
都市再生整備計画（第3回変更）
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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 420 ha

平成 28 年度　～ 平成 30 年度 平成 28 年度　～ 平成 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

％ 平成28年度
平成30年度

人/日 平成28年度
平成30年度

都道府県名 岐阜県 羽島市 羽島市中心市街地地区

計画期間 交付期間 30

憩いの場となる公園を整備することで、快適な居住環境を提供する。 585人/日 643人/日

災害に強く快適で心安らぐまちづくりを目指して

・本地区は、岐阜県の玄関口である東海道新幹線岐阜羽島駅を中心に位置し、市役所、文化センター、図書館などの公共施設があり、中心市街地として発展してきた地区である。
・本地区をエリアに含む、平成23年度から平成27年度の羽島市中心市街地地区整備計画では、社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）を活用し、駅北本郷土地区画整理事業をはじめ、公共施設の耐震化、備蓄倉庫の整備、防災訓練等基
盤整備と防災に関する整備を進めてきた。
・昨今の異常気象や自然災害など大きな災害に対する対策はまだまだ不十分であり、遅れている都市基盤整備の推進や災害時における活動準備を行う必要がある。

・災害に強いまちづくりのために都市基盤整備を進めている、駅北本郷土地区画整理事業地内においては、道路、公園、調整池の整備が遅れている。また、事業地内主要幹線である（都）平方大浦線から緊急輸送道路である（主）大垣一宮線へのアク
セスのため交差点改良が必要である。
・地区南部において計画されている羽島市平方第二土地区画整理事業による宅地化に合わせて、水害対策として羽島市公共下水道計画に基づく排水路整備が必要である。
・地域住民の憩いの場として、また羽島市地域防災計画で指定緊急避難場所となっている「市民の森羽島公園」において、平常時及び災害時にも使用できる休憩施設の整備が必要である。
・地域住民における災害活動の支援として、食料や資機材を保管し、災害時の迅速な避難所運営活動を図ることができる換気設備及び照明備え付け防災備蓄倉庫の整備が必要である。
・駅駐輪場に自転車が乱雑に置かれている状況を改善し、地域住民が快適に利用できるよう、駅駐輪場に駐輪用施設の整備が必要である。

「羽島市第六次総合計画（前期）」
～人とまちを共に育み、安心して暮らせる羽島市～
・次代を担う心豊かな人を育むまちづくり
　次代を担う子どもたちが、羽島市らしさを感じながら豊かな心を身に付け、健やかに成長することができるよう、家庭、地域、学校及び企業等が一体となって子どもを育むまちをめざす。
・活力とにぎわいのあるまちづくり
　我が国の主要都市を結ぶ国土軸である広域交通網を有する立地特性と豊かな自然環境を活かし、経済活動の活性化を図るとともに、多様な交流の促進によるにぎわいのあるまちをめざす。
・安心して快適に暮らせるまちづくり
　地震や風水害などの自然災害への備えや交通安全、防犯などの安全対策に努め、安全・安心なまちづくりを進めるとともに、だれもが元気に、それぞれの暮らしやニーズに合った快適な生活を実現できるまちをめざす。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

48% 55%

市民の森羽島公園の1日あたりの利用者数 市民の森羽島公園の1日あたりの利用者数

駅北本郷地区の宅地化率 駅北本郷地区の公共用地以外の土地面積に占める宅地面積の割合
防災機能を持った公園、幹線道路へアクセスする道路及び調整池の整備により、駅北
本郷地区を中心に人口を集中し、災害に強いコンパクトシティの形成を図る。



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
【安心して暮らせる都市基盤施設及び防災施設の整備】
・災害に強い安全性の高いまちづくりのため、駅北本郷土地区画整理事業地内の道路、公園（3号街区公園）及び調整池の整備を実施する。公園（3
号街区公園）については、災害時に防災拠点となる公園として、緊急車両の入ることができる通路や防災トイレ（バリアフリー対応）の整備等を実施す
る。
・水害に強い安心して暮らせるまちづくりのため、羽島市平方第二土地区画整理事業の宅地化に合わせて、羽島市公共下水道計画に基づく排水路の
整備を実施する。
・災害時に安心できるまちづくりのため、羽島市役所庁舎及び羽島高等学校において、換気設備及び照明備え付け防災備蓄倉庫の整備を実施すると
ともに、指定緊急避難場所である「市民の森羽島公園」において、災害時に使用できる休憩施設の整備を実施する。

■基幹事業
・道路　大垣一宮線交差点改良
・道路　駅北本郷8-7号区画道路
・道路　駅北本郷8-9号区画道路
・公園　駅北本郷３号街区公園
・公園　市民の森羽島公園休憩施設設置事業
・地域生活基盤施設（地域防災施設）　駅北本郷2号調整池
・地域生活基盤施設（地域防災施設）　平方排水路整備
・地域生活基盤施設（地域防災施設）　防災備蓄倉庫整備事業

□提案事業
－

【快適に暮らせるまちづくり】
・地域住民の利便性・快適性向上のため、駅北本郷土地区画整理事業地内において新たな公園の整備を実施するとともに、「市民の森羽島公園」に
おいて休憩施設の整備を実施する。
・安心して快適に暮らせるまちづくりのため、夜間の防犯や通行利便の向上を目的とする防犯灯の設置費用に対し一部を補助する。
・少子高齢化に伴う交通弱者の増加対策等、利便性の高い公共交通網の整備に向けた運行ルートの見直しのため、コミュニティバスの運行を試行す
る。
・通勤・通学・来訪者などの自転車利用者及び歩行者の安全性、利便性を向上し、より快適に利用できるよう、駅駐輪場駐輪用施設を設置する。

■基幹事業
・公園　駅北本郷３号街区公園
・公園　市民の森羽島公園休憩施設設置事業
・地域生活基盤施設（自転車駐車場）　駅駐輪場駐輪用施設設置事業

□提案事業
・地域創造支援事業　防犯灯設置工事費補助事業

（関連事業）
・コミュニティバス試行運行事業



交付対象事業等一覧表

（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 羽島市 直 L=1,300m 平成２８年度 平成２８年度 平成２８年度 平成２８年度 17.4 17.4 17.4 17.4 －

道路 羽島市 直 L＝80m 平成２８年度 平成２８年度 平成２８年度 平成２８年度 27.0 27.0 27.0 27.0 －

道路 羽島市 直 L＝120m 平成２８年度 平成２９年度 平成２８年度 平成２９年度 11.8 11.8 11.8 11.8 －

公園 羽島市 直 A=3,315㎡ 平成２９年度 平成３０年度 平成２９年度 平成３０年度 52.0 52.0 52.0 52.0 －

公園 羽島市 直 1箇所 平成３０年度 平成３０年度 平成３０年度 平成３０年度 4.0 4.0 4.0 4.0 －

地域生活基盤施設（自転車駐車場） 羽島市 直 2箇所 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 6.4 6.4 6.4 6.4 －

地域生活基盤施設（地域防災施設） 羽島市 直 2基 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 平成２９年度 7.2 7.2 7.2 7.2 －

地域生活基盤施設（地域防災施設） 羽島市 直 1箇所 平成２８年度 平成２９年度 平成２８年度 平成２９年度 65.0 65.0 65.0 65.0 －

地域生活基盤施設（地域防災施設）
羽島市平方第二
土地区画整理組合

間 L=180m 平成２９年度 平成３０年度 平成２９年度 平成３０年度 60.0 60.0 60.0 40.0 －

合計 250.8 250.8 250.8 0 230.8 …A
提案事業

（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

防犯灯設置工事費補助事業 羽島市 直 箇所 平成２８年度 平成３０年度 平成２８年度 平成３０年度 5.2 5.2 5.2 5.2

合計 5.2 5.2 5.2 0.0 5.2 …B
236.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
羽島市 国土交通省 ○ 平成２８年度 平成２８年度 18.5

合計 18.5

0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 236.0 交付限度額 94.4 国費率

市民の森羽島公園休憩施設設置事業

駅駐輪場駐輪用施設設置事業

防災備蓄倉庫整備事業

駅北本郷2号調整池

平方排水路整備

交付期間内事業期間
細項目

大垣一宮線交差点改良

駅北本郷8-7号区画道路

駅北本郷8-9号区画道路

駅北本郷3号街区公園

事業 事業箇所名
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業主体 直／間 規模

事業活用調
査

地域創造
支援事業

計画エリア全域

まちづくり活
動推進事業

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

コミュニティバス試行運行事業 市内全域

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模



都市再生整備計画の区域

羽島市中心市街地地区（岐阜県羽島市） 面積 420 ha 区域
竹鼻町の一部 竹鼻町錦町,西野町の全部及び狐穴,丸の内の各一部 堀津町横手の全部
福寿町浅平,千代田,平方,本郷の全部 舟橋町の一部 舟橋町出須賀の全部及び本町,宮北の一部
江吉良町の一部
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羽島市中心市街地地区（420ha）


	00 1式（第3回変更）



