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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．はじめに
中津川市は、岐阜県の東南端に位置し、長野県の

南信地区に隣接する総面積約 676k㎡の恵那山をは
じめ中央アルプスの美しい雄大な自然を背景とする
地方都市であり、平成 17 年 2 月に全国唯一の越県
合併となった長野県山口村及び隣接の 6町村と合併
し、新「中津川市」として発足しています。
近年、市民ニーズの多様化やモータリゼーション

の進行にともない、個人商店での買い物離れや、中心
街に立地していた大規模店舗の閉店などにより、人
口の減少・商店数の減少と人通りの減少とが相まっ
て、中心市街地の衰退と商店街の活力が低下してき
ていると考えられています。
しかし、中心市街地を東西に通る中山道沿道には、

中津川宿の庄屋をつとめた肥田家の旧宅や江戸時代
に操業した酒造店や和菓子店が当時の面影を今に伝
える形で商いを続けており、旧中山道を挟んで並ぶ
商家や民家は、独特な建築様式をしており、歴史を
伝える建築物として貴重な資源として点在していま
す。
このように、歴史文化のある中心市街地であるこ

とから、中津川市の「顔」として、にぎわいの形成
や活力の再生、伝統文化の継承などが必要となって
います。
そのため、中津川市の ｢顔｣ となる中心市街地を

取り戻し、高齢者や障害者ほか全ての市民にやさし
い空間を再生するための「中津川市中心市街地活性
化基本計画」を策定し、平成 20 年 7 月に認定を受け
ました。

 2．中心市街地の課題
1．歴史・文化資源を活かした特色ある賑わいの創
出が必要
本市の中心市街地は、中山道の宿場町を起源とし

て発展してきた。そのため、歴史的な街並みや建築
物等が多く現存しており、貴重な資源となっている。
これらの歴史的・文化的資源により、中心市街地へ
来訪者が多く訪れるきっかけとなり、中心市街地の
活性化に寄与するものであると考えらます。
しかし、これらの資源は、中心市街地の各所に点

在しており、有機的に結びついている現状になく、
地域全体としての賑わいや魅力の向上に寄与できな
いような状況となっており、十分に観光客等の来訪
者に PRができていない状況である。また、歴史的
建築物の保全・活用事業も景観計画・景観条例の制
定などがなされたばかりで、その効果を十分には発
揮できていません。
そのため、これらの各資源を有機的に結びつける

施策や、地域全体としての魅力の向上のための景観
形成等を行い、これまでの取り組みを継続して実施
し、多くの来訪者を迎え入れ、賑わいを形成するこ
とで、中心市街地の活性化に寄与することが求めら
れている。
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中津川市の中心市街地活性化基本計画について 

中津川市は、岐阜県の東南端に位置し、長野

県の南信地区に隣接する総面積約６７６ｋ㎡

の恵那山をはじめ中央アルプスの美しい雄大

な自然を背景とする地方都市であり、平成１７

年２月に全国唯一の越県合併となった長野県

山口村及び隣接の６町村と合併し、新「中津川

市」として発足しています。 

近年、市民ニーズの多様化やモータリゼーシ

ョンの進行にともない、個人商店での買い物離

れや、中心街に立地していた大規模店舗の閉店

などにより、人口の減少・商店数の減少と人通

りの減少とが相まって、中心市街地の衰退と商

店街の活力が低下してきていると考えられて

います。 

しかし、中心市街地を東西に通る中山道沿道

には、中津川宿の庄屋をつとめた肥田家の旧宅

や江戸時代に操業した酒造店や和菓子店が当

時の面影を今に伝える形で商いを続けており、

旧中山道を挟んで並ぶ商家や民家は、独特な建

築様式をしており、歴史を伝える建築物として

貴重な資源として点在したいます。 

このように、歴史文化のある中心市街地であ

ることから、中津川市の「顔」として、にぎわ

いの形成や活力の再生、伝統文化の継承などが

必要となっています。 

そのため、中津川市の｢顔｣となる中心市街地

を取り戻し、高齢者や障害者ほか全ての市民に

やさしい空間を再生するための「中津川市中心

市街地活性化基本計画」を策定し、平成２０年

７月に認定を受けました。 

本市の中心市街地は、中山道の宿場町を起源

として発展してきた。そのため、歴史的な街並

みや建築物等が多く現存しており、貴重な資源

となっている。これらの歴史的・文化的資源に

より、中心市街地へ来訪者が多く訪れるきっか

けとなり、中心市街地の活性化に寄与するもの

であると考えらます。 

しかし、これらの資源は、中心市街地の各所

に点在しており、有機的に結びついている現状

になく、地域全体としての賑わいや魅力の向上

に寄与できないような状況となっており、十分

に観光客等の来訪者にＰＲができていない状

況である。また、歴史的建築物の保全・活用事

業も景観計画・景観条例の制定などがなされた

ばかりで、その効果を十分には発揮できていま

せん。 

そのため、これらの各資源を有機的に結びつ

ける施策や、地域全体としての魅力の向上のた

めの景観形成等を行い、これまでの取り組みを

継続して実施し、多くの来訪者を迎え入れ、賑

わいを形成することで、中心市街地の活性化に

寄与することが求められている。 

（整備イメージ図）
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2．中心市街地居住者が安心して暮らし、来訪者が
快適に来訪できる都市機能の向上が必要
中心市街地において居住者が減少することは、地

域住民の購買力が低下し地域の商店街の衰退や、人
通りの減少、賑わいの喪失につながっている。本市
においても、核家族化の進展により若年世帯の郊外
への流出が進んでおり、中心市街地の人口減少とそ
れに伴う商店街の衰退が生じています。
そのため、中心市街地の定住人口を増やすことに

よって、中心市街地の賑わいや、商業の活性化が促
進されるものと考えられます。
中心市街地に多くの人が住んでもらうようにする

ためには、様々な機能がそこにあることで利便性が
高まり、かつ、災害等にも安心して暮らしていける
環境を形成していくことが求められています。

3．来訪者、居住者にとって魅力ある商店街の形成
が必要
本市の中心市街地では、大規模店舗の相次ぐ閉

店や、中心市街地内の店舗がバイパス沿いに立地す
るケースや後継者不足により、各個店が減少してお
り、歩行者の通行量も減少し、商店街の衰退の要因
となっています。また、閉店した店舗等用地が空き
地となり、賑わいの喪失にもつながっています。
そのため、中心市街地の核となる施設の充実、商

店街へ人を呼び込むような施設や仕組み、あるいは、
訪れたくなるような景観・街並みを形成すると共に、
空き店舗を削減し、魅力ある商店街を形成していく
ことが求められています。

 3．中心市街地の区域と現状
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中心市街地において居住者が減少すること

は、地域住民の購買力が低下し地域の商店街の

衰退や、人通りの減少、賑わいの喪失につなが

っている。本市においても、核家族化の進展に

より若年世帯の郊外への流出が進んでおり、中

心市街地の人口減少とそれに伴う商店街の衰退

が生じています。 

そのため、中心市街地の定住人口を増やすこ

とによって、中心市街地の賑わいや、商業の活

性化が促進されるものと考えられまます。 

中心市街地に多くの人が住んでもらうように

するためには、様々な機能がそこにあることで

利便性が高まり、かつ、災害等にも安心して暮

らしていける環境を形成していくことが求めら

れています。 
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本市の中心市街地では、大規模店舗の相次ぐ

閉店や、中心市街地内の店舗がバイパス沿いに

立地するケースや後継者不足により、各個店が

減少しており、歩行者の通行量も減少し、商店

街の衰退の要因となっています。また、閉店し

た店舗等用地が空き地となり、賑わいの喪失に

もつながっています。 

そのため、中心市街地の核となる施設の充

実、商店街へ人を呼び込むような施設や仕組

み、あるいは、訪れたくなるような景観・街並

みを形成すると共に、空き店舗を削減し、魅力

ある商店街を形成していくことが求められて

います。 

中 心 市 街 地 の 区 域 と 現 状 

ＪＲ中津川駅 

      中心市街地区域 
庄屋屋敷 
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4． 中心市街地活性化の基本理念
と目標

計画認定期間：平成 20 年 7 月から平成 25 年 3 月まで（4年 9ヶ月）

４����������������� 

   計画認定期間：平成 20 年 7 月から平成 25 年 3 月まで（４年９ヶ月） 
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「豊かな自然につつまれ、街道文化が息づき、安らぎがあり、いきいきとしたまち中

津川」 

《住む人が住みやすく、市民や来訪者が楽しみ人と人をつなぐ、人・モノ・情報が集

まるまち＝平成の中山道中津川宿の創造》 

１、自らが誇れるまちの創出 

～豊かな自然と歴史や文化がきらりと光

る街（まち）～ 
― 自然が息づいて、中山道の宿場町らしい文

化や歴史が拡がる市街地 
 

中津川市の中心市街地は、中山道の宿場町と

して発展し、現在でも歴史文化資源が多く、往

時の面影を残している。こういった歴史・文化

ストックを有効に活用し、特色ある街並みや景

観を維持・形成することにより、中津川市の観

光の拠点として多くの観光客や来訪者がおとづ

れるような、自らが誇れるまちの創出を図る。

２、快適に暮らすことのできる

市街地の形成 
 

～安心で便利に暮らせる街（まち）～ 
― 安心・安全にまちなかを歩くことができ、快適

で便利に暮らすことのできる市街地 
 

人口の減少と高齢化が進む中、中心市街地と

いうコンパクトな地域の中に様々な都市機能が

集積した地域で、高齢者を含む多くの人々が、

安心してまちなかを歩き、各種の日常生活のサ

ービスを享受できる、安全で利便性の高い、暮

らしたくなるような市街地の形成を図る。 

３、商業活性化の推進 

～元気で活力あふれる街（まち）～ 
― 住む人・訪れる人・若者が集い、みんなが楽

しく過ごせる市街地 
 

中心市街地への来訪者、居住者を増やすには、

そこに楽しい場所や便利なものを数多く揃える

必要がある。そのため、中心市街地の核となる

施設の充実や整備を図るとともに、中心市街地

にある商店街全体の活性化を図り、多様な人々

が集い、生活し、賑わいが創出される市街地の

形成を図る。 

現状数値 
３２４,３００人 
（平成 18 年） 

目標数値 
３６０,０００人（約 11%増） 

（平成 25 年 3 月） 

現状数値 
３，３１０人 

（平成 19 年） 

目標数値 
３，４００人（約 3%増） 
（平成 25 年 3 月） 

現状数値 
４，０５６人 

（平成 19 年） 

目標数値 
４，６３０人（約 14%増） 
（平成 25 年 3 月） 

現状数値 
１３０店舗 

（平成 19 年） 

目標推計値 
１３５店舗（5 店舗増） 
（平成 25 年 3 月） 
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5． 中心市街地活性化のための主
な事業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市街地の整備改善のための事業 

□水辺空間ウォーキングルート整備事業 

水辺空間、文学碑、史跡、遺産等を掘り起こ

し、説明板・ルートサイン・ベンチやマップ

などの附帯施設を整備する。 

□本町中山道地区景観整備事業 

無電柱化や特殊舗装を行い、本町の中山道と

いう歴史的景観に配慮した街並み景観の修景

を行う。 

□旧中津川村庄屋肥田家保存公開事業 

往時の建築・庭園様式をそのままの形で一般

公開する。 

□西太田町通り路面整備事業 

舗装の改修を行い、良好な道路景観をつくる。

□駅前広場整備事業 

バリアフリー化を中心とした整備を行う。 

□下水道地震対策緊急整備事業 

重要交通障害に対応する下水道管耐震化・避

難所、仮設マンホール、トイレの設置を行う。

□市道中津 485 号線整備事業 

本市道の整備により、駅北側からの中心市街

地及び駐車場へのアクセスを向上する。 

□駅前ビル駐車場 

駅前ビル・中心市街地利用者駐車場の整備を

行う。 

都市福利施設を整備する事業 

□市営駐車場改修事業 
市営駐車場の耐震補強などの整備を行う。 

□旧ユニー跡地開発事業 
公共、公益施設の建設を行う。 

 

居住環境の向上のための事業 

□中心市街地共同住宅供給事業 
中心市街地における優良な共同住宅の供給を

支援する。 

□旧ユニー跡地開発事業 

商業の活性化のための事業 

□中山道中津川宿「六斎市」事業 
 江戸時代の「六斎市」を復活させ、地産地消

を含む情報発信の場を提供する。 

□空き店舗対策事業 
空店舗活用、空店舗改修・店舗賃借料等の支

援を行う。 
□流通ポイント事業 

地区共通のシステムでのポイント制度を構築

し、ポイントカードを発行する。 

□「にぎわいプラザ」利活用促進事業 
市民の利活用を促進し、中心市街地のにぎわ

いの創出を図る。 
□まちなか緑化整備事業 
花飾り運動について、アドバイザー等を活用

して緑化コーディネートを行う。 
□まちなか住民協定事業 

商店街の活性化、景観デザインの統一などを

住民協定として制定する。 
□おもてなし事業 

外来者へのもてなし対応などの商店者として

の心の育成を行う。 
□個店強化事業 

一店逸品の展開を行う。 
□観光振興ビジョンの策定 

市内や周辺地域に存在する地域資源を調査し

中津川市の観光ビジョンの策定を行う。 
□その他の１４事業 

活性化に貢献して、継続して行っている事業

（1４事業）

その他一体的に推進する事業 

□コミュニティバス連携事業 
コミュニティバスと民間バス事業者との連携

による中心市街地へのアクセシビリティの向

上を図る。 
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 6．おわりに
本市は平成 20 年 7 月に認定を受け、中津川商工会

議所が中心となり、多様な民間主体の参加による中
津川市中心市街地活性化協議会が設立され、官民協
働による事業委員会（ワーキンググループ）を組織
し、各事業ごとに小事業委員会、事業部会を開催し
て事業を推進していきます。
この基本計画には、大きな目玉事業は無く、ひと

つひとつの事業について、地に着いた活動を行い、

人の温かさや人間性を養うことで、商店街や市民の
意識を向上させたいと思います。
世界的な金融危機による経済情勢の中、商業者を

取り巻く環境はさらに厳しくなっていますが、協議
会をはじめとする、官民一体となった協力体制のも
と、地道ながら着実に事業達成に向けた努力を重ね
て、地域を活かした魅力あるまちづくりを推進して
いきます。
（もり　なおと）


