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議第７号

長野都市計画一団地の官公庁施設の変更について

長野都市計画一団地の官公庁施設の変更について

　このことについて、都市計画法第21条第２項の規定において準用する同法第18条第
１項の規定により、次のように審議会に付議します。
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長野都市計画一団地の官公庁施設の変更（長野県決定）

都市計画長野一団地の官公庁施設を次のように変更する。

名 称 長野一団地の官公庁施設

位 置
長野市大字長野字盲塚及び字下長野、大字南長野字上ノ原及び字宮東並びに大字西

長野字袖長野及び字盲塚

面 積 約 3.7ha

建築物（密度）の

限 度

建蔽率 容積率 備 考

敷地面積に対して

40％以下

敷地面積に対して

100％以上

壁面の限度

別紙図面表示のとおり。ただし、壁面を有

しない平屋の付属建築物は壁面後退線から道

路側に8mを超えない範囲において造ることが

できる。

高度制限

前面道路（幅 20m）に直接面する建物は

９m 以上とする。

配

置

の

方

針

公

共

施

設

道 路
種 別 名 称 幅 員 延 長 備 考

幹線街路 ３・３・17 号 県庁大門町線 20m 約 120m 都市計画施設

公園及び

緑地

種 別 名 称 面 積 備 考

団地広場面積約 1,600 ㎡を確保し、憩いの場として整備を図る。

公益的施設

建 築 物

規模と概ねの位置

第１号地[公共団体施設用地（国）]（約 1.9ha）

第２号地[公共団体施設用地（国）]（約 0.3ha）

第３号地[公共団体施設用地（市）]（約 0.3ha）

・周辺の良好な環境や景観に調和した建築物とする。

・敷地内にはできる限り緑を配置し、緑あふれるまちづくりと調和を図る。

・災害発生時における地域住民の安全・安心の確保のため、周辺地域の防災・減災に

寄与するように努める。

「区域並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置は計画図表示のとおり」

理 由

建物の老朽化と国の行政機関集約のため、新庁舎の建て替えを行うと共に、周辺環境等と調

和し、地域の防災・減災への寄与できる土地利用を図るため都市計画長野一団地の官公庁施設

を変更するもの。
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旧

新
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変更理由書

⻑野⼀団地の官公庁施設は、官公庁の集約化による公務の効率化と公衆の利便の増進、

土地の高度利用、建物の不燃化の促進を図ることを目的として、昭和 36年に都市計画決

定された。その後、昭和 38年、昭和 62年、平成６年、平成 27年の 4回の変更を経て現

在に至っており、⻄街区には国家機関である⻑野地⽅合同庁舎、⻑野法務合同庁舎、⻑野

裁判所合同庁舎、および⻑野拘置所を、東街区には国家機関である⻑野第⼆地⽅合同庁舎

と、⻑野県勤労者福祉センターが整備された。その後平成 19年に⻑野県勤労者福祉セン

ターは、施設の⽼朽化に加え近隣の⻑野市内に同種の公共施設が整備されたことなどから

廃止され、跡地に中央消防署がH29 年に建設された。

今回、建物の⽼朽化や必要な耐震性能を有していないことから、⻑野第１合同庁舎と⻑

野法務局総合庁舎を建て替え、さらに単独庁舎である⻑野地⽅気象台も新庁舎内に集約し

整備を行い業務の効率化や利用者の利便性を向上する計画である。新庁舎の建て替えでは

周辺の歴史的風土、自然環境と調和のとれた整備を行い、まちづくりへ寄与するととも

に、災害への対応拠点として地域防災に貢献するものとなる。

また、計画書の配置の方針の建築物の記載内容について各施設の配置区域と管理者を明

確にし、建築物の形態や意匠等を県や市のまちづくりの方針と合うように記載内容を修正

した。

以上の理由から、建築物の限度と配置の方針における建築物の記載内容を修正し、⻑野

都市計画一団地の官公庁施設の変更を行うものである。
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都市計画の策定の経緯の概要

長野都市計画 一団地の官公庁施設の変更

事 項 時 期 備 考

地元説明会

公聴会開催の公告

公述申出書提出期限

公聴会

（都市計画法第16条第１項）

関東地方整備局長事前協議

関東地方整備局長事前協議回答

市町村意見聴取

（都市計画法第18条第１項）

計画案の公告

（都市計画法第17条第１項）

計画案の縦覧

（都市計画法第17条第１項）

市町村意見聴取回答

長野県都市計画審議会

国土交通大臣協議

（都市計画法第19条第１項）

国土交通大臣協議回答

決定告示

（都市計画法第20条第１項）

令和３年６月10日（木）

令和３年６月24日（木）

令和３年７月５日（月）

令和３年９月９日（木）

令和３年９月24日（金）

令和３年10月2日（土）

令和３年10月21日（木）

令和３年10月29日（金）

令和３年12月14日（火）

令和４年１月13日（木）

令和４年１月13日（木） ～

１月28日（金） まで 15日間

令和４年３月24日（木）

令和４年３月25日（金）

令和４年３月下旬

令和４年４月下旬

令和４年５月上旬

西長野地区、旭町地区役員会

第四地区住民自治協議会

（妻科地区）

地元回覧

閲覧者1名

中止

意見書の提出0件

（以下予定）
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長野都市計画 

一団地の官公庁施設の変更 

総括図 

S＝１/25,000 

一団地の官公庁施設 

約 3.7ｈａ 
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都市・まちづくり課

背景

官公庁の集約化による公務の効率化と
公衆の利便の増進、土地の高度利用、
建物の不燃化の促進を図ることを目的
として、昭和36年に都市計画決定された。

その後、4回の変更を経て現在に至っている。

長野駅

長野県庁

善光寺

国家機関

国家機関

中央消防署

至 善光寺

至 長野県庁

西街区には国家機関である、長野第一合同庁舎
（S41）、長野法務合同庁舎（S40）、長野裁判
所合同庁舎（S41）

東街区には国家機関である、長野第二地方合同庁
舎（H2）と長野市の中央消防署（H29）が立地。

資料７-３

都市・まちづくり課

過去の都市計画変更

・昭和36年3月17日
長野刑務所移転後の跡地利用としての一団地の官公庁施設の決定
（行政合同庁舎、法務合同庁舎、長野拘置所庁舎、長野少年鑑別所庁舎、
裁判合同庁舎、市体育館）

・昭和38年2月15日
事業の具体化に伴う区域の変更、市体育館の廃止、勤労福祉センターの追加

・昭和62年11月12日
長野第二地方合同庁舎の追加、団地広場の縮小

・平成6年10月3日
裁判所合同庁舎の増築分の追加

・平成27年2月26日
中央消防署の追加、勤労者福祉センターの廃止

昭和62年 都決変更 計画図

資料７-３
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都市・まちづくり課

都市計画の変更理由

建物の老朽化

長野駅

長野県庁

善光寺
長野地方気象台

機能の集約

長野第一合同庁舎と長野法務合同庁舎について
建物の老朽化や必要な耐震性能を有していない。

単独庁舎である長野地方気象台の機能の集約。

庁舎の建て替えにおいて、各施設の配置区域と
管理者を明確にすると共に、県と市のまちづくり
の方針と合うような建築物の形態、意匠、土地
利用を図るために長野都市計画一団地の官公庁
施設の変更を行う。

資料７-３

都市・まちづくり課

計画書・計画図の変更箇所

旧 新

雨よけの庇
や駐輪場等
を許容

施設の概ね
の位置と管
理者を記載

①周辺の環境・景観に調和②緑あふれるまちづ
くりとの調和③周辺地域の防災・減災に寄与
について記載

建物の構造、建築面積、延べ面積等は削除

資料７-３
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都市・まちづくり課

計画書・計画図の変更箇所

第1号地～第3号地までの区域を記載
長野一団地の全体の区域の変更等はなし

区域の拡大について：現在の区域内で、収容人員や機能に対し
て十分な広さの建物が建築可能であるため拡大の必要性なし。

区域の縮小について：仮庁舎を建設しつつ建て替えを行う
ためには現在の区域より縮小できない。

資料７-３

都市・まちづくり課

施設配置図（予定）

現在設計中のため変更の可能性あり。

資料７-３
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都市・まちづくり課

都市計画の変更案に対する意見等

公聴会（令和3年10月2日）
（都市計画法第16条第1項）

申出が無かったので中止

国事前協議
（令和3年10月29日 回答）

異存なし

縦覧
（令和4年1月13日～令和4年1月28日）
（都市計画法第17条第1項）

意見書の提出無し

市町村意見聴取（長野市） 令和4年3月24日回答予定

都市計画審議会
（令和4年3月25日）

議案審議

国本協議（令和4年4月予定）

資料７-３

都市・まちづくり課

都市計画審議会での説明事項と都市計画手続き

2022年
1月

決定告示

一団地の官公庁施設
議案審議（案）

都市計画案の公告・縦覧

市町村の意見聴取 回答

国事前協議 回答

国への本協議

第211回都計審3月

4月

5月

2021年
10月

資料７-３
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