
（地域特性を活かした快適な生活空間と魅力ある村の再生）

平成 29 年 7 月 24 日

長 野 県 松 川 村

社会資本総合整備計画（第１回変更）



平成 29 年　7　月 24 日

地域特性を活かした快適な生活空間と魅力ある村の再生

平成２７年度　～　平成３１年度　（5年間） 長野県 松川村

■　観光拠点創出による地域振興　観光客入込数　（H26 ５５０千人　→　H30　６００千人）

（H26当初） （H29末） （H31末）

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31 策定状況

1-Ａ-1 都市再生 一般 松川村 直接 Ａ＝934ha、公園、地域防災、高質空間 786.1

合計 786.1

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30 策定状況

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H26 H27 H28 H29 H30

合計

番号 備考

　本村は、明治22年の町村制施行以来合併などを経験せず、本年村政施行125周年を迎える。平成25年度には厚労省の発表により「男性長寿日本一の村」となった。国勢調査の人口統計では、調査開始以来増加の一途をたどり順調に発展してきてい
る村である。しかしながら近年、全国的な少子化傾向の影響を受け、将来人口推計では減少の見通しとなり、今後地域活力の低下が懸念されている。
　こうした中、基幹産業である農業を取り巻く環境も厳しい状況が続き、農・商・工・観それぞれが相互に、魅力と活力ある地域の再構築が求められています。そこで、安曇野らしい田園景観と自然豊かな地域の特性を最大限活かした快適な生活空
間と活力ある村の再生を実施する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画（市街地整備）
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

■　子育て環境の向上　子育て環境に対する満足度（アンケートによる）　　（H26　４０％　→　H30　６０％）　

■　地域生活環境向上による満足度　（アンケートによる）　（Ｈ26　４０％　→　Ｈ31　６０％）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
786.1百万円 Ａ 786.1百万円 Ｂ 百万円 Ｃ 百万円

観光客入込人数を測定する

子育て環境に対する満足度調査を実施する（アンケート調査による）　子育て環境について「満足」又は「どちらかといえば満足」の回答数

地域生活環境に対する満足度調査を実施する（地域住民・観光客）　生活及び安全な住空間について「満足」又は「どちらかといえば満足」の回答数

550千人 580千人 600千人

40% 50% 60%

40% 50% 60%

事業者
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

Ｄ 百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

市町村名
事業実施期間（年度）

松川村

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

都市再生整備計画事業　安曇野まつかわ地区 松川村

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

事業内容
市町村名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

一体的に実施することにより期待される効果



交付金の執行状況
（単位：百万円）

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

配分額
（a）

61.1 49.0 93.6

H27 H28 H29 H30 H31

交付額
（c=a+b）

61.1 81.0

計画別流用
増△減額
（b）

0 32.0

支払済額
（e）

61.1 81.0

前年度からの繰越額
（d）

0 0

うち未契約繰越額
（g）

0 0

翌年度繰越額
（f）

0 0

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

0.0% 0.0%



（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 地域特性を活かした快適な生活空間と魅力ある村の再生

計画の期間 平成　２７　年度　～　平成　３１　年度　（　５　年間） 松川村

H31

交付対象

国営アルプスあづみ野公園 大町・松川地区

馬羅尾高原清流の森

高瀬川

乳川

芦間川

ＪＲ大糸線

国道147号線

安曇野まつかわ地区

市町村界

国道１４７号線

県道

ＪＲ大糸線

ＪＲ信濃松川駅

1-A-1  安曇野まつかわ地区 都市再生整備計画

A＝934ha



社会資本総合整備計画の添付書類等

交付対象事業別概要

地域特性を活かした快適な生活空間と魅力ある村の再生
ちいきとくせいをいかしたかいてきなせいかつくうかんとみりょくあるむらのさいせい

　（長野県
ながのけん

松川村
まつかわむら

）



(参考）年次計画

（事業費：百万円）

基幹事業

交付対象 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費

松川村 786.1 286.7 201.9 267.5 15.0 15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 786 286.7 201.9 267.5 15.0 15.0

関連社会資本整備事業

交付対象 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

効果促進事業

交付対象 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

事業費

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

786.1 286.7 201.9 267.5 15.0 15.0

36.5% 62.2% 96.2% 98.1% 100.0%

合計

累計進捗率　（％）

事業名 事業箇所名 事業主体

事業箇所名 事業主体

都市再生整備計画事業 安曇野まつかわ地区

事業名 事業箇所名 事業主体



都市再生整備計画（第
だ い

１回
か い

変更
へ ん こ う

）

安曇野
あ ず み の

まつかわ地区
ち く

長野県
な が の け ん

　松川村
まつかわむら

平成　29　年　7　月



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 934 ha

平成 27 年度　～ 平成 31 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

千人 H26 Ｈ30

％ H26 H30

％ H26 H３１60%地域生活環境の向上 地域生活環境に対する満足度（アンケートによる） 駅前ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚと備蓄倉庫整備により地域の安全と環境の向上を目指す 40%

600千人

子育て環境の向上 子育て環境に対する満足度（アンケートによる） （仮称）子ども未来センターの開設による子育て環境の向上を目指す 40% 60%

観光拠点創出による地域振興 観光入込客数 安曇野ちひろ公園拡充整備による観光客入込数の増加 550千人

◇少子高齢化の影響が否定できない現状を踏まえ、安心して子育てができる地域づくりを目指し、子育て環境の整備による人口減少への歯止め対策が求められている。
◇国営アルプスあづみの公園大町・松川地区と堀金・穂高地区の中間点にあたり、観光客の流入が増加傾向にある中、今後更に増加が予想される観光客の受け皿として、地域住民と各産業、既存の観光資源と連携がとれた新たな観光拠点の整備
が求められている。
◇魅力と活力ある地域づくりのため、安全安心な住環境整備が求められており、地域住民の交流空間の充実と交通環境の整備が急務となっている。

「緑豊かな自然と暮らし、心やすらぎ魅力あふれる村」
◇松川村第6次総合計画では、緑豊かな美しい自然や歴史・伝統・文化などすばらしい地域資源の魅力を活かし、誰もが生き生きと安心して暮らすことができる魅力ある村づくりを実現するとしている。
「ここちよい風と水に育まれた、緑豊かなふれあいの村まつかわ」
◇松川村都市計画マスタープランでは、北アルプスと安曇野の豊かな自然環境に恵まれ、農業を中心とした安曇野特有の美しい景観など貴重な自然資源を守りながら、日々の生活の中で、人や自然、文化や歴史とのふれあいが身近に感じられる
村づくりを進めることとしている。また、住民が安心して快適に暮らせる居住環境の形成と、村内各産業の発展を図るため、防災機能の向上と機能的で活気ある都市の形成を目指すとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 長野県 松川村 安曇野まつかわ地区

計画期間 交付期間 31

目標：安曇野らしい田園景観と自然豊かな地域の特性を活かした快適な生活空間と活力ある村の再生
　１）基幹産業ある農業と、地域の特色である安曇野の自然資源を活かした魅力ある観光拠点の創出により、農・商・観各産業の振興発展を推進する
　２）安心して子どもを産み育てることができる生活空間の創出により、活力ある地域の振興を図る
　３）安全で快適な居住空間の創出として、交通環境整備と住民の交流空間の充実により地域コミュニティーの再生を図る

◇松川村は、明治22年の町村制施行以来合併などを経験せず、平成26年度には村政施行１２５周年を迎えた。
◇米どころとして農業を基幹産業とする農村であった。その後安曇野らしい田園風景と緑あふれる美しい自然景観などの住環境によって住宅化が進み県内屈指の人口増加率を示していたが、近年の少子化の影響などにより人口は横ばい状態に
なってきている。村独自の子育て支援策などを先駆的に取り組んでいるが、将来人口推計では減少となるなど今後の地域の活力低下が懸念されている。
◇平成13年度に策定した「松川村土地利用調整基本計画」（全村を９のゾーンに区分）により、農業地域の保全と良好な住環境の確保、優良な商工業の誘導誘致を図り、秩序ある土地利用が図られている。また、都市計画マスタープランにおいても、
緑豊かな住宅地の形成を図ると共に、宅地と商業・工業施設用地などが混在しないようそれぞれ誘導する方針を示している。
◇当地区は、安曇野の特徴的な田園風景が残る極めて恵まれた自然環境を有し、平成6年に「温泉施設すずむし荘」平成9年に「安曇野ちひろ美術館」がそれぞれオープンしたことにより、それまで見られなかった年間約55万人の“観光客”が松川村
に訪れるようになった。基幹産業を農業として発展してきた村にとっては、道路や地元住民との交流スペースなどが整備されておらず、観光客の受入体制の遅れが目立っている。
◇住んでよかった住んでみたい村づくりをスローガンとして、安全安心な地域の住環境整備と、農・商・観・工それぞれが相互に連携し、魅力と活力ある地域の再構築が求められている。
◇安曇野ちひろ公園の拡充整備に関しては、平成18年度に村の諮問機関から整備内容に関する答申が提出され、以後様々な機関で具体的な整備計画の検討が続けられてきた。平成24年度には住民の自由参加によるワークショップが5回開催さ
れ、より具体的な整備計画が策定されている。また、都度村広報誌による情報提供を実施し、整備後の運営計画の検討が始まっている。



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
　【地域の特色ある資源を活かした魅力ある観光拠点の創出と活力ある地域の再生】
　◇現存する自然環境と観光資源を最大限生かし、基幹産業である農業と観光が結びついた新たな観光拠点として、既存の安曇野ちひろ公園を拡充整
備する。
　◇基幹産業である農業を観光資源として再認識し、農業体験や農家民泊など新たな観光資源の有効な展開を推進することにより、地域の活力の再興
を図る。
　◇地元住民が集える交流空間の創出と、観光客が滞留できる空間を創出することにより、都市と農村との交流を促進し、地域の活性化を図る。

◇観光交流センター整備事業　（基幹事業）高次都市施設
◇緑地・広場整備事業　（基幹事業）地域生活基盤施設
◇細野駅前バリアフリートイレ整備事業　（基幹事業）高質空間形成施設
◇北細野駅前バリアフリートイレ整備事業　(基幹事業）高質空間形成施設

・整備方針２
　【安心して子どもを産み育てることができる生活空間の創出】
　◇地域全体で支える子育て環境の充実を図る。
　◇地域にない（仮称）子ども未来センターを新設し、子育てしやすく、子ども達が生き生きと交流できる環境・空間の創出を図る。
　◇住宅地域内に配している公園について、住宅密集地内にある公園として防災機能の樹実を図り、安全安心な地域づくりを図る。

◇松川村（仮称）子ども未来センター整備事業　（提案事業）地域創造支援事業
◇松川中央公園整備事業　（基幹事業）公園
◇緑町防災公園備蓄倉庫整備事業　（基幹事業）地域生活基盤施設
◇緑地・広場整備事業　（基幹事業）地域生活基盤施設

・整備方針３
　【安全で快適な居住空間の創出として、住環境整備と住民の交流空間の充実】
　◇住宅地域内に配している公園について、住宅密集地内にある公園として防災機能の樹実を図り、安全安心な地域づくりを図る。
　◇地域住民と観光客が多く利用する地域の駅前について、環境整備を実施し快適な住環境の向上を図る。

◇緑町防災公園備蓄倉庫整備事業　（基幹事業）地域生活基盤施設
◇緑町防災公園バリアフリートイレ整備事業　（基幹事業）高質空間形成施設
◇細野駅前バリアフリートイレ整備事業　（基幹事業）高質空間形成施設
◇北細野駅前バリアフリートイレ整備事業　(基幹事業）高質空間形成施設



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 松川村 直 4,050㎡ H28 Ｈ28 H28 Ｈ28 57.3 57.3 57.3 57.3

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 緑地・広場整備 松川村 直 10,526㎡ Ｈ27 H28 Ｈ27 H28 195 168.0 168.0 168.0

地域生活基盤施設 松川村 直 30㎡ H30 H30 H30 H30 10.0 10.0 10.0 10.0

高質空間形成施設 松川村 直 15㎡ H30 H30 H30 H30 20.0 20.0 20.0 20.0

高質空間形成施設 松川村 直 10㎡ H31 H31 H31 H31 15.0 15.0 15.0 15.0

高質空間形成施設 松川村 直 10㎡ H31 H31 H31 H31 15.0 15.0 15.0 15.0

高次都市施設 松川村 直 4,730㎡ Ｈ27 H28 Ｈ27 H28 129.8 129.8 129.8 129.8

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

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 442.1 415.1 415.1 0.0 415.1 …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

松川村 直 1,019.48㎡ Ｈ27 Ｈ29 Ｈ27 Ｈ29 371.0 371.0 371.0 371.0

合計 371.0 371.0 371.0 0.0 371.0 …B

合計(A+B) 786.1
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
松川村 国交省 L=320m ○ H22 H27 196

松川村 国交省 L=1,600m ○ H25 H28 160

合計 356

緑町防災公園　備蓄倉庫

駅前トイレ整備　（北細野駅）

駅前トイレ整備　（細野駅）

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

社会資本総合整備交付金事業　道路改築 村道1－1号線

社会資本総合整備交付金事業　交通安全 村道1－4号線

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 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

松川村（仮称）子ども未来センター整備事業 松川村子ども未来センター

規模事業 事業箇所名 事業主体 直／間

住宅市街地
総合整備
事業

緑町防災公園　トイレ工

観光交流センター

直／間 規模
（参考）事業期間

230.6 国費率 0.293

松川中央公園

交付期間内事業期間
事業箇所名

連携生活拠点誘導施設

交付対象事業費 786.1 交付限度額

細項目
事業 事業主体



都市再生整備計画の区域

安曇野まつかわ地区　（長野県　松川村） 面積 934 ha 区域 　松川村の一部

安曇野まつかわ地区

国道１４７号線

県道

ＪＲ大糸線

至 国営アルプスあづみの公園（堀金穂高地区）

県道306号線東ルート

国道147号線

ＪＲ大糸線

高瀬川

県道上生坂・信濃松川停車場線

松川村役場

北保育園

保健センター

すずの音ホール

松川中央公園
県道矢地赤芝241.624線

県道306号線西ルート

芦間川

ＪＲ細野駅 松川中学校

松川小学校

ＪＲ信濃松川駅

ＪＲ北細野駅

国営アルプスあづみの公園（大町松川地区）

乳川



観光客入込数 （年/千人） 550 （H26年度） → 600 （H30年度）

子育て環境の満足度 （　％　） 40 （H26年度） → 60 （H30年度）

生活環境の満足度 （　％　） 40 （H26年度） → 60 （H31年度）

　安曇野まつかわ地区（長野県松川村）　整備方針概要図

目標
安曇野らしい田園景観と自然豊かな地域の特性を活かし

た快適な生活空間と活力ある村の再生

代表的な

指標

　　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　　提案事業

　　　　　　　　関連事業

凡　　例


