
都市再生整備計画　フォローアップ報告書

下吉田地区

平成２４年１１月

山梨県富士吉田市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

確定 あり ●

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定

見込み

確定

見込み

確定

見込み

※全ての指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

※フォローアップの必要のある指標について記入事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

総合所見

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

※フォローアップの必要のある指標について記入

計測時期

指標３
地区内の防火水槽受
益区域率

％ 74.7

○668641 H２４年10月

目標値
1年以内の
達成見込み

647 ○657

事後評価

見込み・確定の別

従前値

その他の
数値指標１

指標５
市民会館周辺商業事
業所雇用者数

人

指　標

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

曙公園と、市民会館に防火水槽が
設置され、防火水槽受益区域率が
あがった。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

指標４
市民会館周辺営業店
舗数

○3736店舗 4142 H２４年３月○

都市機能の向上により、地区全体
が魅力ある地区として見直され雇
用者数が増加したと考えられる。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

定期的に集客イベントを行うなど、地元
商店街努力に加え、道路、公園など都
市機能の充実、公共施設の更新などに
よる集客力への期待などから店舗数が
増加したものと思われる。また、空き店
舗率は34.5％から6.8％と大幅に改善さ
れている。

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

総合所見

震災の影響で開館記念イベントなどが
中止になり利用者数が伸びなかった。
しかし、来場者の評判はいいので、今
後は教育や文化活動を始めとしたイベ
ント開催・誘致に努力する。

移動時間 分 10.8

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

震災の影響による
自粛ムードにより
大きなイベントが中
止になったっため

×

道路の拡幅、機能の向上など、また、
周辺道路の整備により渋滞の緩和が
図られ、結果として移動の平均速度が
向上したものと考えられる。

86.9 ○

9.6指標２

86.9

H２３年７月～
10月

事後評価

見込み・確定
の別

△

9.6

8,680

1年以内の
達成見込み

○

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

○

○

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

5,373

計測時期

H２４年３月

87 H２３年５月

8.1

指　標 従前値 目標値

指標１
地区内の公共施設利
用者数

人/月 9,540 10,500

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３



２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

渋滞解消、通学路の安全確保の抜本的な解決に向け、都市計
画道路をはじめとした道路網の整備や狭隘道路の歩車分離を
行うことが必要。

・成果を持続させるために
行う方策

地元商店会や商工会議所等と連携し、経営者等との連絡を密
にして情報交換を行うとともに、雇用支援や経営資金の利子補
給などを実施した。

地域の活性化、まちの賑わいの復活。

公共施設の更新による機能回復と、周辺の公園・広
場の整備などによる都市施設の向上。

防災機能の向上

広域からの来訪者も歩いて楽しい中心市街地づくりを目指して、
歩行空間の快適化、個性的な店づくり・商店街づくり、富士山の
景観を生かした景観形成、歴史的な蓄積を踏まえた観光の活性
化などの施策を総合的に展開していく必要がある。
施設の啓発イベントなどを開催し、施設の利用促進をはかること
で、にぎわいの復活を目指す。

・更新した公共施設を、多くの市民に利用してもら
うため、ソフト面の充実、イベントの誘致などの事
業を計画したが、震災の影響などにより集客数は
目標に届かなかった。

実施した結果

厳しい経済状況の中、画期的に街の賑わいが復
活したわけではないが、営業店舗数の増加が見ら
れるなどにぎわいの復活に向けた基盤づくりが出
来た。

今後の課題　その他特記事項

防災計画の定期的な見直しや備蓄品の点検などを行う必要が
ある。

追加が考えられる今後のまちづくり方策 実施にあたっての課題　その他特記事項

地元商店会や商工会議所等と連携し、中心市街地の空き店舗
情報を提供している。また、店舗の改修支援や経営資金の利
子補給などを実施した。

・駐車場の確保のため、近隣公共施設の跡地を駐車場として
使用。

・避難場所の地図などを作成し、住民に配布をした。
・太陽電池式の避難誘導看板の設置をした。

・避難計画や避難経路の確保などにより整備施設
を有効に利用する防災計画ができた。

防災備蓄品の確保や避難計画に２次避難施設としての位置づ
けをした。

歩行空間の快適化、個性的な店づくり・商店街づくり、富士山の
景観を生かした景観形成などに一層取り組み、若者世代の集客
などにより、中心市街地の活性化を図る。

歩道等の確保のため、道路の拡幅、整備を実施し、歩行者など
の安全確保を図る必要がある。

中心市街地の空洞化の解消

公共施設の駐車場の確保および通学路の安全確保

厳しい経済状況の中、画期的に空洞化が解消さ
れたわけではないが、営業店舗数の増加が見ら
れるなどにぎわいの復活に光が見えてきている。

・公共施設における駐車場が確保され、周辺渋滞
が少なくなった。

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策
防災機能の向上

実施時期

事後評価シート　添付様式5－③から転記

・公共交通機関の利用が増加し、交通への負荷
の低減が図られた。

具体的内容

・避難経路の確保、避難場所の周知などがされ、
住民の安全が向上した

・すべての住民に対しては、まだ不十分なところもあるので、継
続して防災対策を行ってゆく。
・富士山の噴火や現在想定されている以上の災害に対する検討
が必要。

市民会館を利用した生涯学習のための教室の開催や各種イ
ベント、街角公園のボランティアによる清掃活動などを実施して
いる。

道路の渋滞解消及び通学路の安全確保など、交通
環境の改善

市内のバス路線として、旧来の市内循環バス「タウンスニー
カー」や「病院線」を「新タウンスニーカー」として再編成し、３つ
の路線で運行している。また、通学路の安全確保に、カーブミ
ラーの設置などを実施した。

実施した具体的な内容
事後評価シート　添付様式5－③に記載した

今後のまちづくり方策（事項）



都市再生整備計画（第４回変更）

下吉田
し も よ し だ

地区
ち く

山梨県
やまな し けん

　富士吉田
ふ じ よ し だ

市
し

平成２３年３月

・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 79.4 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 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/月 H17 H22

分 H17 H22

％ H17 H22

店舗 H17 H22

人 H17 H22

計画期間 交付期間 22

都道府県名 山梨県 富士吉田市 下吉田地区

地区内の防火水槽受益区域率

目標１　市民の活動拠点の整備-「交流人口の拡大｣
目標２　生活環境の改善-「快適なまちづくり｣
目標３　防災拠点の整備と延焼遮断効果の向上-「安全なまちづくり｣

・本市は、富士山を望む麓に位置し、富士山のみならず近隣の観光地である富士五湖や富士急ハイランド等の観光スポットを訪れる県内外の多くの観光客が、本市周辺を訪れている。
・観光客の増加に、交通網の整備が追いつかず、特に市を東西に横断する道路網の不足が著しい。
・富士吉田市の中心に位置する本地区は、富士五湖文化センター・市民会館（図書館）をはじめ市立下吉田第二小学校、私立富士学苑高等学校、富士急行線月江寺駅などの公共公益施設が多数あり、また、本町通りを中心に店舗や飲食店が集積する
などして、本市の中で最も賑わいのある地区であった。
・今後発生が予想される、東海地震や富士山の火山災害への防災対策として、緊急避難所として指定された公共施設の耐震化や、街区公園や防火水槽の整備を進めているが、中心市街地での施設整備は、整備する土地の不足もあり、あまり進んでい
ない状況にある。

・本地区内の富士急行線沿線に位置している市立病院看護婦寮は、大地震時に鉄道敷への倒壊の恐れがあり、防災上、極めて危険なため、解体撤去する必要がある。

・この地区内には、新耐震基準以前に建築された市立病院看護婦寮があるが、現在は老朽化や当該市立病院の移転等により閉鎖されている。また、老朽化や非耐震性などから今後の利用計画もなく、防災・防犯上、危険な建築物となっている。特に、
富士急行線沿線に位置しているため、今後発生される大地震時に鉄道敷への倒壊の恐れがあり、地域住民や鉄道利用者は不安を抱いている。

・市立病院の本地区からの移転、高等看護学院や准看護婦学校の廃校、大型店舗の郊外への進出等により、本地区の空洞化は顕著なものとなっており、かつての賑わいのあったまちとは言い難い状況にある。
・本地区にあって、昭和４５年に開館した富士五湖文化センター・市民会館（図書館）は、富士北麓の文化活動の拠点としての役割を果たしてきたが、老朽化による機能不足や建物の耐震問題及び駐車場問題などの課題を抱えている。このため施設の更
新による機能回復と、施設利用者が憩える周辺の公園・広場の整備など、中心市街地で市民が交流する都市施設としての抜本的な解決策を必要としている。また市民会館は、緊急避難所に指定されており、防災機能の向上も必要とされている。

 ・本市内の交通網について、南北の幹線道路は、平成１７年３月の国道139号（富士見バイパス）の供用開始により、平成通りとあわせ４車線の道路が完成していて、またこれを補完する昭和通り、本町通り線と２本の主要路線もあり、概ね整備されてい
る。しかし、市を東西に横断する幹線道路は、国道138・139号しかないため、県内外へと移動する車両により、渋滞が引き起こされている。また市民会館周辺の道路についても、通学路として児童・生徒が利用しているが、部分的に幅員が狭小で危険な状
況であるため、ともに交通環境の改善を図る必要がある。

都市計画マスタープランでは、以下4つの基本理念を基に都市づくりを進めていく。
①富士北麓地域の拠点都市づくり
②富士山麓の環境・文化を広域交流に生かす都市づくり
③若年層を受け止める活力ある都市づくり
④誰もが安心して暮らし続けられる都市づくり

市西部の主要な緊急避難所である市民会館・下吉田第二
小学校・下吉田中学校から、市立病院までの移動時間

交通利便性の向上を計測する指標

指　　標

地区内の公共施設利用者数

移動時間

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性

富士五湖文化センター・市民会館の月平均利用者数の比
較

交流人口の拡大度合いを計測する指標

従前値

9540

10.8

目標値

10500

9.6

災害時の安全性の向上 火災に対する安全性の向上を計測する指標 74.7 86.9

37

市民会館周辺商業事業所雇用者
数

市民会館周辺商業事業所の雇用者数 商業振興の効果を計測する指標 641 647

市民会館周辺営業店舗数 市民会館周辺及びそのアクセス道路沿いの営業店舗数 商業振興の効果を計測する指標 36



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：防災拠点の整備と延焼遮断効果の向上－「安全なまちづくり」
防災拠点及び緊急避難所となる公共施設及び防災施設の整備と、延焼を防ぐオープンスペースを確保する。なお、高次都市施設は地域防災計画に災害時
の2次避難所として位置付いており、曙公園は同計画に災害時の1次避難所として位置付ける予定である。

・基幹事業/公園（曙公園）、地域生活基盤施設（耐震性貯水槽、広場、情報板）、高次都市施設、都
市再生土地区画整理事業
・関連事業/中央通り線土地区画整理事業（公管金）、中央通り線街路事業

方針に合致する主要な事業
・整備方針1：市民の活動拠点の整備－「交流人口の拡大」
市民の活動拠点となる高次都市施設の整備とあわせ、施設へのアクセス道路の整備を行う。

・基幹事業/高次都市施設、道路事業（弁天通り線、武蔵3号・4号線、松山通り線、弁天町佐数線）、
高質空間形成施設（弁天通り線、武蔵3号・4号線）、地域生活基盤施設（情報板）
・提案事業/地域創造支援事業（図書館整備、市民会館・緑ヶ丘配水池・市立病院看護婦寮解体撤
去）
・関連事業/市民会館（市単独分）、図書館（市単独分）、富士五湖文化センター増築・改修

・整備方針2：生活環境の改善－「快適なまちづくり」
地域交流センター周辺の通学路などの生活道路や公園・ポケットパークの整備、及び都市計画道路の整備と合わせた土地区画整理事業による広場や区画
道路の整備を行う。

・基幹事業/道路事業（弁天通り線、武蔵3号・4号線、松山通り線、弁天町佐数線）、公園（曙公園）、
地域生活基盤施設（広場）、高質空間形成施設（弁天通り線、武蔵3号線）、都市再生土地区画整理
事業
・提案事業/地域創造支援事業（水道敷設）
・関連事業/中央通り線土地区画整理事業（公管金）、中央通り線街路事業、防衛施設周辺整備統
合事業



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 富士吉田市 直 L=101m　W=7.5～7.7m H18 H20 H18 H20 40 40 40 40

道路 富士吉田市 直 L=253.8m　W=7.6m H18 H22 H18 H22 27 27 27 27

道路 富士吉田市 直 L=154m　W=7.0m H18 H22 H18 H22 22 22 22 22

道路 富士吉田市 直 L=46.2m　W=6.2m H18 H22 H18 H22 6 6 6 6

道路 富士吉田市 直 L=64m　W=7.0m H21 H22 H21 H22 36 36 36 36

公園 富士吉田市 直 A=411㎡ H18 H21 H18 H21 43 43 43 43

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 富士吉田市 直 － H22 H22 H22 H22 15 15 15 15

高質空間形成施設 富士吉田市 直 － H18 H22 H18 H22 9 9 9 9

高次都市施設 富士吉田市 直 － H18 H22 H18 H22 772 772 772 772

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業 富士吉田市 直 A＝2.3ｈａ H18 H21 H18 H21 11 11 11 11

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 981 981 981 981 …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
富士吉田市 直 φ100～150mm、Ｌ＝398ｍ H18 H20 H18 H20 60 21 21 21

図書館整備 富士吉田市 直 2,088㎡（3,856㎡） H18 H22 H18 H22 417 417 417 417

市民会館解体撤去 富士吉田市 直 3,595㎡ H22 H22 H22 H22 73 73 73 73

緑ヶ丘配水池解体撤去 富士吉田市 直 863ｔ H18 H22 H18 H22 14 14 14 14

市立病院看護婦寮解体撤去 市立病院看護婦寮敷地 富士吉田市 直 836㎡ H18 H18 H18 H18 17 17 17 17

－

－

－

－

合計 581 542 542 542 …B
合計(A+B) 1,523

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
富士吉田市 A＝2.3ｈａ 〇（公管金） H17 H22 2,013

山梨県 国土交通省 L＝1.07km 〇 H10 H20 5,500

富士吉田市 防衛省 A＝131ｈａ 〇 H18 H22 1,381
富士吉田市 1,768㎡（3,856㎡） ○ H21 H22 16
富士吉田市 2,088㎡（3,856㎡） ○ H21 H22 535
富士吉田市 防衛省 3,142㎡（既存2,748㎡＋増築394㎡） ○ H21 H22 1,390

合計 10,835

国費率 0.395交付対象事業費 1,523 交付限度額 601.8

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

曙公園 0

市道弁天通り線 0

市道武蔵3号線 0

市道武蔵4号線 0

－ 0

細項目 うち民負担分

－

市道松山通り線 0

市道弁天町佐数線 0

－ 0

－ 0

－

中央通り線地区 0

0

0

市民会館敷地 0

うち民負担分
規模

（参考）事業期間

0

市民会館敷地 0

市民会館敷地 0

まちづくり活
動推進事業

中央通り線

水道敷設 中央通り線地区

事業活用調
査

－

－

中央通り線土地区画整理事業（公管金）

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間

地域創造
支援事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

－

－

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

中央通り線地区

防衛施設周辺整備統合事業（予定）
市民会館（市単独分） 市民会館敷地

下吉田地区

中央通り線街路事業

図書館（市単独分） 市民会館敷地
富士五湖文化センター増築・改修 市民会館敷地


