
北海道砂川市 中心市街
ちゅうしんしがい

地区 

本地区は市民生活に欠かせない公共公益施設が

集積し、多くの人々が訪れる中心市街地に位置す

る。そこに立地する砂川市立病院は老朽化、狭隘

化に加えて駐車場不足等の問題を抱えていた。こ

のため、特別養護老人ホームをＪＲ砂川駅東側に

移転、まちづくり交付金事業により市民会館も地

域交流センターとして駅東側に機能移転の後、本

事業の活用により隣地の旧特別養護老人ホームな

らびに旧市民会館を解体除却し、その跡地に新た

な本館を建て替える。また南館は改修工事を行い、

健診センター、院内保育所、精神科病棟とし、さ

らに本館と別館は解体除却し、その跡地に立体駐

車場を整備する。 

砂川市役所●

●ＪＲ砂川駅 

 

所在地  北海道砂川市西４条北三丁目 

地区面積 約２.６ｈａ 

総事業費 約１３,９３９百万円 うち補助対象額３,１５５百万円（うち国費１,２６２百万円）   

経緯   平成１８年１０月 暮らし・にぎわい再生事業計画同意 

     平成１９年 ８月 中心市街地活性化基本計画認定 

     平成２０年 ８月 工事着工 

     平成２２年 ８月 新本館（都市機能まちなか立地支援）竣工 

     平成２２年１０月２８日 新本館開院 

     平成２２年１１月 南館（空きビル再生支援）増改修工事着工 

     平成２３年１０月 南館開院予定 

     平成２４年１０月 立体駐車場供用開始 

活用メニュー 施設名称 主な用途 事業期間 事業主体 施行者 

都市機能まちなか 

立地支援 

砂川市立病院 

新本館 

立体駐車場 

医療施設 

(病院) 

地域交流施設 

(多目的ホール）

H18～H24 砂川市 砂川市 

 

空きビル再生支援 砂川市立病院 

南館 

医療施設 

(病院) 

H22～H23 砂川市 砂川市 

 

補助対象内容ならびに金額 （単位：千円） 

活用メニュー 費目 補助対象額 うち国費 

都市機能まちなか立地支援 

   

調査設計計画費 222,440 88,976 

土地整備費 321,355 128,542 

追加に必要な施設整備費 2,148,355 859,334 

賑わい交流施設整備費 77,200 30,880 

事務費 22,225 8,890 

小計 2,791,555 1,116,622 

空きビル再生支援 改修工事費 213,680 85,472 

共同施設整備費 150,120 60,048 

小計 363,800 145,520 

計 3,155,355 1,262,142 
＊1/15 加算地区 
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北海道砂川市 中心市街
ちゅうしんしがい

地区 

事業収支 （単位：千円） 

収入 支出 

暮らし・にぎわい再生事業（国土交通省）※ 1,262,142 調査設計計画費 243,453  

耐震化緊急促進事業（国土交通省）※ 363,633 除却費 380,140  

融資（財務省財政融資資金・地方公営企業等金融 12,027,000 整地費 9,473 

機構資金） 

アロケーション工事負担金 57,477 工事費等 13,103,349 

自己財源 227,805 事務費 201,642 

計 13,938,057 計 13,938,057 

※社会資本整備総合交付金の額を含む。 

 

 

 

 事業スキーム 

 
移転の後、除却 

除却 
 

 市が保有 
市民会館 特養老人ホーム 病院本館・別館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 病院南館

市が保有 病院南館病院本館 立体駐車場

凡例    ：都市機能まちなか立地支援補助対象     ：空きビル再生支援補助対象 

補助金
国(国交省) 砂川市 

一般財源
融資 留保資金

国(財務省) 

地方公営企業等金融機構 

工事負担金

民間 



北海道砂川市 中心市街
ちゅうしんしがい

地区 

砂川市立病院新本館 

 

活用補助メニュー 都市機能まちなか立地支援 

都市機能立地の方針・概要 

 老人ホーム、市民会館を解体除却し、跡地に市立病 

 院新本館を改築。 

事業主体 砂川市 

施行者  砂川市 

事業期間 平成２０年 ８月〜平成２４年 ８月 

               

敷地面積 11,603.40 ㎡ 延床面積 35,297.21 ㎡ 

建築面積 9,606.16 ㎡ 階数 地上７階 

都市機能導入施設の主要用途 

 公益施設（医療施設：病院、地域交流施設：多目的ホール） 

 うち賑わい交流施設：多目的ホール 

 

所有および管理状況 
延床面積 

名称 床所有者 管理運営主体 管理運営形態 土地所有者 従後権利設定 
（㎡） 

従前：砂川市 
市立病院 砂川市 35,297 砂川市 直営 所有権 

従後：砂川市 

 

 

 

 

砂川市立病院南館 

（従前名称：同上） 

 

活用補助メニュー 空きビル再生支援 

従前の状況 外来診察、一般病棟 

ビル再生の方針・概要  

 外来診察・一般病棟を新本館に移転の後、健診セン

ター、院内保育所、精神科病棟等として増築・改修。 

事業主体 砂川市 

施行者  砂川市 

事業期間 平成２２年１０月〜平成２３年１１月 

敷地面積 8,208.83 ㎡ 延床面積 6,201.40 ㎡  

建築面積 1,346.51 ㎡  階数 地上６階 

 

都市機能導入施設の主要用途 

 公益施設（医療施設：病院） 

 

所有および管理状況 
名称 床所有者 床面積（㎡） 管理運営主体 管理運営形態 土地所有者 従後権利設定 

従前：砂川市 
市立病院 砂川市 6,201 砂川市 直営 所有権 

従後：砂川市 

 



北海道砂川市 中心市街
ちゅうしんしがい

地区 

砂川市立病院立体駐車場 

（従前名称：同上） 

 

活用補助メニュー 都市機能まちなか立地支援 

都市機能立地の方針・概要 

 旧病院の本館・別館を解体した跡地に立体駐車場を

新築。なお、立体駐車場は、本館と南館を結ぶ渡り

廊下と接続。 

事業主体 砂川市 

施行者  砂川市 

事業期間 平成２４年 ２月〜平成２４年１０月 

敷地面積 8,208.83 ㎡ 延床面積 6,848.10 ㎡ (駐車可能面積 10,208.37 ㎡) 

建築面積 3,402.79 ㎡  階数 ２層３段自走式（収容台数 405 台） 

 

都市機能導入施設の主要用途 

 公益施設（医療施設：病院） 

 

所有および管理状況 
名称 床所有者 床面積（㎡） 管理運営主体 管理運営形態 土地所有者 従後権利設定 

従前：砂川市 
市立病院 砂川市 6,201 砂川市 直営 所有権 

従後：砂川市 

 

 

砂川市立病院事務局改築推進課総務係 

問合せ先 TEL:0125-54-2121  FAX:0125-54-2568 

E-mail:kikaku@city.sunagawa.lg.jp 


