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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 306 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

台数
平成23年度
（平日18時
から19時）

平成28年度
（平日18時
から19時）

％ 平成23年度 平成28年度

件 平成22年度 平成28年度28543件観光案内所の利用件数 観光案内所の1年間の利用件数 交流人口拡大を計測する指標 25345件

20台/1時間

駅前広場利用者の満足度
駅前広場利用者に対し、ヒアリングで駅前広場の満足
度を5段階で評価した際の『やや満足』『満足』の回答
数の割合

交通利便性向上を計測する指標 0% 50%

駅前広場（車道部）の滞留車両台数
18時から下り線小淵沢駅着の列車が4便到着するまでの間に、降
車客の送迎車両が駅前広場（車道部）に停車している台数。但し
所定の場所に停車している車両は含まない。

交通利便性向上を計測する指標 40台/1時間

①駅前広場の整備
 JRの列車との接続の利便性の向上も含め、2次交通の充実があげられる。また、狭小な駅前広場は、朝夕の通勤通学時はもちろんであるが、特急列車が停車する時間帯は送迎のための車が多く、広場内が混雑しているため、利用
者の安全確保が課題である。

②中心市街地活性化に向けたアクセス空間の整備
 駅前商店街は、傾斜地での転回や各々の敷地が狭いことから、車利用客への対応や歩いて買い物を楽しむ環境が求められている。また、JR小淵沢駅を利用したパークアンドライドの機能の充実が求められており、駅周辺の駐車場
整備が課題である。

③居住者・観光客の利便性の向上
 駅前商店街は傾斜地であり、市道上笹尾小淵沢2号及び市道小淵沢45号線と小淵沢駅は約2mの高低差があり、入口付近は路面の凍結など非常に危険である。また、ユニバーサルデザインの観点からもバリアフリーに準拠した勾
配が確保できていない。

④観光客のための情報発信
 小淵沢駅は市内における特急列車が停車する駅であり、八ヶ岳観光圏の玄関口としても重要な役割を担っている。北杜市の魅力的情報が出会う集いの空間や魅力を発信する基点を整備する必要がある。

 北杜市総合計画　基本構想
　　　 4．基盤を整備し豊かな杜づくり　　　　　　駅前をはじめとする中心市街地や駅前広場等の公共施設の整備を行うことによって、個性豊かで活力あふれるまちづくりを推進し、市民交流やにぎわいのある安全で安心なまちづくりを
実現します
 八ヶ岳観光圏整備計画
 　　　 観光圏の整備に関する基本的な方針　 圏域内の各地域へアクセスするバス路線の充実、高速直通バスの導入、高速バスの拡充と停留所からの接続バスの導入などにより、八ヶ岳観光圏へのアクセス交通を充実させていく。

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 山梨 北杜 小淵沢周辺地区

計画期間 交付期間 28

目標1　　　交通機能の改善・強化　　『八ヶ岳観光圏域の玄関口にふさわしい交通機能の改善・強化』
目標2　　　駅前歩行環境の改善『ユニバーサルデザインを考慮した誰にも優しい駅前づくり』
目標3　　　観光・交流機能の強化　『八ヶ岳観光圏の玄関口として交流人口の拡大による地域振興』

・当地区は首都圏からも２時間程度と近く、八ヶ岳、南アルプスなど日本を代表する山岳景観と森林・牧野・渓谷・里山など豊かで多彩な自然環境を有し、別荘所有者などによる二地域居住（週末居住）に加えて、半定住者や移住者も
多いと言われている。
・平成22年には、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」第4条の規定に基づく『八ヶ岳観光圏整備計画書』を策定し、近隣の町村（富士見町、原村）と連携しながら総合的に整備を進めている。
・平成18年から平成22年にかけて、小淵沢駅周辺地区の都市再生整備計画を策定し地域と協働しながら事業に取り組んでいる。



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

方針に合致する主要な事業

整備方針１
八ヶ岳観光圏の玄関口にふさわしい交通機能の改善・強化
駅周辺の道路や駅前広場、駐車場を一体的に整備することにより、駅利用者や来訪者の交通利便性の向上を図る。

道路事業（仮称小淵沢駅前ロータリー整備/高質空間形成含む）
地域生活基盤施設（駅周辺駐車場整備）

整備方針２
ユニバーサルデザインを考慮した誰にもやさしい駅前づくり
駅周辺施設、駅前広場、商店街への利便性の向上と歩行者の安全確保のほか、高齢者にも配慮した誰にもやさしい駅前づくりを行う。

道路事業（仮称小淵沢駅前ロータリー整備/高質空間形成含む）

整備方針３
八ヶ岳観光圏の玄関口ついて交流人口の拡大による地域振興
地域住民や来訪者が交流する空間として観光交流センターを活用すると同時に、商店街への回遊や地域イベントとの連携など、交流人口拡
大による地域振興を図る。

高次都市施設（観光交流センター）
事業活用調査（地域活性化計画）



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 L＝150m H22 H27 H24 H27 1091.9 1048.0 992.2 992.2

公園

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 北杜市 直 A=4000㎡ H25 H25 H25 H25 40.0 40.0 10.0 10.0

高質空間形成施設 北杜市 直 A=2710㎡ H23 H27 H25 H27 146.0 146.0 146.0 146.0

高次都市施設 北杜市 直 A=350㎡ H23 H27 H24 H26 380.2 365.6 365.6 365.6

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 1658.1 1599.6 1513.8 1513.8 …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 － H24 H28 H24 H28 12.4 12.4 12.4 12.4

－

－

－

合計 12.4 12.4 12.4 12.4 …B
合計(A+B) 1526.2

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
JR東日本 構内EV2基 ○ H24 H26 12.6

合計 12.6

交付対象事業費 1526.2 交付限度額 610.4 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
（仮称）小淵沢駅前ロータリー 55.8

－

－

小淵沢駅周辺 0.0

小淵沢駅周辺 0.0

観光交流センター 0.0

住宅市街地
総合整備
事業

55.8

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

事業活用調
査

地域活性化計画 小淵沢 0.0

－

まちづくり活
動推進事業

－

－

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

（仮称）小淵沢駅舎バリアフリー改良 小淵沢駅



都市再生整備計画の区域

小淵沢地区（山梨県北杜市） 面積 306 ha 区域 北杜市小淵沢周辺地区

北杜市全図 
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駅前広場の滞留車両台数（台/時） 40 （台/時） → 20 （台/時）
駅前広場利用者の満足度 （％） 0 （％） → 50 （％）
観光案内所の利用件数 （件/年） 25,345 （件/年） → 28,543 （件/年）

　小淵沢地区（山梨県北杜市）　整備方針概要図

目標

目標1　交通機能の改善・強化　　『八ヶ岳観光圏の玄関口にふさわしい交通機能の改善・強
化』
目標2　駅前歩行環境の改善　　　『ユニバーサルデザインに考慮した誰にもやさしい駅前づく
り』

標 　観光 交流機能 強 　　『 岳観光 玄関 と 交流 拡大 る地域

代表的
な指標

1：10000 
 

    

       0m             1000m 

■基幹事業 
  （仮称）駅前ロータリー整備事業 
  ロータリー整備及び整備に伴う駅舎移転  
  L＝150m（ロータリー整備）  
  A＝870㎡（駅舎） 
  ■基幹事業 
  高質空間形成施設 
  緑化施設等 
  A＝1880㎡ 
  歩道整備 
  A=830㎡ 
  ■基幹事業 
  高次都市施設 
  観光交流センター 
  観光案内所、待機所、公衆トイレ整備 
  A＝350㎡ 
  ○関連事業 
  （仮称）小淵沢駅舎バリアフリー改良 

■基幹事業 
  地域生活基盤施設 
  駅周辺の駐車場整備 

□提案事業 
  事業活用調査 
  地域活性化計画 
  区域全域 

凡例 
 
        基幹事業 
   
        提案事業 
    
        関連事業 

小淵沢IC 

小淵沢駅 
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