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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 74.9 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

％ H22 H28

人 H23 H28

人 H23 H28図書年間貸出人数 貸出統計による年間貸出人数 図書館の改修により市民の利用の向上を図る。 32,148 36,720

防災対策に関する市民満足度
住民意向調査における「防災体制の充実」に対して
「満足」、「やや満足」と回答した人の割合

防災性、安全性の向上による市民満足度の向上を図る。 60 66

（仮）小原多目的広場利用人数 貸出簿による年間利用人数 （仮）小原多目的広場整備拡張による市民の利用の向上を図る。 10,913 14,000

大目標：防災機能の確保された機能性に富んだ、活力と魅力ある都市を再生する。
目標①：災害に強い安全な街を目指す。
目標②：医療活動拠点として安心できる街を目指す。
目標③：レクリエーション活動や市民交流の機会に満ちた街を目指す。

・平成17年3月22日に旧山梨市、牧丘町、三富村が市町村合併し、現在の山梨市となった。
・平成18年3月に山梨市地域防災計画が策定されており、平成25年7月に見直しが行われ、現在見直しが行われている。
・平成20年11月に移転した市役所庁舎は、災害対策本部を設置する重要な施設であり、市街地における防災拠点として位置付けられている。
・国道140号から市役所庁舎までの市道は、県の地域防災計画に基づく災害時の緊急輸送路に指定されている。
・本地区は、JR山梨市駅の北側に位置しており、市役所・市民会館・地域交流センターなど多くの公共施設が立地している。
・従来から駅前、日下部の2つの商店街があり、住宅の密集する中心市街地となっており、人口密度が高く、国勢調査において人口集中地区（DID）となっている。
・緊急輸送路沿いにある旧市役所庁舎、現市役所敷地内にある南棟及び、災害時の避難所に指定されている市民会館は、非耐震構造・不適格建物となっている。
・旧市役所庁舎等は、耐震化が行われていないため、想定される東海地震、首都圏直下型地震発生時には倒壊する可能性がある。

１．本地区は笛吹川を跨いで位置しており、左岸側にある市街地はグランドレベル（GL)が笛吹川の計画高水位（HWL）より低く、笛吹川を背負った状況にある。東日本大震災の甚大な被害を教訓に、発生が懸念されている東海地震や笛吹川氾濫による洪
水等の災害に備える必要がある。
２．本地区が山梨市の市政推進の方針である「ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり」「豊かな心や個性を育む教育と文化のまちづくり」「都市基盤の整った快適で安全なまちづくり」の核として機能する必要がある。
３．　１．及び２．を達成するために、「防災機能の確保された機能性に富んだ、活力と魅力ある都市を再生する。」ことを大目標とする。
４．目標①～③に関する事項
　　・本地区の旧施設、未整備施設、再利用施設などの公共施設が複数存在しており、これらの利用の検討し、整備して新しいまちづくりに役立てる。
　　・本地区には、医療研究機関・病院・消防署などの都市機能が集中し、救急医療体制が確立しているため、災害時の医療活動の拠点として位置付ける。
　　・緊急輸送路の安全性を高め、避難所の確保を行うなど都市の防災機能を強化することを目的に、既存施設の見直し、改善を行う必要がある。
　　・人や物の交流、通信、快適性や規模、システムなどの観点から、既存施設が防災機能を十分に発揮しているかを検討し、見直し、改善を行う必要がある。
　　・（仮）小原多目的広場の防災機能の強化を図りながら、併せて市民の健康づくりと憩いの場にするために市民の幅広い屋外活動ができる多目的広場づくりが必要である。
　　・情報社会、生涯学習社会にふさわしい、市民に親しまれることを基本理念とする図書館は、現在、蔵書数が少ない、駐車スペースの不足、親子で利用しにくいといった課題を抱えており、改善する必要がある。

まちづくりの基本方針
山梨市都市計画マスタープランの基本方針として「ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり」「豊かな心や個性を育む教育と文化のまちづくり」「都市基盤の整った快適で安全なまちづくり」を挙げている。
「ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり」では（１）安心して暮らせる社会福祉の充実、（２）元気で明るい人づくりの推進（①健康づくり対策の推進、②医療体制の充実）を示しており、「豊かな心や個性を育む教育と文化のまちづくり」では（１）明日を担う人材
の育成（①青少年の健全育成、②生涯学習の充実）、（２）市民文化・スポーツの振興（①市民文化の振興、②スポーツ・レクリエーションの振興）を示している。さらに「都市基盤の整った快適で安全なまちづくり」では（１）都市基盤の整備・充実（ ①合理的な
土地利用の推進、②道路・交通体系の整備・充実、③情報通信ネットワークの整備、④快適な住環境の整備・充実）、（２）安全、安心な生活環境の確保（①防災対策の強化、②地域安全対策の推進）を示している。
特に、防災に関して各種上位計画で次のように示している。
・第1次山梨市総合計画：　防災対策の強化：地域防災計画等を適宜見直し、総合的な防災体制の整備に努める。災害時の輸送車両、緊急車両が通行可能な道路整備など、防災の観点から道路づくりを検討する。
・山梨市都市計画マスタープラン：　防災まちづくり方針：指定緊急輸送路の機能強化及び、橋梁耐震補強の検討。新庁舎の建設に合わせた防災拠点の強化（防災広場の整備、防災センターの整備検討等）。指定避難所の防災機能の強化。
　地域別まちづくり方針（笛吹川東地区）では、老朽建物の建て替え。防災施設の充実、強化。市中心部の避難場所確保。
・国土利用計画（山梨市計画）：　利用区分別の市土利用の基本方針（市街地）：災害に対する安全性を高めながら、快適でゆとりある都市構造の形成に努める。市土の保全と安全性の確保：市街地などの安全性を確保するため、オープンスペースの確保
など防災に配慮した適正かつ計画的な土地利用を図る。地震等の災害に対する市民の安全を確保するため、避難所の適正配置など、災害発生を考慮した土地利用を推進する。
・山梨市地域防災計画が平成18年度に策定されているが、平成25年度に見直しを行っている。

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 山梨県 山梨市 市役所周辺地区

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
平成26年3月　第2回変更（交付対象事業の事業別変更）

方針に合致する主要な事業
整備方針１（災害に強い安全な街を目指す）
・東日本大震災の甚大さを踏まえ発生が懸念されている東海地震や笛吹川氾濫による洪水等の災害に備えるため、（仮）小原多目的広場整備、防災倉
庫を整備する。
・災害時の避難路確保のため橋梁耐震化や電線類地中化事業を行う。また、市民会館の耐震化を行う。

■基幹事業
・道路（橋梁耐震化・電線類地中化）
・地域生活基盤施設（（仮）小原多目的広場整備・防災倉庫改修・市民会館耐震改修）
・高質空間形成施設（（仮）小原多目的広場整備）

整備方針２（医療活動拠点として安心できる街を目指す）
・本地区には、医療研究機関・病院・消防署等などの都市機能が集中していることから、救急医療体制を確立し、災害時の医療活動の拠点として位置付
ける。
・災害時の避難路、避難所及び医療機関を連絡する道路、通信施設等の整備を行う。

■基幹事業
・道路（橋梁耐震化・電線類地中化）
・地域生活基盤施設（（仮）小原多目的広場整備・防災倉庫改修・市民会館耐震改修）
・高質空間形成施設（（仮）小原多目的広場整備）

整備方針３（レクリエーション活動や市民交流の機会に満ちた街を目指す）
・本地区が山梨市の市政推進の方針である「ぬくもりのある健康と福祉のまちづくり」の核として機能する。
・（仮）小原多目的広場を中心に整備を行う

■基幹事業
・高質空間形成施設（（仮）小原多目的広場整備）
□提案事業
・（仮）小原多目的広場整備
○関連事業
・図書館改修



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 山梨市 直 L=134.0m W=12.8m H24 H27 H24 H27

山梨市 直 L=8.7m W=20.3m H24 H25 H24 H25

山梨市 直 L=16.9m W=9.8m H24 H25 H24 H25

山梨市 直 L=200m H25 H28 H25 H28 134 134 134 134

山梨市 直 L=110m H24 H28 H24 H28 112 112 112 112

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 広場 山梨市 直 約20,000㎡ H24 H25 H24 H25 571 571 571 571

地域防災施設 山梨市 直 － H24 H27 H24 H27 90 90 90 90

高質空間形成施設 緑化施設等 山梨市 直 － H24 H24 H24 H24 15 15 15 15

高次都市施設

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

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 1,146 1,146 1,146 1,146 …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

約1,000m2 H24 H24 H24 H24 32 32 32 32

－

－

－

－

合計 32 32 32 32 …B
合計(A+B) 1,178

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
山梨市 山梨市 約1600m2 ○ H27 H28 440

合計 440

交付対象事業費 1,178 交付限度額 471.2 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
市役所前通り線（万力大橋）

224 224 224 224市役所前通り線（無名橋）

市道市民会館前線（瀬音橋）

山梨市駅東山梨線（電線類地中化）

市役所前通り線（電線類地中化）

（仮）小原多目的広場

市民会館・防災倉庫・（仮）小原多目的広場

（仮）小原多目的広場

住宅市街地
総合整備
事業

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

（仮）小原多目的広場（管理棟等） （仮）小原多目的広場

事業活用調
査

－

－

まちづくり活
動推進事業

－

－

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

図書館改修 市民会館



　市役所周辺地区（山梨県山梨市） 面積 74.9 ha 区域 山梨市小原西、上神内川、万力の一部

山梨市市役所周辺地区（74.9ha）

笛吹川フルーツ公園

万力公園

JR山梨市駅

JR東山梨市駅

JR中央本線

重川

笛吹川

笛吹川

県道140号

県道140号

JR中央本線

郵便局

山梨市役所

山梨消防署

市民会館

日下部記念病院

加納岩総合病院



防災対策に関する市民満足度 ％ 60 （H２２年度） → 66 （H２８年度）

（仮）小原多目的広場利用人数 人 10,913 （H２３年度） → 14,000 （H２８年度）

図書年間貸出人数 人 32,148 （H２３年度） → 36,720 （H２８年度）

　市役所周辺地区（山梨県山梨市）　整備方針概要図

目標
防災機能の確保された機能性に富んだ、活力と魅力ある都市を再生
する 代表的

な指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

■基幹事業
地域生活基盤施設
（防災倉庫改修）

■基幹事業
地域生活基盤施設

高質空間形成施設

（（仮）小原多目的広場整備）

□提案事業

地域創造支援事業

（（仮）小原多目的広場整備）

■基幹事業

道路

（山梨市駅東山梨線・市役所前通り線電線類地中化）

■基幹事業

道路

（市役所前通り線・市民会館前線橋梁耐震化）

■基幹事業
地域生活基盤施設
（市民会館耐震改修）

○関連事業

・図書館改修


