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都市再生整備計画（第3回変更）



計画区域の整備方針

その他

・上州富岡駅周辺整備事業の一つとして、既存建造物活用事業で整備したあい愛プラザは、好評で利用者が増加しているため、駐車場が不足している。施設利用者数を今後も持続させていくために、駐車場の拡充を図る。　

・富岡市の玄関口である上州富岡駅周辺整備を図り、歴史的建造物のある街並みや風情のある街道、路地を通り、市の歴史的文化的核である富岡製
糸場へつなぐ動線とする。

・地域生活基盤施設
・まちづくり活動推進事業
・事業活用調査
・関連事業

・富岡製糸場の世界遺産登録に向けたまちづくりワークショップを開催し、富岡製糸場のもつ歴史的な意義や建物の文化的な価値を住民に再認識してもらうとともに、世界遺産登録に向けたまちづくりを進める中で、核施設である富岡製糸場周辺の景観
形成やまちづくりを実施する上で、住民として何ができるのか、何をすればよいのか模索する。

方針に合致する主要な事業
・にぎわいと交流のある中心市街地を形成するため、観光交流センターやまちなかの路地の整備を図る。 ・既存建造物活用事業

・高質空間形成施設

・富岡製糸場の世界遺産に向けた街づくりを推進するため、富岡製糸場の周辺地域であるバッファゾーンの整備を図る。 ・地域生活基盤施設
・地域創造支援事業

・富岡製糸場の世界遺産登録にふさわしい、製糸場周辺の景観に配慮したまちづくりとして、建築物等の典型的又は特徴的な意匠・形態を調査し、住民との協議により景観形成ガイドラインを作成する。また、屋外広告物に関する市独自の条例を制定
し、景観に配慮した広告物を誘導する。



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 76 ha

平成 24 年度　～ 平成 26 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

人/年 平成２３年度 平成２６年度

人/年 平成２３年度 平成２６年度

計画期間 交付期間 26

中心市街地活性化と世界遺産登録にふさわしい街並みの景観形成により、歴史的遺産に集うにぎわいと交流のまちづくりを推進する。

都道府県名 群馬 富岡市
とみおか

富岡
とみおか

中央
ちゅうおう

地区

　本地区は、富岡市の中心市街地で、明治５年創業の旧官営富岡製糸場ともに発生した飲食店や長屋が集積し商業地域として繁栄してきた。
　しかし、近年の上信越自動車道や広域幹線交通網の整備、モータリゼーションの進行、人口分布の郊外化に伴う夜間人口の流出、ロードサイド店や公共施設の郊外立地等により、商業機能はもちろん、中心市街地としての機能が著しく低下している。ま
た、道路をはじめとして都市基盤が未整備の上、老朽建物が密集しており、防災上の問題も懸念されている。
　このため、区画整理事業による本地域の活性化を図るべく、平成９年８月に富岡中央土地区画整理事業及び区域内の都市計画道路の都市計画決定を行い、平成１４年７月には土地区画整理事業の事業認可を得て、減価補償に伴う公共施設充当用地
の取得を進めていた。
　そんな折、平成１５年８月に、群馬県知事が富岡製糸場の世界遺産登録に向けた取り組みを発表した。富岡市についても、群馬県と連携しながら世界遺産登録推進活動を積極的に進めていくことになった。
　世界遺産登録のためには、富岡製糸場周辺の環境が緩衝地帯（バッファゾーン）として適切に保護されていることが求められ、富岡製糸場を背景に形成された街並みや歴史性のある街道を保全していく必要がある。
そのため、富岡市は富岡製糸場の世界遺産登録を見据え、これらの歴史的な町割りや街並み、文化的な資源を保全し活用したまちづくりを推進することになった。
　また、景観条例及び景観助成金制定（平成２１年１０月）を施行して、世界遺産にふさわしい美しい景観の維持・発展に取り組んでいる。

・観光客に分かりやすい案内やおもてなしの向上
・世界遺産を見据えたまち並み景観形成とまちなか回遊路の整備
・緑豊かで人々が快適に憩える空間の確保
・世界遺産の玄関口にふさわしい駅前空間の形成と駅とまちなかの接続性の向上

・富岡製糸場の世界遺産登録にふさわしい街並み景観形成を図るとともに、来街者が路地や街並みを楽しみながら街なかを回遊できる道路整備を推進する。また、人々が集う玄関口となる上州富岡駅と、市の歴史的文化的核である富岡製糸場をつな
ぎ、求心力のある中心市街地を形成するために、都市基盤の整備、公共公益施設の充実を図り中心市街地を活性化させる。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

４２９,０００人

公共公益施設の使用者数 まちかど遊ＹＯＵプラザ、あい愛プラザの利用者数 公共公益施設の改修に伴う利用者の増加 　８４,１６４人   ９６,７００人

中心市街地への来街者数 富岡製糸場の観光客数、富岡駅乗降客数 富岡製糸場の世界遺産登録に向けた観光客数の増加 ３７３,１７６人



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

公園

古都及び緑地保全事業

河川

駐車場有効利用システム

富岡市 直 Ａ=555㎡ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２４ Ｈ２５ 32.0 32.0 32.0 32.0

富岡市 直 A=383㎡ H２４ Ｈ２５ Ｈ２４ Ｈ２５ 38.6 38.6 38.6 38.6

富岡市 直 3戸 4棟 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 33.2 33.2 33.2 33.2

富岡市 直 延Ｌ＝826ｍ Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 117.5 117.5 117.5 117.5

既存建造物活用事業 富岡市 直 Ａ=94㎡ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ 27.6 27.6 27.6 27.6

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

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 248.9 248.9 248.9 248.9 …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

富岡市 直 Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ Ｈ２４ 14.5 14.5 14.5 14.5

富岡市 直 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 17.7 17.7 17.7 17.7

富岡市 直 Ｈ２６　 Ｈ２６ Ｈ２６ Ｈ２６ 1.5 1.5 1.5 1.5

合計 33.7 33.7 33.7 33.7 …B

282.6

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

富岡市 ○ Ｈ２２ Ｈ２４ 200.0

群馬県 ○ Ｈ２１ Ｈ２５ 430.0

合計 630.0

全体事業費

市道６１１６号線改良事業

上州富岡駅舎建替・駅前整備事業

0.0

合計(A+B)

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

事業活用調
査

事業効果分析調査 事業効果分析調査

まちづくり活
動推進事業

世界遺産登録へ向けた
まちづくりワークッショップ studio-L

細項目 うち民負担分

地域創造支
援事業

まちかど遊ＹＯＵプラザ改修 まちかど遊ＹＯＵプラザ

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

住宅市街地
総合整備
事業

拠点開発型

沿道等整備型

観光交流センター

地域生活基盤施設 あい愛プラザ駐車場

高質空間形成施設 まちづくり計画13号線外8路線

高次都市施設

地域生活基盤施設 宮本町広場

地域生活基盤施設 上州富岡駅周辺整備　環境広場

下水道

細項目 うち民負担分

道路

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

0.4

規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 282.6 交付限度額 113.0 国費率

交付期間内事業期間



中心市街地への来街数 （人/年） 373,176 （２３年度） → 429,000 （２６年度）

公共公益施設の使用者数 （人/年） 84,164 （２３年度） → 96,700 （２６年度）

（　　　　） （　　　年度） → （　　　年度）

　富岡中央地区（群馬県富岡市）　整備方針概要図

目標 中心市街地活性化（歴史遺産に集うにぎわいと交流のまちづくり）
代表的な

指標

■基幹事業
地域生活基盤施設
（上州富岡駅周辺整備 環境広場）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（あい愛プラザ駐車場）

○関連事業
上州富岡駅舎建替

凡 例

計画区域

高質空間形成施設
（路面改修）

地域生活基盤施設
（宮本町広場）

地域生活基盤施設
（上州富岡駅周辺整備環境広場）

地域生活基盤施設
（あい愛プラザ駐車場）

○関連事業
市道６１１６号線改良

■基幹事業
地域生活基盤施設
（宮本町広場）

■基幹事業
高質空間形成施設
（路面改修）

■基幹事業
既存建造物活用事業
（観光交流センター）

□提案
（まちかど遊ＹＯＵプラザ改修）

既存建造物活用事業
（観光交流センター）

提案事業
（まちかど遊ＹＯＵプラザ改修）

国道254号


