
北海道北見市 北５東２地区 

 本地区は、２拠点１軸の高度医療拠点に位置し

ており、交通の利便が良く、市民など多くの人が

訪れる中心市街地となっている。そこに位置する

北見赤十字病院は、施設全体の老朽化、狭隘さと

いった大きな問題を抱えているが、本地区の人々

の集い、交流、にぎわい等を再生するためには、

必要不可欠とされる。 

                

国道３９号

ＪＲ北見駅

至網走至旭川

北５東２地区　暮らし・にぎわい再生事業区域

 このため、現在地周辺での改築を推進すること

によって、市民はもとよりオホーツクの３次医療

圏の住民にも、快適・安全な医療・療養環境を提

供するとともに、本市のまちづくりの重点課題で

あるまちなか活性化を図る。 

 

 
きたみし

北見市所在地  北海道 北５東２丁目、北６条東２丁目、北７条東１丁目、北７条東２丁目、北８条

東１丁目、北８条東２丁目 

地区面積 約２．６ｈａ 

総事業費 約１６８億円 うち補助対象額 19 億円（うち国費 955 百万円） 

経緯   平成２１年１２月 再生事業計画策定 

  平成２３年 ３月 基本計画認定 

平成２４年 ７月 建築工事着工 

 

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 北 見 赤 十 字 病 院 

新館 

医療施設（病院） H22～ H27 北見市 日本赤十字社 

立地支援 

都市機能まちなか 北 見 赤 十 字 病 院 

多目的ホール 

医療施設（病院） H22～H27 北見市 日本赤十字社 

立地支援  

空きビル再生支援 北 見 赤 十 字 病 院 

南館 

医療施設（病院） H22～ H27 北見市 日本赤十字社 

関連空間整備 緑化施設等 緑化施設等 H27 北見市 日本赤十字社 

 

 

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 241,076 120,538

土地整備費 315,358 157,679

追加的に必要な施設整備費 747,476 373,738

賑わい交流施設整備費 213,822 106,911

小計 1,517,732 758,866

空きビル再生支援 調査設計計画費 40,652 20,326

改修工事費 276,366 138,183

共同施設整備費 2,680 1,340

小計 319,698 159,849

関連空間整備 緑化施設等の整備費 73,964 36,982

小計 163,800 54,600

計 1,911,394 955,697 

 

 

 

 

 



北海道北見市 北５東２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）※ 955,697 調査設計計画費 354,155 

医療提供体制施設整備交付金等（厚生労働省） 945,865 除却整地費 394,200 

地域医療再生交付金 1,139,605 新本館工事費 9,958,490 

北見市 6,000,000 その他工事費等 6,086,945 

圏域市町村補助金 350,000   

自己財源 7,402,623   

計 16,793,790 計 16,793,790 

※社会資本整備総合交付金の額を含む。 

 

 

市役所庁舎除却後、同敷地に病院新館建設 

 

 事業スキーム 

 除 却 

      除 却 

 

 

   

  
 

 

 

関連空間整備             空きビル再生支援                  都市機能まちなか立地支援 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所庁舎除却後、同敷地に病院新館建設

 
市役所 病院南館 

南館以外の病棟 

病院新館 
 

病院南館 駐 車 場 

旧病棟除却後、駐車場整備 

国(国交省) 北見市 
補助金 補助金

日本赤十字社 

補助金  （病床、診察室、医療施設、器具等）   

国(厚労省)



北海道北見市 北５東２地区 

北見赤十字病院 （新館） 

 

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 

 北見赤十字病院の外来患者は一日約 1,500 人となっ

ており、現在地及び周辺で改築を行うことによって、

患者等の利便性の継続、また、北見市民はもとより、

網走管内地域住民にとって、快適で安全な医療・療養

環境を提供するとともに、まちなかのにぎわいが創出

されることから、改築にあたっては、現市役所敷地を

活用した建て替えを行っていく。 

事業主体 北見市 

施行者  日本赤十字社 

事業期間 平成 22 年 8 月〜平成 26年 7 月  

敷地面積 26,730 ㎡ 延床面積 35,382 ㎡ 建築面積 5,861 ㎡ 階数 地上 9階／地下 1 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 延床面積 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：北見市 なし 赤十字病院 日本赤十字社 35,382 日本赤十字社 直営 
従後：北見市 

 

 

 

 



北海道北見市 北５東２地区 

北見赤十字病院（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 待合い、受付、病棟 

ビル再生の方針・概要  

 新病棟建設後、南館の機能を新病棟に移し、空いた

スペースに病棟、管理部門を再整備する。 

事業主体 北見市 

施行者  日本赤十字社 

事業期間 平成 26 年 7 月〜平成 27年 3月 

敷地面積 26,730 ㎡ 延床面積 9,541 ㎡ 建築面積 1,708 ㎡  階数 地上 7階／地下 1階 

空きビル再生支援施設の主要用途 

 公益施設（地域交流施設：病院） 

 

所有および管理状況 

 
名称 床所有者 延床面積 

（㎡） 

管理運営主体 管理運営形態 土地所有者 従後権利設定 

赤十字病院 日本赤十字社 9,541 日本赤十字社 直営 従前：日本赤十字社 

従後：日本赤十字社 

所有権 

 

 

 

 

 

問合せ先 

北見市地域医療対策室 

TEL:0157-25-1157 FAX:0157-23-8813 

E-mail:chiikiiryo@city.kitami.lg.jp 


