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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 47 ha

平成 16 年度　～ 平成 20 年度 平成 16 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

％ 平成１５年度 平成２０年度

人 平成１５年度 平成２０年度

台 平成１５年度 平成２０年度

％ 平成１５年度 平成２０年度
24.25

（平成18年度値）
年間観光入り込み客数

浪岡駅の年間乗降客数に対する定期外利用者数の割
合（ＪＲ東日本の発表値による）

浪岡地区の魅力を広くＰＲすることにより観光入り込み客数の増加を目指
す。 26.53

        0路上駐車の車両台数 駅周辺における路上駐車台数（現地調査による）
安全で円滑な交通確保のため、支障となっている路上駐車の発生をピー
ク時で０にする。        60

       80公益施設の満足度 利用者による公益施設の満足度（アンケートによる）
玄関口としての駅周辺環境、公益施設等が不十分なことに対して、利用者
の８割が満足する環境を目指す。        30

○旧浪岡町は南北にJR奥羽本線、国道７号、７号バイパス及び東北自動車道、東西に高規格道路「津軽自動車道」、国道１０１号、主要地方道が走り、駅から車で１０分の場所には青森空港があるなど広域交通網が整備されており、 旧
青森市、弘前市へはJRで１５分、黒石市及び五所川原市へは車で２０分で移動できることから、 旧浪岡町内外から浪岡駅を利用する通勤・通学者も多く、広域的な交通拠点としての役割を担っている。
○ＪＲ浪岡駅は近隣市町村の利用者も含め年間平均乗降客数が約９４万人で、利用者の主な交通機関は、自家用車（送迎含む）、自転車及び徒歩であるが、駅前は各交通機関の明確な動線が確保されていないため交通の輻輳化が顕
著で、また常時パークアンドライド駐車場が不足している状況にある。
○駅通り商店街は旧浪岡町の生活の中心として形成されてきたが、郊外型大規模店舗の進出により、商店街の空洞化が進んでいる。また駅に通じる商店街沿道の街路灯は破損・撤去されているものや老朽化が著しく、景観を損ねてい
る他、防犯上の不安も地区住民から指摘されている。
○旧浪岡町の人口は平成２年以降約２万人で推移しているが、本地区を含むＪＲ浪岡駅前を中心とする中部地区市街地は、核家族化やモータリゼーション化による旧市街地から郊外への人口移動により、平成７年に人口集中地区の指
定が取り消されるほど減少し、市街地発展が不均衡な状況となっている。
○旧浪岡町には公営住宅、民間アパート合わせて64棟ほどあり、ほぼ満室状態であるが、民間投資が見込めず、また通勤至便地であることから住宅入居希望者が約100世帯待機している状況であったが、持ち家化等が進み、市町村合
併後の平成19年1月末現在の調査では住宅入居希望者は24世帯となっている状況である。
○旧浪岡町長期総合計画において、駅前は浪岡町の顔としての位置づけや商店街の活性化が位置づけられている。また、新市となり、新幹線開業効果の享受に向けた取り組み拠点の一つとなっている。
○旧浪岡町には中央公民館、中世の館（ 旧町民ホール付属博物館相当施設）をはじめ、地域コミュニティ施設等があるが、駅周辺にはコミュニティ関連施設が無いため、周辺市町村も含めた情報拠点、文化交流拠点として、駅舎と合築
した旧浪岡町のランドマーク的建物がまちづくり協議会や地区住民から望まれている。
○まちづくり事業計画策定の大きな節目で地区住民及び各関係機関で構成される「まちづくり協議会」を計４回開催し、内容の検討や意見交換を行い、その結果をまちづくり計画へ反映させた。
○浪岡地区の観光資源が有効に活用されておらず、またそのＰＲ体制が不十分であるため観光目的の来訪者（観光客）は多いとは言えない状況である。

○ＪＲ浪岡駅前は、各交通機関の明確な動線が確保されていないため交通の輻輳化が顕著で、また常時パークアンドライド駐車場が不足する中、平成１４年１２月には新幹線八戸駅開業に伴い特急停車駅となり、また平成２２年の新幹
線新青森駅開業も予定されていることから、今後さらに駅利用者数増加が予想され、駅前の安全で円滑な交通確保が課題となっている。
○住宅入居希望待機者の解消とまちなか人口の定着及び良好な住環境の形成が課題となっている。
○街路灯の整備により、浪岡駅へ通じる商店街の景観の向上や、夜間の防犯性の向上が課題となっている。
○ＪＲ浪岡駅前は、浪岡地区の顔の他、周辺市町村も含めた玄関口としての顔も担うことから、周辺市町村も含めた情報拠点、文化交流拠点となる地区のランドマーク的コミュニティ関連施設整備が課題となっている。
○平成22年度開業予定の新幹線新青森駅からのアクセスの良さを活かし、りんごを核とした体験型観光施設機能を付加すること及び東北新幹線新青森駅開業を睨み潜在的な観光資源の掘り起こしと効果的なＰＲにより観光入り込み客
数の増加を図る必要がある。

旧浪岡町長期総合計画：平成13年2月策定
　　　　　　　　　　　　　　　平成22年度を目標年度とした「浪岡町の将来像」とこれを実現するための施策の大綱を示した「基本構想」と基本構想に定めた目標を実現するために施策を明らかにした「基本計画」から構成されている。
　　　　　　　　　　　　　　　『みんなが主役　やっぱり大好き浪岡町ー豊かな水・人・歴史文化を活かしたあずましいまちづくりをめざしてー』を実現するための先導的役割を果たす重要な施策として、６つの基本目標ごとに「戦略プロジェク
　　　　　　　　　　　　　　　ト」を掲げている。この戦略プロジェクトの内、浪岡駅周辺地区に関わる事項として、浪岡駅周辺整備の推進、魅力ある住宅の供給が示されている。
東北新幹線新青森駅開業対策に関する基本方針：平成17年2月
　　　　　　　　　　　　　　新青森駅周辺地区整備、現青森駅周辺地区整備、青森操車場跡地等の整備について新幹線開業効果を最大限享受するための拠点と位置づけ事業に取り組むこととした。こうしたなか、平成17年4月、旧青森
　　　　　　　　　　　　　　市、旧浪岡町両市町の合併を機に浪岡駅周辺整備事業について新幹線開業対策の4つ目の拠点と位置づけ新たに新幹線開業効果を享受するための視点を加えて整備することとした。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

居住者数

都道府県名 青森県 青森市
あおもり し

（旧
きゅう

浪岡町
なみおかまち

） 浪岡
なみおか

駅周辺
えきしゅうへん

地区
ちく

計画期間 交付期間 20

大目標：交通結節点の整備改善とランドマーク建設による浪岡地区の顔づくり
　目標１：駅前の安全で円滑な交通確保によって、交通結節点機能の強化を図るとともに、浪岡地区の玄関口にふさわしい駅周辺環境を目指す。
　目標２：まちなか居住を推進し、浪岡地区中心市街地の活性化に寄与するため、良好な住環境の駅前公営住宅整備を図る。
　目標３：駅舎と合築した地域交流センターを整備して文化交流活動の拠点とするほか、年間約９４万人の駅利用者を対象とした各種情報発信の場とする。
　目標４：交流人口の増大。

　　1,550    1,400
中心市街地が人口減少傾向にあることに対して、地区内人口の１割増を
目指す。当地区における居住者数



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

交通環境の改善
・ＪＲ浪岡駅の交通結節点機能を強化するため、駅前広場及び駅前パークアンドライド駐車場整備を行うとともに町の玄関口にふさ
わしい駅周辺地区の景観整備を図る。
・浪岡川沿いに東西約２kmにわたって整備されている緑道を引き続き整備し、駅前につなぐ歩行者ネットワークを形成する。

街路事業（基幹事業／駅前広場、町）、公園（基幹事業）、地域生活基盤施設（基幹
事業／自転車駐輪場）、高質空間形成施設（基幹事業／照明施設）、提案事業（地
域創造支援事業／駅前パークアンドライド駐車場）

まちなか居住人口の回復
・まちなか居住を推進し、中心市街地の活性化にも寄与するとともに、環境負荷低減を目的にパッシブソーラーシステム換気手法を
導入した公営住宅の建設を行う。

公営住宅等整備（基幹事業）

情報、文化交流拠点の形成
・周辺市町村も含めた情報・文化交流拠点機能を持つ、駅舎と合築したランドマーク的建物として、地域交流センターを整備する。
　また、平成22年度開業予定の新幹線新青森駅からのアクセスの良さを活かし、りんごを核とした体験型観光施設機能を付加する
ことによる観光客入りこみ増を図る。
・全国トップクラスの生産量を誇るりんごを核とした地域ブランド醸成のため、雪室研究室を整備する。

高次都市施設（基幹事業／地域交流センター、まちおこしセンター（雪室研究室））、
地域生活基盤施設（基幹事業／りんご広場、案内板）、地域創造支援事業（提案事
業／情報発信機能整備）

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
　　浪岡川クリーンの会と協働で当地区内にある緑道公園の他、すでに整備されている緑道公園と併せて、清掃活動を継続する他、活動範囲を駅前まで広げて浪岡地区全体の啓蒙活動の一環としたい。
　　平成15年度から「青森景観フォーラム」が民間によって設立され、住民参加型による浪岡駅周辺や景観形成についての検討が進められており、事業完了後も継続的に活動を行う。

○交付期間中の計画の管理
　　交付期間中において、ＪＲとの協議をはじめ、各種の事業を円滑化、目標に向けて確実な効果をあげるために、 旧 町役場でまちづくり交付金事業の部門を設け、事業間調整等の問題処理のための体制を整えている。

○広域交通網の整備状況
　　青森市浪岡地区は浪岡駅を中心に国道７号、７号バイパス、国道１０１号、東北自動車道、高規格道路「津軽自動車道」、主要地方道「青森浪岡線」、主要地方道「五所川原浪岡線」、主要地方道「大鰐浪岡線」、
　　青森空港などの広域交通拠点としての立地条件を有している。
　　また、平成２２年には東北新幹線「新青森駅」が開業予定であり、青森－弘前間で唯一の特急「つがる」の停車駅でもあることから、今後さらに周辺市町村も含めた駅乗降客数の増加が予想される。



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 青森市 直 3,680㎡ H16 H20 H16 H20 681 681 681 681

公園 青森市 直 6,000㎡ H16 H17 H16 H17 115 115 115 115

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 青森市 直 － H16 H20 H16 H20 244 244 244 244

高質空間形成施設 青森市 直 － H16 H17 H16 H17 60 60 60 60

高次都市施設 青森市 直 － H16 H20 H16 H20 1,481 1,481 1,481 1,481

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 2,581 2,581 2,581 2,581 …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
青森市 直 6,600㎡ H16 H20 H16 H20 511 511 511 511

青森市 直 193㎡ H20 H20 H20 H20 13 13 13 13

青森市 直 H20 H20 H20 H20 30 30 30 30

青森市 直 － H16 H17 H16 H17 1 1 1 1

合計 555 555 555 555 …B
合計(A+B) 3,136

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
ＪＲ 193㎡ ○ H20 H20 24

青森市 80m ○ H16 H19 129

青森市 3,100㎡ ○ H16 H19 136

青森市 24戸 ○ H16 Ｈ30 -

青森市 一式 ○ H20 H22 -

合計 289

所管省庁名

西花岡３号線

事業箇所名

－

住宅市街地
総合整備
事業

交付期間内事業期間
規模事業主体 直／間事業箇所名事業

情報発信機能整備

（参考）事業期間

地域創造
支援事業

駅西駐車場整備事業

まちづくり活
動推進事業

まちづくり検討委員会

全体事業費

駅前駐車場整備事業
細項目

道路整備事業

0

－

（参考）事業期間

緑道公園

直／間

3.5.1停車場稲村線

－

事業主体

駅舎整備 －

事業
細項目

事業期間

ー

（いずれかに○）

駅西ﾊﾟｰｸｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ駐車場

JR浪岡駅舎改築

事業主体

駅名変更

公営住宅整備

事業活用調
査

事業

駅舎整備事業

規模

－

駅前パークアンドライド駐車場

地域交流センター

事業箇所名
うち民負担分

交付期間内事業期間
規模

0

うち民負担分

国費率 0.4交付対象事業費 3,136 交付限度額 1,254



都市再生整備計画の区域

　浪岡駅周辺地区（青森県青森市） 面積 47 ha 区域 青森市浪岡大字浪岡字細田の一部、青森市浪岡大字女鹿沢字東花岡の一部

【図面作成上の留意点】

・Ａ４版横長であれば縮尺は自由。ただ
し必ずスケールバー・方位を記入する
こと。
・市町村全体の中での位置がわかる範
囲を対象とすること。
・都市再生整備計画の区域を赤太線縁
取りとし、地区名、区域面積を記入する
こと。
・鉄道、高速道、幹線道等の都市の骨
格を成す施設及び計画の内容に影響
を与える主要な施設を明記すること。
・その他必要な事項は適宜追加してよ
いが、必ず凡例を記入すること。

【記入要領】
・水色のセルは計画作成者において記入すべきことを表す。記入漏れのないよう留意すること。
・「区域」欄は、計画区域の主な所在地を記入すること。
　　　例）○○町○丁目、○丁目、○○町○丁目の全部と○○町○丁目、○○町○丁目の一部


