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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 77 ha

平成 16 年度　～ 平成 20 年度 平成 16 年度　～ 平成 年度

目標

大目標：

目標１

目標２

目標３

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 15 21

人／年 15 21

人／日 15 21

・北杜市建設計画では、合併した７町村の地域の特色や個性を活かし、地域の一体性を図るため環境共生、産業交流、生活文化の推進を柱に道路交通網の整備と情報ネットワークの充実が位置づけられてい
る。

・商店街は、密集した町並みがつづき、うるおいのある空間の確保、人々が滞留する場が必要である。

八ヶ岳南麓地域の拠点であり玄関口となる本地区の生活基盤の整備を図り、人と街の結び付きを強める.

・平成３年、平成７年、平成９年に駅前商店街に対する住民意向調査を実施し、平成１０年度に中心市街地活性化委員会が「長坂中心市街地活性化基本計画」を策定した。この長坂町中心市街地活性化基本計
画においては、住民意向調査で要望が多い、「歩行者の安全確保」と「商店街の雰囲気づくり」が実行計画に盛り込まれている。また当地区は、「長坂中心市街地活性化基本計画」の区域４５ｈaを含んでお
り、北杜市長坂町の商店数の６割を占め、長坂町の事業所の５割以上が集積しており産業集積の中心として機能している地域である。

未利用地の生活基盤の整備により宅地開発の誘導を促進する.

駅、商店街、核施設の連携により来訪者の利用率を高める。

・中心市街地は八ヶ岳南麓地域の中心起点として発展し、ＪＲ中央線沿線であることから周辺の市町村からの乗降客が集まり賑わいのある町を形成してきた。恵まれた景観や自然環境により首都圏からの来訪
者も多い地域である。しかし、モータリゼーションの進行、郊外での商業施設出店による中心市街地商店街の空洞化、商店主の高齢化と担い手の減少、県道と町道交差点の視認性の低さが問題視されている。
また、駅周辺の交通結節点やサイン等の整備水準が低く、市民や来訪者への対応が遅れている。

駅前広場・交差点の改良整備により中心市街地への結節性と各施設への利便性及び安全性を向上させる.

・当地区は、県道沿いに商店街を形成しており、これに接続する町道の視距の確保が充分ではなく、歩行者と車両のスムースな交通を促し安全性の確保が必要である。

・中心市街地の核となる施設、牛池水環境整備（地域環境用水環境整備事業／農林水産省補助事業）、まちなか公園おいでや（山梨県リーディング商店街創出事業／山梨県商工労働観光部補助金）については
整備が終了し、長坂コミュニティーステーション（中心市街地商業等活性化総合支援事業／経済産業省補助事業）については平成１６年９月に完成した。

・長坂地区まちづくり推進委員会により、まちづくり交付金による当該地区事業の細部について検討をおこなっている。

駅前商店街の衰退により、地域全体が活力を失っている。中心市街地のにぎわいを取り戻し、経済基盤の安定を図ると共に、新たなる人と文化の流入を促進して魅力ある地域として再生することが緊急な課題
である。

・駅前モニュメントの改良を行い、サイン設置により回遊者の憩いの場所を提供する。

１年間の利用者数の合計

2,310駅乗降客数 １日あたりの駅乗降客数の計測
駅前広場の整備や生活基盤整備により、乗降客の増加
が見込まれ１割増加を見込む

2,100

指　　標

6,270
まちなか公園おいでや利用者
数

１年間の利用者数の合計
市民が積極的に活用できる施設として回遊性を高め、
周辺の交差点整備を行い立ち寄りやすい環境を整備し
て利用者の１割増加を見込む

5,700

駅前空間と協働し、中心市街地のランドマークとして
事業展開を行い利用者の１割増加を見込む

20,900 22,990
長坂コミュニティーステー
ション利用者数

計画期間 交付期間 20

・平成１３年２月に長坂町商工会が「長坂町ＴＭＯ構想」を策定し、認定を受けて過去３年にわたり街路灯整備事業や花によるいこいの空間づくりを実施している。また、平成１５年度からは、町中公園事業
（県補助事業）により旧家をリニューアルした「まちなか公園おいでや」は、　ギャラリーとして、八ヶ岳地域に在住する芸術家の活動の拠点となり、朝市の開催や文化活動と合わせ商店街の魅力となりつつ
ある。まちなか公園おいでやの運営は、ＴＭＯにより行われている。
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・長坂町は、平成１６年１１月１日に、高根町、須玉町、白州町、大泉村、武川村、明野村と合併し、人口４４，０００人、面積５６９．７５ｋ㎡の北杜市となった 。

目標値従前値目標と指標及び目標値の関連性

生活に直結する公益機能を確実に整備し、市民が暮らしやすく来訪者に魅力のある地域づくりを促進する。

・当地区は産業集積を背景に昼間人口が多い地域でありながら、自然環境の良さに惹かれ定住を希望する者も多い。中心市街地に隣接する駅周辺の生活基盤を整備して、定住人口を増加させることで中心市街
地のにぎわいを取り戻すことが必要である。

・当地区には、駅、県道、高速インターチェンジが所在し、交通拠点としての一面もある。しかし、駅前広場の整備が不十分であり、中心市街地及びその周辺を結ぶ道路に回遊性が乏しいため、市民や来訪者
が快適に過ごせる空間整備が必要である。

・不良債権化した商店が増えており、中心市街地内の空洞化を招いている。



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

・地域の玄関口としての駅前機能を充実し、ビジターや通勤者が憩える空間を整備する。また、商店街に地域住民が自主事業を行う場と
利用者が滞留する場を設置する。

地域生活基盤施設（基幹事業／多目的広場）、既存建物の解体（提案事業／多目的広
場）

・未利用地の多い駅周辺の地域に定住人口増加を目的として、市道の整備を行う。
．

道路事業（基幹事業／長大地入沢線）、農道拡幅（関連事業／農林水産省補助事業）

・駅周辺に宅地誘導させるために、市道に上水道、下水道埋設により、生活関連施設の整備を行い社会資本の質を高める。　 ．
特定環境保全公共下水道（基幹事業／長大地入沢線)、上水道整備（提案事業／長大地入
沢線）

・通勤者の安全確保やビジターの案内、商店街における美化活動、各施設への誘導とイベントの補助を行うため、人材を配置して街と人
の結びつきを強める人材活用事業を行う。

人材活用（提案事業／整備計画区域内）、地域活性化バス運行（関連事業／経済産業省
補助事業）

方針に合致する主要な事業

・駅前の植栽や歩道を整備し、核施設への誘導や商店街への回遊ができるよう案内板の配置する。また、モニュメントやスリートファ
ニュチャーの設置により安らぎが得られるよう整備を行う。モニュメントの変更に伴う移設を行う。

高質空間形成施設〔基幹事業／（駅前広場・街路サイン整備）〕、牛池水環境整備（関
連事業／農林水産省補助事業）、まちなか公園おいでや（関連事業／山梨県商工労働観
光部補助金）、長坂商店街の街路灯整備（関連事業／山梨県商工労働観光部補助金）

・県道に通じる市道の視認性を確保し、駅前広場、核施設、商店街への利便性の向上と歩行者の安全確保やスムースな車両の
．

出入りが行われるよう交差点の整備を行う。

道路事業〔基幹事業／（市道仲町長小線・市道長坂駅渋沢線・長坂８号線）〕、道路事
業〔関連事業／（〈主〉長坂高根線・〈主〉茅野小淵沢韮崎線）〕、農道新設（関連事
業／農林水産省補助事業）

整備方針１（駅前広場・多目的広場・交差点の改良整備により中心市街地への利便性と安全性を向上させる）

整備方針２（未利用地の生活基盤の整備により宅地開発の誘導を促進する）

整備方針３（駅、商店街、核施設の連携により市民と来訪者の利用率を高める）

・文化活動、地域情報の提供、イベントが行える広場を整備し、地域住民や来訪者が交流する空間として、核施設（長坂コミュニティー
ステーション）と協働するように駅前の整備を行う。

地域生活基盤施設〔基幹事業／（駐車場）〕、中心市街地商業等活性化総合支援（関連
事業／長坂コミュニティーステーション）

○継続的なまちづくりのための方策について
合併後の旧町村内には、市民参加の原則に基づき、コミュニティ内の問題に解決力を持った「地域委員会」が設置され従来からの課題、懸案の解決と地域の施策立案にあたる。



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 北杜市 直 １９ｍ 16 17 16 17 46 46 46 46

北杜市 直 ８５ｍ 16 20 17 20 173 173 173 173

北杜市 直 ８３０ｍ 16 20 17 20 307 307 307 307

市道　長坂８号線 北杜市 直 ２０２ｍ 18 20 18 20 97 97 97 97

公園

河川

下水道 北杜市 直 ５３６ｍ 16 20 17 20 17 17 17 17

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 北杜市 直 16 20 17 20 182 155.5 155.5 155.5

高質空間形成施設 北杜市 直 16 18 17 18 54 54 54 54

高次都市施設 －

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

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 876.0 849.5 849.5 849.5 …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

北杜市 直 ５７７ｍ 16 20 17 20 6 6 6 6

北杜市 直 1906㎡ 18 18 18 18 53 53 53 53

－ 0

－ 0

北杜市 直 － 16 20 17 20 4 4 4 4

－ 0

合計 63.0 63.0 63.0 63.0 …B
合計(A+B) 912.5

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

山梨県 農林水産省 2.8ha ○ ○ 10 13 256

北杜市 山梨県 279㎡ 14 15 53

北杜市 経済産業省 3154㎡ ○ ○ 14 16 1,634

長坂町TMO 山梨県 134基 ○ 14 15 24

山梨県 山梨県 247㎡ 15 16 67

中心市街地商業等活性化総合支援事業 北杜市 経済産業省 １台／土日祝 ○ 16 16 4

山梨県 農林水産省 3200m ○ 14 19 1635

山梨県 農林水産省 6793m ○ ○ 10 20 5303

山梨県 山梨県 670m 14 未定 1700

長坂駅西側宅地開発事業 民間住宅開発予定地 ㈱ツツミ 5ha ○ 19 22 600

合計 11,276

中丸大井ヶ森地区

長坂コミュニテーステーション

長坂商店街の街路灯整備

大八田長坂上条地区

地域活性化バス運行

所管省庁名

－

交付期間内事業期間
規模

まちなか公園おいでや

事業箇所名

中丸長坂上条地区

夏秋長坂上条地区

牛池水環境整備

事業主体 直／間事業箇所名
（参考）事業期間

長坂駅周辺

長坂駅周辺

－

直／間

市道　仲町長小線

－

長大地入沢線　内

事業主体事業箇所名

既存建物の解体

事業
細項目

細項目

地域創造
支援事業

事業

上水道整備事業

道路

住宅市街地
総合整備
事業

事業主体

（主）茅野小淵沢韮崎線

山梨県リーディング商店街創出事業

農道新設

中心市街地商業等活性化総合支援事業

合併市町村商店街施設整備事業

（主）長坂高根線

農道拡幅

規模

0.0

事業期間（いずれかに○）
全体事業費

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業

地域用水環境整備事業

人材活用事業

－

－

長大地入沢線　内

多目的広場

－

－

うち民負担分
交付期間内事業期間

規模
（参考）事業期間

うち民負担分

0.0

365.0 国費率 0.4交付対象事業費 912.5 交付限度額

市道　長坂駅渋沢線

市道　長大地入沢線道路

道路



77ha

77ｈａ



２，283㎡

12ヶ所
総合案内
誘導サイン
情報板

河川改修（宮川）

長坂　８号線　L=202ｍ

長大地入沢線　道路整備　　L=８３０m　W=9m
特定環境保全公共下水道　 L=５３６m ￠250㎜未満
上水道整備（提案事業）　　　L=５７７m  ￠125㎜未満

Ｌ＝１９ｍ　Ｗ＝9

L=８５m   W=9m

A=1,735
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