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空家等対策事業(社会資本整備総合交付金) 社会福祉、教育関連ハード・ソフト事業等の実施

１．調査の位置づけ
瑞穂市総合計画（Ｈ28.3）

 まちの将来像 
『誰もが未来を描けるまち 瑞穂』

駅周辺の活性化 利便向上や商業喚起

穂積駅周辺地域の商業
活性化 空家や空店舗等を活用等

瑞穂市都市計画マスタープラン（Ｈ23.10）
将来の都市像（抜粋）

《提案型の市民参加》を育んでいく

瑞穂市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H28.3改定）

地方創生加速化交付金実施事業（Ｈ28）
民間施設を活用した地域活
性化拠点強化事業

-圏域応援ステーション-穂積駅圏域拠
点化構想推進事業

穂積駅周辺 まちの顔として中心市街地機能の充実・確保、
中高層住宅の立地誘導等

○地域コミュニティを重視し
た生活拠点（日常の商業施設
等）
○地域防災性向上 等

H52：55,000人確保
⇒出生率1.8を実現
⇒社会増人口を確保

人口ビジョン
子育て支援の充実
年少人口の流出抑制
大学通学層の市内就業・定住
ファミリー世帯の定住促進
居住地の魅力・定住環境向上

・子育てを楽しめる
・十分な雇用
・誇りと愛着、安心、定住
・魅力向上、交流・にぎわい

主なＫＰＩ（抜粋）
・NPO設立支援数
・駅周辺新規出店数
・空家活用件数
・創業支援セミナー

広域公共交通グランドデザイン策定
によるまちの賑わい創出事業

穂積駅圏域の拠点形成におけるリーダーシップと地域活性化（賑わいと定住の確保）を実現
・市民自治が望まれている。人口増加によるコミュニティの希薄化・社会福祉サービス不足が課題。
・将来に向けた定住促進や利便性の向上、賑わいの創出等において、ハード・ソフトの施策の実行と効果発現
のため、官民連携がより一層必要となる。
・定住自立圏形成や立地適正化計画策定、その他各種計画の見直し・改定も発生すると考えられる。

本田地域：定住促進
○駐車場等の低未利用地・遊休地を活
用
○交流・情報発信機能、生活支援機能、
複合的な機能

穂積地域：交流・利便性
・コミュニティ等が希薄化
・まちの活力を牽引する力 等

強み：人口増加中

総合戦略



２．実施方針
本調査は、「現状のモノ(駅前広場や周辺環境)を上手に利用する取組み」や「改善が必
要なモノに対しての取組み(ソフト・ハードの施策)」を市民・駅利用者等と協働で行い、
駅周辺の「魅力の再生・創出」と「まちへの愛着・関心の向上」を促し、それらが両輪
となって駅周辺の『活性化(≒拠点化)』を加速化させることを目指します。
加えて、穂積駅の拠点化は、社会福祉・産業・教育・都市基盤等の様々な施策と一体と
なり瑞穂市全体の魅力の底上げに大きく貢献し、若い世代の転出抑制や子育て世代の定
着を呼び込み、正のスパイラルを生み出す原動力として機能します。

【業務の実施方針】

①基礎情報の詳細分析から現状の深掘りを実施します。

②真に活性化に必要な取組（ﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ）を選択します。

③将来の瑞穂市の拠点を形成するために、将来を担う若者を参画させ、
意見を反映させます。

④ロードマップによる段階的拠点化構想を実現します。

⑤拠点化構想の実施を担う
組織の基礎づくりを行います。

穂積駅南口の第一駐輪場近くに
に現地活動拠点を9月から開き
ます。
ぜひ一度足をお運びください。



３．調査フロー

※プロジェクトチームは時期や回数、メンバーにこだわらず、自由な交流の場
として活動拠点で開催します。

土地建物所有者

④実現に向けた改善の方向性とストラクチャプランの整理



４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析

歩行者と送迎車の動線が交
錯している

穂積 駅

県道穂積停車場線

ホームへの階段・改札が１箇
所で一時的な混乱がある

送迎車が多く、駅前広場が
混雑している (北口)

複雑な交差点のため、方向
別の車両が輻輳している

西側から北口への交通が入
り込み、生活圏と交差する

市営駐車場(30分無料)の駐
車待ちのためにラッシュ時
は混雑する

商店街がシャッター街
歩行者動線と不一致

狭小道路を車両が速度を上げ
て通過するため危険である

街灯はあるが光度が低く、
歩行者動線と不一致 商店街が旧道側に立地、駅

前広場との連携がとれてお
らず賑わいがない

シャッター街
歩行者動線と不一致

瑞穂市役所

岐阜方面への交通が渋滞

改札までトンネルを通るため
通路が暗い印象

バス待機所

穂積小学校

商業集積地

穂積中学校

主
要
地
方
道
北
方
多
度
線

旧道が南北移動軸となり、
高架下を車両が交互通行

P

別府保育所

送迎車が多く、駅前広場が
混雑している(南口)

JAぎふ
穂積支店

旧穂積公民館

P

P P

P

P

駅前広場への道路が県道で
止まるため、幅員狭小な旧
道に交通量の負荷がかかる

朝日大学スクールバ
スが離れている

【穂積駅周辺の現在の状況】



４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析

Ｈ12年度国勢調査時点 Ｈ22年度国勢調査時点

・10年間の瑞穂市内の人口分布は、穂積駅周辺で、密度の低下がみられます。
・岐阜市・大垣市との市境の市街化区域内の人口密度の上昇がみられます。
・Ｈ12時点での空白もＨ22時点では、色が付く結果となっています。
・現地調査の状況を踏まえるとこの傾向は更に進んでいると考えられます。

【データでみる瑞穂市の状況１】
Ｈ12年度からＨ22度 国勢調査における瑞穂市人口密度分布状況の変化



・年少人口の将来に向けての変化については、瑞穂市全体で減少する傾向が見られます。
・穂積駅周辺ＤＩＤ区域内は減少のエリアが大きく広がる傾向にあります。
・全体的に100人以下の水色のエリアが目立つようになります。
・岐阜市の一部エリアは赤色を維持しています。

Ｈ22年度実績値 Ｈ62年(2050)推計値

４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析
【データでみる瑞穂市の状況２】

Ｈ22年度からＨ62年（2050） 国立社会保障・人口問題研究所 瑞穂市年少人口分布状況の変化



４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析
【データでみる瑞穂市の状況３】

Ｈ24経済センサス 事業所数 Ｈ24経済センサス 従業者数

・事業所数としては、駅周辺及び岐阜市・北方町との境に雇用の場が集中しています。
・従業者数は、穂積駅周辺に加え、中心部を囲む様に雇用の場が形成されています。
・傾向として、穂積駅周辺は事業所・従業員数ともに多いが、郊外に雇用人数の多い企業が分散して配置されて
います。
・この傾向から市内への就業者は、穂積駅を介すことなく直接就業場所にアクセスしている可能性が高いと考え
られます。



４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析
【データでみる瑞穂市の状況４】

・現在の市内のバス網は医
療機関をうまく結んだ形と
なっています。
・駅南側は、DID区域内でも
バス利用がし難い状況にあ
るエリアが存在します。
・市内外を結ぶルートが少
なく市外からのバス利用で
の駅の乗り換えは不便な状
況であると考えられます。
・駅北側にバスが駐車でき
るスペースがないため北側
から来る路線は、南側まで
回って駅に進入してくる状
況となっています。



パーソントリップ（Ｈ23年中京都市圏）データによる穂積駅利用状況

・穂積駅のアクセスは、自動車が約49％で、他駅より高割合になっています。
・穂積駅は自動車アクセスの内、Ｋ＆Ｒ（送迎）の割合が約28％で突出して高いことが分かります。
・Ｐ＆Ｒ約17％も低い印象があり、駐車場から駅までの徒歩が最終アクセスとしてカウントされ、実際
は更に高い割合であることが予想されます。

バス 自動車二輪車 徒歩 不明 合計 P&R K&R
原付・
バイク

自転車

岐阜 20.8 31.3 12.9 33.6 1.5 100.0 16.2 13.6 2.6 10.3
名鉄岐阜 11 25 28.9 35.1 0 100.0 9.4 11.2 2.5 26.3
多治見 0.8 56.4 21 21.8 0 100.0 34.2 15.1 0 21
大垣 2.5 40.7 23 31.5 2.3 100.0 24.8 7.6 2.2 20.8
穂積 0 48.7 17.8 33.5 0 100.0 17.1 28.3 0 17.8
西岐阜 0 35.2 17.3 47.5 0 100.0 25.8 4.2 0 17.3
土岐市 12.3 48.8 14 24.9 0 100.0 29.7 12.4 1.1 12.9
瑞浪 2.6 3.5 17.5 76.4 0 100.0 2.3 1.2 0 17.5
笠松 10.3 25.7 18.1 45.8 0 100.0 6.2 14.2 0 18.1
新鵜沼 0 18.6 26.9 54.5 0 100.0 5.7 12.9 2.7 24.2
三柿野 35.3 13.4 14.7 36 0.6 100.0 5.1 6.1 1.4 13.3
西可児 30.8 8.3 14.8 45.6 0.4 100.0 2.6 4.8 1.2 13.7
恵那 1.6 29 36.1 33.2 0 100.0 21.4 6.3 0.6 35.5

構成比（％） 自動車と二輪車の内訳（％）
鉄道駅

４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析
【データでみる瑞穂市の状況５】



４．調査概要
（１）穂積駅及び駅周辺環境の現状把握及び分析
【データでみる瑞穂市の状況６】

Ｈ22国勢調査での昼夜間人口比

・昼夜間人口比は、年々減少傾向にあり、ベッドタウン化が進行しています。
・他市町と比較してもその傾向が強く、ベッドタウンとして代表的な千葉県松戸市の比率は、81.5％であ
り、ほぼ同等の傾向です。
・流動が大きいと考えられる生産人口に対する流出人口の割合は、53％と高く、転出過多となる可能性
があります。
※岐阜県：瑞穂市を「ハイブリッド型」としている

夜間
人口

昼間
人口

昼夜間
人口比

瑞穂市 51,950 42,490 81.8%
岐阜市 413,136 428,926 103.8%
大垣市 161,160 169,980 105.5%
本巣市 35,047 34,001 97.0%
神戸町 20,065 17,070 85.1%
安八町 15,271 14,478 94.8%
大野町 23,859 19,090 80.0%
北方町 18,395 14,653 79.7%

Ｈ
2
2
他
市
町
村

比
較

流出人口
15-64歳
生産人口

割合

瑞穂市 18,340 34,630 53.0%
岐阜市 65,738 255,692 25.7%
大垣市 29,383 100,910 29.1%

夜間
人口

昼間
人口

昼夜間
人口比

H2 38,414 34,310 89.3%
H7 41,648 37,688 90.5%
H12 43,155 37,848 87.7%
H17 49,039 41,090 83.8%
H22 51,950 42,490 81.8%

※Ｈ2～12：穂積町・巣南町計

瑞
穂
市
の

変
化



４．調査概要
（２）圏域の穂積駅の利用者、穂積駅の周辺の土地所有者

や経営者の意識・実態調査
・アンケートは、穂積駅の拠点化に関わる違う立場の人々に対して共通の質問を設定することによって、属性
や立場の違いによる認識のギャップを把握します。
・拠点化構想に関わる関係者として考えられる５つの団体・組織を対象にアンケートを実施します。
・アンケートの実施は、関係者へのまちづくりへの参加・取り組みへの啓発のきっかけとなるチャンスと捉え、
まちづくりへの意識の醸成を図るとともに拠点化に対する意向を把握することができるように工夫します。

・このアンケートによって、穂積駅の拠点化に対して各属性・立場によるギャップが生まれている場合は、拠
点化構想の取組としてギャップを埋める方策を検討し、互いの意見が同じ場合は更に連携強化を図るための
検討を行うことで、具体的な方策を打ち出すことができます。



４．調査概要
（３）穂積駅周辺の課題整理

・現状や問題点は、目指す方向性と切口によって様々な課題へと変化し、相関性が生まれます。
例）乗降客数Ｈ31年で19,000人を目指し、更なる将来に向けて拠点化を深化させる

⇒拠点を形成上は「防災の視点：一時避難・帰宅困難者・備蓄等」に関する着眼点も必要です。
○着眼点によって「強化・改善・現状維持」や「集約・分散」、「創出・廃止」等へのハード・ソフト的なア
プローチが大きく変化し、それに向けた課題も変化します。

■ポイント：仮説⇒検証を経て、課題整理の前に着眼点を整理することによって、より課題を明確（誰に・何を
すべきか）に整理します。

■ポイント：定性的な課題整理だけではなく、定量化・可視化を行い、１０年先の目標値設定（新たなＫＰＩ）や
共通しやすさを目指し、各種計画への利用も可能な整理とします。

・現状把握からの一貫した定量化・可視化を基に
「現状」・「要因」・「課題」を整理します。
・これにより、同時並行的に進行する空家調査や
広域公共交通グランドデザイン策定等との連携
が図りやすくなり、計画間の情報交換や反映等
を行いやすくなります。

着眼点：Ｈ31年乗降客19,000人⇒約2,000人増⇒増加客数の属性により「誰に・何を」が変化

穂積駅が起点 属性と利用形態から、駐車場増加や駅前広場の改善、利用制限、公共交通の充実、
脱車社会に向けた利用者意識改革等の課題整理を行う必要がある。

穂積駅で折返し 就業の場等の創出と駅前の飲食等の充実による消費活動を促すための施設整備と基盤整備等の課題整理を行う必要がある。



４．調査概要
（４）拠点化構想の立案、推進・実現化の方策検討

■ポイント：穂積駅は「土地利用の効用最大化・都市施設の効用最大化・都市再生の最大化」を可能とし、圏
域のリーダーシップを発揮することがミッションとなります。

■ポイント：役割分担による実行へと繋げるため「だれもが理解し、共感し、伝えることができる」ビジョンを設
定する必要があります。

・共通認識と共有が駅利用利便の向上と活性化、機能集約型圏域形成を軸としたハード・ソフト両輪での実行
を可能とする鍵となります。

事例：半世紀に渡り事業化出来なかった土地区画整理事業が、地権者・行政の思いを乗せた「でぃきらさな・
わったー・○○○（方言「やってやるぞ、私たちの○○○（地名）」というスローガンを切っ掛けに認
可に向けて動き出し、事業化された地区もあります。

■ポイント：着眼点に応じた方向性を構成要素を分かりやすくまとめたストラクチャープランをまとめます。

・ベットタウンの特性と乗降客数の向上を図り、生活の活気を生
むためにも駅近居住空間形成＋機能の複合化（子育て支援・福
祉）も視野に入れた検討の実施
・駅前利用の改善（ハード・ソフト）と機能誘導を検討
・圏域の拠点化に向けて、市域の枠を超えた行政サービスの有り
方を検討

※市民要望の強い医療機能は、岐阜医療圏内の病床数が基準を越
えているため検討に留意

■ポイント：穂積駅周辺は、移動動線・使い方と機能のミスマッチの解消と生活の活気・賑わいの滲みだし、
社会福祉機能の充実、防災性の向上が基本的な方針となることが考えられます。



・穂積駅周辺の拠点化に向けたステップを設定し、各取り組みの果たすべき役割と連動性を整理したロード
マップを作成します。
・これをステークホルダー共通の指標として進行管理による目標の確認や改訂を行いやすくし、短・中・長期
計画による実行性の向上により、各種交付金等を効率的に利用できます。

４．調査概要
（５）拠点化構想の立案、推進・実現化の方策検討

■ポイント：進行管理は、事例等を研究し穂積駅周辺状況にあった体制を導きだし、事業計画の担い手とな
る関係者の属性に応じた役割と課題、対応策を明確にします。

例）１００％近い利用率の駐車場（4500円・台/月以上の売上）を別の用途に利用転換
⇒地権者の収益性への対策が無いと低未利用地のまちづくりへの活用は難しい
⇒対策：資産運用予測・税務対策相談窓口の設置・まちの運営管理による資産価値の維持等

ロードマップ事例（Ｏ県Ｎ市）

■ポイント：１０年先を見据えたロードマップの作成を行い、相乗効果を発揮するための計画の相関性を明ら
かにし、効率的な実行の指標とします。



４．調査概要
（５）拠点化構想又は拠点化構想案の普及推進又はＰＲ活動

【その他イベント・モデル事業（案）】

目 的：協議会及びプロジェクトチームメンバーを中心に産官学民等の意識啓発
実現性：地方創生地域活性化伝道師の派遣制度の活用・弊社実績ネットワークの活用
内 容：駅前活性化やエリアマネジメント等の先進事例講演会及び協議会も加えたパネルディスカッション

等の実施
時 期：拠点化構想の着眼点及び課題が明確となってきた１１月初旬を目途に開催

イベント・モデル事
業案①

【プロジェクトチーム実施事業（案）】

駅前活性化事例及び集約型都市構造の実践とエリアマネジメントシンポジウム

目 的：自由な発想による駅前の賑わい創出と明るさ創出を社会実験に行い効果を計測する。
実現性：空店舗所有者への交渉が課題、食品等の提供を行う場合の保健所の許可 等
内 容：空店舗の活用アイデアと実践について公募、当選アイデアの活動支援（交渉・資金助成）を行い、

賑わい創出の効果を計測する。（滞在時間・満足度・イメージ・動線等）
優秀アイデア２件選定
選定方法：１次審査-ＰＪチームで ２次審査-プレゼン協議会審査

時 期：準備期間８～９月(各種調整・審査基準等)-公募選定９～10月-活用開始11月～２月
調 整：朝日大学からの活用アイデアを多く募集するための事前の啓発活動を大学内で実施したい

・南口ロータリー中央等休日利活用方策モデルイベ
ント（柿スイーツと特産品、地産地消マルシェ）
・モビリティマネジメント調査の実施
・旧県道の一方通行化(休日トランジットモール化)実
証実験

・新たな産業創出のための地域異業種交流会
・市民活動団体成果報告・まちづくり交流会
・朝日大学文化祭「朝日祭・10月21～23日」地域イベント
での拠点化構想広報活動
・小中学生を対象とした地域愛育成事業（総合的な学習の
時間と連携：副読本・カリキュラム作成）

イベント・モデル事
業案②

空店舗利活用アイデアコンテスト


