
みんなが創るまちなかの価値
～ 誰もが楽しみ安心できる場所 誰もがつながり育てるまち ～

令和２年４月
新潟県長岡市
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１ まちの概要

２ 行政機能のまちなか回帰

３ 市街地再開発事業

４ その他の事業

５ 成果と今後の取り組み



交通の要衝に位置している
新潟県中越地域の中心都市

■ 市章

魅力ある地方中核都市として限りなく

発展する長岡市を、不撓不屈の不死

鳥の姿に託して表現しています

■ 合併の状況

旧長岡市（面積262km2、人口約19.2万人）

・ H17.4.1

周辺5町村と合併

・ H18.1.1

周辺4市町村と合併

・ H22.3.31

川口町と合併

（参考）新潟県内の市町村数

2000年 112市町村 → 2014年 30市町村

長岡市の概況
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■ 会計規模(令和2年度)

・予算総額 2,151億円

(うち一般会計 1,311億円）

■ 主要財政指標(平成30年度)

・経常収支比率 91.2％

・財政力指数 0.61

・標準財政規模 70,284百万円

・実質公債費比率 5.8％

■ 長岡市の概要(令和2年4月)

・人口 約26.8万人(県内2位)

・世帯数 約10.8万世帯

・面積 約891.1km2(≒佐渡)



1618年（元和４年） 牧野氏入府（幕末まで）

1868年（慶応４年） 北越戦争（戊辰戦争）

河井継之助による戦争指導、市街戦の末落城

1905年（明治38年） 長岡商議所創立

1906年（明治39年） 市制施行

1945年（昭和20年） 長岡空襲（8月1日）

新潟で唯一の空襲、死者1,486名、

市街地の85%が焼失

2004年（平成16年）

新潟県中越地震発生(Ｍ6.8）

死者68名、負傷者4,809名、

避難者約10万人、住宅損壊約12万棟

2018年（平成30年）開府４００年

長岡の歴史
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幕末越後長岡の風雲児

河井継之助



都市の活力を生み出し、

地域生活を支える

「都心地区」及び

「地域の中心部」を形成し、

相互を円滑で便利な

幹線道路及び

公共交通網で結ぶ。

長岡市全体のまちづくりの方針（将来都市像）

【都心地区】

商業・業務、教育・文化、行政、医療・福祉など
高度な都市的サービスを提供

コンパクトに 絆でつなぐ まちとまち 長岡
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長岡市都市計画マスタープラン



旧長岡市役所
（～H24.3）

●

ＳＣ、ロードサイド型

商業施設が集積

イオン長岡店
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イオン長岡店 リバーサイド千秋 アピタ

平成元年オープン
延床面積：約32,000㎡
店舗面積：約21,700㎡
SRC/3階建て 駐車場約1,000台

平成19年オープン
延床面積：約75,000㎡
店舗面積：約27,000㎡
SRC/3階建て 駐車場約2,100台

長岡市都心地区

●

リバーサイド千秋
アピタ●

古正寺地区



慶応年中長岡城下図

本 丸
（現在の長岡駅のあたり）

二之丸
(現在のアオーレ長岡あたり）

大手通り

市街地の成り立ち ～江戸時代（幕末）慶応年間～

昔からの中心部（長岡城）と交通の
結節点（JR長岡駅）、中心市街地
が一致していることが長岡の特徴
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再開発事業地区（完了）
大手通表町西地区：トモシア

再開発事業地区（完了）
大手通中央地区：フェニックス大手

厚生会館地区（完了）
ｼﾃｨﾎｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ「ｱｵｰﾚ長岡」

大手口駅前広場（完了）

現在の中心市街地
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再開発事業地区（実施中）
大手通坂之上町地区



まちなかの変遷 ～昭和の賑やかだった頃から平成の衰退へ～

中心市街地の
衰退

活性化に向けた政策的
取り組みへ

車社会の進展
と郊外化

【空き店舗が目立つ大手通り（平成10年頃）】

【昭和47年 車や歩行者で混雑する長岡市大手通り】

○ まちなかの空洞化の顕在化

○ 大規模商業施設の閉店
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増加する人口を受け入れる市街地の拡大
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■ まちなかに「来る人」「住む人」まちなかで「働く人」が減少

■ 長岡の顔である『まちなか』の賑わいが失われてしまった。

まちなかの空洞化 （１） ～空洞化の状況～
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【出典：事業所・企業統計調査、経済センサス基礎調査】【中心市街地の主要15地点の歩行者通行量合計】

※H24（アオーレオープン）前の状況

◆ まちなかに「来る人」

（平日）Ｈ元と比較して、約53％に減少

◆ まちなかに「住む人」

H10と比較して、約93％に減少

◆ まちなかで「働く人」

H3と比較して、約69％に減少



長 岡 駅

1971（S46）年5月開業

1995（H7）年1月閉店

地上7F、地下1F

店舗面積：5,610㎡

延床面積：16,316㎡

大 手 通 り

長 崎 屋

1952（S27）年2月開業

2000（H12）年8月閉店

地上6F、地下1F

店舗面積：5,798㎡

延床面積：8,205㎡

丸 大

1960（S35）年12月開業

2007（H19）年4月閉店

地上10F、地下1F

店舗面積：6,587㎡

延床面積：10,911㎡

丸 専

1954（S29）年4月開業

1997（H9）年2月閉店

地上8F、地下1F

店舗面積：6,140㎡

延床面積：11,625㎡

イ チ ム ラ

1958（S33）年10月開業

2010（H22）年4月閉店

地上6F、地下1F

店舗面積：4,640㎡

延床面積：7,944㎡

大 和
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まちなかの空洞化 （２） ～商業施設の連鎖的な閉店～

原信 プリーズ店

19７6（S51）年７月開業

200８（H20）年9月閉店

地上3F

店舗面積：998㎡

延床面積：1,991㎡

1985（S60）年9月開業

2005（H17）年8月閉店

地上7F、地下1F

店舗面積：13,093㎡

延床面積：37,419㎡

ダ イ エ ー

1988（S63）年11月開業

2019（Ｈ31）年2月閉店

地上8F、地下1F

店舗面積：13,000㎡

延床面積：21,470㎡

イトーヨーカドー丸大

R2.4.24（金）

地下1Fにスーパー「マルイ」がオープン



◆ 小売業年間販売額に占める中心市街地のシェア Ｈ9値 18.8％ → Ｈ24値 6.1％へ減少（▲12.7％）

◆ 小売業売場面積に占める中心市街地のシェア Ｈ9値 23.7％ → Ｈ24値 7.5％へ減少（▲16.2％）

◆ 小売業従業員数に占める中心市街地のシェア Ｈ9値 18.8％ → H24値 13.0％へ減少（▲ 5.8％）

◆小売業売場面積の推移

◆小売業従業員数の推移◆小売業年間販売額の推移
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■出典
商業統計調査に基づくデータを集計(経済産業省)

・中心市街地の値は、商業統計調査立地環境特性別

統計編に示されている11の商業集積地区の合計値

・平成24年度は経済センサス活動調査の値

まちなかの空洞化 （３） ～商業施設の衰退データ～
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まちなかの空洞化 （４） ～地価の下落～

まちなかの地価公示価格はバブル期の平成４年をピークに大幅に下落（ピーク時の約14～24％に減少）

◆地価公示の推移

■出典：毎年1月1日現在の地価公示（総務省）
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老朽化する中心市街地

大手通坂之上町地区
（実施中）

（基準年：平成27年3月 一部修正）
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活性化に向けたこれまでの取り組み

厚生会館地区（アオーレ長岡）の整備、大手通中央

地区・大手通表町西地区市街地再開発事業の完

了に伴い市役所機能の「まちなか回帰」、都市機能

の更新と再集積が進んだ

多くの人が「まちなか」を訪れることで、市民の意識

が変わってきており、疲弊していた中心市街地がま

さに息を吹き返しつつある

現 在

○ H13.10 「ながおか市民センター」オープン

･･･ 撤退した大型商業店舗を市が借り、「市民協働」のまちづくりの実証実験を実施

○ H16.3 『長岡市中心市街地の構造改革に関する提言』 （中心市街地構造改革会議）

･･･ 郊外化から中心市街地への再集積へ（「まちなか型公共サービス」の展開）

○ H18.3 『長岡市中心市街地地区都市再生整備計画』の策定

･･･ アオーレ長岡、大手通中央地区市街地再開発事業、大手口駅前広場再整備 等

○ H20.11 『長岡市中心市街地活性化基本計画（第1期計画）』の認定
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大手通表町地区

トモシア
社会福祉センター
ボランティアセンター

集合住宅
有料老人ホーム



• 中心市街地の民間の空きビルを活用した市民との協働によるまちづくりの実証実験の場

• 極力役所らしさを抑え、自由で規制が少なく、入りやすい普段着の施設

• 「市民が育てていく」をコンセプトに、当初は、市役所窓口サービス、ちびっこ広場や市民が様々な活動を行うフリースペース等を整備

• 市民の声を反映し「学習コーナー」、「まちなか保育園」や「障害者プラザ」を開設

• 自然発生的に中・高校生の学習コーナーができたり、ちびっこ広場が子育て中のお母さん方の交流の場になったりと、日々進化を続けている

• 多くの市民に愛され、オープン以来延べ307万人以上が利用(H22.6現在）

• 全国の先進事例として、これまで自治体、商店街組合等から、延べ577団体、13,418人(H22.3.31現在)もの視察
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ながおか市民センター全景

正面入口

ながおか市民センター【H13.10】における
「市民との協働のまちづくり」の実証実験

イベント広場における
国際交流イベント

生活に密着した
講演会

市民ギャラリーに
おける展示会

季節感のある
イベント開催

市民手づくりの
ひなまつり

ちびっこ広場における
遊びの教室

合併地域の
伝統文化の開催

ながおか市民センターでの活動事例

長岡市の実証実験 ～「市民との協働によるまちづくり」を目指して～



④ 幸町庁舎

昭和52年10月11日 竣工

平成26年2月28日 さいわいプラザとして竣工

⑤ アオーレ長岡

平成24年4月1日 竣工

0 150 300 450 600 750

② 二代目 長岡市役所

大正10年7月11日 竣工

③ 柳原庁舎

昭和30年10月15日 竣工

②

③

④

⑤

① 初代 長岡市役所

明治39年4月1日 竣工

①
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長岡市役所の位置の変遷
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市役所を中心市街地へ移転する際の検討経緯

公共交通の利便性、コスト面、まちづくりの観点から
中心市街地に移転することが最適との結論に。

【 移転の必要性 】

・11市町村の合併で業務が拡大、本庁舎が手狭に。その結果、大手通分室など７か所に庁舎が分散

・中越大震災(H16）で、災害時の防災拠点となる本庁舎の耐震性不足が判明

・交通弱者対策、中心市街地の賑わいづくりという課題

【 市民、議会での議論 】

・行政機能再配置検討市民委員会での検討

・地域での市政懇談会の開催、「市政だより」による情報提供

・市議会での継続的な議論（定例会、特別委員会、議員協議会、各会派説明）

引き続き、「新しい市役所調査検討委員会（議会）」、「新しい市役所

検討市民委員会」、市民ワークショップで、新市役所の在り方を議論。



全国初 まちなか型市役所の実現
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全国初まちなか型市役所の実現

大手口駅前広場

まちなか型市役所

フェニックス大手

ｼﾃｨﾎｰﾙﾌﾟﾗｻﾞ
「アオーレ長岡」

ながおか
市民センター

郊外の市役所機能

【農林・建設のエリア】
・道路、下水道
・農業、林業
・国際交流 など

【まちなか子育て
支援拠点】

・子育ての駅
ちびっこ広場

【商工のエリア】
・観光、商業、工業
・地域振興
・都市計画、 公園、

建築確認 など

【市民のエリア】
・総合ガイド
・証明書発行
・住所変更・戸籍届出
・健康保険年金
・福祉
・税金 など

○市街地再開発事業

○空きビルの活用

中心市街地全体で市役所機能を担う

⇒大手通りを中心に高層ビルを横にしたイメージ

市役所機能をあえて分散配置することで、まちなかの賑わいや回遊性を創出

○まちなかキャンパス

○タニタカフェ

～ 市役所機能をあえて分散配置 ～

＊ ついで効果による回遊性やまちなか
の賑わい創出

＊ まちに溶け込んだ「市民と協働する
開かれた市役所」スタイルの確立

＊ 交通の拡散によるスムーズな流れ

大手通坂之上町地区
第一種市街地再開発事業

現在実施中

○市街地再開発事業

ながおか町口御門

○社会福祉センター トモシア



「アオーレ長岡」は、JR長岡駅前に位置し、ナカドマ（屋根付き広場）を中心に、アリーナ、市民交流ホールな

どの公会堂機能と市役所、議会が一体となった多くの人が集まる“市民協働・交流の拠点”です。

「アオーレ長岡」のオープン ～平成24年4月1日～
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設計は、隈研吾建築都市設計事務所
（新国立競技場の設計者）

シティホールプラザ「アオーレ長岡」配置図

1F

3F

ナカドマ

アリーナ 市役所

アオーレ長岡



「アオーレ長岡」という名前は・・・
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公募総数5,552点から選考

アオーレ=「会いましょう」

人々が出会い、活動する拠点



○ 公と民のモザイク

行政と市民の活動が、モザイクや市松模様のように
交ざり合った計画です。

○ まちに開けた“ナカドマ”

庭のようでも部屋のようでもあるナカドマ（屋根付き
広場）は、建物中央に挟み込まれるように配置してい
ます。誰もが気軽に立ち寄り、活動できる空間です。

「アオーレ長岡」のコンセプトと特徴

■ 施設の中心は“ナカドマ” ～ 外でも内でもない中間的な領域の空間

・ナカドマの空間が主役、建物は脇役（通常の建物とは逆の発想）

→ 正面玄関がなく、人々は、ナカドマを通って建物に出入りしている

・ナカドマからガラス張りの建物で活動している人が見え、逆に見られる環境

→ お互いの気配が感じられる心地よい空間

市民の皆さんが活動するすぐそばで市役所
の業務が行われ、議会が開催されます。市松
模様は壁面や大屋根のパターンとしても表現
されています。

2,250㎡の屋根付き空間 アリーナの大開口を開ければ
5,000㎡以上の大空間が出現！
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■年間４５０件を超える市民イベント
多様な施設とその利用を支える仕組みを
パッケージで創設
→ 中心市街地施設の市民利用の無料化
→ 支援組織の創設（市民協働推進室、NPO）

■年間１００万人を超える市民の利用
→ “中心市街地は人の集まる地域”として

市民に再認知
25

「アオーレ長岡」の活用方法とその効果



各資源を集めつなぐ

市民協働センターの運営

コミュニティ
センター

学校

地域
コミュニティ

行政

企業

市民
活動団体

資金

人材
情報

お互いに協力し合える協働のまちづくり
を進めるためには、その環境をつくらなけ
ればいけません。
そのために、長岡市民・団体が持つ
「人材」や「資金」、「情報」がつながる
機会や仕組みをつくっていきます。
長岡にある資源をつなぐことによって市
民の活動を活発にします。

イメージ

■ 「市民協働センター」の主な役割 《長岡市内全域が対象エリア》
・ 市民活動、ボランティア活動、コミュニティ活動など様々な自発的活動に関する相談
・ 必要な時に、様々な主体を資源へとつなげ活動を支援
・ 様々な団体の活動に必要なニーズを聞き取り支援する
・ NPO法人やボランティア団体の立ち上げ・運営等に関する相談

市民協働課
市民協働係

市民協働課
アオーレ交流係

NPO法人
市民協働ﾈｯﾄﾜｰｸ長岡

NPO法人
ながおか未来創造ﾈｯﾄﾜｰｸ

ﾁｰﾑｶﾗｰ･ﾋﾟﾝｸ ﾁｰﾑｶﾗｰ･ﾌﾞﾙｰ

連携

市民協働センター
の運営

アオーレ長岡・市民利用施設
（ﾅｶﾄﾞﾏ・ｱﾘｰﾅ・ﾎｰﾙ）の運営

連携

「アオーレ長岡」は市民協働の拠点

26



越後みしま竹あかりｉｎアオーレ長岡成人式

「アオーレ長岡」でのイベント展開（ナカドマ）

アオーレ！ドイツフェスト 保育園の遠足

27



「越後長岡酒の陣」 × 商店街歩行者天国

「アオーレ誕生祭」 × 商店街歩行者天国

山古志闘牛 ＩＮ アオーレ

アリーナ

ナカドマ

「アオーレ長岡」でのイベントの展開 （ナカドマ）

28



プロバスケットボール B.LEAGUE 公式戦

プロスケーターによる「フィギュアスケート」

「アオーレ長岡」でのイベント展開 （アリーナ）

アオーレファッションショー「森の万華鏡」

アオーレ ロックミュージアム

29

アリーナは最大
５，０００人収容



【東棟１階の市役所総合窓口】

○目的型の窓口（身近な手続きを集約）

・ワンストップサービスの提供

・市役所コンシェルジュによるサポート

・平日：午前8時30分～午後7時

土日祝：午前9時～午後5時

「アオーレ長岡」の市役所らしい場所

30



健康診断

31

さいわいプラザ
フェスティバル

科学博物館 中央公民館

旧市役所庁舎の活用 ～さいわいプラザ～

市内に分散していた教育委員会事務局、健康センター、科学博物館、中央公民館などを集約し、まなびと
健康の広場「さいわいプラザ」として活用
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１ まちの概要

２ 行政機能のまちなか回帰

３ 市街地再開発事業

４ その他の事業

５ 成果と今後の取り組み
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これまでの長岡市の市街地再開発事業



大手通
中央(東)地区

【実施前の状況】

大手通中央東地区市街地再開発事業

戦災復興から半世紀たち建物が老朽化
→ 使われなくなった建物を、新しく使い

勝手のよい建物に再整備

34

大手通中央東地区
第一種市街地再開発事業



大手通
中央(東)地区

【実施後の状況】

大手通中央東地区市街地再開発事業

35

大手通中央東地区
第一種市街地再開発事業



概　　要

約0.5ha（約4,800㎡）

建築敷地面積 約3,200㎡

建築面積 約2,500㎡

延べ面積 約18,200㎡

（うち容積対象面積） （約15,600㎡）

建ぺい率 約80%

容積率 約490%

構造・階数 A棟：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　　　地上9階

B棟：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　　　地上6階、地下1階

C棟：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

　　　地上8階、地下2階

ｲｰｽﾄｽｸｴｱ：鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

Ａ棟（住宅棟） 店舗、住宅（14戸）

B棟（業務棟） 銀行

Ｃ棟（商業・公共公益棟）店舗、公共公益施設

駐車場44台（BC棟地下）

イーストスクエア 広場

項　　目

施行者：大手通中央東地区市街地再開発組合

施行地区面積

建
築
物
の
概
要

主
要
用
途

大手通中央東地区施設概要

大手通中央東地区市街地再開発事業

断面図

事業概要

調査設計計画費 4.0億円 補 助 金 32.4億円

土 地 整 備 費 14.7億円 保 留 床 処 分 金 43.6億円

工 事 費 53.3億円 そ の 他 0.2億円

事 務 費 4.2億円

合 計 76.2億円 合 計 76.2億円

支　　出 収　　入

イースト
スクエア

36
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まちなかキャンパス長岡について



交流広場

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース講座

38

２ 施設の貸出

大小６つの会議室や、ダンスや体操ができる多目的スペース、音楽練習のためのスタジオ、簡単な調理や工作ができる

創作交流室など、全１１室の貸出を行っています。

１ 講座等の企画・運営及び開催

多様化、高度化する学びのニーズや学びのステージに応じた、さまざまな講座を開催。

市内４大学１高専と長岡市で構成する「まちなかキャンパス長岡運営協議会」が企画、運営しています。

＜令和元年度実績＞ 全83講座 、 受講者数 2,828人

＜令和元年度実績＞ 施設利用者数 97,590人

こども講座

会議室 創作交流室多目的スペース

ボランティア企画講座

スタジオ

まちなかキャンパス長岡の主な事業



中越大震災の教訓を次世代に ～中越メモリアル回廊の整備～

中越メモリアル回廊とは・・・

中越メモリアル回廊は、中越大震災を多くの人々に伝え続けることにより、防災の大切さを市民に広報する

ことを目的に、復興基金によって主要被災地に整備されたもの。

39

「人の絆」と「災害の教訓を伝え
る大切さ」を、腕を組み合う人々
で表現。

一筆でつながるデザインは、回
廊をイメージしています。



40

震災アーカイブセンター「きおくみらい」

・ 震災アーカイブセンター「きおくみらい」は、長岡市の中心市街地に立地し、中越大震災全体の

ガイダンス機能を持つ総合的な施設。

・ 被災状況や災害・防災に関する文献、映像データを保有し閲覧も可能。

・ また、防災関連会議等の主要開催場所として、そのセンター機能を有する。

「長岡震災アーカイブセンター きおくみらい」の活動

iPadで被災状況と地域文化を学ぶ ホールでの防災学習

○開館

平成23年10月22日

○来館者数

12,488名（令和元年度）

○施設内容

震災マップ（約100m2）
図書スペース
シアター（定員17人）
多目的ホール（定員80人）

中越大震災 被害状況

区分 新潟県全体 長岡市

死者 68人 28人

負傷者 4,795人 2,438人

区 分 新潟県全体 長岡市

住宅被害

全 壊 3,175棟 2,197棟

大規模半壊 2,167棟 1,457棟

半 壊 11,643棟 7,052棟

一部損壊 104,619棟 58,839棟

建物火災 9件 7件 被災状況写真

発震 ： 2004年（平成16年）10月23日
地震の規模 ： マグニチュード6.8
最大震度７



大手通中央西地区市街地再開発事業

大手通中央西地区市街地再開発事業 （１）

大手通中央西地区
第一種市街地再開発事業

大手通
中央西地区

【実施前の状況】

41



大手通中央西地区市街地再開発事業

42

大手通中央西地区
第一種市街地再開発事業

【実施後の状況】



大手通中央西地区市街地再開発事業

事業概要大手通中央西地区施設概要

断面図

概　　要

約0.3ha（約2,550㎡）

建築敷地面積 約1,800㎡

建築面積 約1,390㎡

延べ面積 約11,480㎡

（うち容積対象面積） （約8,730㎡）

建ぺい率 約80%

容積率 約490%

構造・階数 鉄筋コンクリート造

地上18階、地下1階

住宅（駐車場含む） 約8,900㎡、63戸

高層棟62戸（内分譲60戸）

低層棟1戸

店舗等 約680㎡

子育て支援施設 約1,900㎡

駐車場 52台（マンション居住者用）

施行者：大手通中央西地区第一種市街地再開発事業

項　　目

主
要
用
途

建
築
物
の
概
要

　　　　個人施行者協同組合丸専

施行地区面積

調査設計計画費 2.2億円 補 助 金 21.9億円

土 地 整 備 費 3.5億円 保 留 床 処 分 金 15.7億円

工 事 費 31.2億円 権利者増床負担 0.2億円

事 務 費 1.3億円 そ の 他 0.4億円

合 計 38.2億円 合 計 38.2億円

支　　出 収　　入

43



44

地域版 子育ての駅

子育ての駅 ながおか市民防災センター

都市公園と子育て支援施設の融合 ～長岡発「子育ての駅」～

■雨や雪の日でも遊べる「全天候型の広場」と「子育て支援施設」を一体的に整備した全国初の施設
■子育て、交流、相談、情報提供機能等を提供。（どの施設も保育士が常駐。）
■中心市街地での実証実験の成果を、郊外や支所地域へも展開。さらには、全支所地域に「子育てコンシェルジェ」を配置した「子育ての駅」を開設。

子育ての駅

子育ての駅千秋

■ 大規模ＳＣに隣接した都市公園に
日本初の「子育ての駅」を設置

【普段】

子供の
遊び場

【災害時】

・ボランティア
センター

・緊急物資の
集積場所

■ 防災公園を「子育ての駅」として利用した
日本初の施設

▲ミニキッチンでの
離乳食実演

■ 雪国における街区公園の代替施設として考案

▲絵本館での読み聞かせ

○まちなか絵本館
・約1万冊の絵本や育児書
・司書や読み聞かせボラン

ティアとの連携事業

○ まちなか保育園
・一時保育ニーズに対応

信濃川左岸
地域の拠点

支所地域の子育て
支援体制強化

信濃川右岸
地域の拠点

中心市街地の拠点

平成21年5月5日開設 平成22年4月29日開設

平成13年10月1日開設
平成22年 8月1日移設

○ 多世代交流の拠点

①なかのんひろば（中之島） Ｈ28.1.4開設
②のびのび（越路） Ｈ28.1.7
③もりもり（三島） Ｈ27.12.23開設
④やまっこ（山古志） Ｈ28.1.5開設
⑤たんぽぽ（小国） Ｈ28.1.4開設
⑥わくわく（和島） Ｈ28.4.1開設
⑦にこにこ（寺泊） Ｈ28.1.5開設
⑧すくすく（栃尾） Ｈ24.7.7開設
⑨にじの子広場（与板） Ｈ28.4.1開設
⑩すこやか（川口） Ｈ28.4.1開設

■令和元年度 子育ての駅の入館者数

施設名 入館者数 1日平均

子
育
て
の
駅

てくてく 121,650 425

ぐんぐん 51,595 179

ちびっこ広場 35,742 108

地域版 計 37,255 154

合計 246,242 866

■ 全支所地域に各地域の
特色を活かした子育ての駅を設置

▲すくすくの様子
※てくてく、ぐんぐん、ちびっこ広場は
新型コロナウィルス感染症対策のた
め3月は臨時休館

44



「子育ての駅 ちびっこ広場」の活動事例

▲ファミリー・サポート・
センター事務局

▲絵本読み聞かせ
（まちなか絵本館）

▲ちびっこ広場

「子育ての駅 ちびっこ広場」の活動事例

子育ての駅 ちびっこ広場

■ 買い物時の休憩、子育て相談・交流の場

・H13.10月、「ながおか市民センター」内にオープン
・H22.8月、再開発ビル内へ移転・拡充

■ 保育士と司書が常駐し連携

・保育士による乳幼児の一時預かりを実施（有料：1時間＝300円）

・司書も常駐し、「まちなか絵本館」としての機能を拡充

■ ハード・ソフトを市民が育てた施設

・お父さん・お母さん（現場）の声は「子育ての駅」の源流

子育ての悩みや意見を
書き込める自由ノート

▲赤ちゃん講座

45

令和元年度実績

年間入館者数 １日平均

35,742人 108人
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大手通表町西地区市街地再開発事業

【位置図】

大手通表町西地区
第一種市街地再開発事業

【実施前の状況】

旧大和
長岡店

長岡商工
会議所

長岡駅大手大橋

表
町
蔵
王
線

大手通り
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大手通表町西地区市街地再開発事業

【実施後の状況】

ビル名称「ながおか町口御門」

・ 整備地はかつて長岡城の町口御門が
あった場所。

・ 長岡藩は身分のへだたりを除いて
商工業の発展に取り組む藩風。

・ 町口御門は、武士と町人を繋ぐ門で
あり、市が目指す「市民協働による
まちづくり」に通じるもの。

大手通表町西地区
第一種市街地再開発事業
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大手通表町西地区市街地再開発事業

大手通表町西地区施設概要

断面図

 調査設計計画費 4.7億円 通常補助金（国・市） 29.6億円

 土地整備費 3.3億円

 補償費 9.1億円

 工事費 43.8億円

 事務費 2.8億円

13.2億円

18.8億円

0.1億円

合　　計 63.7億円 63.7億円合　　計

収　　　入支　　　出

1.6億円

0.4億円

都市・地域再生緊急促
進事業補助金

ｽﾏｰﾄｳｪﾙﾈｽ住宅等推
進事業補助金

補
助
金

 参加組合員負担金

 保留床処分金等

 その他

概　　　要

約0.5ha（約5,460㎡）

約3,455㎡

約2,650㎡

約17,415㎡

約12,130㎡

約77％

約351％

構造・階数 （複合施設棟） 鉄筋コンクリート造

地上14階・地下1階

（駐車場棟） 鉄骨造　　地上4階

66戸（うち分譲60戸）　約6,900㎡

約2,700㎡

約1,700㎡

約1,060㎡

約1,555㎡

145台　約3,500㎡

大手通表町西地区
市街地再開発組合

 施行者

施設共用等

駐車場

 施行地区面積

（うち容積対象面積）

建ぺい率

容積率

共同住宅（駐輪場含む）

建
築
物
の
概
要

主
要
用
途

建築敷地面積

建築面積

延べ面積

項　　　目

社会福祉センター

有料老人ホーム

業務施設（学習塾､歯科クリニック､店舗）

事業概要



公共交通の結節点で、都市基盤が集積した中心市街地の強みを生かし、市民の誰もが気軽に集い、活動
できる、オール長岡の福祉の中枢機能を整備。

多様なニーズに対応できる相談体制

ボランティアセンター【１階】
◆オール長岡の中心となる活動拠点
◆専門職員による総合相談体制、情報提供
◆市民やボランティア団体の情報交換、交流、活動の場
◆人材の育成や市民の意識醸成を図る教育・研修の場

ふれあいを大切に、障害者の
就労を応援する場

福祉カフェ【１階】
◆アオーレ長岡で好評の障害者が
働くカフェをボランティア
センター内にも開設

市民のボランティアをサポートし、活動のプラットフォームに

相談・支援センター【２階】
◆地域包括支援センター（基幹型・地域型）
◆障害者基幹相談支援センター

市民団体が自由に利用できる充実した活動スペース

会議室・研修室【３階】
◆福祉関係団体を中心とした市民団体の自発的、
積極的な活動拠点となる多目的スペース

◆利用者の用途や規模に合わせた会議室・研修室

大手通表町西地区 長岡市社会福祉センター 愛称「トモシア」

49

全ての人たちが「ともにしあわせ」になる場所、長岡
市の福祉のシンボルである「ともしび」、希望の光を
「ともす」という意味が込められています。

年間入館者数 １日平均

９０，０２０人 ２４６人

令和元年度実績
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旧大和長岡店

※ 大手通坂之上町地区の歴史的背景

坂之上町地区は、江戸時代に家老屋敷が並び、明治維新後には
「米百俵の精神」の発祥である国漢学校が立地した。その後、
市役所が立地していた場所であり、いつの時代の市民にも「市の
中心」として記憶に刻まれている大切な区域である。

◇ これまでの経緯

平成２４年１０月 大手通表町東地区市街地再開発準備組合 設立

平成２９年 ３月 準備組合の名称を「大手通坂之上町地区市街地再

開発準備組合」に変更

平成３０年 ３月 ・再開発準備組合から独立行政法人都市再生機構

へ施行を要請

・準備組合を解散して権利者協議会を設立

平成３０年 ７月 都市計画決定（第一種市街地再開発事業、高度利

用地区、地区計画）

平成３１年 ３月 事業計画認可（国土交通大臣認可）

令和元年 ２月 権利変換計画期日

■ 再開発の基本コンセプト

～ １００年先の長岡のために 長岡開府４００年記念事業 ～

人づくり・産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点

『米百俵プレイス（仮称）』を整備する

（まちづくり・新エネルギー対策特別委員会（平成２９年２月１７日）で説明）

大手通坂之上町地区市街地再開発事業 （実施中）

至 ＪＲ長岡駅至 大手大橋

ながおか
町口御門 北越銀行

本店

北越銀行
駐車場

旧大和
長岡店

商工会議所
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大手通坂之上町地区市街地再開発事業 施設計画

［ 政策目的及びコンセプト ］

～ 100年先の長岡のために
長岡開府400年記念事業 ～

人づくり・産業振興を
総がかりで支える地方創生の拠点

『米百俵プレイス（仮称）』 を整備

＜施設計画イメージ＞

至 ＪＲ長岡駅至 大手大橋

Ｃ街区

Ａ－１
街区

Ｂ街区Ａ－２
街区

米百俵棟

（西館） （東館）

産業ビジネス

交流館(仮称)

駐車・

にぎわい棟

住まい・

にぎわい棟

令和５年度竣工 令和５年度竣工 令和７年度竣工 令和４年度竣工
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大手通坂之上町地区市街地再開発事業 完成イメージ



53

大手通坂之上町地区市街地再開発事業における市の導入機能

人づくり・産業振興を総がかりで支える地方創生の拠点 「米百俵プレイス（仮称）」

新しい産業を興す人材・仕掛けの拠点
（産業人の育成）

産業界のイノベーションを促進する４大学１高専の拠点
（産業基盤の強化・新技術開発）

・長岡全域のイノベーション

・新たなにぎわいと

回遊性を高める人の流れ

未来の長岡を支える人づくり・学びの拠点
（知的創造）

【創出するもの】

未来へつなぐ新しい米百俵ー長岡の歴史や文化、まちづくりの精神で新たな価値を創造するー

１

３

２

【
３
つ
の
視
点
】

産業人の育成と産業基盤の強化の拠点
～産業連携･協働～

にぎわい創出
～活発な交流が生まれる付加機能～

新しいスタイルの図書館
～未来の人づくりと知の創造～

■ まちなか図書館
■ 子どもラボ
■ 若者ラボ
■ 歴史人物史展示

■ ４大学１高専のイノベーション拠点
（ＮａＤｅＣ構想※の実現）

■ 産業ビジネス支援の拠点
（長岡商工会議所、市商工部、産業支援関係機関の集積）

■ 交流サロン（コワーキングスペース）

■ カフェ・飲食店 ■ 店舗・商業施設
■ グリーンパッサージュ・屋外広場（トオリニワ）

※NaDeC：Nagaoka Delta Corn（長岡市中心市街地を中心として４大学１高専が構成する三角錐のこと。「まちなかでの相互連携の実現」を表現。）

米百俵棟(人づくり・学び・交流エリア) 【主な機能】



産業界と大学・高専との連携 ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ(ナデック ベース)
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コワーキングスペース、オープンコラボスペース、ものづくり
工房の機能を備え、長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大
学、長岡崇徳大学、長岡工業高等専門高校（４大学１高専）
と、長岡商工会議所、長岡市が共同（ＮａＤｅＣ構想推進コン
ソーシアム）で運営。学生も加わり、実際に活動しながら、再
開発事業で導入する機能や取り組みを検討する。

デザイン系

工学系

工学系

経済経営系

看護技術系

NaDeCは、長岡（Nagaoka）の中心市街地
を核として、市内の大学・高専の位置を線
で結ぶと三角すい（Delta Cone）の形にな
ることから、その頭文字を取ったもの

「米百俵プレイス（仮称）」の整備に向けて、市内の大学・高専から人材育成と産業振興の構想
「ＮａＤｅＣ構想」の提案があり、「各校の特色、専門性と企業家の技術、自由な発想を融合し、
新産業の創出と次代に対応する人材を育成する」ことを目的に、市内の大学・高専と企業が交流
（コラボ）する拠点「ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ」が、平成30年６月２日（土）に再開発地内の旧大和百
貨店１階にオープン。※建物取り壊しのため令和２年３月15日（日）に一時閉鎖。令和２年度の早
い時期に「ながおか市民センター」地下に移転予定。
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１ まちの概要

２ 行政機能のまちなか回帰

３ 市街地再開発事業

４ その他の事業

５ 成果と今後の取り組み



ながおか市民センターに多世代健康まちづくり拠点 「タニタカフェ」 がオープン

平成25年9月
慶應義塾大学大学院、ｂｊリーグ、タニタを中核に、大学・民間企業（地元関係者を含む）・長岡市の三者が
組み、「多世代健康事業モデル研究会」を設立

平成26年4月
一般社団法人地域活性化・健康事業コンソーシアムが経産省「中心市街地再興戦略事業費補助金」を申請

平成26年11月2日
タニタカフェオープン
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● オープンから約９万５千人が来店

● 平日の日中は主婦層、休日の日中はファミリーが多く来店
客層分析

＜平日＞

朝 仕事の合間にくるビジネスマン
昼 ４０歳以上の女性
夜 学生、ＯＬ

＜休日＞

朝 近所住民。モーニングセットが人気
昼 子供連れのファミリー
夕 １０代のグループ

● 利用者ニーズに応え軽食メニューをリニューアル ※現在は事前予約制

・週替わりで栄養バランスの良い「バランスランチ」と「パスタランチ」（玄米パスタ）
・テイクアウトができる軽食「ピタサンド」

（焙煎ゴマチキン、根菜ひじきサラダとチキン、３種の豆とカレー）
・野菜をたっぷり使い、噛みごたえを残した調理で、塩分3g以下の健康メニュー

年度 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 令和元

利用者数（人） 14,723 人 18,923 人 15,222 人 15,177 人 19,165 人 12,051人



長岡多世代健康まちづくり ～全市への展開～
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■ 保育園などでの食育講座 ■ 健診受診者向けランチセミナー

■ 食育の担い手スキルアップ ■ 健康レシピ給食を市内小中学校全校に提供

（学童期から健康づくりに意識を向ける）

■プロバスケットボールチーム「新潟アルビレックスBB」との連携事業

・㈱新潟プロバスケットボールと、健康サービス事業を展開する㈱タニタヘルスリンクとの

業務提携により、スポーツを通じて長岡市の「多世代健康まちづくり事業」をサポート

健康の３要素「食」「運動」「休養」を良質でバランス良く実践できる健康づくり拠点を整備し、市民に健康づくりの行動変容を
起こさせるとともに、様々な健康サービスを通じて、将来的な健康寿命の延伸や医療費の削減につなげる。
★高齢化の進行に伴う介護や生活習慣病の予防が重要
★民間企業のノウハウを十分に活用したポピュレーションアプローチ

■ 「ながおかタニタ健康くらぶ」の創設（令和2年4月1日会員約２，６００人）

・健康づくりの見える化

・健康づくりを楽しみながら継続して取り組めるしくみ（仲間づくり）

・ 歩いて得するウォーキングポイント （市民のモチベーションアップ）

■ 管理栄養士が常駐しカウンセリングを実施

■ 「まちなか健康講座」の充実、「まちなかウォーク」の実施

① 多世代健康まちづくり拠点「タニタカフェ」の開設

■ 多世代健康づくりセミナーの開催で運動、栄養、医師の講話等のプログラムを実施

■ 各地域の健康づくり環境整備 （市内の全コミセン（32か所）、市有施設（22か所）に活動量計計測データ送信リーダーを設置）

② 健康づくりを地域へ展開

③ 健康づくりを多世代に訴求

市民の健康づくりの出発点

【市民の声】

・健康チェックができるのが良い。

・意識して歩くようになった。

・食事に気をつけるようになった。

・カフェで交流ができ、取り組みの

張合いになる。

目 的

(株)タニタ監修の給食献立を提供健診受診者向けランチセミナー
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市営駐車場 ４ 箇所 ３９５台

提携駐車場 １５ 箇所 ９７５台

その他 ６８ 箇所 ２，１９５台

計 ８７ 箇所 ３，５６５台

○ 駐車場はまちなか全体で確保

○ 市営駐車場を安く
→ 30分150円を100円に

令和元年８月 長岡技術科学大学 都市計画研究室 調査資料 をもとに作成

中心市街地の駐車場 ～既存駐車場の有効活用～



大手口地下自転車駐車場（920台収容） 東西自由通路延伸 (H22.3.31供用)

～ＪＲ長岡駅大手口駅前広場地区～

ＪＲ長岡駅大手口駅前広場整備事業

○ 中心市街地へのアクセス性の向上

○ 駅で分断されていた大手通地区と

駅東地区の一体化

○ 天候にかかわらず、安心して快適に

移動できる歩行者空間の確保

○ 新しい長岡の顔となる駅前の再整備
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○ 延長：約３００ｍ 幅員：４ｍ

JR長岡駅～大手通り、大手口バスターミナル、アオーレ長岡

→東京から2時間で、靴のままアオーレ長岡アリーナのイベントへ

屋根付きペデストリアンデッキ 『大手スカイデッキ』

60



61

長岡市内分譲マンション供給状況 （平成17年以降）
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中心市街地の分譲マンション価格動向
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１ まちの概要

２ 行政機能のまちなか回帰

３ 市街地再開発事業

４ その他の事業

５ 成果と今後の取り組み



商業から市民活動の街へ再生

シティホールプラザ 「アオーレ長岡」

まちなかキャンパス長岡

ながおか市民センター

長岡震災ｱｰｶｲﾌﾞｾﾝﾀｰ
市街地

再開発事業

空きビル活用

郊外の市役所機能

まちなか住宅の供給

子育ての駅 ちびっこ広場JR長岡駅大手口

駅前広場整備事業

NaDeC BASE

市役所機能を
まちなか移転

市役所機能をあえて分散配置

（R元年度年間利用者数：131.6万人）

（R元年度年間利用者数：10.0万人）

（R元年度年間利用者数：1.2万人）

（R元年度年間利用者数：3.6万人）

（R元年度年間利用者数：
7.3万人）※タニタ含む

（R元年度年間利用者数
：1.6万人）
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その他の施設（令和元年度）
互尊文庫 ３．１万人
山本五十六記念館 ２．３万人
河井継之助記念館 １．２万人
長岡戦災資料館 １．６万人

タニタカフェ

令和元年度の来街者 約172万人
⇒ すべての長岡市民(27万人)が2カ月に

１回以上訪れるエリアになった

社会福祉センター トモシア

（R元年度年間利用者数
：9.0万人）

（R元年度年間利用者数：1.2万人）

○全国初！タニタプロデュースによる、
長岡市多世代健康まちづくりの拠点



「アオーレ長岡」 ８年間の実績 ①
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●施設の利用者数 計１，０７５万人



「アオーレ長岡」 ８年間の実績 ②
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●施設の稼働率 年間４５０を超える市民イベントを展開



市民の評価 ～まちなかに対するｲﾒｰｼﾞの変化～
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◆アオーレ長岡イベント来場者アンケート調査
（平成24年度）

◆長岡市の中心市街地に関する市民アンケート調査
（平成29年度）

オープンから半年後（平成24年9月～10月）を機にアオーレ長
岡の利用者を対象に実施したアンケートでは、「長岡市のイメー
ジが良くなった」と回答する人が54.1％と多く、また、「賑やかに
なった」と回答した人も27.9％と多かった。

さらに、平成29年度に実施したアンケートでは、「長岡市のイ
メージが良くなった」項目について「とても思う」「少し思う」と回答
する人が60.6％、「賑やかになった」項目について「とても思う」
「少し思う」と回答する人が35.5％と引き続き多いことから、多くの
市民がまちなかに賑わいを感じている。

調査期間 平成30年３月５日（月）～３月20日（火）
調査対象 長岡市全域の18歳以上の市民2,000人（無作為抽出）

調査期間 平成24年9月～10月
調査対象 アオーレ長岡におけるイベント参加者、主催者、利用団体等870人
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アオーレ効果③ 中心市街地の歩行者が増加

【長岡駅周辺の歩行者・自転車通行量調査（※H19以降に調査している14地点を対象）】
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アオーレ効果② 中心市街地の店舗が増加

出典：商店街を含む商業・業務エリア 店舗状況調査（長岡市）

（参考）
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空洞化に回復の兆し ～大通りの路面店に飲食業が続々と出店～

空き店舗は、アオーレ長岡オープンを見越し、平成19～22年にかけて飲食店が多く出店し大幅に減少。

平成27年から緩やかな増え始めたが、近年、大通りに面した空き店舗に飲食店が続々と出店している。

◆空き店舗・分布状況

■出典：空き店舗調査（長岡市）
・調査対象：中心市街地区域内の空き店舗
・調査期間：令和元年11月

・対象：入居者を募集しているなど、
管理者がいることが明らかなもの。
不明なものは除外。

商店街を含む商業・業務エリア※

店舗状況（R元年度）

○建物棟数：486棟

○店舗総数：1,434箇所

○入居済み店舗数：1,185箇所

○空き店舗数：249箇所

○空き店舗率：17.4％

※商業・業務エリア
・容積率600％の商業地域で商店街組合が
形成されている概ねの区域（ＪＲ長岡駅
東側旧長岡駅東口台町商店会）

H30.12～

H31.3～

H30.7～ H30.10～

R1.10～ R2.3～
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アオーレ効果① 既存駐車場の利用が増加

出典：市営駐車場による集計（長岡市）

計

582

計

620
計

581

計

698

計

1,365
計

1,369
計

1,338

計

1,357
計

1,303

計

1,367
計

1,332 計

1,260



中心市街地の課題 ～賑わいの拡がりが限定的～

72

○ アオーレ長岡や再開発事業によって歩行者通行量は増加
しているが、賑わいは限定的。

○ 店舗総数の増加に伴い、非路面・
老朽建物などを中心に空き店舗も
増加、就業者の減少もあり、鈍化は
しているものの空洞化が進行。

○ 再開発事業等によるマンション供給で転入者が増えたが、
若者を中心に転出者も発生。
若者のまちなか離れが居住人口の増加を阻害している。

アオーレ長岡
オープン

21,252 

20,282 

16,292 15,934 

14,716 

14,038 

14,381 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

3 8 13 18 23 28

（人）

平成

中心市街地内就業者数（働く人）

【出典：事業所・企業統計調査、経済センサス基礎調査】

【出典：長岡市】



長岡市中心市街地活性化基本計画（第３期計画）
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○ 計画期間 平成３１年４月～令和６年３月

○ 中心市街地活性化基本計画とは

中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、市町村が策定
した中心市街地活性化基本計画を内閣総理大臣が認定を行う制度。認定を受けた計画は、法律等の特例措置や
社会資本整備総合交付金など国の重点的な支援を受けることができる。
（※R2.4.1現在、全国で89市２町の計91計画が国の認定を受けている。）

○ 区域 96.3ha

○ まちづくりのテーマ

「つくる」「つかう」から、まちを「つなぐ」へ

全64事業



未来へ 広域へ まちを “ つなぐ ”
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人が集い、
情報のトレードにより
イノベーションを創出

整った都市機能を
最大限活用

解体建物でライブペイント

ハード事業

ソフト事業

アオーレ⾧岡

中心市街地

支所地域

歩道で流しそうめん交差点にビアガーデン

米百俵プレイス（仮称）

ハブとして、
市域、圏域へ
効果を波及



毎年8月2日・3日に日本一の大河・信濃川で打ち上げられる長岡花火。全国から約100万人が訪れるこの

花火には長岡市民の「特別な想い」が込められています。

それは昭和20年8月1日の長岡空襲で亡くなられた方々への慰霊と平和への祈り、そして平成16年に発生

した中越大震災からの復興祈願の想いです。

正三尺玉とナイアガラ
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