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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 695 ha

平成 23 年度　～ 平成 27 年度 平成 23 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

卖　位 基準年度 目標年度

人／年 Ｈ21 Ｈ27

％ Ｈ21 H27

％ Ｈ21 H27耐震化率 防災拠点施設の耐震化率 防災拠点施設の耐震化を行い、地域の防災・安全性の向上を図
る。

59.5％ 86.2％

観光交流人口
須坂市観光交流センター、須坂クラシック美術館、ふれあ
い館まゆぐら、笠鉾開館ドリームホール、ふれあい館しらふ
じの入館者数

歴史的建築物、歴史的道すじ等の整備を進め、まちに賑わいを創
出する。 57,150 60,000

まちづくり満足度

市民総合意識調査に基づく満足度
（市民総合意識調査のうち歴史的資産を活かしたまちづく
りの推進、快適で安全なみちづくり、公園緑地の整備の項
目で、満足またはどちらかといえば満足と回答した人の割
合）

住環境の改善整備を図り、まちの快適性を確保する。

33.7％ 40.0％

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　歴史的・文化的資源を活かしたまち
　小目標②　みんなが快適に生活できるまち
　小目標③　みんなが安心・安全に暮らせるまち

　須坂市には、江戸時代後期から昭和初期にかけて建てられた歴史的建築物が数多く残されている。特に明治から大正にかけては器械製糸業が隆盛を誇り、今日残されているまゆ蔵や町屋は、当時を偲ばせる建築物である。須坂藩時代の武家の旧
宅や明治･大正時代の洋風建築、江戸時代の神社･寺院も数多く残されている。それらの建築物の基礎部分は、「ぼたもち石積」という、大玉の野面の礎石が隙間なく積み上げられ、重厚な印象を与えている。
　歴史的建築物の町屋は、昭和６０年４月からローカル新聞に１００回にわたり連載され、広く市民に知られるようになった。昭和６１年１１月には歴史的な町並みの保存を目的とし「信州須坂町並みの会」が市民有志により結成され、町並みフェスト（イベ
ント）・建築相談・町並み景観賞（須坂らしい町並みの形成に寄与した建築物）等を実施し、町並み保存活動に取組んできた。
　昭和63年から平成元年にかけて「須坂の歴史的町並み」調査を実施し、市内中心部に３４７戸の歴史的建築物が残されていることが明らかとなった。市では、この重要な歴史遺産である蔵造りの建物や町並みを後世に残すため、平成５年度から須坂
市歴史的景観保存対策事業補助金を創設し、建造物の修理・修景事業に取組み、平成７年度からは国庫補助事業の街なみ環境整備事業を導入し、建造物の修理・修景事業に加え小公園、トイレ等の整備を行ってきた。地域住民も歴史的町並みとそ
の環境を保全し、歴史を活かしたまちづくりを進めるため、まちづくり協定を締結し、積極的に事業に取組んできた。その結果、傷みの激しかった歴史的建築物は復元・修復され、家屋を新築する場合は歴史的景観と調和のとれた建物とするなど、町並
みの景観が除々に整えられてきた。平成５年度から平成２１年度までの１７年間で、１９４件に対し助成を実施した。蔵造りの建物が多く残されている市道銀座通り線では３５％以上の修景率となっている。
　これらの地域は、歴史的な発展過程から街道としての道筋や伝統的な町並みの面影を残す反面、狭隘で未整備な小路が残り密集した木造家屋の老朽化が進んでいたため、平成8年から13年にかけて上部地区において密集住宅市街地整備促進事業
によりこの解消を図ってきた。しかし、まだ密集が解消されていない区域があることから、单部地域と中心市街地とを結ぶ中環状道路を整備することにより、副次的効果として都市防災機能の強化が求められている。
　旭ヶ丘地区では、老朽化の著しい市営住宅旭ヶ丘・北旭ヶ丘団地の住環境の改善が求められており、現在、社会資本整備総合交付金（地域住宅支援）にて計画的に住戸改善を行っているが、狭あい道路などについて地域住民から整備を望む声があ
る。また、この地域の雨水処理の側溝は、周辺開発が進んだことにより流出量が増加し、流下能力不足となり、度々溢水が発生して問題とされている。
　初期に設置された歩道は、マウンドアップタイプの箇所がが多く、通行快適性・安全性の悪さからその解消が求められている。また、舗装路面の劣化による車両の走行性の低下に対する改善要望があり、計画的に整備を進めてきている。
　江戸時代には善光寺地震が発生し、昭和４０年の松代群発地震、昭和５６年の台風１５号災害、平成１６年の新潟中越地震を経験しているため、防災計画の見直しを行い災害発生時に避難場所となる公共施設の耐震工事を順次進めている。

・蔵造りの建物が多く残る歴史的道すじの整備を促進し、中心市街地への通過交通の流入を抑制し、歩行者の安全性を確保する必要がある。
・後世に残す必要がある歴史的な建物を保存し、観光等の資源とする。
・旭ヶ丘地区の老朽化している市営住宅及び周辺整備や降雨による溢水を防止する等の住環境の改善整備が求められている。
・新潟中越地震等の経験から、避難所に指定している各公共施設の耐震化を進め一定の効果を得たが、地域の防災力向上のため施設の耐震化を更に進め、また、大規模災害が発生した際の円滑な緊急物資輸送活動を支援するための拠点施設の整
備が必要である。
・臥竜公園多目的広場やふれあい交流施設の整備により、須坂市動物園の賑わいが創出されていたが近年は人気動物の死などによりその賑わいが減尐傾向にあり、その効果を持続させるための更なる施設整備が必要である。
・老朽化した生活道路などは、快適な車両通行に支障をきたしている。
・排水路の未整備箇所では、ゲリラ豪雨により、道路の交通障害、住宅の床下浸水が発生し、安心安全な生活に支障をきたしている。

・新潟中越地震等の経験や教訓から、災害に強いまちづくりを進める。
・住環境の改善を進め、生活へのゆとりによる文化振興や地域コミュニティの交流を図る。
・地域の交流と活動で支えあうまちづくりを進める。
・「一度は訪れたくなるまち」そして「もう一度訪れたくなるまち」づくりを進める。
・子どもから高齢者までの幅広い世代が一日過ごせる環境が整った公園の整備。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 長野県 須坂市 須坂中央・旭ヶ丘地区

計画期間 交付期間 27



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
継続的なまちづくり
　地区内には、蔵の町中央通りまちづくり推進協議会、しらふじを守る会があり、市からの委託を受け、それぞれ、明治初期に建てられた国登録有形文化財である「ふれあい館まゆぐら」、「ふれあい館しらふじ」の管理及び運営を行い、多くの観光客や市民
との交流が行われている。
　第１期社会資本総合整備計画で整備をした「蔵のまち観光交流センター」は、観光案内及び地場産品の紹介や販売の拠点として須坂市観光協会が指定管理者となり運営しており、観光客や市民との交流も盛んに行われている。
　地域の活性化やまちおこしなどを目的に、地域振興事業を展開している特定非営利活動団体(NPO法人)「ＮＥＸＴ須坂」は、地域の物産・特産品の販売を促進する事業、情報の発信やイベントの開催などを行っている。
　「信州須坂町並みの会」では、町並みガイド事業や情報発信を行っている。
　市内の商店のおかみさんの会では「おかみさんショップ」を設け、おもてなしによる市民や観光客との交流活動が行われている。
　「須坂食彩工房よっと蔵い」では、地元農産物の販売や加工などの体験を通して、市民や観光客との交流活動が行われている。

方針に合致する主要な事業
【歴史的・文化的資源を活かしたまち】
・修理・修景事業により蔵造りの建物が残る市道新町高橋線は、第１期社会資本総合整備計画で整備した市道銀座通り線の先線にあたる歴史的道すじで
あり、路面を第１期整備と同様の石畳風アスファルト舗装に整備し、新たな賑わいの場として中心市街地の集客性を高める。
・多くの観光客が訪れる臥竜公園・須坂市動物園の拡張整備を行い、また同公園へ通じる市道八幡单原線外３路線の歩道を整備し、歩行者の安全確保を
図るとともに、大型バスが通行できる道路として整備する。
・製糸業の近代化遺産にも認定された、国登録有形文化財「ふれあい館まゆぐら」の２階を改修し、製糸資料の展示及び「まるごと博物館」のボランティア
の活動拠点とし、歴史の紹介や観光客との交流を促進させる。また、散策しやすいようバリアフリー型の公衆トイレの整備を行う。
・昭和63年から平成元年にかけて実施した「須坂の歴史的町並み」調査で明らかとなった歴史的建築物の現況を調査した結果に基づき後世に残す必要が
ある蔵造り等の建物の維持・保存のため助成を行う。
・市の歴史や文化を伝える、建造物や文化財関係・収蔵品等の保管施設を取得、改修し、収蔵保存及びそれらの活用を進める。

【基幹事業】
道路事業：市道八幡单原線外１路線
地域生活基盤施設：駐車場（臥竜公園西側駐車場）
高質空間形成施設：市道新町高橋線、公衆用トイレ（穀町、北横町、横町）、市道八幡单原線外１路
線、市道高甫单原線外１路線
【提案事業】
地域創造支援事業：須坂市動物園、歴史的建造物（まゆぐら）、歴史的景観保存対策、文化財資料
等保存活用施設、広小路道路照明、旧小田切家住宅
【B関連社会資本整備事業】
公園事業：臥竜公園
【C効果促進事業】
歴史的建物（旧小田切家住宅）

【みんなが快適に生活できるまち】
・老朽化の著しい市営住宅北旭ヶ丘団地の住戸改善に合わせ、団地内に道路の新設、既存道路の拡幅や、都市公園及び公衆トイレを整備し、周辺住環
境の改善を図る。また、この地域では、周辺の開発が進み降雨時の雨水流出量が増加したことから、流末側溝が流下能力不足となり度々溢水が発生して
いる。このため老朽化した水路の改修や雨水貯留浸透施設を設置し、水害の解消を図る。

【基幹事業】
道路事業：市道旭ヶ丘住宅団地4号線、市道北旭ヶ丘13号線他、市道北旭ヶ丘１号線先、市道旭ヶ
丘住宅団地14号線先、市道北旭ヶ丘２号線外２路線
公園事業：北旭ヶ丘公園
地域生活基盤施設：地域防災施設（耐震性貯水槽）
【提案事業】
地域創造支援事業：雨水貯留浸透施設
【B関連社会資本整備事業】
公園事業：北旭ヶ丘公園
【関連事業】
公営住宅ストック総合改善事業

【みんなが安心・安全に暮らせるまち】
・多くの市民が利用する公共施設（市立図書館）や地域避難施設（人権交流センター、共同福祉施設、農村環境改善センター）の機能強化を図るべき改修
や広域避難施設に指定されている北部体育施設多目的広場の整備を行い、利用者や避難者の震災時の安全性を確保する。
・須坂市防災計画に基づく地域避難施設について、市有施設耐震化整備プログラムにより耐震診断を実施し、計画的に整備を進める。
・地域住民の学習・交流等の場として、また災害時の避難所としての機能を維持するため、日滝地区地域交流センター（日滝地域公民館）を整備する。
・マウンドアップ型である市道太子町線外４路線の歩道をセミフラット型にすることにより、段差を解消し車イスや高齢者等の通行の安全を確保する。
・地域住民から舗装等の補修要望の強い路線に対して、舗装改良を行い、かつ、狭隘で歩道が途切れている区間についての道路改良を行うことにより、歩
行者や車両の通行の安全性を向上させる。
・ゲリラ豪雨時等に側溝、水路から溢水するため、排水路を整備し、通行の危険や床下浸水被害等を改善する。

【基幹事業】
道路事業：市道太子町線、市道村山墨坂中学校線、市道長者町要町線、市道寿町線、市道八木沢
单小河原線、市道高梨中堰線、市道高甫单原線、市道森上小学校線、市道金井原屋部線、市道高
甫橋県民運動場線、市道相森中学校線
地域生活基盤施設：地域防災施設（耐震性貯水槽、北部体育施設多目的広場）
高次都市施設：地域交流センター（日滝地域公民館）
【提案事業】
地域創造支援事業：図書館トイレ等、市道高甫橋県民運動場線水路、地域避難施設耐震診断（共
同福祉施設、農村環境改善センター、人権交流センター、勤労青尐年体育センター、日滝卓球場）、
排水路
【B関連社会資本整備事業】
街路事業：(都)3･4･8号臥竜線、(都)3･5･6号八町線
【C効果促進事業】
災害ボランティアセンター兼防災用資機材倉庫、排水路
【関連事業】
社会資本整備総合交付金（活力創出基盤事業）交通安全事業/県：一般国道406号広小路
地震防災緊急事業５箇年事業
緊急防災・減災事業：地域避難施設耐震工事



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

（金額の卖位は百万円）

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＝400ｍ 23 24 23 24 60 60 60 0 60

須坂市 直 Ｌ＝500ｍ 24 26 24 26 98 98 98 0 98

須坂市 直 Ｌ＝370ｍ 19 27 23 27 1,000 580 580 0 580

須坂市 直 Ｌ＝30ｍ 23 23 23 23 3 3 3 0 3

須坂市 直 Ｌ＝122.7ｍ 23 23 23 23 19 19 19 0 19

須坂市 直 Ｌ＝650ｍ 23 24 23 24 63 63 63 0 63

須坂市 直 Ｌ＝409.2ｍ 23 23 23 23 14 14 14 0 14

須坂市 直 Ｌ＝400ｍ 23 24 23 24 34 34 34 0 34

須坂市 直 L=1,000ｍ 24 27 24 27 15 15 15 0 15

須坂市 直 Ｌ＝100ｍ 24 24 24 24 12 12 12 0 12

須坂市 直 Ｌ＝166ｍ 24 24 24 24 14 14 14 0 14

須坂市 直 Ｌ＝150ｍ 24 25 24 25 41 41 41 0 41

須坂市 直 Ｌ＝240ｍ 24 24 24 24 20 20 20 0 20

須坂市 直 Ｌ＝720ｍ 24 27 24 27 69 69 69 0 69

須坂市 直 Ｌ＝350ｍ 24 26 24 26 128 128 128 0 128

須坂市 直 Ｌ＝350ｍ 26 27 26 27 30 30 30 0 30

須坂市 直 Ｌ＝300ｍ 26 26 26 26 34 34 34 0 34

公園 須坂市 直 1,630㎡ 24 27 27 27 32 5 5 0 5

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 駐車場 須坂市 直 500㎡ 24 24 24 24 25 25 25 0 7

地域防災施設 須坂市 直 ５箇所 24 27 24 27 27 27 27 0 27

須坂市 直 5,770㎡ 24 24 24 24 71 71 71 0 71

高質空間形成施設 須坂市 直 Ｌ＝580ｍ 23 25 23 25 172 172 172 0 172

須坂市 直 Ｌ＝370ｍ 27 27 27 27 50 50 50 0 50

須坂市 直 Ｌ＝350ｍ 26 26 26 26 17 17 17 0 17

須坂市 直 ３箇所 24 26 24 26 33 33 33 0 33

高次都市施設 地域交流センター 須坂市 直 A=520㎡ 26 27 26 27 174 174 174 0 174

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 2,255 1,808 1,808 0 1,790 …A

住宅市街地
総合整備
事業

公衆用トイレ整備事業

日滝地域公民館

臥竜公園西側駐車場拡張整備事業

耐震性貯水槽設置工事

北部体育施設多目的広場整備事業

市道新町高橋線道路整備工事

市道八幡单原線外1路線交差点改良工事

市道高甫单原線外1路線歩道舗装工事

市道北旭ヶ丘2号線外2路線道路改良工事

北旭ヶ丘公園

市道旭ヶ丘住宅団地14号線先道路整備工事

市道高甫单原線歩道段差解消工事

市道森上小学校線舗装改良工事

市道金井原屋部線舗装改良工事

市道高甫橋県民運動場線道路改良工事

市道相森中学校線歩道段差解消工事

市道長者町要町線舗装改良工事　　

市道寿町線等舗装改良工事

市道八木沢单小河原線舗装改良工事

市道高梨中堰線舗装改良工事

市道北旭ヶ丘13号線他水路改修工事

市道北旭ヶ丘1号線先道路整備工事

交付期間内事業期間
細項目

市道太子町線歩道段差解消工事

市道村山墨坂中学校線歩道段差解消工事

市道八幡单原線外1路線交差点改良工事

市道旭ヶ丘住宅団地4号線歩道設置工事

0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 2,320 交付限度額 928.0 国費率



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 一式 23 24 23 24 24 24 24 0 24

須坂市 直 1,088.00㎡ 26 27 26 27 23 23 23 0 23

須坂市 直 24 27 24 27 25 25 25 0 25

須坂市 直 ２箇所 24 24 24 24 41 41 41 0 41

須坂市 直 256.16㎡ 23 23 23 23 9 9 9 0 9

須坂市 直 Ｌ＝130ｍ 24 24 24 24 11 11 11 0 11

須坂市 直 ５箇所 23 25 23 25 26 26 26 0 26

須坂市 直 １施設 24 24 24 24 79 79 79 0 79

須坂市 直 Ｌ＝150ｍ 26 27 26 27 6 6 6 0 6

須坂市 直 940.05㎡ 24 27 27 27 342 186 186 0 186

須坂市 直 21ｍ 24 27 27 27 100 100 100 0 100

合計 686 530 530 0 530 …B

合計(A+B) 2,320

（参考）関連事業

直轄 補助 地方卖独 民間 開始年度 終了年度

須坂市 国土交通省 ２ha ○ H21 H24 940

長野県 国土交通省 L=114ｍ ○ H20 H26 1,100

須坂市 文部科学省 ○ H18 H23 500

須坂市 国土交通省 L＝400ｍ ○ H18 H28 1,500

須坂市 国土交通省 L＝390ｍ ○ H23 H32 2,000

須坂市 国土交通省 Ａ＝1,630㎡ ○ H24 H27 32

須坂市 国土交通省 園路等 ○ H24 H27 124

須坂市 国土交通省 S造2階430㎡ ○ H23 H24 105

須坂市 国土交通省 ○ H24 H27 342

須坂市 総務省 ○ H24 H27 1,358

合計 8,001

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （効果促進事業）　歴史的建物整備事業

緊急防災・減災事業 地域避難施設耐震工事

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （公園事業）　北旭ヶ丘公園

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （公園事業）　臥竜公園

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （効果促進事業）　災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ兼防災用資機材倉庫建設事業

地震防災緊急事業５箇年事業
（小学校の耐震改修） 須坂地区

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （街路事業）　(都)3･4･8号　臥竜線

社会資本整備総合計画（市街地整備）
須坂中央・旭ヶ丘地区 （街路事業）　(都)3･5･6号　八町線

事業期間
全体事業費

公営住宅ストック総合改善事業 旭ヶ丘地区

社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備）交通安全事業 一般国道406号　須坂市　広小路

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

歴史的建物 旧小田切家住宅

排水路整備 排水路整備

事業活用調
査

（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

須坂市動物園 須坂市動物園整備事業

図書館改修 図書館トイレ等改修工事

建築物の修景補助 歴史的景観保存対策事業

耐震診断 地域避難施設耐震診断

文化財資料等保存活用施設整備 文化財資料等保存活用施設整備事業

道路照明整備 広小路道路照明整備工事

雨水貯留浸透施設整備 雨水貯留浸透施設整備工事

既存建造物活用 歴史的建造物改修工事

水路改修 市道高甫橋県民運動場線水路改修工事

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模



都市再生整備計画の区域

　須坂中央・旭ヶ丘地区（長野県須坂市） 面積 695 ha 区域
穀町、上町、本上町、上中町、中町、春木町、太子町、新町、常盤町、横町、東横町、单横町、北
横町、立町、馬場町、ハイランド町、坂田町、单原町、北原町、小山町、屋部町、八幡町、境沢
町、相森町、高橋町、大谷町、本郷町、高畑町、旭ヶ丘町、北旭ヶ丘町、塩川町、高梨町

長野県須坂市 

須坂中央・旭ヶ丘地区 

県立須坂病院 

長野電鉄屋代(河東)線 

国道４０６号 

国道４０３号 

国道４０６号 

国道４０３号 

長野電鉄長野線 

須坂市役所 

須坂駅 

都市再生整備計画

凡例



観光交流人口 （人/年） 57,150 （H21年度） → 60,000 （H27年度）

まちづくり満足度 （　％　） 33.7 （H21年度） → 40.0 （H27年度）

耐震化率 （　％　） 59.5 （H21年度） → 86.2 （H27年度）

須坂中央・旭ヶ丘地区（長野県須坂市）　整備方針概要図

目標
・歴史的・文化的資源を活かしたまち
・みんなが快適に生活できるまち
・みんなが安全・安心に暮らせるまち

代表的
な指標

○関連事業 

公営住宅等ストック 

総合改善事業区域 

■基幹事業 道路 

市道太子町線 

■基幹事業 高質空間形成施設 

市道新町高橋線 

□提案事業 地域創造支援事業 

図書館トイレ等改修工事 

■基幹事業 道路 

市道北旭ヶ丘1号線先道路 

■基幹事業 道路 高質空間形成施設 

市道八幡南原線外1路線 

■基幹事業 高質空間形成施設 

市道高甫南原線外1路線 

□提案事業 地域創造支援事業 

歴史的建造物まゆぐら 

□提案事業 地域創造支援事業 

歴史的景観保存対策 

■基幹事業 道路 

市道村山墨坂中学校線 

■基幹事業 道路 

市道旭ヶ丘住宅団地14号線先道路 
■基幹事業 道路 

市道旭ヶ丘住宅団地4号線 

■基幹事業 道路 

市道長者町要町線 

■基幹事業 道路 

市道八木沢南小河原線 

■基幹事業 道路 

市道高梨中堰線 

□提案事業 地域創造支援事業 

須坂市動物園 

■基幹事業 道路 

市道北旭ヶ丘13号線他水路 

■基幹事業 道路 

市道寿町線等 

○関連事業（活力創出基盤整備 交通安全事業） 

一般国道406号 広小路 

地震防災緊急事業５箇年事業 

（小学校の耐震改修） 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

街路 (都)3･4･8号臥竜線 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

街路 (都)3･5･6号八町線 

■基幹事業 公園 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

公園 臥竜公園 

■基幹事業 公園 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

公園 北旭ヶ丘公園 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

効果促進 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ兼防災用資機材倉庫 

■基幹事業 道路 

市道金井原屋部線 

■基幹事業 道路 

市道森上小学校線 

■基幹事業 地域生活基盤施設 

北部体育施設多目的広場 

□提案事業 地域創造支援事業 

○関連事業 社会資本総合整備計画/市街地整備 

効果促進 歴史的建物整備事業 旧小田切家住宅 

■基幹事業 道路 

市道高甫南原線 

■基幹事業 地域生活基盤施設 

臥竜公園西側駐車場 
■基幹事業 道路 
市道 高甫橋県民運動場線 

凡例

須坂中央・旭ヶ丘　都市再生整備計画：695ha

須坂中央　都市再生整備計画（第1期計画）：446ha

街なみ環境整備事業計画：48ha

基幹事業

提案事業

関連事業

□提案事業 地域創造支援事業 
市道高甫橋県民運動場線水路 

■基幹事業 高次都市施設 
日滝地域公民館 

□提案事業 地域創造支援事業 
文化財資料等保存活用施設 

□提案事業 地域創造支援事業 

地域避難施設耐震診断（５箇所） 

■基幹事業 道路 

市道相森中学校線 

■基幹事業 道路 

市道北旭ヶ丘2号線外2路線 

□提案事業 地域創造支援事業 

広小路道路照明整備工事 

■基幹事業 高質空間形成施設 

公衆用トイレ（３箇所） 

□提案事業 地域創造支援事業 

排水路整備 

■基幹事業 地域生活基盤施設 

耐震性貯水槽(５箇所) 

□提案事業 地域創造支援事業 

雨水貯留浸透施設(2箇所) 


