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都市再生整備計画（第1回変更）
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・様式は、Ａ４印刷とすること。



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 115 ha

平成 27 年度　～ 平成 31 年度 平成 27 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 平成２５年度 平成３１年度

都道府県名 山梨県 甲府市 甲府市中心市街地地区

計画期間 交付期間 31

大目標：回遊性の向上等による、住みやすく、訪れやすい中心市街地の再生
　目標１：快適な歩行空間と人が集う魅力的な商店街の整備によるまちの活力の発揮
　目標２：にぎわいの場を結ぶルートの整備とまちの魅力の創出
　目標３：アクセスしやすく、多世代が安心して暮らせる都市・生活基盤の創造

・甲府市は山梨県の県都として、政治・経済・交通・教育・文化の中心都市として発展を遂げ、なかでも中心市街地は行政・金融機関・企業等をはじめ、古くからの商店街が集積する人々の生活や交流の拠点として栄えてきたが、居住人口の減少や車社
会の進展に伴う都市構造の変化、また、大規模集客施設の郊外立地などにより、中心市街地の賑わいは減少の一途をたどっている。

・「第五次甲府市総合計画」においては、都市基盤整備の目標として、地方中核都市にふさわしい都市拠点の形成により、だれもが訪れ、住みたくなるまちづくりを目指している。

・「甲府市都市計画マスタープラン」における中心市街地のまちづくりの方針を、広域・高次の都市機能が複合的に集約された「都市拠点」の形成を進めるとともに、中心市街地の魅力を高めるため、歴史的な観光資源の集まる甲府駅北側や舞鶴城公園
周辺の歴史文化資源を活かした環境整備を進めるとしている。

・甲府駅周辺においては、平成3年～平成35年を期間とした「甲府駅周辺土地区画整理事業」を実施しており、平成22年度～平成25年度の都市再生整備計画事業においても甲府駅北口を中心とした「まちなか回遊道路」の整備を行うなど、甲府市の玄関
口としてふさわしいまちなみの形成が整いつつある。

・平成20年11月11日、「甲府市中心市街地活性化基本計画」内閣総理大臣の認定を取得し、現在は基本計画に基づき、中心市街地活性化に取り組んでおり、また、現行の計画期間が平成26年10月末であることから、引き続き中心市街地活性化に取り
組むため、平成26年10月の内閣総理大臣の認定を目指し、「第2期甲府市中心市街地活性化基本計画」の策定作業を進めている。計画策定にあたっては、平成２５年度に、学識経験者、関係団体、一般公募市民により構成する「甲府市中心市街地活性
化基本計画策定委員会」を設置し、計画に対する意見を取りまとめるとともに、市民志向の把握については平成２６年２月～３月において市民アンケートを実施し、７６６件の回答を得た。

・中心市街地活性化に向けては、多様な主体の参画による「甲府市中心市街地活性化協議会」が設置されており、また、多様な主体の出資により、中心市街地のまちづくりの推進主体となる「合同会社まちづくり甲府」が設立されている。また、本市が任
意で設置している「甲府タウンレビューチーム」においては、甲府市の特性を活かした魅力あるまちづくりを実現するため、産学官が連携して継続して議論を行っており、官民が連携して商店街の通りの魅力づくりや賑わいの創出などを行う「ストリート再生
チーム」が活動を展開するなど、今後の事業推進にあたっても官民一体となって推進していく体制が整備されている。

・甲府駅北口においては、拠点形成事業やまちなか回遊道路整備事業等が完成し、歩行者通行量が増加するなど賑わいの創出に向け一定の効果が見られ、平成２５年度実施の市民アンケートにおいても、市民が事業効果を実感していることを確認し
た。
　しかし一方では、区域南側の中心商店街の軸となるエリアにおいて、目立った事業効果が感じられないという回答を得た。
　また、高まる少子高齢化による人口減少の進行に対応するため、民間の住居整備の動きを注視しつつ、まちなかの居住に対する支援を拡充して推進する。
　今後の取組方向としては、歴史・文化が香る観光客の訪れるまちの整備、散策路の整備や核となる大型店舗の設置などの志向が強まっていることを把握したことから、中心商店街エリアにおいて予定されている、民間による空きビルの再整備や既存商
業施設のテナントリーシング、空き店舗活用の支援を強化するとともに、前計画で甲府駅北口に生まれた賑わいと、今後形成される新たな拠点の賑わいをつなぐ、快適な回遊ルートの整備が必要となっている。
　併せて、中心市街地への定住を促進する事業の改修費支援を強化し、実施する。

第五次甲府市総合計画の基本構想における都市像である『人がつどい　心がかよう　笑顔あふれるまち・甲府』の実現に向けた、コンパクトで生活関連機能が集約された住みやすく、訪れやすいまちづくりを中心市街地から実践する
　・「第五次甲府市総合計画」では、都市基盤整備の目標を、地方中核都市にふさわしい都市拠点の形成により、だれもが訪れ、住みたくなるまちづくりを推進するとしている。
　・「甲府市都市計画マスタープラン」では、中心市街地を、バスや電車などの公共交通機関の利便性を確保し、車への依存度を少なくし、高齢化社会にも対応できる歩いて暮らせる便利なまちづくりを進める地域として位置付けている。
　・「第2期中心市街地活性化基本計画」では、甲府駅南口周辺地域修景計画に基づく整備や中心商店街再生戦略の立案による「まちの個性」を活かした魅力の向上と心地のよい街並みの形成等による交流人口の増加等を目指し、中心市街地の活性
化に取り組んでいく。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

186,564
（効果発現主要地点⑥～

⑨の値　80,612）
・歩行者通行量 毎年同時期に３日間の定点観測を行っている歩行者通行量

新たなにぎわい拠点の形成と回遊性の向上によって生まれる、歩行者通
行量について、中心市街地活性化基本計画の目標値を達成することによ
り、人でにぎわうまちを形成する。

151,626
（効果発現主要地点⑥～

⑨の値　42,281）



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

・整備方針３　（アクセスしやすく、多世代が安心して暮らせる都市・生活基盤の創造）
・快適な歩行空間の創出のため、歩道整備等によるまちなか回遊道路を整備する。
・居住者の散策、買い物等に適したバリアフリーの歩道整備を行う。

まちなか回遊道路整備事業

○交付期間中の計画管理について
　まちなか回遊性の向上など、目標達成に向けての着実な成果をあげるため、「甲府市中心市街地活性化基本計画」との整合性を図るとともに、「甲府市中心市街地活性化協議会」、「中心市街地まちづくり」会議」への状況報告、意見聴取等を行い、加えて
事業の進捗状況等を適時に市の広報、ホームページ等に掲載する。

方針に合致する主要な事業
・整備方針１　（快適な歩行空間と人が集う魅力的な商店街の整備によるまちの活力の発揮）
・快適な歩行空間の創出のため、歩道整備等によるまちなか回遊道路を整備する。
・来街者をまちなかに誘導するとともに、心地のよい滞留空間を創出する。

まちなか回遊道路整備事業
都市空間道路整備事業

・整備方針２　（にぎわいの場を結ぶルートの整備とまちの魅力の創出）
・快適な歩行空間の創出のため、歩道整備等によるまちなか回遊道路を整備する。
・居住者の散策、買い物等に適したバリアフリーの歩道整備を行う。
・来街者をまちなかに誘導するとともに、心地のよい滞留空間を創出する。

まちなか回遊道路整備事業



様式３　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様式３　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様式３　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様式３　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

（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 うち民負担分 事業費

道路 まちなか回遊道路整備事業 甲府市 直 L=130ｍ H27 H29 H27 H２９ 218 218 218 218

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

高質空間形成施設 まちなか回遊道路整備事業 甲府市 直 L=250ｍ H30 H31 H30 H31 59.8 59.8 59.8 59.8

高質空間形成施設 まちなか回遊道路整備事業 桜町道踏切歩道整備 甲府市 直 L=15ｍ H28 H30 H28 H30 180 180 180 180

高質空間形成施設 まちなか回遊道路整備事業 甲府市 直 L=130ｍ H30 H30 H30 H30 13.5 13.5 13.5 13.5

高質空間形成施設 都市空間道路整備事業 甲府市 直 L=150ｍ H29 H29 H29 H29 91.6 91.6 91.6 91.6

高質空間形成施設 都市空間道路整備事業 甲府市 直 L=120ｍ H29 H30 H29 H30 47.7 47.7 47.7 47.7

高質空間形成施設 都市空間道路整備事業 甲府市 直 L=300ｍ H29 H30 H29 H30 55.3 55.3 55.3 55.3

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設）

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 665.9 665.9 665.9 0 665.9 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（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

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 665.9
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
甲府市 ○ H25 H31 30

甲府市 ○ H25 H31 74

甲府市 ○ H25 H31 30

甲府市 ○ H26 H30 73.5

甲府市 国土交通省 ○ H26 H31 237

合計 445

かすがも～るグレードアップ

空き店舗活用事業

中心市街地定住促進住宅取得・改修支援事業

甲府中央一丁目地区優良建築物等整備事業 中央一丁目

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

ストリート再生チーム事業

小グル－プ自主的取組支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

（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

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地
総合整備
事業

東京ガス東歩行者ｽﾍﾟｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ

弁天通り・裏春日通りグレードアップ

エル西銀座グレードアップ

甲府城跡東歩行者スペース整備

665.9 交付限度額

交付期間内事業期間
細項目

東京ガス東区間

299.6 国費率 0.45

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



都市再生整備計画の区域

　甲府市中心市街地地区（山梨県甲府市） 面積 115 ha 区域
甲府市北口１～３丁目,朝日１～５丁目、丸の内１～３丁目、中央１～４丁目、
相生１～２丁目、宝１丁目、愛宕町、武田１、２丁目の各一部

凡凡凡凡 例例例例
都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路

区画道路区画道路区画道路区画道路

特殊道路特殊道路特殊道路特殊道路

公園公園公園公園

水路水路水路水路

第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域

商業地域商業地域商業地域商業地域

風致地区風致地区風致地区風致地区



歩行者通行量 （　人　） 151,626 （　25年度） → 186,564 （　31年度）

　甲府市中心市街地地区（山梨県甲府市）　整備方針概要図

目標
大目標：回遊性の向上等による、住みやすく、訪れやすい中心市街地の再生 代表的な

指標

まちなか回遊道路整備事業
（東京ガス東）

まちなか回遊道路整備事業
（甲府城跡東歩行者スペース整備）

まちなか回遊道路整備事業
（東京ガス東歩行者スペース
グレードアップ）

まちなか回遊道路整備事業
（桜町道踏切歩道整備）

甲府城跡甲府城跡甲府城跡甲府城跡

ストリート再生チーム事業

小グル－プ自主的取組支援事業

空き店舗活用事業

中心市街地定住促進住宅取得・改修支援事業 凡 例

基幹事業

関連事業

都市空間道路整備事業
（エル西銀座グレードアップ）

ＪＲ甲府駅ＪＲ甲府駅ＪＲ甲府駅ＪＲ甲府駅

甲府中央一丁目地区
優良建築物等整備事業

都市空間道路整備事業
（弁天通り・裏春日通り
グレードアップ）

都市空間道路整備事業
（かすがも～るグレードアップ）



計画の名称：甲府市中心市街地地区（第２期）　　事業主体名：甲府市　　　　　　          　

チェック欄

　１）まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。 ○

　２）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　１）地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。 ○

　２）まちづくりの必要性という観点から地区の位置づけが高い ○

　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　３）目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

　４）指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

　５）地域資源の活用はハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

　１）十分な事業効果が確認されている。 ○

　２）事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

　１）まちづくりに向けた機運がある。 ○

　２）住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

　３）継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

　２）交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

　３）計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

①都市再生基本方針との適合等

②地域の課題への対応

⑤地元の熱意

⑥円滑な事業執行の環境

（都市再生整備計画事業等タイプ）

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性

④事業の効果




