２ 現状と課題

10. 都市計画に関する課題
10-1．都市計画区域
●一体的な土地利用を推進するための都市計画の取組みが課題
市村合併を行った本市は、中野地域に都市計画区域があり、高社地域（倭･科野）や豊田、
大俣、南部の一部地域には都市計画区域がありません。
この現状を踏まえ、生活・経済基盤の構築をめざした都市施設の整備や農業集落や中山
間地、山間部が有する自然環境の保全など、一体的な土地利用に取り組むための仕組みを
講じることが必要です。

都市計画区域外

用途地域
名

都
市
計
画
区
域

称

面

積
（構成比）

第１種低層住居専用地域

32ha

(9.4)

(1.0)

第１種中高層住居専用地域

51ha

(15.0)

(1.6)

第２種中高層住居専用地域

36ha

(10.6)

(1.1)

第１種住居地域
用
途 第２種住居地域
地 近隣商業地域
域
商業地域

135ha

(39.7)

(4.2)

6ha

(1.8)

(0.2)

21ha

(6.2)

(0.7)

14ha

(4.1)

(0.4)

準工業地域

31ha

(9.1)

(1.0)

工業地域

14ha

(4.1)

(0.4)

340ha (100.0)
2,860ha

(89.4)

合 計
用途地域指定外区域

3,200ha

都市計画区域

(10.6)
(100.0)

都市計画区域外
図.都市計画区域の現況
都市計画に関する課題
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２ 現状と課題

【参

考】・・・長野県内の都市計画区域と市町村合併状況（平成18年3月現在）
市町村合併により、一体的な都市整備と保全に取り組むため都市計画区域の
見直しが必要となっています。

【中野市】
市町村合併に伴い一体的な
都市計画の方向性を定める

資料：長野県都市計画制度活用指針

図.長野県内の都市計画区域と市町村合併

都市計画に関する課題
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２ 現状と課題

10-2．用途地域
●商業や公共系の施設が集積する市街地
●国道292号沿線や用途地域外に住宅立地が進展
用途地域内の建物分布をみると中心市街地には市役所や病院など公共施設が多く立地
しています。さらに、信州中野駅前を中心に商店街を形成していますが、店舗数が減少し
ています。
用途地域の外周部に開発が拡大しており、用途地域の見直しや制限の検討が今後の課題
です。

用途地域（準工業）や用途外に
立地する商業施設

新井工業団地

用途地域外に住宅、
商業施設と農地が混在

DID 区域
用途地域
中野小学校

信州中野駅

用途地域(準工業)
中野市役所

中心市街地に位置する
既存商店街

用途地域外の宅地化
が進むエリア

資料：中野都市計画基礎調査

図.用途地域内の建物現況

都市計画に関する課題

19

２ 現状と課題

10-3．都市施設の現状
10-3-1.都市計画道路の現状
●都市計画道路整備率は、約63.1％(H21.3現在)だが、市街地に未整備路線が残る
●中心市街地のまちづくりと集中する交通の分散を考えた道路網の見直しが課題
本市の都市計画道路は17路線（約38.62㎞）あり、その整備率は63.1％です。
整備状況をみると、信州中野インターから山ノ内町方面を結ぶ(都)草間七瀬線〜(都)吉田栗
和田線（国道292号）など幹線道路を中心に整備が進んでいます。
未整備路線は中心市街地に集中しており、道路網として不足している部分もあります。
今後の都市整備を考慮しながら整備の必要性を十分検討することが求められます。
県内市町村の改良率（長野県平均：37.4%）
100
90

中野市

80
改良率(%)

70

塩尻市

60
50
40
30

駒ヶ根市

20
10
0
0

20

40

60
計画延長(km)

80

100

120

未整備な都市計画道路
が残る中心市街地

長野県の都市計画(平成19年3月現在)

資料：中野市都市計画課（平成19年11月現在）

図.都市計画道路の整備状況

都市計画に関する課題
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２ 現状と課題

10-3-2.都市計画公園の現状
●都市計画公園は11箇所(12.94ha)あり、11箇所(11.24ha)全てが開設済み
●郊外の住宅地で身近に利用できる公園が不足
都市計画公園の現状をみると、本市には11箇所の都市計画公園がありその全てが開設さ
れています。
（※計画面積では一部未整備）
さらに都市計画以外の公園も８箇所開設しており、都市計画区域内人口1人あたりの公
園面積は8.19㎡で、標準面積と比較するとやや不足しています。
(注)決定年月日
昭和27年1月28日
(昭和51年2月26日)
昭和56年8月10日
(平成14年2月28日)
昭和63年7月18日
昭和47年8月10日
昭和48年10月1日
昭和49年10月25日
昭和53年9月10日
昭和62年3月16日
昭和63年11月26日
平成2年2月19日
平成3年2月15日

都市施設名称

（都市公園法施行令による標準面積10㎡）

都市計画決定事項

４・４・１号北公園

地区公園

約7.00ha

３・３・１号一本木公園

近隣公園

約3.40ha

３・３・２号高梨館跡公園
２・２・１号原町公園
２・２・２号東町公園
２・２・３号西町公園
２・２・４号西条公園
２・２・５号中町公園
２・２・６号延徳公園
２・２・７号平野公園
２・２・８号東吉田公園

〃
街区公園
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

約1.40ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.11ha
約0.29ha
約0.13ha
約0.17ha

都市計画区域内で都市
公園が不足するエリア

注：当初決定・大規模な変更及び昭和60年以降の決定を古い順に記入する。

都市計画決定のない都市公園
長丘公園（街区公園）
高丘公園（街区公園）
岩船公園（街区公園）
西条宮の森公園（街区公園）
岩船南公園（街区公園）
中央広場公園（街区公園）
北信濃ふるさとの森文化公園（総合公園）
夜間瀬川竹原河川公園（都市緑地）

面

積

0.20 ha
0.25 ha
0.15 ha
0.35 ha
0.30 ha
0.15 ha
15.48 ha
2.88 ha

都市計画区域内で都市
公園が不足するエリア

図.都市計画公園の現状

資料：中野都市計画基礎調査
都市計画に関する課題
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２ 現状と課題

10-3-3.その他都市計画施設
●駐車場、ごみ焼却場、土地区画整理事業、地区計画がある
●近隣市町村と連携した適切な維持と運用が課題
本市では道路や公園以外にも公共下水道や都市下水路、駐車場やごみ焼却場などの都市施
設整備に取り組んできましたが、今後は、北信州地域の市町村と連携した運用も視野に設備
の維持と安定化に取り組むことが必要です。

資料：中野都市計画基礎調査

図.都市計画施設概況

都市計画に関する課題
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２ 現状と課題

11. 上位・関連計画の把握
11-1．中野市総合計画(基本構想･前期基本計画)
本計画は、平成17年４月1日の市村合併を経た中野市の「新市まちづくり計画（新市
建設計画）」の趣旨を受け、概ね10年後（平成28年）の都市像を目標に基本構想を掲げ、
５年間に取り組む前期基本計画をまとめたものです。

都市像

緑豊かなふるさと 文化が香る元気なまち

◆市民一人ひとりに開かれた市民参加と協働のまちづくり
◆思いやりと地域の連帯で支える健康福祉のまちづくり
◆子どもの元気をふるさとの未来につなげるまちづくり
◆地球環境との共生と豊かな心の人間社会づくり
◆産業が連携し、新しい価値を生み出すまちづくり
◆地域が育て地域が守る教育と文化のまちづくり
◆安全・快適で機能的な都市基盤づくり

基本構想

本市がめざす都市像とそれを実現するための施策の大綱を長期的かつ総
合的な視野で明らかにするものです。
平成19年度（2007年度）を初年度とし、平成28年度（2016年度）を目標年次と
する１０か年の構想です。

基本計画

基本構想を実現するための具体的な施策を示すものです。また、施策ご
とにめざす姿と施策の内容、可能な限りの数値目標を示します。
計画期間は前期（平成19年度〜平成23年度）と後期（平成24年度〜平成28
年度）にわけて取組み、中間年（平成23年度）に見直しを行います。

実施計画

基本計画で定めた施策を、計画的かつ効率的に実施するための具体的な
事業計画で、毎年度の予算編成の指針となるものです。
計画期間は３か年とし、毎年度見直しを行います。

上位･関連計画の把握
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２ 現状と課題

■総合計画施策体系
リーディングプロジェクト

章

市民一人ひとりに開かれた
市民参加と協働のまちづくり

都市像 緑豊かなふるさと

思いやりと地域の連帯で
支える健康福祉のまちづくり

子どもの元気をふるさとの
未来につなげるまちづくり

文化が香る元気なまち

地球環境との共生と
豊かな心の人間社会づくり

産業が連携し、新しい価値を
生み出すまちづくり

地域が育て地域が守る
教育と文化のまちづくり

安全・快適で
機能的な都市基盤づくり

文化芸術
産業誘発
高度情報化
プロジェクト プロジェクト プロジェクト

節

項

市民と連携した防災・危機管理対策の徹底

危機管理体制の整備／消防救急体制の整備

情報公開・情報共有のまちづくり

情報公開制度の適切な運用／情報通信基盤の整備／広報広調の充実／市民参加の推進

公益を推進する多様な担い手の育成と連携促進

地域コミュニティ活動の支援／多様な主体の連携強化／都市間交流・国際交流の推進

自助自立の行財政運営と行政サービスの向上

計画的で効率的な行政システムの構築／行政サービスの向上

長期的展望に立った財政運営

計画的な財政運営／財政基盤の充実

人生の年代に応じた健康づくり

健康づくりの推進／地域医療体制の充実

長寿時代の安定したシニア社会づくり

高齢者の生活支援／高齢者の生きがいづくり／介護支援

地域が支えあう福祉体制の確立

自立した生活の支援／障害者福祉の充実

人にやさしいユニバーサルデザインのまちづくり

ユニバーサルデザインに配慮した環境の整備

医療保険制度・介護保険制度の安定的運営

国民健康保険事業の安定的運営/介護保険事業の安定的運営/老人保健医療事業の安定的運営

健やかに生み育てる環境づくり

安全な妊娠及び出産への支援／育児不安の軽減と虐待発生予防／子どもと母親への健康支援
／食育の推進／家族全員による子育て活動の促進

子育て家庭を支援する仕組みづくり

地域社会で子育て家庭を支援／経済的な支援の取組み／家庭生活と職業生活の充実／多様な
ニーズに合わせた保育サービス等の充実／特別な援助を要する家庭への支援

豊かな子ども時代を過ごすための社会づくり

子どもの権利を尊重する社会風土の醸成／子どもを見守る地域社会の連携／子どもに関する
相談体制の充実

次代を担う心身ともにたくましい人づくり

多様な体験機会の拡大と自立を促す企画・事業の充実／思春期の心と身体の健康づくり／子
どもの活動を支援する施策／魅力ある学校教育の推進

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

快適な生活空間の整備／子どもの安全・安心の確保／子育ての男女相互協力への応援

生活環境の保全と自然保護の推進

環境衛生の向上／自然環境の保全／環境美化の推進／生活環境の保全

資源循環型社会の構築

資源循環の推進／地球環境問題への対応

市民生活の安全・安心への取組み

交通安全の推進／防犯対策の推進／消費生活の安全

家庭や地域社会における男女共同参画の促進

男女共同参画の推進

人権が尊重される明るいまちづくり

人権尊重社会の推進

個性が輝く多彩な農業・林業の里づくり

競争力のある産地体制の構築／効率的な生産基盤の維持／遊休荒廃農地対策／担い手の確保
と経営安定化／森林資源の維持と活用／多様なマーケティングの推進／地産地消の推進

戦略的な観光・交流産業のブランドづくり

地域資源の戦略的活用／交流産業の展開

地域を担う地元商業・工業の振興

活力のある工業の振興／にぎわいのある商業の振興／中心市街地の活性化

新たな産業の創出と育成

新たな事業展開の支援

活力を生む人材育成と雇用の安定

雇用の安定と人材育成／勤労者福祉の充実

心豊かでたくましい子どもを育てる学校教育

小・中学校教育の充実／高等学校以上の教育の振興

学びふれあう社会教育・生涯学習

生涯学習機会の提供／生涯学習施設の充実

地域の歴史・文化の保存と活用

文化財の保存と活用

文化芸術の振興

文化芸術活動の支援／文化施設の整備

豊かな人間性を育むスポーツの振興

スポーツ・レクリエーションの振興／社会体育施設の整備・充実

都市像にふさわしい土地利用の推進

計画に基づく土地利用／地域の特色を生かした振興方策

広域交流と連携を支える幹線交通網の整備促進

幹線交通網の整備

安全で快適な都市基盤整備の推進

身近な交通基盤の整備、災害防止対策／除雪対策／快適な都市基盤の整備

水の安定供給と水資源の保全

水の安定供給／水資源の保全

公共施設等の効率的な維持管理

公共施設等の効率的な維持管理

上位･関連計画の把握

24

２ 現状と課題

11-2．中野市国土利用計画
国土利用計画は、国土利用計画法第８条の
規定により、中野市の区域における国土の利
用に関する基本的な事項について定めた計
画で、個別の土地利用計画法令に基づく諸計
画を誘導することを通して、計画内容の実現
を図っていくものです。
また、中野市総合計画の基本構想に定める
都市像「緑豊かなふるさと

文化が香る元気

なまち」のもと、基本構想に即しつつ、本市
の特徴を生かし公共の福祉の優先や自然と
の共生に配慮し、健康で文化的な住みよい生
活環境の確保と地域の均衡ある発展を図る
ことを基本理念とした本市の土地利用に関
する指針となるものです。

◆計画期間
国土利用計画は、平成１６年（2004年）を基準として、
目標年次を平成２８年（2016年）とした計画です。

◆目標年次における規模の目標（単位：ha）
基準年次
平成16年
3,195

目標年次
平成28年
3,071

増 減
（△は減）

3,189

3,064

△125

6

7

1

森 林

4,368

4,363

△5

原 野

20

21

1

水面・河川・水路

425

435

10

道 路

657

686

29

宅 地

1,172

1,274

102

704

760

56

41

47

6

427

467

40

その他

1,369

1,356

△13

合 計

11,206

11,206

0

307

330

23

利用区分
農用地
農

地

採草放牧地

住宅地
工業用地
その他の宅地

市街地（国勢調査における人口集中地区）

△124

上位･関連計画の把握
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２ 現状と課題

11-3．北信圏域都市計画マスタープラン（長野県）
長野県においては、県土全体を見据えた都市づくり
の目標と方向性を示す「長野県都市計画ビジョン」と、
現在の都市計画区域の枠にとらわれず、県土全体を10
の圏域に分けた圏域ごとの「圏域マスタープラン」及
び都市計画区域ごとの「都市計画区域マスタープラン」
の３層構造として検討しています。
北信圏域マスタープランは、中野市、飯山市、山ノ

中野市

※

内町、野沢温泉村、木島平村、豊田村 、栄村を対象
にした圏域マスタープランです。
※平成14年度に策定した計画で当時の対象市町村を表記しています。

基本理念「ふるさとの自然の恵み（緑、雪、温泉）を地域活力につなげる北信圏域」

※北信圏域都市計画マスタープラン策定当時（平成14年度）の計画を図示しています。
上位･関連計画の把握
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２ 現状と課題

11-4．中野都市計画区域マスタープラン（長野県）
平成 12 年 5 月の都市計画法改正をうけるとともに、「長野県都市計画ビジョン」「圏
域マスタープラン」の示す方針を踏まえて、都市計画区域を対象として、住民や関係市町
村の意向を反映しつつ、県が都市計画の目標とその実現に向けた都市計画の基本的な方針
を決定するものです。
（１）都市計画区域の範囲と目標年次
①都市計画区域の範囲
・中野都市計画区域（中野市の一部）

②目標年次
・都市計画の基本的な方向 平成３２年
・都市施設などの整備目標 平成２２年

（２）都市構造図

基本理念「都市の魅力と自然環境が共生する中野都市計画区域」

上位･関連計画の把握
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２ 現状と課題

11-5．市街地整備に関する計画（都市再生整備計画）
まちづくり交付金を活用し、中心市街地を歩いて楽しめるようにユニバーサルデザイン※
による歩道の整備や公衆トイレの改修、情報板の設置などを行なっています。

◆中野地区

A=998ha （平成19年度〜23年度）

注)中心市街地のみ抜粋しています
図.中心市街地の整備メニュー
※ユニバーサルデザイン
ユニバーサルデザインとは、「すべての人のためのデザイン」という意味。
都市計画マスタープランにおいては、年齢や性別、国籍などの違いを超えて、
すべての人にとって暮らしやすい社会の実現をめざすことをさします。

上位･関連計画の把握
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２ 現状と課題

12. 現状と課題一覧
項 目

現状・問題点

都市整備に関する課題

￮ 長野県の北部に位置し、冬期間に降雪量が多い豪雪地帯
地形
気象

人口
世帯

経済

￮ 高社山や斑尾山や千曲川・夜間瀬川流域に広がる盆地

￮ 人口・世帯数の過去10年間の推移は、約741人減少し、
約1,289世帯増加
￮ 平成12年をピークに人口は減少傾向
￮ 平均世帯人員は、平成7年の3.57人/世帯に対し、平成
17年では3.21人/世帯（核家族化の進行）
￮ 老年人口（23.5％）、年少人口（15.0％）の少子･高齢の
構造（平成17年）
￮ 中心市街地の西側地域で人口が増加、中心市街地及び
中山間地域においては、人口が減少

■雪に強いまちづくり
■千曲川流域等の安全対策
■市域の一体的な都市づくり
■地域の歴史や文化の継承
■少子・高齢社会への対応
（人にやさしい道路整備）
■コンパクトシティ※の構築

■ユニバーサルデザイン化の促進
■公共施設、中心商店街等多くの
施設が集積する中心市街地の道
路整備の推進

￮ 産業別就業人口は平成17年から減少に転じている
￮ 1次産業及び2次産業就業者は3〜6％減少し、3次産業
■雇用対策や労働力人口の維持
就業者は9％増加（H2→H17）
￮ 特産物は菌たけ類と果実、農業産出額は減少
￮ 工業の主要製造品目は電子・食料品関係
⇒ ■適正な農地の保全
￮ 製造品出荷額等の推移は減少（H12以降）
￮ 商品販売額は、横ばい傾向（H11以降）
■周辺市町村からの吸引力が
￮ 北信州地域の商圏重心で地元滞留率82.5％（H18）
強い中野商圏の維持
￮ 観光入込み客数は10年(H9-H19)で62,000人増加しつ
つも観光消費額は2,800万円減少
■市内観光拠点の連携
￮ 市域の29.7％が農地、46.1％が山林、宅地は約10％
（平成19年）
￮ 中心市街地に公共施設や商業施設、住宅地が集積
￮ 人口集中地区は、北西方向へ拡大（人口密度は減少）
￮ 農地の減少に加え、遊休荒廃農地が増加傾向にある

■交通需要に対応した道路網
の構築

■遊休荒廃農地の活用方法

￮ 宅地需要が高く、住宅用地への転用が続いている
土地
利用

￮ 新築建築物の分布をみると用途地域以外の都市計画区
域で多く立地（用途地域内の約2.5倍）

■需給バランスを考慮した
土地利用

￮ 郊外の幹線道路沿線に大規模小売店舗が立地
￮ 10,000㎡以上の店舗は、市内に２店舗立地
￮ 都市計画区域外で建築行為等の規制･誘導施策が不足
￮ 用途指定地域の外側に宅地化が進行している

■都市計画区域拡大の検討
■インター周辺の土地利用の検討
■用途地域の見直し

※コンパクトシティ＝集約型都市構造
行政機関や文化施設などの生活機能を集積させ、郊外への拡大を抑制し、道路、
下水道などを整備するための行政コストを抑制するまちづくりの考え方。

現状と課題一覧
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２ 現状と課題

項 目

道路

現状・問題点

都市整備に関する課題

￮ 上信越自動車道の“信州中野インター”と“豊田飯山イン
ター”を有する
￮ 骨格道路は、国道117号と国道292号・国道403号、県
道中野豊野線により形成

■高速交通網を生かす施策

￮ 江部交差点を中心に市街地で慢性的な渋滞
￮ 県道須坂中野線の通行不能区間が存在

■中心市街地の道路網の見直し
■地域連携、防災面からの検討

■中野地域と豊田地域を結ぶバイパ
ス整備の推進

￮ 都市計画道路の改良率は約63.1％で、県平均の
約37.4％を上回っている
￮ 長期間未着手な都市計画道路が市街地に集中
￮ 都市計画道路の機能が不足している部分がある

■都市計画道路の見直し

■生活道路の安全整備･
ユニバーサルデザイン化
■地域防災の対策
■雪に強い道づくり

￮ 市街地周辺や幹線道路では、歩道・２車線整備がなされ
ているが、全体的に連続性に欠ける
￮ 郊外・中山間地等で、２車線未整備道路が存在
￮ 冬期間の交通上の安全対策
⇒

交通

その他
都市
施設

上位
関連
計画

￮ 通勤通学者の流入は、長野市（2,109人）、山ノ内町
（1,588人）、須坂市（1,224人）が多い
￮ 中野市内の交通流動は約11万台で、地域間流動は長
野市（17,000）・山ノ内町（10,800）・飯山市（9,900）が
多い

■近隣市町村を結ぶ円滑な道路・
交通手段の確立

￮ 慢性的な渋滞の江部交差点
￮ 国道292号、国道403号、県道中野豊野線、県道中野
小布施線において混雑区間が存在

■計画的な都市計画道路の整備

￮ 北陸新幹線長野以北ルートの整備
￮ 鉄道利用者は(H7→H17)で約44％減少
￮ バス利用者は(H13→H19)で約41％減少

■新幹線駅との連携強化
■公共交通の利用促進と維持対策

￮ 都市計画公園は11箇所開設済みで進捗率86.9％

■身近な公園の整備

￮ ゴミ処理場や浄化センター・駐車場等を完備

■一体的な都市施設の運用

￮
￮
￮
￮
￮

■将来都市像の共有
■都市政策の連携

中野市総合計画（基本構想･前期基本計画）
中野市国土利用計画
北信圏域都市計画区域マスタープラン（長野県）
中野都市計画区域マスタープラン
まちづくり交付金による中心市街地整備

■構想の実現

現状と課題一覧
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