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１．事業の進捗状況について



１．事業の進捗状況について
（１）調査フローによる進捗状況について
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⻘字：第3回協議会以降に実施



 ３テーマ毎の基本方針の設定～ロードマップ作成までの検討フローは
下記の通りであり、各検討時点で整合性のチェックを行いながら進め
てきました

拠点化構想のビジョン（３つの基本⽅針）と構想図（案）

ロードマップの考え⽅
（ビジョンの実現に向けた⻑期的な道筋の「全体像」を明確化）

来年度以降具体的に検討・実施へ来年度以降具体的に検討・実施へ

５か年短期スケジュール
（個別事業・主体・実施時期を明確化）

庁内調整・地⽅創⽣推進交付⾦申請等

ビジョンの実現に向けた取り組み
（基本⽅針ごとに関連する事業とその⽬標、KPIを整理）
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（２）ロードマップ作成までの検討フロー
１．事業の進捗状況について ２

３テーマ毎の基本⽅針
整
合
性
の
チ
ェ
ッ
ク



２．構想図におけるパブリックコメント
の意見及びその対応について



２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について

（１）実施概要及び結果概要
○⽬ 的 （パブリックコメント募集要項より）

平成２８年度、地⽅創⽣加速化交付⾦事業として、「瑞穂市ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想」
の策定を進めています。地域の⽅々も集まりたくなるような賑わいや元気のある駅周辺、通
勤や通学などでより利⽤しやすいＪＲ穂積駅（以下「穂積駅」という。）や駅周辺を推進す
るために、アンケート結果やワイワイ会議などでいただいた意⾒を踏まえて作成した瑞穂市
ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想案がまとまりましたので、本案に対する皆さまからのご意⾒（パ
ブリックコメント）を収集したく、募集しました。

○期 間
平成２９年２⽉1⽇（⽔）〜平成２９年２⽉２４⽇（⾦）

○提出結果
①直接提出：各庁舎備え付けの回収箱または企画財政課に提出 ➡ ４件
②郵送（平成２９年２⽉２４⽇（⾦）必着）： ➡ ０件

〒501-0293 瑞穂市別府１２８８番地 瑞穂市 企画部 企画財政課 ⾏
③ＦＡＸ：０５８－３２７－４１０３ ➡ ０件
④電⼦メール：kikaku@city.mizuho.lg.jp ➡ ５件
＜⾃治会報告会の実施＞
⑤駅周辺⾃治会報告会 北側⾃治会 2⽉５⽇（⽇）AM 東只越⾃治会

PM 桜町⼀丁⽬⾃治会
南側⾃治会 ２⽉24（⾦）25⽇（⼟）開催 ➡１３件

①〜⑤計➡２２件

３



（２）主な意⾒とその対応について①
４

分野 いただいたご意⾒(抜粋) 瑞穂市の考え⽅
駐⾞
場

市役所での⼟⽇の駐⾞場開放については、特別イ
ベント以外では絶対反対です。現在、時間貸しで
駐⾞場を貸して商売をしておりますが、⼟⽇は現
状でもほぼ空いております。⼟⽇での営業を妨害
されると営業が困難になりますことをご理解くだ
さい。

「駅周辺で駐⾞できるところがない」というご
意⾒を頂いており、駅周辺利⽤者への利便性向上
に寄与する取組みの⼀つの考え⽅として記載いた
しました。⼀時駐⾞機能の確保について検討が必
要かと考えられますが、ご意⾒として対応させて
頂き構想図案の記載も削除する予定です。

道路
計画

穂積駅の北⼝へ送迎する際の混雑状況や将来的な
バスの乗⼊を考えると本巣縦貫道より直接⼊るこ
とが出来る安⼼安全な歩道がある幅の広い道路整
備が必要だと思う。

ご指摘の駅北での交通環境の改善については駅
周辺の機能強化の⽅向性として組み込んでおりま
す。具体的な場所や⼿法については検討を進めて
いきたいと考えています。パブリックコメントの
意⾒を踏まえ、駅北側からの駅前へのアクセス機
能の強化の⽅向性を意図する記載に改めます。

基本
計画

魅⼒的なまちづくりをしようとしたら、20年先の
ことを考えて計画しなければならない。駅前で何
かするためにも、代替地として空き地を確保して
おかなければならない。構想（案）はいいと思う
が、⼟地をどうにか確保していかなければ計画が
進まないと思う。

現状で、どこをどれだけ⽤地確保するというの
は、難しい状況です。構想案は、各ステップで進
⾏管理を⾏いながら進めていく予定です。具体的
に進める際に事業等の円滑な進捗に寄与するため
に代替地等の新たな⽤地確保の必要性に応じて、
⽤地買収等を検討してまいりたいと思います。

公共
交通

本数の少なさから、⼤野穂積線の利⽤者も少ない
のではと考えられます。岐⾩バス含め広域的な公
共交通のネットワークが充実すれば、穂積駅の活
性化に繋がるのではと思います。

構想案では、駅北ブロックのバスの乗り⼊れの
ため、駅前広場の整備や道路機能の強化を取り⼊
れています。瑞穂市の北⽅⾯からのバス路線を検
討する事業も別途進んでおりますので、構想案と
の整合性を取りながら、進めたいと思います。

２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について



（２）主な意⾒とその対応について②

頂いた意⾒で重要となる考えや取組みについては“構想”へ反映

５

分野 いただいたご意⾒(抜粋) 瑞穂市の考え⽅
道路
計画

駅前広場へのアクセス道路の強化や使い⽅につい
て多くの意⾒を頂きました。(複数の意⾒を集約)
●マンポトンネルを通る南北道路（市道２－４号

線）について歩⾏者・⾃転⾞専⽤や(⾞両の)⼀
⽅通⾏の提案

●駅前広場へアクセスするＪＡの前の道路につい
ては、今後広げなければならないと思う。家が
かなり建ってしまってるが、中学校までの道路
は広げないと安全⾯で不安

歩⾏者・⾃転⾞導線（市道２－４号線）のご指
摘についても、今年度、ワイワイ会議や⾃治会報
告会など他からもご意⾒をいただきました。今後
駅周辺の事業を計画を詳細化していく中で地域や
警察等関係機関と協議の上、検討してまいりたい
と思います。本構想でも南北⽅向、東⻄⽅向とも
に交通機能を強化することが必要と考えており、
いただいたご意⾒と⽅向性は同じと考えますので、
引き続き検討を進めてまいりたいと思います。

駅北
整備

駅北ブロックの整備として様々な意⾒を頂きまし
た。
●別府公社前道路の縦貫道までの街灯整備／道路

前店舗の充実
●駅周辺での複合ビル、⽴体駐⾞場、横断デッキ
の整備

事業規模等は今後も継続的な検討が必要になる
と思われますが、頂いているアイデアの⽅向性は、
構想案と同じ⽅向を⾒据えていると捉えさせて頂
きましたので、今後の事業の詳細化の際のアイデ
アとして、参考にさせていただきます。

財政 ステップごとにいくらかかるかをはっきりさせた
上で、予算を取らなければならない。いい計画が
出来ても、予算が無ければ、ご破算になってしま
う。（⾃治会説明会より）

財政状況が厳しさを増す中で、予算を確保する
にも市の財政だけではなく、国・県と相談しなが
ら補助⾦や⺠間活⼒を積極的に活⽤していくこと
が必要だと考えております。そのため、各ステッ
プで⾏うべき事業を整理したうえで、関係機関と
協議を進めながら予算確保に努めたいと思います。

２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について



（３）構想図（案）への反映内容について

道路計画についての
パブリックコメント意見
➡本巣縦貫道から北口へのアクセス
強化を追記

駐車場についての
パブリックコメント意見
➡土日の利用・混雑状況や民間経営等へ
の影響を考慮し、構想図(案)からの記載
を削除

６

その他、公共交通の利便性向上や事業推
進のための用地確保、進め方等について
ご意見を頂き、検討する上で留意する

２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について



７

（４）基本⽅針の修正
２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について

基本⽅針①において「安全性（防災⾯等）」に関する考え⽅が不⾜して
いたため、拡充することが必要

〇修正ポイント

基本⽅針① 駅への交通利便性の向上、駅周辺の交通環境の改善、地域
の魅⼒づくりによる、みんなを「つなぐ」環境づくり

〇修正する箇所

誰もが使いやすい駅への改善や駅前広場機能の改善、広域な公共交通を
考慮した交通⼿段の選択性の向上

基本⽅針① 駅への交通利便性の向上、駅周辺の交通環境の改善、地域
の魅⼒づくりによる、みんなを「つなぐ」環境づくり

〇修正後

誰もが使いやすい安全・安⼼に寄与する駅への改善や駅前広場機能の改
善、広域な公共交通を考慮した交通⼿段の選択性の向上



８

（５）本構想におけるビジョン及び構想図①
２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について

みんなの「⼼」をつ・つ・む場所 ほづみのエキチカ
〜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〜

テーマ１ ：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〜

テーマ２ ：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〜

テーマ３ ：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〜

基本⽅針①：駅への交通利便性の向上、駅周辺の交通環境の改善、地域の魅⼒づく
りによる、みんなを「つなぐ」環境づくり

基本⽅針②：⽇常⽣活が豊かだと感じ、住み続けたいという思いが「つむぐ」場所
づくり

基本⽅針③：誇りに思え、安全・安⼼で魅⼒ある駅周辺を⽬指し、みんなの⼼を
「むすぶ」まちづくり

実現するために



９２．構想図におけるパブリックコメントの意見及びその対応について

ゾーン名 主な利用方針

駅及び駅前
広場ゾーン

瑞穂市らしい桜やアジサイなどの⾃然環境が充
実し、待ち時間を快適に過ごせる待合所や円滑
な南北移動が可能な⾃由通路、公共交通と⼀般
⾞両の分離や南北共にバスが乗⼊することがで
きる誰もが使いやすい空間

フレキシブル
ゾーン

駅前広場に隣接し、普段は地域の憩いの場とし
て利⽤され、帰宅時間には駅利⽤者が気軽に寄
れる商業的利⽤や地域のイベントでの利⽤等駅
前広場と⼀体的に利⽤することで多くの⼈が集
まることができ、使い勝⼿が良い魅⼒的な空間

商業・観光
ゾーン

みんなが利⽤し、⽀える駅周辺の賑わいづくり
（魅⼒的な店舗、商店街の活性化等）を⾏い、
瑞穂市及び圏域の地域情報や魅⼒をアピールで
きる空間

多様なモビリ
ティゾーン

時間貸し駐⾞場やレンタカー・レンタサイクル
など交通に関する機能が充実しており、居住者
や駅利⽤者、来街者が利⽤しやすい、来やすい
と感じることができる空間

居住 ・商業
ゾーン

新たな居住者を受⼊れ、居住者のニーズにあっ
た賑わいを楽しむことができ、駅前のにぎやか
な雰囲気と居住地の落ち着いた雰囲気とを結ぶ
空間

子育て支援・
社 会 福 祉
ゾーン

居住地に近い落ち着いた雰囲気の中、駅周辺の
居住者や駅利⽤者の利便性を⾼め、地域として
の魅⼒の向上につながる利⽤しやすい社会福祉
機能を備えた空間

（５）本構想におけるビジョン及び構想図②



３．ロードマップの全体像
について



短期・中期・⻑期で取り組むべき事項の整理
◎ビジョンの基本⽅針ごとに関連する５つの分野を考慮し

て事業を抽出、拠点化構想独⾃のＫＰＩの設定
◎「転機の時期」となる外的要因に対応した取組みの検討

１０

今後5年間（短期３年＋中期２年）で取り組む
べき事項の詳細内容及びスケジュールの整理

個別事業・主体・実施時期を明確化

協議会、ワイワイ会議、パブリックコメ
ント等の意⾒

４つの分野＋共通
・居住・住環境
・駅周辺機能・賑わい
・交通
・交流
・共通（追加）

総合計画・都市マスの上位計画、
総合戦略等の諸計画との整合性確認

取組むべき事項における事業⼿法等の検討
事業⼿法、活⽤制度、体制、⼿順等
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補助メニュー等の検討、庁内調整

今後５年間の取組むべき事項のロードマップ

（１）ロードマップ検討フロー
３．ロードマップの全体像について



（２）ロードマップの全体像の考え⽅(転機の時期となる外的要因①)
３．ロードマップの全体像について

■東海環状⾃動⾞道 (仮称)⼤野・神⼾ＩＣ
平成３１年度(2020年3⽉)開通(予定)

≪現状≫
岐⾩・⼤垣・名古屋への通勤において瑞穂市は
穂積駅があることで「交通の利」等の強みがあ
り、他市町村からの転⼊超過が⾒られる
≪将来≫
東海環状⾃動⾞道が開通することで⼤垣、名古
屋への移動が時間的に短縮でき、且つ、地価が
瑞穂市より安いため、⾞通勤の⼈は⼤野町や神
⼾町を居住地として選択することが想定される。
そのため瑞穂市からの転出・他都市からの⼤野
町や神⼾町への転⼊の可能性がある

■開通までに⾏うことが必要な取組み
・ 穂積駅への乗継を考慮した広域での公共交通

の利便性向上
・⼦育て⽀援、若い世代を中⼼とした住宅、居

住⽀援、福祉⽀援の検討（補助⾦による⽀援
制度等について検討）

・事業推進に必要となる各事業計画の検討

１１

国⼟交通省 中部地⽅整備局
岐⾩国道事務所・北勢国道事務所

平成２８年４⽉１⽇時点

⼤垣へ

名古屋へ

【平成32年までの⽬標】
◎事業計画の⽅針の明確化



（２）ロードマップの全体像の考え⽅(転機の時期となる外的要因②)
３．ロードマップの全体像について １２

■中央新幹線(リニア)
平成３９年度(2027年)開通(予定)

≪現状≫
名古屋までの交通の便が良いため転⼊超過とな
り、⼈⼝の増加が続いているが、他の同様の通
勤圏内の都市（多治⾒・藤が丘・刈⾕等）に⽐
べ、駅周辺の魅⼒が低い
≪将来≫
東京までの移動時間短縮により、名古屋だけで
はなく、東京も通勤圏となりうる。名古屋駅か
ら近いだけの魅⼒では居住地として選ばれなく
なくなる可能性がある

■開通までに⾏うことが必要な取組み
・地価の上昇を抑制しつつ、必要不可⽋な施設

(ハード事業)の整備による住環境の向上
・案内・情報発信（駅前居住の良さを⾸都圏等

遠⽅に住む⽅にも届くようにＰＲ）
・多世代に対する住宅、居住、定住⽀援や社会

福祉⽀援等の拡充
名古屋市

第２回名古屋駅周辺まちづくり懇談会資料より
平成２８年２⽉１⽇

【平成3７年までの⽬標】
◎駅北⼝を中⼼とした⼀部整備の完了・

⾒える化の推進



【基本⽅針①】
駅への交通利便性の向上、駅周辺の交通環境の改善、地域の魅⼒づくりによる、みんなを

「つなぐ」環境づくり
短期の⽬標 中期の⽬標 ⻑期の⽬標

 誰もが使いやすい安全・安⼼に寄与する駅への改善や駅前広場機能の改善、広域な公共交通
を考慮した交通⼿段の選択性の向上

駅・駅前の改善・整備等に関する
⽅向性の明確化

北⼝を中⼼とした駅・駅前の利⽤
しやすさの向上

南⼝も含めた駅周辺全体の利⽤し
やすさの向上

 駅前へのアクセス性の向上と安全性を備えた駅周辺の交通網や交通ルール、交通分担の検討
駅周辺の交通導線の円滑化に向け
た⽅向性の明確化

北⼝を中⼼とした円滑に安全に
通⾏できる交通環境の形成

駅周辺全体の円滑に安全に通⾏で
きる交通環境の形成

 普段使いから地域イベントまで幅広い世代の⼈が利⽤でき、交流だけでなく様々な⽤途で利
⽤できる空間づくり

フレキシブル空間の場所・利⽤内
容の明確化と⽀援制度の構築

空き店舗や北⼝の公共空間等を活
⽤したフレキシブル空間の創出

⺠間施設・公共施設を活⽤した多
様なフレキシブル空間の拡充とそ
の活⽤による交流⼈⼝の拡⼤

 瑞穂市及び圏域の地域情報を発信し、利⽤を促進する仕組みづくり
地域主体による地域情報発信の試
⾏と⽀援制度やシステム等の構築

地域と⾏政の連携による
地域情報発信の推進

商店街のリニューアル等を機に新
たなニーズを想定した地域情報発
信の拡⼤

（３）基本⽅針①における短期・中期・⻑期で取り組むべき事項の整理
３．ロードマップの全体像について １３



（３）基本⽅針①における分野ごとで短期・中期・⻑期で取り組むべき事業内容
３．ロードマップの全体像について １４

【基本⽅針①】
駅への交通利便性の向上、駅周辺の交通環境の改善、地域の魅⼒づくりによる、みんなを

「つなぐ」環境づくり
分野 対応する⽅針内容 事業内容

交流

◎瑞穂市及び圏域の地域情報を発信し、
利⽤を促進する仕組みづくり

◎普段使いから地域イベントまで幅広
い世代の⼈が利⽤でき、交流だけで
なく様々な⽤途で利⽤できる空間づ
くり

瑞穂市及び圏域の魅⼒の情報発信⽅法及び場所の検討
【短期】(すぐできる取組み)
今ある⾃然資源や圏域の地域資
源等の魅⼒の情報発信⽅法や内
容について検討を⾏う

【中期】
情報発信の内容・場所等の
充実と情報発信を⾏う場所
の設置検討

【⻑期】
事業の推進にあわせた情報
発信の内容・場所等の充実
と情報発信所の設置

居住・
住環境

◎普段使いから地域イベントまで幅広
い世代の⼈が利⽤でき、交流だけで
なく様々な⽤途で利⽤できる空間づ
くり

フレキシブルゾーンの整備及び有効活⽤の検討
【短期】(すぐできる取組み)
まず市有駐⾞場等、今利⽤可能
な公共空間の有効活⽤について
の検討・実践

【中期】
北⼝フレキシブルゾーンで
の有効活⽤についての検
討・実践

【⻑期】
南北両⽅にあるフレキシブ
ルゾーンでの有効活⽤につ
いての検討・実践

駅周辺
機能・
賑わい

◎普段使いから地域イベントまで幅広
い世代の⼈が利⽤でき、交流だけで
なく様々な⽤途で利⽤できる空間づ
くり

◎瑞穂市及び圏域の地域情報を発信し、
利⽤を促進する仕組みづくり

駅周辺の複合的な施設整備の検討
【短期】(すぐできる取組み)
駅周辺に求められる施設の具体
的な機能・ボリューム等の検討

【中期】
施設に必要となるインフラ
整備と⺠間活⼒を想定した
⽀援策・誘致⽅針等の検討

【⻑期】
各インフラ整備と併せた施
設整備と連携による利便
性・魅⼒の向上

交通

◎誰もが使いやすい安⼼安全に寄与す
る駅への改善や駅前広場機能の改善、
広域な公共交通を考慮した交通⼿段
の選択制の向上

◎駅前へのアクセス性の向上と安全性
を備えた駅周辺の交通網や交通ルー
ル、交通分担の検討

アクセス道路・駅前広場の改善による交通環境及びバス等
の移動⼿段の選択性の向上の検討

【短期】(すぐできる取組み)
道路規制による利⽤環境の改善
や駅前広場の混雑改善のための
ルール検討、社会実験等の実施
検討

【中期】
北⼝周辺整備及び駅周辺の
アクセス道路改善の検討・
整備や公共交通の利⽤向上
のための検討

【⻑期】
南⼝周辺整備及び駅周辺の
複合的施設等との連携を踏
まえた駅周辺の交通環境の
検討・改善
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１５

駅周辺へのアクセス状況
独⾃
指標１
独⾃
指標１

同時に確認する指標
【地⽅創⽣加速化交付⾦ 指標】

ポイント
駅前広場等の駅周
辺の基盤を改善す
ることで、交通の
円滑化を図り利⽤
者の増加・満⾜度
の向上を⽬指す

⺠間・公共問わず
利⽤者のニーズに
合わせて⾃由に使
える空間を⽣み出
すことで穂積駅⾃
体の利⽤者の増加

の⽬指す

瑞穂市の認知度と
関⼼を⾼め利⽤者
の増加を⽬指す

基本目標④瑞穂市の魅力で「交流・にぎわい」を生み出す
交流人口（観光・交流入込客数）
地域ブランド創出件数
瑞穂市の魅力度
サイトアクセス数

基本目標③瑞穂市に安心して住み続けられる「まち」をつくる
住みやすさの評価・居住意向
コミュニティバス利用者数

基基

基基

KK

KK

基本目標②瑞穂市の特性を活かした「しごと」をつくる
新瑞穂ブランド開発数KK

基基

【まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 指標】
穂積駅乗降者数

【指標の検証⽅法（案）】
今年度取ったアンケート調査と同様の質問項⽬「駅前広場
へ送迎する時の道路・アクセス状況の４段階での満⾜度」
についてステップごとにアンケート調査を実施
≪現状≫ 25.1％ (属性平均)（満⾜・やや満⾜の合計）

駅周辺の自動車・歩行者交通量独⾃
指標２
独⾃
指標２

【指標の検証⽅法（案）】
駅南北における交通量調査と歩⾏者交通量調査をステップ
ごとに実施（基となるデータについて調査箇所の確定も含
め次年度実施予定）
≪現状≫ 次年度把握予定

（３）基本⽅針①における独⾃指標の設定
３．ロードマップの全体像について



【基本⽅針②】
⽇常⽣活が豊かだと感じ、住み続けたいという思いが「つむぐ」場所づくり

１６

短期の⽬標 中期の⽬標 ⻑期の⽬標
 若い世代が住みたいと思う多様な⽀援・居住形態の選択制の向上
⼦育て・居住⽀援制度等の構築と
ＰＲ戦略による若い世代の定住希
望者の拡⼤

複合施設整備等の⼦育て⽀援機能
の強化等による若い世代の定住者
の増加

商業等の駅前機能の充実による
若い世代に選ばれるまちへの成⻑

 若い世代にとって穂積駅周辺に住むことがステイタスになる充実した住環境の向上
⼦育て・居住⽀援制度等の構築に
より若い世代から選ばれる住環境
づくり

北⼝や複合施設整備等の⼦育て⽀
援機能の強化等による⾒える化を
図った住環境の改善とイメージ
アップ

駅周辺の基盤整備や商業等の駅前
機能の充実による若い世代から選
ばれる住環境を持つまちの実現

 商店街の活性化と魅⼒的な店舗の連携によるみんなで⽀える駅周辺の賑わいづくり
空き店舗等の活⽤による駅前商業
の再編に向けた実験的取り組みの
実施

瑞穂賑わいモデルの確⽴や⽀援策
の充実等による駅周辺に求められ
るニーズに合った店舗の誘導促進

ハード整備を含めた商店街の本格
的なリニューアルによる駅周辺の
買い物客の増加

 住⺠の住⺠による住⺠⾃治の実現
ワイワイ会議を契機にした新たな
地域活動の試⾏

主体的な地域活動の経験蓄積と新
たな⼈材も含めた体制の充実

地域の主体性の⾼い住⺠⾃治の実
現

（４）基本⽅針②における短期・中期・⻑期で取り組むべき事項の整理
３．ロードマップの全体像について



（４）基本⽅針②における分野ごとで短期・中期・⻑期で取り組むべき事業内容
３．ロードマップの全体像について １７

【基本⽅針②】
⽇常⽣活が豊かだと感じ、住み続けたいという思いが「つむぐ」場所づくり

分野 対応する⽅針内容 事業内容

交流

◎住⺠の住⺠による住⺠⾃治の実現

◎商店街の活性化と魅⼒的な店舗の連携
によるみんなで⽀える駅周辺の賑わい
づくり

地域や新たな居住者が主体となった駅周辺を含めた住環境
向上と地域活動の活性化促進

【短期】(すぐできる取組み)
駅前を含め地域をどうにかしよ
うという意識を醸成するための
取組・活動の検討

【中期】
駅前に加え、周辺⾃治会や
瑞穂市内の他のエリアとの
連携を図った活動の拡充

【⻑期】
圏域の市町や新たな居住者
との連携を図った活動の拡
充

居住・
住環境

◎若い世代が住みたいと思う多様な
⽀援・居住形態の選択制の向上

◎若い世代にとって穂積駅周辺に住むこ
とがステイタスになる充実した住環境
の向上

多世代へ向けた⼦育て・居住・社会福祉等⽀援
【短期】(すぐできる取組み)
電⾞通勤する⼈等の幼稚園等の
送迎にかかる負担軽減等、他の
地域から選ばれるための⼦育て
⽀援⽅策や⾼齢者への⽀援策の
導⼊の検討

【中期】
⽀援策等の情報発信による
転⼊促進と⾼齢者に向けた
⽀援も含む等の受け⽫とな
る居住⾃体の整備と⽀援策
の検討・運⽤

【⻑期】
居住⽀援策の継続的運⽤と
新たなニーズの発掘、⽀援
策の検討・構築

駅周辺
機能・
賑わい

◎商店街の活性化と魅⼒的な店舗の連携
によるみんなで⽀える駅周辺の賑わい
づくり

◎若い世代にとって穂積駅周辺に住むこ
とがステイタスになる充実した住環境
の向上

空き店舗活⽤等による商店街リニューアルの推進
【短期】(すぐできる取組み)
野菜販売所の設置や加⼯品等の
販売による駅前での商業ニーズ
の把握と空き店舗等の活⽤のた
めの店舗確保

【中期】
商店街利⽤⽅針の検討、優
遇措置等の⽀援策の導⼊、
所有者への新たな⼟地活⽤
の意識啓発の実施

【⻑期】
商店街のリニューアルに向
けた施設・店舗等の誘導

交通

◎若い世代にとって穂積駅周辺に住むこ
とがステイタスになる充実した住環境
の向上

多様な交通⼿段利便性等の向上
【短期】(すぐできる取組み)
街路灯の新設や⽔路・駐⾞場等
におけるライトの設置の検討に
よる“明るさ”の向上

【中期】
居住者や来街者等誰もが利
⽤しやすいカーシェア、レ
ンタサイクル等の多様な交
通⼿段の拡充

【⻑期】
複合的な施設整備に併せた
多様なモビリティ機能の充
実による誰もが使いやすい
交通環境の形成
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１８

居住人口の増減の伸び率の状況
独⾃
指標１
独⾃
指標１

駅周辺の店舗利用状況
独⾃
指標２
独⾃
指標２

【指標の検証⽅法（案）】
今年度取ったアンケート調査と同様の質問項⽬「現在、駅
周辺の店舗を利⽤していますか」についてステップごとに
アンケート調査を実施
≪現状≫ 24.8％ (属性平均)（利⽤している・したい）

【指標の検証⽅法（案）】
５年ごとに⾏われている国勢調査データ（H22とH27）を活
⽤し、瑞穂市内の居住⼈⼝について集計を⾏い、⼈⼝の伸
び率について把握する
≪現状≫ 3.9％ (17年〜22年(参考))

⼦育て・居住⽀援の
充実や若者の⽣活・
活動が感じられる駅
周辺の活⼒醸成によ
る若者や転⼊者に選
ばれるまちを⽬指す

商店主、若者、地域
住⺠等の協⼒による
店舗創出や施設整備
等による買い物客の
増加と商店街活性化

を⽬指す

ワイワイ会議を契機
として地域活動に商
⼯会等の若者の参画
を促し、地域・商店
街活性化を⽬指す

ポイント

基本目標②瑞穂市の特性を活かした「しごと」をつくる
新規出店数
ＮＰＯ設立運営支援数KK

基本目標③瑞穂市に安心して住み続けられる「まち」をつくる
住みやすさの評価・居住意向
空家活用件数

基基

KK

KK

同時に確認する指標
【地⽅創⽣加速化交付⾦ 指標】

【まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 指標】

新規出店者数
空家活用件数

（４）基本⽅針②における独⾃指標の設定
３．ロードマップの全体像について



【基本⽅針③】
誇りに思え、安全・安⼼で魅⼒ある駅周辺を⽬指し、みんなの⼼を「むすぶ」まちづくり

１９

短期の⽬標 中期の⽬標 ⻑期の⽬標
 居住者・来街者・駅利⽤者等⼈と⼈とがつながることができ、瑞穂市の魅⼒を発信出来るイ
ベント等の実施と周知⽅法の検討

ワイワイ会議等を中⼼に主体的な
イベント等の企画・試験的運⽤

地域活動と連携を拡⼤し、イベン
ト等の拡充を図る

エリアマネジメント組織と連携し、
イベント等の更なる拡充を図る

 市内の各種窓⼝機能や圏域の⾏政サービスのサテライト機能の検討
⺠間施設及び⾏政窓⼝についての
サテライト機能設置に向けたシス
テムや設置場所等の検討

⺠間施設及び⾏政窓⼝についての
サテライト機能設置による圏域の
結節点としての役割の強化

新たなニーズに対応する圏域の結
節点としての更なる機能の充実

 ⾃然環境を活かした散策路や桜やアジサイ等の瑞穂市らしさを感じることができる⾵景づく
りの検討

駅を起点にした散策路の検討等に
よる瑞穂市らしい⾵景づくりに向
けた取組みの検討

散策路の設定や周知等による活⽤
の促進と北⼝整備と併せた⾵景づ
くりの実施

楽しく安⼼して過ごせる⾃然環境
の充実した住環境の構築

 多様な⼈材が主体となったエリアマネジメントを⾏う組織づくり
多様な参加者による⺠間活動団体
の成⽴

エリアマネジメント組織の成⽴と
常駐⼈材の確保

地域を巻き込んだ活動の展開と継
続的な⼈材の確保

（５）基本⽅針③における短期・中期・⻑期で取り組むべき事項の整理
３．ロードマップの全体像について



（５）基本⽅針③における分野ごとで短期・中期・⻑期で取り組むべき事業内容
３．ロードマップの全体像について ２０

【基本⽅針③】
誇りに思え、安全・安⼼で魅⼒ある駅周辺を⽬指し、みんなの⼼を「むすぶ」まちづくり

分野 対応する⽅針内容 事業内容

交流

◎多様な⼈材が主体となった
エリアマネジメントを⾏う組織づくり

◎市内の各種窓⼝機能や圏域の⾏政
サービスのサテライト機能の検討

⼈材の発掘と育成、組織の成⽴と⾃発的発展
【短期】(すぐできる取組み)
地域・朝⽇⼤学・商⼯会の若⼿
等拠点化構想を推進していくた
めのまちづくり⼈材の発掘・育
成と地域活動の醸成

【中期】
⼈材の育成・発掘による
エリアマネジメント組織
の成⽴

【⻑期】
周辺の⼟地活⽤に向けた地
権者との合意形成の促進
⾃⽴したエリアマネジメン
ト活動の展開

居住・
住環境

◎市内の各種窓⼝機能や圏域の⾏政
サービスのサテライト機能の検討

公共・⺠間施設のサテライト機能の設置による住環境の
向上

【短期】(すぐできる取組み)
⺠間施設及び⾏政窓⼝について
のサテライト機能設置に向けた
システムや設置場所等の検討

【中期】
⺠間施設及び⾏政窓⼝に
ついてのサテライト機能
設置による圏域の結節点
としての役割強化の検討

【⻑期】
新たなニーズに対応する圏
域の結節点としての更なる
機能の充実

駅周辺
機能・
賑わい

◎居住者・来街者・駅利⽤者等⼈と⼈と
がつながることができ、瑞穂市の魅⼒
を発信出来るイベント等の実施と周知
⽅法の検討

◎市内の各種窓⼝機能や圏域の⾏政
サービスのサテライト機能の検討

魅⼒的な空間・店舗の連携づくり
【短期】(すぐできる取組み)
今ある穂積駅を起点とした魅⼒
的な店舗・空間の認知向上に向
けたマップ・利⽤促進策の検討

【中期】
空き店舗活⽤との連携に
よる新たな店舗の進出促
進と優遇措置等の⽀援策
の導⼊検討

【⻑期】
商店街のリニューアルと併
せた双⽅利⽤の向上に向け
た連携強化

交通

◎⾃然環境を活かした散策路や桜やアジ
サイ等の瑞穂市らしさを感じることが
できる⾵景づくりの検討

歩⾏者等の安全安⼼な環境づくり
【短期】(すぐできる取組み)
街路灯の新設や⽔路・駐⾞場等
におけるライトの設置による“明
るさ”の向上の検討

【中期】
北⼝の道路整備等にあわ
せた歩⾏空間の利便性・
安全性の向上

【⻑期】
南⼝の道路整備等にあわせ
た駅南北の円滑な歩⾏空間
の利便性向上
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２１（ビジョン

駅周辺の安全性・防犯性の状況
独⾃
指標２
独⾃
指標２

【指標の検証⽅法（案）】
今年度取ったアンケート調査と同様の質問項⽬「駅周辺の
街灯や防犯灯の整備状況の４段階での満⾜度」をステップ
ごとにアンケート調査を実施
≪現状≫ 45.6％ (属性平均)（満⾜・やや満⾜の合計）

同時に確認する指標
【地⽅創⽣加速化交付⾦ 指標】

【まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 指標】

多様な⼈々が瑞穂市の
情報に触れられる機会
を増やすことで瑞穂市
への来訪者、交流⼈⼝

の拡⼤を⽬指す

市の地域特性を活かし交
流⼈⼝を増やしつつ、⼀
⽅で居住者・来街者の安

全性の向上を⽬指す

⾃らの地域は⾃らでつ
くるという意識の定着
と⾃治会等との継続的
な活動による防犯性の

向上を⽬指す

⽇中に利⽤できる機能
等の設置を図り、圏域
からの利⽤・交流⼈⼝

の拡⼤を⽬指す

ポイント

基本目標④瑞穂市の魅力で「交流・にぎわい」を生み出す
交流人口（観光・交流入込客数）
地域ブランド創出件数
瑞穂市の魅力度
サイトアクセス数

基本目標②瑞穂市の特性を活かした「しごと」をつくる
新規出店数
ＮＰＯ設立運営支援数

KK

基本目標③瑞穂市に安心して住み続けられる「まち」をつくる
住みやすさの評価・居住意向基基

KK

KK

基基
KK

基基

穂積駅乗降者数

駅利用・通過・交流人数（平日）
独⾃
指標１
独⾃
指標１

【指標の検証⽅法（案）】
今年度取った平⽇の「駅乗降客数＋駅構内通⾏者」につい
てステップごとに調査実施（場合によっては休⽇の利⽤者
数の把握も追加）
≪現状≫ 16,227⼈（平⽇：始発〜終発）

（５）各基本⽅針③における独⾃指標の設定
３．ロードマップの全体像について



（６）共通事項における分野ごとで短期・中期・⻑期で取り組むべき事業内容
３．ロードマップの全体像について ２２

【共通事項】
事業内容

つ・つ・む場所をつくるための協⼒体制や情報発信の継続
【短期】(すぐできる取組み)
⼈を呼び込むため⽀援制度や交流⼈
⼝を増やすための取組み等“すぐで
きる取組み”や拠点化構想⾃体の認
知の向上に向けた各種PR⽅法の検
討を⾏う

【中期】
ソフト⾯での情報発信に加え、ハー
ド⾯での整備状況等の発信による“⾒
える化“の促進のための情報発信⽅法
の検討・実施

【⻑期】
案内・情報発信拠点・システムの運
⽤による穂積駅及び瑞穂市、圏域全
体の魅⼒・認知度の向上

まちづくりに向けたストーリーづくりの検討
【短期】(すぐできる取組み)
アクセス道路やインフラ、施設整備
等拠点化構想推進に向けた調査費、
建設費等の“補助”を得るための各計
画の検討

【中期】
ハード整備時期を⾒据えた継続的な
調査等の実施とハード整備に向けた
インフラ整備の検討・実施のための
交付⾦申請の継続

【⻑期】
継続的な調査・整備を実施していく
ための交付⾦申請の継続

庁内プロジェクトチームの検討
【短期】(すぐできる取組み)
拠点化構想の庁内窓⼝を明確化し、
円滑な体制で進められるよう、横断
的な調整の取れる庁内チームの検討

【中期】
拠点化構想の庁内窓⼝を明確化し、
円滑な体制で進められるよう、横断
的な調整の取れる庁内チームの継
続・強化

【⻑期】
拠点化構想の庁内窓⼝を明確化し、
円滑な体制で進められるよう、横断
的な調整の取れる庁内チームの継
続・強化



（７）４つの分野毎の取組み内容まとめ
３．ロードマップの全体像について ２３

【交流】を促す事業内容

◎瑞穂市及び圏域の魅⼒の情報発信
⽅法及び場所の検討

◎地域や新たな居住者が主体となっ
た駅周辺を含めた住環境向上や地
域活動の活性化促進

◎⼈材の発掘と育成、組織の成⽴と
⾃発的発展

【居住・住環境】を向上する事業内容

◎フレキシブルゾーンの整備及び
有効活⽤の検討

◎多世代へ向けた⼦育て・居住・
社会福祉等⽀援

◎公共・⺠間施設のサテライト機能
の設置による住環境の向上

【駅周辺機能・賑わい】を
強化する事業内容

◎駅周辺の複合的な施設整備の検討
◎空き店舗活⽤等による商店街

リニューアルの推進
◎魅⼒的な空間・店舗の連携づくり

【交通】を改善する
事業内容

◎アクセス道路・駅前広場の改善に
よる交通環境及びバス等の移動⼿
段の選択性の向上の検討

◎歩⾏者等の安全安⼼な環境づくり
◎多様な交通⼿段利便性等の向上

みんなの心を
つ・つ・む
場所の実現へ



（８）ロードマップの全体像の考え⽅①
３．ロードマップの全体像について ２４

全体像



（８）ロードマップの全体像の考え⽅②
３．ロードマップの全体像について ２５

交流

• “まず出来る取組み”の検討
• 地域が主体となったイベント・

地域活動の実施
• ⼈材の発掘と育成、組織づくり
• 瑞穂市及び圏域の魅⼒の情報発

信⽅法及び場所の検討



（８）ロードマップの全体像の考え⽅③
３．ロードマップの全体像について ２６

居住・住環境

• フレキシブルゾーンの活⽤
• ⼦育て・居住・社会福祉等⽀援
• 新たな居住者のための空家活⽤
• 防犯・防災対策
• 公共・⺠間施設のサテライト機能の

設置検討



（８）ロードマップの全体像の考え⽅④
３．ロードマップの全体像について ２７

駅周辺機能・にぎわい

• 複合的な施設整備
• 商店街リニューアルの推進
• 瑞穂ブランド形成
• 駅周辺・瑞穂市の魅⼒づくり



（８）ロードマップの全体像の考え⽅⑤
３．ロードマップの全体像について ２８

交通

• 道路・交通環境の改善・整備
• 公共交通の改善
• 駅前広場、駅機能の改善・整備
• 交通ルール・サインの改善・充

実の推進
• 歩⾏者等の安全・安⼼な環境づ

くり



（８）ロードマップの全体像の考え⽅⑥
３．ロードマップの全体像について ２９

共通

• 庁内プロジェクトチームの発⾜
• 誘導機能の検討と交付⾦申請の

ための計画策定
• ⼈を呼び込むための各種情報発

信の充実



３０

☑ 街灯設置場所についてＷＳによる検討（⾃治会との連携）
☑「空き店舗活⽤や魅⼒的な店舗の充実」を図るための“すぐできる取組み”

➡農産物販売所からの展開（夜市参加者や地元農家との連携） 等
【取組みイメージ】

 ワイワイ会議の「構想実現」の取り組みの⼀
環としてメンバーが主体的に企画・実施

 内容に応じて⾏政や地域組織等と連携を図る

すぐできる取組み（例）

すぐできる取組み（９）ロードマップの分野ごとの考え⽅
３．ロードマップの全体像について

実施時期 場所 販売方法等 人材(大学・地域等)
【1～2年】

夜市の結果等から早い

段階でのスタート

すぐ利用が可能な公共

の場所での実施。販売

頻度は販売量を考慮し

て検討

夜市での販売等の人脈

から安定的な販売量の

確保を目指す

・加工品の商品発売に

向けた検討スタート

・若い世代の商工会の

集まり実施

ステップ

＜ステップ１＞
野菜販売所

【2年～】

野菜販売所の安定的な売

上と販売量の確保、アン

ケート等による加工品の

ニーズの目途が立った時

点でのスタート

ステップ１の野菜の販売

と同一場所で時間帯を替

えて販売等、 小限の場

所で実施

野菜の販売と並行して購

買者のニーズに合った時

間帯や商品のニーズを把

握したうえで販売を目指

す

・大学によるアクティブ

ラーニング等での加工品

の作成・販売のサポート

・販売等ができる地域の

「場所」の交渉等の開始

＜ステップ２＞
加⼯品販売

野菜の販売・加工品の需

要が見込まれ、地域や大

学生の人材の確保、地域

での「場所」の確保等複

合的に条件が整った時点

でスタート

地域での意識の醸成に

よって空き店舗等を貸し

ても良いという意識が出

てきた中で「場所」を確

保

継続的な経営に向けて、

安定的な営業を目指すこ

とが可能な食材の供給量

の確保と人材の確保

・大学によるアクティブ

ラーニング等での継続的

な人材の確保

＜ステップ３＞
レストラン運営


