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都市再生整備計画（第２回変更）
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都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 108.2 ha

平成 31 年度　～ 令和 3 年度 平成 31 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

○「まちの魅力と地域の絆の再発見」による上諏訪駅周辺地区の再生
　・交通結節点である上諏訪駅周辺の交通網の改善促進及び諏訪市の玄関口としてふさわしい景観、環境等を備えた都市機能の整備
　・住民活動や商業、観光などの魅力的な拠点機能の整備による上諏訪駅周辺地区の賑わいの再生
　・賑わいとともに多様な交流機会の創出による、定住人口の増加とコミュニティの維持

・都市の無秩序な拡散を防止し、良好な居住環境や都市機能が集約したコンパクトなまちづくりおよび基幹産業のひとつである観光産業を支援するため、都市基盤である道路や公園、駐車場の計画的な整備、維持管理、検討を進める。
・用途地域のない区域で、住宅地、商業地等の土地利用が進んでいる地域について、それぞれの土地利用の現状、土地利用計画等との整合を図りつつ用途地域への編入を、既存の用途地域については、社会動向、将来需要等を踏まえた変更を検討
する。
・特に中心市街地に見られる空き家等について、空き家対策の推進に関する特別措置法に基づき適正な管理と利活用を促す。また、旧東洋バルヴ諏訪工場跡地については、周辺の土地利用に配慮しつつ、適正な土地利用を検討する。
・密集市街地対策や都市防災対策を目的とし、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業などの面整備、良好な住環境を創出するために土地区画整理事業、地域の実情に応じた土地利用を推進するため、特定用途制限地域の設定、景観住民協定
の締結等を検討する。
・土砂災害、水害、地震による液状化等が危惧される地域では、地域の実情に応じた対策を検討する。また、歩道の整備を推進し、誰もが安全・安心で快適に歩いて暮らすことのできるまちを目指す。
・地域の繋がりを安全・安心な暮らしの基本と捉え、地域コミュニティの維持を図るとともに、中心市街地では、人口の集積を図るために必要な商業、医療、行政・公共サービス、福祉、観光等の都市機能を計画的に整備・誘導し、中心市街地以外の地区
では、住民が生活を維持するために必要な商業、医療、福祉等の生活関連施設を、地区の状況に応じて計画的に整備・誘導する。
・自動車依存社会の進展によって形成された現在の都市機能の配置と共生しつつ、路線バス等の公共交通の利便の向上を図り、誰もが自動車に頼らず暮らすことのできる都市づくりを目指す。
・良好な景観を創出・維持し、市民にとっても観光客にとっても魅力ある都市を実現するため、市内に残されている歴史・文化的資源を有効に活用するための施策の実施、諏訪市の特徴的な地域資源である温泉の多様な活用方法を検討する。

・上諏訪駅周辺地区は、諏訪市の中心市街地に位置し、上諏訪駅を中心に形成された商業集積地の中核を担ってきた地域である。また、「諏訪市都市計画マスタープラン」において、多様な都市機能が集積し賑わいと楽しさがある中心拠点として位置付
けられており、諏訪市の玄関口として、諏訪圏域の広域的な都市活動を支える地域でもある。
・しかし、諏訪市全体において、若い世代の転出等による人口減少や高齢化が進展している中、特に上諏訪駅周辺地区は小規模な区・自治会が多いことから、住民の高齢化率が著しい区・自治会もあり、住民による地域活動やコミュニティ維持が困難に
なりつつある。
・モータリゼーションの進展により、諏訪インターチェンジ周辺などに郊外型商業施設の立地が進み、消費が郊外店にシフトするとともに中心市街地の集客力が低下する状況の中、平成20年のリーマンショックが市内工業・商業等の経済活動に大きな影

響を与え、中心市街地の商業の低迷、商店街の衰退・空洞化が顕著となった。そんな中、上諏訪駅東口に立地していた大型商業店が平成23年に閉店し、中心市街地の商業の核となる主要な担い手を失うこととなった。
・人口減少や商店街の衰退により、空き家や空き店舗が増加し、商店数が減少したことに伴い、高齢者を中心とした地域住民の生活を支える店舗・サービス等の水準を確保するとともに、中小規模事業者の事業継続、後継者不足に伴う事業継承など、
経済活動にも停滞感が生じていることから、社会状況を踏まえた駅周辺の土地の有効活用や商店街の再生が求められていた。
・こうした状況下、民間事業者が大型店舗跡地を取得し、再開発事業を実施することとなった。民間事業者主体の再開発ではあるが、上諏訪駅前地域の重要性を鑑み、市として積極的に関わり協力を行なってきた。官民連携の下、市民懇談会や市民
ワークショップ、各種意見交換など長期に渡り協議を重ねてきた結果、市民・観光客・学生・就労者・子育て世代・高齢者などの活動拠点、人的・経済的な交流促進の場として準備・整備を行うことを決定し、中心市街地の再生、まちの創生を進めていると
ころである。
・また、上諏訪駅周辺から旧東洋バルヴ諏訪工場跡地、隣接する諏訪赤十字病院までを含めた区域について、医療・産業・観光・商業の中心市としてのあり方を検討し、中長期的なビジョンを考えるため、平成27年度より「諏訪市駅周辺市街地あり方検
討会」を立ち上げている。人々が集い賑い、高齢化が進む周辺住民の生活を支えるまちとしての再生に向け、諏訪市の玄関口の駅周辺と諏訪市の特徴でもある観光地諏訪湖畔を連動させたまちづくりを核として、まちの活性化を進めて行くことが重要と
なっている。
・一方で、国道20号諏訪バイパス整備、諏訪湖サービスエリアのスマートIC設置など、都市間の交通網整備に向けた取組や検討を進めており、上諏訪駅周辺地区も含めた諏訪市への広域的な交通の円滑化を目指している。鉄路としての上諏訪駅の利
便性向上について検討を進めるほか、市民や観光客の交通利便性を高めるために、上諏訪駅から観光地でもある諏訪湖周辺へのアクセス向上など、諏訪市の交通結節点として歩行者と交通車両の動線を整備・推進し、賑わいの創出を進めて行く必
要がある。

・人口減少と高齢化が著しく、高齢者のみの世帯が多くなっており、上諏訪駅周辺に身近な買い物先など生活関連施設の確保が必要となっている。
・事業所、事業者が減少しており、駅前の商業地の低迷、衰退が著しい。民間事業者の再開発と連携した拠点整備が喫緊の課題となっている。
・諏訪市の中心市街地として、また、諏訪圏域の広域的な都市活動を支える地域として、立地特性を生かした住民活動や交流、商業、観光などの拠点機能の再生と充実が求められている。
・上諏訪駅から諏訪湖までのアクセス道路の整備が不十分であり、住民や観光客の道路環境整備による利便性を確保する必要がある。
・スマートICの整備に伴い、高速道路から市街地へ流入する車の流れを考え、上諏訪駅の交通結節点としての役割強化が求められている。
・市内の公共施設の老朽化が進んでおり、施設の統廃合や長寿命化などの公共施設等総合管理計画に基づく代替施設の検討が進められており、特に近隣の類似施設との統廃合を具体化する必要がある。

・諏訪市は、第五次総合計画後期基本計画（平成29～33年度）において、「未来に向かい鼓動する 高原湖畔都市 SUWA」を基本テーマとして掲げており、基本施策26「人が集まる賑わいのまち【中心市街地】」において、諏訪市の玄関口としての駅周辺
市街地の再生を目指し、商業地・観光地としての賑わいを取り戻すことを目標としている。
・また、諏訪市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成27～31年度）では、中心市街地の機能向上を図り、住民や観光客など多くの人々が交流し、買い物や文化的な生活を楽しむことができる、賑わいのあるまちを取り戻すことを目指している。
・上諏訪駅周辺は、立地適正化計画で中心市街地と位置付けられる区域で、諏訪市の中心拠点として高次の都市機能を維持・充実させるとともに、地域の生活を支える日常的な生活サービス機能の維持が必要である。
・上諏訪駅は重要な交通結節点であり、柳並線を整備することにより諏訪湖周道路との回遊性が増すため、「諏訪湖から上諏訪駅」、「上諏訪駅から諏訪湖」への賑わいの相乗効果が期待できる。また、駅西口の利活用も含め駅周辺の交通網の改善を
促進することや、駅東口へ官民連携の都市機能を整備することにより駅西口から東口への人の流れを作り、人が集まる賑わいのまち【中心市街地】を目指す。
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都市構造再編集中支援事業の計画
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

分 Ｈ30 Ｒ4

人 Ｈ30 Ｒ4

ポイント Ｈ30 Ｒ4市民の満足度 市民アンケートにおける「中心市街地」に対する市民満足度
上諏訪駅周辺地区の基盤整備や拠点整備と連携したイベント開催などにより賑
わいを創出し、「中心市街地」に対する満足度の増加が期待される。

2.68 3.00

上諏訪駅から諏訪湖までのアクセス時間 上諏訪駅から諏訪湖までのアクセス時間（歩行者）を実測
上諏訪駅から諏訪湖へのアクセス性を向上し、交通結節点である上諏訪駅周辺
の交通網の改善を促進する。

10 7

上諏訪駅周辺市街地人口 住民基本台帳による算出
安全・安心で快適なまちづくりの実現を目指し、中心市街地の居住人口の増加を
図る。

1,732 2,000

都市再生土地区画整理事業や市街地再開発事業の特例を受ける場合は当該事業の概要、位置づけを記載。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・上諏訪駅周辺地区は諏訪市の中心拠点として、徒歩圏において各機能が充足しているため、今後は市民全体にサービスを提供する高次の都市機能および地域の生活を支える日常的な生活サービス機能の維持・充実を図る。
・また、市域を超えた広域的なサービス（観光・医療等）を提供する都市機能の維持・充実や、観光資源を活用した都市間交流拠点の形成を図る。
・さらに、上諏訪駅周辺地区と生活拠点である各地域を結ぶバス路線による連携を強化し、機能の補完ができるようにするとともに、市民交流の拠点となる都市内交流拠点の形成を図る。



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業

○交通結節点である上諏訪駅周辺の交通網の改善促進及び諏訪市の玄関口としてふさわしい景観、環境等を備えた都市機能の整備を目指す。
・自動車を利用する観光客や観光バスの上諏訪駅への誘導を図るため、諏訪湖周道路から上諏訪駅へのアクセスの基幹道路として期待される柳並線な
どの道路網の整備による交通結節点の強化。
・観光の拠点である諏訪湖から上諏訪駅へ観光客を誘導する機能を充実させ、回遊性の向上を図る。
・歩行者や自転車が安全・安心に通行できる道路整備を行い、地域住民や観光客の安全性を確保する。

【基幹事業】道路：柳並線道路整備事業
【基幹事業】地域生活基盤施設：都市サイン整備事業
【提案事業】上諏訪駅西口交通広場実態調査
【関連事業】湖岸中門橋改修工事
【関連事業】サイクリングロード整備事業
【関連事業】かわまちづくり計画事業

○住民活動や商業、観光などの魅力的な拠点機能の整備による上諏訪駅周辺地区の賑わいの再生
・上諏訪駅周辺の地元地区や商業会が行う市民まつりやアイスキャンドルなどのイベントを開催することにより賑わいを創出し、地元住民や観光客が集ま
り交流できる魅力ある中心市街地を目指す。
・「あつまる！」「つながる！」「はじまる！」をコンセプトに、「多世代」「多機能」「多目的」の人が集い、憩うことができる場や機能を持ち、賑わいと多様な交
流機会を育むことができる中心拠点の整備を行う。

【基幹事業】高次都市施設：地域交流センター
【関連事業】地方創生推進交付金事業
【関連事業】諏訪湖祭　湖上花火大会
【関連事業】諏訪圏工業メッセ
【関連事業】市民まつり　諏訪よいてこ
【関連事業】高島城祭

○賑わいとともに多様な交流機会の創出による、定住人口の増加とコミュニティの維持
・空き家見学会（まち歩き）を定期的に開催することで、空き家の利活用を考えると共に、諏訪市のまちを知ってもらい、その中で空き家を利用する人や諏
訪市に興味を持った人の定住促進を図る。
・上諏訪駅周辺地区のイベント開催による市民と観光客の交流機会を促進し、中心市街地の賑わいを創出し、定住人口の増加と人口の流出抑制を図る。
・中心拠点となる地域交流センターで、観光情報や商業情報を提供することで、中心拠点からその周辺に市民と観光客の交流機会を促進し、賑わいを創
出する。

【基幹事業】高次都市施設：地域交流センター
【提案事業】旧東洋バルヴ諏訪工場跡地民間活力導入可能性調査
【関連事業】信州まちなかリノベーション推進事業
【関連事業】商店街活性化イベント事業
【関連事業】市民まつり　諏訪よいてこ
【関連事業】高島城祭



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（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 費用便益比
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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 諏訪市 直 150ｍ Ｈ29 Ｒ2 Ｈ31 Ｒ2 719 719 719 699 －

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 諏訪市 直 － Ｈ31 Ｒ3 Ｈ31 Ｒ3 16 16 16 16 －

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター 諏訪市 直 2,534㎡ Ｈ30 Ｈ31 Ｈ31 Ｈ31 1,698 1,390 1,390 1,334 －

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

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

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

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 2,433 2,125 2,125 0 2,049 － …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 うち民負担分 事業費

諏訪市 直 72,888㎡ H31 R2 H31 R2 14 14 14 14

諏訪市 直 5,000㎡ R3 R3 R3 R3 11 11 11 10

合計 25 25 25 0 24 …B

合計(A+B) 2,073
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

諏訪市 内閣府 - ○ H30 Ｒ4 284

諏訪市 国土交通省 L=27.8ｍ ○ Ｈ29 H31 600

諏訪市 国土交通省 L=2.7km ○ H30 Ｒ8 700

諏訪市 - ○ H29 H30 -

諏訪湖畔 諏訪市 - ○ H31 H31 182

かわまちづくり計画事業 諏訪湖畔 諏訪市 国土交通省 - ○ - - -

工業メッセ実行委員会 - ○ H31 H31 4

諏訪商工会議所 - ○ H31 H31 2

諏訪市 - ○ H31 H31 1

各組合、各商店会 - ○ H31 H31 2

合計 1,775

湖岸中門橋改修工事 湖岸通り五丁目地内

サイクリングロード改修整備事業 市道21001号線（湖岸線）ほか

信州まちなかリノベーション推進事業 上諏訪駅周辺

市民まつり　諏訪よいてこ 大手豊田線（並木）

商店街活性化イベント事業 湖明館通り商店街、本町二丁目商店街

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

地方創生推進交付金事業 上諏訪駅周辺など

高島城祭 高島城

諏訪湖祭　湖上花火大会

諏訪圏工業メッセ 東バル跡地

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○）

まちづくり活動
推進事業

事業活用調査
上諏訪駅西口交通広場実態調査 上諏訪駅西口交通広場

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

民間活力導入可能性調査 旧東洋バルヴ諏訪工場跡地

事業 事業箇所名 事業主体

住宅市街地総合整備事業

都市サイン整備

諏訪市　駅前交流テラス　すわっチャオ

交付期間内事業期間
細項目

（市道）柳並線

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 2,073 交付限度額 944.9 国費率 0.456



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥　
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訪
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市） 面積 108.2 ha 区域
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ゆ
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一・二丁目
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、大和
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三丁目

上諏訪駅周辺地区

108.2ha

0    100 200   300  ［m］

1/10,000

旧東洋バルヴ

諏訪工場跡地

諏訪赤十字病院

諏訪市文化センター

高島公園

諏訪市役所

市立城南小学校 市立高島小学校

市立上諏訪中学校

市立城北小学校



上諏訪駅から諏訪湖までのアクセス時間 （分） 10 （Ｈ30年度） → 7 （Ｒ4年度）

上諏訪駅周辺市街地人口 （人） 1,732 （Ｈ30年度） → 2,000 （Ｒ4年度）
市民満足度調査における「中心市街地」に対する市民満足度 （ポイント） 2.68 （Ｈ30年度） → 3.00 （Ｒ4年度）

上
かみ

諏
す

訪
わ

駅
えき

周辺地区（長野県諏
す

訪
わ

市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標 「まちの魅力と地域の絆の再発見」による上諏訪駅周辺地区の再生
代表的な

指標

様式（１）-⑦-１

0 100 200 300 ［ｍ］

1/10,000

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

○関連事業
かわまちづくり計画事業

○関連事業
諏訪湖祭 湖上花火大会

○関連事業
サイクリングロード整備事業

□提案事業
地域創造支援事業

旧東洋バルヴ諏訪工場跡地
民間活力導入可能性調査○関連事業

湖岸中門橋架替工事

○関連事業
諏訪圏工業メッセ

○関連事業
商店街活性化イベント事業
・湖明館通り商業協同組合
・本町二丁目駅前通り商業会
・本町二丁目駅前アメニティ促進委員会

○関連事業
高島城祭

○関連事業
市民まつり 諏訪よいてこ

旧東洋バルヴ
諏訪工場跡地

諏訪赤十字病院

諏訪市文化センター

■基幹事業
道路事業
柳並線道路整備事業
Ｌ＝150ｍ Ｗ＝20ｍ

諏訪市役所

○関連事業
信州まちなかリノベーション推進事業

○関連事業
地方創生推進交付金事業

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）
諏訪市 駅前交流テラス

すわっチャオ A=2,534㎡

□提案事業
事業活用調査
上諏訪駅西口交通広場

上諏訪駅西口交通広場実態
調査

■基幹事業
地域生活基盤施設（情報板）
都市サイン整備事業


