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コンパクトシティの推進について



コンパクトシティ推進事業について①

第1回（R3.10)
拠点の理想を
語ろう！

第2回（R3.11）
理想に向けた取組を

考えよう！

第3回（R3.12）
拠点施設を

具体化してみよう！

第4回（R4.2）
まちの将来図を
完成させよう！

生活を支える機能(都市機能)や居住を誘導する「若菜・清水沢・紅葉山地区」の

『地域特性等を活かした魅力的な環境づくり』 と 『暮らしを支える環境づくり』 を検討。

コンパクトなまちづくりに向けた取組 【令和３年度】

・公営住宅は多いが入居できる住宅が少ない
・民間賃貸住宅や借家が少ない

生活環境に応じた 『居住の充実』

・施設の７割が老朽化（築30年以上）
・維持管理費が割高（道内平均3.5倍）

施設再編による 『拠点づくりの具体化』

公共施設の状況 居住の状況

市民検討の状況
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コンパクトシティ推進事業について②

拠点づくりの取組

市立診療所・介護医療院

拠点複合施設りすた周辺

道の駅「夕張メロード」

若 菜 健康的で活気に満ちた拠点

清水沢 人を誘いにぎわいがある都市拠点

紅葉山 地域産業・観光等を支える拠点

健康づくりや運動・スポーツを通じた活動を推進

 文化スポーツセンター、老人福祉会館の連携や機能を強化

 平和運動公園や集会施設の利活用を促進

生活利便性を補完する都市機能を誘導・強化

 遊休土地の活用を促進して商業施設や公共施設を誘導

 りすたや集会施設の利活用を促進、公園の集約・整備

広域視点で人流・物流等を創出し地域産業を活性化

 道の駅としての基本機能を強化・充実

 観光等ネットワーク化による「来夕・関係・交流人口」を拡大
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19.1%

40.4% 23.4%

21.3%
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18歳以下
がいる世帯

19～64歳
のみの世帯

65歳以上
がいる世帯

コンパクトシティ推進事業について③

居住の充実に向けた取組

富野

南部

真谷地

楓･登川

滝ノ上

若菜

清水沢

沼ノ沢

紅葉山

本庁

・新築住宅取得費補助金
・中古住宅取得補助金
・リフォーム工事費補助金

現在の居住に関する施策

… 100～150万円+加算
… 50～75万円限度+加算
… 30～50万円限度

※条件により補助額が変わります。

継続・充実

居住のニーズ
戸建持ち家

賃貸住宅（AP等）

公営住宅

サービス付き高齢者住宅等

その他同居等

：居住誘導区域を設定している地区
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コンパクトシティ推進事業について④

地域再編地区の取組

11.0%

11.5%

3.1%

11.8%

13.0%

17.2%

9.4%

5.9%

48.0%

48.3%

46.9%

47.1%

28.0%

23.0%

40.6%

35.2%

本庁地区

南部地区

真谷地地区

楓・登川地区

住替えたい

できれば住替えたい

住替えは特に考えていない

判らない･未定･不明

地区の居住意向

基本的な取組

デマンドバス

タクシー乗車

代金補助

路線バス転換
石勝線（夕張～新夕張間）の鉄道事業廃止

滝ノ上地区

本庁

富野

南部

真谷地

楓･登川

滝ノ上

若菜

清水沢

沼ノ沢

紅葉山

 生活不安の解消やサービス水準の低下を防ぎ、
居住環境の維持・確保に向けた取組を推進する。

 地区・団地内の集約又は地区外への移転の際は、
居住誘導区域へ誘導を図る。

 地域固有の資源を積極的に活用し、
地区の価値を維持・発展する取組を推進する。 4



夕張市役所庁舎整備について



夕張市役所庁舎の整備について①

夕張市役所庁舎
・位置 夕張市本町4丁目2番地
・竣工 昭和53年（44年経過）
・規模 地上6階地下1階
・面積 7,204.23㎡（延床）
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夕張市役所庁舎の整備について②

庁舎の現状と課題

＜老朽化の状況＞

建物や設備の劣化が著しく、庁舎を維
持・管理するための経費の増加が課題
となっている。

＜耐震性の状況＞

震度６強以上の大規模な地震発生
により倒壊・崩壊の危険性が高いとされ
ている。

＜防災拠点機能の状況＞

耐震性能不足により倒壊・崩壊の危
険があるため、防災拠点としての機能が
果たせなくなる可能性がある。

＜利用者の利便性＞

構造上の制約によりバリアフリー化など
が困難なこと、プライバシーへの配慮が不
十分であるなど、市民サービス提供空間
としての機能向上が課題となっている。

上記のほか、高度情報化への対応や、地球環境への配慮に課題がある
など、現庁舎は多くの課題を抱えている。
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夕張市役所庁舎の整備について③

庁舎整備に向けた基本的な考え方

○耐震化
・求められる耐震性能を備え、多様化する行政需要に対応する必要がある
・耐震改修に比べ、整備の経費を抑えることができる

➡ 整備手法は 『建替え』 とする

○防災拠点
・災害時には災害対策本部としての機能を果たすことが求められる
・自然災害等によるリスクを回避する必要がある

➡ 現地区からの 『移転』 とする

○まちづくり
・都市拠点形成の取り組みとの整合性を図る必要がある
・各地区からのアクセス、利便性を考慮する必要がある

➡ 移転先は 『清水沢地区』 とする
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空き家対策について



空き家対策について①

■夕張市の空き家の現状

１）地区別の空家戸数（平成２８年度実態調査より）

地区 空家戸数 不良住宅 割合

本町・若菜地区 136 65 48%

清水沢地区 46 20 43%

沼ノ沢地区 28 11 39%

南部地区 81 46 57%

紅葉山地区 18 10 55%

その他 89 69 78%

合計 398 241 60%

２）近年の空き家被害等

令和２年度および令和３年度において、大雪による家屋倒壊等が多発している。

●令和２年度 ➡ 発生件数 １４件 そのうち応急措置（解体） ５件 措置費用：約1,600万円

●令和３年度 ➡ 発生件数 １０件 そのうち応急措置（解体） ２件 措置費用：約40万円
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空き家対策について②

■空き家による事故例

事 例 １ 事 例 ２
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空き家対策について③

■家の取り扱いに困ったら

１）空き家無料相談会

空き家の無料相談会を北海道行政書士会の協力を得て実施。

【主な相談内容】

【令和４年度 無料相談会日程】

■夕張会場

令和 ４年 ６月 ９日（木曜日） 午前１０時～午後２時

拠点複合施設「りすた」
■札幌会場

令和４年６月１８日（土曜日） 午前１０時～午後２時

北洋銀行本店 ４F（札幌市中央区大通西3丁目７）

家を売却もしくは

解体したい
名義変更の方法 相続の手続き

解体後の固定資

産税について
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空き家対策について④

■家の取り扱いに困ったら

２）空家除却補助

【補助内容】

除却工事費（税抜）の３０％以内で、上限額２０万円

【補助要件】

・市税等の滞納が無いこと

・前年度の所得額が552.3万円以下

・市内業者による解体工事

・不良住宅であること（現地調査を実施し、１００点以上）

【無料相談会・除却補助の問い合わせ先】

夕張市役所 建設課 建築住宅係

電話 0123-52-3119
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「地域包括ケアの推進」と「地域共生社会の実現」について



「地域包括ケアの推進」、「地域共生社会の実現」への取り組み
～支え合い（住民互助）の地域づくりを目指して～

土木整備

交通網の充実

観光：産業の振興

農林の基盤整備都市計画

マスタープランの推進

環境：脱カーボン社会の実現

高齢化率日本一の夕張市の

コミュニティづくり

福祉

両者の

視点を融合

○相談者の困り事を支援することを積み重ねながら、

地域をつくる。

⇒個人の課題を中心に「地域」を捉える。

⇒本人が暮らすその地域を基盤として、地域を良

くするという視点。

○高齢者を中心としたまちづくりを進めるため、

健康寿命の延伸を目標に介護予防運動の定着を図

る。

〇市内各地域に身近に立ち寄れるサロン活動を広め、

公的制度だけではなく、地域の人々等の間のイン

フォーマルな助け合いを「互助」と位置づけ、

住民互助の活動が地域で展開できるよう推進する。

〇地域の「互助」や社福法人、NPO等が連携して

高齢者等が安心して生活できる環境整備を進める。

〇夕張市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を

着実に推進し、夕張市固有の地域包括ケアシステ

ム、地域共生社会の実現を目指す。

○地域全体の課題を解決するために地域づくりを

行うという視点。

○地域経済や資源などが地域の中で循環し、持続

的に循環する仕組みを地域の中につくっていく。

保健医療福祉における地域づくり

地域経済、地域再生における地域づくり

保健・医療
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自助：・自分のことを自分でする

・自らの健康管理（セルフケア）

・市場サービスの自費購入

互助：・住民同士の助け合い

・費用負担が制度的に保障されていないボランティア

などの支援、地域住民の取組

共助：・介護保険・医療保険制度による給付

公助：・介護保険・医療保険の公費（税金）部分

・自治体等が提供するサービス

○地域包括ケアシステムの構築に当たっては、「介護・リハビリ」「医療・看護」「保健・福祉」といった専門

的サービスの前提として、「介護予防・生活支援」と「住まい」といった分野が重要である。

○自助・互助・共助・公助をつなぎあわせる（体系化・組織化する）役割が必要。

○高齢化率の高い夕張市では、意識的に「互助」の強化を行わなければ、強い「互助」を期待できない。

「地域包括ケアシステム」と「自助・互助・共助・公助」

「介護予防・生活支援の充実」と「重点化・効率化」
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地域住民の参加

高齢者の社会参加

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加

生活支援サービス

生活支援の担い手
としての社会参加

○現役時代の能力を活かした活動
○興味関心がある活動
○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業
・趣味活動
・健康づくり活動、地域活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動 等

○ニーズに合った多様なサービス種別

○住民主体、NPO、民間企業等多様な
主体によるサービス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
・外出支援
・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

バックアップ

バックアップ

都道府県等による後方支援体制の充実

市町村を核とした支援体制の充実・強化

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性が増加。
ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。

○ 高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待
される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。

厚労省資料
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「夕張市のサロン活動と支え合い活動（住民互助）」の取り組み
～夕張市生活支援サービス体制整備事業の概要①～

生活支援コーディネーター
【30年度から２名配置】

生活支援サービス
体制整備事業

地域の多様な主体（住民組織、
ＮＰＯ、協同組合、民間企業等）と
連携し、生活支援・介護予防の
基盤を整備

支え合い（住民互助）活動

健康づくり・介護予防

高齢者の社会参加

夕張市社会福祉協議会
（委 託）

市内各地に
サロンを開設・支援する

①娯楽・仲間づくり・イベント開催
・料理教室、料理づくり
・昼食会、誕生会
・お茶会
・書道、絵画、映画鑑賞 など
②教養・学習
・脳トレ
・健康教室
・医師講話 など
③健康づくり・介護予防（健康寿命の延伸）
・インボディチェック
・各種運動
（ ゆるリラ運動、ふまねっと、コグニ ）

④支え合い（住民互助）活動の展開
・困りごとの把握
・生活支援サポーターの養成
・有償ボランティアサービス「ちょっとしたお手伝い」
活動の普及・拡大
・孤立化の防止 など

生
活
館
・
集
会
所
等
も
利
用
し
た
サ
ロ
ン
を
拡
大

サロン（応接室OR談話室）→場所を意味
※住民主体の自主的運営を基本

（標準的なサロンメニュー）
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滝ノ上
楓・登川

南部

本庁

真谷地

富野

沼ノ沢

若菜

清水沢

紅葉山

「夕張市のサロン活動と支え合い活動（住民互助）」の取り組み
～夕張市生活支援サービス体制整備事業の概要②～

サロンの状況

①

②

③
③

④⑤

⑥

③
⑩

⑨⑩⑪

⑦
⑧
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夕張高校魅力化事業推進について



夕張高校魅力化プロジェクトの概要①

背景

○市内唯一の高校である道立夕張高校の生徒数が減少
○子どもたちが減ることによって「まちの活気」が失われる
○Uターン、移住者の減少
○廃校となった場合の子育て世帯流出の懸念 ○住民生活に直結する問題

廃校となった場合のまちの未来に危機感を持った有志の市職員で
ＷＧを立ち上げ、魅力化プロジェクトの検討を開始

魅力化プロジェクトの検討実績

○平成27年にワーキンググループを発足し検討を開始。
○資格取得の半額助成や部活動支援などについて市長へ提言し、平成28年度予算化。
○平成28年度財政再生計画の抜本的見直しで市の主要施策として位置付ける。
○ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施（約2,300万円の寄附）

〈参考データ〉
★夕張高校全校生徒数
H24：156名、H27：110名、H30：66名、R3：53名、R4：51名
★夕張中学校からの進学率
H24：84％（52名/62名）、H27：57％（37名/65名）
H30：68％（27名/40名）、R3：45％（15名/33名）
R4：60％（18名/30名）
※平成27年度アンケートにて、夕張高校進学を希望する中学生は「30％」
★夕張市人口推移
H24：10,390人、H27：9,205人、H30：8,211人、R3：7,145人
※住民票基本台帳各9月末時点 17



夕張高校魅力化プロジェクトの概要②

■公設塾「夕張学舎キセキノ」（H30～）
・高校生の学力向上及び目標進路の実現並びに社会で活躍でき
る人材を育成し、多様な学びと交流を通して「次の社会のカ
タチ」を探求することを目的とし開設。
・令和3年度より民間事業者へ業務委託し、生徒一人ひとりに合
わせた通塾スケジュールに基づき、マンツーマンでのオンラ
イン授業や現地講師による個別の学習指導等を実施。
・利用料は月額 3,000円

■マンツーマンオンライン英会話（H29～）
・小中高一貫した英語教育として、タブレット端末を活用した
オンライン英会話を実施。
・高校においても年間20回程度実施しているほか、海外短期留
学の予備学習としても活用。

■海外短期留学（H30～）
・小中学校から通じて学んだ英語やコミュニケーション能力を
活かす実践の場として、海外での語学研修・ホームステイを
経験し、グローバル人材の育成に寄与。
・留学先はハワイ（H30,R1）、オーストラリア（R4～）

※ R2,3は新型コロナウイルス感染症の影響により事業見合わせ。

■チャレンジ補助金（H28～）
・生徒が受験する各種資格検定試験や模擬試験等に係る
受験費用の半額助成のほか、学校が実施する課外活動、
教科活動及び高校のPR活動等に要する費用の補助を
実施。

■入学支援金（H30～）
・入学時必要となる制服、体育用具及び教科書や副教
材の購入費用の一部を助成。（上限10万円）
・令和4年度からは、タブレット端末購入費用の一部
助成を追加。（上限3万円）
※令和6年度までの3年間を予定。

公設塾「夕張学舎キセキノ」 個別指導オンライン授業

海外短期留学① 海外短期留学②

★事業の成果
英検2級などの各種資格取得や国公立大学進学など
生徒の希望進路実現に加え、地元進学率の増加にも
繋がっていることから、一定の成果が出始めている。

主な事業内容

オンライン英会話① オンライン英会話②
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夕張高校魅力化プロジェクトの概要③

○夕張高校は地域連携特例校に認定され、魅力化に取り組みながら存続を図ってき
たが、市内児童生徒数の減少に伴い高校入学者数も減少傾向が続き、再編整備の
選択を迫られる新たな局面を迎えています。
○夕張高校の存在は将来における夕張市の存続をも左右する問題と考え、全庁的な
検討体制を整えるとともに夕張高校と協働し、夕張高校ならではの特色ある授業
を企画するなど、今後、本取り組みについて、高校関係者のみならず、小中学校
をはじめ、地域一丸となって更に加速させていきます。
○授業におけるフィールドワークや、市外からの生徒を受入れる体制づくりの検討
など、市民の皆さんの協力が必要です。
○今後は概要④のとおり、新たな組織体制を構築し事業の推進を目指していきます。

★高校再編整備
地域連携特例校は、5月1日現在の第1学年の在籍者数が20人未満となり、その後
も増加が見込まれない場合に、再編整備（廃校）の対象となる。但し所在市町村
をはじめとした地域における高校の教育機能の維持向上に向けた具体的取組とそ
の効果を勘定した上で、再編整備を「留保」することができる。

★再編整備留保の状況
南空知11校中、月形高校が令和2年度から留保されている。現在夕張高校について
は、道教委に対して再編整備留保を申し出ている。

今後の取り組みについて
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ビジョン会議(R4.5～)
（設置目的）
夕張高校魅力化事業における必要な方針、
目標及び推進方策等を検討する組織

・市長
・教育長
・校長
・高校魅力化アドバイザー

夕張高等学校運営協議会
(H30.5～)

（設置目的）
道立高校の運営及び当該運営への必要な
支援に関して協議する機関として保護者
及び地域住民等が信頼関係を深め一体と
なって学校運営の改善、生徒の健全な育
成を図るために設置されている組織

・夕張高校
・夕張市
・市教育員会
・PTA
・夕張市農協
・夕張商工会議所
・地域住民 等

●意見・要望

夕張高校魅力化協働組織
（関係機関・関係者との協働組織）

●提案に対する
実施方法の決定

事務局(地域振興課)

事務局(夕張高校)

●夕張高校魅力化に
対する方針等の提案

●高校への支援に関
する状況説明

夕張高校魅力化事業対策本部
(R4.5～)

（設置目的）
市役所一丸となって推進組織等と協働し、
各種対策を適切に実施するとともに、必
要な情報の共有と連携を図る組織

・市長
・教育長
・市役所各課長

具体的な実践方策の
戦略検討チーム(R4.5～)

（設置目的）
夕張高校魅力化のための各事業における必要
な戦略、コンテンツ等を検討する組織

・市役所各課メンバー
・夕張高校教職員
・高校生

夕張市総合戦略検証委員会
(H28.7～)

（設置目的）
「夕張市地方人口ビジョン及び地
方版総合戦略」に謳う施策につい
て、推進状況をPDCAサイクルに基
づき適切に評価・検証する組織

委員構成
・北洋銀行
・市議会
・夕張高校
・商工会議所
・農協
・保育協会

●評価
●意見・要望

夕張市役所

夕張高校と相互協力し独自のカリキュラム、外部受け入れ等の実行

（市民とともに市役所一丸となり協働実践）

●具体的な事業の検討
及び提案等

事務局(地域振興課)

事務局(地域振興課)

※適宜、専門知識を有する高校魅力化アドバイザーから助言をもらう

夕張高校魅力化プロジェクトの概要④

夕張高校魅力化推進体制組織図

事務局(地域振興課)

〇最終決定
〇協議、合意形成
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市内公共交通の現状について



市内公共交通の現状について① （現交通体系）

夕張市石炭博物館
（社光）

真谷
地

南部

至

帯
広

新夕張駅
（紅葉山）

デマンド交通

南北軸路線バス
（一部の便は、途中乗継）

10往復運行
新札幌

北
札 幌

栗 山

夕鉄本社ターミナル
（若菜）

千 歳

楓
登川

滝ノ上

タクシー乗車代金補助制度導入区間

＜拠点複合施設＞
交通結節機能

（公共交通ロータリー）

清水沢地区（南清水沢４丁目）

中央バス

夕鉄バス

定員9名
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市内公共交通の現状について② （バス・デマンド・タクシー）

年度

南部線 真谷地線 合計

補助額（円）
運行回数
（回）

設定本数
（本）

利用者数
（名）

運行率
運行回数
（回）

設定本数
（本）

利用者数
（名）

運行率
運行回数
（回）

設定本数
（本）

利用者数
（名）

運行率

H29 832 1,823 1,529 45.6% 240 1,092 335 22.0% 1,072 2,915 1,864 36.8％ 3,503,742

H30 1,582 2,555 3,127 61.9% 558 2,190 743 25.5% 2,140 4,745 3,870 45.1% 4,866,540

R1 1,526 2,555 2,691 59.7% 719 2,190 962 32.8% 2,245 4,745 3,653 47.3% 4,657,085

R2 1,460 2,555 2,286 57.1% 430 2,190 578 19.6% 1,890 4,745 2,864 39.8% 3,682,890

年度

滝ノ上 楓・登川 合計

補助額（円）
運行回数
（回）

利用者数
（名）

運行回数
（回）

利用者数
（名）

運行回数
（回）

利用者数
（名）

H29 13 29 83 89 96 118 432,830

H30 55 73 160 177 215 250 885,250

R1 25 25 158 158 183 183 843,410

R2 150 150 205 205 355 355 1,246,330

年月
JR廃線前 JR廃線後

（参考）対H30年比
社光循環 博物館～本社T 博物館～新夕張駅 新夕張～りすた 合計

H28.12月 296 －

H29.12月 236 －

H30.12月 259 －

R1.12月 49 260 5 314 55人（21.2％）増

R2.12月 27 255 1 283 24人（9.3％）増

R3.12月 22 281 0 303 44人（17.0％）増

◆夕鉄バス市内線乗車人数 ※夕鉄調べ

◆デマンドバス運行実績

◆タクシー乗車代金補助運行実績

（単位：人/日）

22



市内公共交通の現状について③ （今後の検討課題）

☝それぞれの交通機関毎の実態に即した適正な運行体系への見直しの検討

☝路線バスを中心とした市内公共交通全体における利用実態調査の実施

☝交通事業者や関係機関との調整、交通協議会等での協議

★課題解決に向けた令和4年度の取り組みとして・・・

◯夕張市が目指す持続可能な公共交通体系
・高齢者や車を所有していない方など、公共交通を利用する方のニーズに合う運行ダイヤの設定

・限られた交通資源やＪＲ拠出金（夕張市石勝線代替輸送確保基金）の有効活用

・公共交通を利用している方の用途と運行を必要とする時間帯の現状の把握

●持続可能な公共交通体系の実現のための課題

・路線バス【市内線】南北軸1日10往復維持の必要性の検討

※夕鉄バスの市外線維持のため、令和4年度より夕張市を含む沿線自治体による補助金を支給開始

・今後、交通事業者の運転手の高齢化などに伴う、担い手不足

・路線バス【市外線】の利用者減少による自治体の負担増加
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