
都市再生整備計画
た か と み か し ょ う な ん ぶ ち く

高富IC（仮称）南部地区

ぎ ふ や ま が た

岐阜県　山県市

（第４回変更）

令和４年３月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 87 ha

平成 28 年度　～ 令和 2 年度 令和 28 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 26年度 3年度

円 26年度 3年度

人 26年度 3年度

都道府県名 岐阜県 山県市 高富IC（仮称）南部地区

計画期間 交付期間 2

地域間の公共交通機関を利用したネットワーク型コンパクトシティの拠点づくりを目指して
目標1：市内の各地域に広がる公共交通の結節点を整備し、交通ネットワークを確立することで、中心市街地の施設を広域の住民が利用する社会の形成を目指す。
目標2：災害に強く、安心して利用できる拠点づくりを目指す。
目標3：広域ネットワークの拠点としての特性を活かし、広域的な人々の交流を深める。

・飛鳥・奈良時代は山方郡であった本市域は、近世の廃藩置県や県制の流動期を経た後、昭和30年に現在の本市の骨格を形成する旧高富町、旧伊自良町、旧美山村が合併により誕生し、平成15年に旧3町村の合併により現在の山県市となっている。
・本市は岐阜県の中央部西寄り、岐阜市の北に位置する、人口約28,500人の町である。
・本地区は市の南端に位置し、市役所をはじめ様々な公共施設を有する、本市の中心的な役割を担う地区である。
・広域的な幹線道路である国道256号を有し、東海環状自動車道インターチェンジの建設が予定されている本地区は、地理的優位性を生かしたまちづくりによる一層の都市的発展に期待されている。他方で、隣接する岐阜市（特にJR岐阜駅）との交通渋
滞の緩和も必要となってきている。
・公共交通機関として岐阜バスが南北方向を中心に運行し、自主運行バスが東西方向に運行しているが、住民は自由度の高い自家用車を利用する傾向にある。
・市内唯一の公共交通機関であるバスの営業路線の撤退・縮小を防ぐための計画及び施策が実施されている。
・本地区の人口は微増傾向であり、若年人口の減少と高齢者人口の増加が進んでいる。
・自主運行バスを利用したことがない住民は7割を超えている。

・地区内外の公共交通の利便性を高めるバスターミナルを整備することにより、地区内への流入者の増加及び住民の公共交通機関の利用増加を目指す必要がある。他方で、国道256号の交通渋滞を回避するため、パークアンドライドを実現させる必要
がある。
・市内の各地域を公共交通で結節させることにより、拠点エリアにおける病院・図書館等の施設の利用対象範囲が拡大し、交通網による都市のコンパクト化を図る必要がある。

「第２次山県市総合計画」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・豊かな自然と活力ある都市が調和した　安心で快適な住みよいまちづくり
「山県市都市計画マスタープラン」
・豊かな自然と活力ある都市が調和した『安らかで快適な21世紀の住みよいまちづくり』
「山県市公共交通総合連携計画」
・みんなでつくり、守り、育てる生活交通

バス利用者数 自主運行バスの年間利用者数
公共交通機関の利便性増進及びネットワーク型コンパクトシティ実現の指
標となる。

183,357人 198,000人

バス利用者１人あたりの運行経費 自主運行路線利用者１人あたりの運行経費 自主運行バス運行路線を再編成する際の指標となる。 819円 770円

バス利用者１便あたりの乗車人数 自主運行路線利用者１便あたりの乗車人数 自主運行バス運行路線を再編成する際の指標となる。 5.8人 6.2人

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
・整備方針1(交通基盤整備)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・バスターミナルの道路を整備することで、公共交通機関の利便性向上を図る。
・無料駐車場を確保することにより、パークアンドライドの拠点とする。
・バスターミナルに併設する公共交通の電子案内板を整備し、交通に関する情報提供の円滑化を図る。
・バスターミナル内の歩道シェルターを整備し、歩行空間の高質化を図る。
・公共交通の利用方法や利便性について広く伝えることで、交通基盤整備の整備効果の向上を助長する。

■基幹事業
道路（山県ターミナル道路改良（１））
道路（山県ターミナル道路改良（２））
道路（山県ターミナル道路改良（３））
道路（山県ターミナル道路新設）
地域生活基盤事業（山県ターミナル整備）
地域生活基盤施設（電子案内板整備）
地域生活基盤施設（山県ターミナル駐車場整備）
高質空間形成施設（山県ターミナル歩道シェルター整備）
高質空間形成施設（山県ターミナルバリアフリー公衆トイレ整備）

・

・



様式３　目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路 山県市 直 L=210ｍ 28 2 168.5 168.5 168.5 －

道路 山県市 直 L=250ｍ 28 2 79.8 79.8 79.8 －

道路 山県市 直 L=160ｍ 30 2 83.0 83.0 83.0 －

道路 山県市 直 L=75ｍ 30 2 27.7 27.7 27.7 －

地域生活基盤施設（広場） 山県市 直 A=2,852㎡ 29 2 159.7 159.7 159.7 －

地域生活基盤施設（駐車場） 山県市 直 A=2,450㎡ 29 2 58.9 58.9 14.7 －

地域生活基盤施設（情報板） 山県市 直 2 2 0.5 0.5 0.5 －

高質空間形成施設（歩行者支援施設・障害者誘導施設） 山県市 直 L=70ｍ 2 2 21.9 21.9 21.9 －

高質空間形成施設（歩行者支援施設・障害者誘導施設） 山県市 直 A=56㎡ 29 2 34.0 34.0 34.0 －

合計 634.0 634.0 0 0 589.8 …A

提案事業（継続地区の場合のみ記載）

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 589.8
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

民間 △△㎡ ○ H26 H27

合計 0

交付対象事業費 589.8 交付限度額 235.9 国費率 0.4

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

山県ターミナル道路改良（１）

山県ターミナル道路改良（２）

山県ターミナル道路改良（３）

山県ターミナル道路新設

山県ターミナル整備

山県ターミナル駐車場

電子案内板整備

山県ターミナル歩道シェルター整備

山県ターミナルバリアフリー公衆トイレ整備

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（いずれかに○） 事業期間

老舗旅館○○館の再生事業 老舗旅館○○館

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

地域創造
支援事業

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費

統合したB／Cを記入してください



都市再生整備計画の区域

高富IC（仮称）南部地区（岐阜県山県市） 面積 87 ha 区域 東浦、校北、中央通、鴻ヶ池北、鴻ヶ池南、阿原、髙木北、伊東、町、持成

高富IC（仮称）南部地区

（87ha)


