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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 960 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 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

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

％ 平成17年度 平成23年度

％ 平成17年度 平成23年度

％ 平成17年度 平成23年度

人 平成17年度 平成23年度2,400大沼公民館利用者数 公民館の利用人数
地区住民の交流機会の増加の目安として、改築による利用人数
の変化を確認し目標とする。

2,333

0.0宿泊施設数減少率
大沼地区内宿泊施設数の減少率（従前値はＨ１６とＨ１７の
比較、目標値はＨ１７とＨ２３の比較）

滞在型観光として不可欠である宿泊施設の軒数を確認し、目標と
する。

6.7

0.0

観光宿泊客減少率
大沼地区の観光宿泊客の減少率（従前値はＨ１６とＨ１７の
比較、目標値はＨ１７とＨ２３の比較）

観光宿泊客の入込状況を確認し、滞在型観光促進と宿泊客減少
の抑制に向けての目標とする。

37.6 0.0

観光客入込数減少率
大沼地区の観光客入込数の減少率（従前値はＨ１６とＨ１７
の比較、目標値はＨ１７とＨ２３の比較）

観光客の入込状況を確認し、入込数減少抑制に向けての目標と
する。

3.5

地区の観光客入込み数や宿泊施設の増加、及びそれに携わる人や地域住民の流出を抑えるとともに、地区住民の高齢化に対応した環境整備が必要である。
・観光地としてのイメージアップ及び観光地内の移動の利便性を高めるため、道路整備が必要である。
・通過型観光から滞在型観光への転換が必要である。
・観光振興のためには、地区に活気が必要である。

自然景観を大切にした滞在型観光を推進し、体験型観光の充実や、地区内の農村部において消費者との交流を図るなど、異業種の連携で賑わいのある観光地大沼を形成するとともに、地区を活気のあるまちとして人口減少を抑える。
・七飯町総合計画においては、地区全体を自然・景観・レクリエーションゾーン、大沼公園駅周辺を観光拠点ゾーンとして、自然景観、特産品を生かした食品の開発、カヌーや工芸などの見学・体験施設の充実、参加・体験型の農業観光の振興を図るとし
ている。
・都市計画マスタープランの土地利用構想では、大沼地区は「自然保全地域」としてゾーニングされている。都市軸形成方針では、「観光・レクリエーション軸」として、人と自然のまちづくりを推進し、観光客及び町民に四季を通じレクリエーションの場を提
供するとしている。
・人口減少に歯止めをかけるとともに、高齢化に対応するため、誰もが利用できる施設等の環境整備を行い、地区での交流機会を助長し活気あるまちとする。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

　　大目標：国定公園を有する大沼地区を賑わいのある観光地として再生を図る。
　　　　　　目標１：道路整備により、移動の利便性を向上させ、観光客やイベント参加者の増加を図る。
　　　　　　目標２：宿泊施設の減少を抑えるとともに、滞在型観光を目指す。
　　　　　　目標３：観光地としての賑わいを再生するため、地区に活気を取り戻す。

・国定公園を有する大沼地区は、明治時代からの観光地として発展し、古くから夏は湖水祭り、冬は雪と氷の祭典等を行い、道南の風物詩として広く知れ渡ってきたが、近年では、近隣市町村で各種イベントが実施され、大沼のイメージが色あせてきた感
があった。このため、町と七飯大沼国際観光コンベンション協会等による実行委員会でイベント内容の検討を行ってきたほか、ボートオリエンテーリングや紅葉マラソンなど四季を通じた様々なイベントで、集客増を図ってきた。
・体験型観光としては、手付かずの自然が売りであることから、地元業者がカヌーやフィッシング、大沼ネイチャーガイド等を実施している。
・地区内には駅が二つあり、大沼公園駅は公園に面した駅であり、駅前通りはマイウェイアワーロード事業により店舗や道路が整備され、落ち着きある観光地の玄関口となっている。
　同地区は主に宿泊施設や店舗が多い地区となっているが、通過型観光に歯止めがかからず、更には観光客自体の入込み数が減少しており、この影響で宿泊施設が減少するなど観光産業の衰退を招く悪循環となっている。
・大沼駅周辺は主に居住地が多い地区である。駅前から道道が鹿部町へ続いており、居住地から農村部へとつながっている。農村部は畜産業も多く、牛肉のブランド化や乳製品の直販、消費者との交流事業や直営レストランの経営など、農業者が独自
に事業を展開している。
・近年は横ばいであるものの、七飯町の人口は上昇してきたが、大沼地区は減少し続けており、これとともに高齢化が進んでいる。B25

都道府県名 北海道 七飯町
ななえちょう

大沼
おおぬま

地区

計画期間 交付期間 23



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

○基幹事業施設と提案事業施設の合築について

　基幹事業の大沼公民館と提案事業の七飯町役場大沼出張所を合築により整備する。合築することで、公民館利用時に役場で行う手続きを済ませることができるなど、地域内における公共・公益機能において利便性が向上し、住民、特に高齢者がより安心
して生活できる。また、公民館に職員が常駐することとなるので、管理・運営がしやすいうえ、町の地域防災計画で避難所に指定されていることから、災害時には本庁との連絡機器により被害状況の把握等が容易になるなど防災機能も著しく向上する。

○関連事業との連携について

　平成１８年１１月にシーニックバイウェイ北海道の函館・大沼・噴火湾ルートの指定を受けたことにより、広域観光ルートの一環として知名度の向上が期待できるため、観光道路等の整備により来訪者を増やし、交流人口の増大を図る。

　

○事業評価について

　平成１８年度から七飯町第４次総合計画がスタートしたことを契機に、平成１９年度より行政評価制度を導入することから、同制度によって毎年掲載事業の評価を行う。実施にあたっては、庁舎内で段階ごとに評価を行い、町広報紙等で公表することとしてい
る。

方針に合致する主要な事業

整備方針１（道路整備による利便性の向上、観光客の増加）
・観光スポットへのアクセスを容易にする他、高齢者や障がい者に対応した道路整備を行う。

道路事業（基幹事業）

整備方針２（滞在型観光への転換により、宿泊施設の減少を抑える）
・各種観光イベントの実施や、カヌーやフィッシングなど体験型の観光を推進するとともに、農村部での乳製品の直販や、消費者との交流事業と連携をとる
など、観光メニューの充実を図り、通過型から滞在型の観光を目指し、宿泊施設の減少を抑える。

観光イベント事業（関連事業　町）、観光PR用ビデオ等作成事業（関連事業　町）、観光ルートサイン
システム整備事業（関連事業、町・民間）

整備方針３（地区活性化のため、交流機会を助長し、住民の高齢化に対応した環境を整備し、人口減少を抑える）
・観光振興のためには、地区を元気にすることが必要である。このためには、住民同士の交流が非常に大切であり、これにより地域の一体感が生まれ、人
口減少の抑制につながることが期待できる。そのため、交流の場となる公共施設等を、高齢者や障がい者、子供など誰もが利用しやすい施設とする。また、
町の地域防災計画で避難所とされていることから、住民の避難に適切に対応できる構造として整備する。

高次都市施設（基幹事業）、七飯町役場大沼出張所整備事業（提案事業）



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 町 直 L=330 H17 H22 H19 H21 83 67 67 67

町 直 L=310 H15 H23 H20 H23 52 45 45 45

公園

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 －

高次都市施設 町 直 － H19 H20 H19 H20 102 102 102 102

既存建造物活用事業 －

都市再生交通拠点整備事業

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

人にやさしいまちづくり事業

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 237 214 214 214 …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

町 直 H19 H20 H19 H20 19 19 19 19

0

0

－ 0

－ 0

－ 0

－ 0

合計 19 19 19 19 …B
合計(A+B) 233

（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 ７事業 ○ H19 H27 58

町 ○ H19 H27 45

町 ○ H19 H27 9

合計 112

交付対象事業費 233 交付限度額 93.2 国費率 0.4

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
町道軍川１号線

町道大沼５号線

－

－

－

大沼公民館

－

住宅市街地
総合整備
事業

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

地域創造
支援事業

七飯町役場大沼出張所整備事業 七飯町役場大沼出張所

事業活用調
査

－

－

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

大沼地区

0

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

観光イベント事業 大沼地区

観光PR用ビデオ等作成事業 大沼地区

観光ルートサインシステム整備事業



都市再生整備計画の区域

　大沼
　おおぬま

地区（北海道七飯町
　ななえちょう

） 面積 960 ha 区域 大沼町90番地～大沼町779番地～軍川522番地～軍川294番地を結んだエリア

・ＪＲ流山温泉駅

・ＪＲ銚子口駅

・大沼国際交流プラザ

・ＪＲ大沼駅

・ＪＲ大沼公園駅

・ワッズ工場（夢水氣水源）

・山川ミルクプラント ・チャレンジビーフ黒ベコ

・大沼肉牛ファーム

・石黒牧場

・久保田牧場

・七飯大沼スキー場

・ＪＲ池田園駅・大沼国際セミナーハウス

・流山温泉


