
４．瑞穂市及び穂積駅周辺の
特徴的な状況について



(統計・現況データから見た傾向)

４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（１）瑞穂市の他市町村との関係性

◎瑞穂市はベットタウンとしての傾向が高いが都市間同士の社会移動で一宮市と本巣市には
「転出超過」となっている。

◎平均地価は高いが、瑞穂市と同等の敷地面積を確保でき、より名古屋に近いことから「生活
利便性」を選択する世帯は、今後一宮市に流出する可能性がある。

◎地価が安く、敷地面積を求める世帯は、本巣市に流出する可能性がある。
◎今後、瑞穂市は「居住地」としての魅力の底上げを図らなければ更なる「転出超過」となる

可能性も考えられる。
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（２）駅周辺の商業のにぎわいの低下

(アンケート・現地調査等の傾向)

◎駅周辺の居住者も現在は駅周辺店舗を利用しない・できない状況にあり、郊外のお店を利用
している状況である。

◎居住者向けの店舗から駅利用者向けの店舗にシフトしても現在の駅の利用形態では、成立し
ない可能性もある。

◎地域と駅利用者の両者の利用が可能で、自活率（地域が支えられる）が高まる方向性が必要

・駅周辺の居住者は南口はマックスバ

リュー、北口は平和堂と郊外店舗へ買い

物に出てしまう（ワイワイ会議より）

・商店街はもともと駅利用者のためではな

く、地域住民のためのお店であったが、

利用しなくなり、店が次々と閉まった。

その結果、地域として賑わいがなくなり

負のスパイラルとなり、さらに賑わいが

低下し、現在の商店街となってしまい、

商店街を支えることができなかったと認

識している（ワイワイ会議より）

・駅周辺の店舗の利用はすべての属性で

「利用していない・しない」が多く、特

に駅利用者の７０％は利用していない（ア

ンケート結果より）

駅南側はマック
スバリューへ

駅北側は
平和堂へ

地域として賑わ
いが低下し、商
店街を⽀えきれ
なかった
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（３）空き店舗の所有者と利⽤希望者との意向のギャップ

(統計・現況データから見た傾向)

◎空き店舗を活用する可能性がある企業はあるが、実際に活用できる店舗は少なく、利用希望
者と所有者との意向のギャップがある。（高齢者が居住している）

◎多くの空き店舗は、居住空間と併設されており、他者との空間共有を好まない傾向もあり、
見知った人（近所や家族・親類等）が活用し始めることがポイントになる可能性もある。

(アンケート・現地調査等の傾向)

・空き店舗所有者の現状について回答を得

られたのは1/12であり、回答者からも

「貸すことは考えていない」という回答

であり、点在しているが、実際に利用し

ていくことは難しい傾向である（アンケー

ト結果より）

・空き店舗利活用アイデアコンテストの店

舗候補地の選定も同様の傾向であった

・商工会会員の駅周辺のまちづくりの活動

で取り組み事項としては「空き店舗の活

用」(23.5%)約２０社がある（アンケート

結果より）

空き店舗は点在して
いるが、利⽤できる
貸す建物は少ない
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（４）⼀時利⽤駐⾞場の不⾜

(統計・現況データから見た傾向)

◎駅前には月極駐車場が多く、様々な規模が散在している状況であるが、一時駐車可能な駐車
場は全体的に少なく、駅から離れて存在している傾向にある。

◎夜間は、Ｐ＆Ｒ利用者がいなくなり、まち全体の雰囲気が暗くなる要因の一つでもある。
◎駐車場の上部利用や多層化等により、容量を確保しつつ多様化することも考えられる。

(アンケート・現地調査等の傾向)
・駅周辺には多くの⽉極駐⾞場はあるが、
⼀時利⽤できる時間貸しの駐⾞場は少な
い（現地調査より）

・６０歳～８０歳の高齢者の意見として、
時間貸しの駐車場不足に対して対応する
ことが必要という声が多かった（アンケー
ト結果より）

・駅前で買い物をする環境を作っても駐車
場が無い限りは利用されにくいという意
見が多い（ワイワイ会議より）

（駅周辺の月極駐車場）

⼤規模な
⽉極駐⾞場が点在

⼀時利⽤駐⾞場
は駅から離れて
おり、⼩規模な
駐⾞場が多い
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（５）駅前広場の状況（北⼝）

(統計・現況データから見た傾向)

◎歩行者・送迎車・タクシー等の複数の交通モードの輻輳が発生している。
◎現在の乗降所に加え、時間貸し駐車場等のスペースを含めるとそれなりの面積があるが、有

効活用できていない状況にある。
◎集散機能の強化のためのバスの乗り入れ等を検討するため、ある程度のハード的改編や空間

的な再編も視野に入れる必要がある。

(アンケート・現地調査等の傾向)

・北口の駅利用者は穂積駅周辺の大字の住
民、北方町、本巣市（市外の利用は約４
割（アンケート調査より））の利用が多
く、通勤・通学時間帯はアクセス道路が
せまく、渋滞している（現地調査より）

・北口からのバス路線があるが、現状は南
口まで回り乗降している（現地調査より）

・駅利用者は駅のみの利用で、滞在時間が
短い（南北共通）（現地調査より）

（北口ロータリー周辺の状況）

・駅前広場ロータ
リー内は送迎者・タ
クシーが輻輳してお
り、混雑している

・幅員が狭く、⾬天
時等は渋滞が発⽣
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（５）駅前広場の状況（南⼝）

(統計・現況データから見た傾向)

◎北口の状況にバスが加わり、非常に危険な状況となっている。
◎空間的な仕分けはされているものの守られていない。
◎現在・将来の利用形態が大きく変化することが考え難く、ある程度のハード的改編や空間的

な再編も視野に入れる一方で、北側も含め、使う側のモラルの向上も求められる。
◎駅改札・昇降機能に対しても不満は多く、一体的な対応が望まれる。

(アンケート・現地調査等の傾向)
・朝日大学のバス停の利用者は多いが、歩

道・乗降場にはシェルター（屋根）が無
く、駅へ向かうためには交通量の多い横
断歩道を渡る必要がある状況である
（現地調査より）

・駅前広場の利用の満足度は「駅利用者」
は「満足、やや満足」をあわせると約
40%と多く、「居住者」は「不満・やや
不満」をあわせると約７５％と、現状の
利用満足度に居住者と利用者でギャップ
が生じている （アンケート調査より）

（南口ロータリー周辺の状況）

・駅前広場内は送迎、タ
クシーが輻輳しており、
混雑している

・朝⽇⼤学バスの乗降場
にはシェルター（屋
根）が無い

・平⽇の送迎時間帯は
広場外まで送迎⾞が
停⾞し、⾬天時には
更に多く停⾞してい
る状況
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（６）駅周辺のアクセス道路環境

(統計・現況データから見た傾向)

◎狭い生活道路に駅利用者等の交通が入り込み、アクセス性に対する評価も駅に近い属性の回
答者がより、不便と感じている傾向にある。

◎歩道も少なく、車両の東～西・南～北の移動動線も弱い状況であり、駅への集散機能を高め
ると同時に道路の役割の明確化も必要になってくると考えられる。

相互通⾏であ
り危険

(アンケート・現地調査等の傾向)
・南北の横断が旧道のまんぽトンネルのみ
で、相互通⾏ではあるが、⼀台しか通る
ことができない（現地調査より）

・駅前広場への周辺の道路は6m以下の道
路が多く、電柱などによって相互通行が
難しい箇所もあり、雨天時の送迎は混雑
している（現地調査より）
⇒アンケート及びワイワイ会議でも道路

改善を望む声が多数
（まんぽトンネル） （北口入口）
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（７）交通弱者への配慮の不⾜

(統計・現況データから見た傾向)

◎駅周辺で歩道が設置されている道路は少なく、歩道も狭い状況となっている。
◎特に駅南側駅前通りやまんぽトンネルを含む旧道は小学生の通学路にもなっており、歩車共

存・分離の有り方を検討する必要がある。
◎高齢者が多いエリアでもあり、駅周辺であるため様々な交通弱者が利用する空間（駅舎も含

め）としての有り方を検討する必要がある。

(アンケート・現地調査等の傾向)

・商店街沿いの道路は、通勤・通学時は交
通量が多いが、幅員が狭く危険である。
（ワイワイ会議より）

・自転車道路の整備および、観光資源の連
結における自転車利用の要望から、自転
車と歩行者が安全に移動できる環境整備
が必要である。（アンケート調査より）

・商店街に活気がなく、老朽化した建物や
駐車場が多いなど、歩行空間としての安
全性や快適性、楽しさなどに欠けている
（現地調査より）

・⼩学校の通学路に
指定されているが、
⾃転⾞の交通量も多
く、安全性が低い

・歩⾏者・⾃転⾞と
⾞・バスのクロスポ
イントであり、安全
性が低い
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（８）駅周辺の公園・たまり場の不⾜

(統計・現況データから見た傾向)

◎公園は「人が溜まれる」施設や遊具が少なく、防災機能として利用できる場ではあるが、交
流の場としての機能が果たされていない状況である。

◎絶対量が少ない上に活かせる環境にないため、利用促進のための工夫が必要となる。
◎日陰空間と緑の創出・配置を防犯性とセットにして、駅を中心としたネットワークを考えて

いかなければならない。

・公園は防災機能とし
の空間確保は出来て
いるが、あまり利⽤
されていない状況

・東屋など溜まれる空
間が無い

・駅周辺で溜まれる
空間が無い

・南⼝は公園が少ない

(アンケート・現地調査等の傾向)

・公園は点在しているが、遊具は古く、東
屋などゆっくり集まれる空間がないた
め、利用していることは見られず、交流
が生まれない空間である（現地調査より）

・駅前広場内は数台のベンチはあるが、そ
れ以外は溜まれる空間が無く、日陰とな
る空間もない状況である（現地調査より）

・駅周辺（特に北側）には避難施設が少な
い状況である（統計データより）

（北口側公園の状況）
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（９）穂積駅周辺の住宅地としての魅力の低下

(統計・現況データから見た傾向)

◎瑞穂市全体として穂積駅を中心とした空洞化が進行しつつある。
◎過去からの耕地整理等の成果により、道路基盤と区画は縁辺部でも十分満足できる状況にあ

るため、その傾向は今後も続くと考えられる。
◎現在社会に対応した生活機能を持ち、若者世代の居住を受け入れられる駅前の有り方が求め

られる。（駅前で独身時代の衣食住の満足⇒結婚し市内で生活の充実を図る入口として機能）

(アンケート・現地調査等の傾向)

・新築動向の住宅（黄色点）は穂積駅郊外
の北方町・大垣市・岐阜市との市境に多
く、人口の増減率も上昇している一方
で、駅南口の人口増減率は減少している

・駅周辺、特に旧道沿いの家は「駐車場」
が「一台もしくは無い」家が多い
⇒若い世代では通勤や送迎のため一人

一台必要としており、郊外に家を建て
てしまう傾向である（ワイワイ会議より）

（旧道沿いの家屋の状況）

穂積駅

⼈⼝密度
が上昇

⼈⼝密度
が減少
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（１０）瑞穂市の⾃然や⽔、特産品等を活かせていない

(統計・現況データから見た傾向)

◎様々な属性で共通する事項として、市の良い所のＰＲ不足が挙げられる。
◎穂積駅周辺には、富有柿などの名産品を売る場や地域の情報発信ができるスペース・施設が

無い。（大学生でもみつはっちゃ屋・ぶたとら等の店の認知度は低い）
◎川と共にある瑞穂市は、水害の危険性だけではなく、水と自然が豊かな場所であり、花の名

所、活用できるスペースが多くあることにつながるため、駅を中心とした集散機能を高めるこ
とが必要となる。

単位：人

市町村名 自然 歴史・文化 温泉・健康 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ 都市型観光（買物・食等） 道の駅等 計

岐阜市 197,984 2,395,425 231,012 2,120,415 125,710 1,439,952 6,510,498

羽島市 11,465 314,186 325,651

各務原市 679,657 657,883 4,565,342 5,902,882

山県市 7,510 52,002 219,390 278,902

瑞穂市 0

本巣市 220,000 92,819 48,266 449,808 810,893

岐南町 0

笠松町 0

北方町 29,500 29,500

岐阜圏域　計 425,494 3,116,047 638,017 2,878,566 794,908 6,005,294 13,858,326

平成２７年岐阜県観光入込客統計調査
観光地分類別観光入込客数（延べ人数）

(アンケート・現地調査等の傾向)

・中学生アンケートでは「瑞穂市の歴史や文
化、特産品、働ける場所、自分だけが知っ
ている魅力」についての認知度を聞いた
が、全ての質問で「知らない」(約60～８
0%)が も多かった
（アンケート調査より）

・駅周辺には観光要素となる施設があるが、
駅前などに紹介するパンフレットはない
（現地調査より）

・駅前に富有柿を売るお店や観光案内所の様
な情報発信施設があると良い。

・足湯など駅前にたまることができる施設が
必要 （ワイワイ会議より）観光⼊込客数は

「０」⼈
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（１１）駅周辺の災害時における防災性

(統計・現況データから見た傾向)

◎駅東側は戸建・木造・建築年数が古い建物が密集しており、且つ、6m未満の道路が多い（道
路台帳より）状況のため、災害時の危険性が高い。

◎幅員4m未満の道路の場合、８割以上（阪神・淡路談震災統計より）延焼する可能性がある。
◎浸水想定は北側で1～２ｍ未満、南側で２～５ｍ未満となっており、避難場所とルートの確保

が必要となる。

駅東側は⼾建住宅
が多い 駅東側は⽊造住宅

が多い
駅東側は建築年数
が５０年程度経っ
ている建物が多い
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（１２）駅周辺の防犯性の向上

◎居住空間が駅と近接しているため、生活圏への他者の進入が発生している。
◎駅利用者にとっては、明るい雰囲気と夜の明るさも求められるが、生活圏としては求められ

ていない。
◎空間的な明るさと同時に「見通し」や「死角の排除」などの心理的安心感の両立が必要であ

ると考えられる。

(統計・現況データから見た傾向) (アンケート・現地調査等の傾向)

・駅北口の別府住宅周辺や駐車場へ向かう
道は街灯が少なく、暗いイメージのため
女性一人で歩かないようにしている（ワイ
ワイ会議より）

・土地・建物所有者(300m範囲内所有
者)(周辺居住者)、駅利用者の約60%が
「不満・やや不満」という状況であり、
駅利用者は北口・南口共に同数程度の回
答であった（アンケート調査より）

（北口夜間の状況） （南口夜間の状況）

街灯はあるが、暗
いイメージ
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４．瑞穂市及び穂積駅周辺の特徴的な状況について
（１３）⼟地所有規模状況

(統計・現況データから見た傾向)

◎駅周辺では、土地所有規模が小さいため、新たな駅前機能に対応した建替えが進みにくい状
況にあると考えられる。（住宅地としてのまちが形成されている）

◎加えて高齢化傾向にあるため、新たなチャレンジが生まれにくい状況も考えられる。
◎一方、駅周辺300ｍ土地建物所有者は、土地利用転換について「周辺環境が変わってきたら

考えたい」が約2２％あり、「変えたい・興味がある」を含めると約40％となっている。
◎本構想の進捗に応じた地域の啓発が重要になると考えられる。

300m範囲内土地所有者
所有規模別権利者及び面積集計表

権利者数
筆数

（筆）
割合

地積合計
（㎡）

5,000 ㎡以上 3 45 2.98% 16,427.33

4,000 ～ 5,000 ㎡未満 4 28 1.85% 17,485.02

3,000 ～ 4,000 ㎡未満 3 28 1.85% 9,814.17

2,000 ～ 3,000 ㎡未満 6 32 2.12% 14,106.18

1,000 ～ 2,000 ㎡未満 34 154 10.19% 46,112.40

500 ～ 1,000 ㎡未満 72 239 15.82% 51,294.41

300 ～ 500 ㎡未満 99 193 12.77% 37,835.11

200 ～ 300 ㎡未満 139 265 17.54% 33,988.96

100 ～ 200 ㎡未満 245 352 23.30% 37,115.17

100 ㎡未満 136 175 11.58% 8,298.96

741 1,511 100.00% 272,477.71

所有面積

合計

H22都市計画基礎調査現況図

旧道沿いや周辺の⼟地
は所有規模が⼩さい
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５．着眼点ごとの課題の整理



５．着眼点ごとの課題の整理
（１）課題整理の着眼点について

瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業

瑞穂市を将来に向けて元気にするために駅前の拠点化

穂積駅圏域１５万人の拠点として機能

圏域１５万人は誰なのか＝市民を含む現在・潜在的駅及び周辺利用者

現在、駅周辺に住んでいる
人への課題解決に加え、将
来の瑞穂市に住むことを選
択する人への視点

「駅周辺の居住者」の視点 「駅の利用者」の視点

現在の駅利用者に加え、居
住人口増による利用者増加
や新たな入込客などにも対
応を可能とする視点

「駅周辺来街者」の視点

電車に乗る場所ではなく、
駅利用しない人・たまに利
用する人、来たことがない
人でも訪れたくなる駅周辺
づくりの視点

利用者の属性に限らず「ヒト・モノ・コト」が集まるプラットホームとしての機能
の強化を図ることや、まちづくりの機運を高め、継続的なまちづくりを行うための
視点

「全対象者に共通」の視点
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５．着眼点ごとの課題の整理
（２）着眼点ごとの課題の整理

■「駅周辺の居住者」の視点からの課題
●空洞化・高齢化・老朽化・低未利用地化が進む駅周辺に対して、住環境の改善を

図りつつ将来の人口減少の歯止めとなる駅周辺の更新の誘導

●駅前という交通利便を活かした機能配置による駅前居住の推進と多層化が必要
（若年層居住支援による人口定着の入り口づくり・３世代居住の推進等）

●居住者向けの商業展開から駅利用者を視野に入れた共通の求める機能面への展開
を誘導する（ 地域で支えるからみんなで支える商業へ）

●空き店舗の有効活用に向けた継続検討とともに様々な空間を共有できるコミュニ
ティの強化が必要

●限られた空間を有効活用するための交通機能とコミュニティ機能が共存できる空間
づくり

■「駅の利用者」の視点からの課題
●駅利用者の増加を見据えた駅前空間の多層化や対応可能な駅前広場・アクセス環境

（ハード面+多様な選択肢で対応）の改善

●駅周辺で時間を消費するためのニーズの高い施設立地と認知度向上に向けた仕掛け
が必要

●駅の混雑を防止する適正な機能立地とコントロール

●多様な利用者に対応する駅施設機能の充実（ユニバーサルデザイン）

●駅利用者の生活の一部を支援する公共・社会福祉サービスの充実
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５．着眼点ごとの課題の整理
（２）着眼点ごとの課題の整理

■「駅周辺の来街者」の視点からの課題
●普段駅を利用しない人にも分かりやすい「視認性」、初めての人にもストレスを

与えないゆとりある雰囲気づくり

●駅周辺の自然環境と連携した健康・スポーツ・レジャー等の発進基地として情報

発信・集散機能を整える

●穂積駅周辺がちょっと期待する場所（特産品を活かした商品開発・販売や新たな

チャレンジの場等）として市民・周辺地域から徐々に認知される状況づくり

●時間駐車可能な駅近スペースの確保と周辺サービスとの連携による利用促進

●モノを消費するだけではない、コトを消費できる機能と雰囲気の醸成

■「全対象者」の利便性に向けた課題
●駅周辺利用者の増加による歩車分離等の安全な空間形成

●時間や目的地に応じた集散機能の多様化への対応

●穂積駅周辺を地域の誇りとしてみんなで育てていく機運づくり

●駅前としての可能性の拡大と付加価値を創出するため土地活用方策等の検討と
各種情報発信

●駅周辺を管理・運営し、継続的な賑わいづくりに寄与する組織・団体の成立

●今後の都市間競争に対応できる各種支援策の検討
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６.将来像の構築に向けて
〜ワイワイ会議の検討経過〜



カテゴリー

（１）地域の⽅の現状への意⾒

生活を豊かにする、「暮らしやすさの象徴となる駅周辺」

駅周辺 市全体

人を呼び込む、「訪れたくなる駅周辺」

将来像を導く上での２つの視点

施設

商店街

たまり場・
歩行環境

交通

観光

その他

○⽢味所が集まっている
▲⽇常の買い物の場がない
▲飲⾷店、カフェがない

▲宿泊施設がない ○郊外でも医療環境が充実

▲商店街をはじめとして空き家・
空き店舗が⽬⽴ってきた

▲地域でお店を⽀えられなかった

▲駅利⽤者の動線とずれている

▲⽇陰やたまり空間がない
▲道が狭い、歩道が少ない、街灯
が少なく暗い

▲⼦どもが遊べる公園がない

▲駅南北の⾏き来がしづらい
▲⼿軽に⾞を停める場所が少ない
▲駅前広場が混雑

○近隣の都市へのアクセスが良い
▲⾞以外で駅にアクセスしにくい
▲広域での路線バスの発着がない

▲地域の名産を買える場所がない ▲駅と観光資源、観光資源間の公
共交通がない

○昔の穂積町は桜の名所で河川沿
いには出店も出ていた

○南部や巣南にも寺社や観光資源

○皆駅に愛着があるのできっかけ
があれば動くと思う

▲駅としての存在感が希薄

▲鉄道で南北が分断されている ○⼩中学校の教育レベルが⾼い
○地価が安い ○⽔道が地下⽔
○転⼊者を受け⼊れてくれる
▲⾼校がない

○：肯定的意見 ▲：否定的意見
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（２）地域の⽅の将来への希望
生活を豊かにする、「暮らしやすさの象徴となる駅周辺」

駅前機能（施設）等

人を呼び込む、「訪れたくなる駅周辺」

共通の想い

・買い物ができるお店
・カラオケ等の遊び場
・普段使いの飲⾷店
⇒駅ビルがあればそこに集積

・“農”を活かしたレストラン
⇒周辺の⾼校との連携など

・朝・⼣に充実したサービス
・⾼齢の⽅が集まる施設
・⾼齢者がまちに出る環境
・共働き世代が通勤時に利⽤で
きるような児童施設
⇒⼀時的に⼦供を預かり、ま
とめて郊外の保育施設に送
迎することも可能では

・学童保育施設
・⼦どもが遊べる公園
・待合室や売店の充実
・独⾝者が暮らしやすいまち
・お店や住居に駐⾞場を
・統一感や故郷としての雰囲気

・今の駅は集散機能が弱い

⇒南北動線の確保

・駅前は道が狭く相互通行なの

で、車利用の規制を検討

・車やバスを駅から離れた場所

で停めさせ歩かせる

・総合センターと駅の間の歩行

環境を充実

・駅前広場の拡幅も含めた整備

を検討

・駅前に広い空間があれば人が

集まる

・「ゆとりある」空間形成

・雨にぬれず、安全にバス停に

・送迎車両とバスの仕分け

・通学路等、子どもの空間の安

全性を確保

・用水路の安全性確保

交通・公共空間

・圏域から人、もの、体験、情報が行き交う空間 ・愛着やゆとりを感じながら過ごすことができる空間

単純に「モノ」を消費するだけの空間を目指すのではなく、「コト」を消費できる空間づくりをしよう！

青字：集散機能に関するご意見 緑字：愛着やゆとりに関するご意見

６．将来像の構築に向けて 〜ワイワイ会議の検討経過〜

・特徴的な店舗
・郊外の有名店の駅前出張
・飲⾷店・飲み屋
・駅⇔朝⽇⼤学を「沖縄スト
リート」に

・カルチャー施設（⾼齢者）
・「⾜湯」等の皆が使える施設
・⾼架下や駐⾞場の有効活⽤
・大型本屋や飲食店が入った

人がたまれる駅ビル

・下町風情を残した開発

・医療施設や子育て支援施設、

住居等も含めた一体的開発

・ “⽔”を活かした名物・特産品

・長良川、糸貫川、中川の自然

を活かし、ビオトープや写生

大会、撮影スポット、BBQ等

・市の玄関口として相応しい駅

の外観

・瑞穂市自体のPR

駅前機能（施設）等 交通・公共空間

・駅から市役所方向の道を歩行

者専用に

・別府住宅前の道を⼟⽇に歩⾏
者天国に

・商店が線的に張り付くことで
歩⾏者が増える

・ゆとりや温かみ、緑がある駅

前広場

・市有地との土地交換で駅前広

場を拡大

・バス停や一時停止位置の再考

・話題性のあるシンボルの設置
・しっかりしたサイン計画

・街灯や店舗による明るい空間

・時間貸しの駐車場の増加

・駅と観光資源、観光資源間の

アクセスの充実
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（３）構想を考える上で対象となる⽅々と、対応の⽅向性

視点

対象

方向性

３．郊外や周辺市町村に住み、
穂積駅をあまり利用しない方

○駅周辺で暮らしやすさを感じるには
○居住者（⾼齢者等）に駅周辺の空間や施
設を利⽤したいと思わせるには

○駅と周辺の機能をつなげるためには
○瑞穂市に来たいと思わせるには

○駅周辺で利便性を感じ、利⽤しよう
と思わせるには

○駅周辺で時間を消費したいと思わせるには

生活を豊かにする、

「暮らしやすさの象徴となる駅周辺」
人を呼び込む、「訪れたくなる駅周辺」 瑞穂市全体の魅力の底上げ

１．穂積駅周辺で生活している方 ４．瑞穂市を訪れる方２．穂積駅をよく利用する方

○穂積駅周辺の交通を改善し、集散機能を高めることで、
■駅周辺の利便性の高まり

■穂積駅とその周辺を行き来する人の増加

が期待される
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○構想を考える上で対象となる方々

１．穂積駅周辺で⽣活している⽅ ⇒駅周辺に住む⽅が、⽣活圏の⼀部として駅周辺を利⽤するようになることを⽬指す必要
２．穂積駅をよく利⽤する⽅ ⇒穂積駅を通勤や通学で頻繁に利⽤する⽅が⽇々快適に駅を利⽤でき、さらに単なる通過点では

なく、時間を消費する空間になることを⽬指す必要
３．郊外や周辺市町村に住み、穂積駅をあまり利⽤しない⽅

⇒穂積駅を利⽤しない理由の解消や、駅周辺を訪れたくなる機能の導⼊を⽬指す必要
４．瑞穂市を訪れる⽅ ⇒周囲に存在する資源と連携し、穂積駅で降りて周辺の資源に向かう⽅や、周辺の資源に訪れる

ことと併せて駅周辺を利⽤する⽅を増やすことを⽬指す必要

○瑞穂市全体で住みたくなる、訪れたくなるための魅力の底上げ

を行うことで、駅周辺利⽤者のさらなる増加が期待される
・豊かな⾃然（花卉、河川） ・健康、スポーツ、レジャー
・朝⽇⼤学 ・総合センター等公共施設 ・地域の歴史性 等
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（４）今後の展開 〜原点に⽴ち返り、ビジョンづくりから構想づくりへ〜

帰ってくることが楽しみになる駅周辺
〜いってらっしゃい、おかえりなさいと⾔ってくれているような駅周辺〜

第２の故郷として親しみと愛着がわく駅周辺
〜瑞穂に住む⼈が永住したくなる、⼀度離れても戻ってきたくなる駅周辺〜

人が集まり、誇りに思える駅周辺
〜誇りや愛着を持って⾃然に集まる駅周辺〜

みんなの「心」をつ・つ・む場所 ほずみのエキチカ

～圏域のプラットホームとして ヒト・モノ・コトを つなぐ・つむぐ・むすぶ～

「瑞穂市JR穂積駅圏域拠点化構想」として具体化

テーマ１

テーマ２

テーマ３

・普段駅を利⽤している⼈が明るさと温かさを感じ、単なる乗換の場所ではなく、普段の⽣活
の⼀部として時間を消費することができる駅周辺目指す方向性

ビジョンのベースとなる考え

ワイワイ会議で出た２０年後の将来に向けた取組みテーマ

・⼤学⽣や若者が住みやすさや親しみを感じ、⼀度離れても戻ってきたいと感じる駅周辺
・転⼊者が安⼼して瑞穂に根を張ることができると感じる、温かさや利便性がある駅周辺目指す方向性

・駅周辺に住む⽅が、駅の利⽤に係らず⾃然と集まり、交流や消費を⾏える⾝近な駅周辺
・郊外に住む⽅や瑞穂市を訪れる⽅が駅の利⽤に係らず⽴ち寄りたいと感じる駅周辺目指す方向性

６．将来像の構築に向けて 〜ワイワイ会議の検討経過〜

ハード 年齢層
ソフト 時間軸
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参考：ワイワイ会議（PJチーム）の開催概要
目 的：・駅周辺の「魅⼒の再⽣・創出」と「まちへの愛着・関⼼の向上」

を促す
・駅周辺の『活性化(≒拠点化)』を加速させるために、現状の課題
等の共通認識を図る

・現状のモノ(空家や駅前広場)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を検討する

⇒プロジェクトチームを通し、今後の拠点化構想の担い⼿（中⼼的
位置付けの組織）及びネットワークの拡⼤を⽬指す

日 程：毎週水曜日１８：００～ 約１時間～１時間半
場 所：駅前拠点事務所 ２Ｆ
開催実績：８回実施

毎回１５人～２０人程度の参加
■主な参加メンバー

・朝日大学生
・社会人（瑞穂市在住・勤務）
・社会人（瑞穂市在住・他市で勤務）
・自治会長及び駅周辺の自治会メンバー
・駅周辺に昔から住まわれている方
・市役所の若手職員 等
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参考：ワイワイ会議（PJチーム）の開催実績

第１回＋オープニングイベント

９月２１日…約４０名参加

・駅前拠点事務所オープニングセレモニー

・講演（穂積駅前に長年在住の地域の方）

第２回

９月２８日…約１５名参加

・穂積駅及び駅周辺の問題点や課題について意見出し

第３回(１０月５日台風のため延期)

１０月１２日…約１５名参加

・穂積駅及び駅周辺の課題に対する意見や駅の将来像

について検討

・イベント開催に向けたアイデア出し

第４回（２チームに分かれ話し合い）

１０月１９日…約２０名参加

・駅活性化に向けた２つの視点「暮らしやすさの象徴

となる駅」「訪れたくなる駅」に対する課題の検討

・イベントの方向性（案）について

＜議論内容＞
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参考：ワイワイ会議（PJチーム）の開催実績

第５回（４回同様、２チームに分かれ話し合い）

１０月２６日…約１５名参加

・駅活性化に向けた２つの視点「暮らしやすさの象徴

となる駅」「訪れたくなる駅」に対する課題の検討

・イベントの方向性（案）について

第６回

１１月 ２日…約２０名参加

・２つの視点から見た課題を踏まえた必要な機能や圏

域の拠点となるために必要な機能の検討

・穂積駅、瑞穂市の魅力底上げに寄与する機能の検討

第７回

１１月 ９日…約１５名参加

・「一度立ち戻って」構想づくりに向けた共通認識を図る

ための「ビジョン」の検討

・イベント開催に向けての検討

第８回

１１月１６日…約１５名参加

＜議論内容＞

・イベント開催に向けての検討

・ワイワイ会議としての「ビジョン」の検討

・駅前構想図（案）の検討（図面への書き込み）
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