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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 216 ha

平成 18 年度　～ 平成 22 年度 平成 18 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

人/12h 平成17年度 平成22年

万人 平成16年度 平成22年

5段階評価 平成16年度 平成22年

都道府県名 岐阜県 関市 関市中心市街地地区

計画期間 交付期間 22

大目標：住民と行政がともに力を合わせ、まちづくりへの意識啓発に努めながら、「歴史」や「自然」といった地域本来の魅力を有効に活かし、まちに人を呼び、集客性を高めるような仕掛けをつくることにより、人が「楽しんで歩けるにぎわいのあるまち
づくり」を目指す。
目標１　　自然・歴史資源をネットワークする回遊性の高い歩行者空間を創出し、「関市らしさ」を感じ、楽しんで歩くことのできるまちづくりを目指す。
目標２　　中心市街地の賑わいを創出すべく、集客の拠点となる地区における地域のまちづくり活動の推進を図り、たくさんの人々が集い、にぎわい、交流するまちづくりを目指す。
目標３　　都市基盤施設の整備・充実により交通利便性や生活環境の向上を図り、安全・安心に過ごせる人にやさしいまちづくりを目指す。

・本地区は、門前町、職人町、街道筋の商店街といった成り立ちを持つ、歴史性の豊かな関市の中心市街地であり、現在では市役所をはじめとする公共施設等も立地している。

・しかし、商店街を中心として、関市の中心的なにぎわいの場を担ってきた本地区だが、近年、人口の減少とともにその求心力は低下傾向にある。

・歴史的素材として、春日神社、新長谷寺、善光寺などがあり、自然的素材として、安桜山や関川、吉田川、ホタル川などがある。

・都市計画マスタープランにおいては、「にぎわい交流拠点」「文化交流拠点」として位置付けられており、歴史性、自然環境の活用（まちの魅力の再認識）及び商業の振興、集客性を高める仕掛けづくりによって、まちに人のにぎわいを取り戻し「楽しんで
歩ける市街地づくり」を目指している。

・中心市街地と主要交通拠点・路線とのアクセス道路としての機能を有する都市計画道路の整備（西本郷一ツ山線、関金山線、関美濃線等）をおこない、道路網の充実とともに中心市街地の発展を図っている。

・歩行空間の確保及び治水機能の向上を図るために関川の改修事業に着手している。

・都市再生整備計画の策定にあたっては、行政サイドでは庁内の横断的組織により4回にわたっての検討を行っている。また、住民サイドにおいても、2回にわたる市民会議及び3回にわたるワークショップを行い、計画内容への反映を行っている。

■豊かな自然・歴史資源の活用…四季を感じ、訪れる人が楽しめるまちづくりの推進のために、身近な自然の保全と活用および刃物や歴史文化資源の活用が課題である。
■中心市街地の活性化…まちに人を呼び、集客性を高める仕掛けづくりのために、商店街の活性化及び「にぎわい・文化交流拠点」としての都市機能の充実、祭り・イベントの充実や魅力的な都市空間づくりが課題である。
■快適で住み良い市街地環境の確保…誰もが安全・安心に過ごせるまちづくりの推進のために、生活道路や公園などの確保・整備と幹線道路ネットワークの強化、交通安全や防犯・防災対策等の充実、ユニバーサルデザインの環境整備が課題であ
る。

市全体の魅力の創出において重要な役割を担う中心市街地のまちづくりにあたっては、住民と行政が力を合わせ、まちづくりへの意識啓発に努めながら、「歴史」や「自然」といった地域本来の魅力を有効に活かし、まちに人を呼び、集客性を高めるよう
な仕掛けをつくることにより、人が「楽しんで歩けるにぎわいのあるまちづくり」を目指す。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

1,800

２　中心市街地観光客数 中心市街地の観光施設･祭における観光客数 事業の推進による集い・交流の促進により観光客の増加を目指す 31.9 32.9

１　歩行者交通量 中心市街地の主要地点(7箇所)における通行量 歩行者通行量の増加が、まちのにぎわいと活性化に寄与する 1,200

3.50３　中心市街地居住者の満足度 まちづくりアンケートにおける中心市街地の評価の平均点 地域住民の満足度を示す指標となる（良い：5～悪い：1） 3.13



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

◆ウォーキングルートの活用
　地域内には、「関の散歩道」をはじめとする様々なコースがあり、これらの統一を図る。また、関市らしく〝刀〟作業（鉄作り「のろ」など）が見れるようにするとともに、四季を感じることのできる植栽の配置や、立ち寄りスポットとなる名所は中継所としての
機能を持たせる。さらに、板取の木を活かした木彫りフェスティバル（円空像を作る）のほか、既存の祭りとタイアップしたイベントの開催を積極的に実施する。

◆住民主体による情報発信（PR）
　前述のウォーキングルートや、祭り・高齢者活動などのイベント

方針に合致する主要な事業

・楽しんで歩けるまち
　自然を感じ、歴史にふれあいつつ歩行者が安全で歩き巡ることのできる回遊性の高いまちの形成を図るため、関川沿いのプロムナードや「関の散歩
道」の整備を推進するとともに、合わせて景観に配慮した電線類の地中化を図る。また、子供から高齢者までの生活者や来訪者が回遊できるよう、親水
公園やポケットパーク等の整備や案内板・誘導サインの整備を進める。

・市道317号線(道路)
・広場（地域生活基盤施設）
・情報板（地域生活基盤施設）
・山の手善光寺線（高質空間形成施設）　・電線類地中化(道路・地域創造支援事業）

・集い、にぎわい、交流するまち
　商店街における空き店舗や空き地の活用や駐車場の整備促進、関駅周辺や郵便局跡地における拠点としての活用・整備など、地区のまちづくりについ
て、WSや専門家の派遣などによるまちづくり活動に取り組むとともに、社会実験などによる地域活性化のためのソフト事業の検証をおこなう。また、これ
からの少子高齢社会を踏まえ、祭りやイベントの積極的な開催や、高齢者の活動の活性化を支援することによる交流人口の増加を図る。

・大門相生線（高質空間形成施設）
・安桜ふれあいセンター整備（高次都市施設）・児童室整備（地域創造支援事業）
・中心市街地まちづくり活動PR事業(まちづくり活動推進事業）
・ウォーキングルート活用事業（地域創造支援事業）

・まちの基盤整備
　中心市街地として都市機能の充実を図るため、骨格となる幹線道路整備、商店街の活性化、市民の交流を促進する新たな集客拠点の整備を図る。ま
た、地区における安全で快適な生活環境を形成するため、防災行政無線の整備、防犯灯の設置やバリアフリーへの対応、身近な公園や雨水排水の整
備を促進する。また、密集する市街地の災害時における避難地である安桜ふれあいセンター、山ノ手広場、関川広場の整備を図るとともに、的確な情報
の伝達や関係機関からの情報収集、伝達を円滑にするため防災行政無線の整備を図る。

・末広赤尾線（道路）・(都)西本郷一ツ山線(道路)
・公園の再整備（地域創造支援事業）・防災行政無線整備（地域生活基盤施設）
・バス停整備（地域創造支援事業）・公民館のバリアフリー化（高質空間形成施設）
・高齢者にやさしいまちづくり事業、防犯灯設置（地域創造支援事業）

・安心で安全なまち
　地震等災害時における迅速な情報の伝達機能の充実を図るため防災行政無線の整備を図り、密集する市街地の災害時における避難地であるふれあ
いセンターや広場の整備を図り、災害に強い安全で安心なまちづくりを行う。

・安桜ふれあいセンター整備（高次都市施設）
・広場（地域生活基盤施設）
・防災行政無線整備（地域生活基盤施設）



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

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 事業費

道路 関市 直 L=140m 18 21 18 22 29 29 29 29

関市 直 L=140ｍ 18 20 18 21 542 542 542 542

関市 直 L=470ｍ 18 20 18 21 639 639 639 639

関市 直 L=450m 19 20 19 20 65 65 65 65

公園

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 関市 直 － 18 22 18 22 138 138 138 138

高質空間形成施設 関市 直 － 15 22 18 22 391 391 391 391

高次都市施設 関市 直 － 18 19 18 19 305 305 305 305

既存建造物活用事業

都市再生交通拠点整備事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

人にやさしいまちづくり事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,109 2,109 2,109 2,109 …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 事業費

関市 直 － 13 22 18 22 8 8 8 8

関市 直 － 18 22 18 22 34 34 34 34

関市 直 10箇所 18 22 18 21 3 3 3 3

関市 直 187.78㎡ 19 19 19 19 30 30 30 30

関市 直 8箇所 18 21 18 21 120 120 120 120

関市 直 1000m 19 20 19 21 121 121 121 121

関市 直 30基 18 22 18 22 3 3 3 3

関市 直 22 22 22 22 4 4 4 4

関市 直 － 18 22 18 22 12 12 12 12

合計 335 335 335 335 …B

合計(A+B) 2,444
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

商店街団体 経済産業省 － ○ S48 H22 59

関市 厚生労働省 － ○ 18 20 2,000

関市 国土交通省 L＝2,060ｍ ○ 9 24 2,850

関市 国土交通省 L＝563ｍ ○ 16 18 320

関市 国土交通省 － ○ 17 17 15

関市 国土交通省 L=610m ○ 17 19 190

合計 5,434

公共下水道兼永幹線整備 旧庁舎～NTT

関駅周辺地区整備基本計画策定 関駅周辺

（都）西本郷一ﾂ山線道路改良事業 西本郷通～山ノ手

商店街活性化総合支援事業 関市中心市街地

保健センター整備事業 関市保健センター

関川改修事業 関川

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

中心市街地まちづくり活動PR事業 ―

事業活用
調査

事業効果分析調査 ―

電線類地中化 （都）西本郷一ﾂ山線

防犯灯整備 ―

―

児童室の整備 安桜ふれあいセンター内

公園の再整備 ―

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

ウォーキングルート活用事業 ―

高齢者に優しいまちづくり事業 ―

コミュニティバスのバス停整備

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

―

―

―

市道末広赤尾線

（都）西本郷一ﾂ山線

電線共同溝　　 （都）西本郷一ﾂ山線

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

市道317号

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 2,444 交付限度額 998 国費率 0.41



都市再生整備計画の区域

関市中心市街地地区　岐阜県関市 面積 216 ha 区域 関市安桜地区の一部、旭ヶ丘地区の一部
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歩行者交通量 （人/12h) 1200 （ 17 年度） → 1800 （ 22 年度）
中心市街地の観光客数 （　万人　) 31.9 （ 16 年度） → 32.9 （ 22 年度）
中心市街地居住者の満足度 （5段階評価) 3.13 （ 16 年度） → 3.50 （ 22 年度）

関市中心市街地地区　岐阜県関市　　整備方針概要図

目標
大目標
　楽しんで歩けるにぎわいのあるまち

代表的
な指標

関市中心市街地地区(216ha）
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■基幹事業：道路

〔市道317号〕

○関連事業：

〔関川改修事業〕

■基幹事業：地域生活基盤施設

〔広場〕

■基幹事業：地域生活基盤施設

〔情報板〕

■基幹事業：道路

〔市道末広赤尾線〕

□提案事業：地域創造支援事業

〔公園の再整備〕

■基幹事業：高質空間形成施設

〔山の手善光寺線〕

■基幹事業：高質空間形成施設

〔大門相生線〕

概ね中心市街地地区内を対象として
展開する事業

□提案事業：地域創造支援事業

〔コミュニティバスのバス停整備事業〕

○関連事業：

〔商店街活性化総合支援事業〕

○関連事業：

〔保健センター整備事業〕

○関連事業：

〔公共下水道事業兼永排水路〕

事業の凡例

■基幹事業

□提案事業

○関連事業

■基幹事業：高次都市施設

〔安桜ふれあいセンター整備〕

□提案事業：地域創造支援事業

〔児童室の整備〕

わかくさ
プラザ

関市

□提案事業：地域創造支援事業

〔ウォーキングルート活用事業〕

□提案事業：地域創造支援事業

〔高齢者に優しいまちづくり事業〕

□提案事業：まちづくり活動推進事業

〔中心市街地まちづくり活動PR事業〕

○関連事業：

〔関駅周辺地区整備基本計画策定〕
□提案事業：地域創造支援事業
〔防犯灯整備事業〕

■基幹事業：高質空間形成施設

〔公民館のバリアフリー化〕

■基幹事業：道路

〔都市計画道路西本郷一ﾂ山線〕
〔電線共同溝事業〕

■基幹事業：高質空間形成施設
〔電線共同溝事業〕

■基幹事業：地域生活基盤施設
〔防災行政無線整備〕

□提案事業：地域創造支援事業
〔電線類地中化〕

○関連事業：

〔都市計画道路西本郷一ﾂ山線〕
□提案事業：事業活用調査
〔事業効果分析調査〕


