
都市再生整備計画 （第５回変更）
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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 284 ha

平成 22 年度　～ 平成 26 年度 平成 22 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 H19 Ｈ26

人/日 H20 Ｈ26

人/年 H20 Ｈ26

都道府県名 山形県 米
よね

沢
ざわ

市
し

米
よね

沢
ざわ

市
し

中心市街地
ちゅ う しん しが いち

計画期間 交付期間 26

大目標：交流型コミュニティの構築による中心市街地の賑わい再生
　　目標１：市民の文化・スポーツ交流と地域コミュニティ活動を促進し、中心市街地の賑わいを再生する。
　　目標２：中心市街地に集積する歴史・観光資源を活かし、市民・観光客のまちなか歩きを促進する。
　　目標３：市道の整備改善と公共交通機関（循環バス路線）の充実による交通の利便性の向上を図る。

・中心市街地は、江戸時代の町割りを基盤としながら形成されており、商業・業務機能の集積する平和通り周辺、公共交通の拠点である米沢駅周辺、観光拠点である松が岬公園周辺の３拠点を包含し、様々な都市機能を有している。

・中心市街地の商店街は、地元の方をはじめ、近郊の人々の生活物資の供給、娯楽の提供の役割を担ってきたが、平和通り商店街における大型店舗の撤退、市街地周辺へのロードサイド型店の出店、郊外型大規模小売店の進出、購買手段の多様化
等、中心市街地商店街の環境は大きく変貌し、著しく売上額が減少するとともに、後継者不足等に伴う空き店舗の増加により空洞化が進行している。

・当地区における人口及び世帯数は、減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいる。

・当地区は、現在策定中の中心市街地活性化基本計画の区域を含んでおり、同計画において、市街地の再整備、都市福利施設の整備、まちなか居住の推進、商業の活性化、公共交通の利便性増進の方向性が示される予定である。

少子高齢化社会において、市民生活の利便性確保と観光による地域活性化を図り、限られた財源で効率的なまちづくりを進めるためには、中心市街地の活性化が喫緊の課題である。

　・中心市街地は、商業及び公共施設の集積が高く、また、ＪＲやホテルなどの都市施設、観光資源といった既存インフラ、ストックも集積しており、これらを有効に活用した効率的なまちづくりが必要である。

　・本市への年間観光客入り込み数は、松が岬公園等史跡を中心に約３００万人程度となっているが、その経済効果を中心市街地で受け止め、まちなか活性化の振興に資する必要がある。

　・中心市街地においては、人口減少に伴い、空き店舗や空き地が増加する中、地域住民のふれあい活動の拠点や文化活動を促進する機能強化を図る必要がある。

　・スポーツ振興の拠点である米沢総合公園は、これまで一定程度の整備が進められてきたが、今後、置賜圏域をはじめとした他地域との広域交流を推進する上で、さらなる機能強化を図る必要がある。

　・バスによる公共交通網を整備するなど交通弱者の移動手段を確保し、車なしでも安心して暮らせるまちづくりを進める必要がある。

　・米沢駅から平和通りを経て、松が岬公園を結ぶシンボルロード沿線の景観形成は、市民も観光客も歩いて楽しいと思えるような米沢の顔づくりとしての重要性が高いが、まだ魅力づくりの観点から十分ではなく、継続した城下町米沢らしい情緒を感じ
取ることができる景観形成に取組む必要がある。

城下町の歴史が感じられ、歩いて楽し、人集う、賑わいと活力のある中心市街地

　・本市の上位計画である「米沢市まちづくり総合計画(H18～H27)」では、山形県南部の置賜地域（3市５町）の中心都市として、機能的で美しく風格のあるまちづくりを進めるため、中心市街地における集客力ある商業・サービス業の振興や、圏域内を短
時間で移動できる幹線道路の整備、魅力あるまちなみ景観の形成を図ることとしている。
　・都市計画マスタープラン（H12～H32）においては、本市の将来都市像を、「人・物・情報が集う活力に満ちた置賜地域の交流拠点都市」と掲げ、そのための土地利用方針として、中心市街地については、商業地として魅力ある商店街の形成を図るべ
く、その再生の推進、集客力ある施設等の整備検討、商店街を巡る回遊性を促進するシンボルロードの整備とシンボリックな街並み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

平和通り歩行者・自転車通行量 平和通りにおける毎年の歩行者・自転車通行量
商業・業務機能が集積する平和通りの賑わいを把握する指標とし
て捉え、平和通りにおける2地点の歩行者・自転車通行量の減少
数を抑制させることを目標とする。

1,676人/日 1,576人/日

まちなか公共文化施設利用者数 まちなかの主要な公共文化施設の年間利用者数
市民の文化交流、コミュニティ活動を把握する指標として捉え、ま
ちなかの主要な公共文化施設の年間利用者数を増加させることを
目標とする。

176,044人/年 196,300人/年

米沢総合公園利用者数 米沢総合公園の年間利用者数
広域交流を把握する指標として捉え、米沢総合公園の年間利用
者数を増加させることを目標とする。

86,734人/年 93,634人/年
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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

方針に合致する主要な事業
整備方針１（市民の文化交流と地域コミュニティ活動を促進）
・地域住民のふれあい活動や文化活動を促進するために、コミュニティ振興の拠点施設を整備するとともに、中心市街地区域外にある図書館を、新図書館
として中心市街地内に整備する。
・米沢総合公園を核としながら他地域との広域交流を推進するため、総合公園としての機能強化を図っていく。
・公共施設利用者の利便性向上を図るための駐車場機能を整備する。
・既存の施設を活用した芸術・文化事業、市民講座などのソフト施策を実施しながら、市民活動の増進を図っていく。

・米沢総合公園整備事業（基幹事業/公園）
・新図書館･ギャラリー整備（ギャラリー分）事業（基幹事業/高次都市施設）
・中部コミュニティセンター整備事業（基幹事業/高次都市施設）
・興譲小学校非常階段設置事業（提案事業/地域創造支援事業）
・市営駐車場整備事業（基幹事業/地域生活基盤施設）
・新図書館･ギャラリー整備（図書館分）事業（提案事業/地域創造支援事業）
・まちなかサロン整備事業（関連事業/市）、行政機能移転事業（関連事業/市）

整備方針２（観光資源の活用とまちなか歩きの促進）
・中心市街地内のまだ活用されていない歴史･観光資源を活かし、地域住民のほか観光客も誘客できるまちなか歴史公園を整備する。
・観光客のまちなか歩きを推進するため、城下町らしい景観形成の推進とポケットパーク整備、快適な道路空間の整備を進める。
・松が岬公園を訪れる観光客を平和通り商店街に誘客し、商店街活性化に寄与する仕掛けづくりを進める。
・交通弱者の移動手段を確保するとともに、まちなかへの集客をより図るため、バス路線の充実を図る。

・（仮称）まちなか歴史公園整備事業（基幹事業/公園）
・市道女子高東通り中央三丁目線整備事業（基幹事業/道路）
・市道まちの広場線整備事業（基幹事業/道路）
・ポケットパーク札の辻整備事業（関連事業/市）
・松川河川敷まつり会場整備事業（提案事業/地域創造支援事業）
・松が岬公園ライトアップ事業（提案事業/まちづくり活動推進事業）
・東寺町景観形成事業（提案事業/まちづくり活動推進事業）
・循環バス（南回路線）運行事業（関連事業/市）
・景観修景板塀設置事業（提案事業/地域創造支援事業）

○魅力ある街並み形成に向けた方策について
　・本市では、「未来に残そう緑の米沢」をテーマに、「市街地の緑化の推進」「市街地の緑の保全」「住民意識の向上」を基本方針にした「花と樹木におおわれたまちづくり計画」を策定した。平成19年度から、市民、事業者、行政が協働で実施する「モデル
事業」を展開しているが、こうした活動を中心市街地全域に拡大していくため、三者一体となって取組む魅力ある街並み形成づくりの活動を推進していく。

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
　・（仮称）米沢まちづくり会社が米沢商工会議所を中心としながら設立される予定であり、まちなかの賑わいづくりに向けた様々な事業を調整していく。

○交付期間中の計画の管理
　・交付期間中においては、各種事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果を上げるために、米沢市と米沢商工会議所、中央賑わいづくり委員会、（仮称）寺町を活かしたまちづくり協議会などが連携しながら事業の進捗状況を検証し、その結果につ
いては、広く市民に情報を提供していく予定である。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 道路改築 米沢市 直 Ｈ２３ Ｈ２５ Ｈ２３ Ｈ２５ 49.5 49.5 49.5 49.5

道路改築 米沢市 直 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 44.0 44.0 44.0 44.0

公園 米沢市 直 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２３ 265.9 265.9 265.9 265.9

米沢市 直 Ｈ２２ Ｈ２４ Ｈ２２ Ｈ２４ 2,208.9 2,208.9 2,208.9 2,208.9

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設（市営駐車場） 米沢市 直 － Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２３ Ｈ２６ 218.1 218.1 218.1 54.5

高質空間形成施設 －

高次都市施設（新図書館･ギャラリー（ギャラリー分）） 米沢市 直 － H２４ Ｈ２６ H２４ Ｈ２６ 707.7 707.7 707.7 707.7

　　　　　　　　　（中部コミュニティセンター） 米沢市 直 － Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２２ Ｈ２３ 190.9 190.9 190.9 190.9

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

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 3,685.0 3,685.0 3,685.0 3,521.4 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
米沢市 直 Ｈ２４ Ｈ２６ Ｈ２４ Ｈ２６ 1,933.1 1,933.1 1,933.1 1,933.1

米沢市 直 H２２ H２２ H２２ Ｈ２２ 15.7 15.7 15.7 15.7

米沢市 直 Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ Ｈ２３ 14.9 14.9 14.9 14.9

米沢商工会議所 間 － Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ Ｈ２２ 1.0 1.0 1.0 1.0

－

－

米沢商工会議所 間 － H２２ Ｈ２６ H２２ Ｈ２６ 4.0 4.0 4.0 4.0
(仮称）寺町を活かしたまちづくり協議会 間 － Ｈ２３ Ｈ２６ Ｈ２３ Ｈ２６ 10.5 10.5 10.5 10.5

合計 1,979.2 1,979.2 1,979.2 1,979.2 …B
合計(A+B) 5,500.6

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
米沢市 ○ Ｈ２３ Ｈ２５ 53.0

学園都市推進協議会 ○ Ｈ２２ Ｈ２６ 20.0

米沢市 ○ Ｈ２２ Ｈ２６ 20.0

米沢市 他 ○ Ｈ２２ Ｈ２６ 1.0

米沢市 ○ Ｈ２２ Ｈ２６ 40.0

米沢市 ○ Ｈ２６ Ｈ２６ 10.0

合計 144.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
細項目

米沢総合公園

国費率 0.355

交付期間内事業期間

交付対象事業費 5,500.6 交付限度額 1,956.3

規模
（参考）事業期間

市道女子高東通り中央三丁目線

市道まちの広場線

（仮称）まちなか歴史公園

うち民負担分

－

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

0.0

交付期間内事業期間
事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間
細項目 うち民負担分

まちづくり活
動推進事業

松が岬公園ライトアップ事業 －

東寺町景観形成事業 －

地域創造
支援事業

新図書館・ギャラリー（図書館分）中央一丁目地内

興譲小学校非常階段設置事業 丸の内二丁目地内

松川河川敷まつり会場整備事業

景観修景板塀設置事業

事業活用調
査

松川河川敷堤防法面

－

－

中央一丁目地内

ポケットパーク 札の辻整備事業

まちなか歩き整備事業（案内板、商店街への旗設置など）

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

－

門東町二丁目

各商店街　他

上杉博物館自主事業（別枠分） 中央一丁目地内

循環バス（南回路線）運行事業 －

まちなかサロン整備事業 中央一丁目地内

行政機能移転事業
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都市再生整備計画の区域

　米沢市 中心市街地 地区 （山形県 米沢市） 面積 284 ha 区域
中央一丁目、門東町二丁目・三丁目、丸の内一丁目、駅前一丁目の全部と大町三丁
目、門東町一丁目の一部　　他

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

ＪＲ米沢駅 

ＪＲ奥羽本線・山形新幹線 

ＪＲ米坂線 

国道１３号線 

東北中央自動車道（整備中） 

国道１２１号線 

松が岬公園 
〔米沢城址） 

米沢市役所・米沢消防署 

松川 

米沢総合公園 
（皆川球場、市営プール、市営弓道
場、多目的屋内運動場、多目的屋
外グラウンド） 

（都）六部舘山線 

米沢市立病院 

伝国の杜（上杉博物館、
置賜文化ホール 

国道２８７号線 

山形大学工学部 

山形地裁米沢支部 

米沢市民文化会館 

米沢市民ギャラリー 
（ポポロビル４Ｆ） 

1/25000 



まちなか公共文化施設利用者数 （人/年） 176,044 （H19年度） → 196,300 （H26年度）
平和通りの歩行者・自転車通行量 （人/日） 1,676 （H20年度） → 1,576 （H26年度）

米沢総合公園利用者数 （人/年） 86,734 （H20年度） → 93,634 （H26年度）

目標

大目標：交流型コミュニティの構築による中心市街地の賑わい再生

　目標１：市民の文化・スポーツ交流と地域コミュニティ活動を促進し、中心市街地の賑わいを再生する。

　目標２：中心市街地に集積する歴史・観光資源を活かし、市民・観光客のまちなか歩きを促進する。

　目標３：市道の整備改善と公共交通機関（循環バス路線）の充実による交通の利便性の向上を図る。

代表的な
指標

米沢
よねざわ

市
し

 中心市街地
ち ゅ う し ん し が い ち

 地区
ち く

 （山形県
やまがたけん

 米沢
よねざわ

市
し

）　整備方針概要図

【図面作成上の留意点】

ＪＲ米沢駅 

ＪＲ奥羽本線・山形新幹線 

ＪＲ米坂線 

国道１３号 

米沢市役所・米沢消防署 

松川 

（都）六部舘山線 

基幹 道路② 

基幹 道路① 

基幹 公園② 

基幹 地域生活基盤施設① 

提案 まちづくり② 

関連①② 

関連③ 
☆市内への観光客誘導 

 ・まち歩きマップ活用 

☆商業振興のためのソフト展開 

 ・頑張る商店街応援事業 

 ・旗（紺地日の丸）設置 

提案 地域創造③ 

国道１２１号 

国道２８７号 

米沢市市民文化会館 

山形地裁米沢支部 

基幹 高次都市施設② 

提案 地域創造② 

基幹 高次都市施設① 

提案 地域創造① 

提案 まちづくり① 

松が岬公園（米沢城址） 

提案 地域創造④ 

伝国の杜（上杉博物館、置賜文化ホール） 

基幹 公園① 

山形大学工学部 東光の酒蔵 

至 米沢南陽道路 

☆賑わい創出に向けた活動展開 

 ・中央にぎわいづくり委員会 など 

米沢市民ギャラリー 

（ポポロビル４Ｆ） 

関連③ 

☆商業振興のためのソフト展開 

 ・ドラマチック戎市   ・旗（紺地日の丸）設置 

関連③ 

☆広域交流拠点から市内への誘導 

 ・観光案内板等の充実 

 ・松川河川敷サッカー場との連携 

松川河川敷 
・上杉まつりイベント会場 

松川河川敷 
・サッカー場（2面） 
・米沢総合公園との連携 

米沢総合公園 

（皆川球場、市営プール、市営弓道場、 

 多目的屋内運動場、多目的屋外グラウンド） 

縮尺1:25,000 

     基幹事業 
  ・道路① 女子高東通り中央三丁目線 
  ・道路② まちの広場線 
  ・公園① (仮称)まちなか歴史公園 
  ・公園② 米沢総合公園 
  ・地域生活基盤施設① 
         市営駐車場 
  ・高次都市施設① 
        新図書館･ギャラリー(ギャラリー分) 
  ・高次都市施設② 
        中部コミュニティセンター 

      提案事業 
  ・地域創造支援事業① 
        新図書館･ギャラリー(図書館分) 
  ・地域創造支援事業② 
        興譲小学校非常階段設置工事 
  ・地域創造支援事業③ 
        松川河川敷まつり会場整備事業 
  ・地域創造支援事業④ 
        景観修景板塀設置事業 
  ・まちづくり活動支援事業① 
        松が岬公園ライトアップ 
  ・まちづくり活動支援事業② 
        東寺町景観形成事業 

      関連事業 
  ①まちなかサロン整備事業 
  ②行政機能移転事業 
  ③まちなか歩き整備事業 
  ④ポケットパーク札の辻 

米沢市立病院 関連④ 
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