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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 47.4 ha

平成 25 年度　～ 平成 29 年度 平成 25 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体のリノベーション方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るためのリノベーション方針）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 石川県 羽咋市 羽咋中心拠点地区（地方都市リノベーション事業）

計画期間 交付期間 29

羽咋市の顔、賑わい拠点と安心居住でまちなか再生
目標1:羽咋市の顔としての機能強化、利用促進
目標2:都市機能更新・再生の起爆剤となるリノベーション事業
目標3:居住環境の改善による計画区域人口の維持

　羽咋市は、日本海に突出する能登半島の入口（東西南北の交通結節点）に位置し、東西及び南北ともに約11km、面積81.96k㎡のコンパクトな都市である。そのなかでもJR羽咋駅を起点とする中心市街地は、羽咋市第5次総合計画（2011～2020）で「羽
咋市の『顔』となる拠点」と位置づけられ、古くから商工業・居住・行政等といった都市機能が集中する市民生活の拠点区域となっている。一方、郊外部は既存工業団地での働く場の形成のほか、平成23年の世界農業遺産認証を契機に自然との共生（44
年ぶりに朱鷺が飛来）のための環境保全型農業に取り組む稲作地帯や、能登一ノ宮気多大社や北陸随一の五重塔を誇る妙成寺などの歴史と文化が色濃く残る観光交流及び学びや継承の拠点を形成するなど、都市部の機能と役割分担をして魅力向上
に努めている。
　このような中で、進行する少子高齢化への対応や停滞が続く地域産業の活性化、安全で安心なまちづくりなどが喫緊の課題となっており、特に、中心市街地を主に形成する羽咋地区の人口は平成2年から平成22年の20年間で20.5％減少するなど、求
心力は急激に低下している状況にある。このため、中心市街地を中心に学校等の主要公共施設の再整備や耐震化、バリアフリー化等を進めるほか、道路等の整備、改修にも取り組んでいる。また、コミュニティバスの活用によるJR羽咋駅を中心とした交
通ネットワーク網の整備のほか、住まいづくり・住宅リフォームや子育て・新婚世帯家賃への助成といったソフト事業に併せ、中心市街地への転入者の増加や若者の定住を促進するため、雇用促進住宅の買い取りや羽咋駅東区域において市有地を活用
した宅地造成事業に着手するなど、都市機能の再編・強化を図り、定住人口を確保していくための取り組みを行っている。
　こうした取組の中で、公的不動産の活用方針については、魅力ある都市空間や快適で安心して暮らせる生活環境を創出していくため、新たな居住環境の整備をはじめ、施設や地域資源、空地・空き家など既存ストックの有効活用により、都市機能の再
編・強化を目指す。
　これらを背景に、公共公益機能施設が集積する人口集中エリアを「羽咋中心拠点地区」とし、当該地区内にある遊休公的不動産として、平成25年4月に閉鎖した県農林事務所と保健所跡地に隣接する繊維工場跡地を一体的に活用し、アウトドア用品
メーカーとして知られる㈱モンベルの製造工場の誘致を図っているほか、住宅密集地に位置する市土地開発公社保有の文化劇場跡地を活用した防災公園の整備を進めるなど公的不動産の有効活用に取り組んでいる。ただし、都市機能集約化に伴い発
生する郊外部の跡地利用については、主に地域コミュニティが活用する生涯学習機能や高齢者介護、学童保育施設として活用し、外部からの集客を伴わない地域密着型の施設整備を進め、都市機能の拡散につながらないよう努める。
　今回、教育・防災・交流拠点としてのリノベーション推進施設及び、地域防災計画に基づき避難所として指定されている羽咋中学校体育施設の整備充実を核に、安心して暮らすことができ、人が行き交い、学びと語らいが生まれる居住環境の構築を進め
る。同時に、周辺道路等を一体的に整備することで、都市施設の維持向上により活性化を図っていく。
　このように、人・もの・情報が集積する当該地区において、住民生活の核となる施設の整備や未利用地・既存の公的施設の活用、アクセス環境や回遊性の向上といった一体的な拠点の創造により、当市が目指す「市民が安心して暮らせる活力あるまち
づくり」の実現が期待できる。

○まちづくりの経緯
・中心市街地の活力づくりの一環として、民間主導による「ＵＦＯによるまちおこし」や「御稜山の水まつり」開催、羽咋の由来を巡る「七塚の歴史探訪」、「しゃべる石造」配置などといった小規模ながらも羽咋市の独自色を出した駅前の魅力づくりに取り組ん
できている。
・行政としても、中心市街地起業家支援事業や地域商品券発行支援事業、さらには駅前商店街における一部の車道拡幅と近代化を実施（市道羽咋117号線改良事業等）したが、商店街の後継者不足や郊外での大型商業施設の進出などが起因し、定住
促進の拡大や地域活性化への抜本的な解決策につながっていない。
・ＪＲ七尾線羽咋駅においては、平成3年から大阪・名古屋方面への特急「サンダーバード」や「しらさぎ」の停車が実現し、交流人口拡大に大きく寄与した。この特急の停車を契機に、本市の重要な観光資源でもある車が走れる砂浜「千里浜海岸」や、能登
一ノ宮「気多大社」、北陸随一の五重塔を誇る「妙成寺」などの観光地へのアクセス向上につながった。(※県都金沢市に次ぐ国指定重要文化財を保有）
・昭和47年に国立能登青少年交流の家を誘致しており、現在、年間13万人以上が県外からの修学旅行やスポーツ合宿などに利用され、市内の体育施設が活用されている。
・バレーボールや剣道大会といった各種スポーツ大会などの開催が盛んであり、県大会会場として市内の屋内体育施設が積極的に活用されている。
○まちづくりの現況
・羽咋中心拠点地区には、ＪＲ七尾線羽咋駅が立地し、かつては駅前の大型商業施設を中心に中能登エリアの玄関口としての機能を果たしてきたが、当該施設が平成14年2月に閉鎖した後は交流人口が激減し、抜本的な駅周辺の再開発を望む声が多
数出ている。
・昭和33年市政施行以前からの人口集中エリアであり、昔ながらの風情漂う駅前商店街やその背後の住宅地には、神社仏閣など歴史ある建造物や緑豊かな空間が存在するものの、道路空間は狭隘であり、すれ違いが困難な道路が多く、積雪時や緊
急時の車両の走行に苦慮しているのが現状であり、細街路の整備が望まれている。
・駅前から伸びる都市計画道路沿線においては、市役所をはじめ官公署施設や中学校、小学校、市民体育館などの教育施設が集中的に立地し、居住適地にもかかわらず、市内の中でも高齢化率が高く、人口も激減傾向にあり、歯止めがかからない状
況となっている。
・郊外に点在していた保育所や小中学校の統廃合を進め、中心市街地を中心に老朽化した学校施設の耐震化・再整備を進めるほか、道路等の整備、改修にも取り組んでいる。また、コミュニティバスの活用によるJR羽咋駅を中心とした交通ネットワーク
網の整備のほか、住まいづくり・住宅リフォームや子育て・新婚世帯家賃への助成といったソフト事業に併せ、中心市街地への転入者の増加や若者の定住を促進するため、雇用促進住宅の買い取りや羽咋駅東区域において市有地を活用した宅地造成
事業に着手するなど、教育・住環境の再編・強化に取り組んでいる。

・羽咋市の「顔」としての都市機能の再編・強化のため、ＪＲ七尾線羽咋駅周辺の施設を充実させ、市民生活の利便性向上を図るとともに、2015年春の北陸新幹線開業も見据え、観光客へのサービス向上を図る必要がある。
・羽咋中心拠点地区内の狭隘な道路事情を解消し都市機能を強化していくため、周辺道路を整備し、緊急時や積雪時等による走行路の確保および回遊性の向上を図る必要がある。
・当該地区への定住促進を図るため、老朽化した公的不動産の建て替えを実施し、大規模災害時の避難施設としての機能充実を図るとともに、各種スポーツ大会を通じて一層の交流人口拡大を進め地域の活性化につながるよう、スポーツやレクリエー
ションなど面的、多目的利用が可能な施設の充実が必要である。

　第５次羽咋市総合計画（2011～2020）において、羽咋中心拠点地区は、ＪＲ七尾線羽咋駅を中心に、人・もの・情報が集積するエリアであり、羽咋市の「顔」となる拠点として位置づけられている。
　また、羽咋市都市計画マスタープランの地域別の方針でも、「羽咋市の顔として、賑わいと魅力にあふれ、安心で快適な中心市街地の創造」を将来目標と設定し、都市再生や道路交通ネットワークの構築による利便性向上、公共公益機能の向上による
住民の暮らしを守る拠点の形成を図ることが示されている。



リノベーション事業計画
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な地方都市リノベーション推進施設及び生活拠点施設の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するために必要な交付対象事業

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 H25 H29

人/年 H25 H29

人/年 H25 H29

・当市の「顔」と位置づけている羽咋中心拠点地区においては、市役所をはじめとした官公署、小中学校や市民体育館等、多数の公共公益機能等の既存ストックの有効活用を促し維持向上させることにより、さまざまな機能が集積された利便性の高い快
適な居住空間を形成し「はくい再生」を図る。そのなかでも、羽咋中学校体育施設や市民体育施設は、学習の場に加え市民の交流の場としての機能も備えた拠点として、市が取り組んでいる保育所や小中学校の統廃合や、定住を促進するための市有地
を活用した宅地造成などと一体となって、都市機能の再編・強化を図り、定住人口の確保を図る。
・ＪＲ七尾線羽咋駅を中心としたコミュニティバスの交通ネットワークを軸として、市内のスポーツ・レクリエーション環境の集約・拡充整備により、市民や来訪者の交通アクセス性や回遊性を高め、郊外部さらには都市間の連携を強化することで、交流人口
の拡大と賑わいの創出を図る。
・郊外部は、観光資源を活かした観光交流都市機能の充実と地域コミュニティによる学び・継承の拠点、並びに農村部や既存工業団地における生産活動の拠点と位置づけ、市全体の活性化に寄与していくこととする。

　市では、昭和60年の邑知・余喜中学校の統合を皮切りに、郊外に点在していた保育所や小中学校の統廃合を進め、適正な学校配置と中心市街地を中心とした再整備に取り組んでいる。
　そのなかでも、公共教育施設及び、地域防災計画に基づき避難所として指定されている「羽咋中学校」を羽咋中心拠点地区に再整備することで、教育環境の充実をはじめ、当該地区に不足している防災拠点としての機能を強化し、市の中心市街地への
定住促進の取組と一体となって、都市機能の再生につながるものと期待される。
　教育環境の充実においては、これまで剣道・柔道・弓道といった部活動は、ＤＩＤエリア外に分散している市の武道施設（市民が利用）を借用していたが、「羽咋中学校体育施設」の整備により、武道施設の機能が当該地区に導入され、生徒の部活動環境
の改善はもとより、市民の利用を可能にすることで、教育環境の充実とともに当該地区の魅力向上につなげる。
　このほか、本体育施設の整備により羽咋市の体育スポーツ活動機能の向上を図り、隣接する市民体育館や羽咋小学校体育館、旧羽咋高校体育館との一体的な活用及び、当市に所在する国立能登青少年交流の家とのより一層の相互連携により、こ
れまで以上にバレーボールや剣道大会などの各種スポーツ大会の開催を誘致・推進し、口能登エリアのスポーツ活動拠点エリアとして羽咋市の位置づけを確立する。
　さらに、本体育施設内にランニングロードを整備するとともに、夜間や休日には、総合型スポーツクラブであるNPO法人「バモスはくい」と協働して、市民に開かれた交流の場を創出することにより、各種スポーツ大会の開催と合わせて市内外にわたる交
流の活性化に寄与するものと期待される。
　
教育、防災、交流の拠点整備
　【教育】
　太陽光発電や地熱利用型空調設備、井水・雨水などの持続再生可能エネルギーを積極的に取り入れ、低炭素化に取り組むとともに、エネルギーの見える化を図り、子供たちの環境学習の場として、さらには市民の低炭素化への取り組みを促す施設と
しての役割も担うものとする。
　※平成２５年６月１１日に、第三者機関による建築環境総合性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）において、全国の中学校施設としては２例目となるランクＳ（実施設計段階）を認証している。（持続再生可能エネルギーの積極的導入のほか、仕上げを少なくし
将来の改修や設備更新を行いやすくすることで建物のライフサイクルの効率化を図ったことや室内環境や設備システムの効率化を図ったことなども高く評価された）
　【防災】
　太陽光発電の直接利用、自家発電装置、プール水の飲料化装置に加え備蓄倉庫を設置することで、当該地区に不足している災害時避難所機能を高めることとしている。また、近隣に誘致が進められているアウトドア用品製造工場（㈱モンベル）が同時
期（Ｈ27.1稼動予定）に整備されるため、当企業と連携を図ることにより、有事の「衣」「住」の確保が可能となり、さらに、本体育施設、隣接する市民体育館、羽咋小学校体育館は地域防災計画で避難所施設と定められており、地域の一避難所の役割だけ
でなく、本体育施設を当市の一体的な防災拠点としての機能向上が図られるものと考えている。
　【交流】
　本体育施設の整備とあわせて、総合地域型スポーツクラブの活動拠点となるスポーツ施設整備を一体的に行うことにより、市民の交流の場の整備充実を図る。
　平成２５年５月、総合型地域スポーツクラブ「バモスはくい」がNPO法人となり、参加クラブ数（５６団体）、会員数（８００人）ともに増加しており、これら活動の拠点施設になるとの期待も非常に大きい。市内外にわたる広域的な交流の活性化にもつながり、
幅広い種目の大会やスポーツ合宿の誘致による交流人口の拡大を図っていく。また、郊外に位置する国立能登青少年交流の家や休暇村能登千里浜といった大規模宿泊施設との連携により、口能登エリアの教育・文化活動の拠点としての位置づけが確
立されるものと考える。
　
　このように、市の中心市街地への定住促進の取組と一体となって、都市機能の再生を図るほか、ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）でのランクＳの認証取得や学習、地域交流面で先進的に取り組むことにより、全国におけるモデル地域として
他の同様な教育施設整備の先進事例となり得る。また当施設への視察や研修の受け入れによって、全国への波及効果が期待できるものと考えており、また当市にとっても訪問客が増え地域の賑わい創出に寄与することができると考えている。

・道路　　　　　　　　リノベーション施設へのアクセスを容易にするための道路整備
・高質空間形成　　施設整備（おもてなしトイレ）
・地域生活基盤　　魅力あるまちづくりを推進するためのもてなし空間整備（羽咋駅）

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

公共交通の利用者数 羽咋駅の年間乗降客数 羽咋市の顔としての機能強化、利用促進 485,841人 485,841人

まちなか体育施設の利用者数 羽咋体育館・市民体育館・中学校体育施設の年間利用者数 都市機能更新・再生の起爆剤となるリノベーション事業 46,673人 67,000人

計画区域人口 計画区域に含まれる町の住基人口 居住環境の改善による計画区域人口の維持 4,610人 4,372人



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　(地域の活力と賑わい拠点の創出)
　当該地区をはじめ、市全体のスポーツ・コミュニティ活動の拠点となる施設を中学校と複合的に整備することにより、地域の活力の向上とともに市域全体
の市民交流を促し、地域の活力と賑わいの拠点とする。

・羽咋中学校体育施設(基幹事業/教育文化施設(地方都市リノベーション推進施設))
・市道の拡幅整備(基幹事業/道路)
・羽咋駅もてなし空間整備（基幹事業/地域生活基幹施設）
・おもてなしトイレ（基幹事業/高質空間形成施設）

・整備方針2　(災害に強い都市機能の構築)
　人口減少、高齢化は、車の通行が不便な狭隘道路による防災・緊急活動への不満や不安に起因しているところが大きいため、これら狭隘な道路の整備
及び回遊性の向上について、空き家、空き地など低未利用地の活用も含め検討し、改善を図る。
　老朽化した公的な不動産を活用した防災拠点施設化（自家発電・太陽光発電の直接利用、雨水及び井戸水の利活用、プール貯水の飲料化、緊急救助
用へリポート完備、備蓄倉庫の完備など）による安心して居住できる住環境を整備する。

・羽咋中学校体育施設(基幹事業/教育文化施設(地方都市リノベーション事業))
・市道の拡幅整備（基幹事業/道路）



様式３　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 費用便益比
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 Ｂ／Ｃ

道路 地方道 羽咋市 直 L=150m W=6.6m 26 29 26 29 15.5 15.5 15.5 0.0 15.5

道路 地方道 （仮）市道羽咋288号線拡幅整備 羽咋市 直 L=70m W=7.0m 26 28 26 28 14.6 14.6 14.6 0.0 14.6

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 羽咋駅もてなし空間整備 羽咋市 直 A=4000㎡ 27 28 27 28 59.3 59.3 59.3 0.0 59.3

高質空間形成施設 羽咋市 直 A=5.3㎡ 27 28 27 28 10.2 10.2 10.2 0.0 10.2

高次都市施設

地方都市リノベーション推進施設 羽咋市中学校体育施設 羽咋市 直 A=5595.35㎡ 25 28 25 28 1,649.5 1,149.7 1,149.7 0.0 1,149.7

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

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 1,749.1 1,249.3 1,249.3 0.0 1,249.3 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（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

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 1,249.3
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

羽咋市 国土交通省 A=3,459㎡ ○ 25 29 151

羽咋市 国土交通省 L=46m ○ 28 29 26
羽咋市 - 一式 ○ 28 29 129
羽咋市 国土交通省 285件 ○ 18 － 136

羽咋市 国土交通省 22件 ○ 21 － 3

羽咋市 国土交通省 226件 ○ 24 26 36

羽咋市 - 94件 ○ 24 － 4

羽咋市 国土交通省 68件 ○ 23 27 9

羽咋市 文部科学省 A=7,637㎡ ○ 24 25 1,658

合計 2,152

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

定住促進宅地造成事業 羽咋駅東宅地造成

羽咋市

羽咋駅前広場整備事業 羽咋駅前アーケード整備
北陸新幹線開業効果促進事業

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

おもてなしトイレ

624.7 国費率 0.5

交付期間内事業期間

市道羽咋10号線拡幅整備

事業箇所名 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,249.3 交付限度額

細項目
事業 事業主体

羽咋中学校整備事業 羽咋中学校校舎棟整備

耐震住宅リフォーム支援事業 羽咋市

あんしん住まいリフォーム支援事業

連携生活拠点誘導施設

羽咋市

子育て・新婚世帯家賃補助事業

羽咋市
住まいづくり奨励金交付事業 羽咋市

住宅用太陽光発電システム設置支援事業 羽咋市

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域

　羽咋中心拠点地区（石川県羽咋市） 面積 47.4 ha 区域 川原、旭、本、中央、南中央、千里浜



羽咋中心拠点地区（石川県羽咋市） 整備方針概要図

目標 羽咋市の顔、賑わい拠点と安心居住でまちなか再生
代表的
な指標

羽咋駅の年間乗降客数 （人/年） 485,841人 （25年度） → 485,841人 （29年度）

まちなか体育施設の年間利用者数 （人/年） 46,673人 （25年度） → 67,000人 （29年度）

計画区域人口 （人/年） 4,610人 （25年度） → 4,372人 （29年度）

（参考）関連事業 （ソフト事業）

・住まいづくり奨励金交付事業
・耐震住宅リフォーム支援事業
・あんしん住まいリフォーム支援事業
・子育て・新婚世帯家賃補助事業
・住宅用太陽光発電システム設置支援事業 （参考）関連事業

羽咋駅前アーケード整備

（参考）関連事業
定住促進宅地造成事業

■基幹事業
高質空間形成

■基幹事業
市道羽咋10号線拡幅整備

■基幹事業
地域生活基盤

■基幹事業
地方都市リノベージョン推進施設
羽咋中学校体育施設

（参考）関連事業
羽咋中学校整備事業（校舎棟整備）

■基幹事業
（仮）市道羽咋288号線拡幅整備

凡例

基幹事業

提案事業

関連事業

（参考）関連事業
まちなか防災公園

（参考）関連事業
市道羽咋14号線道路整備



都市再生整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

羽咋
はくい

中心
ちゅうしん

拠点
きょてん

地区
ちく

　（石川
いしかわけん

県羽咋
はくいし

市）



　羽咋中心拠点地区（石川県羽咋市）　現況図

羽咋市役所羽咋小学校

羽咋中学校

中央公園

羽咋運動公園

羽咋病院

羽咋警察署

羽咋神社

羽咋駅

消防署



交付限度額算定表（その１） ○○地区　（○○県○○市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による交付限度額（X） 百万円 規則第16条第1項に基づく交付限度額（Y) 22,831.0 百万円 本計画における交付限度額 624.6 百万円

規則第16条第１項に基づく限度額算定

Ａｕ ㎡ Ａｐ 74230 ㎡ 住宅施設 0 円
公共施設の上限整備水準 公共施設の現況整備水準 建設予定戸数（戸） 超高層

区域面積（㎡） 整備水準が明らかになっている類似市街地等からの推定 一般
推定現況整備水準(小数第２位まで) 合計 0
推定公共施設面積（㎡） 0 標準整備費（円/戸） 超高層 一般

北海道特別地区 41,310,000 33,500,000
○ 個別公共施設の積み上げ 北海道一般地区 38,190,000 30,990,000

面積（㎡） 割合 特別地区 49,120,000 35,690,000
道路 59,320 0.13 大都市地区 37,170,000 30,180,000
公園 11,060 0.02 多雪寒冷地区 41,510,000 32,370,000
広場 3,850 0.01 奄美地区 39,520,000 35,640,000

Ｃｌ 円/㎡ 緑地 - 沖縄地区 30,280,000 30,280,000
単位面積あたりの標準的な用地費 公共施設合計 74,230 0.16 一般地区 33,700,000 28,640,000

標準地点数
公示価格の平均値（円/㎡） Cnを考慮しない場合の交付限度額（Y1) 22831 百万円 市街地再開発事業による施設建築物 0 円

単位面積あたりの標準的な補償費 施設建築物の延べ面積（㎡）
当該区域内の戸数密度（戸/㎡） 標準共同施設整備費（円/㎡） 132,000
標準補償費（円/戸） ∑Ｃｎ 0 円

下水道 0 円 電線共同溝等 0 円
区域面積（㎡） 474,000 電線共同溝等延長（ｍ）

Ｃf 円/㎡ うち現況の供用済み区域面積（㎡） 標準整備費（円/ｍ） 680,000
標準整備費（円/㎡） 3,600

人工地盤 0 円
控除額 百万円 0 円 人工地盤の延べ面積（㎡）
まちづくり交付金とは別に国庫補助事業等により整備する施設 上限床面積（㎡） 9,400 標準整備費（円/㎡） 5,300,000

標準整備費（円/㎡） 411,741
協議して額を定める大規模構造物等 0 円

調整池 0 円 大規模構造物等 協議状況 整備費（円）
調整池の容積（ｍ3）
標準整備費（円/ｍ3） 140,000

河川 0 円
河川整備延長（ｍ）

合計 0 標準整備費（円/ｍ） 3,700,000 Ｃｎを考慮した場合の交付限度額（Y2) 22831 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定
＜社会資本整備総合交付金＞

基幹事業(A) 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
提案事業(B) 百万円 平成20年度二次補正予算の執行
合計 百万円 百万円 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　４）式の適用〔中活等の45%拡充〕

○ 要綱第Ⅲ編イ-10-(1)　５）式・６）式の適用〔リノベ事業の50%拡充〕

624.6 X≦Yゆえ、

213,300

474,000

当該区域
の特性に
応じて国
土交通大
臣が定め
る割合

区域の面積が10ha未満の地区 0.50

○
最近の国勢調査の結果による人口集中地区
内

0.45

その他の地域 0.40

305,341

5
31,741

0.002
38,000,000

23,000

0 地域交流センター等の公益施設（建築物）

施設名（事業名） 面積（㎡）
国庫補助事業
費等（百万円）

0

交付対象事業費
1,249.3 ［１）式］　　α1=4(A+B)/5= 999

［２）式］　　　 α2=10A/9= 1,388
1,249.30 交付限度額(X) 624.6



交付限度額算定表（その２）＜社会資本整備総合交付金（リノベ地区）＞　※通常地区から移行する場合も含む ○○地区　（○○県○○市）

要綱第Ⅲ編イ-10-(1)に掲げる式による限度額算定（詳細）
※水色のセルに事業費等必要事項を入力して下さい。（百万円単位） 単位：百万円
○交付対象事業費（必ず入力 ） （百万円） （百万円）

基幹事業合計（A'） 1,249.3 A' （事業費） ５）式で求まる額（5/10*A'） 624.6 ① （国費）
基幹事業合計（A"） A" （事業費） ６）式で求まる額（4/10*A"） 0.000 ② （国費）
合計(A'+A") 1,249.3 （事業費） 上記①、②の合計額 624.6 ③ （国費）

国費率（③÷(A'+A")） 0.500 ④ （国費率）

↓以降は地方都市リノベーション事業へ変更する地区のみ記載
（移行前の都市再生整備計画に係る交付限度額）
○交付対象事業費（必ず入力 ） （百万円） （百万円）

基幹事業合計（A） A （事業費） １）式で求まる額（4/10*(A+B)） 0.000 ⑤ （国費）
提案事業合計（B） B （事業費） ２）式で求まる額（5/9*A） 0.000 ⑥ （国費）
合計(A+B) 0.000 （事業費） 上記⑤、⑥の小さい方 0.000 ⑦ （国費）
提案事業割合(B/(A+B)) #DIV/0! 国費率（⑦÷(A+B)） #DIV/0! ⑧ （国費率）

○拡充の有無
以下の３つの拡充のうち、いずれかの拡充がある場合は、該当する欄に○を記入し、事業費等を入力。

（選択） ⇒ ３）式で求まる額（5/8*A） 0.000 ⑨ （国費）
（選択） ３)式の適用後（適用がある場合は３式反映） 0.000 ⑩ （国費）
（選択） ３）式適用後の国費率（⑩÷(A+B)） #DIV/0! ⑪ （国費率）

○拡充がある場合の事業費等
平成２０年度二次補正の執行がある場合及び４）式の適用がある場合は、以下に事業費等を入力。

A' （事業費） ⑦をA'に置き換えた額（A⇒(A-A')+9/8*A') 0.000 ⑫ （国費）
（国費） 執行額を足した額 0.000 ⑬ （国費）

補正適用後（上記⑫、⑬の小さい方） 0.000 ⑭ （国費）
補正適用後の国費率（⑭÷(A+B)） #DIV/0! ⑮ （国費率）

F （事業費） 適用前の国費率（⑩÷(A+B)） #DIV/0! ⑯ （国費率）

0.000 （事業費）

適用対象となる基幹事業合計(A") A" （事業費） 適用対象事業費から求まる限度額 0.000 ⑰ （国費）
適用対象となる提案事業合計(B") B" （事業費） 適用後の国費率（⑰÷(A"+B")） #DIV/0! ⑱ （国費率）
適用対象事業のうち翌年度以降の
執行事業費（H）

H （事業費） ４）式適用後の限度額（⑯×F+⑱×H） #DIV/0! ⑲ （国費）

地方都市リノベーション事業へ移行前の交付限度額 0.000 ⑳ （国費）

○地方都市リノベーション事業へ移行後の事業費等

0.000 Ｊ （事業費） ⇒ 適用前の国費率（Ｉ） #DIV/0! ㉑ （国費）

効果促進事業へ移行した提案事業（Ｂ）の
うち、変更提出日等の年度末までの執行
事業費

0.000 移行前の限度額（Ｉ×Ｊ） #DIV/0! ㉒ （国費）

1,249.3 A'1 （事業費）

適用対象事業のうち変更提出日の翌年度
以降の執行事業費 0.000 （事業費） ⇒

５）式の適用対象事業費から求まる移行後の限度額
（Ｋ）

0.000 ㉓ （国費）

0.000 A"1 （事業費）

適用対象事業のうち計画認定日の翌年度
以降の執行事業費 0.000 （事業費） ⇒

６）式の適用対象事業費から求まる移行後の限度額
（Ｌ）

0.000 ㉔ （国費）

移行後の交付限度額（㉑×Ｊ+㉓＋㉔） #DIV/0! ㉕

○交付限度額、国費率の算出

交付対象事業費(A'+A"+執行済の
Ｂ)

1,249.3 （事業費）
交付要綱第５に基づく交付限度額
（㉕を１万円の位を切り捨て）

#DIV/0! ㉖ （国費）

国費率 #DIV/0! ㉗ （国費率）

交付対象事業費

交付対象事業費
⇒

・３）式の適用〔提案事業２割拡充〕
・平成２０年度二次補正予算の執行
・４）式の適用〔中活等の４５％拡充〕

平成２０年度二次補正
の執行がある場合

防災対象事業（A’）

⇒
補正予算の執行額

４）式の適用を受ける
場合

計画の認定等の年度末までの執行
事業費（F）

⇒

適用対象となる交付対象事業費
(A"+B")

６）式の適用を受ける
事業

適用対象となる交付対象事業費
(A"1)

⇒

※４）式の適用を受ける場合で、経過措置を適用しない場合（H21以降新規地区）
は、Fの欄を記入せず、A"、B"を記入し、A"=A、B"=B、H=A"+B"=A+Bとなる。

⇒

１）式～４）式の適用を
受ける事業
※提案事業を含む

変更の提出等の年度末までの執行
事業費（J）

５）式の適用を受ける
事業

適用対象となる交付対象事業費(A'1)



様式８　年次計画
（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業費

地方道 羽咋市 15.5 15.5

地方道 羽咋市 14.6 14.6

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 羽咋市 59.3 6.8 41.5 11

高質空間形成施設 羽咋市 10.2 10.2

高次都市施設

地方都市リノベーション推進施設 羽咋市 1,149.7 833.0 125.7 142.9 47.9 0

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

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

計 1,249.3 833.0 141.2 164.3 99.6 11

提案事業

交付対象 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度

事業費

計

合計 1,249.30 833.00 141.20 164.30 99.60 11.20

累計進捗率　（％） 66.7% 78.0% 91.1% 99.1% 100.0%

交付対象 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度 平成　　年度

事業費

累計進捗率 （％） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

羽咋市中学校体育施設

合計

連携生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業

事業 事業箇所名

事業主体
細項目

市道羽咋10号線拡幅整備

事業 事業箇所名

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体
細項目

地域創造
支援事業

まちづくり活動
推進事業

事業主体

羽咋駅もてなし空間整備

おもてなしトイレ

市道羽咋292号線拡幅整備
道路

（参考）都市機能立地支援関連事業

事業活用
調査



道路

　都市計画道路名
又はその他道路名 区間

道路
区分

事業
主体

事業
手法 工種 延長

整備後
車線数

歩道
幅員

まち交
事業費

まち交における
事業期間 事業内容

都市計画
決定 備　　考

整備前 整備 （年度）
注１) 注２) m m m 車線 ｍ 百万円 注３） 年月 注４）

＜道路＞ －

市道羽咋10号線 中央町～中央町 地 市 － 改築 Ｌ＝150ｍ 4.0 6.6 2 2 15.5 H26 道路改築

（仮）市道羽咋288号線 千里浜～千里浜 地 市 － 改築 Ｌ＝70ｍ 3.5 7.0 2 － 14.6 H27 道路改築

～ －

～ －

～ －

（参考）

＜関連事業＞

＊本調書にはｱ)交付対象事業「道路」（街路、地方道、国道、その他）、ｲ)関連事業道路のすべてを記載すること。
　　注１）＜道路＞については、街、地、国、他の別を記載。
             ＜関連事業＞については、国、主、一、市の別を記載。
　　　　　　ただし、街：街路、地：地方道（市町村道）、国：国道、主：主要地方道、一：一般都道府県道、市：市町村道、他：いずれにも該当しないもの
　　注２）＜関連事業＞について通、交、地特、単独、促の別等を記載。補足説明すべき点は備考欄に説明を記載。
　　注３）施設の構造、工法、及び地方道事業においては細工種、街路事業においては沿道区画整理型街路事業等の事業名

　 　　注４）備考には現在の道路状況を把握するために必要なその他の事項で、交通量（人／日）、混雑度等を記載
　　　　　（例）･道路改築：交通量（人／日）、混雑度等
　　　　　　　　･自転車駐車場：都市計画決定の有無、面積、利用台数等
＊交付対象事業「道路」を「身近なまちづくり支援街路事業」等のいわゆるグレードアップ事業として実施する場合は、それらの計画様式を次頁以降に添付すること。
＊不足する場合は適宜行を追加すること

幅員



地域生活基盤施設 単位：百万円

概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （面積、幅員、 交付期間内 設計費 用地費 施設整備費 備考

（路線名等） 延長、規模等） 事業費 うち購入費

緑地 －

広場
羽咋駅もてなし空
間整備

羽咋市  Ａ＝4,000㎡ 59.3 6.8 0 52.5 0

駐車場

自転車駐車場

荷物共同集配施設

公開空地 －

情報板 －

施設種別：

－

合計 － － － 59.3 6.8 0 52.5 0

・施設名ごとに１行ずつ記入。足りない場合は、適宜行を追加すること。
・「事業主体」欄には、事業の施行者を記入。（間接交付の場合は、交付金事業者ではなく、「第三セクター」等の施行者を記入。）
・「駐車場」、「自転車駐車場」については、「概要」欄に、形式（立体○層、タワーパーキング、地下駐輪場等）、面積及び駐車台数を記入。
・駐車場については、「備考」欄に駐車場全体の整備に要する費用を記入。
・自転車駐車場については、「備考」欄に都市計画決定の有無、自転車駐車施設整備計画における位置づけの有無、自転車駐車場に関する附置義務条例等
　における位置づけの有無を記入すること。
・地域防災施設の「施設名」欄には、耐水性貯水槽、備蓄倉庫、放送施設、情報通信施設、発電施設、排水再利用施設、避難空間等の施設の種別を記入。
・共同駐車場については、別の所定のシートに記載すること。

人工地盤

地域防災施設



高質空間形成施設 単位：百万円
概要 交付期間内事業費内訳

交付対象施設 施設名 事業主体 （箇所数、規模等） 交付期間内 備考

事業費 設計費 用地費 施設整備費
緑化施設等（植栽・
緑化施設、せせらぎ・
カスケード、カラー舗
装・石畳、照明施設、
ストリートファニ
チャー・モニュメント
等）

電線類地下埋設施
設

電柱電線類移設

地域冷暖房施設 － －

歩行支援施設、障害
者誘導施設等

おもてなしトイレ 羽咋市 A=5.3㎡ 10.2 10.2 トイレバリアフリー化

合計 － － － 10.2 0 0 10.2



地方都市リノベーション事業

地方都市リノベーション施設 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

1
羽咋中学校体育施設

（教育文化施設）
羽咋市

中央町
キ５９

JR七尾線　羽咋駅より500m
バス停羽咋中学校前より150m

34,832㎡
RC一部S造　３階建て 床面積5,595㎡
アリーナ、武道場、グラウンド、テニスコー
ト、プール、太陽光発電装置６０ｋｗ

25 28 1,149.7 - - 1,149.7 - - - - - - - 総事業費 1,649

連携生活拠点誘導施設 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

1

生活拠点誘導施設 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

1

高齢者交流拠点誘導施設 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

1

既存建造物活用事業 （金額の単位は百万円）

開始
年度

終了
年度

設計費
土地整
備費(*)

用地取
得費(*)

共同施
設整備
費(*)

専有部
整備費
（23％）

(*)

1

自治体
負担額

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入
概要（施設床面積、延長、整備内容

等）

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じた
場合には合致する要件等を記載。設計費 用地費 整備費 購入費

事
業
番
号

施設名 事業主体 位置 公共交通からの距離
事業

地区面積

事
業
番
号

施設名

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じた
場合には合致する要件等を記載。

事
業
番
号 自治体

負担額
設計費 用地費

事業
地区面積

概要（施設床面積、延長、整備内容
等）

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

公共交通からの距離位置事業主体施設名

整備費 購入費

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じた
場合には合致する要件等を記載。設計費 用地費 整備費 購入費

事
業
番
号

施設名 事業主体 位置 公共交通からの距離

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

概要（施設床面積、延長、整備内容
等）

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

用地費 整備費 購入費

概要（施設床面積、延長、整備内容
等）

自治体
負担額

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入
事業主体 位置 公共交通からの距離

事業
地区面積

交付期間内
事業期間

交付対
象事業

費

事業
地区面積

交付対
象事業

費

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

自治体
負担額

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入

施設整備に要する費用の内訳
*について、要件を満たし、1.20を乗じる場合に

はその額を記入

事業
地区面積

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じた
場合には合致する要件等を記載。設計費 用地費 整備費 購入費

交付対象事業費の内訳
（市町村が整備主体の場合）

交付対象事業費
（民間事業者が整備主体の場合）

備考

※民間事業者が整備主体の場合
で、交付対象事業費に1.20を乗じた
場合には合致する要件等を記載。設計費

事
業
番
号

施設名 事業主体 位置 公共交通からの距離

自治体
負担額

概要（施設床面積、延長、整備内容
等）

交付期間内
事業期間



地方都市リノベーション事業

種別 地方都市リノベーション推進施設 施設名 羽咋中学校体育施設（教育文化施設） 位置 羽咋市中央町キ５９

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

■基幹事業

高質空間形成

地域生活基盤施設

■基幹事業

市道羽咋10号線拡幅整備

■基幹事業
地方都市リノベージョン推進施設
羽咋中学校体育施設

■基幹事業

（仮）市道羽咋288号線拡幅整備



地方都市リノベーション事業

種別 地方都市リノベーション推進施設 施設名 羽咋中学校屋内体育施設（教育文化施設） 位置 羽咋市中央町キ５９

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

（参考）関連事業

市道羽咋14号線道路整備
（参考）関連事業

まちなか防災公園

■基幹事業

高質空間形成

地域生活基盤施設

■基幹事業

市道羽咋10号線拡幅整備

凡例

基幹事業

提案事業

関連事業

■基幹事業
地方都市リノベージョン推進施設
羽咋中学校体育施設

■基幹事業

（仮）市道羽咋288号線拡幅整備



地方都市リノベーション事業

種別 地方都市リノベーション推進施設 施設名 羽咋中学校体育施設（教育文化施設） 位置 羽咋市中央町キ５９

整備・設置する施設等の配置図・平面図等

地方都市リノベーション推進施設（教育文化施設）

テニスコート

屋内体育施設

グラウンド



地方都市リノベーション事業

種別 地域生活基盤施設 施設名 もてなし空間 位置 羽咋市川原町

整備・設置する施設等の配置図・平面図等

羽咋小学校

市役所

羽咋中学校

羽咋駅

消防署

警察署

商店街



地方都市リノベーション事業

種別 高質空間形成施設 施設名 もてなしトイレ 位置 羽咋市川原町

整備・設置する施設等の配置図・平面図等

羽咋小学校

市役所

羽咋中学校

羽咋駅

消防署

警察署

商店街

もてなしトイレ

整備イメージ



地方都市リノベーション事業

種別 道路　（地方道） 施設名 市道羽咋１０号線ほか1線 位置 羽咋市中央町キ５９

整備・設置する施設等の配置図・平面図等

市道羽咋10号線拡幅整備
L=150m W＝6.6ｍ

（仮）市道羽咋288号線拡幅整備
L=70m W=7.0m

現況：（仮）市道羽咋288号線

現況：市道羽咋10号線



【様式10】　　

（百万円）

基幹事業費（A'） 市町村名：

基幹事業費（A"） 地区名：

新設
既存
活用

施設要件 新設
既存
活用

①鉄道駅1km圏内 ○
②バス・軌道500m圏内

③ピーク本数３本以上 ○
　代表駅等名称：

　運行本数：　　　本／時

○
①区域内 ○
②今後見込み

①１５％以上 ○
②今後見込み

新設
既存
活用

新設
既存
活用

①鉄道駅1km圏内

②バス・軌道500m圏内

③ピーク本数３本以上 ※ハコモノ要件②について

　代表駅等名称： 1)郊外からまちなかへの移転

　運行本数：　　　本／時 2)施設の統廃合

3)他施設との合築

4)公共施設等総合管理計画を策定済

①１５％以上 　(平成28年度末までの策定見込み含）

②今後見込み ※ハコモノ要件④について

 　他省庁へ補助制度がないことを確認すること。

整備する施設
交付対象事業
に賃借を含む

期間内
賃借料の総額

交付対象
事業費

うち
購入費

中心拠点誘導施設

連携生活拠点施設

生活拠点施設

高齢者施設

該当する施設区分
補助制度の
活用の有無

国費率 交付期間
交付対象
事業費

教育文化施設 ○ 5.5/10 Ｈ25～Ｈ26 302.9

地方都市リノベーション事業適用確認シート

1,249.3 羽咋市

0.0 羽咋中心拠点地区

【中心拠点区域】 【中心拠点誘導施設】 【生活拠点区域】 【生活拠点誘導施設】

区域要件 施設の有無 区域要件

【公共交通圏】 ①医療施設

①中心拠点区域の有無

①医療施設

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　　　） （根拠法：　　　　　　　　　　　　）

②社会福祉施設 ②商業施設

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　　　）
②中心拠点区域と接続する
　 公共交通

・周辺に同種施設がない

・市町村として必要

・多数の者の出入り

【DID】 ③教育文化施設
→停留所・停車場より100m圏内

③地域交流センター

（根拠法：学校教育法第1条　　　　） →上記３施設に附帯する
 　公共交通利用者施設④商業施設 ④中心拠点区域から

　 ５ｋｍ圏内【公共用地率】 ・周辺に同種施設がない （整備内容：　　　　　　　　　）

・市町村として必要 ⑤市街化区域又は用途地域の
　 指定がある

（整備内容：　　　　　　　　　）

・多数の者の出入り （整備内容：　　　　　　　　　）

【ハコモノ要件】 【ハコモノ要件】

①維持管理費を策定し国に提出済 ①維持管理費を策定し国に提出済

②要件１）～４）※に該当する (   　) ②要件１）～４）※に該当する (    )

③税源移譲対象となっていない ③税源移譲対象となっていない

④他省庁の補助制度がない※ ④他省庁の補助制度がない※

【連携生活拠点区域】 【連携生活拠点誘導施設】 【高齢者交流拠点区域】 【高齢者交流拠点誘導施設】

⑤経過措置 ⑤経過措置

区域要件 施設の有無 区域要件 施設の有無

①中心拠点区域から
　３０ｋｍ圏内

①医療施設 【公共交通圏】 ①高齢者交流拠点誘導施設

（根拠法：　　　　　　　　　　　　） ①バス・鉄軌道100m圏内 ・高齢者の相互交流や健康
増進、生きがい活動を目的と
した施設である

・同種施設を誘導施設に位置付けていない

②商業施設 【高齢者密度】
・周辺に同種施設がない ①高齢者（65歳以上）40人／ha以上

②市街化区域又は用途地域の
　 指定がある

・市町村として必要 ②今後見込み ・地区面積が300㎡以上

・多数の者の出入り 【公共用地率】 ・同種施設と700m以上離れ
ている

・複数市町村での共同活用 ①維持管理費を策定し国に提出済

③地域交流センター ①１５％以上

④社会福祉施設 ②今後見込み 【ハコモノ要件】

【公共交通圏】
・同種施設を誘導施設に位置付けていない ②要件１）～４）※に該当する (    )

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　） ③税源移譲対象となっていない

⑤教育文化施設 ④他省庁の補助制度がない※

・複数市町村での共同活用

・同種施設を誘導施設に位置付けていない

（根拠法：　　　　　　　　　　　　　　）

【ハコモノ要件】

【公共用地率】
①維持管理費を策定し国に提出済

②要件１）～４）※に該当する (   　 )

③税源移譲対象となっていない

④他省庁の補助制度がない※

上記でＤＩＤ地区及び公共用地率１５％以上に『今後見込まれる』とチェックした場合は、下記にその根拠となる理由を記入。（別途資料を添付すること）

上記で既存建造物を活用する施設にチェックした場合は、下記の項目を記入。（賃借の場合は期間や賃借料が分かる資料を添付すること）

施設区分 賃借期間 活用する既存建造物の概要

上記でチェックした施設整備に他局他省庁補助が存在する場合は、下記の項目を記入。（交付対象事業費が重複していないことが分かる資料を添付すること）

※記入した補助が適用されない場合はその理由を別途添付すること

省庁・局名 補助金・交付金等の名称 備考

文部科学省 学校施設環境改善交付金 資料あり

⑤経過措置



連携生活拠点誘導施設

（施設区分：　　　　　　　　　　　　　　）

＜中心拠点誘導施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.2 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 百万円

＜連携生活拠点施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.2 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 百万円

＜生活拠点施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.2 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 百万円

＜高齢者交流拠点誘導施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.2 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 百万円

＜既存建造物を活用する施設の整備費の内訳（他局他省庁補助の入る部分の整備費を除く）＞
設計費 百万円 ×1.0 百万円

土地整備費 百万円 ×1.2 百万円

用地取得費 百万円 （うち公共部分） 百万円 ×1.0 百万円

共同施設整備費 百万円 ×1.2 百万円

専有部整備費 百万円 （うち23％部分） 百万円 ×1.2 百万円

総事業費 0.0 百万円 総事業費（通常） 百万円 百万円

上記でチェックした施設が間接補助により民間が整備する場合は、下記の項目を記入。（貸床・定期借地等による収入が分かる資料を添付すること）

整備する施設 整備に要する費用（設計費を除く）を１．２倍する場合の要件 複数機能の概要

中心拠点誘導施設
①低未利用地を

活用する

指定容積率：
②複数機能を有する施設

現況容積率：

（施設区分：　　　　　　　　　　　　　　） ③複数の敷地の集約・整序

整備する施設 整備に要する費用（設計費を除く）を１．２倍する場合の要件 待合スペースの概要

①複数市町村での共同活用、かつ、同種
施設が誘導施設となっていない。

②公共交通利用者のための取り
組みとして待合スペースの整備

整備する施設 整備に要する費用（設計費を除く）を１．２倍する場合の要件 待合スペースの概要

生活拠点誘導施設 ①公共交通利用者のための取り組み
として待合スペースの整備（施設区分：　　　　　　　　　　　　　　）

整備する施設 整備に要する費用（設計費を除く）を１．２倍する場合の要件 整備する施設の概要

既存建造物を活用する施設
①中心拠点誘導施設 ②生活拠点誘導施設

（施設区分：　　　　　　　　　　　　　　）

0.0

0.0 総事業費（1.2倍適用） 0.0

0.0

0.0 総事業費（1.2倍適用） 0.0

0.0

0.0 総事業費（1.2倍適用） 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 総事業費（1.2倍適用） 0.0

0.0 総事業費（1.2倍適用） 0.0



【都市全体のリノベーション方針】

【地方都市リノベーション推進施設及び生活拠点施設の考え方】

市民体育館

羽咋中学校校舎棟H25.12完成予定
ＣＡＳＢＥＥ ランクＳ取得リノベーション施設

整備方針
人・もの・情報が集積する中心拠点地区において、住民生活の核となる施設の整備や未

利用地・既存の公的施設の活用、アクセス環境や回遊性の向上といった一体的な拠点の
創造により、当市が目指す「市民が安心して暮らせる活力あるまちづくり」を実現する。

（１）羽咋中心拠点地区の位置づけ
羽咋市第5次総合計画で「羽咋市の『顔』となる拠点」と位置づけられ、古くから商工業・居

住・行政等といった都市機能が集中する市民生活の拠点区域となっている。

（２）リノベ施設としての羽咋中学校体育施設の意義
教育・防災・交流拠点として羽咋中学校体育施設を整備し、安心して暮らすことができ、人
が行き交い、学びと語らいが生まれる居住環境の構築を目指す。

（３）公的不動産の活用方針
新たな居住環境の整備をはじめ、施設や地域資源、空地・空き家など既存ストックの有効

活用を行う。
①雇用促進住宅の買い取りや羽咋駅東区域における市有地を活用した宅地造成事業
②工場跡地および県施設移転後の跡地を一体的に整備することによる企業誘致
③住宅密集地に位置する市土地開発公社保有の文化劇場跡地を活用した防災公園の整
備

（４）郊外部の跡地利用
都市機能集約化に伴い発生する郊外部の跡地利用については、主に地域コミュニティが

活用する生涯学習機能や高齢者介護、学童保育施設として活用し、外部からの集客を伴
わない地域密着型の施設整備を進め、都市機能の拡散につながらないよう努める。

市有地を活用した
宅地造成

公的不動産を活用した企業誘致

郊外の跡地利用
地域コミュニティの整備に限定
都市機能の拡散防止

武道館

弓道場

武道施設など機能の集約・
グレードアップ

●防災

避難収容人数倍増
備蓄倉庫の設置

非常用電源及び通信機能確保

井戸水・プール水の飲料化システム

液状化対策 非構造部材や設備の耐震化

羽咋中心拠点地区
「羽咋市の『顔』となる拠点

郊外

稲作を中心とした能登随一の穀倉地帯および工業団地
地域密着型の施設整備に限定

コミュニティバスを活用した
交通ネットワーク

●教育
武道施設機能を導入し、生徒の部活動環を
改善し、教育環境を充実
市民利用を可能にし、地区の魅力を向上

目標1:羽咋市の顔としての機能強化、利用促進
目標2:都市機能更新・再生の起爆剤となるリノベーション事業

目標3:居住環境の改善による計画区域人口の維持

羽咋中学校体育施設を学習の場に加え、市民の交
流の場、防災拠点としての機能も備えた拠点として
整備し、都市機能の再編・強化を図ることにより、中
心拠点地区における定住人口の確保

●交流
スポーツ活動機能を向上し、市内体育施設との一
体的な活用や、国立能登青少年交流の家との相
互連携により、各種スポーツ大会を誘致・推進
総合型スポーツクラブであるNPO法人と協働して、
市民に開かれた交流の場を創出
各種スポーツ大会の開催と合わせて市内外にわ
たる交流を活性化

防災公園

中学校体育施設

住宅密集地の土地開発
公社保有地を利用した防
災公園整備

市民体育館

体育施設を拠点とした一体的に集約した
避難所施設

スポーツ活動拠点

旧羽咋高校体育館市役所

羽咋小学校体育館

教育・防災・交流拠点
としての羽咋中学校

※羽咋中学校（リノベーション施設である体育施設を含

む）は地域防災計画に基づき避難所に指定

羽咋中心拠点地区
「羽咋市の『顔』となる拠点

コミュニティバスの活用によるＪＲ羽咋駅
を中心とした交通ネットワーク網の整備

羽咋駅


