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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 120 ha

平成 27 年度　～ 平成 32 年度 平成 27 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

世帯 H26 Ｈ32

ｍ H26 Ｈ32

％ H26 Ｈ32

都道府県名 福島県 会津若松市 会津若松駅前地区（第二期）

計画期間 交付期間 32

大目標：効率的でコンパクトな市街地形成に向け、街なかに快適で安心して暮らせるまちをつくる
　目標１：中心市街地に隣接する市街地における居住を推進
　目標２：住み続けたいと思えるゆとりある良好な居住環境を形成

本市は福島県の西部、会津盆地の東南に位置し、東西に約20km、南北に約29km、面積約383km2、人口約12.3万人の都市である。城下町として発展してきた本市は、政治、経済、教育・文化、医療などの面で会津地方の中心的な役割を担うとともに、広
域幹線道路や鉄道が集中し、会津地方の交通の要衝としての役割も担っている。また、豊かな自然と全国的に知名度の高い歴史・文化を活かした、全国有数の観光地であり、交流人口の拡大を進めている。
　しかし、本市の人口は平成７年をピークに減少傾向に転じ、少子高齢化も全国平均を上回るスピードで進行していることから、効率的でコンパクトな市街地形成に取り組んでおり、徒歩で生活できる圏域を「基本コミュニティ」と想定し、これらをつないだ
「コミュニティゾーン」が連担し、相互に連携する「連環都市構造」からなるコンパクトな市街地形成を目指している。
　会津若松駅前地区（以下「本地区」という）は、会津若松駅の北東に位置し、中心市街地に隣接する市街地内の地区であり、用途の混在化が顕著で、市街化の進展により不良市街地となることが予想されたことから、宅地需要に呼応した健全な環境の
住宅地を供給するとともに、本市の骨格となる環状道路や都市内幹線道路等の都市計画道路の整備を推進するため、昭和63年度から扇町土地区画整理事業に取り組んできた。
　また、平成17年から平成21年にかけて、まちづくり交付金「会津大学周辺地区」を活用し、区画道路の整備を重点的に実施するとともに、平成22年から平成26年にかけて、都市再生整備計画事業「会津若松駅前地区」を活用し、一箕小学校周辺におい
て区画道路の重点整備や街区公園整備等を実施し、良好な居住環境形成を推進してきた。
　この取り組みにより、市街地の「放射環状ネットワーク」の一翼を担う都市計画道路は、平成19年度までに扇町土地区画整理事業区域内の全線を供用し、中心市街地内の混雑緩和や交通の円滑化に大きく貢献した。
　一方、土地区画整理事業の宅地整備率や区画道路整備率は８割を超え、効率的でコンパクトな市街地形成に寄与する健全な環境の住宅地供給が進展しているものの、都市基盤施設が脆弱なため、居住環境に課題を抱えている箇所も見られる。
　また、ゆとりある居住環境形成に資する住区基幹公園は、これまでに６箇所の街区公園を整備しているが、近隣公園１箇所と街区公園５箇所が未整備の状況となっており、地元行政区長により公園を早期に整備し、地元住民や子供たちに開放するよう
市に対し要望書が出されるなど、更なる整備の推進が求められている。

課題①　人口減少社会においても、持続可能な、効率的でコンパクトな市街地形成を進めるため、中心市街地に隣接する本地区において、健全で良好な環境の住宅地を供給し、街なか居住世帯を増加させることが求められている。
課題②　新たな世帯の定住を促すと共に、世代を超え継続して住み続けたいと思えるゆとりある良好な居住環境を形成することが求められている。

①第６次会津若松市長期総合計画（計画期間：平成19年～平成29年）
　少子高齢化や人口減少時代を迎え「安心して暮らせるやさしいまちづくり」を重点的に取り組む政策として位置づけた上で、政策の柱として、「都市基盤　～快適で利便性の高いまち～」を掲げ、「公園や道路などの都市基盤や生活基盤の整備・充実」を
進め、「身近な居住環境が整備された、ゆとりある暮らしの確保」を目指している。
　また、基本政策として「市民に親しまれる潤い環境整備」や「総合的かつ計画的な都市づくりの推進」を位置づけ、身近な公園の整備や土地区画整理事業の推進によるゆとりある都市空間と良好な居住環境の創出を目指している。
　本地区を含む会津大学周辺地域の将来展望では、地域づくりの目標として、「安心して暮らせる居住環境が整備されたまちをつくる」を掲げ、扇町土地区画整理事業の推進などによる良好な居住環境の整備推進に取り組むとしている。

②会津若松市都市計画マスタープラン（計画期間：平成22年～平成42年）（平成25年3月策定）
　まちづくりの基本的な考えとして「連環都市構造の構築によるコンパクトシティの実現」を掲げ、高度な都市機能の集積を目指す「中心活性化ゾーン」を中核に、外縁を取り巻く「良好な居住環境ゾーン」からなる都市構造の構築を目指すこととしている。
　本地区を含む一箕地区の将来構想では、地域の将来像を「歴史と自然を守りながら、産学連携の拠点を活かし、多様な世代がふれあうまちをつくる」とし、「低層建物を主体としたゆったり居住ゾーンとして、住み続けたいと思える良好な居住環境の形
成」「土地区画整理事業の着実な整備による、ゆとりある良好な居住環境の形成」を図ることとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

1,900世帯

狭隘道路延長
都市再生整備計画区域内の狭隘道路（幅員４ｍ未満）の道
路延長

区画道路の整備を行うことで、街なか居住の促進を阻害する狭隘
道路延長が減少する。

340ｍ 0ｍ

地区内世帯数
扇町土地区画整理事業区域内における住民基本台帳世帯
数

良好な居住環境の形成を推進することで、街なか居住世帯数が増
加する。

1,851世帯

100%住区基幹公園誘致圏カバー率
都市再生整備計画区域内の住区基幹公園等の誘致距離
内に含まれる区画整理区域面積の割合

身近な公園の整備により、公園利用が可能なゆとりある居住環境
を備えた住宅地の面積が増加する。

60%



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
【交付期間中の計画の管理について】

　交付期間中の計画の管理は、都市再生整備計画事業の主管課である区画整理課が関係各課をまとめ、事業の進捗や整備効果の発現などについて検証するための会議を定期的に開催する。

【審議会への説明について】

　土地所有者、借地権者で構成される審議会には、審議案件の他、事業の進捗や工事内容の説明を実施していく。

【地元住民への定期説明について】

　扇町土地区画整理事業については、毎年個別相談会を実施する他、広報誌を発行しており、今後も事業の周知徹底に努める。

方針に合致する主要な事業
整備方針１　街なか居住推進に向け、健全な住宅地を供給する
　・土地区画整理事業の宅地整備を図り、街なかでの宅地供給を促進する。
　・区画道路を整備し、地区内の宅地供給を促進する。
　・身近に利用できる公園を整備し、健全な居住環境を形成する。
　・公共下水道を整備し、健全な居住環境を形成する。
　・上水道を整備し、健全な居住環境を形成する。

【基幹事業】土地区画整理事業：扇町地区 A=107.3ha
【基幹事業】土地区画整理事業：（公園）扇町地区 ６箇所
【基幹事業】土地区画整理事業：（下水道）会津若松市公共下水道事業
【提案事業】地域創造支援事業：会津若松市水道施設整備事業
【提案事業】事業活用調査：効果検証調査事業

整備方針２　継続して住み続けたいと思えるゆとりある良好な居住環境を形成する
　・区画道路を整備し、良好な交通環境を形成する。
　・身近に利用できる公園を整備し、多世代が交流でき、ゆとりある良好な居住環境を形成する。

【基幹事業】土地区画整理事業：扇町地区 A=107.3ha
【基幹事業】土地区画整理事業：（公園）扇町地区 ６箇所

・



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

道路

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（高次都市施設）

土地区画整理事業 会津若松市 直 107.3ｈａ Ｓ63 Ｈ35 Ｈ27 Ｈ32 33,551.0 1,401.5 1,401.5 0.0 1,401.5

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 33,551.0 1,401.5 1,401.5 0.0 1,401.5 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

会津若松市 直 1285ｍ Ｈ27 Ｈ31 148.0 148.0 148.0 148.0

会津若松市 直 H32 Ｈ32 10.0 10.0 10.0 10.0

合計 158.0 158.0 158.0 0.0 158.0 …B

合計(A+B) 1,559.5
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

会津若松市 ○ Ｈ20 Ｈ31 300

会津若松市 ○ Ｈ22 Ｈ30 800

会津若松市 ○ Ｈ22 Ｈ27 46

合計 1,146

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 1,559.5 交付限度額

細項目
事業 事業主体

623.8 国費率 0.4

交付期間内事業期間
事業箇所名 直／間 規模

（参考）事業期間

扇町地区

事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造
支援事業

会津若松市水道施設整備事業 扇町地区

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調
査

効果検証調査事業 扇町地区

まちづくり活
動推進事業

市道一箕３－４７号線外（歩道工） 会津若松市蚕養町

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

市道幹Ⅰ－６号線（踏切改良、歩道工） 会津若松市石堂町

(都)会津若松駅中町線（歩道拡幅整備） 会津若松市中町

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域

会津若松駅前地区（福島県会津若松市） 面積 120 ha 区域 扇町、白虎町の全部と、一箕町亀賀、山見町、滝沢町、蚕養町、駅前町の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。
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