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様式１　目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 31.5 ha

平成 26 年度　～ 平成 30 年度 平成 26 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体のリノベーション方針（都市構造再編を図るため、都市機能の拡散を防止する等の公的不動産のマネジメントの取り組みを含む）

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標：にぎわいと親しみあふれる「まち」の再生を基本コンセプトとした久慈広域圏及び北三陸の玄関口の「顔」の創造
　 目標１：「駅前拠点」と「やませ土風館」の連携による中心市街地全体のにぎわいの創出
   目標２：市民の学習・活動拠点の形成

・都市計画マスタープランでは「拡大から充実への転換」を基本理念とし、この理念を具体的に推進するため、都市的な土地利用を図る「都市的土地利用ゾーン」と、自然や田園環境を保全する「自然環境保全ゾーン」を設定している。市の広範にまた
がる「自然環境保全ゾーン」は市を流れる4本の川沿いに自然発生的に形成された従来の集落地であり、このゾーンでは無秩序な市街地の拡大を抑制する。住宅及び主要な都市施設などが集積している「都市的土地利用ゾーン」については都市機
能を有する拠点を市街地に計画的に配置し、「集約型都市構造」を目指すこととしており、特に、本計画区域を包含する中心市街地エリアについては、様々な都市機能の集積を図り、にぎわいある商業地の形成に努めるものであり、核となる久慈駅周
辺については街の顔にふさわしい良好な景観の形成・維持に努める。なお、中心市街地エリアの郊外部についても新たな大規模集客施設の建築制限に努め、都市機能の拡散防止を図るものである。
・本計画区域は、中心市街地の中でも拠点的区域であり、地域の顔となる区域である。ここでは「生活に根ざした三代が集い活気あふれるまちなか」を目指し、具体的には「駅前ターミナルの拡張」「駐車場の充実」といった交通機能、「図書館」といった
教育支援施設や、市民が望む民間施設の充実を図るとともに、老人福祉施設などの整備を視野に入れ、官民が連携し、まさに「三代」が集う活気のあるまちなかを目指すものである。
・当市では、これまでも人口減少・少子高齢化社会に対応するため、廃校となった小学校を公民館、保育園や美術展示スペースに、使用されなくなった教員公舎を市営住宅にそれぞれ転用したり、合併により活用されなくなった旧役場の一部を貸し出
すなど、公的不動産の活用に努めてきた。今後の公的不動産のマネジメントにあたっても、遊休資産の活用と集約を目指し、地域に必要な各種施設との合築等を図ることとし、本計画においても、老朽化が進む駅前の既存施設跡地を活用し、集客性
のある図書館を駅前に移転することで、駅前の未利用地の活用を推進する。既存図書館については、新・複合施設（図書館）設置後は、不足している郷土資料保存スペースとして活用する。集約化に際しては、多世代の交流が行われるよう施設に複
数の機能を持たせるよう配慮する。

・当市の中心市街地は、長い歴史の中で地域の行政・経済の中心地であり、伝統文化を育み、経済・社会的な面における各種の機能が集積するなど久慈広域圏及び北三陸の顔の役割を果たしてきた。
・発展の契機となったのは、昭和5年に八戸線が延伸され久慈駅が設置されたことにさかのぼる。昭和14年には、駅東側に川崎製鉄久慈工場が開設され、中心市街地の発展を牽引した。昭和42年に工場は閉鎖されたが、跡地には市役所や久慈警察
署、久慈税務署など公共公益施設が整備され現在に至っている。駅西側は、戦後、区画整理事業が行われ国道281号線が開設、昭和59年には三陸鉄道が開通するなど交通網の整備が行われるとともに、商店街が形成され、県地方振興局や県立病
院などが立地するなど、多様な機能が集積した市民の生活に欠かせない場所、いわば「久慈の顔」ともいうべき場所となっていった。
・しかしながら、国道45号線バイパス整備を背景として、大規模小売店舗の郊外立地が進み、平成10年の県立久慈病院の郊外移転、それに引き続く平成14年の大規模小売店舗の撤退などにより、商業集積の低下、定住人口や来街者減少など中心
市街地の空洞化が顕著となった。
・これに対する取り組みとして、「山・里・海を丸ごと愉しめる　結いが支える賑わい・安心の街」を基本コンセプトに中心市街地活性化基本計画を策定し、内閣府の認定を受け、まちづくり交付金を活用し、「やませ土風館」の建設、子供が利用しやすい
公園の整備、イベント広場の整備・活用などの各種事業を実施した。これにより、にぎわいの創出、交流人口の増加などの目標で成果をあげ、定住人口の社会増減数についても減少幅の縮小などの効果がみられてきたものの、その効果はやませ土
風館周辺に偏りがあり、中心市街地全体には波及しておらず、特に、玄関口である久慈駅前の空洞化が著しく、適切な管理のなされない建造物が多くなってきている。
・また、久慈駅については、鉄道のターミナルだけではなく、バス交通のターミナルでもあるものの、路線バスの停留スペースしかなく、近年増加している観光ツアーバスの停留スペースがないため、駅前広場が手狭となっている。

・空き店舗、空地が目立っており、特に玄関口である久慈駅前の空洞化により、適切な管理のなされない建造物が多くなっており、良好な景観の形成上も問題がある。
・久慈駅から鉄道・バスを利用する観光周遊バスの停留スペースや、近年増加している観光ツアーバスの停留スペースがない。このため、現在はやむなく付近の県道で客の乗降を行っており、安全上問題がある。
・公共施設が郊外に分散しており、都市機能の集積が図られていないため、利用するには自動車の利用が不可欠な状況となっていることから、歩いて暮らせるまちとなっていない。
・一方で、モータリゼーションの進展とライフスタイルの多様化から、一定程度の車社会への対応は必要不可欠となっており、狭隘な市道の存在等も課題となっている。
・久慈駅の主要な利用者である高校生の学習スペースが郊外に立地しており、交通拠点の付属施設がなく駅中心のまちづくりが行われていない。

【総合計画】
・久慈市総合計画後期基本計画（平成23～27年度）において、「商店会や市民協働の取組みの促進、街が持つ多様な機能の有効活用を図るとともに、中心市街地活性化基本計画を推進し総合的な商店街の活性化に努める」とともに、「中心市街地
が久慈広域都市圏の中心拠点にふさわしい魅力ある地域になるような都市基盤の整備」や「ユニバーサルデザインに配慮した住環境の整備」に努める。
【都市計画マスタープラン】
・久慈市都市計画マスタープラン（平成20～37年度）において、「『拡大』から『充実』」へ転換を目指し、「本市及び久慈広域圏の拠点となる商業などの都市機能が集積する中心市街地の形成」及び「歩いて暮らせる街なか居住の誘導など、賑わいある
商業地の形成」に努める。
【計画区域の5年以上先の将来像】
・久慈広域圏及び北三陸の顔として、商業機能を中心とした都市機能が集積した賑わいのある魅力的な地域を目指す。
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久慈街なか地区（第２期）（地方都市リノベーション事業）

計画期間 交付期間 30



リノベーション事業の計画
都市機能配置の考え方

目標を達成する上で必要な「地方都市リノベーション推進施設」「生活拠点施設」の考え方（民間事業者による事業継続の見込みや民間事業に対する行政の支援等を含む）

地方都市リノベーションに必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人/年 H25 H30

人/年 H24 H30

人/日 H24 H30歩行者・自転車通行量 歩行者・自転車通行量調査の６調査地点の合計
中心市街地のにぎわいを測る指標としてこれまでも用いられている歩行
者・自動車通行量を把握する。

5,508 5,514

複合施設利用者数
複合施設（図書館・地域交流センター・観光交流セン
ター）の利用者数

中心市街地全体のにぎわいの創出を目標としており、主に地元市民及び
観光客の来街者数を把握する。

0 112,000

計画区域で開催されるイベントの
参加者数

計画区域で開催されるイベントの参加者数
市民の学習・活動拠点の形成を目標としている。計画区域で開催される
主要4イベント（春まつり、ヤマセあきんど祭り、秋まつり、冬の市）の参加
者数を把握する。

119,593 131,552

・JRと三陸鉄道の終着駅であり、バスターミナルも有する久慈駅は公共交通の核であるにもかかわらず付属する公共公益施設がなく、駅中心のまちづくりが行われていなかった。
・多くの市民が利用する公共公益施設として図書館が挙げられるが、既存の市立図書館は川を挟んだ中心市街地の北部にあり、歩行者にはアクセスが困難な場所にあった。既存図書館の利用者数は年間4万8千人余り（平成26年度）となっており、こ
の集客力を駅中心のまちづくりに活用するため、公共交通拠点の久慈駅前に既存図書館を移転し、利用者の潜在的ニーズを掘り起こす。
・新・図書館は機能を拡充し、日常的に閲覧する新聞・雑誌等の配架を充実するとともに、閲覧目的はもちろんのこと、鉄道・バスの待ち時間等の利用や、休憩・語らいのスペースとして、これまでの図書館の概念にとらわれない空間を構築する。
・また、久慈駅前の交通広場を拡張整備することにより、公共交通利用による複合施設の利便性の向上を図るとともに、複合施設の利用者や観光客等に対応した一般駐車場を整備する。
・さらに、新たな市民の活動拠点となる地域交流センター及び公共交通を利用して訪れた観光客の拠点となる観光交流センターと新・図書館を複合施設として整備することにより、拠点性、集客力が向上し中心市街地の活動人口の増加及び滞在時間
の増加が見込まれる。これらにより回遊性の向上が図られるとともに購買金額の増加が見込まれることから、商業地のにぎわいの創出が期待できる。また、この波及効果として居住地としての魅力も高まり、地区外からの人口流入が期待できることか
ら中心市街地全体の魅力が多面的に向上する。

●久慈駅前複合施設
　・新・図書館
　　日常的に閲覧する新聞・雑誌等の配架を充実するとともに、閲覧目的はもちろんのこと、鉄道・バスの待ち時間等の利用や、休憩・語らいのスペース及び観光情報を発信するコーナーとして、これまでの図書館の概念にとらわれない空間を構築す
る。
　・地域交流センター
　　新・図書館には閲覧スペースを設置するものの、市民活動の実施スペースがないことから、新・図書館とあわせて市民活動の拠点として整備することにより、にぎわいの向上につなげる。
　・観光交流センター
　　バス等の公共交通を利用して久慈駅前に降り立った観光客を中心市街地へ誘導するため、観光交流センターを設置し情報提供等を行う。
・久慈駅前交通広場
　　バスターミナルの機能性向上を図るとともに、良好な景観の形成及び安全性の向上を図る。
　　広場の配置については、現在の広場を活用する観点から同じ場所とするもの。規模については観光ツアーバスの停留スペース及び動線を確保した最小限のものとしている。
　　この整備により、バス・鉄道利用者の交通動線が整理され、複合施設へアクセスが容易になることから、複合施設利用者の利便性が向上する。
　　また、広場の創設により歩行者・自転車による駅から市街地への動線が増えることから、回遊性の向上も図られる。
・久慈駅前駐車場
　　複合施設の利用者や観光客等に対応した一般駐車場を整備する。
・情報板
　　複合施設（図書館）への円滑な誘導を図るため、久慈駅前周辺の交差点及び複合施設（図書館）前に情報板を設置するとともに、既存の誘導サインの更新を行い、来街者の回遊性の向上を図る。
・シェルター
　久慈駅前交通広場内のバス及びタクシーの乗降場にシェルターを整備し、利用者の快適性を確保することで、公共交通機関等の利用促進を図る。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

・市全体の都市機能の配置については、従来の集落である「自然環境保全ゾーン」での開発を抑制し、中心市街地をコアとする「都市的土地利用ゾーン」に集約を行う。
・中心拠点区域を包含する中心市街地については、伝統的に地域の行政・経済等の中心地として、地域の顔の役割を果たしており、今後も公共公益施設を集約して街並みを整備していく。特に、中心市街地の拠点として位置づけられ、広域圏からの
玄関口である久慈駅周辺の区域については、観光客のもてなしに必要な施設の設置や「久慈秋まつり」前夜祭の開催等を通じ、良好な景観の形成や拠点のにぎわい再生を図ることにより、中心市街地全体のにぎわい向上を目指す。
・沿岸部の国道45号線周辺エリアについては、工業地として利用し、中心市街地へ商業機能の集約を図るため、大規模集客施設の立地制限と周辺環境との調和に配慮した土地利用を行う。



様式２　整備方針等

計画区域の整備方針

事業実施における特記事項
【中心市街地活性化に向けた継続的取組】
・これまで、当市では民間事業者を中心とした中心市街地活性化の機運の高まりにより「共同物産館構想」が持ち上がり、現在の「やませ土風館」建設として結実するなど、取り組みの成果をあげてきた。現在でも、東日本大震災により被災した水族館
「もぐらんぴあ」が「まちなか水族館」として中心市街地で営業するなど、中心市街地活性化の取り組みは多く、歩行者増に寄与するなど成果をあげているところである。
・今回の事業実施にあたっても、民間事業者や住民の意向を的確に把握し、内容を適宜検討しながら取り組みを支える施設整備等を行っていく。

【中心市街地活性化基本計画との連携】
・本計画と関連し、第２期久慈市中心市街地活性化基本計画（事業期間：平成26年から30年）を策定し、平成26年3月に内閣府の認定を受ける予定である。
・中心市街地活性化基本計画に基づき、「成功店モデル創出・波及事業」により個店の魅力向上に向けた取り組みを行っていく。また、空き店舗・空地対策のため、「チャレンジショップ事業」「テナントミックス事業」を行い、空き店舗や空き地での新規開業
の後押しを行っていく。
・狭隘な市道については市民の意向を把握しながら整備を検討する。
・住民、消費者が必要とする駐車場不足については、「琥珀の街・久慈ハートフルパーキング事業」により、個別の店舗の駐車場を加盟店共通の駐車場として位置づけ、住民・消費者が利用可能な駐車場を増やしてゆく。
・やませ土風館と駅前拠点の連携策については、駅前拠点の完成後「観光交流センター魅力向上事業」等のソフト事業により実施をしていく。

方針に合致する主要な事業
【「駅前拠点」と「やませ土風館」の連携による中心市街地全体のにぎわいの創出】
・「やませ土風館」と対をなす核施設として駅前複合施設を整備し、駅前の拠点性を高め中心市街地の回遊性向上と都市機能の集積を図る。
・公共交通の核となる久慈駅前バスターミナルの機能改善を図るとともに、駅前の景観の向上を目指す。

基幹事業
　道路：久慈駅前交通広場、市場通り線
　地域生活基盤施設：駐車場、情報板
　地方都市リノベーション推進施設：複合施設（図書館）
　高次都市施設：複合施設（地域交流センター）、複合施設（観光交流センター）
　高質空間形成施設：シェルター（久慈駅前交通広場内）

【市民の学習・活動拠点の形成】
・市民の学習・活動拠点を形成し、市民が主体の持続的なまちづくり活動の支援を行う。

基幹事業
　道路：久慈駅前交通広場、市場通り線
　地域生活基盤施設：駐車場、情報板【再掲】
　地方都市リノベーション推進施設：複合施設（図書館）【再掲】
　高次都市施設：複合施設（地域交流センター）、複合施設（観光交流センター）【再掲】



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 久慈市 直 L=47.5m 28 29 28 29 146 146 146 146 －

道路 久慈市 直 4,156㎡ 28 29 28 29 250 250 250 250 －

道路

公園

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 駐車場 久慈市 直 1,641㎡ 28 29 28 29 308 308 308 77 －

地域生活基盤施設 久慈市 直 W610×H2700、４箇所
W300×H400、25箇所 30 30 30 30 8 8 8 8 －

高質空間形成施設 久慈市 直 ５箇所、80㎡ 29 29 29 29 28 28 28 28 －

高次都市施設 久慈市 直 919.88㎡ 28 30 28 30 511 511 511 511 －

高次都市施設 久慈市 直 338.97㎡ 28 30 28 30 188 188 188 188 －

地方都市リノベーション推進施設 久慈市 直 950.45㎡ 28 30 28 30 527 527 527 527 －

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 1,966 1,966 1,966 0 1,735 …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

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 1,735
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
久慈市 80㎡ ○ H30 H30 3

合計 3

情報板（観光情報等掲示板、誘導サ
イン）

複合施設（観光交流センター）

交付対象事業費 1,735 交付限度額

細項目
市場通り線

久慈駅前交通広場

867.5 国費率 0.5

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

シェルター（久慈駅前交通広場内）

複合施設（地域交流センター）

複合施設（図書館）

連携生活拠点誘導施設

住宅市街地
総合整備
事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 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

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
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

地域防災施設整備事業 中町イベント広場



31.5 ha

都市再生整備計画の区域
く い き

久慈街なか地区（第２期）（岩手県久慈市） 面積 区域 八日町、十八日町、二十八日町、中の橋、中央、巽町、本町

                      

N
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久慈駅 

至 八戸 

至 宮古 

計画区域 

大規模小売店舗 

集積地 

ＪＲ 

三陸鉄道 

やませ土風館 

中心拠点区域 

既存図書館 



        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 

複合施設利用者数 （人/年） 0 （平成25年度） → 112,000 （平成30年度）

計画区域で開催されるイベントの参加者数 （人/年） 119,593 （平成24年度） → 131,552 （平成30年度）

歩行者・自転車通行量 （人/日） 5,508 （平成24年度） → 5,514 （平成30年度）

　久慈街なか地区（第２期）（岩手県久慈市）　整備方針概要図

目標

大目標：にぎわいと親しみあふれる「まち」の再生を基本コンセプトとした久慈広域圏

　　　　　及び北三陸の玄関口の「顔」の創造

　　目標１：「駅前拠点」と「やませ土風館」の連携による中心市街地全体のにぎわいの創出

　　目標２：市民の学習・活動拠点の形成

代表的な

指標

中心拠点区域 

計画区域 

■地方都市リノベーション事業推進施設（図書館） 

 Ｈ28-30年度 工事・建築 Ａ＝950.45㎡   

■高次都市施設（地域交流センター） 

 Ｈ28-30年度 工事・建築 Ａ＝919.88㎡ 

■高次都市施設（観光交流センター） 

 Ｈ28-30年度 工事・建築 Ａ＝338.97㎡  

■用地買収  Ａ＝1,175㎡ 

        基幹事業 

        提案事業 

        関連事業 

凡  例 

■道路（久慈駅前交通広場） 

 Ｈ28-29年度  広場整備 Ａ＝0.42ｈａ    

紫細線は中心市街地活性化基
本計画区域 

■道路（市場通り線） 

 Ｈ28-29年度  用地買収・工事  

           Ａ＝290㎡   

■地域防災施設整備事業 

 H30年度 

■地域生活基盤施設（駐車場） 

 Ｈ28-29年度 用地買収 Ａ＝1,360㎡ 

            工事・建築 Ａ＝1,641㎡   
■地域生活基盤施設（情報板） 

 誘導サイン 25箇所 

 Ｈ30年度  

■高質空間形成施設（シェルター） 

 Ｈ29年度   工事 Ａ＝80㎡  

■地域生活基盤施設（情報板） 

 観光情報等掲示板  

   ４箇所 

 Ｈ30年度  


