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は じ め に 
 

 

中央市は、平成22年3月に「中央市都市計画マスタープラン」を策定し、「次代に受け継

ぐ、暮らしを大切にした交流を育むまち」をまちの将来像として掲げ、まちづくりに取り組

んでまいりました。 

計画策定から10年以上が経過し、この間に人口減少・少子高齢化の進行、全国各地での

大規模自然災害の発生、公共施設の老朽化、コミュニティの衰退、市民ニーズの多様化など、

様々な課題が顕在化してきました。 

また、令和９年に東京－名古屋間の開業が予定されているリニア中央新幹線の整備が進行

しており、本市に隣接して山梨県駅の設置が予定され、首都圏や中京圏とのアクセスが飛躍

的に向上することから、本市の新たな発展が期待されています。 

こうした状況を踏まえ、本市では平成30年３月に「第２次中央市長期総合計画」を、令

和２年３月に「第２次中央市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。また、山

梨県においても、令和２年10月に「山梨県都市計画マスタープラン」の改定が行われ、本

市の都市計画マスタープランも、社会経済情勢の変化に対応した総合的・一体的なまちづく

りを着実に推進するために、見直しを行うことといたしました。 

計画の見直しにあたっては、上位・関連計画との整合を図り、さらには市街化調整区域の

土地利用などさまざまな課題の解決に向けた新たな施策の位置付けを行っております。 

都市計画マスタープランの実現に向けては、市民、企業、行政がお互いの知恵とエネルギ

ーを結集して協働で進めていくことが重要となってまいります。今後とも、市民の皆様とま

ちの将来像やまちづくりの目標を共有しながら、協働によるまちづくりに取り組んでまいり

たいと考えております。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力を賜りました策定委員会など関係者の皆様に対し

まして、心から感謝を申し上げます。 

 

   令和２年１１月 

 

中央市長 田中 久雄     
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（１） 都市計画マスタープラン改定の背景と必要性 

本市は、平成 22 年３月に「中央市都市計画マスタープラン」を策定し、これまで、この計

画に基づいてまちづくりの様々な施策を展開してきました。 

計画策定から 10 年以上経過しましたが、少子高齢化や人口減少が予想を上回る速さで進行

しており、公共施設の老朽化、社会保障関連経費等の増大による行財政運営の逼迫、地域コミ

ュニティの衰退など、様々な課題が顕在化し、その対応に向けた新たな取り組みが必要となっ

ています。 

こうした社会経済環境の変化の中、これからも市民が安全・安心に暮らすことができる持続

可能な都市であり続けるためには、従来の成長拡大型の都市づくりから、新しい成熟型の都市

づくりへの転換が求められ、平成 27 年９月に国連総会で採択されたＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の達成に向けて、市において有効に進められる手法を検討しています。 

また、現在、令和９年の開業を目指してリニア中央新幹線の整備が進行中で、本市東側に隣

接して山梨県駅の設置が予定されており、本市の新たな発展が期待されています。このため、

本市では平成 29 年３月に「中央市リニア活用基本構想」を策定し、リニアに対応したまちづ

くりを進めているところです。 

一方、国では平成 26 年８月に「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」を施行し、

コンパクト・プラス・ネットワークを基軸においたまちづくりの促進に向けた「立地適正化計

画制度」を創設するとともに、平成 27 年８月には、本格的な人口減少社会に正面から取り組

む国土計画として、“重層的かつ強靭な「コンパクト・プラス・ネットワーク」”を実現する新

たな「国土形成計画（全国計画）」を閣議決定しています。 

山梨県においても、都市再生特別措置法の改正による立地適正化計画制度の導入を推進する

など、全国的な都市計画行政に併せた取り組みを進めています。また、県では令和２年 10 月

に「都市計画マスタープラン」を改訂し、現在「都市計画区域マスタープラン」の改定作業を

進めており、本市に関わる「甲府盆地７都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（甲府都市計画・笛吹川都市計画）」は、本マスタープランの上位計画として位置づけられます。 

本市ではこうした社会動向を捉え、平成 30 年３月に「第２次中央市長期総合計画」、令和２

年３月に「第２次中央市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「中央市まち・ひと・しごと

創生人口ビジョン」、を策定し、今後のまちづくりの方向性を示しています。 

こうした背景を踏まえ、まちづくり施策を総合的・一体的に推進するとともに、これからの

まちづくりの指針として、上位計画に即した新たな都市の将来像の具現化と、社会経済情勢を

見据えた実効性のあるまちづくりを進めるため、都市計画マスタープランの見直しを行い改定

する必要があります。 

 

（２） 改定にあたっての考え方 

「中央市都市計画マスタープラン」の見直しにあたっては、「山梨県都市計画マスタープラン」、

「甲府盆地７都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や、「第２次中央市長期総

合計画」等の上位計画を踏まえるとともに、庁内ヒアリングを通じて過去 10 年間のまちづく

り施策の実施状況や新たな施策の有無、意向等を把握し、実情に即した見直しを行い改定する

ものとします。 

序 章 都市計画マスタープランの改定にあたって 

１．計画改定の背景と考え方 



3 

 

 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に基づき市町村が定める都市計画の基

本的な方針であり、中央市都市計画マスタープランは以下のような役割を担っています。 

○中長期的な視点に立った都市の将来像を「第２次中央市長期総合計画」に即して明確にす

ること。 

○具体的な都市計画や事業計画の決定・変更の指針となること。 

○まちづくりに係る個別計画相互の調整を図ること。 

○住民の都市計画に対する理解とまちづくりへの主体的な取り組みを促すこと。 

 

■中央市都市計画マスタープランと関連計画等との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府盆地７都市計画 都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針 

〔都市計画法第６条の２〕 

「第２次中央市長期総合計画」

〔地方自治法第２条第４項〕 

中央市都市計画マスタープラン〔都市計画法第 18 条の２〕 

都市計画に関する基本的な方針 

市の各種関

連計画 

市民意見 

【都市計画の決定・変更】 

地域地区、都市計画施設、市街地

開発事業、地区計画 など 

【関連計画】 

幹線道路網整備計画、環境基本計

画、公共施設長寿命化計画 

など 

【まちづくり事業の実施】 

○道路・公園・下水道など都市施設の整備 

○都市計画法に基づく各種区域指定の施行 

○地区計画などのルールづくり 

○都市再生特別措置法などに基づく各種事業 

２．計画の位置づけと役割 
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（１） 計画対象区域 

「中央市都市計画マスタープラン」の対象区域は、都市計画区域を基本としますが、都市計

画区域外の山間地もまちづくりへの活用を図る観点から一体的に計画するものとし、市域全体

を計画対象区域とします。 

 

（２） 目標年次 

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき概ね 20 年の長期的視点に立ち、都市の将

来像を明確にするとともにその実現に向けた道すじを示すものです。 

今回の「中央市都市計画マスタープラン」の改定は、中間年次における計画の見直しとなる

ため、目標年次は変更せず、基準年次を令和２年度（2020 年）とし、計画期間を以下のよう

に変更します。 

今回は、中間年次における部分的な見直しとなりますが、計画期間終了後には全面的な改定

を行うものとします。 

 

 

 

なお、「中央市都市計画マスタープラン」は、社会経済環境の変化や都市計画に関する国及び

県等の施策の変更、リニア中央新幹線の開業、中部横断自動車道等の高規格幹線道路の供用な

ど、本市に関わる都市づくりの方向性に大きな変化が生じた時には、必要に応じて計画の見直

しを行います。 

 

（３） 目標人口 

本市の人口は、合併直前の平成 17 年の 31,650 人をピークに、その後は減少に転じ、平成

27 年には 31,124 人となり、10 年間で約 500 人減少しています。 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本市の将来人口は、現在の人口動向が続い

た場合、令和 42 年（2060 年）には 21,500 人程度まで減少することが予測されています。 

「中央市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」では、本市の現状を踏まえた上で、本市の

特性や優位性を 大限生かした施策に長期的に取り組むことによって、人口減少を 小限にと

どめ、令和 42 年（2060 年）に 28,000 人を維持するとしています。 

今後、リニア中央新幹線の開業や中部横断自動車道の開通等が、本市の人口動向へ影響する

ことも予想されますが、本マスタープランにおける目標年次（令和 10 年度・2028 年）の将来

人口は、「中央市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」及び「第２次中央市長期総合計画」の

目標人口と整合を図り、次のように設定します。 

 
● 目標人口 ： ３０，６００人  （令和 10 年度・2028 年） 

● 目標年次 ： 令和 10 年度（2028 年） 

● 計画期間 ： 令和２年度（2020 年）～令和 10 年度（2028 年） 

３．目標年次と目標人口 
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■中央市の将来人口の展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔資料：第２次中央市長期総合計画（平成 30 年３月）〕
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本マスタープランは、本市の目指すべき将来像を示す「中央市の将来像」と、市全体のまち

づくりの方針を示す「分野別まちづくり方針」、地域ごとの特性を踏まえたまちづくりの方針を

示す「地域別まちづくり方針」、そのまちづくり方針に基づいて、計画を実現していくための施

策を示す「計画の実現に向けて」により構成しています。 

また、「中央市の将来像」と「分野別まちづくり方針」を合わせて「全体構想」、「地域別まち

づくり方針」を「地域別構想」としています。 

 

■中央市都市計画マスタープランの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 中央市都市計画マスタープランの構成 

 

■地域別まちづくり方針について 

【地域別まちづくり方針】 

〈対象地域〉 

１．田富地域 

２．玉穂地域 

３．豊富地域 

 

〈主な内容〉 

○地域の特性とまちづくりの課題 

○地域の将来像 

○地域まちづくりの方針 

地域別構想

全体構想 

【計画の実現に向けて】 

１．まちづくりの基本的な考え方 

２．都市計画マスタープランの実現に向けた施策 

【中央市の将来像】 

１．まちの将来像と目標 

２．まちの将来構造 

【分野別まちづくり方針】 

■分野別まちづくり方針の構成 

１．豊かな自然、都市と農村が共生する

土地利用の方針 【土地利用】 

２．人と地域を結ぶ道路・交通まちづくり

方針 【道路・交通】 

３．活力を創造するまちづくり方針 

【地域産業・活性化】 

４．中央市らしさを育むまちづくり方針 

【自然環境・緑・景観】 

５．市民の安全を守る防災まちづくり方針 

【防災】 

６．安心・快適に住み続けられる暮らしの

環境づくり方針 【生活環境・文化・福

祉・環境】 



第１章

中央市の概況と課題
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（１） 広域的な立地条件 

 

 

 

 

 

本市は、東京都心から約120km 圏、甲府盆地の南西に位置し、東は甲府市に、北は昭和町に、

西は釜無川を挟んで南アルプス市に、南は市川三郷町に接しています。 

地勢的には、釜無川により形成された沖積平野の平坦な地域（田富地域・玉穂地域）と御坂山

系の豊かな自然環境に恵まれた中山間地域（豊富地域）に分けられ、両地域は笛吹川によって隔

てられています。 

広域からの交通アクセスとしては、中央自動車道甲府南 IC、甲府昭和 IC に近接しているほか、

新山梨環状道路（南部区間）が本市の東西を横断し、中部横断自動車道南アルプス IC に連絡して

いること、今後、新山梨環状道路（東部区間・北部区間）や中央自動車道（仮称）甲府中央スマ

ート IC の整備が予定されているなど、広域的なアクセス条件に恵まれています。 

また、主要な幹線道路としては、南北方向に（主）甲府市川三郷線、（主）甲府中央右左口線及

び（主）甲斐中央線が、東西方向には国道140号と（主）韮崎南アルプス中央線が通っており、

市内を JR 身延線が縦断し東花輪駅と小井川駅の２つの駅があるなど、周辺の都市に容易にアク

セスできる交通利便性の高いまちです。 

現在、本市周辺において、リニア中央新幹線山梨県駅の設置や中部横断自動車道の建設など広

域幹線交通網の整備が進められており、今後、首都圏や中京圏との広域的なつながりが強化され

ることにより新たな発展が期待されています。 

 

■中央市の広域的な位置 

 
 

 
 

 

第１章 中央市の概況と課題 

１．中央市の概況 

本市は、甲府盆地の南西に位置する田園都市で、豊かな自然環境に恵まれ、甲府市に隣接し、県

内のどの都市にもアクセスが容易な交通利便性の高いまちです。 

本市周辺において、リニア中央新幹線山梨県駅の設置や中部横断自動車道の整備が進められて

おり、広域的なアクセスの向上に伴い、地域の更なる発展が期待されています。 
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（２） 中央市の特色 

 

 

 

 

① 豊かな自然環境と特徴的な田園景観 

本市は、御坂山系から派生する曽根丘陵の自然に抱かれ、

笛吹川、釜無川をはじめ、数多くの河川が流れるなど、自

然環境に恵まれており、豊かな水辺に囲まれた風景は、本

市の大きな特徴となっています。 

また、市内には広大な水田地帯が広がりをみせ、南アル

プス、八ヶ岳、秩父山地を望む田園風景は、果樹栽培の多

い周辺地域の中では、大きな特色となっています。 

さらに、山の神千本桜周辺からは、甲府盆地を一望する

優れた眺望が広がっています。 

 

② 県の中央に位置する交通の要衝 

本市は、JR 身延線が縦断し、周辺都市を連絡する新山梨

環状道路（南部区間）、国道 140 号、（主）甲府市川三郷線

などの幹線道路が通っており、中央自動車道 IC（甲府南、

甲府昭和）にも近接しているなど、県の中央部にあるだけ

ではなく、周辺の都市に容易にアクセスできる交通の要衝

となっています。また、本市の東側に隣接してリニア中央

新幹線山梨県駅の設置が予定されています。 

 

③ 県内有数の産業集積地 

本市には、リバーサイド地区周辺の大型店舗集積地区や

流通団地（流通業務施設）、国母工業団地や山梨ビジネスパ

ークなど、県内有数の商工業集積地が形成されており、山

梨大学医学部周辺の区画整理地内にも大型店舗が立地する

など、企業進出が進んでおり、本市の大きな特色となって

います。 

 

④ 活発な農業・特色ある農産物 

本市の農業は、稲作から野菜等を中心とする近郊農業へ

の移行が図られ、田富地域・玉穂地域のトマト、ナス、キ

ュウリ、豊富地域のトウモロコシ等の特色ある農産物や果

樹栽培などが有名です。また、これらの農産物や畜産物を

利用した加工品の生産も進められ、グリーンツーリズムな

どの取り組みも行われているなど、本市の大きな特色とな

っています。 

 

中央市の大きな特色としては、「豊かな自然環境」、「交通の要衝」、「県内有数の産業集積地」、「特

色ある農産物」、「医療・福祉・利便施設が充実した住み良いまち」、「若い世代、外国人が多く住むま

ち」などが挙げられます。 

・釜無川の流れと八ヶ岳 

・新山梨環状道路（南部区間） 

・教育ファームでの田植えの様子 

・リバーサイド地区周辺の大型店舗
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⑤ 医療・福祉・利便施設が充実した住み良いまち 

本市は、保育園をはじめ、子育て支援の施設や取り組みが充実しています。医療では、地域

の中核的医療及び高度医療を担う山梨大学医学部附属病院が立地しているほか、地域医療・在

宅医療支援や高齢者の介護支援体制も充実しています。 

このような立地条件にあることから、全国 812 都市を対象とした「住みよさランキング」で

は、令和２年に県内で第１位となるなど、全国でも住みやすいまちと評価されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 若い世代、外国人が多く住むまち 

本市は、甲府市中心部から近距離にあり、交通の利便性

が高く、働く場も多いことから、近年まで人口増加を続け

てきました。しかし、現在は、横ばいから減少傾向に転じ

ています。 

また、65 歳以上の「高齢者人口」の割合は、県内で３番

目に低く、若い世代が多いことが特徴的で、特に、若いフ

ァミリー層が多くなっています。 

このほか、外国籍住民が多く住んでいることが本市の特

色のひとつとなっています。 

 

・親子リトミック ・山梨大学医学部附属病院 ・いきいき百歳体操 

・国際交流イベント「ＭＡＮＮＡＫＡ」
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（３） 中央市の概況 

１） 中央市の生い立ち（歴史的特色） 

 

 

 

曽根丘陵周辺の台地部では、古くは縄文時代中期から生活の痕跡が残されており、弥生時代の

横畑遺跡、古墳時代の王塚古墳等の多くの遺跡が確認されています。 

 

平安時代末期の大福寺周辺は、甲斐国の仏教中心地の一つだったとも考えられています。 

釜無川と笛吹川に挟まれた地域は、「布施荘」の名が『中右記』元永２年（1119年）に、「小井

川」の名が『安楽寺院等荘園録案』安元２年（1176年）の記載に登場し、平安時代後半には、開

発の手が伸びていたことを裏付けています。 

 

古代末から中世には、平家物語でも活躍する浅利与一が、市内を広く影響下におき、15世紀に入

ると近世の村に相当する地名が資料で確認できるようになります。新しい村の形成が大きく進展し、

各地で活発に寺院・神社が創建、再興されたのもこの頃といわれています。 

 

近世は、自然災害に遭いつつも稲作を中心とした純農村地域として発達し、非常に高い石高を

誇ったことが検地帳により伝えられています。また、明治・大正時代に至っても風水害、地震災

害は繰り返し襲い、その苦難を乗り越える中で粘土節が生まれました。 

 

明治時代には、養蚕技術に力を入れ全国有数の養蚕地帯でした。特に旧豊富村は、近年まで養

蚕業が守られ、全国でも有数の養蚕の村として知られていました。 

一方で、旧田富町、旧玉穂町は、近世より稲作

を中心とした純農村地域として発達してきました

が、戦後には養蚕業の衰退、堤防補強などにより

野菜等の都市近郊農業に移行しています。 

現在ではリバーサイド地区周辺の大型店舗、

流通団地、国母工業団地や山梨ビジネスパーク

などの整備、山梨大学医学部周辺の土地区画整

理事業等による商工業の集積、人口の増加など、

自立した都市としてめざましい発展をしていま

す。 

＜中央市の沿革＞ 

明治以降の区政や郡区町村編成法などによ

る合併、昭和の大合併により、旧田富町、旧玉

穂町、旧豊富村が誕生しました。その後、平成

18 年２月 20 日、３町村の合併により、中央

市が誕生しました。 

縄文時代から人が住んでいた本市の歴史は古く、平安時代の中期から現在のまちの基礎となる集

落が形成され、稲作を中心とした純農村地域、養蚕の里として発達してきました。 

■中央市の沿革（市町村合併） 

〔出典：第１次中央市長期総合計画（平成20 年３月）〕

■原始時代 

■古 代 

■中 世 

■近 世 

■明治時代～現代 
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２） 自然環境 

 

 

 

① 地形・河川水系 

本市の地形は、釜無川により形成された沖積平野の平坦な地域（田富地域・玉穂地域）と御

坂山系の豊かな自然環境に恵まれた中山間地域（豊富地域）に分けられ、両地域は笛吹川によ

って隔てられています。 

田富地域、玉穂地域の平坦地は、笛吹川と釜無川に挟まれ、両河川によって形成された沖積

層上にひらけており、北部から南部に緩やかに傾斜しています。 

豊富地域は、笛吹川左岸と御坂山系との間に広がる標高約 280ｍ～900ｍの曽根丘陵地帯と

なっています。 

河川水系としては、富士川水系に属しており、市内を流れる主要な河川としては、笛吹川、

釜無川のほか、鎌田川、山王川、常永川、浅利川等が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自然環境 

本市は、曽根丘陵の森林や平坦地に広がる農地の緑、市内を流れる笛吹川や釜無川などの水

辺など、豊かな自然環境に恵まれており、代表的な自然資源である山の神千本桜周辺は、市民

の自然とのふれあいの場として親しまれています。 

また、市内では、豊かな水辺資源を生かし、子どもたちの水辺のふれあいを高める「水辺の

楽校」の取り組みが進められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、曽根丘陵の豊かな緑と笛吹川や釜無川など、市内を流れる多くの河川の水辺環境など、

自然環境に恵まれています。 

・上空からみた中央市 

・山の神千本桜 ・笛吹川 



13 

３）人口の動向 

 

 

 

 

 

① 総人口・世帯数の推移 

平成 27 年 10 月１日現在の本市の人口及び世帯数は、31,124 人、12,789 世帯で、これまで

増加を続けてきた人口は、平成 17 年の 31,650 人をピークに緩やかに減少傾向に転じています。

一方、世帯数は現在も一貫して増加しています。 

■人口・世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高齢化の状況 

本市における 65 歳以上の高齢者の占める割合は、年々上昇傾向にあるものの、平成 28 年４

月１日現在 22.3％で、県平均の 28.2％、全国平均の 27.0％に比べて低い水準にあり、比較的

若い世代が多いことが伺えます。 

■高齢化率の推移（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の人口は増加を続けてきましたが、平成17年をピークに微減傾向にあります。一方、世帯数は

一貫して増加傾向にあります。 

65 歳以上の高齢者の占める割合は、山梨県及び全国の平均を下回る水準で、比較的若い世代が

多いことが伺えます。本市の人口の約 74％が市街化区域内に集中しており、田富地域に人口集中地

区（DID 地区）が形成されています。 

〔資料：国勢調査〕

〔資料：山梨県高齢者福祉基礎調査〕
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③ 地域別人口の推移 

地域別の人口の推移をみると、玉穂地域は増加傾向にありますが、田富地域と豊富地域は減

少傾向にあります。 

■地域別人口の推移 

地 域 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

田富地域 16,694 17,267 16,612 16,352

玉穂地域 10,433 10,787 11,207 11,434

豊富地域 3,632 3,596 3,503 3,338

計 30,769 31,650 31,322 31,124

 

④ 都市計画区域及び市街地の人口 

本市の人口の大部分は都市計画区域内に居住しており、そのうちの約 74％が市街化区域に集

中しています。また、田富地域に人口集中地区（DID 地区）が形成されています。 

■都市計画区域及び市街地の人口（平成 27 年） 

区  分 
面 積 人 口 

面積（ha） 比率（％） 人口（人） 比率（％） 

行政区域 3,169 100.0 31,124 100.0

都市計画区域 2,724 86.0 31,124 100.0

市街化区域 685 21.6 23,019 74.0

DID 地区 170 5.4 8,206 26.4

 

■人口集中地区（DID 地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人）

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕

〔資料：国勢調査〕
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⑤ 通勤・通学の状況 

市民の通勤・通学先は隣接する甲府市が も多く、次いで、通勤では昭和町、南アルプス市、

甲斐市、通学では、昭和町、市川三郷町、南アルプス市の順となっており、本市との結びつき

の強い市町村となっています。 

 

■流出入人口（通勤） 

項 目 流出者数（人）  項 目 流入者数（人） 

常住地による就業者数 15,667  従業地による就業者数 16,726 

流
出 

就業者数 
9,103 

[流出率：58.1％] 
 流

入 

就業者数 
10,102 

[流入率：60.4％] 

流
出
先
別
の
流
出
者
数 

県内 8,838  

流
入
別
の
流
入
者
数 

県内 9,949 

 1 位 甲府市 3,642   1 位 甲府市 3,062 

 2 位 昭和町 1,412   2 位 南アルプス市 1,965 

 3 位 南アルプス市 1,196   3 位 甲斐市 1,406 

 4 位 甲斐市 586   4 位 昭和町 946 

 5 位 笛吹市 534   5 位 笛吹市 722 

 その他の市町村 1,468   その他の市町村 1,848 

県外 205  県外 153 

 

 

■流出入人口（通学） 

項 目 流出者数（人）  項 目 流入者数（人） 

常住地による通学者数 4,204  従業地による通学者数 3,179 

流
出

通学者数 
1,315 

[流出率：31.3％] 
 流

入
通学者数 

283 
[流入率：8.9％] 

流
出
先
別
の
流
出
者
数 

県内 1,218  

流
入
別
の
流
入
者
数 

県内 209 

 1 位 甲府市 789   1 位 甲府市 78 

 2 位 昭和町 85   2 位 昭和町 34 

 3 位 市川三郷町 77   3 位 南アルプス市 25 

 4 位 南アルプス市 75   4 位 甲斐市 17 

 5 位 甲斐市 60   5 位 笛吹市 11 

 その他の市町村 132   その他の市町村 44 

県外 90  県外 74 

 

 

注）流出率：流出就業者数／常住地による就業者数×100（％） 注）流入率：流入就業者数／従業地による就業者数×100（％）

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕

注）流出率：流出通学者数／常住地による通学者数×100（％） 注）流入率：流入通学者数／従業地による通学者数×100（％）

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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４） 産業 

 

 

 

 

 

 

 

①  就業構造 

本市の就業人口は、商業業務サービス等を中心とした第３次産業人口が も高く、平成 27

年には全体の約６割を占めています。また、第２次産業は約 32％で、全体的に減少傾向にあり

ます。 

■就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 産業の概況 

（ア）工業 

市内には、山梨ビジネスパーク、国母工業団地、一町畑工業団地といった工業団地が３か所

整備されており、県内では有数の工業集積地となっています。しかし、本市の工業は、事業所

数、従業者数及び製造品出荷額とも、全体的にやや減少傾向にあります。 

また、製造業の業種別を従業者数ベースでみると、「食料品製造業」が市全体の４割以上を占

め、次いで「はん用機械器具製造業」（15.0％）、「電子部品、デバイス、電子回路製造業」（11.0％）、

「電気機械器具製造業」（10.5％）の順となっています。 

本市は、県内有数の商業・工業集積地となっており、企業立地が進んでいますが、商業・工業は全体

的に伸び悩んでいます。 

近年は、広域的な道路網の整備に伴い、物流施設等の立地が進んでいます。 

農業も特産物の栽培や観光農業など、活性化に向けた取り組みが行われていますが、農業従事者の

高齢化や後継者不足など農業を取りまく環境は厳しい状況にあります。 

観光も、全体的に伸び悩みの状況にあります。 

〔資料：国勢調査〕
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■従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■事業所数・製造品出荷額の推移 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

■製造業の業種別従業者数 

〔資料：工業統計調査〕

〔資料：工業統計調査〕

〔資料：工業統計調査〕

注）平成 27 年、平成 28 年は工業統計調査が実施されていない。 

注）平成 27 年、平成 28 年は工業統計調査が実施されていない。 



18 

（イ）農業 

本市の農業は、トマト、キュウリ、ナス、トウモロコシなどを中心とした野菜（施設・露地）

の生産が盛んです。しかしながら、農家人口や農家数の減少、後継者不足、担い手の高齢化に

よる遊休農地や耕作放棄地の増加など、農業をとりまく環境は厳しく、多くの課題を抱えてい

ます。 

本市の農家数は、平成 12 年の 1,243 戸から、平成 27 年には 975 戸と 268 戸も減少しまし

た。内訳をみると、兼業農家数は減少しているものの、自給的農家と専業農家は微増から横ば

い傾向にあります。 

本市の経営耕地面積は、平成 12 年の 757ha から平成 27 年では 530ha と 227ha も減少して

います。 

また、耕作放棄地は増加傾向にあり、県平均の約４割に比べると低いものの、全体の経営耕

地面積に占める割合は約３割と高い比率となっています。 

 

■農家数と経営耕地面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■耕作放棄地の推移 

区 分 年 次 経営耕地面積（ha） 耕作放棄地（ha） 割合（％） 

中央市 

平成 12 年 757 76 10.0

平成 17 年 663 127 19.2

平成 22 年 615 134 21.8

平成 27 年 530 154 29.1

山梨県 平成 27 年 15,750 5,781 36.7

 

〔資料：山梨県農林業センサス〕

〔資料：山梨県農林業センサス〕
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（ウ）商業 

本市の商業は、事業所数、従業者数、年間商品販売額ともに減少傾向にあります。また、本

市の大規模小売店舗は、市内の北部に集積しています。 

■事業所数・年間商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

（エ）観光 

本市の観光施設としては、道の駅とよとみ、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所、

シルクふれんどりぃ、中央市豊富郷土資料館などがあります。これらの主要観光施設の入り込

み客数は、全体的に減少傾向にありますが、シルクふれんどりぃはほぼ横ばい、中央市豊富郷

土資料館は微増傾向となっています。 

■観光入り込み客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料：山梨県商業統計調査〕

〔資料：中央市資料〕
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５） 土地利用 

 

 

 

 

① 土地利用の現況 

本市の土地利用は、平成 29 年現在、農地が 891ha（28％）と も多く、次いで山林の 642ha

（20％）、宅地の 621ha（20％）の順となっています。 

田富地域や玉穂地域は、農地と宅地を主体とした田園都市的な土地利用となっています。市

街化区域では、国母工業団地等の工業団地、山梨大学医学部、リバーサイドタウン、山梨県流

通センター・山梨県トラックターミナルが形成されるほか、山梨大学医学部周辺等の土地区画

整理事業などが進められ、都市化が進んでいます。 

豊富地域は、丘陵地の自然環境を活かした里山・農業集落を形成しています。 

■土地利用現況図 

 

 

 

 

 

 

 

本市の笛吹川以北の平坦地は、農地と宅地を主体とした田園都市的な土地利用となっており、田

富地域や玉穂地域の市街化区域を中心に市街化が進んでいます。 

笛吹川以南の豊富地域は自然環境に恵まれた里山・農業集落となっています。 

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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② 法適用の状況 

本市の土地利用に関わる法適用としては、以下のような区域が指定されています。 

＜主な法適用の状況＞ 

・都市計画法に基づく地域地区（市街化区域、市街化調整区域、用途地域など） 

・農振法に基づく農業振興地域（2,495ha）、農用地区域（820ha） 

・森林法に基づく保安林（168.6ha）、地域計画対象民有林（365.8ha） 

・急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域など 

■農振農用地区域の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

〔資料：中央農業振興地域整備計画書（平成 27 年９月）〕
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６） 都市計画の指定状況 

 

 

 

 

 

① 都市計画区域と市街化区域 

本市の都市計画区域は、２つの都市計画区域にまたがっており、田富地域と玉穂地域が甲府

都市計画区域に、豊富地域が笛吹川都市計画区域に属しています。 

甲府都市計画区域の田富地域と玉穂地域においては、市街化区域と市街化調整区域の区域区

分（線引き）がなされ、市街化区域には用途地域が指定されていますが、笛吹川都市計画区域

の豊富地域は、非線引き都市計画区域となっています。 

■都市計画区域と市街化区域の指定状況 

区  分 面積(ha) 比率(％) 摘  要 

行政区域 3,169 100.0  

都
計
区
域 

甲府都市計画区域 1,831 57.8 田富地域、玉穂地域 

笛吹川都市計画区域 893 28.2 豊富地域 

計 2,724 86.0  

市街化区域 685 21.6 田富地域、玉穂地域 

 

② 用途地域等 

用途地域は、市街化区域を対象に、次表及び次図に示す内容が指定されています。 

■用途地域の指定状況 

区  分 面積(ha) 比率(％) 容積率／建ぺい率(％)

第二種低層住居専用地域 30.0 4.4 80／50 

第一種中高層住居専用地域 266.0 38.8 150／50・200／60 

第二種中高層住居専用地域 6.2 0.9 200／60 

第一種住居地域 125.0 18.2 200／60 

第二種住居地域 44.1 6.4 200／60 

準住居地域 14.0 2.0 200／60 

近隣商業地域 4.0 0.6 200／80 

準工業地域 104.9 15.3 200／60 

工業地域 9.9 1.4 200／60 

工業専用地域 82.0 12.0 200／60 

合  計 686.1 100.0

 

 

本市は、甲府都市計画区域と笛吹川都市計画区域の２つの都市計画区域に属しており、田富地

域、玉穂地域に市街化区域と用途地域が指定されています。 

その他の都市計画としては、土地区画整理事業、地区計画、都市計画道路、都市計画公園、処理

施設、公共下水道区域等が定められています。 

〔資料：甲府都市計画用途地域の変更（中央市決定）（平成 28 年 7 月）〕

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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■都市計画の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 市街地整備 

（ア）土地区画整理事業 

土地区画整理事業としては、医大北部土地区画整理事業（施行面積 28.2ha、組合施行）、医

大南部土地区画整理事業（施行面積 49.4ha、市施行）、鍛冶新居土地区画整理事業（施行面積

13.4ha、組合施行）、紙漉阿原土地区画整理事業（施行面積 20.4ha、組合施行）の４か所を都

市計画決定し、このほか、都市計画決定は行っていない鍛冶新居第二土地区画整理事業（施行

面積 3.5ha、組合施行）を加えた、計５か所の事業を実施しました。 

（イ）地区計画 

地区計画は、医大北部地区（面積 31.2ha）、医大南部地区（面積 73.0ha）、鍛冶新居地区（面

積 13.9ha）、リバーサイド地区（面積 57.8ha）、東団地地区（面積 6.4ha）、桜団地地区（面積

9.0ha）の６地区が指定されています。 

 

④ 都市施設 

都市計画法に定める都市施設としては、次のようなものが定められています。 

都市計画道路：計 20 路線（新山梨環状道路を含む）、計画延長：25,128m 

都市計画公園：計 15 か所、計画面積：12.12ha 

（街区公園 11 か所、近隣公園 1 か所、地区公園 1 か所、都市緑地 2 か所） 

処理施設：2 か所 

（中巨摩地区広域事務組合衛生センター、中巨摩地区広域事務組合清掃センター 

公共下水道（釜無川流域関連公共下水道）：全体計画面積：852.6ha 

（田富地域 474.9ha、玉穂地域 376.9ha、南アルプス市 0.8ha） 

〔出典：中央市都市計画図（平成 29 年度）〕
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７） 道路・交通 

 

 

 

 

 

① 幹線道路網 

（ア）高規格道路 

高規格道路としては、新山梨環状道路（南部区間）が本市を東西に横断し、中央自動車道甲

府南 IC 方面と中部横断自動車道南アルプス IC を結んでおり、市内には４か所のランプが整備

されています。 

中央自動車道甲府南 IC や甲府昭和 IC に近接し将来的に新山梨環状道路（東部区間、北部区

間）や中部横断自動車道、（仮称）甲府中央スマート IC が整備されれば、広域交通の利便性が

更に高まることが期待されています。 

 

■新山梨環状道路の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹線道路では、新山梨環状道路（南部区間）や国道 140 号、主要地方道４路線及び都市計画道路

等が都市の骨格を形成しています。 

市内を南北にJR身延線が通っており、東花輪駅、小井川駅の２つの駅があります。このほか、路線

バスやコミュニティバスなどが運行されています。 

〔出典：山梨県県土整備部資料〕
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（イ）主要な幹線道路 

本市の骨格を形成している主要な幹線道路としては、南北方向では、甲府市・昭和町・市川

三郷町方面を連絡する（主）甲府市川三郷線、（主）甲府中央右左口線及び（主）甲斐中央線が

あり、東西方向では笛吹市・甲府市・市川三郷町を連絡する国道 140 号と南アルプス市方面と

連絡する（主）韮崎南アルプス中央線があります。 

そのほか、田富地域と玉穂地域を結ぶ東西方向の主要市道や新山梨環状道路の側道も地域間

を結ぶ主要な幹線道路となっています。 

 

■幹線道路の交通量 

路 線 名 
平日 12 時間 
交通量（台） 

混雑度 観測地点 

一般国道 140 号 
14,034 0.4 浅利橋西詰 

12,583 1.3 馬籠 392 

（主）甲府市川三郷線 10,884 1.5 布施 1877 

（主）韮崎南アルプス中央線 12,482 1.9 万年橋北詰 

（主）甲府中央右左口線 7,083 0.8 成島 1236 

 

 

■道路交通網の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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② 鉄道・バス 

（ア）鉄道 

甲府駅と静岡県富士駅を結ぶ JR 身延線が田富地域、玉穂地域の中央を南北に通っており、

東花輪駅、小井川駅の２つの駅があります。 

甲府・市川三郷方面への通勤・通学駅として市民に利用されていますが、単線であり運行本

数は少なくなっています。 

年間の乗降客数は、平成 28 年現在、東花輪駅が 254,671 人、小井川駅が 78,317 人で、これ

までは利用者は減少傾向にありましたが、平成 27 年以降は増加に転じています。 

■鉄道駅の年間乗降客数 

年 次 
東花輪駅 
（人） 

小井川駅 
（人） 

平成 22 年 268,303 63,289

平成 23 年 248,827 61,778

平成 24 年 252,413 62,694

平成 25 年 251,937 67,565

平成 26 年 248,934 68,785

平成 27 年 254,137 74,731

平成 28 年 254,671 78,317

 

 

（イ）バス 

市内のバス路線は、山梨大学医学部附属病院から甲府市方面に向けて５系統、豊富地域から

甲府市方面が１系統、南アルプス市から本市を経由して甲府市に向かう１系統の計７系統が運

行しています。 

また、市内のショッピングセンターや JR 身延線東花輪駅・小井川駅、市役所各庁舎、病院、

温泉施設など各地を結ぶコミュニティバスが１日 3.5 往復運行されています。 

 

■コミュニティバスの年間利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 次 年間乗降客数（人） 

平成 22 年 6,049 

平成 23 年 7,496 

平成 24 年 7,290 

平成 25 年 8,554 

平成 26 年 8,660 

平成 27 年 9,143 

平成 28 年 8,864 

平成 29 年 8,651 

平成 30 年 8,762 

・東花輪駅 〔資料：山梨県統計年鑑（平成 30 年度版）〕

〔資料：中央市資料〕 ・コミュニティバス（愛称：とまチュウバス） 
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８）基盤施設の整備状況 

 

 

 

① 土地区画整理事業 

本市では、次表に示す５地区において、土地区画整理事業が実施され、全て事業は完了して

います。 

 

■土地区画整理事業の整備状況 

地 区 名 
施行面積(ha) 
〔中央市分〕 

計画決定日 
（事業認可日） 

事業期間 整備状況 

医大北部 28.2〔28.2〕 昭和62年12月 昭和 62 年～平成  6 年 整備済 

医大南部 49.4〔49.4〕 平成13年4月 平成 13 年～平成 23 年 整備済 

鍛冶新居 13.4〔12.8〕 平成２年３月 平成  2 年～平成 18 年 整備済 

鍛冶新居第二 3.5〔 1.1〕 （平成４年８月） 平成  4 年～平成 12 年 整備済 

紙漉阿原 20.4〔 2.4〕 昭和62年12月 昭和 62 年～平成  4 年 整備済 

計 114.9〔93.9〕   

 

■都市基盤の整備状況 

 

 

 

 

土地区画整理事業等によって、都市基盤施設としては、都市計画道路、公園・緑地、供給処理施設

（上水道、下水道）などの整備が進められています。 

 

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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② 都市計画道路 

本市の都市計画道路は、合計 20 路線が計画決定されており、平成 27 年現在、全体の整備率

は約 79％となっています。 

長期未着手路線も２路線存在することから、今後の都市づくりを見据えた都市計画道路の整

備推進が必要です。 

 

■都市計画道路の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市計画道路の整備状況 

番 号 路 線 名 計画延長(m) 整備済延長(m) 整備率(％) 

1.4.103 甲府外郭環状道路 4,750 4,750 100.0

3.3.7 甲府・玉穂線 1,830 1,830 100.0

3.3.8 田富東西線 740 740 100.0

3.4.33 大手二丁目浅原橋線 6,130 3,190 52.0

3.4.11 田富町敷島線 680 680 100.0

3.4.16 玉穂中央通り線 1,990 1,144 57.5

3.4.20 田富西通り線 1,620 1,620 100.0

3.4.25 新環状南通り線 1,180 610 51.7

3.4.26 玉穂東通り線 520 0 0

3.4.27 昭和玉穂中央通り線 416 0 0

3.5.8 昭和・玉穂線 1,280 1,280 100.0

3.5.9 玉穂・大津線 730 730 100.0

7.5.1 阿原中央通り井之口線 670 670 100.0

7.5.2 すみれ通り線 510 510 100.0

7.5.4 鍛冶新居線 772 772 100.0

7.5.5 医大南部 1 号線 470 470 100.0

7.5.6 医大南部 2 号線 230 230 100.0

7.5.7 医大南部 3 号線 410 410 100.0

7.5.8 医大南部 4 号線 100 100 100.0

7.5.9 医大南部 5 号線 100 100 100.0

計 25,128 19,836 78.9

〔資料：中央市都市計画基礎調査（平成 29 年）〕
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③ 公園・緑地 

本市の都市計画公園は、玉穂公園や田富ふるさと公園など、計 15 か所（面積約 12.12ha）が

計画決定され、令和 2 年 4 月現在、14 か所（面積約 7.02ha）が開設されています。 

現在、地区公園として中央市総合防災公園（面積 5.1ha）が事業中となっています。 

また、都市計画公園以外の公園では、木原八王子公園など７か所の公園が整備されています。 

■都市公園の整備状況 

種別 区  分 
計画決定 開 設 

摘 要 
か所数 面積(ha) か所数 面積(ha) 

都
市
計
画
公
園 

街区公園 11 3.12 11 3.12  

近隣公園 1 2.20 1 2.20 玉穂公園 

地区公園 1 5.10 事業中 総合防災公園 

都市緑地 2 1.70 2 1.70 河川緑地 

小計 15 12.12 14 7.02  

そ
の
他 

木原八王子公園 ― ― 1 1.1 都市公園 

農村公園 ― ― 1 2.83 条例設置公園 

農村広場 ― ― 1 0.8 条例設置公園 

玉穂ふるさとふれあい広場 ― ― 1 3.7 条例設置公園 

豊富シルクの里公園 ― ― 1 2.84 条例設置公園 

眺望の丘公園 ― ― 1 0.29  

浅利川農村公園 ― ― 1 0.14  

 

 

④ 供給処理施設 

（ア）下水道 

本市の下水道については、田富地域、玉穂地域が釜無川流域下水道関連公共下水道区域とし

て事業が進められ、令和 2 年 3 月末現在、全体計画区域 852.6ha のうち、整備済区域は 504.2ha

で、整備率は約 59％となっています。 

豊富地域については、農業集落排水事業により整備されています。 

（イ）上水道 

本市の上水道については、田富地域は中央市の上水道事業、玉穂地域は甲府市の上水道事業、

豊富地域は中央市の簡易水道事業により供給されています。 

（ウ）ごみ処理施設 

本市の可燃ごみ、不燃ごみ等の処理については、田富地域、玉穂地域が「中巨摩地区広域事

務組合清掃センター」で、豊富地域は、民間事業者に処理を委託しています。 

 

 

〔資料：中央市資料〕
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９） 防災の状況 

 

 

 

 

① 防災対策の状況 

本市は、山梨県の多くの地域とともに東海地震の地震防災対策強化地域に指定されているこ

とから、本市では、「中央市地域防災計画」をはじめ、「中央市洪水ハザードマップ」「中央市液

状化ハザードマップ」を作成し、総合的な防災対策を推進しています。 

 

② 洪水ハザードマップの指定状況 

本市は、笛吹川と釜無川をはじめとする大小の河川が流れており、河川周辺部においては、

大雨などによる洪水の危険性があります。特に笛吹川沿いにおいては、洪水の危険性が高く、

洪水時に３ｍ以上の浸水深が想定されているエリアが広範囲に広がっています。 

一方、近い将来発生が予測されている東海地震により、液状化が発生する可能性が高い地域

としても指定されています。 

また、豊富地域の急傾斜地等においては、土石流などによる災害の危険性が高い箇所があり、

土砂特別災害警戒区域や土砂災害危険箇所等として指定されています。 

 

③ 指定避難場所等 

本市では、地域防災計画に基づき、以下のような避難場所等が指定されています。 

■指定避難場所等（令和元年現在） 

地 域 集合地＊1 避難地・避難所＊2 
福祉避難所 

（要援護者用避難所） 

田富地域 33 4 
田富北小学校、田富小学校、田富
中学校、田富南小学校、（中巨摩地
区広域事務組合勤労青年センター）

－ 

玉穂地域 30 5 
三村小学校、玉穂中学校、玉穂総
合会館、玉穂南小学校、中巨摩地
区広域事務組合勤労青年センター 

玉穂勤労健康管理センター、
玉穂保育園 

豊富地域 22 10 

豊富小学校、ＪＡふえふき豊富支
所、豊富保育所、豊富保健センター、
農業者研修センター、市役所豊富
庁舎、シルクふれんどりぃ、大鳥
居ふれあいプラザ、浅利川ふれあ
い館、関原コミュニティセンター 

豊富健康福祉センター 

計 85 19   
 

注）＊１集合地：自主防災会ごとに一時的に集合し、災害状況・安否等の確認や集団を形成できる場所で、次の避難地へ
の中継地点として、集合した人々の安全が確保できる「空き地」・「小公園」・「公民館」等の広場をいい
ます。 
避難地(二次避難地)は、集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、また避難に伴う不安や混乱
を防ぎ、住民の避難誘導、情報伝達、応急救護等を行うことが可能な「公園」・「小中高等学校」等の
緑地、グラウンド等をいいます。 

＊２避難地・避難所：災害等により、居住場所を確保できなくなった者を収容する施設であり、かつ救護・復旧等の

活動を行うための拠点ともなるものをいいます。 

本市は、県内の多くの都市とともに「東海地震の地震防災対策強化地域」に指定されていることか

ら、地域防災計画や洪水ハザードマップ等を作成し、避難場所等の指定など、総合的な防災対策を推

進しています。 

〔資料：中央市資料〕
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■洪水・土砂災害ハザードマップ（田富地域）     ■洪水・土砂災害ハザードマップ（玉穂地域） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■洪水・土砂災害ハザードマップ（豊富地域）     ■液状化ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：中央市防災マニュアル（令和元年 8 月）〕 〔出典：中央市防災マニュアル（令和元年 8 月）〕

〔出典：中央市防災マニュアル（令和元年 8 月）〕 〔出典：中央市防災マニュアル（令和元年 8 月）〕



32 

10） 主な観光交流資源 

 

 

 

 

本市の主要な観光資源としては、下記のようなものが挙げられます。 

また、近年においては、本市の 高峰である「たいら山」への登山・ハイキングルートが整

備され、山頂付近からの眺望も含めた新たな観光名所として育てていく取り組みが進められて

います。 

■主要な観光交流資源 

区  分 名  称 所在地区 

観光交流施設・名所 道の駅とよとみ 浅利 

四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所 臼井阿原 

山の神千本桜 大鳥居 

妙泉寺しだれ桜 布施 

乙黒桜 乙黒 

温泉・宿泊・体験施設 

 

与一弓道場 大鳥居 

シルクふれんどりぃ 大鳥居 

中央市立田富福祉公園コミュニティセンター 臼井阿原 

中央市立豊富健康福祉センター 大鳥居 

中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター 一町畑 

資料館 中央市豊富郷土資料館 大鳥居 

公園 

 

シルクの里公園 大鳥居 

水辺の楽校 臼井阿原 

中央市玉穂ふるさとふれあい広場 乙黒 

歴
史
資
源
（
文
化
財
） 

国指定重要文化

財 

木造薬師如来坐像（勧盛院） 下三条 

木造聖観音菩薩立像（永源寺） 下河東 

国登録文化財 旧小井川郵便局 布施 

県指定文化財 八幡穂見神社本殿 布施 

甲斐国志草稿本及び編集諸資料 西花輪 

浅利与一層塔附五輪塔六基 大鳥居 

木造薬師如来坐像（大福寺） 大鳥居 

木造聖観音及び諸尊像（大福寺） 大鳥居 

上窪遺跡墓跡出土品一括 下河東 

市指定文化財 

 

明暗寺尺八 

粘土節など30点以上 

主な伝統行事・祭り・イ

ベント 

ふるさとまつり、桃と桜のサイクリング、スイートコーンマラソン

＆ウォーク、山の神千本桜ハイキング、お山の神さんの春祭り、ス

イートコーン収穫祭、伊勢神社茅の輪くぐり、臼井阿原伊勢神社の

夏越の祓、鬼子母神祭、道祖神祭、大興神社春祭、大輿神社秋祭、

乙黒若宮八幡例祭など 

 

市内には、観光交流施設・名所、体験施設、公園、歴史資源（文化財）、主な伝統行事・祭り・イベント

など、多様な観光資源が多く分布しています。 

〔資料：中央市観光振興基本計画（平成 27 年６月）を一部修正〕
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（１） 山梨県都市計画マスタープランの位置づけ 

山梨県では、リニア中央新幹線の開業や、立地適正化計画制度の導入推進など、今後の都市

づくりに大きな変化が生じることを踏まえ、令和２年度に「山梨県都市計画マスタープラン」

が改定され、現在「都市計画区域マスタープラン」（平成 22 年度）の改定作業が進められてい

ます。 

計画では、中央市が属する中西部・南部広域圏域について、以下のような広域圏域の基本理

念や都市づくりの方向性、主要な都市拠点の配置方針等を位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜基本理念＞ 

恵まれた地域資源やリニア開業を活かした交流の拡大と、快適で潤いのある暮

らしが育まれる広域圏域 

＜都市づくりの方向性＞ 

①都市機能の集約と連携による活力ある拠点の整備 

（甲府盆地全体を一体の都市として、広域・地域・地区拠点等への機能分担を図った都市機能

の誘導と公共交通ネットワークの形成） 

②農業や自然と調和した魅力的な多自然居住地域の創造 

（農業環境と自然環境と調和、ゆとりある安全・安心な居住環境の形成） 

③高規格道路や主要幹線道路の整備推進 

（中部横断自動車道や新山梨環状道路、都市計画道路などの主要幹線道路の整備推進） 

④市街地の拡散抑制とコンパクトな市街地の形成 

（市街化調整区域や非線引き白地地域の無秩序な市街地の拡散の抑制、人口減少時代に対応し

たコンパクトで快適な市街地の形成） 

⑤新たな高速交通体系の構築を活かした産業立地の推進 

（中部横断自動車道や新山梨環状道路等の IC 周辺への産業立地の推進） 

⑥広域交流拠点と観光・交流ネットワークの整備 

（リニア駅周辺整備の推進、リニア駅からのアクセス圏域の拡大、リニア駅と甲府駅を結ぶバ

ス交通ネットワークの整備の推進） 

⑦地震災害や風水害などに配慮した安全・安心な都市空間の実現 

（防災拠点や道路・交通・情報ネットワークの整備、安全・安心な都市空間の実現） 

 

＜主な都市拠点の配置方針＞ 

【広域拠点】 

■広域拠点：甲府駅周辺（甲府市） 

■広域交流拠点：リニア山梨県駅周辺（甲府市、中央市） 

【中央市の主な都市拠点】 

■地域拠点：なし 

■都市機能補完地区：中央市リバーサイド地区、山梨大学医学部周辺 

■地区拠点（候補地）：玉穂支所周辺、東花輪駅周辺 

■産業拠点：一町畑工業団地、山之神流通団地 

２．まちづくりの課題 
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■山梨県都市計画マスタープランにおける将来都市構造図（中央市周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：山梨県都市計画マスタープラン（令和２年 10 月）〕
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（２） 市民のまちづくりへの意向 

「第２次中央市長期総合計画」の策定にあたって実施した市民アンケートでは、中央市のま

ちづくり分野に関して次のような意向を示しています。 

＜調査概要＞ 

 
 
 

 

＜主な調査結果＞ 

① 本市の魅力 

本市の魅力については、「日常の買い物などが便利である」、「自動車での移動が便利である」、

「山や丘、川など、美しい風景があり、自然が豊かである」が上位を占めています。 

反対に「優良な企業や産業が立地している」、「災害への備えに不安が少ない」、「鉄道やバス

などの公共交通機関が便利である」、「福祉が充実していて安心して暮らせる」は低い評価とな

っています。 

■本市の魅力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●調査期間：平成 29 年１月 19 日(木)～２月６日(月) 

●調査対象：18 歳以上の中央市民から 1,975 人を無作為抽出 

●有効回収数：973票、有効回収率：49.3％ 

〔出典：第２次中央市長期総合計画（平成 30 年３月）〕
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② 10 年後にのぞむ姿 

10 年後にのぞむ姿としては、「保健・医療・福祉の施設や制度が充実している」が も多く、

続いて、「道路や公園、下水道などの社会基盤が整い、快適である」、「自然環境や美しい風景と

まちなみが調和している」という結果となっています。 

■10 年後にのぞむ姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 中央市の住みやすさ 

本市の住みやすさについては、 「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」を合わせる

と 91.0％となっており、住みやすいという評価が大部分を占める結果となっています。 

■中央市の住みやすさ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：第２次中央市長期総合計画（平成 30 年３月）〕

〔出典：第２次中央市長期総合計画（平成 30 年３月）〕
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④ 施策の重要度と満足度 

施策の重要度と満足度に関する調査結果では、重要度が高く、満足度が低い項目として、「鉄

道やバスなど公共交通機関の充実」、「生活道路や歩道の整備」、「行財政改革の推進」、「防災体

制の充実」、「高齢者、障がい者の福祉の充実」などが挙げられます。これらの施策について重

点的な取り組みが求められています。 

■施策の重要度と満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出典：第２次中央市長期総合計画（平成 30 年３月）〕
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（３） 中央市をとりまく社会・経済環境の変化 

中央市をとりまく社会経済環境は、近年大きく変化しており、今後のまちづくりにあたって
はこうした時代の変化に柔軟に対応していくことが必要です。 

 
 

我が国全体の人口減少・少子高齢化が進むなか、国立社会保障・人口問題研究所の推計に
よると本市でも、将来的に比較的早い速度で人口減少・少子高齢化が進むことが予想されて
います。 

これに伴って、年金、医療、介護などの社会保障制度の維持、地域においては活力が低下
するなどの問題が生じると懸念されており、これらに対応するまちづくりが求められていま
す。 

 

 
社会や経済の成熟化、国際化や情報化が進む中で、人々の意識は、これまでの経済的、物

質的な豊かさを重視する考え方から、自身の趣味や嗜好を重視するようになり、人々のライ
フスタイルや価値観は、更に多様化してきました。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、「新しい生活様式」に取り組んでいくことが
求められています。 

今後、このような傾向は、ますます進むと考えられ、暮らし方や働き方、遊び方など、多
様な市民ニーズに的確に応えるまちづくりが求められています。 
 

 
リニア中央新幹線や中部横断自動車道の整備により東京圏や中京圏との結びつきが強まる

ことが予想され、東京都の通勤圏に入ることから、東京一極集中の是正、リスク分散の観点
からの首都機能の一部受け入れなどが議論されています。 

こうした動向を見据え、企業の本社機能（社員も移動）の移転をはじめ、物流等の産業、
観光、居住など、新たな発想に基づいた機能立地への対応が求められています。 

 

 
我が国では、情報化の進展に伴い、いつでもどこでも情報に触れ、情報を収集でき、イン

ターネットを介したコミュニケーションを図る環境が急激に進んでいます。 
一方、政府は、国内外の新たな市場を開拓するとともに、潜在的な需要を獲得するため、

健康産業、観光、農林水産業、エネルギー等の成長産業化、ロボットや人工知能（AI）の活
用等に積極的に取り組むこととしており、本格的な AI 時代の到来、産業構造、社会システム
そのものが大きく変化しつつあります。 

AI や５Ｇ（第５世代移動通信システム）、テレワークなどに象徴されるように、働き方（ワ
ークスタイル）や産業構造そのものの変化が予想されます。 

 

 
我が国では、甚大な被害をもたらした東日本大震災や熊本大地震をはじめ、集中豪雨によ

る大規模な水害や土砂災害などの大規模自然災害が日本各地で発生しています。今後も大規
模な災害の発生が危惧される中、防災に対する国民・市民の意識が高まりを見せています。 

また、身近な地域社会における交通事故や事件、犯罪に対する不安の高まりとともに、安
全、安心に対する意識も強くなっています。 

 

 
地球温暖化をはじめ地球規模で環境問題が深刻化する中、我が国では、森林や水資源の保

全、低炭素社会・循環型社会の構築など、環境への意識が高まっています。 
また、東日本大震災時の原子力発電所の事故を契機に太陽光、風力などの再生可能エネル

ギーへの関心も高まりました。 
こうした環境意識の高まりを受け、再生可能エネルギーの推進やごみの減量化、資源化な

ど、環境への負荷が少ない社会の実現に向けた取り組みが求められています。 

① 人口減少、少子・高齢化社会の進行 

② 市民の価値観やライフスタイルの多様化 

④ ＡＩ・情報化社会への対応 

⑤ 安全・安心に対する意識の高まり 

⑥ 環境への意識の高まり 

③ リニア開業など、新たな環境の変化 
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（４） まちづくりに向けた課題 
本市の現状や上位計画の位置づけ、まちづくりへの市民意向、本市を取りまく社会経済環境

の変化等を踏まえ、今後のまちづくりに向けた課題を以下のように整理しました。 

 

本市は、笛吹川や釜無川をはじめとした大小河川、田富地域・玉穂地域の平坦な地形と豊

富地域の丘陵地形といった大地の構造を土台に、市街地や集落地、農地、里山が形成されて

おり、地形に即した必然性のある都市構造を形成しています。 

本市のこうした都市構造の特性を生かして人口減少社会、少子高齢化社会に対応した効率的

な都市機能の集約化と配置を図るとともに、多様な都市の拠点が相互に連携し、魅力を高め

あうようなコンパクトで一体感のある都市構造の形成が求められています。 

 

本市は、笛吹川以北の田富地域及び玉穂地域は区域区分により、一定の集約化がなされた

市街地が形成され、笛吹川以南の豊富地域は豊かな自然環境に恵まれた里山・農業集落地域

が形成され、緑豊かな田園都市的な土地利用となっています。 

田富地域及び玉穂地域の市街化区域は、土地区画整理事業などにより基盤整備が進んでい

ますが、市街化調整区域は、基盤整備の遅れや耕作放棄地、空き地・空き家の増加、高齢化

の進行や人口減少による集落の衰退が危惧されています。 

また、豊富地域の国道 140 号周辺などでは、広域的な交通網の整備を見据えた開発圧力の

高まりがみられます。 

そのため、本市の持ち味である暮らしやすさ、良好な都市環境の維持・向上を図るとともに、

地域コミュニティの維持等に向けた秩序ある土地利用の誘導が必要となっています。 

また、本市東側に隣接して、リニア中央新幹線山梨県駅の設置が予定されており、開発圧

力の高まりへの期待とともに、ストロー現象等の影響も懸念されています。今後は、「中央市

リニア活用基本構想」との連携を図りながら、本市の長期的な発展方向を見据えた計画的な

土地利用の促進が必要です。 

 

本市は、中央自動車道甲府南 IC 及び甲府昭和 IC、整備が予定されている（仮称）甲府中央

スマート IC に近接しており、新山梨環状道路（南部区間）をはじめ、国道 140 号、（主）甲

府市川三郷線、（主）甲府中央右左口線、（主）韮崎南アルプス中央線などの幹線道路網があ

り、周辺都市のどこへでも容易にアクセスできる交通利便性の高い都市です。 

また、市内を南北に通る JR 身延線には東花輪駅、小井川駅の２つの駅があるとともに、

路線バスやコミュニティバスなどの公共交通も充実しています。 

今後とも、周辺都市や地域間の連携強化と交流の促進、交通利便性の一層の向上を図るた

め、体系的な幹線道路網や公共交通ネットワークの強化を図るとともに、JR 身延線駅の交通

結節機能の強化、鉄道利用の促進、高齢化社会を見据えた公共交通の充実、交通安全対策の

強化などが求められています。 

特に、リニア中央新幹線山梨県駅の開業を見据え、新駅を新たな交通結節点として加えた

幹線道路網や公共交通のあり方について検討する必要があります。 

【都市構造から見た課題】 

① 人口減少、少子高齢化社会に対応した都市機能集約型の都市づくりを進めること 

【土地利用からみた課題】 

② リニア中央新幹線の開業など、本市の長期的な発展方向を見据え、地域の特性に応じた

計画的な土地利用を進めること 

【道路・交通からみた課題】 

③ 周辺都市や地域間の連携・交流を支える体系的な道路交通ネットワークの強化と安全・安

心な交通環境づくりを進めること 
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リニア中央新幹線山梨県駅の開業に伴って、本市が東京の通勤圏になることから、新たな

企業立地、観光・交流人口の増加、居住人口の増加、ビジネスチャンスの拡大などの効果が

期待されています。 

リニア中央新幹線の整備を契機に、本市が今後とも活気ある都市として持続的に発展して

いくためには、特に若者などがこの地で働き、住み、訪れてみたいと思えるような都市全体

の魅力づくりと活力を高めていくことが必要です。 

このため、自然、景観、歴史文化的遺産の多様な地域資源を活用し、移住・二地域居住（マ

ルチハビテーション）の促進、空き店舗や空き家の有効活用、多様な商業施設の誘致、既存

工業団地への企業誘致、特産品開発や観光農業の推進、都市と農村の交流、地域産業の育成、

若者の働く場の確保など地域ぐるみの活性化の取り組みが求められています。 

 

本市は、曽根丘陵の山々、笛吹川や釜無川などの多くの水辺、南アルプスや八ヶ岳などの

眺望など、豊かな自然環境と四季折々の美しい風景に恵まれています。 

また、水害等の自然災害の歴史を乗り越え、歴史文化的な資源も数多く分布しているほか、

豊富地域では、養蚕の里として発展してきた独特の歴史性をもっています。 

こうした自然、景観、歴史文化的資源は、市民のふるさと意識、愛着を高める重要な要素

であり、人々を惹きつける貴重な地域資産でもあります。 

これらの特色ある地域資産については、その価値を再認識し、今後とも積極的に維持・保

全を図るとともに、交流振興や地域の活性化など、住民が主体となって協働で取り組んでい

くことが求められています。 

 

東日本大震災やその後我が国で頻繁に起こった大規模な水害や地震等を契機に、人々の防

災に関する意識は高まっており、「第２次中央市長期総合計画」市民アンケートでは、「防災

体制の充実」が も重要度が高い施策として挙げられています。 

本市では、県内の多くの市町村とともに「東海地震の地震防災対策強化地域」に指定され

おり、地域防災計画や洪水ハザードマップの作成、避難場所等の指定など、総合的な防災対

策を推進しているところです。 

今後は、水害や地震などの災害に備え、自助・共助の観点から防災拠点、避難地、避難所

の機能強化や浸水時の対応検討など、緊急輸送路の整備、防災設備の充実、自主防災組織の

強化等が課題となっています。 

 

「第２次中央市長期総合計画」市民アンケートでは、10 年後に望む姿として、「保健・医

療・福祉の施設や制度が充実している」、「道路や公園、下水道などの社会基盤が整い、快適

である」、「子育て支援が充実し、安心・安全に子育てができる」などの身近な生活環境の充

実を望む意見が多くなっています。 

こうした市民意向を踏まえ、市民の誰もが快適で、安全・安心に暮らせるよう、生活道路、

公園、水道、下水道、保健・福祉・子育て・医療、公共施設等のバリアフリー化など、身近

な生活環境の整備や支援体制の充実を図ることが必要です。 

【自然、景観、歴史文化等からみた課題】 

⑤ 豊かな自然と田園景観、本市固有の歴史文化を守り、まちづくりに活用を図ること 

【防災面からみた課題】 

⑥ 水害や地震など、災害に強いまちづくりを進めること 

【生活環境からみた課題】 

⑦ 誰もが安心・快適に住み続けられる住環境づくりを進めていくこと 

【都市の活力からみた課題】 

④ リニアの整備効果や地域資源を活用し、地域の創意工夫に基づく産業の活性化を図ること 



第２章

中央市の将来像
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平成 21 年 5 月に「まちづくり市民会議」より提出された「地域まちづくり市民プラン」を基

調に「第２次中央市長期総合計画」における中央市の将来像を踏まえ、まちの将来像と目標を次

のように設定します。 

 

※「第２次中央市長期総合計画」における将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 中央市の将来像 

１．まちの将来像と目標 

■中 央市 の将来 像  

■まちの将来 像  

■まちづくりの目 標  

【将 来 像】        実り豊かな生活文化都市 
【基本理念】     ● 緑豊かな自然を守り、やすらぎのまちをつくります 

● 文化と伝統に誇りをもち、未来を拓くまちをつくります 

● 元気に働き、豊かで活力あるまちをつくります 

● 地域の輪を広げ、笑顔のまちをつくります 

● 心と体を鍛え、まごころあふれるまちをつくります 

 

 
 

本市は、水と緑あふれる豊かな自然環境に恵まれ、御坂山系からつらなる丘陵地と釜無川や笛

吹川から広がる平野のなかに、良好なふるさとの田園風景と近代的な都市空間が調和した、甲府

盆地の中央にあたる特色ある都市です。また、広域からのアクセスに恵まれ、高次医療施設や大

規模な商業施設、工業団地などが集積しています。 

人口減少や少子高齢化など、本市をとりまく環境はめまぐるしく変化しており、リニア中央新

幹線をはじめ中部横断自動車道や新山梨環状道路（東部及び北部区間）の整備が進められている

など、新たな発展が期待されています。 

このまちに生まれ、住み続けることへの誇りを持ち、この思いを末長く継承するため、地域の

創意工夫や市民一人一人の知恵を結びあわせ、時代の変化を見据えながら真の豊かさと多くの交

流を育み、誰もが住みたくなる・住み続けたくなる「まちづくり」をめざします。 

 

リニア中央新幹線山梨県駅の開

業を見据え、多くの人々の交流を

育み、いきいきとした魅力あるま

ちづくりをめざします。 

 
災害に強く、誰もが安全・安心、

快適に住み続けられるふるさとの

まちづくりをめざします。 
 

 
豊かな自然を大切に守り・育

て、まちづくりに活用するなど、

自然と共生し、自然とふれあうま

ちづくりをめざします。 

 
これまで育んできた地域の絆や

祭り・伝統行事など、次代へ継承
する大切な財産を、ともに手をた
ずさえ、支え合い高め合うまちづ
くりをめざします。 

●交流を育む活力あるまち ●いきいきと暮らすやすらぎあるままちち

●自然環境と共生しふれあうまち ●次代へ継承する文化を学び支えあうまち
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（１） 将来構造の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リニア中央新幹線山梨県駅周辺は、広域的な交流の拠点として、田富地域の東花輪駅・中央市役

所周辺は都市機能が集積する中心拠点として、また、玉穂支所周辺や豊富支所周辺は、古くから地

域の中心となっていることから、地区拠点としてぞれぞれの機能強化と魅力づくりを図ります。 

一方、本市は、個性や魅力が潜在する多様な地域資源を持っています。そうした各拠点の特性を

活かすとともに、それぞれが個々に独立したものではなく相互に連携する多核ネットワーク型の都

市構造を構築することにより、中央市らしい「住み・働き・交流し・憩う」多彩な拠点づくりを進

め、まちの活力と個性を高めていきます。 

 

 

 
 

リニア中央新幹線山梨県駅、中部横断自動車道、新山梨環状道路（東部区間・北部区間）などの

広域交通網の整備に伴い、周辺都市や地域間を結ぶ主要な骨格道路交通網の機能充実を図り、まち

の活力の向上と地域連携・交流を強化していきます。 

道路交通網の機能強化と併せて、主要な河川等の骨格的な水と緑の軸は、農の風景に一体感と連

続性を特徴づける潤いある都市の空間軸の創出を図ります。また、まちの活性化と市民・来訪者等

の交流を促すにぎわい交流軸や、広域交流・レクリエーション機能を担うシルクの里交流軸など、

ふるさとの緑や歴史文化資源などの各拠点を有機的に結び、市民の暮らしの向上や交流を育み、ま

ちの魅力を高めるふるさとのシンボル空間を創出していきます。 

 

 
 

本市の地形構造や土地利用の特性から、ふるさとの住み良い環境を損なうことのないよう、豊か

な自然環境と共生し、農の風景の象徴である農地を守り、都市化の進む地域の適正な土地利用を誘

導するなど、各エリアの特性に応じた計画的な土地利用を推進し、コンパクトでバランスのとれた

まちづくりを進めます。 

２．まちの将来構造 

 

本市固有の大地の構造を土台に、豊かな自然環境と農の風景、快適な都市空間の調和を

図り、さらなる都市機能の集約化・強化を図るとともに、地域間、周辺都市との連携をより強化

した集約型都市構造の形成をめざします。 

本市は、釜無川・笛吹川が合流する州に沖積平野が広がる田園風景と、御坂山系を背景とした丘

陵地・山間地域の特色ある大地の構造を土台に、笛吹川を東西の軸として、北側は都市化の進む地

域、南側は河川沿いに帯状に形成された農業集落地域などコンパクトなわかりやすい構造となって

います。 

近年、本市周辺では、リニア中央新幹線山梨県駅や中部横断自動車道、新山梨環状道路（東

部区間・北部区間）の整備が進められ、新たな発展が期待されています。 

また、本市固有の大地の構造を土台に、豊かな自然環境とこれまで培ってきた農の風景や快適な

暮らしを支える都市空間などが調和し、田富、玉穂、豊富の３地域や周辺市町村との連携をより強

化し、集約型都市構造の形成をめざします。 

■基本的な考え方 

■将来構造の形成方針 

 
①活力と個性を高める地域の特性を活かした多彩な拠点づくりを進めます 

まちの拠 点  

 

②周辺都市や地域間の交流・連携を支える骨格道路網の機能強化と暮らしや交流を育むまちの交

流軸の形成を図り、ふるさとのシンボル空間を創出します 

まちの交 流 軸 ・骨 格 道 路 網  

 
③豊かな自然環境やふるさとの農の風景と、都市空間が調和したコンパクトな土地利用を形成します

土地利用エリア 
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（２） 将来構造の設定 

  上記の将来構造の考え方に基づき、中央市の将来構造を次のように設定します。 

■将来構造の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中央市の将来構造 

 

 

 

 

 

ま
ち
の
拠
点 

■広域交流拠点 
・リニア中央新幹線山梨県駅周辺＊ 

■中心拠点 
・東花輪駅・中央市役所周辺 

■地区拠点 
・玉穂支所周辺、豊富支所周辺 

■都市機能集積拠点 
・山梨大学医学部周辺（商業拠点を含む） 
・リバーサイド地区（商業拠点を含む） 

■流通・物流拠点 
・山梨県流通センター・山梨県トラックターミナル周辺 
・成島・乙黒周辺 

■産業拠点 
・山梨ビジネスパーク、国母工業団地、一町畑工業団地等 

■レクリエーション拠点 
・道の駅とよとみ、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所、豊富シルクの里

公園周辺、中央市総合防災公園、玉穂ふるさとふれあい広場等 
■ふるさと景観拠点 

・山の神千本桜周辺 

ま
ち
の
交
流
軸

■骨格的な都市軸 
・国道 140 号、（主）甲府市川三郷線、（主）甲府中央右左口線、（主）甲斐中央線、

（主）韮崎南アルプス中央線など 
■地域連携軸 

・（主）甲府中央右左口線、市道玉穂豊富線、市道田富玉穂大津線など 
■まちのにぎわい交流軸 

・（主）甲府市川三郷線沿道（中央市役所東側）、（主）韮崎南アルプス中央線（東花
輪駅～浅原橋東詰周辺）など 

■シルクの里交流軸 
・シルクライン、（主）甲府中央右左口線、市道 1016 号線 

■骨格的な水と緑の軸 
・釜無川、笛吹川、神明川など 

骨
格
道
路
網

■広域幹線道路 
・中央自動車道、新山梨環状道路、国道 140 号 

■主要幹線道路 
・（主）甲府市川三郷線、（主）甲府中央右左口線、（主）韮崎南アルプス中央線など 

■地域幹線道路 
・県道臼井阿原竜王線、市道玉穂豊富線、シルクライン、市道田富玉穂大津線 

■主な交通拠点 
・JR 身延線の東花輪駅、小井川駅、リニア中央新幹線山梨県駅 

土
地
利
用
エ
リ
ア

■市街地エリア：田富地域及び玉穂地域の市街地ゾーン 

■田園環境共生エリア：市街地周辺低地部の農業集落地ゾーン 

■樹園里山エリア：中山間地域の里山と農山村ゾーン 

■森林丘陵エリア：御坂山系の山地、森林ゾーン 

注）＊リニア中央新幹線山梨県駅は甲府市ですが、本市に隣接する重要な拠点であるため、本都市計画マスタープラ
ンにおいて広域交流拠点として位置付けます。 
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■中央市の将来構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）＊土地利用転換検討ゾーン：新たな計画的市街地整備の検討が望まれるゾーン
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・ドリームコア中央 



第３章

分野別まちづくり方針
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分野別まちづくり方針では、中央市の将来像やまちづくりの目標を実現するため、次に示す６つ

の「まちづくり方針」から、体系的にまちづくりの方向性を示します。 

■分野別まちづくり方針の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【分野別まちづくり方針の内容について】 

分野別まちづくり方針は、大きく次の３つの内容を示しています。 
 

 

 

 

 

 

 
 

※各分野はそれぞれ密接に関連しあっているので、施策内容が複数の分野に重複している場合がありますが、

１つ１つの施策が独立してわかるようにするため、必要な施策はすべて記載しています。 

■分野別まちづくり方針について   

分
野
別
ま
ち
づ
く
り
方
針 

１．豊かな自然、都市と農村が共生する土地利用の方針 
コンパクトで、緑豊かな田園都市のイメージを損なわないよう、地域の

特性に応じた計画的な土地利用の方向を示しています。 

２．人と地域を結ぶ道路・交通まちづくり方針 
周辺都市や地域間、リニア中央新幹線山梨県駅等を結ぶ幹線道路網の強

化や公共交通の利便性を高め、安全・快適な交通環境づくりの方向を示し

ています。 【道 路 ・交 通 】

３．活力を創造するまちづくり方針 
農業をはじめ、商業、工業、観光などの地域産業の活性化を図り、活力

と交流を高めるまちづくりの方向を示しています。 
【地 域 産 業 ・活 性 化 】

４．中央市らしさを育むまちづくり方針 
自然と風土、人々の営みに育まれたふるさとの風景を大切にし、花と緑に

包まれた愛着と誇りのもてるまちづくりの方向を示しています。 

 【自然環境・緑・景観】

５．市民の安全を守る防災まちづくり方針 
水害や地震などの災害から市民の生命と財産を守る、災害に強いまちづ

くりの方向を示しています。 
【防 災 】

【土 地 利 用 】

（１）基本方針 

 

基本的な考え方と施策

の体系を示しています。 

（３）まちづくり方針図 

 

まちづくりの方針を図

面でわかりやすく示し

ています。 

（２）まちづくり方針 

 

個々の施策についての 

方針を示しています。 

６．安心・快適に住み続けられる暮らしの環境づくり方針 
「住みやすいまち」として、人や環境にやさしく、誰もが安心・快適に、

いつまでも住み続けられる暮らしの環境づくりの方向を示しています。 

     ■生活環境づくり       ■文化のまちづくり 
■福祉のまちづくり      ■環境まちづくり 

【生 活 環 境 、文 化 、福 祉 、環 境 】

第３章 分野別まちづくり方針 
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（１） 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■土地利用の方針の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココンンパパククトトでで、、緑豊かな田園都市のイメージを損なわないよう、 

地地域域のの特特性性にに応応じじたた計計画画的的なな土土地地利利用用のの推推進進をを図図りりまますす。。  

土地利用の方針は、住宅地、商業地、工業地をはじめとし、農地や森林など、今後における

土地の合理的な使い方などの方向を示す重要な指針となるものです。 

本市の土地利用は、田富地域と玉穂地域を中心に市街地が形成され、その周辺に郊外住宅地

や農業集落地、森林地域が広がり、コンパクトで、緑豊かな田園都市が形成されています。 

特に、田富地域と玉穂地域では、新山梨環状道路（南部区間）の整備をはじめ、国母工業団

地や山梨ビジネスパーク、山梨県流通センター・山梨県トラックターミナルの整備、山梨大学

医学部や附属病院の立地、リバーサイドタウンの建設、山梨大学医学部周辺の土地区画整理事

業など、計画的な市街地整備が進められてきました。 

一方、時代の変化や都市化の進展に伴い、古くからある商業地の活力の低下、郊外部におけ

る宅地化の進行、農地の減少や耕作放棄地、遊休農地の増加、里山や森林の荒廃など、土地利

用面での問題が顕在化し、地域環境への影響も懸念されています。 

今後は、中部横断自動車道の全線開通、新山梨環状道路（東部・北部区間）の整備やリニア

中央新幹線山梨県駅の開業に伴う新たな発展が期待されていますが、本市の将来像や長期的な

発展方向を見据えつつ、本市の持ち味であるコンパクトで、緑豊かな田園都市のイメージを損

なわないよう、地域の特性に応じた計画的かつバランスのとれた土地利用の形成を図ります。 

①計画的な土地利用の検討 

③地域特性に応じた良好な市街地の形成 

市街地エリア 

④計画的な市街地整備の推進 

田園環境共生エリア・樹園里山エリア 

③優良農地の保全と活用 

①自然・景観資源としてのふるさと景観拠点の形成

②魅力あるまちの拠点の形成 

④既存住宅地や集落地の住環境の維持・改善 

⑤里山の保全と活用 

②森林資源の保全と活用 

森林丘陵エリア等 

②核となる多様なまちの拠点の形成 

①一定のルールに基づく郊外部の適切な土地
利用の誘導 

豊かな自然、都市と農村が共生する土地利用の方針 １ 

１）市街地の特性に応じた計画的な 
土地利用の誘導を図ります。 

２）適切な土地利用の誘導により、 

良好な郊外住宅地や集落地の 

形成と農地等の保全を図ります。 

３）豊かな自然資源の維持・保全と 

多様な活用を図ります。 

【土 地 利 用】

③水辺の保全と活用 
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（２） 土地利用の方針 
 
 

 

多様なまちの拠点の形成と市街地の特性に応じた計画的かつ適正な土地利用の誘導を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①計画的な土地利用

の検討 

■市街化調整区域の計画的な土地利用の検討 
○市街化調整区域に関わる新山梨環状道路沿道の一部区域を対象に

地区計画等の活用による計画的な土地利用の検討 
○リニア中央新幹線山梨県駅の開業を見据えた計画的な土地利用の

検討 
■用途地域の見直し検討 

○リニア中央新幹線の整備を見据え、地域の実情にあった適切な用途
地域の見直し検討 

○今後の市街地整備に併せた用途地域の見直し検討（新山梨環状道路
ランプ周辺、新たな土地区画整理事業の検討地区など） 

〇都市機能集積拠点（商業拠点）の適切な用途地域の見直し検討 

②核となる多様なま

ちの拠点の形成 

■広域交流拠点の形成（リニア中央新幹線山梨県駅周辺） 
○リニア中央新幹線の開業を見据えた計画的なまちづくりの推進 

■中心拠点の形成 
○東花輪駅・中央市役所周辺の中心拠点の形成、都市機能の集積など

■地区拠点の形成 
（玉穂支所周辺（生涯学習館、ドリームコア中央等）） 

■都市機能集積拠点の形成 
（山梨大学医学部周辺（商業集積地区を含む）、リバーサイド地区（商業

集積地区、山梨県流通センター・山梨県トラックターミナルを含む））
■産業拠点の形成 

○新たな産業機能の誘致 
○既存の工業団地の維持管理 

（山梨ビジネスパーク、国母工業団地、一町畑工業団地） 
■新たな流通・物流拠点の形成 

〇「山梨県物流等基本計画」に基づく新たな流通・物流拠点の整備（成
島・乙黒周辺） 

■レクリエーション拠点の形成 
（中央市総合防災公園、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所、

玉穂ふるさとふれあい広場） 

③地域特性に応じた

良好な市街地の形

成 

■良好な住宅地の形成 
○基盤未整備な住宅地の環境改善（道路、下水道など） 
○土地区画整理事業完了地区の住宅建設等の促進 

■既存商業地の環境改善 
（道路、歩道、まちなみ整備など） 

■工場等と調和した良好な市街地の誘導（環境の維持向上） 
■市街化区域内に介在する農地の計画的な土地利用の誘導 

○優良農地と宅地化農地の区分による適切な土地利用の誘導 
○優良農地に対する生産緑地指定等の検討、市民農園等の利用促進 

④計画的な市街地整

備の推進 

■土地利用転換検討ゾーンの整備 
○リニア中央新幹線の開業を見据えた計画的な市街地整備の検討 
〇国や県と連携した新たな都市機能の導入や基盤施設の整備 

■国道 140 号周辺の計画的な土地利用の誘導 
○特定用途制限地域の指定検討など 

■その他の市街地整備の検討 
○小井川駅の交通結節機能の強化（アクセス道路など） 
○新たな市街地整備予定地区に対する地区計画等の導入検討 

市街地エリア 

１） 市街地の特性に応じた計画的な土地利用の誘導を図ります。 
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田富・玉穂地域の市街地周辺の田園環境共生エリアや良好な自然環境に抱かれた豊富地域の
樹園里山エリアについては、地域拠点の形成を図るとともに、一定のルールに基づく計画的な土地
利用の誘導により、緑豊かで、良好な住宅地・集落地の形成を図ります。 

 

 
 

 

豊富地域南部の森林丘陵エリアや笛吹川・釜無川などの水辺は、自然・景観資源として保全を

図るとともに、自然とのふれあいの場として、積極的なレクリエーションでの活用を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①一定のルールに
基づく郊外部の
適切な土地利用
の誘導 

■郊外部の無秩序な開発の抑制、周辺環境と調和した適正な土地利用の誘
導 
〇良好な樹園里山環境を保全するための規制・誘導方策の検討 

■市街化調整区域内既存集落地の適正な土地利用の誘導 
○都市計画法第 34 条に基づく条例の活用 
○地区計画の活用 

■土地利用転換検討ゾーンにおける計画的なまちづくりの検討 

②魅力あるまちの
拠点の形成 

■地区拠点の形成（豊富支所周辺） 
■レクリエーション拠点の形成 

（道の駅とよとみ、豊富シルクの里公園周辺、中央市農村公園、玉穂ふ
るさとふれあい広場） 

③優良農地の保全
と活用 

■優良農地の保全 
○「農業振興地域整備計画」に基づく優良農地の計画的な保全 
○基盤未整備な優良農地に対する農業基盤整備の促進 

■耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 
○「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み推進 
○農業委員会、中央市農業振興公社等による就農希望者、農業法人等へ

の斡旋 
○市民農園、観光農園、景観緑地としての活用など 

■ 先端のロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の普及推進 
■企業と連携した特産物等の付加価値向上 
■６次産業化の推進 

④既存住宅地や集
落地の住環境の
維持・改善 

■既存住宅地や集落地の生活環境の改善 
○生活道路や排水施設、広場、コミュニティ施設等の改善 

⑤里山の保全と活用 ■里山の自然とのふれあいの場としての活用の推進 

基本方針 施策の方針 

①自然・景観資源と
してのふるさと
景観拠点の形成 

■ふるさと景観拠点の形成 
（山の神千本桜周辺） 

②森林資源の保全
と活用 

■「森林整備計画」に基づく計画的な維持管理 
○山の神千本桜の保全、環境整備 

■森林資源の利活用の推進 
〇日本三名峰眺望遊歩道の充実 
○森林セラピーなどのレクリエーションでの利活用 

③水辺の保全と活用 ■水辺環境の保全 
■河川改修と連携した河川緑地や親水空間の整備 
■動植物の生息環境の維持・保全 

田園環境共生エリア・樹園里山エリア 

森林丘陵エリア等 

２） 適切な土地利用の誘導により、良好な郊外住宅地や集落地の形成と農地等の保全を図

ります。 

３） 豊かな自然資源の維持・保全と多様な活用を図ります。 
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（３） 土地利用の配置方針 
本市の土地利用は、次のような区分で、地域特性に応じたコンパクトでバランスある配置を図ります。 

■土地利用の配置方針 
区 分 土地利用の考え方 対象地域 

住
居
系 

住宅市街地ゾーン 既存住宅地の基盤整備、環境改善、リバーサイド地
区や医大南部土地区画整理事業地における市街地形
成の促進や新たな市街地整備等により、地域の特性に
応じた良好な住宅市街地の形成を図ります。 

●田富・玉穂地域の市街化
区域の住宅市街地 
（市街化区域） 

田園居住ゾーン 都市計画法第 34 条に基づく条例や地区計画の活用
などにより、優良農地の保全と既存住宅地や集落地の
環境改善を図り、良好な田園居住ゾーンの形成を図り
ます。 

●田富・玉穂地域の市街化
調整区域の住宅地、集落
地 
（市街化調整区域） 

里山居住ゾーン 無秩序な宅地化を抑制し、一定のルールに基づく適切
な土地利用の誘導と、優良農地や里山の保全、既存集落
地の環境改善等を図り、良好な里山居住ゾーンの形成を
図ります。 

●豊富地域の住宅地および
既存集落地 
（都市計画白地地域） 

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
系 

商業集積ゾーン 
（商業拠点） 

大型店舗が集積するリバーサイド地区や山梨大学
医学部周辺については、商業集積ゾーンとして、店舗
への交通アクセスの改善や利便性の向上など、機能の
強化と魅力の向上を図ります。 

●大型店舗集積地区 
（リバーサイド地区や山

梨大学医学部周辺） 

既存商業地ゾーン 田富地域の既存商業地については、環境整備や活性
化など、本市の既存商業地にふさわしい環境づくりを
図ります。 

●田富地域の（主）甲府市川
三郷線と韮崎南アルプス
中央線沿道の既存商業地 

沿道複合サービス
ゾーン 

多様な施設立地が進む幹線道路の沿道ゾーンで、住宅、
生活利便施設、交流施設等が複合する利便性の高い生活
サービスゾーンの形成を図ります。ただし、市街化調整
区域については、今後、開発圧力が高まった場合には無
秩序な開発を抑制し、田園居住ゾーン同様、適切な土地
利用の誘導を図ります。 

●新山梨環状道路沿道 
（山梨大学医学部周辺）

●（都）玉穂中央通り線沿
道（新山梨環状道路以北）

●国道 140 号沿道 

産
業
系 

工業ゾーン 
（産業拠点） 

工業団地等の産業集積地で、企業誘致の促進と企業
等を支える環境づくりなどを図り、産業拠点として機
能強化を図ります。 

●既存工業団地 
（山梨ビジネスパーク、

国母工業団地、一町畑
工業団地など） 

流通・物流ゾーン 
（流通・物流拠点） 

山梨県流通センター・山梨県トラックターミナルへ
の企業誘致の促進により、流通・物流拠点としての機
能強化を促進します。 

また、「山梨県物流等基本計画」に基づき、新たな
流通・物流拠点の整備を推進します。 

●山梨県流通センター・山
梨県トラックターミナル
周辺 

●成島・乙黒周辺 

工業共生ゾーン 住宅と工場や物流施設等が混在する市街地におい
ては、工業等の利便性や操業環境の維持・向上と住環
境の向上を図り、住宅と工業等が調和した土地利用の
形成を図ります。 

●住宅と工業施設等が混在
する準工業地域など 

自
然
系 

農地ゾーン 農業振興地域整備計画との整合を図りながら、優良農
地の保全や農業基盤整備の推進を図るとともに、耕作放
棄地や遊休農地の有効活用を推進します。 

●市街化区域以外の一団の
農用地区域 

森林ゾーン 良好な自然環境と景観の保全を図るため、森林資源
の保全と自然とのふれあいの場として積極的なレク
リエーション利用を図ります。 

●豊富地域南部の森林地域

主
な
ま
ち
の
拠
点 

広域交流拠点 「中央市リニア活用基本構想」に基づき、広域的な
交流の場として、リニア中央新幹線の開業を見据えた
計画的まちづくりの推進を図ります。 

●リニア中央新幹線山梨県
駅周辺 

中心拠点 東花輪駅、中央市役所を中心として、都市機能の集
積を図り、本市の中心拠点として形成します。 

●東花輪駅・中央市役所周
辺 

地区拠点 地域の生活の中心となっているところで、支所など
の行政・文化コミュニティ施設等の集積を図り、利便
性の高い生活拠点として形成を図ります。 

●玉穂支所周辺 
●豊富支所周辺 

都市機能集積拠点 大型店舗や物流施設、大学病院等の中心的な都市機
能が集積し、中央市や周辺都市の都市機能を補完する
拠点として形成を図ります。 

●山梨大学医学部周辺 
●リバーサイド地区 

レクリエーション
拠点 

市民の憩いの場、交流・レクリエーションの拠点と
して、レクリエーション機能の充実と魅力の向上を図
ります。 

●豊富シルクの里公園、玉
穂ふるさとふれあい広
場、中央市総合防災公園、
中央市農村公園 

●道の駅とよとみ、四季新
鮮収穫広場「た・から」
農産物直売所 

土地利用転換検討ゾーン 

リニア中央新幹線山梨県駅や山梨大学医学部周辺
の恵まれた立地条件を活かし、戦略的・先導的に新た
な市街地の形成を図るため、土地利用の転換を検討し
ます。 

●リニア中央新幹線山梨県
駅周辺 

●山梨大学医学部周辺 
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■土地利用の方針図（市全体） 

 

注）＊土地利用転換検討ゾーン：新たな計画的市街地整備の検討が望まれるゾーン
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■土地利用の方針図（市街地部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）＊土地利用転換検討ゾーン：新たな計画的市街地整備の検討が望まれるゾーン
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（１） 基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■道路・交通まちづくり方針の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

周周辺辺都都市市やや地地域域間間、、リリニニアア中中央央新新幹幹線線山山梨梨県県駅駅等等をを結結ぶぶ幹幹線線道道路路網網のの強強化化やや  

公公共共交交通通のの利利便便性性をを高高めめ、、安安全全・・快快適適なな交交通通環環境境のの形形成成をを進進めめまますす。。  

道路や鉄道・バスなどの公共交通は、周辺都市や地域間を連絡し、私たちの暮らしや、産業・

交流・防災などにおいて、重要な役割を果たしている都市基盤施設です。 

本市は、JR 身延線が市内中央部を縦断し、中央自動車道甲府南 IC 及び甲府昭和 IC、整備が予

定されている（仮称）甲府中央スマート IC、中部横断自動車道南アルプス IC に近接しているな

ど、広域的なアクセスに恵まれています。 

リニア中央新幹線については、ルートや山梨県駅の位置が公表され、令和９年（2027 年）の

供用を目指して工事が進められる予定となっています。 

また、平成 21 年に供用された新山梨環状道路（南部区間）をはじめ、国道 140 号、（主）甲府

市川三郷線、（主）甲府中央右左口線、（主）韮崎南アルプス中央線、（主）甲斐中央線など、幹

線道路網は比較的充実しており、周辺都市のどこへでも容易にアクセスできる交通利便性の高い

都市です。 

しかしながら、全体的にみて、地域間を結ぶ東西方向の道路網が脆弱で、鉄道・バス等の公共

交通の利便性、歩道の整備や交通安全対策など、交通環境は十分とはいえません。 

このため、リニア中央新幹線山梨県駅との連携強化、東西方向をはじめとした体系的な幹線道

路網の整備、JR 身延線駅の交通結節機能の充実、鉄道利用の促進、リニア中央新幹線山梨県駅

の開業を見据えたバスネットワークの再編、高齢化社会に対応したバスサービスの充実、交通安

全対策の推進、快適な暮らしの道づくりなど、安全・快適な交通環境の形成を図ります。 

１）地域間、周辺都市を連絡する主要

な幹線道路網の強化を図ります。 
②主要な幹線道路網の整備・強化 

③その他の主要道路の改善・整備 

①ＪＲ身延線東花輪駅、小井川駅の交通結
節機能の充実 

②バスの利便性の向上 

①主要な生活道路の改善・整備 

②安心・快適な歩行者・自転車ルートの確保

③交通安全対策の推進 

④道路の美化と適切な維持管理 

２）JR身延線駅の交通結節機能の充実

やバス交通の利便性を高めます。 

①広域幹線道路の整備促進と機能強化 

３）誰もが安心・快適に利用できる暮ら
しの道づくりを進めます。 

③リニア中央新幹線の建設促進 

人と地域を結ぶ道路・交通まちづくり方針 ２ 【道路・交通】
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（２） 道路・交通まちづくり方針 
 
 

 

本市の骨格を形成する幹線道路網の適切な配置と機能強化を図ることにより、体系的な幹線道路

ネットワークの確立を図ります。 

特に、東西方向や南北方向の幹線道路網の整備により、リニア中央新幹線山梨県駅、甲府市など

周辺都市や地域間の連絡を強化し、一体感のある都市づくりを図ります。 

基本方針 施策の方針 

①広域幹線道路の整

備促進と機能強化 

■新山梨環状道路の早期全線開通の要請 

○田富東ランプの渋滞解消の要請 

○市外区間である東部・北部区間の整備促進（県への要請） 

■国道 140 号の渋滞解消に向けた道路網の強化 

②
主
要
な
幹
線
道
路
網
の
整
備
・
強
化 

イ）東西方向の

幹 線 道 路 の

整備 

■市道田富玉穂大津線の整備推進 

○リニア中央新幹線山梨県駅への主要なアクセス道路として、また、

リバーサイド地区～中央市役所～リニア山梨県駅方面を結ぶ本市の主

要な東西幹線道路としての位置づけと整備の推進 

■（都）大手二丁目浅原橋線の整備促進（県への要請） 

ロ）南北方向の

幹 線 道 路 の

整備 

■玉穂南北道路（構想）の整備推進（県との連携） 

○昭和バイバス～山梨大学医学部周辺～（主）韮崎南アルプス中央線

を結ぶ道路の新たな南北幹線道路としての位置づけと、整備の推進

〇北側の（都）昭和玉穂中央通り線の整備促進（県・昭和町との連携）

○当面は、（都）玉穂中央通り線の南部区間の整備推進 

■（主）甲府市川三郷線の機能強化 

○必要に応じた道路の拡幅・改良整備の促進（県への要請） 

■（主）甲府中央右左口線の機能強化（県への要請） 

■浅利バイパスの整備推進 

■田富南北道路（構想）の検討 

○田富西ランプ～中央市役所周辺～国道 140 号（市川三郷町）を結ぶ

道路の南北幹線道路としての位置付けと、整備のあり方の検討（長

期構想） 

ハ）都市計画道

路の整備 

■「中央市幹線道路網整備計画」に基づく都市計画道路の整備推進 

〇（都）玉穂中央通り線、（都）新環状南通り線など未整備区間の整

備推進 

③その他の主要道路

の改善・整備 

■シルクラインの延伸（構想）の検討 

○国道 140 号から玉穂地域乙黒を結ぶ構想路線の検討 

■市道玉穂豊富線等、主要市道の適切な維持管理 

■幹線道路間を結ぶ主要市道の改善・整備 

１）地域間、周辺都市を連絡する主要な幹線道路網の強化を図ります。 
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【幹線道路網の配置について】 
本市の骨格を形成する幹線道路については、次のように区分し、適切に配置するとともに、そ

れぞれの役割に応じて機能強化を図ります。 
※幹線道路の配置については、道路・交通まちづくり方針図を参照 

■中央市における道路網の区分と機能 

区  分 道路の役割・機能 対象路線 

高規格道路 自動車専用道路等、都市間を連絡す

る規格の高い広域的な幹線道路 

○新山梨環状道路（本線） 

広域幹線道路 都市間を連絡する広域的な幹線道路 ○国道 140 号 

市
街
地
周
辺 

主要幹線道路 中央市の骨格を形成し、３つの地域

や周辺都市との連絡等を担う主要な幹

線道路 

○新山梨環状道路（側道） 

○（主）甲府市川三郷線 

○（主）甲府中央右左口線 

（（都）大手二丁目浅原橋線） 

○（主）韮崎南アルプス中央線 

○（仮称）玉穂南北道路（構想） 

市街地幹線 

道路 

主要幹線道路を補完し、主に市街地

内の交通の集散を担う幹線道路や補助

幹線道路 

○市道田富玉穂大津線 

〇県道臼井阿原竜王線 

○田富南北道路（構想） 

○（都）大手二丁目浅原橋線など、

都市計画道路 20 路線 

その他主要道路 市街地や郊外地域の主要な生活道路 ○市道玉穂豊富線など、主要な市道

中
山
間
地
域 

地域幹線道路 中山間地域の骨格を形成し、地域間

を連絡する幹線道路 

○（主）甲府中央右左口線 

○市道 1016 号線 

○シルクライン 

（延伸構想路線を含む） 

○浅利バイパス 

その他主要道路 中山間地域の主要な生活道路等 ○主要な市道 

○主要な農道、林道 
 
■新たな構想・計画路線について 

本計画では、本市の幹線道路網強化に資する次の構想・計画５路線を位置づけています。 
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近年、JR身延線東花輪駅前広場が整備されましたが、今後も、本市の玄関口となっている各駅の交通結

節機能の強化や、市民の身近な足となる公共交通の充実を図り、住む人、訪れる人に快適で利便性の高

い交通環境の形成を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①JR身延線東花輪駅、

小井川駅の交通結節

機能の充実強化 

■JR身延線各駅の交通結節機能の充実 

○東花輪駅への主要なアクセス路である（主）韮崎南アルプス中央

線の改良、歩道の拡幅整備（県への要請） 

○小井川駅の交通結節機能の強化（アクセス道路など）、パークア

ンドライドの推進、コミュニティバスの運行など 

■JR身延線の観光利用の促進（観光PRなど） 

②公共交通の利便性の

向上 

■コミュニティバスの運行継続 

■将来に向けた持続可能な公共交通の検討 

■リニア中央新幹線山梨県駅の開業を見据えたバスネットワークの

再編検討と、JR 身延線を結ぶ新たな交通システムの検討（県との

連携） 

③リニア中央新幹線の

建設促進 

■リニア中央新幹線の建設促進 

〇令和９年（2027 年）の開業に向けた建設促進 

 
 

 

身近な生活道路の改善整備や安全・快適な歩行者・自転車ルートの確保、交通安全対策の強化

など、誰もが安心・快適に利用できる暮らしの道づくりを進めます。 

基本方針 施策の方針 

①主要な生活道路の改

善・整備 

■主要生活道路の改善・整備 

■交通安全、防災上問題のある道路の段階的な改善整備 

〇見通しの悪い交差点、狭あい道路や行き止まり道路の改善など 

②安心・快適な歩行者・

自転車ルートの確保 

■歩道の整備 

○交通量が多く歩道が未整備な幹線道路や通勤・通学のルートとな

っている道路の歩道整備や路側帯の確保などの推進 

〇身近な散策ルートの整備 

■サイクリングロードの整備 

〇笛吹川及び釜無川のサイクリングロードの整備（県への要請） 

③交通安全対策の推進 ■新山梨環状道路側道の交通安全対策の強化 

■事故の危険性が高く、交通渋滞の要因となっている交差点の改善 

■交通安全施設の整備充実 

○信号、横断歩道、ガードパイプ、カーブミラー等の設置 

■踏切の改善・安全性の確保 

■小・中学校の通学路に対する交通安全対策の推進 

〇車の走行速度の抑制、ゾーン 30 の指定、街灯設置など 

④道路の美化と適切な

維持管理 

■地域特性や周辺環境に即した道路緑化の促進 

■ボランティア等による道路清掃、花植え、街路樹等の維持管理の促進

２） JR 身延線駅の交通結節機能の充実や公共交通の利便性を高めます。 

３） 誰もが安心・快適に利用できる暮らしの道づくりを進めます。 
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■道路・交通まちづくり方針図（市全体） 
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■道路・交通まちづくり方針図（市街地部） 
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（１）基本方針 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■活力を創造するまちづくり方針の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農農業業ををははじじめめ、、商商業業、、工工業業、、観観光光ななどどのの地地域域産産業業のの活活性性化化をを図図りり、、  

活活力力とと交交流流をを高高めめるるままちちづづくくりりをを進進めめまますす。。  

本市は、これまで計画的な市街地整備の推進により、人口も順調に増加し、山梨大学医学部

や附属病院をはじめ、大型店舗、工業・流通施設等が集積するなど、住宅・産業都市として発

展してきました。 

農業においては米をはじめ、トマト、ナス、キュウリ、トウモロコシなどの野菜や果樹など

の産地で知られ、近年は農産物や畜産物を利用した特産品の開発や生産も行われています。 

本市においても、農業従事者の高齢化、後継者不足等による農業の低迷、既存商業地の活力

低下、工業の伸び悩みなど、総体的に地域産業の活力低下が懸念されていますが、今後、新山

梨環状道路や中部横断自動車道の全線開通、リニア中央新幹線山梨県駅の開業により、物流施

設など新たな企業、観光客誘致や農畜産物の販路開拓、各種活性化・交流機能の面において発

展的な期待がされます。 

本市が今後とも活気ある都市として発展していくためには、この地で働き、住み、訪れてみ

たいと思えるよう、都市全体の魅力と活力を高めていくことが必要です。 

このため、特産品開発や都市と農村交流の推進など本市の重要な産業である農業の活性化を

図るとともに、地域の多彩な資源を活用した市民・来訪者など多くの人との交流を高める活性

化策の推進、また、既存商業地の活性化、雇用や定住を支える既存工業団地への企業誘致に加

え、医療産業の集積など新たな産業を立地することにより活力と交流を創造するまちづくりを

促進します。 

２）地域ぐるみによる活性化と交流を
高めるまちづくりを推進します。 

②活性化・交流機能を担うルート・基盤の整備 

④地域ぐるみの活性化への取り組みの推進 

④農業を主体とした都市住民との交流促進 

③地域資源を効果的に活用したまちづくりの推進 

３）雇用と定住を支える商工業の

活性化を図ります。 

②農畜産物のブランド化と販売力の強化 

①優良農地の保全と農業生産基盤の充実 

⑤農業後継者・担い手の育成 

１）本市の重要な産業である農業

の活性化を図ります。 

①商業の活性化 

②工業の活性化 

活力を創造するまちづくり方針 ３ 地域産業・活性化

③耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

①既存のレクリエーション拠点の魅力づくり 

③新たな産業の育成 
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（２） 活力を創造するまちづくり方針 

 
 

野菜や果樹の産地として知られる本市の大きな特色の一つである農業の一層の活力を高めるた

め、優良農地の保全と農業生産基盤の充実を図るとともに、農畜産物のブランド化と販売力の強化、

耕作放棄地や遊休農地の有効利用、観光と連携した都市住民との交流促進などによる活性化を図

ります。 

基本方針 施策の方針 

①優良農地の保全と農業

生産基盤の充実 

■農業振興地域整備計画に基づく優良農地の計画的保全 

■都市型農業の確立 

〇農地の集約化、農業生産法人の設立支援と育成など 

■農業基盤整備の推進（農道、用排水路など） 

■農畜産物加工施設、農産物集荷施設整備への支援など 

■ 先端のロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の普及推進 

②農畜産物のブランド化

と販売力の強化 

■農畜産物のブランド化と特産品の開発 

（「富穂」等のブランド米、野菜類、果樹類、畜産物など） 

■企業と連携した特産物等の付加価値向上 

■農畜産物のブランド化に資する農村景観の維持・保全 

■地産地消と販売力の強化 

○地産地消の推進 

・道の駅とよとみ、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売

所など既存の農産物直売所の充実、各直売所の搬入物の充実、

学校給食での利用拡大など 

○販売力の強化 

・観光 PR 活動と一体となった流通直販ルートの拡大、ふるさと

宅配便、インターネットやＳＮＳ等の有効活用、道の駅とよ

とみ、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所での販売

強化など 

■６次産業化の推進 

■農畜産物の生産と連携した企業誘致の促進 

〇醸造用ブドウの生産とワイナリーの誘致など 

③耕作放棄地や遊休農地

の有効利用の促進 

■新規就農者の確保 

〇農業委員会、中央市農業振興公社等による就農希望者への斡旋、

農業法人化など 

■「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み推進 

■農地中間管理事業による斡旋 

■農・商・工等の連携した計画的な農業振興の推進 

④農業を主体とした都市

住民との交流促進 

■都市と農山村の交流促進 

〇交流の場として道の駅とよとみの活用など 

■市民農園の設置や景観緑地づくり 

■観光と連携した体験農業の普及促進（体験農場など） 

■都市農村交流施設の整備 

〇情報提供、PR の充実など 

⑤農業後継者・担い手の

育成 

■新規就農者の確保と受け入れ体制の強化 

〇農業へのインターンシップの導入、農地斡旋、農業環境づくり

〇新規就農希望者への情報提供、地域とのマッチング 

■新規就農者への支援充実 

■認定農業者・エコファーマーへの支援充実 

 

１） 本市の重要な産業である農業の活性化を図ります。 
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住んでみたい・訪れてみたいと思うようなまちの魅力を高めるため、本市のもてる地域資源をフル

に活用し、地域の創意工夫に基づいた地域ぐるみによる活性化と、住む人・訪れる人など多くの交流

を高めるまちづくりを推進します。 

基本方針 施策の方針 

①既存のレクリエーショ

ン拠点の魅力づくり 

■既存のレクリエーション拠点の魅力づくり 

○ふるさと景観拠点となる山の神千本桜周辺の維持管理 

○観光・交流機能を担うレクリエーション拠点の機能充実（道の

駅とよとみの魅力の向上、四季新鮮収穫広場「た・から」農産

物直売所の充実など） 

②活性化・交流機能を担う

ルート・基盤の整備 

■活性化・交流機能を担うルートの設定 

○ふるさとの景観、歴史文化をむすぶシルクの里交流軸の機能強

化と魅力づくり 

・眺望場所やポケットパーク、駐車場、サインの整備など 

○観光機能を担う道路の魅力づくり 

（シルクラインなど） 

○周辺都市と連携した周遊ルートの設定 

〇周辺市町村と連携したイベントの開催 

（良好な眺望を活用したウォーキング、サイクリングなど） 

○散策ルートの設定（ふるさとの散歩道など） 

■交流基盤の整備充実 

○市の玄関口であるJR東花輪駅、小井川駅の魅力の向上 

○主要な交流施設における駐車場、トイレ、案内板・サイン、案

内所等の充実 

③地域資源を効果的に活

用したまちづくりの推

進 

■豊かな森林・自然資源の有効活用 

（森林セラピー、環境学習の推進など） 

■特色ある歴史資源、農村景観、眺望景観の有効活用 

〇たいら山を中心とした日本三名峰眺望遊歩道の充実など 

■JR 身延線の観光利用の促進 

〇沿線観光 PR など 

■「中央市ふるさとまつり」などの充実・PRの推進 

■地域ぐるみによるお宝発見運動の展開 

〇潜在的な活性化資源の発掘 

■山梨フィルムコミッションの有効活用 

■山梨大学医学部の立地を活用したまちづくりの推進 

〇ウエルネス（健康増進）事業の促進、地域産業・企業と連携し

た地域振興、学生等の人材活用など 

④地域ぐるみの活性化へ

の取り組みの推進 

■「中央市観光振興基本計画」の推進 

■地域情報・PR の推進 

○中央市ホームページの活用、観光パンフレットの充実 

○富士の国やまなし館、富士の国やまなしネットの効果的な活用

○JR身延線（JR東海）と連携したPRの充実（さわやかウオーキ

ングなど） 

○メディアの積極的な活用（新聞、テレビ、雑誌、SNSなど） 

■地域ぐるみによるおもてなしの推進 

○市内の環境美化、まちかど花壇、花いっぱい運動の展開 

○おもてなしの心を醸成させる取り組みの促進 

○公共施設等、民間のノウハウを活用したおもてなしの推進 

○観光ボランティアガイドの育成 

 

２） 地域ぐるみによる活性化と交流を高めるまちづくりを推進します。 
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ＡＩや５Ｇの進化に伴い産業構造の変化やワークスタイルの変化が予想されています。今後は産業

構造の変化や働き方の変化を見据えた既存商業地の環境改善と活性化を図るとともに、リニア中央

新幹線や中部横断自動車道の整備にともなうポテンシャルの向上や県内有数の大型店舗や工業・

物流施設の集積を活かし、地域産業の活性化を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①商業の活性化 ■既存商業地の環境改善と活性化 

○既存商業地の環境整備（歩道、駐車場など） 

○観光と連携した活性化イベントの実施（サイクルイベント等）

○空店舗や既存施設の有効利用 

○地元商工会への支援 

・創業支援、後継者育成など 

○既存商業地と大型店舗の連携強化 

■大型店舗集積地区の利便性向上 

○交通アクセスの充実 

・アクセス道路の整備、コミュニティバスの運行など 

○大型店舗内へのコミュニティ施設の設置（託児所、集会所など）

②工業の活性化 ■既存工業団地等の活性化 

○優良企業の誘致促進 

○企業集積を活かしたまちづくり（工場見学、地場産品のPRなど）

○企業等を支える環境づくり 

・県と連携した優遇措置等の支援策の推進、人材・労働力の供

給、異業種交流や山梨大学との産学官連携強化など 

③新たな産業の育成 ■産業構造の変化やワークスタイルの変化、リニア中央新幹線山梨

県駅の開業や中部横断自動車道の全線開通を見据えた企業誘致

の促進 

〇首都圏の通勤圏になるメリットや情報ネットワークを活かし

た機能移転の促進 

（企業の本社機能移転、従業者の転入促進など） 

○首都圏、中部圏、東海圏との結びつきが強まることによる新た

な企業立地の促進（工業施設、研究施設、物流施設、集客施設、

観光施設など） 

〇地元雇用の確保 

■新たな産業の育成 

〇産官学連携による新たな地域産業の育成 

〇山梨大学医学部を拠点とした医療産業の集積 

３）雇用と定住を支える商工業の活性化を図ります。 
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■活力を創造するまちづくり方針図 
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（１） 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中央市らしさを育むまちづくり方針の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然の保全と活用 

自自然然とと風風土土、、人人々々のの営営みみにに育育ままれれたたふふるるささととのの風風景景をを大大切切ににしし、、  

花花とと緑緑にに包包ままれれたた愛愛着着とと誇誇りりののももててるるままちちづづくくりりをを進進めめまますす。。  

本市は、御坂山系から派生する曽根丘陵の山々、笛吹川や釜無川などの河川の水辺、富士山

や南アルプスをはじめとした山並みの眺望、平地部や山間地域に広がる田園風景など、豊かな

緑と四季折々の美しい風景に恵まれています。 

また、縄文時代から人が生活していた本市の歴史は古く、豊富地域を中心に、古墳や遺跡が

多くみられ、近世以降は養蚕の里として発展してきた特色ある歴史性をもっています。 

田富地域や玉穂地域では、過去の大規模な水害により、多くの歴史的資源が失われてしまい

ましたが、社寺や史跡などの歴史資源が広く分布しています。 

こうした自然、景観、歴史資源は、市民のふるさと意識、愛着を高める重要な要素であり、

中央市らしさや魅力を引き出す貴重な観光資源でもあります。 

今後、リニア中央新幹線の開業など、新たな発展が期待されていますが、こうした本市固有の

地域資源については、その価値を再認識し、魅力を損なうことのないよう、自然と風土、人々の

営みに育まれたふるさとの風景を大切にし、花と緑に包まれた愛着と誇りのもてるまちづくりを

推進します。 

①身近な緑の保全と活用 

２）ふるさとの美しい風景を育み、誰

もが愛着と誇りのもてるまちづくり
を進めます。 

②ふるさとの顔づくりの推進 

④協働による景観まちづくりの推進 

③緑化の推進 

③良好なまちなみの形成 

１）豊かな自然を守り、育むとともに、
自然とのふれあいの場として活

用を図ります。 

①森林資源の保全と活用 

中央市らしさを育むまちづくり方針 ４ 【自然環境・緑・景観】

花と水と緑のまちづくり 

景観まちづくり 

④協働による花と水と緑のまちづくりの推進 

３）花と水と緑に囲まれた彩りあるま
ちづくりを進めます。 

②緑の拠点とネットワークづくり 

①特色ある地域景観の保全と活用 

③貴重な動植物の生息環境の保全 

②水辺環境の保全と活用 
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（２） 中央市らしさを育むまちづくり方針 

 

 

森や水辺など、良好な自然環境の維持・保全を図るとともに、自然とのふれあいを高めるため、

積極的にレクリエーション活用を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①森林資源の保全と活用 ■「中央市森林整備計画」に基づく、森林の保全と適正な維持管理

■自然とのふれあいの場づくり 

（森林セラピー、森林環境学習など） 

②水辺環境の保全と活用 ■良好な水辺環境の保全 

〇水質検査の継続的実施など 

■水辺のレクリエーション活用（水辺の楽校、ほたるの保護活動等）

■河川や水路の水質保全 

○下水道整備の推進、合併処理浄化槽の普及促進 

③貴重な動植物の生息環

境の保全 

■ホタルやメダカなど貴重な動植物の生息環境の保全 

■自然環境の保全に配慮した施設整備 

④鳥獣害対策の推進 ■地域住民の生活や農業の保全等に配慮した鳥獣害対策の推進 

（耕作放棄地対策との連携など） 

 

 

 

「中央市景観計画」に基づき、自然と風土と人々の永い営みにより育まれたふるさとの美しい風

景を守り、市民や来訪者など、誰もが愛着と誇りのもてるまちづくりを進めます。 

基本方針 施策の方針 

①特色ある地域景観の保

全と活用 

■自然景観（資源）の保全 

○森林景観の保全、水辺景観の保全・河川美化 

・不法投棄のパトロールの実施など 

■優れた眺望景観の保全と眺望場所の整備 

○優れた眺望景観の保全、眺望域の保全 

（田富地域、玉穂地域の水田地帯からの富士山や南アルプス等

の山並みの眺望、豊富地域の高台からの甲府盆地の眺望な

ど） 

○眺望場所（ビューポイント）の整備 

（日本三名峰眺望遊歩道など） 

■歴史文化的景観の保全とまちづくりへの活用 

○代表的な歴史的景観資源の保存とまちづくりへの活用 

（八幡穂見神社、八幡大神社、歓盛院等の社寺、王塚古墳、旧

小井川郵便局等の歴史的建造物など） 

○身近な歴史文化資源の顕在化とまちづくりへの活用 

（蔵、土塀、水路、塚、祠、道祖神、古木など） 

■特色ある農村景観の保全（里山、特徴的な集落景観、農地など）

○里山を背景とした特徴的な農村景観の保全（豊富地域） 

○360 度の眺望が広がる水田景観の保全（田富地域、玉穂地域）

○古くからの趣のある集落地景観の保全 

○果樹園の景観保全（豊富地域） 

１） 豊かな自然を守り、育むとともに、自然とのふれあいの場として活用を図ります。 

自然の保全と活用 

２） ふるさとの美しい風景を育み、誰もが愛着と誇りのもてるまちづくりを進めます。 

景観まちづくり 
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基本方針 施策の方針 

②ふるさとの顔づくりの

推進 

■多様な拠点の景観の向上 

○中心拠点 

（東花輪駅・中央市役所周辺） 

○地区拠点 

（玉穂支所周辺、豊富支所周辺） 

○流通・物流拠点 

（成島・乙黒周辺） 

○産業拠点 

（山梨ビジネスパーク、一町畑工業団地、国母工業団地） 

○レクリエーション拠点 

（道の駅とよとみ、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売

所、中央市総合防災公園、豊富シルクの里公園周辺、玉穂ふ

るさとふれあい広場） 

○ふるさと景観拠点（山の神千本桜周辺） 

○都市機能集積拠点（山梨大学医学部周辺、リバーサイド地区）

■魅力ある景観ネットワークの形成 

○既存商業地を中心とした活性化・交流機能を担うまちのにぎわ

い交流軸の景観形成 

○骨格的な水と緑の軸の景観形成 

（笛吹川、釜無川、神明川、浅利川、山王川、常永川など） 

○シルクの里交流軸等の主要ルートの景観形成 

（シルクライン、（主）甲府中央右左口線など） 

○地域の景観資源を結ぶ身近な散歩道づくり 

・ルート設定、ポケットパークやサイン、トイレの整備など 

③良好なまちなみの形成 ■地域特性に応じた適切な景観コントロールの推進 

○景観を妨げている要因の改善 

（屋外広告物、ごみの不法投棄・ごみやたばこのポイ捨てなど）

○「中央市景観計画」及び「中央市景観条例」に基づく良好なま

ちなみの誘導 

■緑化の推進 

■自然や景観に配慮した公共施設の整備 

④協働による景観まちづ

くりの推進 

■景観行政の推進に向けた庁内体制の強化 

■市民参加による景観まちづくりの推進 

○良好な景観形成に向けたルールづくりの推進 

・地区計画、景観協定、街並み協定等の活用 

○市民の景観形成活動の推進 

・花植え・緑化・環境美化活動の促進、景観形成活動団体への

支援など 

○景観の向上に向けた啓発活動の推進 

・景観マップの作成、中央市風景 30 選の選定、講演会、景観

まち歩きイベント、表彰制度の創設など 



69 

 

 

身近な自然や緑を守り・育むとともに、公園等の緑の拠点や緑のネットワークづくり、公共施設や

家々の緑化の推進、協働による花と緑のまちづくりの推進により、花と水と緑に囲まれた彩りあるま

ちづくりを進めます。 

基本方針 施策の方針 

①身近な緑の保全と

活用 

■優良農地の計画的な保全、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

■里山の保全と活用 

・荒廃した里山の適切な維持管理、植林活動など 

■身近な緑の保全（雑木林、社寺林、屋敷林、大木・古木など） 

②緑の拠点とネット

ワークづくり 

■水と緑の拠点づくり 

○既存の緑の拠点の機能の充実・魅力の向上 

（中央市総合防災公園、豊富シルクの里公園、玉穂ふるさとふれ

あい広場、山の神千本桜周辺、たいら山周辺） 

○新たな緑の拠点となる公園緑地の検討 

■身近なみどりの拠点づくり 

○既存の都市公園、農村公園、広場等の機能の充実 

○住宅地や集落地に不足している公園・広場等の整備の推進 

■水と緑のネットワークづくり 

○日本三名峰眺望遊歩道の充実 

○登山道・ハイキングルートの充実など 

○サイクリングロードの充実（笛吹川、釜無川） 

③緑化の推進 ■公共施設の緑化推進 

○主要な道路の緑化の推進 

○主要な公共施設の緑化の推進 

（小中学校、公園、主要な公共施設など） 

■民有地の緑化促進 

（大型店舗集積地区、工業団地、流通団地、住宅地、集落地など）

④協働による花と水

と緑のまちづくり

の推進 

■市民参加による花と水と緑のまちづくりの推進 

○市民による花植活動の推進 

・まちかど花壇の設置など 

○緑の普及・啓発活動の推進 

・緑の募金事業の実施及び推進など 

○環境教育の推進（緑の少年少女隊、里山を活用した環境学習など）

○住民参加による公園・広場づくり 

（ワークショップ等による住民参加） 

■緑の保全・育成に関する仕組みの充実 

○「（仮称）中央市緑の基本計画」の検討 

○緑の無料相談の実施 

３） 花と水と緑に囲まれた彩りあるまちづくりを進めます。 

花と水と緑のまちづくり 
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■中央市らしさを育むまちづくり方針図 
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（１）基本方針 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防災まちづくり方針の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

水水害害やや地地震震ななどどのの災災害害かからら市市民民のの生生命命とと財財産産をを守守るる、、  

災災害害にに強強いいままちちづづくくりりをを進進めめまますす。。  

東日本大震災やその後に続いた大規模な地震・豪雨・土砂災害による被害はまだ記憶に新し

く、改めて自然災害の怖さと災害に対して、いかに日常的な備えが重要であるかを考えさせら

れました。 

「第２次中央市長期総合計画」で実施した市民アンケート調査における施策の重要度では、

「防災体制の充実」が も高いランクにあり、高い関心を示しています。 

本市は、地勢上、釜無川と笛吹川が合流する甲府盆地の低地部にあるため、古代より水害に

悩まされ、まさに水害との闘いの歴史でありました。その歴史の中で、微高地などに集落地が

形成され、自然と共生しながら暮らしを営んできました。 

河川改修整備により治水安全性の向上が図られていますが、近年の市街化の進行と農地の減

少、雨水流出量の増大、洪水調整機能の低下に伴い、水害に対するリスクが指摘されており、

特に、田富地域、玉穂地域の南部地区に対しては、これに対処する内水氾濫対策が急務となっ

ています。 

「東海地震被害想定調査（平成 17 年）」によれば、本市は地質的にみて、県下で も地震時

の液状化現象による被害を受けやすい地域として指摘されています。 

こうした水害や地震などの自然災害から、市民の生命と財産を守り、安全・安心に暮らして

いけるよう、水害対策の強化、地震・火災に対する安全性の向上、防災拠点や防災施設・防災

設備の充実、市・地域ぐるみの防災体制の強化など、災害に強いまちづくりを進めます。 

１）水害やがけ崩れなどに対する

安全対策を強化します。 

①水害に対する安全対策の強化 

②がけ崩れ等の治山対策の強化 

２）水害や地震・火災など、災害に

強いまちづくりを推進します。 

①防災拠点・避難場所等の充実・強化 

②基盤施設の耐震化と防災関連施設の整備充実

③緊急輸送道路、避難路等の機能強化 

④建築物の耐震化の促進 

３）地域ぐるみによる防災体制の

強化を図ります。 

①防災体制の強化 

②防災意識の向上 

③地域の自主防災組織の育成強化 

⑤木造密集住宅地の環境改善 

市民の安全を守る防災まちづくり方針 ５ 【防 災】
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（２） 防災まちづくり方針 
 

 

田富地域、玉穂地域の南部地区及び豊富地域の北部地区における内水氾濫対策を重点に、水

害に対する安全対策の一層の強化を図るとともに、豊富地域については、がけ崩れなどの治山対

策を推進します。 

基本方針 施策の方針 

①水害に対する安全対

策の強化 

■内水氾濫対策の推進 

○高い保水力を持つ水田など農地の計画的な保全 

○開発に伴う調整池の設置による雨水流出量の抑制 

○公共施設や各戸への雨水貯留施設・浸透桝・緑地の設置による流

出抑制の促進 

○河川改修の促進（鎌田川の改修（県事業）など）や上記の流出抑

制等による内水氾濫対策の強化 

○上流市町村との調整、流域全体での土地利用調整などの協力体制

による流出抑制の促進 

■主要な河川の治水安全対策の強化（国や県に要請） 

○笛吹川、釜無川、鎌田川など、重要水防区域の堤防強化など 

○水害の危険性のある河川の改修 

■その他の安全対策の推進 

○洪水ハザードマップの周知 

〇住民への避難準備・対策方法、避難方法、復旧方法の周知 

○自然災害の想定される地域における開発行為等に対する適正指

導の強化 

○避難場所の周知 

○ウェブカメラや雨量計設置等による監視強化、災害情報伝達の迅

速化 

②がけ崩れ等の治山対

策の強化 

■土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の周知（豊富地域） 

〇「中央市防災マニュアル」、市ホームページ等による周知 

■危険区域に対する安全対策の推進 

（豊富地域を中心とした急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流、

崩壊土砂流出危険地区、山腹崩壊危険地区） 

■土砂災害特別警戒区域における開発行為等に対する適正指導の強

化 

 

１） 水害やがけ崩れなどに対する安全対策を強化します。 
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市街地や集落地の防災性の向上を図るため、防災拠点や避難場所の充実と強化、防災施設や

避難路の充実、耐震化の促進等を図るなど、環境改善等による防災性の向上と防災機能の充実・

強化を推進し、災害に強く安全・安心なまちづくりを推進します。 

基本方針 施策の方針 

①防災拠点・避難場所

等の充実・強化 

■主要な防災拠点の機能強化 

○市の防災拠点（中央市役所及び中央市総合防災公園） 

・中央市総合防災公園の整備推進 

・災害対策本部体制の再編 

■主要な防災拠点の連携強化 

○地区防災拠点（玉穂支所、豊富支所） 

■指定避難場所（避難所・避難地）の定期的な見直しと機能の充実 

○避難所・避難地 19 カ所、集合地 82 カ所、福祉避難所 3 カ所 

（令和元年現在） 

○避難地の看板、誘導標示板の充実など 

②基盤施設の耐震化

と防災関連施設の整

備充実 

■橋梁点検に基づく老朽化した橋梁の補修・補強の推進 

■上下水道施設の耐震化や液状化対策の推進 

 ○「中央市新水道ビジョン」にもとづく上水道施設の耐震化の推進

（玉穂地域は甲府市水道局への要請） 

 〇緊急輸送路等の下水道施設の耐震化の推進 

■防災設備の整備充実 

○消防水利施設の不足する地域の消火栓や防火水槽の整備 

○防災行政無線の難聴区域の解消 

○防災備蓄倉庫設置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置 

■水害に対する河川の監視と情報提供の充実 

〇水位計や定点カメラの充実と監視結果の適切な情報提供 

③緊急輸送道路、避難

路等の機能強化 

■緊急輸送道路の機能強化 

○「山梨県緊急輸送道路ネットワーク計画」に定められている緊急

輸送道路（国県道）の機能強化とこれらにアクセスする主要な市

道の強化＊ 

■主要な避難ルートの確保 

○災害時の避難路や救援救急活動のルートとなる主要な生活道路の

拡幅及び整備 

④建築物の耐震化の

促進 

■公共建築物の耐震化 

〇「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく非構造部材の耐震

化の推進 

〇その他公共建築物の耐震化の推進 

■民間建築物の耐震化の促進 

○耐震診断の推進 

・耐震診断の一部補助、事業のPR、普及啓発 

○老朽建物等の耐震化の促進 

・耐震改修工事の一部補助 

⑤木造密集住宅地の

環境改善 

■防災面や通行上支障のある生活道路の改善 

■避難ルートの確保 

■狭あい道路の改善 

■倒壊の恐れのあるブロック塀の改善など 

■「中央市空家等対策計画」に基づく空き家対策の推進 

・管理不全な空き家等に対する安全措置の実施 

注）＊詳細は（２）道路・交通まちづくり方針の１）-②主要な幹線道路網の整備・強化を参照 

２） 水害や地震・火災など、災害に強いまちづくりを推進します。 
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防災意識の向上と災害リスクに対する理解を深めるとともに、地域の自主防災組織の育成、災

害時における関係機関の連携体制の強化、災害時行動マニュアルの作成など、市全体・地域ぐる

みの防災体制の強化を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①防災体制の強化 ■「中央市地域防災計画」に基づく全市的な防災体制の強化、地域住

民が主体となった防災体制づくりの促進 

■災害時の連携体制の強化（消防署・消防団、警察、医療機関など）

■「中央市防災マニュアル」の周知 

②防災意識の向上 ■洪水ハザードマップの周知徹底と自然災害に対する積極的な情報

公開の推進 

■防災訓練の内容見直し検討と継続的な改善 

■地域住民による避難ルートの再確認と、住民参加による地域単位

の防災マップづくりの促進 

■広域避難の検討、避難方法の検討と周知 

③地域の自主防災組織

の育成強化 

■既存の自主防災組織の強化 

〇自主防災会への支援 

■NPO、企業等との連携 

■災害ボランティアの育成（社会福祉協議会、市民グループ等） 

■消防団の担い手の育成・強化 

 

 

 

 

３） 地域ぐるみによる防災体制の強化を図ります。 
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■防災まちづくり方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

（１） 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■暮らしの環境づくり方針の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活環境、文化、福祉、環境】

全全国国的的ににもも評評価価のの高高いい「「住住みみややすすいいままちち」」ととししてて、、  

人人やや環環境境ににややささししくく、、誰誰ももがが安安心心・・快快適適にに、、いいつつままででもも住住みみ続続けけらられれるる  

暮暮ららししのの環環境境づづくくりりをを進進めめまますす。。  
  

本市は交通アクセス条件に恵まれ、道路や公園等の基盤施設や医療・福祉施設等が比較的

充実し、大規模商業施設や工業団地も立地するなど、全国 812 都市を対象とした令和２年の

「住みよさランキング」において県内第１位の、利便性の高い都市となっています。 

「第２次中央市長期総合計画」で実施した市民アンケート調査によると、約９割の市民が

本市を住みやすいまちと評価しており、保健・医療・福祉の充実、基盤施設の充実、産業経

済の活性化など、更なる生活環境の向上を望んでいます。 

ここでは、市民の暮らしに身近な次の４つの視点から、身近な生活環境が充実し、文化の

香り高く、高齢者など人に優しく、環境に配慮した誰もが安心・快適に、いつまでも住み続

けられる「住みやすいまち」にふさわしい暮らしの環境づくりを積極的に推進します。 

 

 

①身近な生活環境の改善・整備の推進 

②良質な住まいづくりの推進 

①地域文化の保全と継承 

②文化・交流活動の活性化 

①施設のバリアフリー化の促進 

②安心して暮らせる福祉の環境づくり 

①自然環境に配慮したまちづくりの推進 

②省エネルギー・リサイクル型のまちづくりの
推進 

１）安心・快適な生活環境と良質な
住まいづくりを推進します。 

２）地域の個性を大切に育む文化の
香り高いまちづくりを推進します。 

３）誰もが安心して暮らせるひとにや
さしいまちづくりを推進します。 

４）限りある資源を大切にし、環境に
配慮したまちづくりを推進します。 

③協働による福祉のまちづくりの推進 

③協働による環境まちづくりの推進 

 生活環境づくり   ～ 安心・快適な生活環境と良質な住まいづくり 

 文化のまちづくり  ～ 地域の個性を大切に育む文化の香り高いまちづくり 

 福祉のまちづくり  ～ 誰もが安心して暮らせるひとにやさしいまちづくり 

 環境まちづくり    ～ 限りある資源を大切にし、環境に配慮したまちづくり 

安心・快適に住み続けられる暮らしの環境づくり方針 ６ 

生活環境づくり 

文化のまちづくり 

福祉のまちづくり 

環境まちづくり 
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（２） 暮らしの環境づくり方針 
 
 

 

生活道路や公園、上下水道、情報通信などの生活基盤、交通安全対策、教育・文化コミュニテ

ィ施設、防犯対策など、安心・快適な生活環境の充実を図るとともに、多様な世代が住まえる良

質な住宅地や住宅の供給を図ります。 

基本方針 施策の方針 

①
身
近
な
生
活
環
境
の
改
善
・
整
備
の
推
進 

イ）生活基盤施設の

整備・充実 

■生活道路の改善整備 

○幅員の狭い道路や行き止まり道路の改善整備 

○防災性・交通安全性の向上に配慮した主要生活道路網の検討と

改善整備 

○歩いて楽しいみちづくり 

（商業地、河川沿い、主要な公共施設周辺など） 

■身近な公園・緑地の整備 

○都市公園や身近な緑地の整備・保全 

○指定管理者制度の導入による効率的な維持管理 

■下水道等の整備推進 

○公共下水道事業の推進（未整備地域） 

・下水道の耐震化（避難路・緊急輸送路に埋設された下水道

施設、重要な下水道管（幹線）など） 

・整備後の本管への接続の促進 

〇下水道施設の計画的な維持・改修 

・下水道ストックマネジメント計画の策定検討 

■上水道施設の整備 

○「中央市新水道ビジョン」に基づく水道施設の計画的な維持・

改修、耐震化（玉穂地域は甲府市水道局へ要請） 

■河川・水路の整備 

■「中央市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設の適正な

維持管理の推進 

■情報ネットワークの強化 

 ○公共施設のネットワークの整備、電子自治体の推進 

・マイナンバーカードの普及、公共施設のオンライン予約シ

ステムの構築など） 

 ○山梨県情報ハイウェイの有効活用の推進 

■情報ネットワークの進歩に対応したまちづくりの検討 

 ○Wi-Fiの整備促進 

〇新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅勤務の拡大など新た

な働き方に対応したまちづくりの推進 

■多文化共生のまちづくりの推進 

〇多言語に対応したサインの整備、通訳サービスの提供など 

１） 安心・快適な生活環境と良質な住まいづくりを推進します。 

生活環境づくり 
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基本方針 施策の方針 

①
身
近
な
生
活
環
境
の
改
善
・
整
備
の
推
進 

ロ）交通安全対策の

推進 

■新山梨環状道路側道交差点の交通安全対策の強化（県への要

請） 

■歩道・自転車道の整備・路側帯の確保（県への要請） 

（（主）甲府市川三郷線等の歩道未整備な幹線道路など） 

■通学路等の交通安全対策の強化 

○歩道・路側帯の確保、車の走行速度の抑制、ゾーン 30 の指

定、街灯整備など 

■危険性が高く、渋滞の要因となっている主要交差点の改良（県へ

の要請） 

（（主）甲府市川三郷線沿道等の主要交差点３カ所など） 

■交通安全施設の整備・充実 

（カーブミラーやガードパイプなど） 

■居住エリアへの通過交通の抑制策の検討 

○適正な交通規制の導入検討、快適な歩行空間の確保 

・ゾーン30の指定など 

ハ）教育・文化・コ

ミュニティ施設

の充実 

■学校施設の改善・整備 

〇「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく、施設の改修

〇空き教室の有効利用（放課後児童クラブなど） 

■コミュニティ施設の改善・整備 

○老朽化した公民館、集会所等の改築・改善 

○保育園の改修や建て替え促進、統廃合・民営化の検討 

○子育て支援センター充実 

■文化交流施設の充実 

ニ）防犯対策の推進 ■防犯訓練・防犯教室の実施 

■地域住民と連携した防犯対策の促進 

○子ども見守り隊の充実・強化 

 ○ヒヤリハット・マップの作成、住民同士の挨拶の励行など 

○自主防犯パトロールの強化・支援 

■街路灯・防犯灯の設置、適切な維持管理 

②
良
質
な
住
ま
い
づ
く
り
の
推
進 

イ）まちなか居住の

促進 

■土地区画整理事業地区への定住促進 

■市街化区域内の計画的な市街地整備の促進と定住促進 

ロ）良質な住宅地の
供給 

■リニア中央新幹線の開業を見据えた計画的な市街地整備によ

る良質な住宅地の供給 

ハ）良質な公的住宅の

供給 

■「中央市公営住宅等長寿命化計画」に基づく市営住宅の計画的

な改善・建て替えの推進 

ニ）二地域居住・田

舎暮らしの促進 

■首都圏をターゲットとした効率的なPR 

■「中央市空家等対策計画」に基づく空き家等の適切な維持管理、

空き家・土地情報の提供 

〇空き家の利活用に向けた支援制度の検討 

〇空き家バンクを活用したマッチング情報の充実 

〇やまなし暮らし支援センターとの連携 
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■暮らしの環境づくり方針図 （生活環境づくり方針） 
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永い歴史の中で育まれた地域文化や歴史文化資源を大切に守るとともに、これらの資源を活

かした新たな地域文化の創造、市民や来訪者、外国人居住者など、多様な人々の文化交流を促

進し、文化の香り高いまちづくりを推進します。 

基本方針 施策の方針 

①
地
域
文
化
の
保
全
と
継
承 

イ）地域文化の保全と

継承 

■伝統文化の保全と継承（粘土節など） 

■地域に根ざしたイベントの充実 

○中央市ふるさとまつりの充実 

・観光農業との連携など 

○地域の行事やイベントの充実・復活（運動会など） 

ロ）歴史文化資源の保

全 

■文化財の保全・周知 

・指定文化財の保全、文化財ガイドによるPRなど 

■潜在的な歴史文化資源の再発見活動の促進 

（旧豊富村役場庁舎をはじめ蔵、土塀、水路、塚、祠、道

祖神、古木など） 

ハ）地域資源を活かし

た文化の創造 

■農業を活用した地域文化の創造 

○農畜産物のブランド化、特産品の開発 

○都市と農村の交流促進（農業体験など） 

■森林を活用した地域文化の創造 

〇森林セラピー、環境学習の推進など 

■潜在的な人的資源の活用 

〇本市に縁の著名人・文化人の活用など 

■多様な魅力資源を結ぶ「ふるさと散歩道」づくり 

〇ふるさとウォーキングの実施 

〇日本三名峰眺望遊歩道の充実 

〇市街地内の魅力資源をつなぐ身近な散歩道の検討 

②
文
化
・
交
流
活
動
の
活
性
化 

イ）生涯学習の充実 ■生涯学習プログラムの充実 

 ○県内大学やＮＰＯ、ボランティア団体や市内各種団体と

連携した生涯学習講座の実施、生涯学習プログラムの充

実など 

○高齢者学級のプログラムの充実 

ロ）文化・交流活動の活

性化 

■地域コミュニティ活動の再生・活性化 

〇向こう三軒両隣のふれあい、地域活動、地域間・世代間

交流、外国人居住者のコミュニティ活動への参加など 

■図書館活動の推進（田富図書館、玉穂生涯学習館、豊富図

書館） 

■スポーツ活動拠点の充実 

〇中央市総合防災公園の利用促進 

〇学校体育施設等を活用した活動の充実 

ハ）市民参加によるま

ちづくりの推進 

■参加型まちづくりの推進 

○タウンミーティングなど、市民のまちづくりへの参加促

進 

○学生のまちづくりへの参加促進 

■参加型まちづくりに対する支援や仕組みの充実＊ 

注）＊詳細は「第５章 計画の実現に向けて」を参照 

 

２） 地域の個性を大切に育む文化の香り高いまちづくりを推進します。 

文化のまちづくり 
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■暮らしの環境づくり方針図 （文化のまちづくり方針） 
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公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進、高齢者・障がい者に配慮した福

祉・医療施設など、生活環境の充実、子育て環境の充実など、誰もが安心して暮らせるひとにや

さしい福祉のまちづくりを推進します。 

基本方針 施策の方針 

①
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
促
進 

イ）主要な市民利用施設

のバリアフリー化

の促進、ユニバーサ

ルデザインの導入 

■公共交通機関のバリアフリー化の促進 
○鉄道駅（東花輪駅、小井川駅）のバリアフリー化の促進

（JR東海への要請） 
○ノンステップバスの導入、バス停のバリアフリー化など

■主要な歩行者空間のバリアフリー化の推進 
（主要公共施設周辺の歩道・歩行者空間など） 

■主要な公共施設のバリアフリー化の推進、ユニバーサルデ
ザインの導入検討 

■主要な民間施設のバリアフリー化への適切な誘導 
（大型店舗施設、病院、金融機関など） 

ロ）バリアフリー促進ゾ

ーンの検討 

■バリアフリー促進ゾーンの検討 
○多くの市民や来訪者等が利用する主要なまちの拠点の

バリアフリー化の促進（中心拠点、地区拠点、商業拠点、
ふるさと景観拠点、レクリエーション拠点など） 

②
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
福
祉
の
環
境
づ
く
り 

イ）高齢者・障がい者に

配慮した生活環境

の充実 

■既存の福祉施設や福祉サービスの充実 
■障害者自立支援法に基づいた福祉サービスの提供 
■医療体制の充実 

○地域のかかりつけ医と山梨大学医学部附属病院との連
携などによる在宅医療体制の充実 

○山梨大学医学部と連携した健康プログラムの推進 
（健康セミナー、ウォーキングなど） 

■高齢者・障がい者等に配慮した住まいづくりの推進 
○公営住宅等長寿命化計画に基づく高齢者に対応した公

営住宅の供給検討 
○住宅のバリアフリー化支援 

・公営住宅のバリアフリー化、高齢者世帯へのリフォー
ム資金の支援など 

■高齢者等の社会参加の促進 
○生涯学習・高齢者学園のプログラムの充実 
○生涯学習活動を通じた社会参加の促進など 

■高齢者・障がい者のための居住サポートの推進 
（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホー

ムなど） 
■高齢者等の利用を考慮した移動サービスの充実 

（ボランティアによるお出かけサービスなど） 

ロ）子育て環境の充実 ■「中央市子ども・子育て支援事業計画」に基づく支援の充実
■子育て支援の核づくり 

○子育て支援センターの充実 
■時間外保育・休日保育の充実 
■放課後児童クラブの施設充実など 
■保育施設の機能の充実 

○保育内容の充実 
○保育園の改修、統廃合、民営化の推進 

■「中央市子どもの貧困対策推進計画」の推進 

ハ）健康づくりの推進 ■健康づくりの支援充実 
（健康相談、健康教室、ウォーキングなど） 
■安心・安全な散歩道の設定 

３） 誰もが安心して暮らせるひとにやさしいまちづくりを推進します。 

福祉のまちづくり 
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基本方針 施策の方針 

③
協
働
に
よ
る
福

祉
の
ま
ち
づ
く

り
の
推
進 

イ）福祉のまちづくり

の推進体制の強化 

■相談窓口と庁内体制の充実 

ロ）協働による福祉の

まちづくりの推進 

■地域福祉計画に基づく福祉のまちづくりの推進 

・人材の確保、リーダーの育成、ボランティア活動の

推進、多様なネットワーク体制の構築、社会福祉協

議会の育成など 

■ボランティアセンターの利用促進など 

・田富中央児童館 

・穂のか「中央市・昭和町障がい者相談支援センター」・東花輪駅 

・まみい・キッズこども園 
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■暮らしの環境づくり方針図 （福祉のまちづくり方針） 
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自然環境の保全や自然に配慮したまちづくりの推進、ごみの減量化と資源リサイクルの推進、

新エネルギー・クリーンエネルギーの活用、地球温暖化防止に向けた取り組みの推進など、限り

ある資源を大切にし、循環型社会の構築に向け、環境に配慮したまちづくりを推進します。 

基本方針 施策の方針 

①
自
然
環
境
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

イ）自然環境の保全 ■森林の保全 

〇森林整備計画に基づく森林の保全と適正な維持管理など 

■河川・水路等の水環境の保全 

〇下水道整備の推進、合併処理浄化槽の普及促進 

■ごみの不法投棄の防止 

 〇監視活動の強化、不法投棄の未然防止に向けた啓発、改

善指導の強化、警告看板の設置など 

ロ）自然や生態系に配

慮した施設整備の

推進 

■多自然工法の導入検討 

（エコロード、河川整備における自然護岸など） 

ハ）環境保全型農業の

推進 

■環境保全型農業の促進 

〇減農薬農業によるブランド米の導入促進など 

■環境保全型農業への支援策の充実 

〇GAP 認証制度の活用、エコファーマー制度の活用、環境

保全型農業技術の導入促進など 

ニ）自然環境に配慮し

た生活環境づくり

の推進 

■大気汚染の防止 

〇エコドライブの啓発検討など 

■公害軽減化への対応 

〇騒音・振動・悪臭等の再発防止のための指導など 

■環境に配慮した交通環境対策の推進 

〇道路整備促進による交通渋滞の緩和、パークアンドライ

ドの推進など 

②
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
リ
サ
イ
ク
ル
型 

の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

イ）効率的なごみ処理

と資源リサイクル

の推進 

■ごみ処理広域化の促進 

〇新たなごみ処理施設の整備促進 

■ごみの分別・減量化の推進 

■資源ごみのリサイクルの推進 

○資源ごみ回収の強化とリサイクル意識の向上 

ロ）新エネルギー・ク

リーンエネルギー

の活用促進 

■「中央市地域新エネルギービジョン」に基づく新エネルギ

ーの活用推進 

○バイオマスエネルギーの活用検討（木質系バイオマスの

チップ化、生ごみの堆肥化など） 

○公共施設の新エネルギーの導入推進 

（太陽光発電、地下水利用ヒートポンプ、小水力発電な

ど） 

ハ）地球温暖化防止に

向けた取り組みの

推進 

■「（仮称）中央市地球温暖化対策実行計画」の策定 

■温室効果ガス（二酸化炭素）排出削減対策の推進 

○主要公共施設等の温室効果ガスの削減 

 

４） 限りある資源を大切にし、環境に配慮したまちづくりを推進します。 

環境まちづくり 
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基本方針 施策の方針 

③
協
働
に
よ
る
環
境
ま
ち
づ
く
り
の
推
進 

イ）循環型社会の構築

に向けた取り組み

の推進 

■環境に関わる既存施策との連携 

（「第２次中央市環境基本計画」、「中央市一般廃棄物処理基

本計画」など） 

■循環型社会の構築に向けた仕組みの充実 

○環境ボランティアへの支援策の検討 

○新エネルギーの活用促進 

ロ）協働による環境保

全 ・ 省 エ ネ ル ギ

ー・リサイクル活

動の推進 

■環境に対する意識の啓発 

○環境学習の推進 

・小・中学校への再生可能エネルギー設備の導入（太陽光

発電など） 

・エネルギー環境学習教室の開催など 

○グリーン購入の推進 

・環境への負荷ができるだけ小さいものを優先的に購入 

■地域ぐるみの３Ｒ運動＊の普及 

○地域・学校・職場など、地域ぐるみの３Ｒ運動の展開 

■その他 

○既存のごみ処理センターを活用した環境教育 

〇ごみの分別・減量化と資源リサイクルの活動推進 

・できるところからはじめるリサイクル 
注）＊３R 運動：「Reduce（リデュース）：削減、無駄遣いを減らす」、「Reuse（リユース）：再利用」、「Recycle

（リサイクル）：再生、再資源化する」の３つの頭文字（R）をとったごみ減量のための運動。 

・24 時間リサイクルステーション 
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■暮らしの環境づくり方針図 （環境まちづくり方針） 
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・リバーサイドタウンの桜並木 



第４章

地域別まちづくり方針
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【地域区分について】 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【地域別まちづくり方針の構成】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■地域区分図 

■地域別まちづくり方針の構成 

■田富地域 

■玉穂地域 

■豊富地域 

※まちづくり市民会議から中央市へ提案された「地
域まちづくり市民プラン」の内容については資料
編参照 

【地域別まちづくり方針の考え方】 

「地域別まちづくり方針」は、今後の地域単位のまちづくりの指針となるもので、全体構想で示したまち

づくり方針を踏まえるとともに、地域特性や住民意向を反映したよりきめの細かい「まちづくり方針」を示

します。 

また、地域別まちづくり方針の改定にあたっては、過去に実施した各種アンケート調査結果や計画策

定当初に実施した「まちづくり市民会議」などの市民意見や提案なども踏まえています。 

■○○○地域まちづくり方針  

（１）地域の特性とまちづくりの課題 

（２）地域の将来像 

  ①将来像と基本理念 

  ②まちづくりの目標 

③まちづくりの基本方針 

（３）地域まちづくり方針 

第４章 地域別まちづくり方針 

■地域別まちづくり方針について   

地域区分については、現在の生

活圏域を基本に、町村の合併経

緯、地形や地域のまとまりなどを

考慮して、右図に示すような３つ

の地域に区分しています。 

■地域別まちづくり方針は、３つの地域ごと

に、地域の特性とまちづくりの課題、地域

の将来像、地域まちづくり方針により構成

し、それぞれに、市民意向を踏まえた内容

でまとめています。 

■地域まちづくり方針の施策は、分野別まち

づくり方針の中でも、その地域で取り組む

べき主要なまちづくり施策を整理し、市民

会議の提案などの市民意向を反映したまち

づくりの方向性を簡潔に示しています。 

■「地域の将来像」（将来像、基本理念、まち

づくりの目標、まちづくりの基本方針）に 

ついては、地域住民が抱く地域の将来イメ

ージやまちづくりに対する思いを共有し、

本計画が市民にとって身近に親しみがもて

るよう、「まちづくり市民会議」の提案を活

用しています。 
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（１）地域の特性とまちづくりの課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■位 置 

○田富地域は、本市の北西部に位置し、北側は昭和町、西側は

南アルプス市、南側は市川三郷町に隣接しています。 

○笛吹川と釜無川に挟まれ、地域南西部は両河川の合流部とな

っており、釜無川により形成された沖積平野に、北部から南

部にかけて緩やかに傾斜した水田地帯が広がっています。 

○JR 身延線東花輪駅が地域東側にあり、新山梨環状道路や中部

横断自動車道南アルプスICに近接するなど広域的なアクセス

条件に恵まれています。 

■地域の特性 

○人口は本市の過半数を占めていますが、近年は減少に転じ、少子高齢化が進行しています。 
下記グラフに示すように、田富地域の人口は、平成 27 年に 16,857 人で、本市人口の過半数、約 54％を占めてお

り、平成 17 年をピークに減少に転じ、近年は緩やかな減少傾向にあります。平成 27 年の高齢化率は 22.5％、年少
人口率は 13.1％ですが、着実に少子高齢化が進行しています。 

○農村地域から近代都市へ発展を遂げており、歴史・文化などの潜在的資源がみられます。 
中世から風水害等の自然災害にあいつつも稲作中心の農村として発達し、由緒ある社寺や伝統行事等の潜在的資源が

みられます。近世は稲作を中心とした純農村地域として発達し、戦後は野菜等の都市近郊農業が基幹産業となりました
が、現在は、山梨県流通センター・山梨県トラックターミナルの整備や広域交通網の整備に伴い、近代都市としての発
展をみせています。 

○田園都市的な土地利用を主体とし、地域北側は市街化が進行しています。 
地域は甲府都市計画区域に属しており区域区分が指定されています。昭和 50 年代に民間の大規模な宅地開発が

行われ、公共においても鍛冶新居土地区画整理事業等が実施され、市街化が進行しています。なかでも、鍛冶新居
地区、リバーサイド地区、東団地地区、桜団地地区では地区計画が定められており、計画的な市街地形成が進めら
れているとともに、平成 31 年度には新市役所の建設が完了し、現在、中央市総合防災公園の建設が進められてい
ます。一方、地域南側には優良農地が広く分布しています。 

○広域交通や都市間アクセスに恵まれています。 
高規格道路として、新山梨環状道路が東西に横断し、中部横断自動車道南アルプス IC に近接するなど広域交通ア

クセスに恵まれています。南北方向の（主）甲府市川三郷線、東西方向の（主）韮崎南アルプス中央線等が地域の
骨格道路となっています。また、地域東側に立地する JR 身延線東花輪駅は、平成 25 年 3 月にロータリー広場や
駐輪場が整備され、本市の交通結節点・玄関口としての機能強化、魅力の向上が図られています。 

○地域南側は農業が盛んですが、北側は流通団地や大型店舗が集積しており、既存商店街の衰退が懸念されています。
地域南側は水田やトマト・キュウリといった野菜の都市型農業が盛んですが、農業は近年高齢化など厳しい状況

にあります。一方、地域北側は流通団地やリバーサイド地区における大型店舗などが立地し、地域南側とは異なる
表情をもっています。また、地域中央に既存商業地が集積していますが、大型店舗の立地等により衰退が懸念され
ています。 

○釜無川・笛吹川に囲まれた田園風景、山岳を望む眺望景観など広がりのある郷土景観を有しています。 
南アルプスや八ヶ岳を望む眺望景観と田園風景、釜無川と笛吹川の合流する親水空間、潤いある水辺空間などの

環境や、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所等のレクリエーション施設があります。 

■地域の人口・世帯の推移 ■地域の少子高齢化の状況

田富地域まちづくり方針 １ 

〔資料：国勢調査（平成12年、平成17 年、平成22年）、住民基本台帳（平成27年）〕

■位置図
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■主要なまちづくりの課題 

■まちづくり市民会議（平成 20 年度開催）における住民意向

・まちづくり市民会議ワークショップ

■主な地域住民意向－まちづくり市民会議 
・将来都市構造を見据えた土地利用の推進 
・道路整備と一体的となった計画的な土地利用の

推進 
・農地のもつ多面的機能の維持・保全 
・既存商店街など身近な生活サービス機能の充実
・中央市全体の交通体系の見直し 
・骨格道路の安全性向上、東花輪駅周辺の改善整備
・危険な道路・交差点・踏切の改善 
・人が安全に歩きやすいホッとするみちづくり 
・高齢者が行き交う交通システムづくり 
・もうかる農業の工夫と農業担い手の確保 
・地域農業と食の安全・ＰＲの充実 
・盆地からの山岳眺望景観のまちづくりへの活用
・農地・田園景観の保全と公共用地の適切な緑化
・原点回帰、歴史・文化資源の顕在化と保護 
・下水道整備の推進と接続促進、河川などゴミ対策
・身近な公園整備、静かで住み良い環境の維持 
・誰もが暮らしやすさを実感できるまちづくり 
・農地のもつ洪水調整機能、水害・洪水対策の強化
・地震災害対策の推進、自主防災の維持・向上 
・子どもの通学に配慮した小学校区の再編 
・コミュニティ活動の再生と新たなコミュニティ

の形成、ニュータウン高齢化への対策 など 

●リニア中央新幹線山梨県駅と JR 身延線を結ぶ道路・交通網の整備、玉穂地域と連絡する東西方
向の幹線道路や未整備の都市計画道路など、体系的な道路交通網の再編・整備が必要です。また、
本市の玄関口となる東花輪駅周辺については、本市の交通結節点（中心拠点）にふさわしい駅前
の魅力づくりや歩行者を重視した安全でホッとする歩きやすい道づくりが必要です。 

●高齢化や後継者不足等に悩む農業の活性化や観光農業の振興、既存商業地の活性化、企業誘致の
促進など、地域が元気になるまちづくりが大切です。 

●無秩序な市街化の抑制と優良農地の保全とともに、リニア中央新幹線、中部横断自動車や新山梨
環状道路（東部・北部区間）の整備と連携し、将来的な都市の発展を見据えた計画的な土地利用
を進めることが大切です。 

●潤いある親水空間や水辺景観、田園景観、水田地帯から望む山岳眺望景観などの保全・活用とと
もに、潜在的な歴史・文化資源を再認識し、地域資源を活かした郷土の景観・環境づくりが大切
です。 

●誰もが暮らしやすさを実感できる生活基盤整備をはじめとし、福祉を重視した環境整備、水害な
ど災害への備えと地域の絆による安全・安心なまちづくりを進めることが大切です。また、地域
間・世代間交流を促すコミュニティ活動の再生と、リバーサイドタウンなどの高齢化をはじめ、
外国人居住者を含めた新旧住民の交流など、新たな地域コミュニティの形成が望まれています。
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（２）田富地域の将来像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

水と食を基本に、良いものを活かし、文化とふるさとへの思いを育む 

地域は沖積平野に広がる農業地域として長い歴史をもちますが、近年は、広域的な道路網整備や都

市化の進行により、少しずつこの風景や暮らしぶりが変容しつつあります。しかし、風水害に対し手を携

え向かい合った歴史性や、古き良き伝統行事、向こう三軒両隣のコミュニティなど郷土を物語る潜在的な

地域資源も数多く内包しています。この水と向かい合った文化と特色ある農業・食文化を根幹として、今

ある良いものを活かし、次代へ文化とふるさとの思いを継承することを基本理念に、誰もが便利さと快適

さを享受し安心に暮らせる、活力に満ちた元気なまちづくりを進めます。 

■将来像 

■基本理念 

■ 便利さと住み心地の良さを誇れるまちづくり 

■ 地域活動や交流が盛んな活力あるまちづくり 

■ 子や孫たちに受け継ぐ安全・安心なまちづくり 

■ 子どもから高齢者までみんなにやさしいまちづくり  

１）体系的な道路交通網の整備と歩行者を重視した安全で快適なみちづくりを進めます。 

２）地域農業の振興と交流が盛んな地域が元気になるまちづくりを進めます。 

３）将来的な都市の発展を見据えつつ、地域と共生する計画的な土地利用を進めます。 

４）歴史・文化資源の顕在化と地域資源を活用した景観・環境づくりを進めます。 

５）誰にもやさしい身近な住環境整備と地域の絆による安全・安心なまちづくりを進めます。 

・リバーサイド地区周辺 ・四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所 

①将来像と基本理念 

②まちづくりの目標 

③まちづくりの基本方針 
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（３）地域まちづくり方針 

 

 

 

 

 

 

    

■骨格的な幹線道路の機能強化 

○新山梨環状道路の早期全線開通の要請 

○地域や周辺都市との連絡を担う主要幹線道路の機能強化（（主）甲府市川三郷線、（主）韮崎南

アルプス中央線など） 

■都市間連携を図る東西方向・南北方向の幹線道路の整備 

○市道田富玉穂大津線の整備推進（リバーサイド地区～中央市役所～リニア山梨県駅方面を結ぶ

本市の主要な東西幹線道路） 

○（都）大手二丁目浅原橋線の整備促進（県への要請） 

○（主）甲府市川三郷線の機能強化（県への要請）○田富南北道路（構想）の検討（田富西ラン

プ～中央市役所～国道 140 号（市川三郷町）を結ぶ南北方向の幹線道路） 

■都市計画道路の整備推進 

○「中央市幹線道路網整備計画」に基づく都市計画道路の整備推進 

■主要生活道路の改善・整備 

○幹線道路と生活道路の機能分離、市街地や郊外地域を結ぶ市道等の主要生活道路の改善・整備 

○狭あい道路や行き止まり道路など、交通安全、防災上問題のある生活道路の段階的な改善整備 

 

 

■歩きやすいホッとするみちづくりの推進 

○交通量が多く、歩道が未整備な幹線道路や通勤・通学ルートとなっている道路の歩道整備や路

側帯の確保などの推進 

〇市街地内の魅力資源をつなぐ身近な散歩道の検討 

○笛吹川及び釜無川のサイクリングロードの整備（国への要請） 

■道路、交差点、踏切の交通安全対策の強化 

○交通安全施設の整備充実 

・信号、横断歩道、ガードパイプ、カーブミラー等の設置 

○踏切の改善・安全性の確保 

○通学路の交通安全対策の推進 

・車の走行速度抑制、ゾーン 30 の指定、街灯設置など 

 

 

○東花輪駅の交通結節機能の充実 

○コミュニティバスの運行継続 

〇将来に向けた持続可能な交通環境やバスネットワークの検討 

 

 

１） 体系的な道路交通網の整備と歩行者を重視した安全で快適なみちづくりを進めます。 

①  地域内道路交通網の整序と市全体を見据えた交通体系の見直しと強化

②歩行者を重視した交通システムづくり 

③誰にもやさしい公共交通のシステムづくり 

地域は広域交通アクセスに恵まれ、本市の玄関口ともなる東花輪駅が位置していますが、市街化が進

行する地区と古くからの既存集落地があることから、地域内交通の整序とともに周辺地域との連携強化な

ど都市全体としての道路交通網の整備が望まれています。 

そのため、地域の骨格となる東西及び南北方向の幹線道路の整備を進めるとともに、リニア中央新幹線

山梨県駅と JR 身延線を結ぶ道路交通網の整備、本市の玄関口となる東花輪駅の交通結節機能の更なる

強化、中心拠点や地区拠点にふさわしい歩行者を重視した安全で快適なみちづくりを進めます。 

・改良された西花輪交差点 
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○優良農地の保全と農業生産基盤の充実 

・農業基盤整備の推進、都市型農業の確立など 

・「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み推進 

・鳥獣害対策の推進 

○耕作放棄地や遊休農地の有効利用 

・農地中間管理事業による斡旋 

○農業後継者、担い手の育成 

・農業委員会、中央市農業振興公社等による就農希望者への農地斡旋、農業へのインターンシ

ップの導入、UＪＩターン就業と農業の連携、認定農業者・エコファーマーへの支援充実など 

○地域がうるおう農業の工夫 

・農畜産物のブランド化や付加価値化・商品開発、企業と連携した特産物等の付加価値向上、

６次産業化の推進、四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所での販売力の強化、地産地

消の推進食育と食の安全・PR の充実、農畜産物ブランド化に資する農村景観の維持・保全な

ど 

○ 先端のロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の普及推進 

○都市住民との交流促進 

・四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所の活用、観光農業の推進、都市農村交流施設の

整備など 

 

 

■商業地のにぎわい再生と利便性の高い身近な生活サービス機能の充実 

○歩いて買い物ができる既存商業地の環境改善とにぎわ

いの再生 

○大型店舗集積地の利便性の向上 

・コミュニティバスの運行、大型店舗内へのコミュ

ニティ施設の設置など 

■工業等の活性化と雇用の促進 

○優良企業の誘致促進 

○企業集積を活かしたまちづくり 

・工場見学、地場産品のPRなど 

○企業等を支える環境づくり 

・県と連携した優遇措置等の支援策の推進、人材・労働力の供給、異業種交流や産学官連携強化

など 

■新たな産業の育成 

○リニア中央新幹線山梨県駅の開業や中部横断自動車道の南部区間の全線開通を見据えた企業や

流通関連施設の誘致の推進 

〇産官学連携による新たな地域産業の育成 

２）地域農業の振興と交流が盛んな地域が元気になるまちづくりを進めます。 

①地域農業の活性化 

②身近な商業地の活力向上と地域産業の振興 

地域が元気になるために、今あるものを上手に活かし、どんな時代にあっても本市の基幹産業である

農業を維持し元気にすることが大切です。 

そのため、農業の活性化をはじめ、観光と農業の連携や、交流を育むまちづくりの推進、既存の商業

地の再生と連携した賑わいの核づくりなど、まずは住む人が元気になり、次に地域の活性化へと波及す

るまちづくりを進めます。 

・リバーサイドの大型店舗 
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■レクリエーション拠点の機能強化と観光機能を担うルート・交流基盤の整備 

○中央市総合防災公園の整備推進 

○観光・交流拠点の機能強化と魅力づくり（四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所など） 

○住民・来訪者の交流を促す魅力あるまちのにぎわい交流軸の形成 

○周辺都市と連携した活性化・交流機能を担う周遊ルートの魅力向上（（主）甲府市川三郷線、（主）

韮崎南アルプス中央線、市道田富玉穂大津線など）、身近な散歩道の設定 

○中心拠点である東花輪駅周辺の魅力の向上、JR身延線の観光利用の促進 

○駐車場、トイレ、休憩スポット、案内板・サイン、案内所など主要な交流基盤施設の整備充実 

■地域資源を活用した活気あるまちづくりの推進 

○歴史文化資源、ふるさとの農地・田園景観、眺望景観の観光利用の促進 

○中央市ふるさとまつりなど行事・祭りの充実とPR、地域ぐるみの資源の発掘と活性化への取り

組み推進 

③交流が盛んな活力あるまちづくりの推進 

・釜無川の流れ 



97 

 

 

 

 

 

 

 

■計画的な土地利用の検討 

○用途地域の見直し検討 

・リニア中央新幹線の開業を見据え、地域の実情にあった適切な用途地域の見直し検討 

・都市機能集積拠点（商業拠点）の適切な用途地域の見直し検討 

○市街化調整区域の計画的な土地利用の検討 

・リニア中央新幹線の開業を見据えた土地利用転換検討ゾーンの計画的な土地利用の検討 

・市街化調整区域内既存集落地の適正な土地利用の誘導（都市計画法第 34 条に基づく条例や

地区計画の活用） 

■地域特性に応じた良好な市街地の形成 

○良好な住宅地の形成 

・基盤未整備な住宅地の環境改善（道路、下水道等） 

・土地区画整理事業地の住宅建設等の促進 

○既存商業地の環境改善 

○工場等と調和した良好な市街地の誘導（環境の維持向上） 

○市街化区域内に介在する農地の計画的な土地利用の誘導 

・優良農地と宅地化農地の区分による適切な土地利用の誘導 

・優良農地に対する生産緑地指定等の検討、市民農園等の利用促進 

■多様な都市拠点の形成 

○中心拠点の形成（東花輪駅・中央市役所周辺） 

・東花輪駅・中央市役所周辺の中心拠点の形成と都市機能の集積 

○都市機能集積拠点の形成（リバーサイド地区（商業拠点となる商業集積地区、流通拠点となる

山梨県流通センター・山梨県トラックターミナルを含む）） 

○レクリエーション拠点の形成（四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所、中央市総合防災公

園など） 

 

■優良農地の保全と活用 

○防災・活性化・景観などの多面的機能を持つ優良農地の維持・保全、農地の集約化、農業基盤

整備の促進、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

・就農希望者への耕作放棄地の貸出し 

■郊外住宅地・集落地の住環境の維持・改善 

○水辺環境の保全と活用 

・水辺環境の保全、河川改修と連携した河川緑地や親水空間の整備 

○生活道路や排水施設、下水道、公園・広場、コミュニティ施設など生活環境の改善 

〇周辺地域との連携による生活利便施設の効率的な配置とアクセス機能の強化 

 

３）将来的な都市の発展を見据えつつ、地域と共生する計画的な土地利用を進めます。 

①計画的な土地利用の誘導による良好な市街地の形成 

②計画的な土地利用による農地の保全と良好な郊外住宅地の形成 

本地域北部は、鍛冶新居区画整理事業、リバーサイドタウンや山梨県流通センター・山梨県トラックタ

ーミナル等の計画的な市街地整備が実施され、新山梨環状道路周辺においても市街化が進みつつあり

ます。一方、地域南部の低地部には豊かな農地・田園景観が広がっています。 

将来的にリニア中央新幹線山梨県駅の開業が予定され、土地利用の変化に大きな影響が予想され

ていますが、今後も都市の発展を見据えつつ、ふるさとの自然や農の風景を損なわず、地域と共生する

計画的な土地利用を推進します。 
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○笛吹川、釜無川など良好な水辺環境の保全とレクリエーション活用 

・水辺の楽校などでの環境教育やふれあいの場づくり、ビオトープ空間の創出など 

〇貴重な動植物の生息環境の保全 

○河川や清川排水路などの水質保全と適正な維持管理の推進 

・下水道の整備推進、浄化槽の適正な維持管理の推進など 

 

 

■歴史文化的景観資源の顕在化と地域資源のまちづくりへの活用 

○360 度の眺望が広がる水田景観と山岳眺望等の景観の

保全とビューポイントの整備 

○ふるさとの自然資源である農地・田園景観の保全、特

徴ある農村・集落地景観の保全と活用 

○旧小井川郵便局などの歴史的建造物、八幡穂見神社、

八幡大神社などの歴史的景観資源の保全と活用 

○水害の歴史の検証 

・洪水により失われた有形の文化、今日に培う多くの

無形の文化等の再検証 

〇時代にそった新しい文化の創出 

○原点回帰の景観資源の見直しと活用 

・農地・田園景観の文化資産の顕在化、主要な社寺の保全、地域の身近な古き良き歴史文化の

顕在化、地域連携を高める地域の祭り・社寺葬祭等の再認識など 

○伝統ある行事・祭事の保全と継承（神楽（浦安の舞）、粘土節、ふるさとふれあいまつりなど） 

■ふるさとの顔づくりの推進 

○まちの顔となる拠点の魅力づくり（中心拠点（東花輪駅・中央市役所周辺）、レクリエーショ

ン拠点（四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所、中央市総合防災公園）） 

○笛吹川、釜無川等の骨格的な水と緑の軸、既存商業地のまちのにぎわい交流軸、（主）甲府市川

三郷線、（主）韮崎南アルプス中央線等の活性化・交流機能を担う主要ルートなどを活用した魅

力ある景観ネットワークの形成 

○景観資源を結ぶ身近な散歩道づくり 

・ルート設定、ポケットパークやサイン、トイレ等の整備など 

■「中央市景観計画」に基づく良好なまちなみの誘導 

○地域特性に応じた適切な景観コントロールの推進 

・良好な眺望を守る高さ規制、屋外広告物やごみの不法投棄などの景観阻害要因の改善、良好

なまちなみ景観の誘導など 

○協働による景観まちづくりの推進 

・花植活動等の地域活動、ルールづくりなど 

４）歴史・文化資源の顕在化と地域資源を活用した景観・環境づくりを進めます。 

①自然環境の保全と活用 

②地域資源を活用した景観まちづくりの推進 

本地域は、水害との闘いの歴史を乗り越えてきましたが、その水に育まれた豊かな田園地帯、山々を

一望する眺望景観、歴史文化資源など、豊かな景観資源に恵まれています。 

平成 26 年 10 月に策定した「中央市景観計画」に基づき、これらの大切な資源を掘り起こし、育み、原

点へ回帰したふるさとの景観を創出していきます。 

・旧小井川郵便局 
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○中央市総合防災公園の整備推進 

○水と緑のネットワークづくり 

・笛吹川、釜無川のサイクリングロードの充実（国への要請）散策ルートの整備など 

○身近な緑の保全と活用 

・優良農地の計画的な保全、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進、雑木林、社寺林、屋敷

林、大木・古木等の身近な緑の保全 

○公園や公共施設等の適切な緑化など地域特性に応じた緑化の推進 

 

 

 

 

 

 

■水害・洪水対策の強化 

○内水氾濫対策の推進 

・農地の洪水調整機能を見直した計画的な保全、開発に伴う調整池の設置による雨水流出量の

抑制、公共施設や各戸への雨水貯留施設・浸透桝・緑地の設置、河川改修の促進、上流市町

村との調整や流域全体での土地利用調整などの協力体制による流出抑制の促進など 

○水害の危険性の高い主要河川の治水安全対策の強化、堤防の改善促進（国、県への要請） 

■水害・地震・火災など災害に強いまちづくりの推進 

○主要な防災拠点の機能強化（中央市役所及び中央市総

合防災公園） 

○防災備蓄倉庫設置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置 

○指定避難場所（避難所・避難地）の機能の充実 

○緊急輸送道路の機能強化（(主)甲府市川三郷線など） 

○橋梁、道路、上下水道など社会基盤施設の耐震化や液状

化対策の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく非構造部

材の耐震化の推進 

○木造密集住宅地の環境改善 

・狭あい道路の解消、避難ルートの確保、倒壊の恐れの

あるブロック塀の改善など 

■地域防災体制の強化 

○既存の防災組織の強化 

・自主防災会への支援 

○防災意識の向上・普及啓発 

・中央市防災マニュアルの周知 

・広域避難の検討、避難方法の検討と周知 

５）誰にもやさしい身近な住環境整備と地域の絆による安全・安心なまちづくりを進めます。 

③みんなで創る花と水と緑のまちづくり 

①防災まちづくりの推進 

利便性と住み心地の良さを誇り、次代を担う子ども達にその良さを受け継ぐために、災害の備えなど

安全・安心なまちづくりをはじめとし、身近な住環境整備や子どもからお年寄りまで皆にやさしいまちづく

りを進め、交流が盛んで地域のコミュニティや絆をみんなで支え合うまちづくりを進めます。 

・県立防災安全センター 

・防災拠点となる中央市役所 
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■あるものを上手に使う身近な生活環境の改善・整備 

○主要生活道路の改善整備、快適な歩行者空間の確保、交通安全対策の推進 

○身近な公園・緑地の整備、指定管理者制度の導入による効率的な維持管理など 

〇公共下水道事業の推進（未整備地域） 

○市街化調整区域の汚水処理方法の検討 

・公共下水道、合併処理浄化槽等の適切な汚水処理方法の検討と整備の促進など 

○「中央市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設の適正な維持管理の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく施設の改修 

○防犯まちづくりの推進 

・防犯訓練等の充実、地域住民と連携した防犯対策の促進、街路灯・防犯灯設置など 

■良質な住まいづくりの推進 

○土地区画整理事業地区への定住促進 

○「中央市公営住宅長寿命化計画」に基づく市営住宅の計画的な改善・建て替えの推進 

○二地域居住・田舎暮らしの促進 

・空き家・土地情報の提供など定住促進策の充実 

■環境に配慮したまちづくりの推進 

○自然環境に配慮した環境負荷の軽減、循環型社会の創出など環境にやさしいまちづくりの推進 

○ごみなどの不法投棄の防止 

〇ごみの分別・減量化と資源リサイクルの推進 

 

 

■施設のバリアフリー化の促進 

○主要な市民利用施設のバリアフリー化（東花輪駅、バス等の公共交通機関、中央市役所周辺や主

要な公共施設など） 

○大型店舗施設など主要な民間施設のバリアフリー化への適切な誘導 

○重点的なバリアフリー促進ゾーンの検討（中央市役所周辺など） 

■安心して暮らせる福祉の環境づくり 

○田富総合会館など既存の福祉施設や福祉サービスの充実 

○高齢者・障がい者等に配慮した生活環境の充実 

・居住サポート、公共交通の充実、社会参加の促進など 

○地域のかかりつけ医と山梨大学医学部附属病院との連携などによる在宅医療体制の充実 

○子育て環境の充実 

・「中央市子ども・子育て支援事業計画」に基づく支援の充実 

○健康づくりの推進 

・健康づくりの支援充実（健康相談、健康教室、ウォーキングなど) 

・安全・快適な散策道の設定 

■温故知新で力を合わせる活力あるコミュニティづくり 

○地域コミュニティ活動の再生・活性化 

・向こう三軒両隣のふれあい、地域活動、地域間・世代間交流、外国人居住者のコミュニティ

活動への参加など 

○その他の文化・交流活動の活性化（生涯学習活動、図書館活動、スポーツ活動など） 

②身近な住環境整備の推進 

③誰もが暮らしやすさを実感できる福祉のまちづくりの推進 
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■田富地域まちづくり方針図 
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（１）地域の特性とまちづくりの課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■位 置 

○玉穂地域は、本市の北東部に位置し、北側は昭和町、東側は

甲府市に隣接しています。 

○笛吹川が地域南側を横断し、釜無川によって形成された沖積

平野が、北部から南部にかけて緩やかに傾斜した地域となっ

ています。 

○JR 身延線小井川駅が地域西側にあり、新山梨環状道路や中央

自動車道甲府南 IC、甲府昭和 IC、開業が予定されているリニア

中央新幹線山梨県駅に近接するなど広域的なアクセス条件に

恵まれています。 

■地域の特性 

○人口は横ばいですが、高齢化率は３地域で最も低く、年少人口率は最も高くなっています。 
下記グラフに示すように、玉穂地域の人口は、平成 27 年 10,647 人で、本市人口の約 34％を占めています。人口

は横ばいで、高齢化率は 17.9%と３地域で も低く、年少人口率は 15.9%と も高いなど、比較的若い世代が多い

のが特徴です。 

○風水害と闘った農村地域として発達し、近年は、利便性の高い生活文化都市へと著しい発展を遂げています。
中世から風水害等の自然災害にあいつつも稲作中心の農村として発達し、永源寺等の由緒ある社寺等の歴史文化

資源があります。近世は稲作を中心とした純農村地域として発達し、戦後は野菜等の都市近郊農業が基幹産業とな

りましたが、現在、リニア中央新幹線山梨県駅や新山梨環状道路をはじめとした広域交通網の整備や土地区画整理

事業等により生活環境の整った利便性の高い都市へと著しい発展をみせています。 

○優良農地が分布する集落地・住宅市街地が主体ですが、地域北側は開発や市街化が進行しています。 
地域は甲府都市計画区域に属しており区域区分が指定され、国母工業団地や山梨ビジネスパーク等の工業団地の整

備、近年、山梨大学医学部周辺等の土地区画整理事業が完了し、市街化が進行しています。なかでも、山梨大学医学

部周辺には地区計画が定められており、良好な住環境の市街地が形成されています。一方、笛吹川や南北を流下する

神明川等の河川周辺に優良農地が分布していますが、リニア中央新幹線山梨県駅の開業に伴い開発圧力が高まること

が予想されます。 

○広域交通の整備が進み、リニア中央新幹線山梨県駅にも近接し、交通利便性の高い地域となっています。 
高規格道路として、新山梨環状道路が東西に横断し、中央自動車道甲府南 IC や整備が予定されている（仮称）甲

府中央スマート IC に近接するなど広域交通アクセスに恵まれています。南北方向の（主）甲府中央右左口線、東西

方向の（主）韮崎南アルプス中央線等が地域の骨格道路となっています。また、地域の東側に隣接してリニア中央

新幹線山梨県駅の開業が予定され、西側には JR 身延線小井川駅が立地しています。 

○野菜を中心とした近郊型農業が進むとともに、工業団地等の商工業の集積する地域となっています。 
笛吹川等の河川周辺は稲作や野菜等の農業が盛んですが、地域北部は、山梨大学医学部周辺の大型店舗等の商業

集積地や国母工業団地の立地、地域南部は山梨ビジネスパークや一町畑工業団地等の工業団地が立地し、企業の進

出などにより商工業の集積する地域となっています。 

○社寺等の歴史文化資源や笛吹川の親水空間、360 度の眺望景観など潜在的な地域資源を有しています。 
笛吹川の親水空間や田園から周囲 360 度の眺望景観、永源寺や歓盛院の国指定重要文化財等の歴史文化資源や、

玉穂ふるさとふれあい広場等のレクリエーション施設があります。 

玉穂地域まちづくり方針 ２ 

■地域の人口・世帯の推移 ■地域の少子高齢化の状況

〔資料：国勢調査（平成12年、平成17 年、平成22年）、住民基本台帳（平成27年）〕

■位置図
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■主要なまちづくりの課題 

●開業が予定されているリニア中央新幹線山梨県駅に近接していることから、新駅周辺地域におい

ては、将来を見据え、浸水ハザードへの適切な対策を講じた上での計画的な市街地整備や地域の特

性に応じた適正な土地利用の誘導など、良好な都市環境を維持するための計画的な土地利用の転換

が必要です。 

●田富地域と連絡する東西方向の幹線道路、未整備な都市計画道路など、周辺地域と連携する体系的

な道路交通網の再編・整備が必要です。また、小井川駅の交通結節点としての機能強化や山梨大学

医学部周辺など多様な拠点を結ぶ公共交通の充実、歩道整備や歩いて楽しいみちづくりを進めるこ

とが必要です。 

●地場産業である農業の振興とともに、リニア中央新幹線山梨県駅の開業を見据え、山梨大学医学

部や大型店舗の立地、山梨ビジネスパークや国母工業団地等の工業集積地、良好な眺望景観等の

地域資源を活かした、新たな魅力を創出する活力あるまちづくりが大切です。 

●笛吹川の親水空間や水辺景観、田園景観から望む山岳眺望景観などの保全・活用とともに、これま

でに培われた文化的な環境や潜在的な歴史資源を再認識し、今に活かす郷土の景観・環境づくりが

大切です。 

●本地域の暮らしやすさを維持するため、身近な道路や公園などの生活基盤整備、災害や犯罪に強

いまちづくり、山梨大学医学部と連携した健康・福祉のまちづくりなどを進めることが大切です。

また、地域交流や世代間交流などの地域のふれあいを創出し、ともに高め合うまちづくりが望ま

れています。 

■主な地域住民意向－まちづくり市民会議 
・３つのエリア特性に応じた土地利用、バランスあ

る発展、山梨大学医学部周辺のみに偏るまちづく
りの是正 

・優良農地を守る、耕作放棄地の有効活用 
・甲府都市計画にしばられない柔軟な土地利用 
・玉穂中央ランプ周辺の計画的な市街地整備 
・合併を契機とした全市的な道路網の見直し 
・玉穂中央通り線の北伸、及び南部区間の整備 
・玉穂と田富を結ぶ東西道路の早期整備 
・新山梨環状道路側道の交通安全対策の強化 
・市道玉穂豊富線の魅力的な生活道路への転換 
・市内循環バスなどバス路線の充実 
・歩道整備、安全な通学路、野みちの活用 
・山梨大学医学部を活用したまちづくり、周辺への

集中投資 
・大型ショッピングセンター等の集積の活用 
・工業団地への企業誘致、工業集積を活用した活

性化 
・周辺都市へ移動しやすい地の利・利便性を活かす
・豊かな水辺環境を守り活用する 
・360 度の良好な眺望の活用（高さ規制等） 
・歴史資源の活用、山梨大学医学部交響楽団や文

化人の活用 
・狭あい道路、行き止まり道路の改善、隅切り設置
・生活道路の街灯設置、既存公園・広場の利用促進
・ごみのポイ捨て禁止条例の徹底、環境まちづくり
・水害危険箇所、冠水地域の解消、防災まちづくり
・山梨大学医学部と連携した全市的な健康プログ

ラムの推進 
・子育て支援センター設置、福祉タクシーの導入
・高い教育水準や学校間の交流を活用する など

■まちづくり市民会議（平成 20 年度開催）における住民意向

・まちづくり市民会議ワークショップ
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（２）玉穂地域の将来像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

暮らしやすいまちづくり 

地域は交通アクセスに恵まれ、高度な医療施設の立地や商工業の集積地があるとともに、豊かな農産

物の生産地でもあり、潤いある水辺空間や田園風景も擁する、まさに利便性が高く暮らしの評価が高い

地域です。 

この環境を維持し次代に継承していくためには、ここに暮らす私達が真の豊かさを育み伝えていくこと

が大切です。そのため、今ある地域の魅力を再認識し、多くの人が集まりふれあう環境づくりを進め、人と

人との交流から元気とゆとりを創出し、心の豊かさが暮らしの豊かさにつながるよう、地域住民自らが“暮

らしやすいまち“を誇れるまちづくりを進めていきます。 

■将来像 

■基本理念 

１）将来の発展を見据えつつ、良好な環境と共生する計画的な土地利用を進めます。 

２）まちの一体感を高める道路交通網の再編強化と歩いて楽しめるみちづくりを進めます。 

３）農業や地域産業の振興と多様な交流を創出する活力あるまちづくりを進めます。 

４）豊かな自然や景観を守り、潜在資源を再発見し地域の魅力づくりに活かすまちづくりを進

めます。 

５）災害に強く、地域のふれあいや暮らしやすさを維持するまちづくりを進めます。 

・山梨大学医学部南部の土地区画整理事業地周辺

■ 人が集まりふれあいある元気なまちづくり 

■ 今ある地域資源を活かしたまちづくり  

・玉穂ふるさとふれあい広場

①将来像と基本理念 

②まちづくりの目標 

③まちづくりの基本方針 
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（３）地域まちづくり方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画的な土地利用の検討 

○用途地域の見直し検討 

・リニア中央新幹線の開業を見据え、地域の実情にあった適切な用途地域の見直し検討 

○市街化調整区域の計画的な土地利用の検討 

・リニア中央新幹線の開業を見据えた土地利用転換検討ゾーンの計画的な土地利用の検討 

・リニア中央新幹線駅山梨県駅に近接する土地利用転換検討ゾーン（成島・乙黒周辺）の計画

的な土地利用の検討 

・小井川駅に近接する土地利用転換検討ゾーンへの新たな企業や交流施設の誘致 

・市街化調整区域内既存集落地の適正な土地利用の誘導（都市計画法第 34 条に基づく条例や

地区計画の活用） 

■地域特性に応じた良好な市街地の形成 

○良好な住宅地の形成 

・基盤未整備な住宅地の環境改善（道路、下水道等） 

・土地区画整理事業地区の住宅建設等の促進 

○既存商業地の環境改善 

○工場等と調和した良好な市街地の誘導（環境の維持向上） 

〇山梨大学医学部周辺への医療系企業の誘致など先導的な新

たな市街地の形成 

○市街化区域内に介在する農地の計画的な土地利用の誘導 

・優良農地と宅地化農地の区分による適切な土地利用の誘導 

・優良農地に対する生産緑地指定等の検討、市民農園等の利用促進 

■多様な都市拠点の形成 

○地区拠点の形成（玉穂支所周辺） 

○都市機能集積拠点の形成（山梨大学医学部周辺（商業拠点を含む）） 

○流通・物流拠点の形成（成島・乙黒周辺） 

○産業拠点の形成（山梨ビジネスパーク、一町畑工業団地、国母工業団地） 

○レクリエーション拠点の形成（玉穂ふるさとふれあい広場など） 

 

 

■優良農地の保全と活用 

○優良農地の計画的な保全と農業基盤整備の促進、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

■郊外住宅地・集落地の住環境の維持・改善 

○水辺環境の保全と活用（水辺環境の保全、河川改修と連携した河川緑地や親水空間の整備） 

○地区の均衡と特性を踏まえた郊外地域の計画的な土地利用誘導とまちづくりの推進 

○生活道路や排水施設、下水道、公園・広場、コミュニティ施設など生活環境の改善 

〇周辺地域との連携による生活利便施設の効率的な配置とアクセス機能の強化 

①エリア特性に応じた土地利用誘導とバランスのある発展の推進

②適切な土地利用誘導による農地の保全と良好な郊外住宅地の形成

地域北部は新山梨環状道路が通り、土地区画整理事業が施行され、山梨大学医学部の立地、商工

業の集積など都市化が進行する一方、南部は笛吹川沿いに工業施設が立地するほか、広く田園の広が

る地域です。リニア中央新幹線山梨県駅に近接していることから、今後の都市発展の方向を見定め、良

好な地域環境を維持するために、地域特性に応じたバランスのとれた計画的な土地利用を進めていき

ます。 

１）将来の発展を見据えつつ、良好な環境と共生する計画的な土地利用を進めます。 

・山梨大学医学部周辺の土地区画整理

事業地 
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■骨格的な幹線道路の機能強化 

○新山梨環状道路の早期全線開通の要請 

○地域や周辺都市との連絡を担う主要幹線道路の機能強化（（主）甲府中央右左口線、（（都）大手

二丁目浅原橋線）、（主）韮崎南アルプス中央線） 

■まちの一体感を高め都市間連携を図る東西方向・南北方向の幹線道路の整備 

○市道田富玉穂大津線の整備推進 

（リバーサイド地区～中央市役所～リニア中央新幹線

山梨県駅方面を結ぶ主要な東西方向の幹線道路） 

○（都）大手二丁目浅原橋線の整備促進（県への要請） 

○玉穂南北道路（構想路線）の整備推進（昭和バイバス

～山梨大学医学部～韮崎南アルプス中央線を結ぶ南北

方向の幹線道路） 

○シルクラインの延伸（構想路線）の検討（玉穂地域乙

黒～国道 140 号） 

■都市計画道路の整備推進 

○「中央市幹線道路網整備計画」に基づく都市計画道路の整備推進 

・（都）玉穂中央通り線、（都）新環状南通り線など未整備区間の整備推進 

■生活道路など主要道路の改善・整備 

○主要生活道路の改善・整備（市道玉穂豊富線など） 

○狭あい道路や行き止まり道路など、交通安全、防災上問題のある生活道路の段階的な改善整備 

 

 

 

■安全・快適な歩いて楽しめるみちづくり推進 

○交通量が多く歩道が未整備な主要生活道路の改善整備 

○河川沿い、公共施設周辺などの安全・快適な歩行者・自転車ルートの確保 

■交通安全対策の強化 

○小井川駅周辺など新山梨環状道路側道の交通安全対策の強化 

○交通安全施設の整備充実（信号、横断歩道、ガードパイプ、カーブミラー等の設置） 

○踏切の改善・安全性の確保 

○小・中学校通学路の交通安全対策の推進（ゾーン 30 の検討、車の走行速度抑制、街灯設置など） 

 

 

〇リニア中央新幹線山梨県駅と JR 身延線を結ぶ新たな交通システムの検討（県との連携） 

○小井川駅の交通結節機能の強化（アクセス道路など） 

○コミュニティバスの運行継続 

 

２）まちの一体感を高める道路交通網の再編強化と歩いて楽しめるみちづくりを進めます。 

①地域間、周辺都市を連絡する主要な幹線道路網の再編・強化

②暮らしやすい歩行者に配慮したみちづくり 

③鉄道やバスなど公共交通の利便性の向上 

本地域は、新山梨環状道路が通り、中央自動車道甲府南ＩＣ、開設が予定されている（仮称）甲府中央

スマートＩＣが近接するなど、周辺都市へのアクセスが容易な交通利便性の高い地域です。今後も周辺

都市や地域間の連絡を強化するため、リニア中央新幹線山梨県駅と小井川駅を結ぶ道路交通網をはじ

め、東西方向及び南北方向の幹線道路の機能強化を図ります。また、交通危険箇所の改善、歩道の整

備など歩いて楽しいみちづくりを進めます。 

・市道田富玉穂大津線 
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■地域資源を活かした活力あるまちづくりの推進 

○山梨大学医学部の立地を活用したまちづくりの推進 

・ウエルネス（健康増進）事業の促進、地域産業・企業と連携した地域振興、学生等の人材活用

など 

○歴史文化資源や田園景観の活用、良好な眺望景観を活用した公園づくりの検討 

○「中央市ふるさとまつり」など行事・祭りの充実と拡充、地域ぐるみの活性化資源の発掘と取り

組みの推進 

・良好な眺望を活用したイベントの実施（ウォーキング、サイクリングなど） 

■レクリエーション拠点の機能強化と観光機能を担うルート・交流基盤の整備 

○既存のレクリエーション拠点の機能強化（玉穂ふるさとふれあい広場） 

○周辺都市と連携した活性化・交流機能を担う周遊ルートの魅力向上（（主）甲府中央右左口線、

（主）韮崎南アルプス中央線、市道田富玉穂大津線）、身近な散歩道づくり 

○駅を活用した活性化の推進 

・小井川駅周辺の魅力の向上、レンタサイクルの活用など 

○駐車場、トイレ、休憩スポット、案内板・サイン、案内所など主要な交流基盤施設の整備充実 

 

 

○優良農地の保全と農業生産基盤の充実 

・農業基盤整備の推進、都市型農業の確立など 

・「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み推進 

・鳥獣害対策の推進 

○耕作放棄地・遊休農地の有効利用 

・農地中間管理事業による斡旋 

○農業後継者、担い手の育成 

・農業委員会、中央市農業振興公社等による就農希望者への農地斡旋、受け入れ体制の強化、農

業へのインターンシップの導入、認定農業者・エコファーマーへの支援充実など 

○農畜産物のブランド化、販売力の強化 

・特産品の開発、企業と連携した特産物の付加価値向上、６次産業化の推進、地産地消の推進な

ど 

〇農産物ブランド化に資する農村景観の維持・保全 

○ 先端のロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の普及推進 

○都市住民との交流促進 

・道の駅の活用、観光農業の推進、市民農園、観光農園の整備・充実、都市農村交流施設整備な

ど 

３）農業や地域産業の振興と多様な交流を創出する活力あるまちづくりを進めます。 

①地の利や交通利便性を活かした活力あるまちづくりの推進

②農業の活性化 

本地域は、リニア中央新幹線山梨県駅に近接し、新山梨環状道路が地域を横断するとともに、大学や

高度な医療機関をはじめ、商業、工業施設などの多様な都市機能が集積する一方、豊かな地域農業が

展開しています。 

この恵まれた交通条件、都市集積や地域資源を最大限に活用し、多様な交流の促進、地域産業の振

興、多くの地域資源を活用したレクリエーション機能の充実など、住む人訪れる人のふれあいを高める

活力と魅力あるまちづくりを進めます。 
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■地域商業の活性化 

○山梨大学医学部周辺の大型店舗集積地の活用と利便

性向上 

・アクセス道路の整備、コミュニティバスの運行な

ど交通アクセスの充実、地域コミュニティ施設の

設置など 

〇既存商業地の環境整備と大型店との連携強化 

■地域特性を活かしたまちづくりと企業誘致の促進 

○優良企業の誘致促進（土地利用転換検討ゾーンなど） 

・企業誘致に向けた基盤整備の検討 

・山梨大学医学部周辺への医療系企業の誘致など 

○企業集積を活かしたまちづくり 

・工場見学、地場産品のPRなど 

○企業等を支える環境づくり 

・県と連携した優遇措置等の支援策の推進、人材・労働力の供給、異業種交流や産学官連携強化

など 

 

 

 

 

 

 

 

○笛吹川、神明川、鎌田川、山伏川、山王川など良好な水辺環境の保全とレクリエーション活用 

・環境教育やふれあいの場づくり、ビオトープ空間の創出など 

〇貴重な動植物の生息環境の保全 

○河川や水路などの水質保全と適正な維持管理の推進 

・下水道の整備推進、浄化槽の適正な維持管理の推進など 

 

■特色ある歴史文化的景観資源の保全と活用 

○田園からの富士山や南アルプス、八ヶ岳等の優れた眺望景観の保全とビューポイントの整備 

○360 度の眺望が広がる田園景観、特徴ある農村・集落地景観の保全と活用 

○永源寺、歓盛院などの歴史的景観資源の保全とまちづくりへの活用 

○身近な歴史文化資源の顕在化とまちづくりへの活用（蔵、土塀、水路、祠、道祖神、古木など） 

○潜在的な人的資源を活用した文化の創造 

・本市に縁のある著名人・文化人の活用など 

○洪水により失われた有形の文化、今日まで培われている無形の文化などの再検証と景観まちづ

くりへの活用 

○伝統文化、行事・祭りの保全と継承（中央市ふるさとまつり、井之口笠踊りなど） 

■ふるさとの顔づくりの推進 

○ふるさとの顔となるまちの拠点の魅力づくり 

・地区拠点（玉穂支所周辺）、都市機能集積拠点及び商業拠点（山梨大学医学部周辺）、流通・

物流拠点（成島・乙黒周辺）、産業拠点（山梨ビジネスパーク、一町畑工業団地、国母工業団

地）、レクリエーション拠点（玉穂ふるさとふれあい広場） 

４）豊かな自然や景観を守り、潜在資源を再発見し地域の魅力づくりに活かすまちづくりを進めます。

①豊かな自然の保全と活用 

②地域資源を活用した景観まちづくりの推進 

本地域は、豊かな水辺環境、田園より 360 度を見渡す良好な眺望、潜在的な歴史文化資源など豊か

な地域資源に恵まれています。「中央市景観計画」に基づき、地域の魅力をもう一度見直し、その価値を

ふるさとの景観資源として守り、地域の魅力として育むまちづくりを進めます。 

③地域産業の振興と企業誘致に向けた環境整備の推進

・イオンタウン 
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○笛吹川、神明川等の骨格的な水と緑の軸、（主）甲府中央右左口線、（主）韮崎南アルプス中央

線等の活性化・交流機能を担う主要ルートなどを活用した魅力ある景観ネットワークの形成 

○景観資源を結ぶ身近な散歩道づくり 

・ルート設定、ポケットパークやサイン、トイレ等の整備など 

■「中央市景観計画」に基づく良好なまちなみ景観の誘導 

○地域特性に応じた適切な景観コントロールの推進 

・良好な眺望を守る高さ規制、屋外広告物やごみの不法投棄などの景観阻害要因の改善、良好

なまちなみ景観の誘導など 

○協働による景観まちづくりの推進 

・ルールづくり、景観形成活動、啓発活動など 

 

 

○玉穂ふるさとふれあい広場の利活用の促進、魅力の向上 

○既存公園・広場の活用方策・管理運営の見直し 

・地域の自主運営、プレイリーダーの育成など 

○水と緑のネットワークづくり 

・笛吹川右岸サイクリングロードの充実（県への要請）、散策ルートの整備など 

○身近な緑の保全と活用 

・優良農地の計画的な保全、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進、雑木林、社寺林、屋敷

林、大木・古木等の身近な緑の保全 

○地域特性に応じた緑化や協働による緑のまちづくりの促進 

・花いっぱい運動、仕組みづくりなど 

③みんなで創る花と水と緑のまちづくり 

・山王川沿いの桜並木 
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■水害・洪水対策の強化 

○浸水想定区域の内水氾濫対策の推進 

・農地の洪水調整機能を見直した計画的な保全、開発に伴う調整池の設置による雨水流出量の

抑制、公共施設や各戸への雨水貯留施設・浸透桝・緑地の設置、河川改修の促進、上流市町

村との調整や流域全体での土地利用調整などの協力体制による流出抑制の促進など 

○水害の危険性の高い主要河川の治水安全対策の強化（国、県への要請） 

■水害・地震・火災など災害に強いまちづくりの推進 

○主要な防災拠点の連携強化（玉穂支所など） 

○防災備蓄倉庫設置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置 

○指定避難場所（避難所・避難地）の機能の充実 

○緊急輸送道路の機能強化（(主)韮崎南アルプス中央線など） 

○橋梁、道路、上下水道など社会基盤施設の耐震化や液状化対策の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく非構造部材の耐震化の推進 

○木造密集住宅地の環境改善 

・狭あい道路の改善、倒壊の恐れのあるブロック塀の改善など 

■地域防災体制の強化 

○既存の防災組織の強化 

・自主防災会への支援 

○防災意識の向上・普及啓発 

・中央市防災マニュアルの周知 

・広域避難の検討、避難方法の検討と周知 

 

■暮らしやすさに向けた住環境の改善・整備 

○主要生活道路の改善整備、快適な歩行者空間の確保、交通安全対策の推進 

○地域の身近な公園・緑地の整備促進、指定管理者制度の導入による効率的な維持管理など 

○市街化調整区域の汚水処理方法の検討 

・公共下水道、合併処理浄化槽等の適切な汚水処理方法の検討と整備の促進など 

○「中央市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設の適正な維持管理の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく施設の改修・耐震化 

○防犯まちづくりの推進 

・防犯訓練等の充実、地域住民と連携した防犯対策の促進（防犯パトロール等）、街路灯・防犯

灯の設置など 

５）災害に強く、地域のふれあいや暮らしやすさを維持するまちづくりを進めます。 

①災害に備えた防災まちづくりの推進 

②暮らしやすいまちづくりの推進 

暮らしやすさは、単に利便性の追求のみではなく、住む人の心の豊かさが日々の暮らしに現れてくる

ものです。災害への備えなど防災を始めとし、身近な住環境整備や誰もが安心を享受できる福祉のまち

づくりを推進するとともに、ふれあいや交流を重ねながら真の暮らしやすさを大切に育むまちづくりを進

めます。 
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■良質な住まいづくりの推進 

○土地区画整理事業地区への定住促進 
○「中央市公営住宅等長寿命化計画」に基づく市営住宅の計画的な改善・建て替えの促進 
○二地域居住・田舎暮らしの促進 

・空き家・土地情報の提供など定住促進策の充実 

■環境に配慮したまちづくりの推進 

○自然・環境に配慮した環境負荷の軽減、循環型社会の創出など環境にやさしいまちづくりの推

進 

○ごみなどの不法投棄の防止 

・河川上流域からのごみ対策など 

〇ごみの分別・減量化と資源リサイクルの推進 

 

 

■施設のバリアフリー化の促進 

○主要な市民利用施設のバリアフリー化（小井川駅やバス等の公共交通機関、玉穂支所周辺等の

主要な公共施設など） 

○大型店舗施設など主要な民間施設のバリアフリー化への適切な誘導 

○重点的なバリアフリー促進ゾーンの検討（玉穂支所周辺、山梨大学医学部周辺、大型店舗集積

地周辺、玉穂ふるさとふれあい広場周辺など） 

■山梨大学医学部の立地を核とした安心して暮らせる福祉の環境づくり 

○玉穂勤労健康管理センターなど既存の福祉施設や福祉サービスの充実 

○高齢者・障がい者に配慮した生活環境の充実 

・居住サポート、公共交通の充実、社会参加の促進など 

○福祉・保健・教育の拠点施設である玉穂総合会館、健康管理センター、B＆G プールの有効活用

の促進 

○地域のかかりつけ医と山梨大学医学部附属病院との連

携などによる在宅医療体制の充実 

○山梨大学医学部と連携した健康プログラムの推進（健

康セミナー、健康プロジェクトなど） 

○子育て環境の充実 

・「中央市子ども・子育て支援事業計画」に基づく支援

の充実 

○健康づくりの推進 

・健康づくりの支援充実(健康相談、ウォーキングなど) 

・安全・快適な散歩道の設定 

■地域のふれあいまちづくりの促進 

○地域住民の交流機会の増進（交流イベントの復活と創出）、若者・学生のまちづくりへの参加促進

など 

③暮らしやすさの水準を維持する健康・福祉のまちづくりの推進 

・山梨大学医学部附属病院 
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■玉穂地域まちづくり方針図 
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（１）地域の特性とまちづくりの課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■位 置 

○豊富地域は、本市の南部に位置し、東側は甲府市、南西側は

市川三郷町に隣接しています。 

○御坂山地の豊かな自然環境を後背にもち、笛吹川に向かって

傾斜する曽根丘陵地帯に河川や道路に沿って里山農村集落

地が点在しています。 

○地域北側に笛吹川と並行して国道 140 号が東西に走り、集落

地内主要道路にアクセスする玄関口となっています。 

■地域の特性 

○人口は横ばい状況にあり、高齢化率は３地域の中で最も高く、少子高齢化が進行しています。 
下記グラフに示すように、豊富地域の人口は、平成 27 年 3,534 人で、本市人口の約 11％を占め、３地域では も

少ない人口となっています。人口は横ばい状況で、高齢化率は平成 27 年で 26.8％と３地域の中では も高く、年少

人口率も 12.6％と も低く、少子高齢化が着実に進行しています。 

○古くからの歴史文化資源が残され、養蚕とともに歩んだまちの経緯を活かしたまちづくりを進めています。 
曽根丘陵周辺の台地部では王塚古墳などの古墳群や遺跡が数多くあります。平安時代末期には大福寺周辺は甲斐国

の仏教中心地の一つであったとも考えられており、旧街道中道往還の右左口宿に近接し神社仏閣や浅利与一公などに

関連する多くの歴史資源が点在しています。明治時代には、養蚕技術に力を入れ、全国でも有数の養蚕の村として知

られていました。現在は豊富郷土資料館などを中心としてその歴史文化を活かしたまちづくりを進めています。 

○御坂山地の森林など自然環境に恵まれた農業集落地域ですが、国道 140 号周辺は市街化が進行しています。
地域は田富・玉穂地域とは異なる笛吹川都市計画区域に属しています。地域北側の国道 140 号周辺は、工業団地や

商業店舗、物流施設の立地など市街化が進行していますが、地域南側は御坂山地の豊かな森林が保安林・県有林等に指

定され、笛吹川に向かって傾斜する丘陵地に優良農地や里山集落地が形成されています。 

○国道 140 号など広域交通アクセスに恵まれていますが、南北方向のアクセスはやや脆弱となっています。 
地域の骨格道路としては、笛吹川と並行する国道 140 号、（主）甲府中央右左口線、シルクライン、市道 1016 号

線（旧金川広域農道）があり、広域幹線道路のへのアクセスは恵まれていますが、笛吹川に阻まれ田富・玉穂地域

への南北方向のアクセスはやや脆弱となっています。 

○特色ある農産物・畜産物とともに特産品の開発も進められ、観光農業の取り組みも活発です。 
桃やトウモロコシなどの果樹・野菜等の農産物が有名であり、観光農業も盛んで、農産物と併せ畜産物や加工品

等の新たな製品開発も進み、道の駅とよとみで特産品として販売しています。また、シルクふれんどりぃ等の交流

施設における地産地消の試みも進められています。 

○豊かな水辺や森林に囲まれた里山農村景観と甲府盆地を望む眺望等の美しい郷土景観を有しています。 
笛吹川の親水空間と御坂山地の森林、山の神千本桜周辺などの豊かな自然環境、丘陵地の里山農村景観と甲府盆

地を望む眺望、豊富シルクの里公園や温泉施設などのレクリエーション施設があります。 

豊富地域まちづくり方針 ３ 

■地域の人口・世帯の推移 ■地域の少子高齢化の状況

〔資料：国勢調査（平成12年、平成17 年、平成22年）、住民基本台帳（平成27年）〕

■位置図
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■主要なまちづくりの課題 

●農業や畜産業の振興と特産品開発や観光農業との連携を図るとともに、若者の定住を促す地場産業
の振興、企業誘致の促進、地域資源を活かした観光等のレクリエーションの魅力づくりなど、地域
ぐるみの活性化の取り組みを進めることが必要です。 

●豊かな自然環境を守り・維持するとともに、良好な眺望や山の神千本桜周辺の景観づくり、養蚕の
里として発展したふるさとの歴史、数多くの歴史文化資源などをまちづくりへ活用していくことが
大切です。 

●田富・玉穂地域との地域間を結ぶ南北の幹線道路の整備と、国道 140 号の機能強化、安全な生活道
路の整備、高齢化社会を見据えたバス路線の充実など、地域の連携・交流を支える道路整備と安全
で利便性の高いみちづくりが必要です。 

●地域の重要な資源である優良農地の保全、森林の維持と里山の保全など、農地と良好な里山集落環
境を守り、環境と共生した土地利用を進めることが大切です。特に、物流施設等の立地が進み、新
たなごみ処理施設の建設が予定されている国道 140 号周辺においては、地域の魅力を活かした計画
的な土地利用の誘導が必要です。 

●環境と共生し豊かに住み続ける生活基盤整備をはじめとし、少子高齢化に対応した住環境づくり、
みんなで地域の安全・安心を守るまちづくりが大切です。また、恵まれた地域のつながり・人材を
活かし、豊かなコミュニティを育むことが望まれています。 

■主な地域住民意向－まちづくり市民会議

・優良農地の保全、遊休農地・耕作放棄地の有効活
用 

・都市近郊の良好な住環境・住宅地を守る 
・地域を結ぶアクセス道路の改善・強化 
・国道140号の渋滞解消、幹線道路の維持・管理
・バス交通の充実、早急な通学路の安全対策 
・暮らしにつながる食べていける農業を 
・農業後継者の育成と農業主体の雇用促進 
・農業と観光の連携、農業への積極的な行政支援
・若者の定住対策と企業誘致の促進 
・美しい農村風景・景観を守る 
・里山の緑を守る、きれいな水を守る 
・ホタル、シジミ等の生態系の保全 
・丘陵地の良好な眺望景観を守り活かす 
・駐車場や遊歩道など千本桜周辺の整備 
・身近な道路、狭い水路・側溝の改善 
・公民館等の公共施設の維持・管理と有効活用 
・遅れている情報通信基盤の整備 
・河川の治水対策、急傾斜地など地滑り対策の強化
・緊急時避難場所の見直し、地域防災体制の強化
・地域の安全をみんなで見守り、維持する 
・高齢者など交通弱者の交通手段の見直し 
・子ども達の安全な通学路の確保 
・地域で小中学校一貫教育 
・祭り・行事・イベントの活性化と継承など

■まちづくり市民会議（平成 20 年度開催）における住民意向

・まちづくり市民会議ワークショップ
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（２）豊富地域の将来像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

豊かに住み続けられるまちづくりをみんなで考える 

地域は、かつては養蚕の里として、豊かな自然に守られた穏やかな暮らしを育んできました。集落の

後背には緑濃い森林や山の神千本桜等の四季折々の美しい風景、丘陵地から甲府盆地を眺める風

景、地域全体に歴史文化のたたずまいが見え、現在は、農村や里山風景の中であたたかなコミュニテ

ィや交流を育んでいます。 

地域の営みの中で培われたこれらの大切な資産を損なうことのないよう、豊かに住み続けられるま

ちづくりを地域みんなで考えることが大切です。この暮らしや地域のつながりを守り、豊かな環境のな

かで高齢者も子ども達も誰もが元気に暮らすまちづくりを進めていきます。 

■将来像 

■基本理念 

■ 地域がうるおうまちづくり 

■ 地域が自立できるまちづくり 

■ 農業を続けられるまちづくり 

１）農業と観光・地域産業が連携し、地域がうるおう活気あるまちづくりを進めます。 

２）美しい自然や農村里山風景を守り、ふるさとの景観を継承するまちづくりを進めます。 

３）地域との連絡を強化し、安全で利便性の高い交通環境づくりを進めます。 

４）優良農地を保全し、良好な住環境を守る環境と共生した計画的な土地利用を進めます。 

５）地域の安全・安心を守り、豊かに住み続ける住環境づくりを進めます。 

 

・豊富シルクの里公園 

①将来像と基本理念 

②まちづくりの目標 

③まちづくりの基本方針 

・道の駅とよとみ
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（３）地域まちづくり方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優良農地の保全と農業生産基盤の充実 

・農業基盤整備の推進、都市型農業の確立等 

・「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み推進 

○耕作放棄地・遊休農地の有効利用 

・観光と連携した体験農業の普及促進(体験農場など) 

○農業後継者、担い手の育成 

・農業委員会、中央市農業振興公社等による新規就農者への支援充実、就農希望者への農地斡

旋、受け入れ体制の強化、農業へのインターンシップの導入、認定農業者・エコファーマー

への支援充実など 

○農畜産物のブランド化と道の駅とよとみの体制強化など販売力の強化 

・トウモロコシ等の野菜、ブドウ・モモ・スモモ等の果樹、シルクなど特産品の開発、企業と

連携した特産物の付加価値向上、６次産業化の推進、地産地消の推進、野菜直売、農産物直

売所の充実、買い物ツアーの企画・実施など 

〇農畜産物のブランド化に資する農村景観の維持・保全 

〇農畜産物の生産と連携した企業誘致の促進 

・醸造用ブドウの生産とワイナリーの誘致など 

○ 先端のロボット技術やＩＣＴを活用したスマート農業の普及推進 

○都市住民との交流促進 

・道の駅とよとみの活用、市民農園、観光農園の整備・充実、都市農村交流施設の整備など 

○鳥獣害対策の推進 

 

 

■地域資源を活かした観光と交流のまちづくりの推進 

○豊かな森林・自然資源の観光利用の促進 

・森林セラピー、環境学習の推進など 

○特色ある歴史文化資源、丘陵地の里山農村景観、眺望景観の観光利用 

・小広場、眺望場所の整備、ネットワークづくりなど 

○「中央市ふるさとまつり」、「桃と桜のサイクリング」、「スイートコーンマラソン＆ウォーク」

など祭り・イベントの充実と PR 

■レクリエーション拠点の機能強化と観光・交流機能を担うルート・基盤の整備 

〇日本三名峰眺望遊歩道の充実 

○既存のレクリエーション拠点の魅力づくり 

（道の駅とよとみ周辺、豊富シルクの里公園周辺など） 

○シルクの里交流軸の機能強化と魅力づくり（シルクライン、市道 1016 号線） 

○周遊ルートの魅力向上（国道 140 号、（主）甲府中央右左口線など） 

○駐車場、トイレ、休憩スポット、案内板・サイン、案内所など主要な交流基盤施設の整備・充実 

１）農業と観光・地域産業が連携し、地域がうるおう活気あるまちづくりを進めます。 

①地域がうるおう農業活性化の推進 

②地域資源の活用と産業や観光が連携した活気あるまちづくりの推進 

本地域は、笛吹川の低地から丘陵地にかけて果樹農地が広がる穏やかな里山集落地域となっていま

すが、近年、後継者不足などにより基幹産業である農業の活力低下が懸念されています。地域の活力

を高めるため、道の駅とよとみの立地や魅力ある地域資源を活用し、農業と観光との連携やレクリエー

ション拠点の形成、活性化と交流機能を担うレクリエーションの場づくり、企業誘致による就労の場の確

保など、地域の生業である農業を中心とした活性化の取り組みを進めていきます。特に、国道 140 号周

辺においては、物流施設の建設や、新たなごみ処理施設の建設計画があることから、地域の魅力を活

かした活性化を図るため良好な地域環境と共生した計画的な土地利用の誘導を進めます。 
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○優良企業の誘致促進 

○リニア中央新幹線山梨県駅の開業や中部横断自動車道の全線開通を見据えた企業誘致の促進 

○物流施設の建設や新たなごみ処理施設の建設計画が進

む国道140号周辺の計画的な土地利用の誘導（特定用途

制限地域の指定検討など） 

〇産官学連携による新たな地域産業の育成 

○企業等を支える環境づくり 

・畜産業など地場産業への支援充実、異業種交流の促進、

新たな起業への支援の充実など 

○雇用や定住促進策の推進 

・就労の場の確保、若者や子育て世代の定住促進、耕

作放棄地・空き家の有効活用、UJI ターンの受け皿

づくりなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

○森林資源の保全と活用 

・計画的な間伐、育林などによる森林景観整備の推進、適正な維持管理、自然とのふれあいの

場づくり（森林セラピー、森林環境学習など） 

○笛吹川、浅利川など良好な水辺環境の保全とレクリエーション活用 

・環境教育やふれあいの場づくり、ビオトープ空間の創出など 

〇河川や水路などの水質保全と適正な維持管理の推進 

○ホタルやメダカなど貴重な動植物の生息環境の保全 

・生態系に配慮した多自然工法の導入など 

 

 

■シルクの里の歴史文化的景観資源の保全と活用 

○シルクライン沿道や丘陵地からの甲府盆地などの優れた眺望景観の保全とビューポイントの整備 

○特徴的な里山景観や丘陵地の果樹等の農村景観の保全

（里山保全の指定と支援の推進） 

○王塚古墳、浅利与一層塔と五輪塔、大福寺、延命寺な

どの歴史的景観資源の保全と活用 

○身近な歴史文化資源の顕在化とまちづくりへの活用

（旧豊富村役場庁舎の有効活用、蔵、土塀、水路、塚、

祠、道祖神、古木など） 

○伝統文化、行事・祭りの保全と継承 

 

 

２）美しい自然や農村里山風景を守り、ふるさとの景観を継承するまちづくりを進めます。 

③新たな地域産業の育成に向けた環境整備の推進 

①きれいな水・森・生態系の保全と活用 

②美しい農村風景・景観を守り活かすまちづくりの推進

本地域の田園から眺める市街地後背の森林や山の神千本桜などの美しい風景は、本市の象徴的な

ふるさとの景観となっています。この美しい風景と、古くは養蚕の里として知られた丘陵地の里山景観を

損なうことのないよう大切に守るとともに、「中央市景観計画」に基づき、眺望景観や数多くの歴史文化

的資源を活かした景観まちづくりを推進します。 

・物流施設の建設が進む国道 140 号周辺 

・旧豊富村役場庁舎 
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■山の神千本桜周辺などふるさとの顔づくりの推進 

○山の神千本桜周辺のふるさと景観拠点の保全と魅力づくり 

〇日本三名峰眺望遊歩道の充実 

○多様なまちの拠点の魅力づくり（豊富支所周辺、道の駅とよとみ、豊富シルクの里公園など） 

○笛吹川等の骨格的な水と緑の軸、活性化・交流機能を担う主要ルートなどを活用した魅力ある

景観ネットワークの形成（シルクライン、国道 140 号、（主）甲府中央右左口線など） 

○景観資源を結ぶ身近な散歩道づくり 

・ルート設定など 

■「中央市景観計画」に基づく良好なまちなみの誘導 

○地域特性に応じた適切な景観コントロールの推進 

・良好な眺望を守る高さ規制、屋外広告物、ごみの不法投棄などの景観阻害要因の改善、良好

な集落景観の誘導など 

○協働による景観まちづくりの推進 

・景観形成活動、啓発活動など 

 

 

○豊富シルクの里公園周辺の機能充実・魅力の向上、山の神千本桜周辺の維持管理、既存の公園・

広場等の機能の充実 

○水と緑のネットワークづくり 

・笛吹川左岸サイクリングロードの充実など 

○身近な緑の保全と活用 

・優良農地の計画的な保全、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進、里山の保全と活用、雑木

林、社寺林、屋敷林、大木・古木等の身近な緑の保全 

○地域特性に応じた緑化や協働による緑のまちづくりの促進 

・市民による花植え活動、仕組みづくりなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中山間地の骨格を形成する幹線道路の機能強化 

○（主）甲府中央右左口線の機能強化（県への要請） 

○浅利バイパスの整備推進（浅利地区～市街地） 

○シルクラインの延伸検討（構想）、市道 1016 号線の機

能強化 

○幹線道路の適切な維持・管理の充実（舗装、交通安全

施設など） 

■その他の主要道路の改善・整備 

○主要生活道路の改善整備（市道、農道、林道など） 

３）地域との連絡を強化し、安全で利便性の高い交通環境づくりを進めます。 

③自然の緑の再生と身近な緑のまちづくり 

①中山間地や地域を結ぶ主要な幹線道路の機能強化

本地域は、笛吹川により市内の他地域と隔てられ、道路網による連絡が脆弱な状況にあります。今後も

地域間の連絡を強化するため、特に南北方向の幹線道路の機能強化を図るとともに、通学路をはじめと

した歩道整備や生活道路の改善・整備、バス運行の充実など、安全で利便性の高い交通環境づくりを進

めていきます。 

・（主）甲府中央右左口線 
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■通学路など交通安全対策の強化 

○通学路の交通安全対策の推進 

・歩道整備、自転車レーン・ガードパイプの設置、車の走行速度の抑制、ゾーン 30、街灯設置な

ど） 

○交通安全施設の整備充実（信号、横断歩道、ガードパイプ、カーブミラー等の設置） 

■安全・快適な歩行者のみちづくりの推進 

○狭あい道路や行き止まり道路など交通安全、防災上問題のある主要な生活道路の段階的な改善

整備 

○交通量が多く歩道が未整備な幹線道路、通勤・通学ルートとなる道路の歩道整備・路側帯の確

保等 

○安全・快適な歩行者・自転車ルートの確保 

・散歩道の設定、笛吹川左岸サイクリングロードの整備など 

 

 

○バス利便性の向上（コミュニティバスの運行など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■優良農地の保全、集落地域の良好な住環境の維持・保全 

○優良農地の計画的な保全と農業基盤整備の促進、耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

○無秩序な開発の抑制、環境・景観に配慮した住環境整備、民間開発への適切な指導 

○生活道路や排水施設、公園・広場、コミュニティ施設など生活環境の改善 

■都市化が進む地域の計画的な土地利用の誘導 

○都市化が進行する地域などにおける、無秩序な開発の抑制と一定のルールに基づく適正な土地

利用の誘導（地区計画の活用など） 

■魅力あるまちの拠点の形成 

○豊富支所周辺の多様な機能が複合した地区拠点の形成（農村広場、保健センターなど） 

○レクリエーション拠点の形成（豊富シルクの里公園周辺、道の駅とよとみ、山の神千本桜周辺

など） 

 

 

○地域南部に広がる森林資源の保全とレクリエーション活用、適正な維持管理の推進 

・山の神千本桜周辺の保全、森林セラピー等のレクリエーション活用 

〇水辺環境の保全と活用 

○里山の保全と、自然とのふれあいの場としての活用の推進 

４）優良農地を保全し、良好な住環境を守る環境と共生した計画的な土地利用を進めます。 

②通学路の安全対策など安心・快適な暮らしのみちづくり

③バスなど公共交通の充実・利便性の向上 

①適切な土地利用誘導による農地の保全と良好な住環境の形成

②豊かな自然資源や里山の維持・保全と活用 

近年、本地域では都市化の進展に伴い、農地の減少や耕作放棄地の増加、国道 140 号沿道の開発

の進行、市街地縁辺の虫食い的な宅地化などの土地利用上の問題が顕在化しています。地域の特色

である緑豊かな里山環境を守るため、優良農地や自然環境の維持・保全を図るとともに、適正な土地利

用の誘導を図るなど、環境を守り環境と共生した計画的な土地利用を進めます。 
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■水害や土砂災害に対する安全対策の強化 

○主要な河川の治水安全対策の強化（国、県への要請） 

○がけ崩れ・土石流・地すべり等の土砂災害対策の強化、土砂災害警戒区域などの危険区域に対

する安全対策の推進 

○土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の周知 

■水害・土砂災害・地震・火災など災害に強いまちづくりの推進 

〇主要な防災拠点の連携強化（豊富支所など） 

○防災備蓄倉庫設置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置 

○指定避難場所（避難所・避難地）の機能の充実 

○緊急輸送道路の機能強化（国道140号など） 

○橋梁、道路、上下水道など社会基盤施設の耐震化や液状

化対策の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく非構造部

材の耐震化の推進 

○土砂災害特別警戒区域における開発行為等に対する適

正指導の強化 

○集落地の防災向上に向けた環境改善 

・狭あい道路の改善、倒壊の恐れのあるブロック塀の改善など 

■地域防災体制の強化 

○既存の防災組織の強化 

・自主防災会への支援 

○防災意識の向上 

・中央市防災マニュアルの周知 

・広域避難の検討、避難方法の検討と周知 

 

■あるものを活かす身近な生活環境の改善・整備 

〇周辺地域との連携による生活利便施設の効率的な配置とアクセス機能の強化 

○主要生活道路の改善整備、快適な歩行者空間の確保、交通安全対策の推進 

○身近な公園・広場の整備促進、既存公園の管理運営の見直しなど 

○上下水道施設の計画的な維持・改修、補助制度を活用した合併処理浄化槽の設置 

○溢水の多い水路・側溝の改善 

○「中央市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設の適正な維持管理の推進 

○「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく施設の改修 

○地域で見守る地域の安全対策の推進 

・防犯訓練等の充実、地域住民と連携した防犯対策の促進、街路灯・防犯灯設置と適切な維持

管理など 

５）地域の安全・安心を守り、豊かに住み続ける住環境づくりを進めます。 

①みんなで守る地域の防災まちづくりの推進 

②安心・豊かに住み続ける住環境づくりの推進 

本地域の人口は３地域で最も少なく、少子高齢化も進行しており、地域の活力も低下しています。今あ

る施設の利活用や維持管理の推進などの生活基盤整備、少子高齢化に対応した福祉の充実と地域コミ

ュニティの育成、治山・治水対策などの防災まちづくりとあわせた地域で地域を守る仕組みづくりなどを

推進し、恵まれた環境を維持し、安全・安心で、豊かに暮らし続けることのできる住環境づくりを進めま

す。 

・豊富支所 
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■環境と共生した良質な住まいづくりの推進 

○「中央市公営住宅長寿命化計画」に基づく市営住宅の改善・建て替えの促進 
○定住・移住の促進 

・二地域居住・田舎暮らしの促進、空き家・土地情報の提供など定住促進策の充実 

■環境に配慮したまちづくりの推進 

〇新たなごみ処理施設の整備促進 

○自然・環境に配慮した環境負荷の軽減、循環型社会の創出など環境にやさしいまちづくりの推

進 

○ごみ不法投棄の防止、ごみの分別・減量化と資源リサイクルの推進 

・ごみ分別の拡充など 

○とよとみクリーンセンターの活用と運用の効率化 

・有機肥料の販売促進など 

 

 

■施設のバリアフリー化の促進 

○主要な住民利用施設のバリアフリー化（バス等の公共交通機関、豊富支所周辺、道の駅とよと

み等の主要な公共施設など） 

○身近な商業施設、病院、金融機関等の主要な民間施設のバリアフリー化への適切な誘導 

○重点的なバリアフリー促進ゾーンの検討（豊富支所周辺、道の駅とよとみ周辺、豊富シルクの

里公園周辺など） 

■少子高齢化へ対応した安心して暮らせる福祉の環境づくり 

○豊富健康福祉センター、豊富保健センターなど既存の

福祉施設や福祉サービスの充実 

○高齢者・障がい者に配慮した生活環境の充実 

・居住サポート、公共交通の充実、社会参加の促進な

ど 

○地域のかかりつけ医と山梨大学医学部附属病院との連

携などによる在宅医療体制の充実 

○子育て環境の充実 

・「中央市子ども・子育て支援事業計画」に基づく支援

の充実 

○健康づくりの推進 

・健康づくりの支援充実(健康相談、健康教室、ウォーキングなど) 

・安全・快適な散歩道の設定 

■恵まれたご近所関係など地域コミュニティを育むまちづくり 

○地域の自立と地域で進めるまちづくりの検討、地域のつながりの維持（少子高齢化が進む地域

の人口構造変化へ対応したまちづくりの推進など）、恵まれた人材の活用など 

③少子高齢化に対応した福祉のまちづくりの推進 

・豊富児童館 
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■豊富地域まちづくり方針図 

 



第５章

計画の実現に向けて
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（１）市民・企業（事業者）・行政等の協働によるまちづくりの推進 

まちづくりは、市民、企業（事業者）、行政が、お互いの知

恵とエネルギーを結集して行う「協働」作業といえます。 

真に暮らしやすいまちづくりを進めていくには様々な困難

も予想され、それを乗り越えていくには、市民をはじめとし

た多様な主体による充分な協議と協力が必要です。 

中央市のまちづくりは、市民主体のまちづくりを基本として、

企業（事業者）、行政などがそれぞれの役割と責任を認識し、

まちづくりの理念や目標を共有しながら、相互の適切な役割分

担と協働により進めていきます。 

■協働によるまちづくりのイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

まちづくりの基本的な考え方 １ 

 

協力と連携 

市 民 

企 業 
（事業者） 行 政 

協力と連携 

協力と連携 

■まちづくり主体の役割 

●市民 

まちづくりの主役は市民です。自分

たちが住むまちをもう一度見直し、周

辺に配慮した住まいづくり、暮らし方

など、自らできることを自発的に進め

ていくことが重要です。 

一方、市民が一人一人活動するには

限界があります。個人の活動を超えた、

地域の自治会、ＮＰＯ（特定非営利活

動法人）やボランティア団体・グルー

プなどは、今後のまちづくりに大きな

役割を果たしていくものと思われ、ま

ちづくりの牽引役として活発な活動を

展開していくことが期待されていま

す。 

●企業（事業者）など 

商業、工業、デベロッパー、

ハウスメーカーなどの企業や

民間事業者等及び大学は、企

業活動や経済活動、研究・教

育活動を通じて直接的・間接

的にまちづくりに関わってい

ます。 

企業や大学もまちづくりの

担い手の一員としての役割と

責任を理解し、積極的にまち

づくりに参加し、社会的な役

割を果たしていくことが求め

られています。 

●行政 

行政は、この「中央市都市計

画マスタープラン」に基づいて、

市民、企業（事業者）等との協

働のもと、都市計画の決定や具

体的なまちづくり事業の実施な

ど総合的・効率的なまちづくり

を推進していきます。 

また、協働によるまちづくり

を推進していくため、まちづく

りに関する情報提供、意識啓発、

自主的なまちづくり活動の支

援、まちづくり推進体制の充実

などを図ります。 

第５章 計画の実現に向けて 
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（２）長期的な視点に立った戦略的・計画的なまちづくりの推進 
平成 22 年３月に「中央市都市計画マスタープラン」が策定されてから約 10 年が経過し、その間

に人口の減少、少子高齢化が予想を上回る速さで進行しており、東日本大震災に代表される大規模自

然災害の発生、高度情報化やこれに伴う産業構造の変化、市民の価値観、ライフスタイルの多様化な

ど社会情勢も大きく変化しています。 

また、現在、令和９年の開業を目指してリニア中央新幹線の整備が進行中で、市の東側に近接して

山梨県駅の設置が予定されていること、新東名高速道路や中部横断自動車道の整備が進捗しているな

ど、広域的な交通環境や物流の変化に伴い、本市の新たな発展が期待されています。 

地方分権の進展に伴い、厳しい財政状況の中、効率的な都市経営が求められていることから、本市

では平成 30 年３月に「第２次中央市長期総合計画」、令和２年３月に「第２次中央市まち・ひと・

しごと創生総合戦略」を策定し、今後のまちづくりの方向性と併せて行財政改革の推進を掲げるとと

もに、その具体的な取り組み内容を明示した数値目標を掲げ、行財政運営の効率化・健全化に取り組

んでいます。 

まちづくりは、長い時間と労力、多大な費用が必要となります。また、持続的にまちづくりを進め

るためには、安定した財源の確保が欠かせません。 

厳しい財政状況の中で、都市計画マスタープランを効率的に実現していくためには、これまで整備

した公共施設や都市基盤などのストックを維持・活用しつつ、限られた財源と人材をいかに活用し、

効果的に事業に投資していくかという視点が求められています。 

そのため、整備の必要性や緊急性、合意形成、事業化の熟度、事業効果など、あらゆる角度から検

討し、国・県等の補助制度の活用など、多様な財源の確保を図りながら、長期的な行財政運営の視点

に立った戦略的かつ計画的なまちづくりを推進します。 

 

（３）「暮らしやすさ」を誇る地域資源や既存ストックを最大限に活かした 

まちづくりの推進 
本市は、人口の急速な増加もピークを過ぎ、都市の拡大と新しいものを創り出す「成長段階」から、

豊かな地域資源や都市基盤等のストックを有効に活用しながら、まちの再生を図る「成熟段階」へ移

行してきたと考えられます。 

本市は、釜無川・笛吹川が合流する沖積平野と御坂山系を背景とした丘陵地の特色ある大地の構造

に、潤いある自然環境と田園・里山景観、眺望に恵まれたコンパクトな都市を形成しています。広域

的な交通条件に恵まれ、リニア中央新幹線の開業に伴う新たな発展も期待されています。また、県内

有数の商業・工業の集積地であり、山梨大学医学部の立地や野菜の産地で知られる都市近郊の農業も

活発であり、全国の住み良さランキングでは利便性などの暮らしやすさで高い評価を受けています。 

まちづくりの実現に向けては、都市計画マスタープランまちづ

くり市民会議において、「今やれることは今やる」、「あるものを上

手に使う」、「まちの潜在的な資源や魅力を再発見する」などの共

通の提案が出されました。 

都市計画マスタープランの将来像に掲げるように、この恵まれ

た環境と暮らしを、確実に次代に継承することが今を生きる私た

ちの責務であると考えます。 

今後のまちづくりにあたっては、こうした本市の持ち味を損な

うことがないよう 大限に配慮するとともに、優れた地域資源を

はじめ、これまでストックしてきた道路などの都市基盤、住宅や

若い世代の多い人口構造の特徴、農業、商業、工業などの地域産

業、まちの活力、豊富な人的資源などを効果的に活用しながら、

地域の創意工夫に基づき、できるところから少しずつ着実に進め

ていくまちづくりを目指します。 ・山の神千本桜 
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都市計画マスタープランの実現に向けた施策 ２ 

 
■まちづくりの基本的な考え方 

市民・企業（事業者）・行政の協働によるまちづくりを進めます 

■実現に向けた施策 

(1)
参
加
と
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

の
推
進 

１）市民を主体とした参加型

まちづくりの積極的な推進 

①まちづくりの普及・啓発活動の推進 

②市民意向を反映する多様な手法の検討 

２）参加型まちづくりを促す

仕組みづくり 

①参加型まちづくりへの支援策の充実 

②まちづくりを支援する組織づくりの検討 

３）行政の推進体制の充実

と仕組みづくり 

①庁内体制の充実と人材育成 

②まちづくり条例等の検討 

(2)
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の 

効
果
的
な
活
用 

１）都市計画の指針・地域

まちづくりの指針として

の活用 

①都市計画の総合的な指針としての活用 

②地域まちづくりの指針としての活用 

③まちづくり事業や地域のルールづくりへの活用

２）他分野の関連施策との連携に向けた活用 

３）国、県、関係機関との連携に向けた活用 

４）計画の進行管理と見直し 
①都市計画マスタープランの周知と進行管理 

②都市計画マスタープランの見直し 

(3)
重
点
施
策
・リ
ー
デ
ィ
ン
グ

施
策
の
取
り
組
み
の
推
進

１）重点的なまちづくり施策

の推進 

２）まちづくりを先導するリーディング施策の推進 

①リニア中央新幹線等を活用したまちづくりの推進

②地域の実情にあった計画的な土地利用の促進 

③地域間の交流を促す主要幹線道路網の整備促進

④本市の重要な産業である農業の活性化 

⑤災害に強い防災まちづくりの推進 
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（１）参加と協働のまちづくりの推進 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
「自分の暮らす地域の現状や問題点は何か」、「どのようなまちづくりが望ましいか」など、

まちづくりに関する様々な情報提供や問題提起をすることで、関心を喚起していくことが必要で

す。 

そのため、タウンミーティングをはじめ、市の広報やホームページでの情報公開、パンフレッ

ト等によるＰＲ、シンポジウムやセミナー、イベントなどを開催し、まちづくりの普及・啓発を

進めます。 

 

 
地域まちづくりプランや都市計画の案の作成、まちづくり事業の実施にあたっては、必要に応

じて意向調査の実施や説明会の開催などを通じて、広く市民意向の把握に努めます。 

また、本市では、多様なまちづくりの機会に情報の公開と多くの市民意向を反映することを目

的としてパブリックコメント制度を設けていますが、これをさらに充実するとともに、パブリッ

クインボルブメント手法を活用した意見聴取の機会の拡充や、市民からまちづくりに係わる都市

計画の内容について提案できる都市計画提案制度の活用に向けて検討を図ります。 

 

 
 

自分たちの住むまちを良くしようと自発的に取り組

む地域のまちづくり活動に対しては、必要な情報提供、

話し合いの場づくり、まちづくり専門家の派遣などの

支援策を充実していきます。また、ＮＰＯ（特定非営

利活動法人）、ボランティア団体などの活動や、その中

から出てくる積極的な提案は、まちづくりを進める上

で重要な役割を果たします。 

このような、市民等が様々なまちづくり活動に自主的

に取り組み、参加していけるよう、次のような支援策に

ついての取り組みを進めます。 

 

① まちづくりの普及・啓発活動の推進 

○まちづくり相談窓口の設置 

○まちづくりの担当セクションや庁内の横

断的な協議の場の設置 

○まちづくりに関する情報提供（中央市広

報・ホームページの活用） 

○まちづくりの協議組織等の認定制度 

○まちづくり専門家派遣制度、まちづくり

活動に対する助成金交付制度 

○まちづくりリーダー育成のための「まち

づくりセミナー」の開催 など 

② 市民意向を反映する多様な手法の検討 

２） 参加型まちづくりを促す仕組みづくり 

① 参加型まちづくりへの支援策の充実 ■想定される支援策（参考例）

１） 市民を主体とした参加型まちづくりの積極的な推進 

「中央市都市計画マスタープラン」は策定の当初から、市民で構成されるまちづくり市民会議により地域

の望ましいまちづくりのあり方などについての検討を行い、その提言を踏まえて策定を行ってきました。 

上位計画である「第２次中央市長期総合計画」では市民参加のまちづくりを掲げ、タウンミーティングなど

の市民参加のまちづくりを積極的に行っています。 

「参加と協働のまちづくり」の推進を図るためには、市民のまちづくりへの関心や参加意欲をより高めて

いくとともに、今ある活動の小さな芽を育て、活動の輪を広げていくことが重要です。 

そのため、参加型まちづくりの積極的な推進、参加型まちづくりを促す支援策や仕組みの充実、行政の

推進体制の充実を図り、市民が積極的に参加できるような環境づくりを進めます。 
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まちづくりの現場では、住民やＮＰＯ・ボランティア団体、企業、行政など、多様なプレーヤ

ー（まちづくり主体）が関わってきます。 

まちづくりを円滑に進めていくためには、これらの多様なプレーヤーに対して必要な情報や話

し合いの場を提供し、まちづくりに対して人的、技術的支援を行う、柔軟で小回りのきく組織・

体制づくりが望まれます。 

本市においては、福祉・保健・教育の拠点施設としてドリームコア中央を整備し、これら多目

的施設の中で市民のボランティア活動に対してサポートする場づくりを進めています。今日で

は、多くの自治体により「まちづくりセンター」、「市民活動サポートセンター」などと呼ばれ

るまちづくり支援組織が生まれています。本市においても、市民との話し合いを進めながら、中

央市にふさわしい「まちづくり支援組織」の設置に向けて検討を図ります。 

 

 
 

都市計画マスタープランを推進していくためには、都市計画や都市整備・建設分野だけではな

く、農政、商工、観光、福祉、教育・文化などの分野とも連携しながら、個々の計画や事業の調

整を行ない、総合的に進めていく必要があります。 

そのため、関係各課の協議・調整の場となる横断的な検討組織の充実を図るとともに、まちづ

くりの研修や地域での実践的なまちづくり活動を通じて行政職員の専門性を高めるなど、人材の

育成を図ります。 

 
 

協働によるまちづくりを進めていくためには、市民、NPO・ボランティア団体、企業、行政が、

まちづくりに取り組む姿勢や理念について共通の認識を持つ必要があります。 

今日、協働のまちづくりの行動指針となる「まちづくり条例」を制定している自治体は全国的

にも増えつつあり、県内でも北杜市や甲斐市などで制定されています。 

中央市では、平成 21 年４月に「まちづくり振興基金条例」を制定し、中央市ふるさとまつりの

支援や防犯灯の設置などのまちづくりへの支援を行っています。 

今後、協働によるまちづくりの一層の推進を図るため、本市の特性・実情に即した「まちづく

り条例」の制定に向けた検討を図ります。 

■まちづくり条例の内容（参考例） 

 

 
 

 
 

 
 

 

② まちづくりを支援する組織づくりの検討 

３） 行政の推進体制の充実と仕組みづくり 

① 庁内体制の充実と人材育成 

② まちづくり条例等の検討 

●目的と理念 
●役割と責務 

（市民、ＮＰＯ・ボランティア団体、企業、行政など） 
●まちづくりの仕組みについて 

・まちづくり協議会等の設置 
・まちづくり活動への支援 

（人的、技術的支援、助成など） 
・まちづくりコンサルタントの派遣 
・まちづくり支援組織の設置 

●まちのルールづくりについて 
・まちづくりガイドラインの作成・指導等 
・地区計画、まちづくり協定等のルールづくり 

●その他 
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（２）都市計画マスタープランの効果的な活用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本計画は、土地利用、道路交通、都市施設など、都市整備やまちづくりに関する整備、開発

及び保全に関する総合的な指針として位置づけられるもので、今後、都市計画の運用や都市整

備、まちづくりに際して、積極的な活用を図ります。 

また、地域の抱える課題やリニア中央新幹線の開業をはじめ今後の状況変化などで、次のよ

うな都市計画の変更や新たな都市計画の決定が必要となる場合については、本計画に示すまち

づくり方針に即し、市民意向等を勘案しながら、適切な都市計画の変更・決定を図っていきま

す。 

■想定される都市計画の決定・変更 

 

 
 

 

 

本計画書は、将来像、分野別まちづくり方針、地域別まちづくり方針で構成され、どのセク

ションにおいても、それぞれ１つのまちづくり方針として完結するように編集しています。 

このため、都市計画の総合的な方針としての活用はもとより、身近な地域のまちづくりに際

しての「まちづくり指針」としての活用を図ります。 

 
 

公共公益施設の整備など、地域の具体的なまちづくり事業を行う場合は、本計画に示すまち

づくり方針に基づき事業の推進を図ります。また、地区計画など、まちづくりに関する地域ル

ールについても、同様にまちづくり方針に基づいて定めていきます。 

 

都市計画マスタープランの実現にあたっては、関連施策との連携や調整が不可欠となります。産

業振興、防災、景観、環境、観光、健康福祉、教育・文化など、他分野の関連施策との一体的なま

ちづくりが必要とされる場面では、本計画のまちづくり方針の内容をもとに施策の連携や調整を図

っていきます。 

１） 都市計画の指針・地域まちづくりの指針としての活用 

① 都市計画の総合的な指針としての活用 

○市街化調整区域の計画的な土地利用の誘導（都市計画法第 34 条の活用など） 

○用途地域の変更（新山梨環状道路ランプ周辺、新たな基盤整備の検討地区など） 

○都市施設の決定・変更（都市計画道路、都市計画公園、ごみ処理施設など） 

○地区計画の決定 など 

② 地域まちづくりの指針としての活用 

③ まちづくり事業や地域のルールづくりへの活用 

２） 他分野の関連施策との連携に向けた活用 

「中央市都市計画マスタープラン」は、市民、企業、行政等が「まちの将来像」を共有し、その実現に向

けた協働のまちづくり指針として定めるものです。その実効性を高めるためにも、長期的な行財政運営の

視点に立った効果的な運用を図っていく必要があります。 

このため本計画は、都市計画の総合的指針として、都市計画の運用やまちづくり事業の実施に際して

活用していくことはもとより、地域単位のまちづくりのガイドラインとしての活用、都市計画や都市整備以外

の多様な分野の施策との連携、及び、国や県、関係機関との連携に向けた活用など、効果的な活用を図

ります。 

また、効率的かつ効果的な運用を図るため、計画の適切な進行管理と本市を取り巻く社会環境の変化

に対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。 
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リニア山梨県駅周辺や山梨大学医学部周辺の「土地利用転換検討ゾーン」の整備をはじめ、幹

線道路や河川、ごみ処理施設など、国や県、近隣市町村が関わる広域的なまちづくりや、中央市

の所管外のまちづくりを推進する場面では、本計画をもとに国、県、関係機関と連携・調整を図

っていきます。 

特に、新山梨環状道路やリニア中央新幹線の整備、主要地方道甲府市川三郷線の整備をはじめ、

国道や県道、河川等の事業者である国や県に対して事業の早期実現を働きかけていきます。 

また JR 身延線やバスなどの交通事業者、警察、消防など、多様な関係機関の協力と協議・調整

を図りながら、まちづくりを推進します。 

 

 
 

都市計画マスタープランの活用の第一歩は、その内容を広く市民に知ってもらうことです。 

そのため、市役所本庁舎や各支所、主要な公益施設での閲覧をはじめ、市広報誌やホームペ

ージの利活用などにより、周知を図ります。 

また、定期的にまちづくりの進捗状況を把握するとともに、適切な計画の進行管理を図りま

す。 

 

 

都市計画マスタープランについては、今回中間年次として施策の一部見直しを行いましたが、

中部横断自動車道や新山梨環状道路の整備、リニア中央新幹線の整備など、今後の本市をとり

まく社会経済環境の変化や、国や県、市の上位計画等の変更が生じた場合や地域まちづくりの

進捗状況などを勘案し、必要に応じて施策の見直しを図ります。 

 

３） 国、県、関係機関との連携に向けた活用 

４） 計画の進行管理と見直し 

① 都市計画マスタープランの周知と進行管理 

② 都市計画マスタープランの見直し 

・新山梨環状道路 ・リニア中央新幹線 
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（３）重点施策・リーディング施策の取り組みの推進 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

リニア中央新幹線の山梨県駅が設置されるにあたり、山梨県においては、「山梨県リニア活用基

本構想」、「リニアやまなしビジョン」が策定されています。本市においてもリニア開業を見据えた

中央市の将来像やまちづくりの基本的な考え方、市民・事業者・行政による実現に向けた取り組み

の方向などを示した「中央市リニア活用基本構想」（平成 29 年３月）を策定したところです。 

今後は県や甲府市などの周辺市町や関係機関等と連携を図りながら、「中央市リニア活用基本

構想」に基づき、リニア中央新幹線等を活用したまちづくりを推進します。 

 

 

■土地利用転換検討ゾーンの検討 

リニア中央新幹線に加え、広域的には新東名高速道路や中部横断自動車道等の高速交通体系の

整備に伴い、静岡県や長野県との交通利便性の向上、中京圏や東京圏との物流や人の交流が拡大

し、大きな波及効果が期待されています。 

こうした背景を踏まえ、「第２次中央市長期総合計画」の土地利用の基本方針において、リニア

山梨県駅周辺や近郊の開発需要が高まることが予想されることから、本市の将来像や長期的な発展

方向を見据えつつ、機能的で秩序ある土地利用の形成を推進するものとしています。 

この方針を受け、リニア中央新幹線山梨県駅周辺や山梨大学医学部周辺を戦略的・先導的にま

ちづくりを図るべき「土地利用転換検討ゾーン」として位置づけ、産業の振興と雇用の促進、地

域の活性化、定住の促進等に資するまちづくりのあり方を検討します。 

 

■中央市景観計画と連携したまちづくりの推進 

本市は、曽根丘陵の山々、笛吹川や釜無川などの水辺、富士山や八ヶ岳、南アルプスの眺望、

特色ある田園景観など、豊かな緑と四季折々の美しい風景に恵まれています。また、縄文時代以

前から人が生活していた本市の歴史は古く、豊富地域を中心に古墳や遺跡が多くみられ、近世以

降は養蚕の里として発展してきた特色ある歴史をもっています。 

こうした永い歴史の中で育まれた自然や美しい景観、歴史資源は、本市の大切な財産であり、

それを大切に守り・育て、まちづくりに生かしていくことは、本市の価値や魅力を更に高めてい

く上で非常に重要です。 

土地利用転換検討ゾーンなどの整備にあたっては、平成 26 年に策定した中央市景観計画に基

づき、地域の景観と調和したまちづくりを推進していきます。

１） 重点的なまちづくり施策の推進 

今日の厳しい財政状況の中で、都市計画マスタープランを効率的に実現していくためには、まちづくり

の緊急性や必要性、費用対効果などを勘案し、長期的な行財政運営の視点に立った戦略的かつ計画的

なまちづくりを推進していく必要があります。 

本計画では、重点的かつ優先的に取り組むべき施策として５つの「重点的なまちづくり施策」と、今後の

まちづくりを先導する「まちづくりリーディング施策」を位置づけ、積極的に推進を図ります。 

 

リニア中央新幹線等を活用したまちづくりの推進 
－「中央市リニア活用基本構想」等に基づき計画的なまちづくりを推進します－ 

重点施策－１ 

① 「中央市リニア活用基本構想」に基づくまちづくりの推進

② 上位計画に基づく先導的なまちづくりの検討 
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■リニア中央新幹線を活用したまちづくりの方向性 

■リニアを活用した中央市が目指すべき姿 

 

 

 

 

 

■リニア活用に向けた取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料：中央市リニア活用基本構想（平成29 年３月）〕 

「交流」の場 「暮らし」の場 

「活力」に満ち 人々が集い、未来に続くまち 
～日本の真ん中、人が真ん中！中央市～ 

交 

流 

『集う』 降りて、知って、ふれあってもらえる空間づくり 

玉穂地区：人々を受け入れる施設や空間の整備と活用 

田富地区：地域の魅力を発信し人を引き付ける仕組み 

豊富地区：自然や景観にふれあう機会の創出 

期待 
される 
役割 

『巡る』 市内外を快適に結ぶ交通ネットワークの構築 

玉穂地区：交通機能の利便性の向上 

田富地区：誰にもやさしい公共交通の構築 

豊富地区：地域間を結ぶアクセス道路や観光拠点の整備の検討 

期待 
される 
役割 

暮
ら
し 

『住む』 様々な世代に対応した多様な暮らしの提案 

玉穂地区：良好な住環境を実現するための生活環境整備の推進 

田富地区：誰もが実感できる暮らしの提案 

豊富地区：豊かな自然に守られた穏やかな暮らしの実現 

期待 
される 
役割 

『育む』 様々な人々が自由に学び、伸び伸び過ごせる地域の創出 

玉穂地区：医療・福祉系の教育機関の誘致や教育機会の創出 

田富地区：誰もが教育の機会を得て生涯学習できる場の提供 

豊富地区：自然の中で伸び伸びと子育てや学びができる環境整備の推進 

期待 
される 
役割 

活 

力 

『働く』 地場産業や地域特性を生かした新たな産業の集積 

玉穂地区：集客施設や地域特性にマッチした企業誘致 

田富地区：大型店舗と既存の商店が連携できる仕組み 

豊富地区：自然を活かした宿泊施設などの誘致 

期待 
される 
役割 

『活かす』 地域資源と新たな取り組みの融合と国内外への発信 

玉穂地区：空間の有効活用と都会と田舎の融合 

田富地区：農業と観光・地域産業と新産業の連携・展開 

豊富地区：グリーンツーリズム・アグリツーリズムの提案 

期待 
される 
役割 
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本市の田富地域と玉穂地域は、県内では唯一の「線引き都市計画区域」である甲府都市計画区域

に属しており、開発を促進すべき市街化区域と開発を抑制すべき市街化調整区域が指定（線引き）

され、都市計画に基づく厳格な土地利用の規制が行われています。しかし、線引きされていない豊

富地域が属する笛吹川都市計画区域及び都市計画区域以外の区域については、土地利用に関して特

に定めがないため、土地利用をコントロールする手だてがないのが実情です。 

田富地域及び玉穂地域の市街化区域では、これまで計画的な市街地整備により、良好な市街地が形

成され、人口や都市機能が集積してきましたが、市街化調整区域では、基盤施設の不足などから人口

の減少と高齢化が進行しています。 

また、線引きされていない豊富地域も含めて、耕作放棄地や遊休農地の増加、集落地周辺の農地

の蚕食的な転用の進行など、土地利用面での問題も顕在化しています。 

このまま放置しておくと、農業環境と居住環境の悪化、集落やコミュニティの崩壊、土地利用の混

乱、本市の誇りである緑豊かな田園風景の喪失、洪水被害の拡大なども懸念され、後世に大きな禍根

を残すことになりかねません。 

一方で、新山梨環状道路や中部横断自動車道、リニア中央新幹線の整備が進み新たな発展が期待さ

れるなか、計画的な土地利用転換の検討と企業誘致等を推進し、市の活性化につなげていくことが課

題となっています。 

現在抱えている土地利用上の課題を解決し、第３章の土地利用の方針で掲げた「緑豊かな田園都市

のイメージ」を損なわないよう、中央市独自のルールに基づく計画的な土地利用を促進します。 

 

■土地利用誘導方策（案） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

地域の実情にあった計画的な土地利用の促進 
－ルールに基づく地域の実情にあった計画的な土地利用を促進します－ 

重点施策－２ 

都市と農村が共生するための 

土地利用誘導策 

●都市計画法第 34 条に基づく条例等の検討

●ルールに基づくまちづくりの推進

●土地利用ガイドラインの作成
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本市の市街化調整区域や白地地域については、

リニア中央新幹線の開業等を見据え、田園環境と

調和したゆとりある郊外居住環境を計画的に整え

るとともに、地域経済や雇用の安定に向けて、産

業構造の変化に対応した地域産業の振興や環境と

調和した新規産業の立地に向けた計画的な土地利

用を図ることが必要です。 

市街化調整区域や白地地域の抱えている問題点

や課題を解決し、地域の特性に応じた計画的な土

地利用の誘導を図るため、次のような「市街化調

整区域の土地利用ガイドライン」の検討を図りま

す。 

また、土地利用ガイドラインの実効性を高める

ため、併せて後述する地区計画を活用したまちづ

くりの推進や都市計画法第 34 条に基づく条例の

検討など、計画的な土地利用誘導策の促進を図り

ます。 

 

① 土地利用ガイドラインの作成 

■土地利用ガイドラインの内容（参考例）

①ガイドラインの対象地域 

（田富・玉穂地域の市街化調整区域、豊富地域） 

②土地利用の区域区分 

＜市街化調整区域＞ 

●田園居住区域（田富地域、玉穂地域） 

＜その他の地域区域＞ 

●里山居住区域（豊富地域の集落地） 

●沿道複合サービス区域（国道 140 号沿道等）

●農業保全区域（農地ゾーン） 

●自然環境保全区域（森林ゾーン） 

③土地利用区域のガイドライン 

●対象区域 

●土地利用の方針 

④地区計画の方針 

●制限に関する事項など 

（地区計画の方針、建築行為等の事項等） 

⑤その他 

・農地の中に点在する豊富地域の集落地 



135 

 

平成 18 年 5 月の都市計画法の改正により、市街化調整区域において大規模開発を許可でき

る基準が廃止され、法改正後は、地区計画の内容に適合したものに限り開発許可されることと

なりました。「山梨県都市計画マスタープラン」における市街化調整区域の土地利用方針にお

いても、既存集落のコミュニティ維持のために必要な開発は、地区計画を導入することが例示

されており、地区計画を定めることにより秩序ある土地利用の形成を図る方向性が示されてい

ます。 

本市は、新山梨環状道路や中部横断自動車道、リニア中央新幹線の整備により、開発圧力の

高まりが想定されることから、この地区計画制度の活用を検討し、ルールに基づく計画的なま

ちづくりを推進します。 

 

 
市街化調整区域については、都市計画により厳しい土地利用規制がかかっていますが、集落の

維持や居住環境の向上に向けて、秩序ある土地利用をどのように計画的に誘導していくかが、都

市計画上の大きな課題となっています。 

そのため、「土地利用ガイドライン」の作成に併せて、都市計画法第 34 条に基づく条例等の

制定を検討します。 

都市計画法第 34 条に基づく条例は、市街化調整区域の既存集落地を対象とし、住環境の維持・

発展を目的に、開発行為等についての制限を定める制度で、地域の実情にあった効果的な方策を

検討し、計画的な土地利用の誘導を図ります。 

また、本市の市街化調整区域は広い範囲で、浸水想定エリアとなっているため、安全上及び避

難上の対策等を併せて検討していきます。 

 

③ 都市計画法第 34 条に基づく条例等の検討 

②ルールに基づくまちづくりの推進－地区計画等の活用－ 

・田富地域南部の田園と既存集落地 
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本市では、骨格を形成する幹線道路網の適切な配置と機能強化を図るため、「中央市都市計画マ

スタープラン」や「山梨県都市計画区域マスタープラン」との整合を図りつつ、平成 26 年度に総

合的な道路整備の指針となる「中央市幹線道路網整備計画（基本方針）」及び整備の実現化をめざ

し、平成 28 年 2 月に「中央市幹線道路網整備計画(基本計画)」を策定し、次の路線を対象とした短

期・中期・長期の段階的な整備計画を示しています。 

本市の幹線道路網は、この計画に基づき重点的な整備の促進を図っていきます。 

 

■主要な幹線道路の整備方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔資料：中央市幹線道路網整備計画(基本計画)（平成28 年２月）〕 

 

地域間の交流を促す主要幹線道路網の整備促進 
－「中央市幹線道路網整備計画」に基づく幹線道路網の整備を促進しますー 

重点施策－３ 



137 

 

 

 
 

農業は、本市の重要な産業であり、米をはじめトマト、ナス、キュウリ、トウモロコシなどの野菜

や果樹などの産地で知られ、近年は農産物や畜産物を利用した特産品の開発や生産も活発に行われて

います。 

農業の振興と地域の活性化は、まちづくりの観点からも大きな課題の一つであり、特に次のよう

な施策を重点的に推進していきます。 

 

 

（イ）優良農地の保全と農業生産基盤の充実  

優良農地の計画的保全、都市型農業の確立、農業基盤整備等を重点的に推進します。 

（ロ）農業後継者・担い手の育成  

農業へのインターンシップの導入、農地斡旋、農業環境づくりなど、団塊世代等の新規就農者

の確保と受け入れ体制の強化を図るとともに、新規就農者への支援充実、認定農業者・エコファ

ーマーへの支援充実などを推進します。 

 
 

（イ）農畜産物のブランド化と地産地消の拡大  

これまで取り組みが行われてきた農畜産物のブランド化（「富穂」等のブランド米など）や特

産品の開発を一層促進するとともに、農産物直売所などを通じた地産地消の拡大と直販ルート

の拡大による販売力の強化や、農産物のブランド化に資する農村景観の維持・保全を図ります。 

（ロ）耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進  

就農希望者への斡旋、市民農園等への活用、観光と連携した体験農業の普及促進など、耕作

放棄地や遊休農地の有効利用方策について検討を図ります。 

（ハ）農業を主体とした都市住民との交流促進  

道の駅の活用や体験農業の場づくりなど、都市住民との交流促進を図ります。 

本市の重要な産業である農業の活性化 
－これまで培ってきた本市の農業の魅力を一層高め、地域の活性化を図ります－ 

重点施策－４ 

①農業生産基盤の充実と担い手の育成 

②農業活性化に関するプロジェクトの推進 

・道の駅とよとみ 

・スイートコーン収穫祭 ・高級トマトブランド「ポモディア」 ・親子農園 

・四季新鮮収穫広場「た・から」農産物直売所 
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本市の長い水害との闘いの歴史や、東海地震被害想定調査により本市が県下で も地震時の液状

化現象による被害を受けやすい地域として指摘されていることなどから、多くの市民が、「災害への

備え」について不安を抱いており、防災に対して高い関心をもっています。 

防災対策の強化は、本市の都市政策上の大きな課題の一つであり、特に次のような施策を重点的

に推進していきます。 

 

 

近年の市街化の進行と農地の減少に伴い、雨水流出量の増大、洪水調整機能の低下が危惧され

ています。そのため特に、田富地域、玉穂地域南部一帯に対しては、流域治水の考え方も勘案し

ながら、内水氾濫対策を中心に安全対策の強化を図ります。また、豊富地域においては、がけ崩

れ等の土砂災害の危険区域に対する安全対策を推進します。 

■内水氾濫対策 

○高い保水力を持つ水田などの農地の計画的な保全 

○開発に伴う調整池の設置による雨水流出量の抑制 

○緑化や各戸への雨水貯留施設や浸透桝の設置等による流出抑制の促進 

○水害の危険性の高い主要河川の治水安全対策の強化、堤防の改善促進（国、県への要請） 

〇上記の流出抑制等による内水氾濫対策の強化 

○上流市町村との調整、流域全体での土地利用調整などの協力体制による流出抑制の促進 

 

○市役所本庁舎及び中央市総合防災公園については市全体の防災拠点として位置づけ、災害対策

本部の設置と防災体制の強化を図ります。 

また、玉穂支所、豊富支所についても防災拠点として、災害対策本部との連携強化を図ります。 

○避難地・避難所、福祉避難所等の機能の充実を図るとともに、防災備蓄倉庫設置計画に基づ

く防災備蓄倉庫の設置、飲料水兼用防火水槽の設置、避難地の定点サイン・誘導サインの充

実など、防災設備の充実を図ります。 

〇本市の平地部は広範囲にわたって浸水の危険性が高いことから、周辺市町村と連携した広域

避難等を検討し、水害に対応する避難方法の見直しを図ります。 

 

 

施設整備による防災対策には限界があり、災害による被害を 小限にとどめる減災の観点に立

った地域ぐるみの防災体制の強化を重点的に図ります。 

（イ）防災体制の強化  

地域防災計画に基づく全市的な防災体制の強化、地域住民が主体となった防災体制づくりを

促進します。また、災害時の連携体制の強化（消防署・消防団、警察、医療機関など）、山梨

大学医学部附属病院との連携、消防署の救急体制の強化、災害時に市民が安心して行動できる

よう「中央市防災マニュアル」の周知などを図ります。 

（ロ）防災意識の向上  

中央市防災マニュアルの周知徹底と自然災害に対する積極的な情報公開の推進、防災訓練の

普及、地域住民による避難ルートの再確認、住民参加による地域単位の防災マップづくりの促

進などを図ります。 

（ハ）地域の自主防災組織の育成強化  

自主防災会など既存の自主防災組織の強化、ＮＰＯ、企業等との連携、災害ボランティアの

育成、消防団の担い手確保と育成・強化を図ります。 

災害に強い防災まちづくりの推進 
－水害や地震などの災害から市民の生命と財産を守る、災害に強いまちづくりを進めます－ 

重点施策－５ 

① 水害や土砂災害に対する安全対策の強化 

② 防災拠点・避難場所等の充実・強化 

③ 地域ぐるみによる防災体制の強化 
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「第３章 分野別まちづくりの方針」で掲げた施策の中で、既に実施中、あるいは計画・構想が

進められている施策や、今後先導的に推進していくべき施策を「まちづくりリーディング施策」と

して位置づけ、積極的な取り組みを進めます。 

また、リーディング施策の推進にあたっては地域住民等の理解と協力が不可欠であり、ハード面

の整備だけでなく、本章の（１）参加と協働のまちづくりの推進に示したように地域住民との協働

によるコミュニティの再生、地域活性化、福祉施策との連携などの観点から、地域の創意によるソ

フト面でのまちづくり施策も併せて進めていきます。 

■まちづくりリーディング施策 

区   分 まちづくりリーディング施策 

１ 

豊
か
な
自
然
、
都
市
と
農
村
が
共
生
す
る
土
地
利
用
の
方

針
【土
地
利
用
】 

①計画的な土地利用

の検討 

 

●良好な「田園環境共生エリア」としての計画的な土地利用の誘

導（既存集落地域、リニア中央新幹線山梨県駅周辺、新山梨環

状道路周辺など） 

●土地利用転換検討ゾーンの計画的な土地利用の検討 

●市街化調整区域等における土地利用ガイドラインの作成 

●都市計画法第 34 条に基づく条例の活用 

●地区計画の活用 

②核となる多様な都

市拠点の形成 

●広域交流拠点の形成（リニア中央新幹線山梨県駅周辺） 

・リニア中央新幹線山梨県駅の開業を見据えた計画的まちづく

りの検討 

●中心拠点の形成（東花輪駅・中央市役所周辺） 

●地区拠点の形成（玉穂支所周辺、豊富支所周辺） 

③優良農地の保全と活

用 

●耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

④森林資源の保全と

活用 

●森林の適正な維持管理 

・山の神千本桜の保全、環境整備 

●森林資源の利活用の推進 

・日本三名峰眺望遊歩道の充実など 

２ 

人
と
地
域
を
結
ぶ
道
路
・交
通
ま

ち
づ
く
り
方
針 

【道
路
・交
通
】

①主要な幹線道路網

の整備促進 

●「中央市幹線道路網整備計画（基本計画）」に基づく幹線道路の

整備促進（短期計画） 

・市道田富玉穂大津線の整備推進 
・玉穂南北道路（構想）の整備推進 

●リニア本線用地の緩衝帯を利用したバス専用道の整備促進 

●浅利バイパスの整備推進 

②公共交通の利便性

と機能の強化 

●小井川駅の交通結節機能の強化 

●コミュニティバスの運行継続 

③交通安全対策の強

化 

●歩道の整備・路側帯の確保 

●新山梨環状道路側道の交通安全対策の推進 

●主要な交差点の改良 

２）まちづくりを先導するリーディング施策の推進 
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区   分 まちづくりリーディング施策 

３ 

活
力
を
創
造
す
る
ま
ち
づ
く
り

方
針 

【地
域
産
業
・活
性
化
】 

①農業の活性化 ●優良農地の保全と農業生産基盤の充実 

●農畜産物のブランド化と地産地消の推進 

●耕作放棄地や遊休農地の有効利用の促進 

●農業後継者・担い手の育成 

②地域交流による活性

化 

●山の神千本桜周辺の維持管理 

●道の駅とよとみの魅力の向上、四季新鮮収穫広場「た・から」

農産物直売所の充実 

●中央市ふるさとまつりの充実・活性化 

●地域情報の公開・ＰＲなどの推進 

③商工業の活性化 ●既存商業地の環境整備と活性化 

●優良企業の誘致促進 

●企業を支える環境づくりの促進 

４ 

中
央
市
ら
し
さ
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
方

針 

【
自
然
環
境
・緑
・景
観
】 

①自然の保全と活用 ●森林の保全と適正な維持管理 

●水辺のレクリエーション活用（水辺の楽校など） 

●ホタルやメダカの生息環境の維持・保全 

②景観まちづくりの推

進 

●眺望場所（ビューポイント）の整備 

（日本三名峰眺望遊歩道など） 

●「中央市景観計画」に基づく良好なまちなみ景観の誘導 

●市民参加による景観まちづくりの推進（環境美化活動など） 

●協働による景観まちづくりのための話し合いの場づくり 

③花と水と緑のまち

づくりの推進 

●「（仮称）中央市緑の基本計画」の検討 

●水と緑の拠点づくり 

（中央市総合防災公園、山の神千本桜周辺、たいら山周辺など）

●笛吹川、釜無川におけるサイクリングロードの充実（国への要

請） 

●市民参加による花と水と緑のまちづくりの推進（花植活動など）

５ 

市
民
の
安
全
を
守
る
防
災
ま
ち
づ
く
り
方
針 

【防
災
】 

①水害や土砂災害に

対する安全対策の

強化 

●水害の危険性が高い地域の内水氾濫対策の推進 

（田富地域、玉穂地域） 

●土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の周知、安全対策の推進（豊

富地域） 

②先導的な防災まち

づくりの推進 

●主要な防災拠点の機能強化 

（中央市総合防災公園） 

●主要な防災拠点の連携強化 

（中央市役所、玉穂支所、豊富支所） 

●指定避難所・避難地の機能の充実 

・防災備蓄倉庫設置計画に基づく防災備蓄倉庫の設置 

・避難地の定点サイン・誘導サインの充実など 

●基盤施設の耐震化 

・橋梁点検にもとづく老朽化した橋梁の補修・補強の推進 

・上下水道施設の耐震化 

●防災関連施設の整備充実 

・消防水利施設の不足する地域の消火栓や防火水槽の整備（豊

富地域） 

・防災行政無線の難聴区域の解消拡充 

●防災体制の強化 

・「中央市防災マニュアル」の周知 

・広域避難の検討、避難方法の検討と周知 

・既存の自主防災組織の強化 
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区   分 まちづくりリーディング施策 

６ 

安
心
・快
適
に
住
み
続
け
ら
れ
る
暮
ら
し
の
環
境
づ
く
り
方
針 

【
生
活
環
境
、
文
化
】 

①生活環境づくり 

 

●身近な生活環境の改善・整備の推進 

・生活基盤施設の整備・充実 

（生活道路、公園・緑地、公共下水道等） 

・「中央市公共施設等総合管理計画」に基づく公共施設の適正な

維持管理の推進 

・交通安全対策の推進（主要な交差点、通学路など） 

●防犯対策の推進 

・街路灯・防犯灯の設置、子ども見守り隊など 

●教育・文化・コミュニティ施設の充実 

・「中央市小中学校施設長寿命化計画」に基づく施設の改修・耐

震化 

・子育て支援センターの充実 

●良質な住まいづくりの推進 

・「公営住宅等長寿命化計画」に基づく市営住宅の計画的な改善・

建て替え整備の推進 

・「中央市空家等対策計画」に基づく空き家等の適切な維持管理、

空き家・土地情報の提供 

・空き家の利活用に向けた支援制度の検討 

・空き家バンク制度を活用したマッチング情報の充実 

②文化のまちづくり ●中央市ふるさとまつりの充実 

●文化・交流活動の活性化 

・生涯学習プログラムの充実、図書館活動の推進、スポーツ活動拠

点の整備推進など 

③福祉のまちづくり ●施設のバリアフリー化の促進、ユニバーサルデザインの導入 

・公共交通機関のバリアフリー化の促進 

（東花輪駅、小井川駅及びバスなど） 

・主要な公共施設のバリアフリー化の推進、ユニバーサルデザイ

ンの導入検討 

●安心して暮らせる福祉の環境づくり 

・高齢者・障がい者に配慮した生活環境の充実（福祉サービスの

充実、居住サポートの推進、社会参加の促進など） 

・地域のかかりつけ医と山梨大学医学部や地域医療機関との連携

など 

●「中央市子ども・子育て支援事業計画」に基づく子育て環境の

充実 

・子育て支援センターの充実 

・保育施設の機能の充実 

●協働による福祉のまちづくりの推進 

・ボランティアセンターの利用促進など 

●健康づくりの推進 

・健康づくりの支援充実 

・安全・快適な散策ルートづくり 
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区   分 まちづくりリーディング施策 

６ 

安
心
・
快
適
に
住
み
続
け
ら
れ
る
暮
ら
し
の

環
境
づ
く
り
方
針 

【福
祉
、
環
境
】 

④環境まちづくり 

 

●自然環境に配慮したまちづくりの推進 

・自然や生態系に配慮した施設整備の推進（多自然工法の導入

など） 

・環境保全型農業の推進（GAP 認証制度、エコファーマー制度

等の活用など） 

●省エネルギー・リサイクル型のまちづくりの推進 

・ごみの減量化と資源リサイクルの推進 

・「中央市地域新エネルギービジョン」に基づく新エネルギーの

活用推進 

・「（仮称）中央市地球温暖化対策実行計画」の策定及び計画に

基づく環境まちづくりの推進 

●協働による環境まちづくりの推進 

・環境に対する意識の啓発（環境学習の推進など） 

・地域ぐるみの３Ｒ運動の普及 

 

 

【参考】計画が実現した主なリーディング施策 

平成 22 年３月に策定した「中央市都市計画マスタープラン」に基づき、市では様々な施策を

推進してきました。 

計画に位置付けられていた施策の中で、下記のような内容が実現してきています。 

■計画が実現した主なリーディング施策 

・中央市景観計画の策定（完了） 

・中央市幹線道路網整備計画の策定（完了） 

・（仮称）中央東西道路の整備及び（都）玉穂中央通り線の整備（整備中） 

・中央市役所の整備（完了） 

・中央市総合防災公園の整備（整備中） 

・土地区画整理事業（完了） 

・東花輪駅周辺の整備（完了）、小井川駅周辺整備（完了） など 



参 考 資 料
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平成 30 年度 

■現況調査 

■課題の整理 

平成 30 年 10 月 □見直し作業に着手 

平成 31 年 2 月 ○関係各課ヒアリング 

３月 □中央市の概況と課題の整理 

令和元年度 

■計画立案 

■調整と協議 

令和 元年 ５月 ○第１回庁内検討会 

６月 ●第１回策定委員会 

10 月 ○第２回庁内検討会 

11 月 ●第２回策定委員会 

令和 ２年 ２月 ○第３回庁内検討会 

３月 ●第３回策定委員会 

参 考 資 料 

策定経過 １ 

令和 ２年 ７月 ○第４回庁内検討会 

９月 □山梨県都市計画課との協議 

 ●第４回策定委員会 

10 月 ◆パブリックコメントの実施 

11 月 □都市計画審議会への諮問・答申 

 □「中央市都市計画マスタープラン」の決定 

令和２年度 

■計画立案 

■調整と協議 

■都市計画マスタ

ープランの決定 
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（１）策定委員会名簿 

所 属 職名等 氏 名 備 考 

学識経験を有する者 山梨大学大学院教授 大 山  勲 会 長 

議会代表 

市議会議長 福 田 清 美  

市議会副議長 金 丸 俊 明  

市議会産業土木常任委員長 小 池 章 治  

関係機関 
県都市計画課まちづくり推
進企画監 松 沢 一 賀  

関係団体代表 

市商工会会長 浦 田  勉  

市農業委員会会長 保 坂 元 信  

市民代表 

市自治会長会会長 
坂 本  桂 副会長 

第１回～第３回 

水 上 和 仁 第４回 

市自治会長会副会長 

江 間 誠 二 第１回～第３回 

鷹 野  守 第４回 

河 西 則 喜  

公募委員 

田富地域代表 小 野 正 巳  

玉穂地域代表 石 原 英 一  

豊富地域代表 櫻 井 久 忠  

 

（順不同、敬称略）

都市計画マスタープラン策定メンバー ２ 

・第３回策定委員会 ・第１回策定委員会 ・第４回策定委員会 
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（２）庁内検討会名簿 

① 令和元年度 

課 名 氏 名 備 考 

政策秘書課 河 西 和 哉  

危機管理課 竹 内 厚 夫  

リニア交通政策課 内 藤 栄 一  

建設課 小 林 弘 典  

下水道課 清 水 達 也  

農政課 
若 尾 勝 秀 第１回 

山土井 幸司 第２回、第３回 

商工観光課 山 口 文 六  

 
② 令和２年度 

課 名 氏 名 備 考 

政策秘書課 河 西 和 哉  

企画課 青 木  司  

危機管理課 竹 内 厚 夫  

建設課 小 林 弘 典  

下水道課 清 水 達 也  

産業課 山土井 幸司  

 

 

 

 

（３）事務局職員名簿 

課 名 職名等 令和元年度 令和２年度 

都市計画課 

課  長 田 島 幸 一 

リーダー 長谷部 浩 

担  当 柿 嶋 正 宣 山 本 将 平 

（順不同、敬称略）

（順不同、敬称略）

・第１回庁内検討会 ・第３回庁内検討会 ・第４回庁内検討会 
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 ■諮 問 

中央市都市計画マスタープラン原案にかかる諮問・答申 ３ 

・都市計画審議会 
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■答 申 
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 あ 行  

アクセス道路 

ある目的の所へ行くための道路のこと。 

ＡＩ（エーアイ） 

Artificial Intelligenceの頭文字をとった略語で、

日本語では人工知能と呼ばれる。 

インターンシップ 

学生が在学中に自らの専攻や将来のキャリアに

関連した就業体験を行うことで、大学や学校と

受け入れ組織（企業、公共団体、NPO など）と

の連携によって行われる。 

液状化（現象） 

地下水位の高い砂地盤などで、地震の際に振動

により一瞬にして砂と水が分離する現象。これ

により地表面は液状となり、地盤としての支持

力を失ってしまう。そのため、比重の大きい構造

物が埋もれ、倒れたり、地中の比重の軽い構造物

（下水管等）が浮き上がったりする。発生する場

所は砂丘地帯や三角州、港湾地域の埋め立て地

などがほとんどであるが、近年の研究では、地下

水位が高い旧河川跡や池跡、水田跡等も発生し

やすいことがわかっている。 

ＮＰＯ（特定非営利活動法人） 

Non-Profit Organization の頭文字をとった略

語。行政や民間企業に属さず、社会的に必要な公 

益的活動を行う住民による非営利の組織のこと。 

エコファーマー 

平成 11 年７月に制定された「持続性の高い農

業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農

業法）」第４条に基づき、「持続性の高い農業生産

方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提

出して、当該導入計画が適当である旨の認定を

受けた農業者（認定農業者）の俗称。 

エコドライブ 

燃料消費量や CO２排出量を減らし、地球温暖化

防止につなげる“運転技術”や“心がけ”のこと。 

エコロード 

エコロジーとロードを組み合わせた和製英語。

調査、計画段階から設計、施工、管理の段階まで、

自然環境の保全にきめ細かく配慮された道路の

ことをいう。自然環境の改変を最小限とするよ

う適切な路線の選定を行うとともに、動物の生

息地を分断しないように橋梁やトンネルを多く

採用したり、動物用の横断構造物を設置して動

物の移動を助けるなど、さまざまな工夫が施さ

れる。また、必要に応じて、建設により損壊する

自然環境を復元するなどの措置をとる。 

エリア 

一定の区域、地域、地帯のこと。 

温室効果ガス 

人間活動によって増加した二酸化炭素、メタン、

一酸化二窒素、フロンガスのこと。二酸化炭素は

地球温暖化に及ぼす影響がもっとも大きな温室

効果ガスである。 

 

 か 行  

合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のこ

と。下水道のない地域での水環境の汚染の防止

に有効である。 

環境教育 

環境や環境問題に対する興味・関心を高め、必要

な知識・技術・態度を獲得させるために行われる

教育活動のこと。 

環境保全型農業 

農薬や化学肥料の使用を抑え、自然生態系本来

の力を利用して行う農業のこと。 

協 働 

協力して働くという意味。まちづくりの場合、市

民と行政などがそれぞれの役割を担いながら、

一緒に進めていくという意味で使用している。 

ＧＡＰ認証制度 

「農業生産工程管理」のことで、土作りや栽培管

理、収穫、出荷など各段階に点検項目を設定し、

適切に作業できているか農業者がチェックし、改

善していく取り組みのこと。山梨県では平成 29

年 7 月 1 日から「やまなし GAP 認証制度」を

スタートした。 

グループホーム 

病気や障害などで生活に困難を抱えた人たちが、

地域でより自立的に生活できるように、専門スタ

ッフ等の援助を受けながら、小人数で生活する社

会的介護の形態のこと。集団生活型介護とも言う。 

景観計画 

「景観法」に基づき「景観行政団体」が法の手続

きに従って定める「良好な景観の形成に関する

用語解説 ４ 
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計画」のこと。景観まちづくりを進める基本的な

計画として、景観形成の方針、行為の制限に関す

る事項などを定めることができる。 

景観条例 

景観を保全・形成し、その景観と調和した環境を

確保・整備するために各地方自治体が定める条

例。 

景観協定 

景観法に規定された良好な景観の形成に関する

協定。協定の締結には景観計画区域内の対象と

なる一団の土地の土地所有者等の全員の合意が

必要となる。地域に合ったきめ細やかな景観に

関するルールを定め、自主的な規制を行うこと

ができる制度である。 

公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または

処理するために地方公共団体が管理する下水道

で、終末処理場を有するものや、流域下水道に接

続するものがある。 

公共交通 

電車、バス、タクシーなどの誰もが利用できる移

動手段。 

交通結節点 

鉄道の乗継駅、道路のインターチェンジ、自動車

から徒歩やその他の交通機関に乗り換えるため

の停車・駐車施設、鉄道とバスなどの乗換えが行

われる駅前広場のように交通動線が集中的に結

節する箇所のこと。 

公共施設の長寿命化計画 

平成 26 年 5 月に国が策定した「インフラ長寿

命化基本計画」に基づき、安全で快適に利用でき

る公共施設の提供と、財政の健全化に向け、その

長寿命化を図るため、効率的・効果的な更新、改

修、維持管理等について自治体が策定する計画。 

公共施設等総合管理計画 

「公共施設等総合管理計画」とは、将来的な財政

見通しに基づいて、公共施設を適切に保全、更新

し、長寿命化や統廃合を推進するための考え方

や取り組みを示した計画。 

洪水ハザードマップ 

市民の日常的な備えや水害時の避難に活用する

ため、水害の危険性、避難に関する情報等をまと

めたもの。 

高齢化社会 

一般的に高齢化が進行して、人口構成に占める

高齢者の割合が高い社会をいう。国連の定義で

は、65 歳以上の高齢者の割合が７％を超えた社

会を高齢化社会といい、14％を超えると高齢社

会という。 

コミュニティ 

一般的には地域共同体、または地域共同社会の

こと。まちづくりの分野では、主に住民相互の協

力と連帯による地域のまちづくりを行う際に対

象とする地域社会の意味などで使用される。 

コミュニティバス 

自治体により進められている新しいバスの総称。

小型バスなどを使用し、一定の地域内を地域の

必要目的に合わせて運行するバスのこと。公共

施設間の移動や、路線バスでカバーしきれない

地域の交通手段として活用されている。 

コンパクトシティ 

主にヨーロッパで発生した都市設計の動き、ま

たその背景にある思想・コンセプトのことで、日

本では低酸素社会づくりや社会資本整備の効率

化などの観点から、近年になり再び脚光を浴び

るようになった。コンパクトなまちづくりとは

都市の郊外化やスプロール化を抑制し、市街地

のスケールを小さく保ち、歩いて行ける範囲を

生活圏と捉え、コミュニティの再生や住みやす

いまちづくりを目指すという考え方である。 

 

 さ 行  

サイン 

記号（合図）のことをいうが、まちづくりの分野

では標識、看板などの総称として用いられる。 

災害時行動マニュアル 

水害、土砂災害、大規模地震が発生もしくは想定

される場合に市民が、どのような行動を取れば

良いかを、災害種別毎にまとめたもの。 

再生可能エネルギー 

石油や石炭、天然ガスといった有限な資源であ

る化石エネルギーとは違い、太陽光や風力、地熱

といった地球資源の一部など、自然界に常に存

在するエネルギーのこと。クリーンエネルギー

も再生可能エネルギーの一種である。 

里 山 

集落の近くにあり、かつては薪炭用木材や山菜

などを採取していた、人とのかかわりが深い樹

林地・農地のこと。自然と人間が共存している田

畑、雑木林でもあり、特有の生態系が存在してい

る。 
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市街化区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、既に

市街地を形成している区域及び優先的かつ計画

的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 

都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街

化を抑制すべき区域。 

自助・共助 

「自助」とは、家庭で日頃から災害に備えたり、

災害時には事前に避難したりするなど、自分で

守ることをいう。 

「共助」とは、地域の災害時要援護者の避難に協

力したり、地域の方々と消火活動を行うなど、周

りの人たちと助け合うことをいう。 

自主防災組織 

町内会・自治会・管理組合などを単位に構成され

ている防災組織のこと。災害時には近隣相互の

助け合いのもと、防災活動を円滑に行うため、防

災訓練の実施や防災活動用資材の確保、各家庭

における日頃からの防災意識の高揚などの活動

を行っている。 

省エネルギー 

エネルギーを効率的に利用し、消費量をできる

限り少なくするよう努めること。 

条 例 

地方公共団体がその管理する事務について、法

律などの上位の規定の範囲内で、議会の議決に

よって制定する法令のこと。 

指定管理者制度 

多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に

対応するため、公の施設の管理を民間に委託し、

ノウハウを活用しながら、市民サービスの向上

と経費の節減を図ることを目的とした制度のこ

と。 

集約型都市構造 

高度成長期以降の急激なモータリゼーションの

進展と外延化した市街地構造に対して、少子・超

高齢社会に対応するために、都市機能を集約化し

た「歩いて暮らせるコンパクトな都市構造」のこ

と。 

森林セラピー 

森林や地形といった自然を利用した医療、リハ

ビリテーション、カウンセリングや森林浴、森林

レクリエーションを通じた健康回復、維持、増進

活動のこと。 

スマート農業 

ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用して、

省力化や高品質生産を実現する新たな農業のこ

と。これを活用することで農作業における省力化

や軽労化が進められるとともに、新規就農者の確

保や栽培技術力の継承などが期待される。 

スマートＩＣ 

ETC 専用インターチェンジのことで、高速道路

へのアクセスの向上を目的に、サービスエリア

や、パーキングエリアまたは既存のインターチ

ェンジの間に設置されている。 

ストック 

蓄えた物、資源などのこと。 

生活道路 

住宅地内などを通る生活に密着した道路のこと。 

生産緑地 

市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満た

す土地で所有者の申請に基づき都市計画により

指定された地域地区のこと。地区制定は指定制

度（生産緑地地区制度）に沿って管轄自治体が行

う。一定の要件とは農林漁業との調整を図りつ

つ良好な都市環境の形成に資するために、市街

化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災

害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効

果があり、かつ公園・緑地など公共施設等の敷地

の用に供する土地として適するものとされる。 

脆 弱 

もろくて弱いこと。また、そのさま。 

セミナー 

大学などの教育方法の一つで、教授などの指導

のもとに、少人数の学生が特定のテーマについ

て研究し、報告・討論するもの。ゼミナール、演

習、講習会などともいわれる。 

雑木林 

二次林のうち、薪炭材の供給源等として生活と

ともに人為管理してきた林のこと。スギやヒノ

キのような単一樹種が密生する人工林に対し、

クヌギ、コナラ、エノキなどを中心に、土地本来

の多様な樹木から構成されるため雑木林と呼ば

れる。燃料としての薪炭を使わなくなってから

は、全国的に雑木林は人手が入らなくなり、荒廃

しているところが多い。 

ゾーン３０ 

生活道路における歩行者や自転車の安全な通行

を確保することを目的とした交通安全対策の一
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つで、区域（ゾーン）を定めて時速 30 キロの速

度規制を実施するとともに、その他の安全対策

を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における

クルマの走行速度や通り抜けを抑制するもの。 

 

 た 行  

タウンミーティング 

主に地域住民の生活に関わる事項などを話題と

する集会のことで、行政や政治家などが実施する

対話型集会をさすことが多い。 

地域防災計画 

災害対策基本法第 40 条に基づき、各地方自治

体（都道府県や市町村）の長が、それぞれの防災

会議に諮り、防災のために処理すべき業務など

を具体的に定めた計画のこと。 

地球温暖化 

物の燃焼に伴ってできる二酸化炭素などは、地

球から宇宙に熱を逃す赤外線を吸収して地球の

温度を高く保つ効果があるため、温室効果ガス

と呼ばれる。このような温室効果ガスの大気中

の濃度が高くなることにより、地球上の気温が

上昇する現象のこと。 

地区計画 

都市計画法に基づき比較的小規模の地区を対象

に、建築物の建築形態、公共施設の配置などから

みて、それぞれの区域の特性にふさわしい良好

な環境の街区を一体として整備・保全するため

に定められる計画のこと。 

地産地消 

地域生産地域消費の略語で、地域で生産された

農・水産物をその地域で消費すること。国の基本

計画では、その意味のみだけでなく、地域で生産

された農産物等を地域で消費しようとする活動

を通じて、農業者等の生産者と消費者を結び付

ける取り組みをさしている。これにより、消費者

が、生産者と「顔が見え、話ができる」関係で地

域の農産物・食品を購入する機会を提供すると

ともに、地域の農業等と関連産業の活性化を図

ることと位置付けている。 

電子自治体 

IT（情報技術）を導入することで日常業務の効率

化を行ったり、住民に向けた行政サービスの利

便性を高めたりする県庁、市役所、町村役場など

のこと。電子化された官公庁を意味する「電子政

府」と対で使われることもある。総務省は平成

19 年 3 月に「新電子自治体推進指針」を策定

した。 

特定用途制限地域 

非線引き都市計画区域の用途地域が定められて

いないところや準都市計画区域内において、良

好な環境づくりや環境維持を目的とし、各地域

の特性に適した土地利用が行われるよう、建築

物の用途に対して規制できる地域のこと。 

都市（基盤）施設 

道路・公園・下水道など、様々な都市活動を支え

るための施設のこと。 

都市計画区域 

都市計画を策定する区域の単位となるもので、

都市の実態や将来の計画を勘案して、一体の都

市地域となるべき区域として県が指定する区域。 

都市計画決定 

道路や公園など、生活に必要な都市施設の計画

内容を一定の法的手続きにより、決定すること。 

都市計画審議会 

都市計画に関する事項を調査・審議するために

設置された地方自治体の付属機関の総称で、都

道府県都市計画審議会、市町村都市計画審議会

の２種がある。 

都市計画道路 

都市計画法に定められた都市施設のひとつで、

都市計画決定された道路のこと。 

都市計画法第３４条 

市街化調整区域では、建築物の建築等が厳しく

制限されているが、⼀定の集落を形成し、主要な

道路や排⽔施設が概ね整備された区域など、一

定の条件を満たす場合には、都市計画法第 34 条

第 11 号に基づき指定された区域内において住

宅等の建築が可能となる。 

土地区画整理事業 

地区内の土地所有者から、土地の一部を提供し

てもらい（減歩）、その土地を道路や公園などの

新たな公共用地として活用し、整然とした市街

地を整備することにより、居住環境を向上し、区

画を整形化して利用増進を図る事業のこと。 

 

 な 行  

内水氾濫 

河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られ

た内側の土地（人が住んでいる場所）にある水を

「内水（ないすい）」と呼ぶ。大雨時の側溝、下

水道、排水路の溢水や、支川と本川の合流地帯等

での本川の水位上昇から外水が小河川に逆流す
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るなど、内水の水はけが悪化し、建物や土地・道

路などが水につかってしまうことを「内水氾濫」

という。 

ニーズ 

必要とされること。要求や需要のこと。 

二地域居住（マルチハビテーション） 

二地域以上の、複数の居住空間に生活すること。

定住という概念を超えた多面的な居住形態であ

る。マルチ（Multi-「多様な」）とハビテーショ

ン（habitation「居住」）を組み合わせた造語で、

マルチハビテーションとも呼ばれる。 

ネットワーク 

「網細工、網の目のような組織」の意味で、まち

づくりの分野では市内各地に分散する拠点など

を、単独では持ち得ない複合的な魅力を出させ

るための相互の連携を意味する。 

農業生産法人 

農業者などの農業関係者が中心となって組織さ

れた農業を行う法人のこと。農業生産法人は、農

業経営を行うため、農地の売買や借地ができる。 

ノウハウ 

ある専門的な技術やその蓄積、方法やこつのこ

と。 

農地中間管理事業 

農地中間管理機構が、農業経営からのリタイヤ、

規模縮小などにより農地の受け手を探している

農家から農地を借り受け、農業経営の効率化や

規模拡大を考えている受け手（担い手農家等）に

貸し付ける制度。 

 

 は 行  

パークアンドライド 

交通混雑の緩和や大気汚染等の改善のために、

車を都市郊外の駐車場に止めて、鉄道やバスに

乗り換えて都心あるいは特定地域に入るなど、

自家用車とバス・鉄道などを適切に組み合わせ

た交通システムのこと。 

バイオマス 

生物資源（bio）の量（mass）を表す概念で、一

般的には「再生可能な、生物由来の有機性資源で

化石燃料を除いたもの」をいう。 

バイパス 

迂回のための流路、あるいは迂回することその

ものを意味し、都市計画では、混雑する市街地や

山間部の狭い区間などを迂回する「バイパス道

路」のことをさす。 

ハザードマップ 

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を

地図化したもの。予測される災害の発生地点、被

害の拡大範囲や被害程度、さらには避難経路、避

難場所等の情報が既存の地図上に図示される。

ハザードマップを活用することにより、災害発

生時に住民が迅速・的確に避難を行うことがで

き、また二次災害発生予想箇所を避けることが

できるため、災害による被害低減に向け非常に

有効となる。 

パブリックコメント制度 

都市計画マスタープランなどの行政の施策など

を原案段階で公表し、広く市民から意見を募り、

その上で意思決定を行う手続きのこと。 

バリアフリー 

障害のある人が社会生活をしていく上で障壁

（バリア）となるものを除去すること。建物内の

段差の解消など、物理的な障壁の除去だけでな

く、障害者の社会参加を困難にしている社会的、

制度的、心理的な全ての障壁の除去というより

広義的な意味も含む。 

避難路 

災害時に著しい被害が発生するおそれのある地

域等にあって、市民を避難場所へ安全に避難さ

せる道路のこと。 

避難場所 

災害時に著しい被害が発生するおそれがある地

域等にあって、市民が避難することができる安

全な場所のこと。 

費用対効果 

あるものが持つ価格と価値を対比させた度合い

のこと。コストパフォーマンス（英語：cost 

performance、頭文字をとって CP）ともいう。

投資しようとする商品やサービスなどの価格が、

満足度・機能などの価値に見合っているかどう

かを表現する場合に使われる。 

フィルムコミッション 

映画やドラマのロケーション（野外撮影）を地元

に誘致し、スムーズに撮影が図られるよう支援

する活動で、ふるさとの自然や風景をＰＲし、市

民のふるさとへの愛着や意識の醸成を図る上で

効果的である。山梨県でも「山梨フィルムコミッ

ション」を推進している。 

不法投棄 

法律や規則に違反し、山や河川等に廃棄物やゴ

ミ等を捨てること。 
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ブランド化 

ブランドとは形のない価値、商品やサービスに

対する共通のイメージのことで、ブランド化と

は、商品やサービスについてユーザーに共通の

イメージを認識させることをいう。 

まちづくりの分野でいう“地域のブランド化”と

は、地域に住む人々の満足度やロイヤリティを

向上させる目的で、地域が独自にもつアイデン

ティティを明確にし、ブランドとして認知させ

る活動のことをいう。 

文化的景観 

文化的景観とは、文化財保護法で「地域における

人々の生活または生業及び当該地域の風土によ

り形成された景観地で我が国民の生活又は生業

の理解のため欠くことのできないもの（法第二

条第一項第五号）」と定められている景観のこと。

「景観法」の制定と併せ「文化財保護法」の一部

改正により、これまで文化財として保護の対象

外であった水田や里山など人と自然との関わり

の中で創り上げられた景観（＝文化的景観）も保

護の対象として位置づけられた制度。 

防災拠点 

地震などの大規模災害時に、地域住民などが一

定期間の避難生活をすることのできる場所。 

防災備蓄倉庫 

地域防災の備えとして、消耗品が保管・備蓄され

ている倉庫で、国や県・地方自治体や町内会等が

管理している。  

ポケットパーク 

歩行者が休憩し、または近隣住民が交流するた

めの空間で、道路もしくは道路沿い等に設けら

れた小さい広場のこと。「ベストポケットパーク」

の略で、ベスト（チョッキ）のポケット程度の公

園という意味。 

ボランティア 

自発的な意志によって奉仕活動を行う人。 

 

 ま 行  

マニュアル 

手引書、取扱説明書のこと。 

水辺の楽校 

子どもたちにとって河川が身近な自然体験の場

となるように、安全な水辺の整備と河川管理者

等が地域の人々と十分に連携を図り河川が利・

活用されるような体制・施設の整備と、これを維

持管理できる環境づくりを行うことを目的とし

て、国土交通省河川局で実施している制度。 

緑の基本計画 

都市緑地法に基づき、市町村が定めることがで

きる「都市における緑地の適正な保全や緑化の

推進に関する基本計画」のこと。 

 

 や 行  

山梨県情報ハイウェイ 

高速情報通信基盤の幹線として県内の主要道路

に張り巡らされた光ファイバ網であり、平成 16

年度から平成 18 年度に整備されたもの。県内

のどこでも高速インターネットを利用できる環

境を実現するための基盤（幹線）として、県内プ

ロバイダなどが活用できるようになっている。 

ユニバーサルデザイン 

全ての人のためのデザインを意味する。年齢や

障害の有無などにかかわらず、最初からできる

だけ多くの人が利用可能であるようにデザイン

すること。 

用途地域 

都市計画法により、都市の環境保全や利便の増

進のために、地域における建物の用途に一定の

制限を行う地域。住居・商業・工業の各地域に大

別される。 

 

 ら 行  

ライフスタイル 

一般的には生活様式を示し、衣食住のみではな

く、交際や娯楽なども含む暮らしぶりのことを

いう。更に生活に対する考え方や習慣をも含む

意味でも使用される。 

リーディング 

他の語の上に付いて、先頭または首位である意

を表す。リーディング施策とは、全体の施策のな

かで先立って進めていく施策のことをさす。 

リサイクル 

資源の再生利用・循環使用のこと。システムとし

て確立することにより、環境への負荷低減や省

資源・省エネルギー、ごみの減量化などの効果が

期待できる。 

リスク 

危険、危険度のこと。また、結果を予測できない

度合いや予想通りにいかない可能性などの意味

でも用いる。 

レクリエーション 

精神的、肉体的な疲労回復や日常生活に潤いを



155 

求めて行う余暇活動のこと。休養、娯楽という意

味もある。 

６次産業（化） 

農業や水産業などの第一次産業が食品加工・流

通販売にも業務展開している経営形態を表す。

また、このような経営の多角化を 6 次産業化と

呼ぶ。 

路側帯 

道路交通法で定められ関連法令で使われている

用語で、歩行者の通行の用に供し、または車道の

効用を保つため、歩道の設けられていない道路

または道路の歩道の設けられていない側の路端

寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標

示によって区画されたもの。 

 

 わ 行  

ワークショップ 

作業場・研修会などの意味を持つ言葉であるが、

都市計画・まちづくりの分野では、地域にかかわ

る諸問題に対応するために、様々な立場の参加

者が、経験交流や合意形成の手法など多様な協

働作業を通じて、地域の課題発見、創造的な解決

策や計画案の考察、それらの評価などを行って

いく活動のこと。 
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