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参－１ 関市立地適正化計画 策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

年 月　日 会議名等 主な内容

11月27日 第１回作業部会
・立地適正化計画の概要
・策定体制、スケジュール等の確認
・立地適正化に向けた課題の討議

12月 7日
分野別ワーキンググループ
作業部会会議

・都市拠点、住居及びコミュニティ拠点、交通の３分
野にてグループ討議

12月25日 第１回策定委員会
・立地適正化計画の概要
・策定体制、スケジュール等の確認
・立地適正化に向けた課題の討議

1月21日 第１回策定協議会
・立地適正化計画の概要
・策定体制、スケジュール等の説明
・関市の現状と課題の説明

1月27日 第２回作業部会
・立地の適正化に関する基本方針の討議
・将来都市像の討議

2月23日 第３回作業部会
・将来都市像、立地適正化方針の討議
・都市機能誘導区域の討議

 3月 7日 第２回策定委員会
・将来都市像、立地適正化方針の討議
・都市機能誘導区域の討議

3月17日 第２回策定協議会
・課題の抽出、設定
・将来都市像の協議

5月30日 第３回策定協議会
・将来都市像の協議
・誘導区域、誘導施策の協議

6月10日 第４回作業部会
・将来都市像の討議
・誘導区域、誘導施策の討議

6月29日 第４回策定協議会 ・将来都市像と誘導区域、施策の確認

 7月 7日 第５回作業部会 ・将来都市像と誘導区域、施策の確認

7月28日 第３回策定委員会 ・関市立地適正化計画計画概要の確認

8月29日 第５回策定協議会 ・関市立地適正化計画（素案）の確認

10月13日
10月16日

住民説明会 ・関市立地適正化計画（素案）概要の説明

11月 パブリックコメント
・関市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメ
ントの実施

12月～1月 素案についての広域調整
（岐阜県実施）
・都市計画区域マスタープラン等との整合確認
・広域調整の観点から隣接市町への意見照会

1月12日 第６回策定協議会
・住民説明会、パブリックコメント等の結果報告
・関市立地適正化計画（案）の確認

平
成
２
８
年
度

平
成
２
７
年
度

※各会議の構成メンバーについては「策定体制」（序-12）参照
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参－２ 関市立地適正化計画 策定協議会委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略）

区分 所属等 氏名 備考

岐阜大学
工学部教授

髙木　朗義 委員長

公益財団法人
豊田都市交通研究所主任研究員

福本　雅之

青木　一也 （平成27年度）

沖川　弘毅 （平成28年度）

関市自治会連合会
会長

遠藤　俊三

関商工会議所建設部会
部会長

各務　剛児 副委員長

関市社会福祉協議会
会長

澤井　基光

協同組合せき商連 藤井  市三

せき・まちづくりNPOぶうめらん
代表理事

北村　隆幸

岐阜乗合自動車㈱
取締役グループ管理部長

武藤　行儀

岐阜県建築士事務所協会 川上　勉

せき市保育会 京谷　美智子

田原保育園保護者会 水野　明子

関市PTA連合会
会長

富田　有香

一般公募 桜井　興平

一般公募 増井　紘昭

学識経験者(2) 

関係団体(10)

公募(2)

関係行政機関(1) 
岐阜県都市政策課
課長
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参－３ 生活サービス施設バックデータ 

  

・生活サービス施設（医療施設、高齢者福祉施設、スーパーマーケット）の施設名リストを以

下に整理する。 

 

（１）医療施設 

 

ID 名称
1 岐阜県厚生（農協連）中濃厚生病院
2 （医）香徳会関中央病院
3 ウェルネス高井クリニック
4 今峰クリニック
5 早川医院
6 桜台医院
7 藤井クリニック
8 真鍋内科
9 （医）秀洋会阿知波医院

10 大前医院おぜ診療所
11 小林内科
12 こがねだ診療所
13 川村医院
14 石木クリニック
15 長村医院
16 兼村こどもクリニック
17 遠藤内科
18 林医院
19 内科整形外科岩橋クリニック
20 藪下医院
21 乾医院
22 平岡医院
23 やまとう内科クリニック
24 大高クリニック
25 下條内科クリニック
26 島袋内科
27 セキアイクリニック
28 岡田医院
29 恵みクリニック
30 （医）すずらん会安田医院
31 臼井ハツラツクリニック
32 にしだ泌尿器科クリニック
33 さわやか内科クリニック
34 青山内科

図 医療施設分布（施設番号入り） 

資料：国土数値情報（国交省 HP）

における医療施設（病院、

診療所で内科または外科を

有する施設）を抽出 

（平成 26年） 

表 医療施設リスト 
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（２）高齢者福祉施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 高齢者福祉施設分布（施設番号入り） 
資料：「介護保険事業所マップ」（関市）

における、通所系、訪問系及び

小規模多機能施設を抽出 
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表 高齢者福祉施設リスト（1/2）  

ID 名称 住所 分類
1 関市中央第１地域包括支援センター 関市本町6-24 その他施設
2 ほほえみ介護相談センター本町 関市本町1-22 居宅介護支援施設
3 中濃厚生病院介護相談センター 関市若草通5-1 居宅介護支援施設
4 わかくさ介護ステーションせき 関市若草通2-1 居宅介護支援施設
4 わかくさ介護ステーション 関市若草通2-1 訪問介護施設
5 JAめぐみの介護サービス中濃営業所 関市若草通1-1 居宅介護支援施設
5 JAめぐみの介護サービス中濃営業所 関市若草通1-1 訪問介護施設
5 JAめぐみの介護サービス中濃営業所 関市若草通1-1 その他施設
5 JAめぐみの介護サービス中濃営業所 関市若草通1-1 その他施設
6 あさひケアステーション関 関市西本郷通3-8-20　コーポ田園202号室 訪問介護施設
7 （有）丹羽薬局居宅介護支援事業所 関市栄町1-3-1 居宅介護支援施設
8 アサヒサンクリーン在宅介護センター関 関市辻井戸町1-111　プルミエール101 訪問入浴
9 ふくの居宅介護支援事業所 関市中福野町5-22 居宅介護支援施設
9 ヘルパーステーションふくの 関市中福野町5-22 訪問介護施設
9 ウェルライフガーデン関福野 関市中福野町5-22 その他施設

10 居宅介護支援事業所関あかつき 関市山王通2-1-27 居宅介護支援施設
10 あかつきホームヘルパーサービス 関市山王通2-1-27 訪問介護施設
11 小規模多機能型居宅介護施設はなえみ 関市巾2-181 小規模多機能移設
11 グループホームはなえみ 関市巾2-180 その他施設
12 グループホームうらら関 関市倉知1726 その他施設
13 介護老人保健施設リバーサイド悠悠 関市倉知1712 その他施設
13 介護老人保健施設リバーサイド悠悠 関市倉知1712 その他施設
14 愛の家グループホーム関倉知 関市倉知2999-4 その他施設
15 訪問リハビリステーション美里 関市向山町1-4-12 訪問看護施設
15 デイサービス美里 関市向山町1-4-12 通所介護施設
16 支援センター美里 関市向山町3-6-6 居宅介護支援施設
16 リハビリステーション美里 関市向山町3-6-6 通所介護施設
17 訪問介護事業所和花 関市倉知148-1 訪問介護施設
17 すずらん 関市倉知148-1 その他施設
18 訪問介護事業所ケアライフ 関市清水町43　シティハイツ鵜飼A101号 訪問介護施設
19 関市中央第２地域包括支援センター 関市下有知5367-4 その他施設
19 ハートフル居宅介護支援事業所 関市下有知5367-4 居宅介護支援施設
19 ハートフルデイサービスセンター 関市下有知5367-4 通所介護施設
19 特別養護老人ホームハートフルショートステイ 関市下有知5367-4 その他施設
19 特別養護老人ホームハートフル 関市下有知5367-4 その他施設
19 グループホームハートフル 関市下有知5367-4 その他施設
20 優花デイサービス 関市下有知1656 通所介護施設
21 ライフケアあすか 関市下有知5217-1 訪問介護施設
21 あすかの里 関市下有知5217-1 その他施設
22 関の里一笑 関市下有知197-4 通所介護施設
23 介護老人保健施設福寿の里 関市下有知4706 その他施設
24 デイサービスセンター関あかつき 関市下有知4647 通所介護施設
25 デイサービスGYMsせき 関市伊勢町18-2 通所介護施設
26 にっけん介護関ケアセンター 関市宮地町5-6 訪問介護施設
27 アシスト関 関市天徳町2-2-43 その他施設
27 アシスト関 関市天徳町2-2-43 その他施設
28 サポートセンターるはーふ 関市鋳物師屋6-2-11 居宅介護支援施設
29 ラクアデイサービス関ひがし 関市平賀町1-39 通所介護施設
30 (有)中津屋介護センター 関市仲町14-8 居宅介護支援施設
30 (有)中津屋介護センター 関市仲町14-8 その他施設
30 (有)中津屋介護センター 関市仲町14-8 その他施設
31 グループホームせきの憩 関市塔ノ洞2601 その他施設
32 関市中央第３地域包括支援センター 関市下白金912-1 その他施設
32 居宅介護支援事業所あかつき 関市下白金912-1 居宅介護支援施設
32 ショートステイあかつき 関市下白金912-1 その他施設
32 特別養護老人ホームあかつき 関市下白金912-1 その他施設
32 特別養護老人ホームあかつき別館 関市下白金913-6 その他施設
32 特別養護老人ホームあかつき別館 関市下白金913-6 その他施設
32 養護老人ホームあかつき 関市下白金913-6 その他施設
32 デイサービスセンターあかつき 関市下白金915 通所介護施設
32 ケアハウスあかつき 関市下白金915 その他施設
33 介護保険相談センターこがねだ 関市上白金511 居宅介護支援施設
34 ラクアデイサービス関 関市小屋名1316-2 通所介護施設
35 フルサポート星ヶ丘 関市星ヶ丘24-1 訪問介護施設
35 ライフレジデンス星ヶ丘 関市星ヶ丘24-1 その他施設
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表 高齢者福祉施設リスト（2/2） 

ID 名称 住所 分類
36 あすか 関市小瀬1109-1 その他施設
37 小瀬の社あかね 関市小瀬1505-1 その他施設
38 ニチイケアセンター関池田 関市池田町26-2 居宅介護支援施設
38 ニチイケアセンター関池田 関市池田町26-2 訪問介護施設
38 ニチイケアセンター関池田 関市池田町26-2 通所介護施設
39 ケアセンターあすなろ 関市池尻913-3 訪問介護施設
39 デイサービスセンターあすなろ 関市池尻913-3 通所介護施設
39 安心アパートあすなろ荘 関市池尻913-3 その他施設
40 恵みケアセンター 関市大平台14-5 小規模多機能移設
40 恵みハウス 関市大平台14-5 その他施設
41 デイサービスせんじゅ 関市千疋1159-1 通所介護施設
42 関市中央第４地域包括支援センター 関市稲口845 その他施設
42 ほほえみ介護相談センター 関市稲口845 居宅介護支援施設
42 デイサービスセンターほほえみ 関市稲口845 通所介護施設
42 ほほえみ訪問介護事業所 関市稲口845 訪問介護施設
42 特別養護老人ホームほほえみ福寿の家 関市稲口845 その他施設
42 特別養護老人ホームほほえみ福寿の家 関市稲口845 その他施設
42 特別養護老人ホームほほえみ福寿の家 関市稲口845 その他施設
42 ケアハウス桜 関市稲口845 その他施設
42 グループホームほほえみごこち 関市稲口833-1 その他施設
43 介護老人保健施設花咲き庵 関市稲口776-1 その他施設
43 まなびやデイサービスセンターほほえみ 関市稲口776-1 その他施設
44 デイサービスGYMsいなぐち 関市明生町3-2-6 通所介護施設
45 真鍋内科介護支援センター 関市寿町1-1-23 居宅介護支援施設
45 ケアセンター福寿の里 関市寿町1-1-23 訪問介護施設
45 グループホーム福寿の里寿荘 関市寿町1-1-23 その他施設
45 メディカルホーム寿 関市寿町1-1-23 その他施設
46 ほほえみごこち田原 関市西田原958 小規模多機能移設
46 ほほえみごこち田原 関市西田原958 その他施設
47 リハビリ教室天馬 関市西田原632-3 通所介護施設
48 ヘルパーステーション温咲南 関市西田原112-1 訪問介護施設
48 デイサービス温咲南 関市西田原112-1 通所介護施設
48 有料老人ホーム白梅華苑 関市西田原112-1 その他施設
49 デイサービス温咲南リハビリスタジオ 関市西田原109-1 通所介護施設
50 関中央病院居宅介護支援事業所 関市平成通2-6-18 居宅介護支援施設
50 介護老人保健施設太陽苑 関市平成通2-6-18 その他施設
50 介護老人保健施設太陽苑 関市平成通2-6-18 その他施設
51 グループホームあさひ 関市平成通2-7-12 その他施設
51 あさひデイサービスセンター 関市平成通2-7-12 通所介護施設
52 たんぽぽの里居宅介護支援事業所 関市肥田瀬467 居宅介護支援施設
52 デイサービスセンターたんぽぽの里 関市肥田瀬467 通所介護施設
53 だいこんの花肥田瀬 関市肥田瀬2719-1 小規模多機能移設
53 だいこんの花肥田瀬 関市肥田瀬2719-1 その他施設
54 フルサポート（株） 関市市平賀566-4 訪問介護施設
54 ライフレジデンス平賀 関市市平賀566-4 その他施設
55 いちいの杜ハートフルデイサービスセンター 関市市平賀大知洞566-1 通所介護施設
55 平成会福祉用具事業所 関市市平賀大知洞566-1 その他施設
55 平成会福祉用具事業所 関市市平賀大知洞566-1 その他施設
56 デイサービスセンター東山 関市東山4-48 通所介護施設
56 介護老人保健施設東山ハイツ 関市東山4-48 その他施設
56 介護老人保健施設東山ハイツ 関市東山4-48 その他施設
57 グループホームだいこんの花 関市西神野605-2 その他施設
57 NPO法人だいこんの花居宅介護支援事業所 関市西神野605-2 居宅介護支援施設
57 NPO小規模多機能型居宅介護だいこんの花 関市西神野605-1 小規模多機能移設
57 NPOグループホームだいこんの花 関市西神野605-1 その他施設
58 関市西地域包括支援センター 関市武芸川町八幡1155-5 その他施設
58 居宅介護支援センターかわせみ 関市武芸川町八幡1155-5 居宅介護支援施設
59 老人デイサービスセンター寿和苑 関市武芸川町跡部1555-1 通所介護施設
59 ショートステイ寿和苑 関市武芸川町跡部1555-1 その他施設
59 特別養護老人ホーム寿和苑 関市武芸川町跡部1555-1 その他施設
59 ケアハウス寿和苑 関市武芸川町跡部1555-1 その他施設
60 小規模多機能武芸川あかね 関市武芸川町八幡419-1 小規模多機能移設
60 グループホーム武芸川あかね 関市武芸川町八幡419-1 その他施設
61 デイサービスふらっとひる 関市武芸川町谷口834 通所介護施設
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（３）スーパーマーケット 

 

 

表 スーパーマーケットリスト 

図 スーパーマーケット分布（施設番号入り） 

資料：「全国大型小売店総覧 2016」 

10 
11 

ID 名称
1 サンサンシティマーゴ（イオン関店）
2 ピアゴ関店
3 スーパーマーケットバロー関緑ヶ丘店
4 スーパーセンターオークワ関店
5 ベイシア関店
6 スーパーマーケットバロー関ひがし店
7 タチヤ関稲口店
8 スーパー三心関店
9 バロー武芸川店

10 山憲商店
11 とれったひろば関店




