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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 302 ha

平成 26 年度　～ 平成 28 年度 平成 26 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
24 28

％
25 28

％ 25 28

都道府県名 長野県 須坂市 豊丘地区

計画期間 交付期間 28

大目標　一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち　須坂
　小目標①　地域コミュニティや交流活動の促進による市民が主役のまち
　小目標②　子育て支援や住環境の充実による快適に暮らせるまち
　小目標③　災害に強く安全に安心して生活ができるまち

・当地区は、昭和30年に当時の豊丘村が仁礼村との合併で上高井郡東村となり、その後昭和46年に須坂市に編入合併した地区である。市の東部に位置し、かつての火山活動によって生み出された地形の美しい自然が広がり、扇状地の扇頂部に位置
する中山間地域である。集落は、県道五味池高原線を中心に両側南北に分布しており、須坂駅から車で約20分の地区中心部には小学校、保育園、公民館等がある。

・平成22年国勢調査人口は、平成２年比81.74%と市内で最も減尐率が高い地域となっており、平成30年度の小学校児童数も平成24年度比で２割減尐する見込みとなっている。また、尐子高齢化による農業従事者の後継者不足、野生動物被害等による
耕作放棄地も増加している。その様な状況下であるが、市内外の子どもたちを対象とし、年間を通じて農作業や自然体験活動ができる「信州すざか農業小学校豊丘校」（平成17年度開校）は、生産者や各団体等との交流の場、地域の特色をいかした情
操教育の場であるとともに、農地の有効活用としても注目を集めている。

・地域づくりには多くの団体（豊丘地域づくり推進委員会、信州須坂めん羊飼育協議会、信州すざか農業小学校豊丘校、大日向桜・里地を守る会、弁天さんの桜と梅を守る会、五味池自然園保存会　等）が積極的に取組んでおり、各種イベント（観桜会と
ひんのべまつり、豊丘ダムまつり、新そばまつり、そば打ち体験、おやきづくり体験）を開催している。しかし、その活動の拠点となる公民館は、老朽化が著しく維持費用がかさみ利便性も悪くなっている。

・市では、豊丘地区のふるさとマップ（絵地図）作成等の事業を実施し、地域の魅力向上、交流人口の増加等に努めているが、豊丘地区の公共施設整備は財政状況を考慮した優先順位により、先送りしてきた経過がある。平成24年には地元の豊丘地域
公民館改修・建替え等検討会から、早期改築の強い要望が出ている。

１　地区内への移住、人口定着を図るため、地域コミュニティの促進及び子育て支援の拠点を整備する必要がある。
２　豊丘地域公民館及び豊丘保育園は、避難所に指定されているが、耐震基準を満たしていないため、施設整備が急務となっている。
３　地区内の道路は、降雨による溢水等のため、安全な通行に支障をきたしている。

　第五次須坂市総合計画（愛称：いきいきすざか　みんなのまちづくり計画、期間：平成23～32年度）は、将来像を『一人ひとりが輝き、磨かれた「ほんもの」の魅力あふれるまち　須坂』とし、３つの基本理念【安心・安全】【元気】【交流】を「まちづくりの基本
となる考え方」としている。また、「将来像を実現するためにおこなうこと」として、７つの基本目標を柱としている。更に基本目標、基本施策等を具体化するため、23年度から27年度まで特に重点的に取組む４つの「前期重点プロジェクト」を位置付けてい
る。
　◆整備計画に該当する基本目標　⑵子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり　⑶豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるまちづくり　⑷多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり　⑹みんなが快適に生活できるまちづ
くり
　◆整備計画に該当するプロジェクト　①人口増加　③「人材」・「知財」育成活用

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

子育て環境に対する影響度
子ども・子育てアンケート調査における、子育てに影響のあ

る環境（施設）等の設問で、保育所と回答した割合
施設整備により、子育て環境の充実を図る。 78 90

地域交流センター使用人数
地域交流センター（豊丘地域公民館）の

年間使用人数（４～３月）
施設整備及び交流活動の促進により、利用者数の増加を図る。 5,574 6,000

避難所耐震化率 地区内避難所３施設の耐震化率 施設整備により、防災・安全性の向上を図る。 33.3 100



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
【地域コミュニティや交流活動の促進による市民が主役のまち】
・地域住民による交流活動の促進を図る。

【基幹事業】
道路事業：市道豊丘財産区入口線等
高次都市施設：地域交流センター（豊丘地域公民館）

【子育て支援や良好な住環境の形成による快適に暮らせるまち】
・地区内への移住人口の維持増加や、子どもからお年寄りまでが交流する地域の形成を図る。

【提案事業】
地域創造支援事業：豊丘保育園

【災害に強く安全に安心して生活ができるまち】
・災害時における地域住民の避難場所、避難経路等を確保し、防災性、安全性の向上を図る。

【基幹事業】
道路事業：市道豊丘財産区入口線等
高次都市施設：地域交流センター（豊丘地域公民館）



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

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
道路 須坂市 直 L=60ｍ 28 28 28 28 10 10 10 10

公園

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

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター 須坂市 直 410㎡ 26 28 26 28 174 174 174 174

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設）

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 184 184 184 0 184 …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

須坂市 直 622㎡ 25 27 26 26 291 272 272 272

合計 291 272 272 0 272 …B

合計(A+B) 456

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

須坂市 国土交通省 L=570ｍ ○ H23 H23 18

須坂市 国土交通省 L=920ｍ ○ H23 H24 29

須坂市 ○ H25 H25 4

合計 51

0.224交付対象事業費 456 交付限度額 102.2 国費率

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
交付期間内事業期間

細項目

市道豊丘財産区入口線等

規模
（参考）事業期間

豊丘地域公民館

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間
（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

保育所整備事業 豊丘保育園

規模

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

道路 市道明光寺中田線

道路 市道和合橋野下線

規模

ふるさと再発見・発信事業（県元気づくり支援金） ふるさとマップ作成



都市再生整備計画の区域

　豊丘地区（長野県須坂市） 面積 302 ha 区域 大字豊丘（大日向町、豊丘町、豊丘上町）

豊丘地区（302ha） 

豊丘保育園 

豊丘地域公民館 

豊丘小学校 



地域交流センター使用人数 （　　人　　） 5,574 （　24　年度） → 6,000 （　28　年度）

子育て環境に対する影響度 （　　％　　） 78 （　25　年度） → 90 （　28　年度）

耐震化率 （　　％　　） 33.3 （　25　年度） → 100.0 （　28　年度）

　豊丘地区（長野県須坂市）　整備方針概要図

目標

地域コミュニティや交流活動の促進による市民が主役のまち

子育て支援や住環境の充実による快適に暮らせるまち

災害に強く安全に安心して生活ができるまち

代表的な

指標

        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 

■基幹事業 道路 

市道豊丘財産区入口線等 

□提案事業 地域創造支援事業 

豊丘保育園 

■基幹事業 高次都市施設 

地域交流センター（豊丘地域公民館） 


