する。



交付対象事業等一覧表（変更後）

交付対象事業費 375 交付限度額 150.0 国費率 0.4
（金額の単位は百万円）

基幹事業

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 （参考）全体 交付期間内 交付対象

細項目 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

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 駐輪場整備事業 深川駅北地区 深川市 直 0.2ha 1 1 1 1

高質空間形成施設 － －

高次都市施設 － －

既存建造物活用事業

土地区画整理事業 深川駅北地区 深川市 直 8.3ha 322 322 322 322

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 323 323 323 0 323

提案事業

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 （参考）全体 交付期間内 交付対象

細項目 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

土地区画整理事業 深川駅北地区 深川市 直 2.0ha 42 42 42 42

水道施設整備事業 深川駅北地区 深川市 直 1.0ha 9 9 9 9

－ －

－ －

植樹帯への植花事業 深川駅北地区 深川市 直 － 1 1 1 1

－ －

合計 52 52 52 0 52

375

（参考）関連事業

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
直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

土地区画整理事業（特会） 深川駅北地区 深川市 国土交通省 8.3ha ○ 690

道営住宅 深川駅北地区 深川市 0.8ha ○ 1,000

合計 1,690

平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成20年度

平成16年度 平成23年度 平成18年度 平成22年度

住宅市街地
総合整備
事業

地域創造
支援事業

平成18年度 平成22年度 平成18年度 平成22年度

平成19年度 平成22年度 平成19年度 平成22年度

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

平成20年度 平成22年度 平成20年度 平成22年度

合計(A+B)

平成16年度 平成23年度

平成19年度 平成21年度



人口定着 （　人　） 105 （平成17年度） → 136 （平成22年度）

緊急車輌の通行困難延長 （　ｍ　） 330 （平成17年度） → 0 （平成22年度）
街路植樹帯への植花の住民参加数 （　人　） 0 （平成17年度） → 20 （平成22年度）

　深川駅北地区（北海道深川市）　整備方針概要図

目標 あんしん生活都市（まち）づくりによる良好な住環境の向上
代表的な

指標

○関連事業
　街路事業（740ｍ）
　土地区画整理事業（8.3ha）
　公共下水道事業（8.3ha）
　公営住宅建設事業（1.0ha）

■
　
□
　
○

基幹事業

提案事業

関連事業

凡　　　例

■基幹事業
　土地区画整理事業
　 　区画道路

■基幹事業
　地域生活基盤事業
　 　駐輪場整備事業

□提案事業
　まちづくり活動推進事業
　 　植樹帯への植花

□提案事業
　地域創造支援事業
　 　宅地造成事業

□提案事業
　地域創造支援事業
　 　水道施設事業

■基幹事業
　土地区画整理事業
　 　区画道路
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