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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

長野市　都市整備部　まちづくり推進課　中心市街地活性化対策室　小林　栄一

第二期長野市中心市街地活性化基本計画について
『門前都市 ながの』～心潤う 歴史と文化が賑わう まち～の実現を目指して

 １　はじめに
長野市は、日本のほぼ中央に位置する長野県の県庁所

在地であり、面積約 834 平方 km、人口約 38 万人を抱え

る中核市です。市域の中央に長野盆地（善光寺平）が広

がり、千曲川及び犀川が流れ、周囲は、戸隠連峰や飯綱

山、黒姫山、妙高山、斑尾山（北信五岳）が聳えていま

す。

本市は、国宝善光寺の門前町として、平安の昔から全

国に知られる都市であり、時代とともに町の形態を整

え、北国街道の宿場町、また交易地としても栄えてきま

した。

15 世紀頃には、善光寺は多くの階層の人びとが極楽

往生を願ってお参りする霊地であり、老若男女を分かた

ず、本堂での「おこもり」など昼夜を問わず宗派を超え

て開放され、庶民の心の拠り所となっており、現在でも

毎年大勢の参拝客が訪れます。

これまで、度重なる大火や弘化４年（1847 年）の善光

寺地震等の災害に見舞われましたが、その度に復興し、

太平洋戦争時には戦災を受けることなく、門前町として

の街なみや文化は消失を免れました。

近年、高速道路や北陸新幹線が整備されると共に、平

成 27 年春には北陸新幹線の金沢延伸等、太平洋側と日本

海側を結ぶ交流拠点都市として重要さを増しています。

さらに、平成 10 年（1998 年）、オリンピック及びパラリ

ンピック冬季競技大会が開催され、本市は全世界に知ら

れるところとなり、国際都市として国際交流にも積極的

に取り組んでいます。また、平成 17 年（2005 年）及び

平成 22 年（2010 年）の市町村合併により新たな観光資

源を有することになり、県内有数の観光都市として、観

光入り込み客数は年間 1,000 万人を超えるまでになって

います。

 ２　基本計画の策定
善光寺表参道を軸として広がる約 200ha の中心市街地

は、善光寺や周辺の歴史的街並み等の歴史・文化資産を

有するとともに、商業、業務、居住といった様々な都市

機能が集積しており、都市の「顔」となっています。

しかし、近年の少子高齢化、都市のドーナツ化現象は、

中心市街地の人口減少や商業機能の著しい低下をもたら

しました。

このため、本市では平成 10 年のまちづくり３法の成

立を受け、中心市街地の活性化を重要施策と位置づけま

した。以来、継続して活性化に取り組んでまいりました

が、今般、平成 19 年５月に策定した「長野市中心市街地

活性化基本計画」が平成 23 年度に終了することに伴い、

これまでの事業効果の検証及び課題の整理を経て、「第二

期長野市中心市街地活性化基本計画」（以下、第二期基本

計画という。）を策定し、平成 24 年３月 29 日に、内閣総

理大臣の認定を受けることとなりました。

今後は、平成 27 年春の北陸新幹線金沢延伸と次期善光

寺御開帳を見据え、善光寺を核とし、善光寺表参道を軸

としたまちづくりに資する第二期基本計画に位置づけた

数々の事業に取り組み、基本計画のテーマである「『門

前都市　ながの』～心潤う　歴史と文化が賑わう　まち

～」の実現を目指してまいります。

６事業

５事業

２２事業

７事業

４つの方針 ４つの目標

まちなか観光の推進

まちなか居住の促進

歩いて暮らせるまち

多様な主体の参加

訪れたくなるまち

住みたくなるまち

歩きたくなるまち

参加したくなるまち

目標を達成するための
４０事業

交流人口
の増加

定住人口
の増加

「 門前都市 ながの 」 ～ 心潤う 歴史と文化が賑わう まち ～

● 第二期基本計画のテーマ

● 計画期間

平成２４年４月～平成２９年３月まで（５ヵ年）
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 ３　中心市街地活性化の目標
第二期基本計画では、中心市街地活性化に向けた戦略

として、善光寺表参道を中心に、まちなかの様々な資源

を活かしつつ、整備の終わった各拠点を「点」から「線」

へと結び、さらに回遊（快遊）性を高めることで「線」か

ら「面」へとまちを育むことを目指します。そして、下

記のとおり４つの目標、指標及び数値目標を設定し、中

心市街地の活性化を図ってまいります。

目標①「訪れたくなるまち」

善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量（人）

目標②「住みたくなるまち」

長野市全体における中心市街地の人口割合（％）

目標③「歩きたくなるまち」

中心市街地（６地点）の歩行者・自転車通行量（人）

中央通り及び権堂アーケード沿いの１階部分

空き店舗数（件）

目標④「参加したくなるまち」
もんぜんぷら座及び生涯学習センターの
年間利用者数（人）

現状数値

２５，５５５人

（平成２２年度）

現状数値

２．３５％

（平成２３年度）

現状数値

１２６，４７８人

（平成２３年度）

現状数値

２９件

（平成２３年度）

現状数値

４８１，７０７人

（平成２２年度）

数値目標

２６，９００人

（平成２８年度）

数値目標

２．５０％

（平成２８年度）

数値目標

１３０，０００人

（平成２８年度）

数値目標

２２件

（平成２８年度）

数値目標

４８５，０００人

（平成２８年度）

数値目標

　 ４　 中心市街地活性化のための
主要事業

第二期基本計画では、４つの目標を達成するために 40

の事業を展開します。以下に、主要事業及び事業の実施

箇所を紹介します。

①【中央通り歩行者優先道路化事業】

善光寺表参道でもある中央通りを、車中心から歩行者

に優しく機能的で魅力あふれる通りに整備します。

具体的には、現況道路の全幅は変えずに、歩道を拡幅

し、歩車道をフラットにし、歩道と車道は善光寺参道の

象徴である「石畳」で舗装します。また、来街者に憩い

と安らぎの場を提供するため、緑とベンチやモニュメン

トを適宜設置します。

歩行者優先型となった道路において、イベント等を実

施することで表れる集客効果により、長野の魅力を広く

PR し、歩きたくなるまちと共に訪れたくなるまちの実

現を目指します。

②【長野駅善光寺口顔づくり事業】

現在の長野駅善光寺口は、平成９年の北陸新幹線の開

業や翌年の冬季オリンピック長野大会の開催に合わせ、

時間的な制約もあったことから、駅の橋上化や東西自由

通路等、必要最低限の整備にとどまっています。

平成 27 年春の北陸新幹線金沢延伸を迎えるにあたり、

交通結節点としての駅前広場の機能充実や利便性の向

上、また仏都長野として「長野の顔」にふさわしい魅力

ある長野駅となるよう再整備することにより、歩きたく

なるまちと共に訪れたくなるまちの実現を目指します。

長野駅前広場デザインパース

③【善光寺周辺地区街なみ環境整備事業】

善光寺周辺地区において、歴史ある街並みを保全し、伝

統と文化を感じられる景観を形成するため、街づくり協

定を結んだ住民と本市が協力して街なみを整備します。

具体的には、住民は、街づくり協定に基づき、建物の修

理・修景を実施し、本市は道路の石畳化等の道路美装化、

電線類地中化等を実施します。建物の修理・修景は既に完

了し、善光寺表参道において、歴史的特色を活かした門前

町の街並みが形成され、賑わいを見せています。今後は、

道路美装化、電線類地中化等により、さらに広い範囲にお

いて、洗練され魅力を増した景観を創出し、訪れたくなる

まちと共に歩きたくなるまちの実現を目指します。

中央通り整備状況 駒返り橋通りの道路美装化
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④【権堂Ｂ－１地区市街地再開発事業】

本事業地は権堂地区の東に位置し、狭隘な道路にしか

接していない老朽木造建築物と細分化された敷地の土地

利用が目立っており、防災面でも改善が望まれる状況で

ありますが、古くからの繁華街である権堂アーケードと

長野大通りとの交差点にあり、長野電鉄権堂駅を有する

など、公共交通と都心立地の利便性が非常に高い場所で

もあります。

再開発手法により土地の合理的かつ健全な高度利用と

都市機能の更新に資する居住空間や生活利便施設等を整

備することにより、居住人口及び交流人口の増加につな

がるよう期待しつつ、住みたくなるまちと共に歩きたく

なるまちの実現を目指します。

権堂Ｂ－１地区市街地再開発事業のイメージパース

⑤【もんぜんぷら座運営事業】

もんぜんぷら座は、平成 12 年に閉鎖された大型商業ビ

ルを長野市が取得し、市民の後活用提案等を取り入れな

がら、後利用計画を策定し、㈱まちづくり長野との協働に

より、まちなかに不足していた公益施設と食品スーパー

を導入することで、平成 15 年６月にオープンしました。

子育て支援、高齢者活動、市民公益活動、市民相談窓

口等の様々な施設を有し、多くの市民の皆様にご利用い

ただくとともに、その活動を総合的に支援することによ

り、参加したくなるまちと共に歩きたくなるまちの実現

を目指します。

（こばやし　えいいち）

もんぜんぷら座

◇事業の実施箇所

JR長野駅

●

Ｎ

m000,1m0 500m 

＜凡 例＞

道路整備

区画整理事業・再開発事業

事業地

整備方針等

●

●
新田町交差点

大門交差点

●

●

善光寺周辺地区街なみ 

環境整備事業 

ぱてぃお大門運営事業 

市道長野大通り線

歩道整備事業 

もんぜんぷら座運営事業 

生涯学習センター

管理運営事業

県庁緑町線沿線

地区整備事業 

ｾﾝﾄﾗﾙｽｸｩｴｱ整備事業

後町小学校跡地

活用整備事業 

◆善光寺表参道で実施する 3事業 

・中央通り歩行者優先道路化事業 

（道路整備） 

・善光寺表参道景観づくり推進事業 

・善光寺表参道文化村事業

善光寺

長野大通り自転車道整備事業

権堂地区にぎわい

滞留空間整備事業

市道長野西 203号線

外４線整備事業 

権堂 B-1地区市街地再開発事業

●

南石堂 町人

文化会館設置事業

●
情報発信拠点整備事業 権堂地区市民交流施設整備事業

長野駅東口バス待機場整備事業

基本計画エリア
（約 200ha） 

事業位置が特定される事業（19 事業）

市道長野西 62号線 

外１線整備事業 

●

長野駅善光寺口顔づくり事業 

長野駅周辺第二土地区画整理事業

◆事業位置が特定されないエリア内で

実施する 18事業 

・歩行者用公共案内標識計画検討事業 

・野外彫刻ながのﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業 

（まちなか編） 

・まちなか居住体験事業 

・まちなか暮らし創造事業 

・共通駐車券事業 

・長野灯明まつり開催事業 

・集客イベント等開催事業 

・観光事業者育成塾事業 

・善光寺表参道七めぐり事業 

・街角に音楽がある街づくり事業 

・空き店舗等活用事業 

・中心市街地創造支援事業 

・まちなか賑わい創出事業 

・まちの見どころ再発見事業 

・もんぜんﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ事業 

・市街地循環バス運行事業 

・中心市街地循環バス機能向上事業 

・バス共通 ICカードへの追加サービス

機能構築事業 

第二期長野市中心市街地活性化基本計画事業の実施箇所
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