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いきいきゆざトッププラン実現計画

平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間） 遊佐町

①まちづくりセンターの利用者数を31,361人／年（H22）から32,100人／年（H28）に向上させる。　　
②子育て支援に関する事業への参加者数を493人／年（H22）から560人／年（H28）に向上させる。
③屋外のスポーツ交流事業への参加者数を924人／年（H22）から1,000人／年（H28）に向上させる。

（H24当初） （H26末） （H28末）
①まちづくりセンターの利用者数
　 ４地区（稲川、西遊佐、蕨岡、遊佐）のまちづくりセンターの利用者数／年間

②子育て支援に関する事業への参加者数

子育て支援に関する事業への参加者数／年間

③屋外のスポーツ交流事業への参加者数
屋外のスポーツ交流事業への参加者数／年間

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

合計 1,135.4

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-Ｃ1-1 都市再生 過疎 遊佐町 直接 13.3

1-Ｃ1-2 都市再生 過疎 遊佐町 直接 シンボルタワー整備 17.3

1-Ｃ1-3 都市再生 過疎 遊佐町 直接 3.0

合計 33.6

番号 備考

1-Ｃ1-1

1-Ｃ1-2

1-Ｃ1-3

その他関連する事業

計画等の名称

事業種別 交付 備考

対象

1-Ａ´2-1 防災 遊佐町 642.2 防災・安全
移行先

1-Ｃ´2-1 防災 遊佐町 防災行政無線（移動系）整備 5.5 〃

1-Ｃ´2-2 防災 遊佐町 消防施設等整備事業 66.0 〃

1-Ｃ´2-3 防災 遊佐町 拡声子局中継施設 15.0 〃

1-Ｃ´2-4 防災 遊佐町 防災行政無線デジタル化 34.0 〃

1-Ｃ´2-5 防災 遊佐町 防災倉庫整備 7.7 〃

Ａ´ Ｂ´ Ｃ´642.2百万円 百万円 128.2百万円 Ｃ＋Ｃ´／（Ａ＋Ａ´）＋（Ｂ＋Ｂ´)＋（Ｃ＋Ｃ´） 8.3%

遊佐町

遊佐町

遊佐町

遊佐町

都市防災推進事業 遊佐町

遊佐町

一体的に実施することにより期待される効果

都市再生整備計画事業（A1）と一体的に実施することにより、地域交通環境の改善及び地域コミュニティの充実を図る。

都市再生整備計画事業（A1）と一体的に実施することにより、地域環境の改善及び地域コミュニティの意識高揚を図る。

社会資本総合整備計画の事業効果分析について、一体的に実施することにより、地域環境の改善及び地域コミュニティの再生、防災意識の改善、安全、安心のまちづくりの充実を促す。

いきいきゆざトッププラン実現計画

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

遊佐町 社会資本総合整備計画効果分析調査 効果分析調査 遊佐町

遊佐町 バス整備 中型バス１台 遊佐町

遊佐町 看板タワー１基 遊佐町

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

都市再生整備計画事業 公園、まちづくりセンター等 遊佐町 1,135.41-Ａ1-1 都市再生 過疎 遊佐町 直接 遊佐町

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,169.0百万円 Ａ

1,135.4百万円
Ｂ 百万円

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

Ｃ 33.6百万円
効果促進事業費の割合

2.8%
うち提案分　41.7百万円 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

500人／年 530人／年 560人／年

930人／年 965人／年 1,000人／年

31,400人／年 31,750人／年 32,100人／年

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

拠点施設の整備による地域コミュニティの再生を図る。



（参考図面）市街地整備

計画の名称 いきいきゆざトッププラン実現計画

計画の期間 平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間） 交付対象 　　　遊佐町

凡　　例
都市再生整備計画事業

施行区域凡例
都市再生整備計画事業

１－Ｃ１－１ 

□効果促進事業 

バス整備 

１－Ｃ１－２ 

□効果促進事業 

シンボルタワー整備 

１－Ａ１－１ 

■基幹事業 

都市再生整備計画事業 

１－Ｃ１－３ 

□効果促進事業 

社会資本総合整備計画効果分析調査 



都市再生整備計画（第２回変更）
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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 1,595 ha

平成 24 年度　～ 平成 28 年度 平成 24 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

人／年 H22 H28

人／年 H22 H28

人／年 H22 H28課題３：屋外スポーツ交流事業参加者数 屋外のスポーツ交流事業への参加者数調査

子どもからお年寄りまでのスポーツを通じた交流事業への参加者
の誘導を目指し、拠点施設としての公園の整備により、地域の活
性化を促す。

924人／年 980人／年

課題１：まちづくりセンターの利用者数 まちづくりセンターの利用者数調査
地域コミュニティの拠点施設への人口の誘導を目指し、高次都市
施設整備による地域の活性化を促す。 31,361人／年 32,000人／年

課題２：子育て関連事業への参加者数 子育て支援に関する事業への参加者数調査
子育て支援事業の充実を目指し、子育て支援の拠点施設としての
高次都市施設整備により、人口の誘導を目指す。 493人／年 550人／年

遊佐町の南西部地区を中心に、子どもからお年寄りまで集える交流の場を整備し、地域コミュニティの再生を図り、豊かなまちづくりを進める。

　遊佐町は、山形県の最北端に位置し、西は庄内砂丘を隔て日本海に臨み、北は鳥海山を境に秋田県に接し、東は出羽丘陵に囲まれ、南は酒田市に接している。町の総面積は208．39ｋ㎡で、山間部、平野部、砂丘地帯に大別され、うち約２割が農地
である。平成22年国勢調査では、町総人口15,480人、高齢者率32.6%。近年、総人口は減少傾向(前回調査比-8.14%)にあり、高齢化が進行している。町を国道7号線、345号線が縦貫し、近い将来は、日本海沿岸東北自動車道の整備が予定されている。
  これまでのまちづくりは、町民が心豊かに生き、自己実現を図るため、地域に根ざす生涯学習によるまちづくりを進め、その拠点である公民館の活動を重視しながら小中学校との連携も考慮し、学校施設や図書館等の学習基盤の整備を行ってきまし
た。また、まちづくり交付金事業の活用により、遊佐元町地区において、賑わいを再生し、安心安全で豊かなまちづくりを進め、地域交流センターや地域防災センター等の地域生活基盤の整備も実施してきました。

　遊佐南西部地区は、遊佐町の月光川より南の町の中心部から見て南西部の地域で、主に西側の砂丘地帯及び松林と、東側の平野部に分けることができ、行政区としては、遊佐地区、稲川地区、西遊佐地区、蕨岡地区の４地区に分かれている。それ
ぞれの地区は、昭和29年の町村合併の旧村単位であり、その中心に地区公民館が設置され、地区内の社会教育活動の中心として、生涯学習によるまちづくりを展開してきました。これまでは、社会教育法の下で、社会教育法におけるまちづくりを展開し
てきましたが、平成23年3月をもって全ての公民館を廃止し、協働のまちづくり推進のための指針に沿って地区まちづくり協議会を組織し、地区住民の自らの主体的なまちづくり活動を、町が支援する新たなまちづくりを進めることになりました。これらの活
動を推進するため、その活動拠点としての地区まちづくりセンターなどの施設整備などを通じて、地域コミュニティの再生を促進していくことが必要となっている。平成23年4月から、地区ごとの地域自治を振興するまちづくり協会の活動拠点施設となって
からは、東日本大震災の影響もあり、耐震性を考慮した早急な施設整備が住民から求められてきている。それに加えて、少子高齢化の進行により、地域コミュニティの崩壊が懸念され、地域住民が世代を越えて助け合いながら暮らせる地域コミュニティ
の再生も望まれている。そのためにも、子どもから大人まで集い、運動等を通して交流できる場の整備や、地域で子どもを見守り育てることができる施設の整備が必要とされている。

課題１：地区内人口の減少が著しくなり、少子高齢化とも相まって、地域コミュニティの維持が困難になっている。地域コミュニティの崩壊が懸念され、地域としてのかつての活力が低下しているため、拠点施設の整備が求められている。
課題２：地域での子育てがし易く住み良い環境を若い夫婦の世帯が求めており、若年層の子育て世帯のサポートの場としての拠点施設の整備が急がれる。
課題３：地域のおける交流の場が不足しているため、子どもからお年寄りまで世代を越えて集える場として、また、運動など多目的に使える施設としての公園の整備が求められている。

遊佐町新総合発展計画ゆざ２１ハピネスプラン（平成２３年２月、後期基本計画策定）では、自主性に富んだコミュニティ活動の拠点の設置、情操豊かな児童を育成するための施設整備、訪れるあらゆる人々が潤い、安らぎを感じる公園の整備を明らか
にしています。
具体的には、まちづくり協議会の活動拠点としてまちづくりセンターを設置し、その体制と施設整備に努める。中央児童館等の施設整備を進める。公園・緑地の施設整備を図るという振興策を打ち出している。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 山形県 遊佐町（ゆざまち） 遊佐南西部地区（ゆざなんせいぶちく）

計画期間 交付期間 28



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

●まちづくり協会の活動の推進

・町内６地区の公民館が、平成23年4月からまちづくりセンターとなり、地区ごとのまちづくり協会を中心にして、新たに生まれ変わりました。この地区まちづくり協会は、「遊佐町協働のまちづくり指針」（平成23年3月制定）に沿って、町と住民の協働の力で地
域課題を解決していく様々な活動を展開していくことにしています。その中では、協働の意義を、町、住民、事業者、ＮＰＯ法人、学校などの関係団体が理解し、一緒にまちづくりを進めることを目指しています。このことが、これまで社会教育の対象者としての
受け身の町民が、より主体的に自己実現を目指し、地域課題を解決するため、まちづくり活動を行っていこうとするものです。

方針に合致する主要な事業
整備方針１：地域コミュニティの再生

地域コミュニティ再生の拠点とするため、地域住民が活用しやすく、耐震性を考慮した高次都市施設を整備する。また、旧施設である公民館については解
体し、高次都市施設の駐車場等に利用する。

高次都市施設（基幹事業／稲川まちづくりセンター、西遊佐まちづくりセンター）
まちづくり活動推進事業（提案事業／まちづくり文化交流事業、まちづくり協会研修会）

整備方針２：若年層の子育て世帯のサポート

若年層の子育て世帯のサポートの場としての高次都市施設を整備し、子育て支援及び交流の拠点とする。

高次都市施設（基幹事業／遊佐町子どもセンター）
地域創造支援事業（提案事業／放課後児童クラブ施設整備事業）

整備方針３：世代を越えた交流の支援

子どもからお年寄りまで世代を越えた交流の場として公園を整備し、運動等を通した交流と健康づくりの拠点として整備する。

公園（基幹事業／遊佐町総合運動公園整備事業）



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

公園 遊佐町 直 17,945㎡ Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 255.7 255.7 255.7 255.7

古都及び緑地保全事業 －

河川 －

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

高質空間形成施設 －

遊佐町 直
延べ681㎡ 1F

解体748㎡
Ｈ24 Ｈ27 Ｈ24 Ｈ27 376.6 376.6 376.6 376.6

遊佐町 直 延べ395㎡ 1F Ｈ26 Ｈ28 Ｈ26 Ｈ28 230.4 230.4 230.4 230.4

遊佐町 直 延べ656.83㎡ 1F Ｈ24 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ25 231.0 231.0 231.0 231.0

既存建造物活用事業 －

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 －

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 －

合計 1,093.7 1,093.7 1,093.7 1,093.7 …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
遊佐町 直 延べ114.12㎡ 1F Ｈ24 Ｈ25 Ｈ24 Ｈ25 40.2 40.2 40.2 40.2

－

－

－

まちづくり協会 間 － Ｈ24 Ｈ28 Ｈ24 Ｈ28 1 1 1 1

まちづくり協会 間 － Ｈ24 Ｈ28 Ｈ24 Ｈ28 0.5 0.5 0.5 0.5

合計 41.7 41.7 41.7 41.7 …B
合計(A+B) 1,135.4

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 0

0.0

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

全体事業費

地域創造
支援事業

放課後児童クラブ施設整備事業

－

まちづくり活
動推進事業

まちづくり文化交流事業

まちづくり協会研修会

事業活用調
査

－

－

0.0

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

－

－

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

高次都市施設

稲川まちづくりセンター

西遊佐まちづくりセンター

遊佐町子どもセンター

－

－

－

遊佐町総合運動公園整備事業

－

－

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,135.4 交付限度額 454.1 国費率







計画の名称：　いきいきゆざトッププラン実現計画　　　　　　　　　　　事業主体名：　遊佐町　　　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート
（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅰ．目標の妥当性

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

Ⅱ．計画の効果・効率性



社会資本総合整備計画

いきいきゆざトッププラン実現計画（防災・安全）

平成２７年 １月

（第2回変更）
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いきいきゆざトッププラン実現計画（防災・安全）

平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間） 遊佐町

①防災行政無線デジタル屋外子局音声到達集落数を0集落／109集落（H22）から43集落／109集落（H28）に向上させる。

（H24当初） （H26末） （H28末）
①防災行政無線デジタル屋外子局音声到達集落数

音声到達集落数／全集落

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H24 H25 H26 H27 H28

合計 865.0

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H24 H25 H26 H27 H28

1-Ｃ2-1 防災 過疎 遊佐町 直接 5.5

1-Ｃ2-2 防災 過疎 遊佐町 直接 76.0

1-Ｃ2-3 防災 過疎 遊佐町 直接 0.0

1-Ｃ2-4 防災 過疎 遊佐町 直接 ８基 34.0

1-Ｃ2-5 防災 過疎 遊佐町 直接 16.0

合計 131.5

番号 備考

1-Ｃ2-1

1-Ｃ2-2

1-Ｃ2-3

1-Ｃ2-4

1-Ｃ2-5

その他関連する事業

計画等の名称

事業種別 交付 備考

対象

1-Ａ´1-1 都市再生 遊佐町 1,351.5 防災・安全
移行元

1-Ｃ´1-1 都市再生 遊佐町 30.0 〃

1-Ｃ´1-2 都市再生 遊佐町 シンボルタワー整備 10.7 〃

1-Ｃ´1-3 都市再生 遊佐町 2.0 〃

Ａ´ Ｂ´ Ｃ´1,351.5百万円 百万円 42.7百万円 Ｃ＋Ｃ´／（Ａ＋Ａ´）＋（Ｂ＋Ｂ´)＋（Ｃ＋Ｃ´） 3.30%

遊佐町

社会資本総合整備計画効果分析調査 遊佐町

都市再生整備計画事業 遊佐町

バス整備 遊佐町

災害時における消防団員の迅速な出動体制を整備し、広報の充実や人命救助の向上を図る。

都市防災推進事業（A2）と一体的に実施することにより、防災行政無線の届かない地域の解消を図る。

都市防災推進事業（A2）と一体的に実施することにより、防災行政無線のデジタル化の更なる推進を図る。

都市防災推進事業（A2）と一体的に実施することにより、各地区における避難所と一体的に防災倉庫と防災資機材の充実を図る。

いきいきゆざトッププラン実現計画

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

遊佐町 防災倉庫整備 １ヵ所 遊佐町

一体的に実施することにより期待される効果

都市防災推進事業（A2）と一体的に実施することにより、災害時における避難所や消防団との情報伝達手段の充実を図る。

遊佐町 拡声子局中継施設 １基 遊佐町

遊佐町 防災行政無線デジタル化 遊佐町

遊佐町 防災行政無線（移動系）整備 車載型・携帯型　20台 遊佐町

遊佐町 消防施設等整備事業 積載車　６台、資機材庫６箇所 遊佐町

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）
番号 事業者 要素となる事業名

事業内容

遊佐町 都市防災総合推進事業 防災センター等 遊佐町 865.0

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

1-Ａ2-1 防災 過疎 遊佐町 直接

Ｃ 131.5百万円
効果促進事業費の割合

15.2%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
996.5百万円 Ａ 　865.0百万円 Ｂ 百万円

0集落／109集落41集落／109集落43集落／109集落

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（防災・安全）
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

拠点施設の整備による安全、安心のまちづくりの推進を図る。



（図面）社会資本総合整備計画（防災・安全）

計画の名称 いきいきゆざトッププラン実現計画（防災・安全）

計画の期間 平成２４年度　～　平成２８年度　（５年間） 交付対象 　　　遊佐町

計画区域

デジタル化箇所

拡声子局新設箇所

吹浦地区防災センター

防災倉庫新設

避難所看板、避難誘導看板

凡　　例

１－A２－１ 

■基幹事業 都市防災推進事業 

  事業計画作成 1式 

  避難誘導看板設置 70箇所  

  防災センター 1箇所 

  防災倉庫   5箇所 

  防災行政無線デジタル化 26基  

１－Ｃ２－１ 

□効果促進事業 

防災行政無線（移動系）整備 20台 

１－Ｃ２－２ 

□効果促進事業 

消防施設等整備事業 積載車6台、 

              資機材庫6箇所 

１－Ｃ２－３ 

□効果促進事業 

防災行政無線デジタル化 8基 

１－Ｃ２－４ 

□効果促進事業 

防災倉庫整備 １箇所 



計画の名称：いきいきゆざトッププラン実現計画（防災・安全）

事業主体名： 遊佐町

チェック欄

　１）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題と整備計画の目標の整合性が確保されている。
○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。
○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。
○

　３）司法・数値目標が市民にとって解りやすいものとなっている。
○

④事業の効果

　1）充分な事業効果が確認されている。
○

　１）計画の具体性等、事業の熟度が高い。 ○

Ⅲ.整備計画の実現可能性

⑤円滑な事業執行の環境

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画等と整合性が確保されている。

②地域課題への対応

Ⅱ．整備計画の効果・効率性

③目標と事業内容との整合性等


