◆林業の記載追 記（Ｐ6）
【旧】

１－３

【 新】

産業

１－３

（１）農業

産業

（１）農林業

若者の農業 離れや 農業就業者の高 齢化、 農産物輸入の自 由化な ど、農業を取り 巻く環 境は厳しい状

大月市は平 坦な土 地が少なく、市 域の 87％が森林となっ ている 中、若者の農林 業離れ や農林業就業

況にあり、また 、大月 市の農業は、傾 斜農地 や小規模農地の 多い典 型的な山間地農 業であ り、効率的

者の高齢化など 、農林 業を取り巻く環 境は厳 しい状況にある 。

な農業経営を営 む上で 不利な状況とな ってい る。

本市の農業は、 傾斜農 地や小規模農地 の多い 典型的な山間地 農業で あり、効率的な 農業経 営を営む

農家戸数は 、平成 12 年以降は概ね横 ばい となっているが 、販売 農家（経営耕地 面積 30a 以上、農産

上で不利な状況 となっ ている。農家戸数 は、平 成 12 年以降は概 ね横ば いとなっている が、販売 農家（経

物販売金額 50 万 円/年 以上）は減少し 、平成 22 年は 100 戸程 となっ ている。

営耕地面積 30a 以上、農 産物販売金額 50 万円/年以上）は減少し 、平成 22 年は 100 戸程 となっ ている。

経営耕地面 積は、 年々減少し、平 成 22 年 は販売農家で 50ha とな っている。

また、経営耕地 面積は 、年々減少し、 平成 22 年は販売農家で 50ha と なっている。

市内におい て地元 農産物を積極的 に活 用 するシステムな ど、地 産地消の取り組 みはあ まり進んでい

市内におい て地元 農産物を積極的 に活用 するシステムな ど、地 産地 消の取り組 みはあ まり進んでい

ない。ブランド 化や特 産品開発の取り 組みを 強化するととも に、生 産・加工・流通 の一体 化など６次

ない。ブランド 化や特 産品開発の取り 組みを 強化するととも に、生 産・加工・流通 の一体 化など６次

産業化の推進な どが課 題となっている 。

産業化の推進な どが課 題となっている 。
本市の林業は、林 家数（林業経営体数）が平 成 22 年に 18 戸 と平成 2 年の 1/10 近く に減少 するとと
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もに、保有山林 面積も 大きく減少して おり、 林業の衰退化が 課題と なっている。

1,093

1,069

1,023

現在は、笹子町に 木質バ イオマス発電所 の建設 が予定され、発電 事業者 と林業関係者が 連携協 力し、

1,000

間伐端材等の調 達によ る森林整備や林 業活性 化への仕組みづ くりが 進められている 。
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◆初狩バイパス の記載 変更（Ｐ56）
【旧】

５－２

交通施設の整備方針

（１）道路の整備方針

【 新】

５－２

交通施設の整備方針

（１）道路の整備方針

本市の幹線 道路は 、中央自動車道と国 道 20 号、国道 139 号が骨 格を形成してお り、特に国道 20 号

本市の幹線 道路は 、中央自動車道と国 道 20 号、国道 139 号が骨 格を形成してお り、特に国道 20 号

の大月駅周辺で は、通 過交通と生活交 通が混 在し、渋滞や交 通安全 上の問題が生じ ており 、幹線道路

の大月駅周辺で は、通 過交通と生活交 通が混 在し、渋滞や交 通安全 上の問題が生じ ており 、幹線道路

としての機能が 阻害さ れている。また 、生活 道路は、幅員が 狭く急 カーブ、歩道が 狭いな ど交通安全

としての機能が 阻害さ れている。また 、生活 道路は、幅員が 狭く急 カーブ、歩道が 狭いな ど交通安全

上の問題が生じ ている 。

上の問題が生じ ている 。

道路整備の 基本的 な方向は、将来 的な人 口減少や土地利 用等の 方針を踏まえ、 既存ス トックを有効

道路整備の 基本的 な方向は、将来 的な人 口減少や土地利 用等の 方針を踏まえ、 既存ス トックを有効

に活用しながら 、前記 の交通課題を改 善する 方法を目指す。

に活用しながら 、前記 の交通課題を改 善する 方法を目指す。

● 幹 線道 路の 機能 確保

● 幹 線道 路の 機能 確保

市内の骨格軸で ある中 央自動車道、国道 20 号、国道 139 号の幹線 道路は、渋滞や 交通安 全上の解

市内の骨格軸で ある中 央自動車道、国 道 20 号 、国道 139 号の 幹線道 路については、 国道 20 号大月

消を目的に整備 されて いる大月バイパ スの平 成 30 年度中の 完成に 向けて国へ協力 する。 また、将来

バイパス事業の 完成に 向けて国に協力 すると ともに、新笹子 トンネ ル整備事業、初 狩地区 における国

的には初狩バイ パス 、 大月ＩＣ付近か ら都留 市につながるバ イパス の新設 、交通事 故多発 箇所の安全

道 20 号の道路改 良やバ イパスの新設、大月Ｉ Ｃ付近から都留 市につ ながるバイパス の新設（国道 139

対策など部分的 な改良 、新設笹子トン ネル工 事の早期着工、国道 20 号に接続する県 道の狭 小区間の改

号）、交通事故多 発箇所 の安全対策など 部分的 な改良などに加 え、国 道 20 号に接続 する県道 の狭小区

良等を国・県へ 働きか け、幹線道路の 機能を 確保するための 整備を 推進する。

間の改良等を国 ・県へ 働きかけ、幹線 道路の 機能を確保する ための 整備を推進する 。

また、大月バイパ スの 完成後、通過交 通の減 少が想定される 現国道 20 号については 、沿線 の土地利

また、大月バイパ スの 完成後、通過交 通の減 少が想定される 現国道 20 号については 、沿線 の土地利

用や交通状況を 鑑みな がら、歩道の拡 幅など 道路空間の再検 討を行 う。

用や交通状況を 鑑みな がら、歩道の拡 幅など 道路空間の再検 討を行 う。

● 生 活道 路の 安全 性確保

● 生 活道 路の 安全 性確保

幹線道路へアク セスす る生活道路につ いては 、道路幅員の拡 幅や線 形の改良など問 題箇所 の局所的
な整備を推進し 、安全 な走行環境を確 保する 。
また、大月・猿 橋・鳥 沢の各駅周辺地 区の整 備にあたっては 、各地 区へ円滑・安全 にアク セスでき
るよう歩道拡幅 など必 要に応じた道路 構造の 見直しを行う。

（２）公共交通の整備方針

幹線道路へアク セスす る生活道路につ いては 、道路幅員の拡 幅や線 形の改良など問 題箇所 の局所的
な整備を推進し 、安全 な走行環境を確 保する 。
また、大月・猿 橋・鳥 沢の各駅周辺地 区の整 備にあたっては 、各地 区へ円滑・安全 にアク セスでき
るよう歩道拡幅 など必 要に応じた道路 構造の 見直しを行う。

（２）公共交通の整備方針

本市の鉄道 駅や路 線バスの利用者 数は、 大月駅を除いて 徐々に 減少しており、 大月駅 も富士山 方面

本市の鉄道 駅や路 線バスの利用者 数は、 大月駅を除いて 徐々に 減少しており、 大月駅 も富士山方面

の観光客に支え られて いる状況である 。今後 は、人口減少や 高齢化 の進展で、利用 者数が さらに減少

の観光客に支え られて いる状況である 。今後 は、人口減少や 高齢化 の進展で、利用 者数が さらに減少

し、特に路線バ スにつ いては、廃止や 便数の 減少で利便性の 低下が 懸念される。

し、特に路線バ スにつ いては、廃止や 便数の 減少で利便性の 低下が 懸念される。

公共交通の 整備の 基本的な方向と しては 、将来的な人口 減少や 土地利用等の方 針を踏 まえ 、バス運

公共交通の 整備の 基本的な方向と しては 、将来的な人口 減少や 土地利用等の方 針を踏 まえ 、バス運

行事業者と連携 しなが ら、前記の交通 課題を 改善する方法を 検討し ていく。

行事業者と連携 しなが ら、前記の交通 課題を 改善する方法を 検討し ていく。

● 鉄 道駅 の周 辺開 発・施 設 の整 備

● 鉄 道駅 の周 辺開 発・施 設 の整 備

今後、都市・居住機能 の 強化を図る地域 拠点の 大月駅周辺は、大月 駅 北側の開発にあ わせて 、バ ス ・

今後、都市・居住機能 の 強化を図る地域 拠点の 大月駅周辺は、大月 駅 北側の開発にあ わせて 、バ ス ・

タクシー・自家 用車等 でのスムーズな アクセ スなど利用者の 利便性 向上を図るため 、駅前 広場やパー

タクシー・自家 用車等 でのスムーズな アクセ スなど利用者の 利便性 向上を図るため 、駅前 広場やパー

ク＆ライド駐車 場、駅 北側へのアクセ ス道路 を整備するとと もに、 大月駅南側と行 き来が しやすい自

ク＆ライド駐車 場、駅 北側へのアクセ ス道路 を整備するとと もに、 大月駅南側と行 き来が しやすい自

由通路の整備を 推進す る。

由通路の整備を 推進す る。

また、地区拠点 の猿橋 駅や生活機能向 上地区 の鳥沢駅周辺も 、駅利 用者の利便性向 上のた め、必要
に応じて道路の 局所的 な改良、駅関連 施設の 改善を検討する 。

また、地区拠点 の猿橋 駅や生活機能向 上地区 の鳥沢駅周辺も 、駅利 用者の利便性向 上のた め、必要
に応じて道路の 局所的 な改良、駅関連 施設の 改善を検討する 。

◆スマートＩＣ の記載 追加（Ｐ 58）
【旧】
● 高 齢者 福祉 機能 の充実
超高齢社会 に向け 、施設の新設の みでは なく、空き店舗 等の有 効活用などを通 じ、官 民の高齢者福
祉施設の充実に 対応し ていく。

【 新】
● 高 齢者 福祉 機能 の充実
超高齢社会 に向け 、施設の新設の みでは なく、空き店舗 等の有 効活用などを通 じ、官 民の高齢者福
祉施設の充実に 対応し ていく。

また、桂台 地区の 大規模空閑地に おいて 福 祉・介護・教 育系施 設等 の誘致を図 り、介 護人材の育成

また、桂台 地区の 大規模空閑地に おいて 福 祉・介護・教 育系施 設等 の誘致を図 り、介 護人材の育成

や市内福祉施設 との連 携などにより、 シニア ライフの充実を 促し、 高齢社会に対応 した先 進的なまち

や市内福祉施設 との連 携などにより、 シニア ライフの充実を 促し、 高齢社会に対応 した先 進的なまち

づくりを先導す る拠点 機能の展開を目 指す。

づくりを先導す る拠点 機能の展開を目 指す。

● 廃 校施 設を 活用 した拠 点 の形 成

● 廃 校施 設を 活用 した拠 点 の形 成

小中学校の 適正配 置により生じた 旧校舎 ・校庭等は、地 域コミ ュニティの中心 的な立 地環境を活か
し、地域活性化 の拠点 となる施設用地 として 検討する

小中学校の 適正配 置により生じた 旧校舎 ・校庭等は、地 域コミ ュニティの中心 的な立 地環境を活か
し、地域活性化 の拠点 となる施設用地 として 検討する

各地区のニーズ 、特性 に応じ、福祉や 医療な ど地域コミュニ ティの 支援施設、地場 産業の 振興や新

各地区のニーズ 、特性 に応じ、福祉や 医療な ど地域コミュニ ティの 支援施設、地場 産業の 振興や新

たな創業の受け 皿、豊 かな自然環境を 背景と した文化芸術・ 都市農 村交流を想定し た拠点 などとして

たな創業の受け 皿、豊 かな自然環境を 背景と した文化芸術・ 都市農 村交流 を想定し た拠点 などとして

の活用を検討す る。

の活用を検討す る。

● 木 質バ イオ マス 発電施 設 の活 用

● 木 質バ イオ マス 発電施 設 の活 用

笹子町にお いて建 設されている木 質バイ オマス発電事業 を推進 し、環境負荷の 低い都 市づくりに貢

笹子町にお いて建 設されている木 質バイ オマス発電事業 を推進 し、環境負荷の 低い都 市づくりに貢

献するほか、木 材チッ プ供給体制の確 立を通 じ、森 林整備や 林業振 興の仕組みづく りを策 定する。

献するほか、木 材チッ プ供給体制の確 立を通 じ、森林整備や 林業振 興の仕組みづく りを策 定する。

● 道 の駅 に関 する 検討

● 道 の駅 に関 する 検討

これまでに も本市 において道の駅 の整備 に関する要望や 議論等 がなされてきた 経緯が ある。近年で

これまでに も本市 において道の駅 の整備 に関する要望や 議論等 がなされてきた 経緯が ある。近年で

は道の駅が地域 活性化 の起爆剤となり、小学校 跡地を利用して 宿泊施 設を併設した道 の駅（「 道の駅 保

は道の駅が地域 活性化 の起爆剤となり、小学校 跡地を利用して 宿泊施 設を併設した道 の駅（「 道の駅 保

田小学校」：千葉 県）な どが注目を集め ている 。

田小学校」：千葉 県）な どが注目を集め ている 。

道の駅の整 備に際 しては、幹線道 路沿道 等の比較的交通 量が多 く、立寄り客が 見込ま れる等の立地

道の駅の整 備に際 しては、幹線道 路沿道 等の比較的交通 量が多 く、立寄り客が 見込ま れる等の立地

特性を有するこ とが求 められている。 また、 道の駅の施設の うち道 路管理者が駐車 場とト イレを、地

特性を有するこ とが求 められている。 また、 道の駅の施設の うち道 路管理者が駐車 場とト イレを、地

元自治体等がそ の他施 設（集客施 設等 ）を整 備するケースが 多い。

元自治体等がそ の他施 設（集客施設等 ）を整 備するケースが 多い。

本市におい て道の 駅を検討する際 には、 交通量が見込ま れる県 道以上の幹線道 路沿線 にあることが

本市におい て道の 駅を検討する際 には、 交通量が見込ま れる県 道以上の幹線道 路沿線 にあることが

不可欠と考えら れる。 道の駅は地域活 性化を 図るための施設 と考え られるが、県や 国との 連携を図り

不可欠と考えら れる。 道の駅は地域活 性化を 図るための施設 と考え られるが、県や 国との 連携を図り

ながら進めて行 くこと は容易ではない ことか ら、慎重に検討 を進め て行く必要があ る。

ながら進めて行 くこと は容易ではない ことか ら、慎重に検討 を進め て行く必要があ る。
● ス マー トイ ンタ ーチェ ン ジ（ スマ ート IC）に 関 する 再検 討
本市にある 中央自 動車道の IC は大 月 IC のみであり、隣 接市 に ある IC までは 約 10km 以上離れてい
る（談合坂スマ ート IC を含む）。これま で本市 においてもスマ ート IC については検討 が行わ れ たが、
中央自動車道が 山裾を 通過する構造の ために 設置は困難であ るとさ れた経緯がある 。
しかし、上記に示 した ように隣接 IC ま での距 離が長いことか ら、今 後、本市の地形 条件に 可能なス
マート IC を再度 検討し ていくことが求 められ る 。

◆大月駅北側の まちづ くり方針の記載 変更（ Ｐ 155）
【旧】

【 新】

１－２．導入機能の検討

１－２．導入機能の検討

前述の北側 地区の コンセプトに求 められ るキーワードか ら導か れる機能は、以 下のと おりである。
【 キーワ ード】

【導か れる機能】

前述の北側 地区の コンセプトに求 められ るキーワードか ら導か れる機能は、以 下のと おりである。
【 キーワ ード】

【導か れる機能】

新たな居住の場

住機能

新たな居住の場

住機能

新たな交流の場

賑わい機能（商 業・飲 食機能含む）、
情報発信機能、 宿泊機 能

新たな交流の場

賑わい機能（商 業・飲 食機能含む）、
情報発信機能、 宿泊機 能

人口誘導の受け 皿
中心的都市機能 の強
化

人口誘導の受け 皿
行政・文化機能 、オフ ィス機能

上記に加え て大月 駅北側のエリア である ことから、
「結節 機能」は不可欠になる 。結節 機能に必要な
内容は、駅前広 場機能 と南北間の連絡 機能と なる。

中心的都市機能 の強
化

行政・文化機能 、オフ ィス機能

上記に加え て大月 駅北側のエリア である ことから、
「結節 機能」は不可欠になる 。結節 機能に必要な
内容は、駅前広 場機能 と南北間の連絡 機能と なる。

上記で導か れた機 能について、具 体的な イメージを想定 したも のを次頁に示す 。赤枠 実線の機能を

上記で導か れた機 能について、具 体的な イメージを想定 したも のを次頁に示す 。赤枠 実線の機能を

中心に導入を図 るもの とし、これを踏ま えて 駅北側地区のゾ ーニン グ（案）の比較案 を次々 頁に示す。

中心に導入を図 るもの とし、これを踏ま えて 駅北側地区のゾ ーニン グ（案）の比較案 を次々 頁に示す。

なお、今後 の駅周 辺の整備にあた っては 、インフラ施設 （交通 結節点、アクセ ス道路 ）の整備と一

なお、今後 の駅周 辺の整備にあた っては 、 地権者の協力 を得な がら、 インフラ 施設（ 交通結節点、

体的な整備が不 可欠で あるため、官民 連携・ 官民協同で進め ること を基本に検討を 進めて いく。

アクセス道路）の 整備 と一体的な整備 が不可 欠であるため、官 民連 携・官民協同の下 、 Ｊ Ｒ東日本や
大月商店街協同 組合等 の関係機関と連 携して 検討を進めてい く。

◆高齢者住宅の 記載追 記（Ｐ 166）
【旧】

【 新】

１－３．桂台地区の将来像の検討
・上記までの 整理を 踏まえ、 桂台地 区の将 来の方向性を検 討した 。

１－３．桂台地区の将来像の検討
・上記までの 整理を 踏まえ、 桂台地 区の将 来の方向性を検 討した 。

◆市全体の課題と将来の方向性

◆市全体の課題と将来の方向性

・大月市全体 としては 人口減少、特 に若者世 代（ 15 歳 ～30 歳 ）の 減少を抑え、市内の活 気

・大月市全体 としては 人口減少、特 に若者世 代（ 15 歳 ～30 歳 ）の 減少を抑え、市内の活 気

を 取 り 戻 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。【 市 の 課 題 ： 高 齢 化 、 若 年 世 代 が い な い ・ 来 な い ・

を 取 り 戻 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。【 市 の 課 題 ： 高 齢 化 、 若 年 世 代 が い な い ・ 来 な い ・

住めない、利 便性が低 い、賑わいや 雇用の場 が少ない、レ ジャー地 としての認知度 も低い

住めない、利 便性が低 い、賑わいや 雇用の場 が少ない、レ ジャー地 としての認知度 も低い

等々】

等々】

・大月市の都市構造分 析結果より、高齢化社 会に対応する医 療、福祉（介護）施設の充実 が

・大月市の都市構造分 析結果より、高齢化社 会に対応する医 療、福祉（介護）施設の充実 が

課題である 。また 、福 祉活動の推進に 必要な 施策は、医 療、保 健機 関の充実がトッ プとな

課題である 。また 、福 祉活動の推進に 必要な 施策は、医 療、保 健機 関の充実がトッ プと な

っている。
（お おつき花 咲プ ラン：大月 市社会 福祉協議会 第 2 次地 域福祉活動計画（平成

っている。
（お おつき花 咲プラン：大月 市社会 福祉協議会 第 2 次地 域福祉活動計画（平成

25 年～平成 29 年） の 市民アンケート 結果よ り）。

25 年～平成 29 年） の 市民アンケート 結果よ り）。

・市内に立地す るやま びこ支援学校は 老朽化 しており、移転 を計画 中である。

・市内に立地す るやま びこ支援学校は 老朽化 しており、移転 を計画 中である。

・市内にまとま った土 地（都市計画区 域内） は大月駅北側地 区と桂 台地区に限定さ れる。

・市内にまとま った土 地（都市計画区 域内） は大月駅北側地 区と桂 台地区に限定さ れる。

市 内 にお いて、福祉（介護 ）系 機能 なら びに これ を 支え る教 育機 能の強 化 を図 るた めに は、

市 内 にお いて、福祉（介護 ）系 機能 なら びに これ を 支え る教 育機 能の強 化 を図 るた めに は、

具 体 的な 誘致 案が 必要と な る。

具 体 的な 誘致 案が 必要と な る。

◆桂台地区の課題と将来の方向性≪市全体の課題・方向性を踏まえて≫

◆桂台地区の課題と将来の方向性≪市全体の課題・方向性を踏まえて≫

・桂台地区は平 成 10 年以降に入居開 始され た新住宅地で、 戸建て 専用住宅地。

・桂台地区は平 成 10 年以降に入居開 始され た新住宅地で、 戸建て 専用住宅地。

・土砂 災害警戒区 域の 法の網が後付け で掛け られたことから、今後 桂台地区の未利 用地を 活

・土砂 災害警戒区 域の 法の網が後付け で掛け られたことから、今後 桂台地区の未利 用地を 活

かしたまちづく りを考 えていくことが 必要で ある。
・桂台地区は戸建て住 宅専用地区のた め、住 宅地と共存でき るまち づくりが必要（少なく と
も、第一種中高 層住居 専用地域で立地 可能な 施設）である。

かしたまちづく りを考 えていくことが 必要で ある。
・桂台地区は戸建て住 宅専用地区のた め、住 宅地と共存でき るまち づくりが必要（少なく と
も、第一種中高 層住居 専用地域で立地 可能な 施設）である。

・また、当地区の高齢 化速度は市全体 より早 く、将来の高 齢化を見 据えたまちづく りが必 要

・また、当地区の高齢 化速度は市全体 より早 く、将来の高 齢化を見 据えたまちづく りが必 要

である。

である。

・地区住民の願 いは利 便施設の立地（ 地区内 にあって徒歩で 行ける ）が悲願である 。

・地区住民の願 いは利 便施設の立地（ 地区内 にあって徒歩で 行ける ）が悲願である 。

・市民アンケート結果（猿橋町 ）から 、介護 福祉施設へはほ とんど 行かないという 回答に 対

・市民アンケート結果（猿橋町 ）から 、介護 福祉施設へはほ とんど 行かないという 回答に 対

し、福祉施設への アク セスは現状で満 足度が 低く、将来的にア クセ ス改善が重要で あると

し、福祉施設への アク セスは現状で満 足度が 低く、将来的にア クセ ス改善が重要で あると

いう結果が得ら れてい ることから、自らが 高 齢者になった場 合の必 要性を訴えてい ると思

いう結果が得ら れてい ることから、自らが 高 齢者になった場 合の必 要性を訴えてい ると思

われる。

われる。

・桂台地区アン ケート 結果から、４割 弱の方 が福祉（介護） 系の施 設立地を容認し ている 。

・桂台地区アンケート 結果から、４割弱の方 が福祉（介 護）系 の施 設立地を容認し ている と
考えられるが、や まび こ支援学校 等の 誘致に ついては賛同 で きない との意見もあり、慎重

地 区 人口 の高 齢化 が進行 す る中 で、桂 台 地区を「ア クテ ィブ シ ニア支 援 地域」とし て 位置

に地区住民と協 議を進 めていく必要が ある。

づ け、介護・福祉 系 機能 の 導入（ 介護 施設 、福 祉 施設、教育 施設 等）を図 ると とも に、地
区 内 での 都市 的サ ービス の 享受 を可 能に できる 都 市サ ービ ス機 能を導 入 する こと で 、高 齢

地 区 人口 の高 齢化 が進行 す る中 で、桂 台 地区を「ア クテ ィブ シ ニア支 援 地域」とし て 位置

化 社 会に 対応 する 市内の モ デル 地域 の形 成を目 指 して いく 。

づ け、介護・福 祉系 機能の 導 入（介 護施 設、福祉施 設（ サー ビス 付 き高齢 者 住宅 等を 含む ）、
教 育 施設 等）を図 るとと も に、地区 内で の都市 的 サー ビス の享 受を可 能 にで きる 都市 サー

※ ３ 施設 の連 携に より、 教 育⇒ 実践 ⇒就 業のサ イ クル を構 築し 、定住 化 を促 進

ビ ス 機能 を導 入す ること で 、高 齢化 社 会に 対応 す る市 内の モデ ル地域 の 形成 を目 指し てい
く。
※ ３ 施設 の連 携に より、 教 育⇒ 実践 ⇒就 業のサ イ クル を構 築し 、定住 化 を促 進
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