
社 会 資 本 総 合 整 備 計 画

飯田市中心市街地地区都市再生整備計画

平 成 25 年 11 月 29 日

長 野 県 飯 田 市



都市再生整備計画（第7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 151 ha

平成 21 年度　～ 平成 25 年度 平成 21 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/日 19年 25年

人/年 19年 25年

人/年 19年 25年

93,000

70,000

都市福利施設等利用者数
りんご庁舎（市民サロン等）・銀座堀端ビル・公民館

・子育てサロンの利用者数

歩行者・自転車通行量 歩行者・自転車通行量

指　　標

■長い年月をかけて培われてきた市民の主体的な参画の基盤を今後さらに集約・集中化を図ることが求められることから、「多様な主体によるまちづくりの推進」が課題となる。
■来街者の増加や回遊性の向上による商業・観光の活性化のみならず、都市サービス機能の利便性向上、まちなか居住の促進等を推進していくにあたり、中心市街地をこれまで以上に訪れやすく、動きやすいまちにしていくための「交通基盤の強化」が
課題となる。
■これまでの活性化事業の推進は、まちの集客力を高めつつあるが、今後は中心市街地全体でのまちの魅力を創造し、求心力と中心性を取り戻すことが求められる。そのため、まちの潜在的価値を発掘し、りんご並木、裏界線、歴史的建造物や食文化
等地域固有の価値に光をあてるとともに、飯田らしい個性と魅力あふれる都市形成が必要であることから、「地域固有の価値創造」が課題となる。

目標と指標及び目標値の関連性 従前値定　　義

■飯田市中心市街地活性化基本計画（平成20年7月9日　中活認定第54号）において、中心市街地の役割は、「地域の中心性・求心力・魅力」ということであり、都市の潜在力を活かし、外から「人・資本・情報」を呼び込み、「地域全体の内発力」を高めるこ
とにある。かつて信州一の商都であった歴史や、りんご並木・人形劇、城下町が育んだ「美しきまち飯田」の品格に象徴される魅力や潜在力を産業と文化の両面から磨きあげ未来へとつなげていくことが重要であるとしており、こうした役割を深く認識しつ
つ、中長期的には、次の基本方針を掲げ「都市経営」を進めていく。
　◇地域固有の価値の創造により品格あるまちづくりを推進する
　◇複合的視点での事業実施により社会ニーズに対応したまちを形成する
　◇さらなる市民の力の集約集中化により多様な主体による持続可能なまちづくりを展開する
　◇人の暮らしにあった効率よい機能再編により安心で安全なまちを創造する
　◇アクセスしやすい都市交通基盤整備により「訪れやすいまち」「動きやすいまち」を実現する

都道府県名 長野県 飯田市
イ イ ダ シ

飯田市中心市街地地区
イ イ ダ シ チ ュ ウ シ ン シ ガ イ チ チ ク

交付期間 25計画期間

①中心市街地活性化の第1段階　～大火からの復興とまちづくりの原点～
　太平洋戦争直後の昭和22年、街の一角から発生した火は、おりからの風にあおられ、「信州の小京都」と呼ばれた中心市街地の街並みの約8割を焼き尽くした。この大火の復興では、火災復興都市計画による土地区画整理事業とともに、市民との協働
によって「裏界線」（防災用通路）や「りんご並木」（復興のシンボル）が整備された。
②中心市街地活性化の第2段階　～協働によるまちなか居住・複合機能拠点づくり～
　昭和49年開通の飯田ＩＣにつながる国道153号線バイパスの整備により、モータリゼーションの進展と相まってロードサイドへの大型店出店が進み、中心市街地の小売商業はその活力を失う。また、事業者や病院、高等学校の郊外移転等により、まちな
かを構成していた様々な都市機能を喪失すると共に、人口減少や高齢化（昭和60年～平成7年の間で人口約16％減少、現在高齢化率約35％）が進むなど、構造的な中心市街地の空洞化が進んだ。
　こうした状況下、中心市街地の活性化に向けた取り組みを行っている。
■昭和63年中心市街地活性化委員会発足、活性化基本構想策定。その後、商店主や市民による「まちづくり協議会」、「２１世紀背負子」等研究会が平成４年頃まで続けられる。
■飯田市基本構想の重点プロジェクトとして「中心市街地総合再生プロジェクト（存在感ある街づくり）」を位置づける。中心市街地活性化法の施行に伴い、平成11年3月、「飯田市中心市街地活性化基本計画」を策定。
■平成11年8月、（株）飯田まちづくりカンパニーによるTMO構想を認定し、TMOが各種事業を開始。
■平成3年より約2年の歳月をかけ、中学生・市民等15団体からなる組織のワークショップにより、りんご並木の改修案を検討。平成11年に、歩道と車道の区分を廃止し「人の通行」を重視した歩車共存道路、憩いの場としてのりんご並木の公園化等を盛り
込んだおしゃれで個性的なふれあい道路としてリニューアル。
■大火で焼け残った蔵の整備として、平成12年に、りんご並木角の三連蔵を地域交流施設として飯田市が再生。店舗、りんご並木資料館、市民ギャラリー、飲食、集会室、公衆トイレとして整備し、管理をTMO委託、前庭の空間はりんご並木に向いたオー
プンカフェとしてイベント等に活用している。
■平成6年の橋南地区再開発準備組合設立後、平成13年には、店舗・公益・住宅・駐車場からなる複合施設である橋南第一地区市街地再開発事業の「トップヒルズ本町」が完成した。
■平成18年には、橋南第二地区市街地再開発事業（第1期計画事業）の「トップヒルズ第二」が、住宅・店舗・業務・公益の複合施設として完成した。
■平成19年には、優良建築物等整備事業「銀座堀端ビル」が、高齢者コミュニティ施設や高齢者専用賃貸住宅・分譲住宅・店舗・業務の複合ビルとして完成し、官民協働によるまちなか居住、複合機能拠点づくりが進められている。
③飯田市橋南第二地区都市再生整備計画（平成17年～平成20年）【第1期計画】について
■平成17年度より実施してきた、飯田市橋南第二地区都市再生整備計画では、地区面積を18.5haとし、基幹事業13事業、提案事業3事業を実施。
■事後評価として、目標を定量化する3つの指標をすべて達成し、第1期計画に掲げた目標である、定住人口の増加、商業・サービス機能強化、交流人口の増加は達成されたものと評価した。
■一方で、更なる活性化に向けて、または、周辺を含めた環境変化に対応した新たな課題として、人の暮らしを支える機能の強化、中心市街地内外のアクセス、まちなか観光の推進といった課題が挙げられ、これらを踏まえつつ、新しい中心市街地活性
化基本計画と連携し、新規計画をプランニングする。

大目標：中心市街地の「中心性・求心力・魅力」を活かし、人や物が集まる活気のあるまちをめざして取り組む
目標１：人々の交流を支える基盤が整備された都市
目標２：安心安全な暮らしを実現する都市

交流の拠点となるまちなかの動物園の入園者数で表す。 67,000飯田市立動物園利用者数

7,000

安心安全な暮らしを分かりやすく捉える数値として中心市街地にお
ける都市福利施設の利用者数で表す。

77,000

まちなかでの賑わいを分かりやすく捉える数値として、歩行者・自
転車通行量を設定〔JR飯田駅前・りんご並木・知久町1・銀座3　平
日合計〕

9,000

目標値

飯田市立動物園の入場者数



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
◇中心市街地活性化基本計画
　　・市民参加のもと平成25年3月までを計画期間として策定。
　　・平成20年7月9日に内閣総理大臣の認定（中活認定第54号）。
　　・本都市再生整備計画と同様の151haを計画エリアとして設定。
　　・市街地の整備、都市福利の推進、まちなか居住の促進、商業の活性化、公共交通機関の利便性増進について54事業を構想。
　  ・平成26年3月までを計画期間とするよう変更し、事業を継続して実施。
◇飯田市中心市街地活性化協会の取り組み
　　・平成19年8月に中心市街地活性化に関する法律第9条に基づいて設立。
　　・飯田商工会議所と株式会社飯田まちづくりカンパニーが主体となって、地域住民、NPO、商業者等が構成員。
　　・飯田市中心市街地活性化基本計画の認定を受けて事業推進における中心的な役割を担う。

方針に合致する主要な事業
①人々の交流を支える基盤整備
　人々が集い、情報や物が動く活気のあるまちにしていくためには、中心市街地の交流人口の増加は重要な要素である。それを支える飯田地域固有の都
市形成を下記の観点から推進する。
　　□まちなか交流を創造するための憩いの場の提供、各種ソフト事業を繰り返しながらブランド力を構築する。
　　□観光資源の開発等を通じた各機能拠点のネットワーク化を推進する。
　　□中心市街地エリアへの入り込み、内部アクセスを考慮したこれまで以上に訪れやすく、動きやすい交通基盤強化を推進する。
　　□これらの過程で、多様な主体の参画を実現し、まちの潜在力を高め、次世代に繋げていく。

・道路（基幹事業/歩車道整備・クオリティ歩道整備/市）
・公園（基幹事業/中央公園/市）
・高質空間形成施設（基幹事業/裏界線活用・整備/市）
・地域創造支援事業（提案事業/文化的・商業的イベント実施事業・りんご並木賑わいづくり事業・観
光資源開発とネットワーク化事業・扇町公園（動物園）整備/多様な主体・市）

②安心安全な暮らしを実現するまちづくり
　安心安全なまちづくりには、都市サービス機能の充実はもとより、災害リスクへの対応や防犯など広い視野でのまちづくりが求められるため、下記の観点
からまちづくりを推進する。
　　□高質な空間整備としてまた、災害の際に避難地ともなるエリア内の公園を整備し生活環境の充実を図る。
　　□歴史的建造物等の利活用により、安心安全なまちづくりを推進する。

・道路（基幹事業/歩車道整備・クオリティ歩道整備/市）
・公園（基幹事業/中央公園・東栄公園/市）
・高質空間形成施設（基幹事業/裏界線活用・整備/市）
・地域創造支援事業（提案事業/谷川整備事業・旧飯田測候所活用事業/市）



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 飯田559号線 （追手町2丁目） 飯田市 直 L=170m 21 22 21 22 31.6 31.6 31.6 31.6

道路 飯田58号線～谷川東栄線 （馬場町） 飯田市 直 L=433m 23 23 23 23 46.0 46.0 46.0 46.0

道路 飯田113号線 （追手町2丁目） 飯田市 直 L=243m 22 22 22 22 31.7 31.7 31.7 31.7

道路 通り町主税町線 （通り町） 飯田市 直 L=415m 21 24 21 24 149.0 149.0 149.0 149.0

道路 知久町線 （知久町3丁目） 飯田市 直 L=140m 21 21 21 21 22.8 22.8 22.8 22.8

道路 飯田3,10,12,13号線 （中央通り～東和町） 飯田市 直 L=400m 21 23 21 23 39.8 39.8 39.8 39.8

道路 東和伝馬町線～飯田560号線 （東和町） 飯田市 直 L=150m 22 24 22 24 104.7 104.7 104.7 104.7

道路 東和町線～飯田39号線 （東和町～鈴加町） 飯田市 直 L=250m 21 25 21 25 192.5 192.5 192.5 192.5

道路 飯田37号線 （鈴加町～錦町） 飯田市 直 L=200m 23 23 23 23 19.2 19.2 19.2 19.2

道路 飯田36号線 （錦町） 飯田市 直 L=73m 21 21 21 21 4.0 4.0 4.0 4.0

道路 飯田桜町駅線 （東和町～桜町） 飯田市 直 L=635m 21 25 21 25 190.5 190.5 190.5 190.5

道路 元町線～飯田1号線 （通り町～知久町） 飯田市 直 L=220m 24 24 24 24 40.0 40.0 40.0 40.0

道路 吾妻町線 （吾妻町） 飯田市 直 L=300m 23 23 23 23 77.2 77.2 77.2 77.2

道路 文化会館線 （錦町～高羽町） 飯田市 直 L=150m 24 25 24 25 50.0 50.0 50.0 50.0

道路 飯田4号線 （元町） 飯田市 直 L=180m 24 24 24 24 41.0 41.0 41.0 41.0

道路（地方都市リノベーション事業）

公園 中央公園 飯田市 直 Ａ=7,100㎡ 22 25 22 25 102.8 102.8 102.8 102.8

公園 東栄公園 (旧飯田測候所) 飯田市 直 A=5503.22㎡ 22 24 22 24 183.3 183.3 183.3 183.3

公園（地方都市リノベーション事業）

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 裏界線活用・整備(舗装・石畳等) 裏界線 (りんご並木周辺) 飯田市 直 40m 21 24 21 24 10.2 10.2 10.2 10.2

高次都市施設

地方都市リノベーション推進施設

生活拠点施設

既存建造物活用事業（地方都市リノベーション推進施設

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 1336.3 1336.3 1336.3 1336.3 …A

国費率 0.45交付対象事業費 1,811 交付限度額 815.0

改良

クオリティ歩道整備等

事業 事業箇所名
交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分
事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

舗装、側溝

クオリティ歩道整備等

中央公園の再生・整備事業内

側溝、舗装

側溝、舗装

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

クオリティ歩道整備等

中央公園の再生・整備事業

旧飯田測候所活用事業

住宅市街地
総合整備
事業

0.0



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

区域内 飯田市 直 21 25 21 25 60.0 60.0 60.0 60.0

飯田市 直 21 25 21 25 10.0 10.0 10.0 10.0

区域内 飯田市 直 21 24 21 24 3.0 3.0 3.0 3.0

飯田市立動物園 (扇町公園) 飯田市 直 Ａ=8,500㎡ 21 25 21 25 200.9 200.9 200.9 200.9

谷川 (中央公園) 飯田市 直 L=250m 21 23 21 23 132.3 132.3 132.3 132.3

旧飯田測候所 (東栄公園) 飯田市 直 Ａ=373.44㎡ 24 25 24 25 67.2 67.2 67.2 67.2

－ 25 25 25 25 1.5 1.5 1.5 1.5

－

－

－

合計 474.9 474.9 474.9 474.9 …B

合計(A+B) 1,811.2
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

合計 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

地域創造
支援事業

文化的・商業的イベント事業

りんご並木賑わいづくり事業 りんご並木及びりんご並木周辺

観光資源開発とネットワーク事業

扇町公園（動物園)整備事業

谷川整備事業（中央公園の再生・整備
事業内）

旧飯田測候所活用事業

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

事業効果分析事業 －

－

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



都市再生整備計画の区域

　飯田市中心市街地地区（長野県飯田市） 面積 151 ha 区域

桜町1，2丁目、伝馬町1，2丁目、江戸町1～4丁目、仲ノ町、二本松、馬場町1～3丁目、江戸浜町、東栄町、東中央通、上飯田、中央通り
1～4丁目、松尾町1～4丁目、通り町1～4丁目、通り町3，4丁目大横、本町3，4丁目大横、知久町3，4丁目大横、本町1～4丁目、知久町1
～4丁目、扇町、銀座1～5丁目、大久保町、長姫町、主税町、追手町1，2丁目、常盤町、南常盤町、愛宕町、箕瀬町1～3丁目、大通1丁
目、白山町1丁目、東和町1～3丁目、吾妻町、鈴加町1，2丁目、錦町1，2丁目、東新町1，2丁目、諏訪町、宮の前、中央通り、元町、高羽
町1～2丁目

１：３０，０００ 

0 750m 1500m 

飯田市中心市街地地区（151ha） 

※飯田市中心市街地活性化基本計画区域と同様の区域とする。 
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