
4-3
JR湯本駅周辺地区における常磐地区市
街地再生のための基盤整備検討調査

いわき市 福島県いわき市

いわき市の観光拠点と交通結節点の要衝であるJR湯本駅周辺地区において、居心地のよい駅
前空間の創出、温泉街における回遊性の向上による市街地再生を図るため、民間事業者による
イベント開催やショップ整備等と合わせて、駅前広場、緑地・公園、道路を整備するとともに、官民
連携による交流拠点整備を計画しており、それら施設の概略検討及び交流拠点の整備・管理運
営に係るPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

20,400 10,200

4-6
ＪＲ瑞浪駅周辺における魅力あるまちづくり
のための基盤整備検討調査

瑞浪市 岐阜県瑞浪市

瑞浪市の中心市街地であり、鉄道とバス等の交通結節点であるJR瑞浪駅周辺地区において、
ラッシュ時における混雑解消・安全性向上を図り、にぎわいを生む歩行者滞在空間を創出するた
め、民間事業者による市街地再開発事業やイベントの開催と合わせて、駅前広場及び交差点の
交通量調査や概略設計等を行う。

17,000 8,500

4-10
中百舌鳥駅周辺の活性化を図る駅前空
間創出のための基盤整備検討調査

堺市 大阪府堺市

大阪メトロ御堂筋線や南海電気鉄道高野線等の交通結節点である中百舌鳥駅周辺において、
乗り継ぎ改善や都市拠点にふさわしい賑わいと活力を感じられる駅前空間の創出を図るため、駅
前広場再編、民間事業者によるイベント開催や公益的施設整備を計画しており、その駅前広場
整備に必要な基礎データ収集や概略設計等を行う。

26,200 13,100

4-12
守口都市核周辺におけるにぎわい交流創
出に向けた基盤整備検討調査

守口市 大阪府守口市

守口市の玄関口である京阪守口市駅前において、にぎわいと市民が交流する場を創出するた
め、民間事業者によるダンススタジオの設置・運営及び地域団体等によるイベントの企画・開催に
合わせて、にぎわい交流施設として新たなホール及び体育施設（アリーナ）整備に係る配置計
画、概略設計を行うとともに民間活力を活用するためＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査等を行う。

29,600 14,800

4-14
西明石駅周辺地区における地域活性化の
ための基盤整備検討調査

明石市 兵庫県明石市
山陽新幹線とJR山陽本線が交差する西明石駅周辺地区において、住民交流の活性化を図るた
め、民間事業者による改札口の新設や宅地の開発と合わせて、公共施設・地域交流拠点施設
の概略設計及びPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

22,400 11,200

3-1
ひらふスキー場第1駐車場における交通
結節点及び観光拠点基盤整備検討調査 倶知安町 北海道倶知安町

国際的なリゾート形成が進むニセコエリアの中心に位置する、北海道倶知安町のひらふスキー場
第１駐車場において、駐車場の狭隘化への対応や広場空間の確保などによりリゾートとしての国
際的な競争力を高めるため、民間事業者による来訪者対応施設の再整備等と合わせて、駐車
場やバスプールなどの交通結節点や広場空間などを含めたシンボルゲートの整備を計画してお
り、それら施設の概略設計等を行うとともに整備・運営に係るPPP/PFI導入可能性検討を行う。

18,400 9,200

3-2
ＪＲ新得駅周辺における地域活性化拠点

形成のための基盤整備検討調査
新得町 北海道新得町

北海道十勝地方の玄関口の役割を担うJR新得駅の周辺地区において、衰退する中心市街地に
賑わいを創出するため、民間事業者による宿泊・温浴施設等の複合施設の運営と合わせて、公
共交通の利便性向上や交通結節点の機能強化のための駅前広場や駐車場を整備するととも
に、観光拠点となる複合施設を整備することを計画しており、それら施設の配置検討や概略設計
等を行う。

30,800 15,400

3-7
金町駅周辺地区における基盤整備検討

調査
葛飾区 東京都葛飾区

東京都葛飾区の金町地区において、住民の増加による道路交通環境の悪化や駅周辺の回遊性
の欠如による地元商業の衰退などの都市問題に対応するため、新たな再開発事業に合わせて、
安全な歩行空間を確保するための道路の拡幅や駅前広場の拡張を計画しており、それら施設の
基本設計を行うとともに、道路や再開発事業で生み出される広場の管理・運営に係るPPP/PFI導
入可能性検討を行う。

18,600 9,300

3-14
ＪＲ古賀駅東口周辺地区官民連携まちづ

くりのための基盤整備検討調査
古賀市 福岡県古賀市

古賀駅東口周辺地区において、不足する都市機能を完備し、賑わいのある歩きたくなるまちなか
と駅周辺への定住を促進するコンパクトなまちづくりを目指すため、民間事業者による居住施設や
商業施設の開発等と合わせて、道路、駅前広場、公園等のデザイン・設計、配置検討及び整
備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

33,000 16,500

3-16
安慶名周辺交通拠点整備による地域活

性化のための基盤整備検討調査
うるま市 沖縄県うるま市

交通の要所である安慶名地区において、公共交通のシームレスな利用環境を整備するとともに、
賑わいの場を形成するため、民間事業者によるバス路線の再編や賑わい創出イベント等と合わ
せて、バスターミナル、公益複合施設、緑地広場等の概略設計、基本計画の策定及び整備・管
理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

19,400 9,700

3-17
石下駅周辺における交通結節機能強化の

ための基盤整備検討調査
常総市 茨城県常総市

地域の交通結節点であり、鬼怒川サイクリングロードに隣接する石下駅周辺エリアにおいて、駅前
広場や周辺道路の利便性向上、自転車通行空間の環境整備のため、民間事業者による子育て
世帯向け住宅の整備やサイクリングイベントの開催等と合わせて、駅前広場及び周辺道路、自転
車通行空間の整備に向けた現況調査・概略設計・整備計画の検討及び駅前広場の整備・管理
運営に係るPPP/PFI導入可能性検討を行う。

16,000 8,000

3-20
高松市における駐輪場及び駐車場の機能

強化に向けた基盤整備検討調査
高松市 香川県高松市

高松市中心部において、鉄道と自転車の連携を高めるとともに駐車場利用の適正化を行うため、
民間事業者によるレンタサイクルポートの追加や複合施設の立体駐車場整備事業と合わせて、
鉄道駅周辺駐輪場の台数適正化や市営駐車場の再整備に係る需要調査、概略検討等を行う。

17,000 8,500

3-23
江戸川台駅東口周辺地区における賑わ
い・魅力創出のための基盤整備検討調査 流山市 千葉県流山市

自家用車等の利用が増加したことで、通勤通学時間帯に交通渋滞が発生し、また、駅前商店街
等の施設老朽化や住民の高齢化が進行している東武アーバンパークライン江戸川台駅東口周
辺地区において、鉄道・バスの交通結節点としての江戸川台駅東口駅前広場の機能強化と利便
性向上及び同地区における賑わい・魅力創出を図るため、バス事業者２社によるバス停留所の
移設や駅前商店街による複合ビルを含めた商店街店舗の再配置等と合わせて、駅前広場の再
整備に係る概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

22,000 11,000

3-24
芝山町における田園型居住地創出拠点
整備による地域活性化のための基盤整備
検討調査

芝山町 千葉県芝山町

第３滑走路の整備を開始した成田空港に隣接し、周辺では圏央道の整備も進んでいる芝山町に
おいて、それらの整備効果を町内の観光振興や住宅地形成に波及させるため、民間事業者によ
る二地域居住に資する住宅地の整備や農業体験活動と合わせて、道路及び公園等の概略設計
やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

19,600 9,800

概要 実施計画額（千円）

官民連携基盤整備推進調査費　実施案件一覧（都市関係）

年度-番号 調査名 実施主体 対象地域



(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・地元まちづくり団体等による市営住宅跡地でのオープンテラス、飲食店等の
利活用や湯本駅前緑地を活用したイベントの実施 （令和４年度～）

・地元商業者等による地域共同建替えでのショップ整備（令和８年度～）
・地元商業者等による空き店舗等を活用したリノベーション事業の実施
（令和７年度～）

・地元観光事業者等による温浴施設の整備（令和10年度～）
・PPP/PFI事業者による交流拠点及び滞留拠点の整備（令和10年度～）

JR湯本駅周辺地区における常磐地区市街地再生のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－３】 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：いわき市】【事業費：20,400千円 国費：10,200千円】

○JR湯本駅前周辺地区は、延喜式神名帳の三古泉に数えられる伝統ある温泉郷で、本市観光の拠点と交通結節点の要衝である。
○近年は、人口減少や観光や商業の低迷が続き低未利用地が増加しているほか、地区周辺に点在する公共施設の老朽化など、多
くの課題を抱えている。

○これらの課題へ対応するため、駅前街区の再編や官民連携事業による交流拠点の整備など、市街地再生に必要な取り組みの方
向性を示す「常磐地区市街地再生整備基本方針」を令和３年５月に策定し、官民共創のもと事業を推進することとしている。

○現在、駅前街区の再編や交流拠点の整備に向けては、地域関係団体や権利者等と意見交換を進めており、こうした中、権利者
が各々に再建するのではなく、交流拠点と一体となった地域共同建替えによるショップの形成や、民間による温浴施設（外
湯）の整備などの検討も進められ、民間投資の機運が高まっている。

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成29年2月公共施設等総合管理計画の策定
・令和元年９月市営住宅取壊しの決定（跡地も含めた
駅前の土地利用検討について機運が高まる）

・令和元年10月「第二次都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ」「立地適
正化計画」を策定（ﾈｯﾄﾜｰｸ型ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨの推進）

・令和３年５月「常磐地区市街地再生整備基本方針」
の策定

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・居心地のよい駅前空間の創出
・温泉とフラという特徴ある文化が感じられる玄関口の形成（駅を
降りて目抜きとなる駅前緑地・御幸山公園を活かした空間形成）

・温泉街における回遊性の向上

(4)【調査内容】
①湯本駅前広場の概略設計
②湯本駅前緑地及び御幸山公園の概略設計
③温泉街における道路空間の検討及び概略設計
④交流拠点整備の概略検討及び整備・管理運営に係るPPP/PFI導入
可能性検討

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・観光客の入り込み数及び観光産業の売り上げの増加
・居心地のよい空間形成による民間投資の促進
・駅周辺の交流人口の増加とエリアの価値向上
・都市機能と交通結節機能の強化によるまちなか居住の促進

【調査箇所：福島県いわき市】
ふくしまけんいわきし

凡 例

社会資本整備

民間での取組

グラフ 観光入込客数の推移

市営住宅跡地
の利活用

（ｵｰﾌﾟﾝﾃﾗｽ等）
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滞留拠点の整備

湯本駅前広場の整備

湯本駅前緑地の整備
御幸山公園の整備

温浴施設(外湯)の整備

59.1 54.3
42.8

30.3 32.3 32.6 29.8 30.7 31.7 29.1

179.8

35.2

170.5
192.3 196.5 197.8

185.6 184.9 177.5
163.9

0

50

100

150

200

250

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（万人） いわき湯本温泉 スパリゾートハワイアンズ

グラフ アンケート調査結果
（温泉街の風情や雰囲気を感じる）

道路空間の検討
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ＪＲ瑞浪駅周辺における魅力あるまちづくりのための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－６】 調査計画書（案）の概要 【実施主体名：瑞浪市】

【調査箇所：岐阜県瑞浪市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・官民が連携して、ハード整備だけでなくソフト事業も併
せ、面で事業を展開することによる、中心市街地に相応し
い「魅力あるエリア」の実現

・安全で快適な、ウォーカブルな駅周辺空間の実現

(4)【調査内容】
① 駅前周辺の交通量調査、交差点部のシミュレーション、
最適な交通処理方法及び駅前広場の停車容量の検討

② 駅前広場及び交差点の概略設計

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成２８～２９年：国土交通省住宅局の「地域住生活
まちづくりモデルに関する調査・検討業務」のモデル
都市に選定され、まちの現状・課題等を整理

・令和２年：「瑞浪駅周辺まちづくり基本計画」を策定
・令和３年：「瑞浪市立地適正化計画」を策定し、瑞浪
駅周辺の再開発事業を都市機能誘導施策と位置付け

位 置 図

みずなみ

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・特に朝夕のラッシュ時における、駅前広場及び周辺道路
の混雑解消、安全性向上が必要

・駅周辺に地域住民や駅利用者が集い、憩えるような歩行
者滞在空間（歩道・広場等）の整備が必要

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・瑞浪駅南地区市街地再開発準備組合が再開発組合を設立し、
第１種市街地再開発事業を実施（令和６年度～）

・合同会社プロトビ・合同会社おひさま（まちづくり拠点施
設の民間運営事業者）によるエリアの魅力づくりのための
イベント開催や、チャレンショップ等の運営を継続的に実
施（令和４年度～）

・PPP/PFI方式による滞在型図書館を中心とした複合公共施
設の整備・運営（令和１０年～）

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：17,000千円 国費：8,500千円】

○ＪＲ瑞浪駅周辺は瑞浪市の中心市街地であり、鉄道とバス等の交通結節点でもある。しかしながら、周辺の商店街やまちなみ
は整備されて４０年近く経過しており、建物の老朽化や住民の高齢化、商店街の賑わい喪失等、中心市街地としての活性化が
大きな課題となっている。

○瑞浪市内には高校が３校、大学が１校あり、周辺他市と比較しても学生が多く訪れているが、まちに滞在する目的や場所が無
いためまちを素通りしている。そこで、瑞浪駅周辺を、地域住民だけでなく訪れる学生や駅利用者にとっても滞在したくなる
ような多世代交流空間とすることで、活性化を図り、将来に渡り魅力あるまちとなることを目指している。

・駅前広場等を活用したイベント
の開催

・チャレンジショップの運営

PPP/PFIによる複合公共施
設の整備・運営

駅前広場、歩行空間の整備

交差点の改良

第１種市街地再開発事業

岐阜県

瑞浪市

密接な
関連性



中百舌鳥駅周辺の活性化を図る駅前空間創出のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－１０】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：堺市】

【調査箇所：大阪府堺市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・駅前広場の再編により、利用者の利便性向上に資す
る乗継が改善

・賑わいや魅力あるウォーカブルな駅前空間を形成
・多様な人々の出会い・交流を通じたｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの創出

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・南海電鉄中百舌鳥駅と地下鉄なかもず駅の乗継改善に
ついて、鉄道事業者との協議に堺市も参加（R2.2～）

・中百舌鳥駅周辺エリアを堺市基本計画2025（R3.3策
定）においてイノベーション創出拠点と位置付け位 置 図

おおさかふさかいし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・駅前広場利用者が多いものの、集客施設が少なく、
賑わいを創出できていない

・南海電鉄中百舌鳥駅と地下鉄なかもず駅との乗継利便
に課題がある

・北側広場は路線バスが1本/時間程度でバスロータリー
が十分活用されているとは言えない

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・南海電鉄が改札口移設による乗継改善（令和4年度～）
・民間事業者によるイノベーション創出拠点のシンボルと
なる施設を整備 （令和9年度～）

・大学・民間事業者・産業支援機関・行政等が協力・連携
するために設立したNAKAMOZUイノベーションコア
創出コンソーシアムの会員による中百舌鳥駅周辺エリア
の活性化を図るイベント等の実施（令和6年度～）

【事業費： 26,200千円 国費：13,100千円】

○ 中百舌鳥駅は、大阪メトロ御堂筋線やなんばにアクセスする南海電気鉄道高野線、高野線と相互直通運転をしている泉北高速鉄道の始発
駅となる交通結節点であり、駅周辺に立地する堺市産業振興センター、さかい新事業創造センター、堺商工会議所、大阪公立大学など産
学官連携のもと、新たな都市活力を生み出すイノベーション創出の拠点として期待されている。

○堺市基本計画2025において中百舌鳥駅周辺エリアは、当該周辺エリアで進める成長産業や新事業を生み出すイノベーション創出の取組と
相乗効果を発揮し、都市拠点にふさわしい賑わいや活力を感じられる駅前空間の創出や交通利便性の向上に取り組む事としている。

凡 例

社会資本整備

民間での取組

鉄道

密接な
関連性

3鉄道の結節点
・大阪メトロ御堂筋線 なかもず駅
・南海電鉄高野線 中百舌鳥駅
・泉北高速鉄道 中百舌鳥駅

(4)【調査内容】
①駅前広場整備に係る交通量調査等基礎データ収集
②駅前広場基本計画策定
③駅前広場整備に係る概略設計等

な か も ず



守口都市核周辺におけるにぎわい交流創出に向けた基盤整備検討調査

地域の特徴等

【Ｒ４－１２】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：守口市】

【調査箇所：大阪府守口市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・周辺商業施設等との連携により関係人口が増加する。
・魅力的な施設整備により、周辺地域の価値向上、市民活
動・交流の促進、守口都市核の更なる活性化が図られる。

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）

⑥

位 置 図

本市の年齢区分別人口

※高齢者の割合が高く
なってきている。

おおさかふもりぐちし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・市民体育館が老朽化し、利用者の安全確保のため、改修が必要
・本市の玄関口である守口都市核周辺におけるにぎわいを創出する
ための拠点を整備することが必要。

・市民や民間事業者によるイベントや飲食・物販等の事業活動等が
展開できる基盤を整備し、魅力ある都市空間とすることが必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・ＰＰＰ/ＰＦＩ事業者によるにぎわい交流施設及び体育施設の整
備・運営（令和１０年度～）
・ダンス教室を展開する株式会社が整備予定のにぎわい交流施設
内若しくは体育施設（アリーナ）内においてダンススタジオの
設置・運営を実施（令和１０年度～）
・守口市文化協会、地域コミュニティ協議会がイベントを企画・
開催（令和１０年度～）

密接な
関連性

【事業費：29,600千円 国費：14,800千円】

本市は大阪市に隣接し、交通利便性、生活利便性に優れる一方で、将来にわたって続くと予測される人口減少や少子高齢化の
進行によって経済活動の縮小が懸念されるほか、密集市街地や住宅の老朽化、人口減少によるまちのにぎわいの喪失等の様々な
課題を抱えています。今後これらの課題を解決するためには、拠点の魅力や活力を高める施策を実施し、魅力ある都市環境を維
持することで、子育てファミリー層を始め、誰にとっても暮らしやすいまちであると認識されるまちづくりを行うことが大切で
す。こうした状況を踏まえ、本市の玄関口である京阪守口市駅前ににぎわいと市民が交流する場を創出し、多くの方に本市を魅
力あるまちであると感じていただけるための取組を推進しようとするものです。

「守口都市核周辺における将来都市ビジョン」（平成29年3月）及び
「守口市立地適正化計画」（平成30年3月）において、ホール機能を京阪
守口市駅前に誘導し、賑わいと交流の新たな拠点づくりを公民連携手法を
活用しつつ目指すこととした。
また、 「にぎわい交流施設最適配置基本構想」（令和3年度末）におい

て、体育施設（アリーナ）を大枝公園に隣接する旧寺方小学校跡地に移転
することで、本市のおけるスポーツの拠点として公民連携手法を活用しつ
つ整備することとした。

守口市

大阪府

旧寺方小学校

・ＰＰＰ/ＰＦＩ事業者による
体育施設（アリーナ）の
整備・運営
・ダンススタジオの設置・
運営
・イベント開催

にぎわい交流施設（ホール
機能）整備（PPP/PFI等）

体育施設（アリーナ）整備
（PPP/PFI等）

・ＰＰＰ/ＰＦＩによるにぎわい交
流施設の整備・運営
・ダンススタジオの設置・運営
・イベント開催

凡 例

社会資本整備

民間での取組

大枝公園

大阪メトロ
守口駅

京阪 守口市駅

市民体育館

機能移転

文化センター

(4)【調査内容】
①にぎわい交流施設及び体育施設（アリーナ）整備に係る概略検討
②にぎわい交流施設及び体育施設（アリーナ）の整備・運営に係る
ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性検討



(4)【調査内容】

3)基盤整備の必要性（現状の課題等）

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）

西明石駅周辺地区における地域活性化のための基盤整備検討調査
地域の特徴等

【Ｒ４－１４】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：明石市】

【調査箇所：兵庫県明石市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果

位 置 図

あかしし

【事業費：22,400千円 国費：11,200千円】

凡 例

社会資本整備

民間での取組

〇明石市は、東経135度の日本標準時子午線が通るまちで、淡路島を望む瀬戸内海沿岸部に位置し、阪神都市圏にも近
接している。

〇当市は、「住みたい、住み続けたいまち」の実現に向けた「こどもを核としたまちづくり」、「誰にも優しいまちづくり」の推進

により、子育て世代を中心に９年連続で人口が増加し続けている。

〇西明石駅周辺地区においては、ＪＲ新幹線・在来線駅があり、交通至便な立地であるものの、駅南側では戦後、十分な基

盤整備がおこなわれておらず、地域の安全性・利便性の向上と活性化が課題である。

兵 庫 県

明石市

大規模商業施設

駅ビル・改札口
整備

宅地集約・開発

・自由通路

・構内通路

駐輪場整備

駅前広場整備

②地域交流拠点施設
の整備

①公共施設の
集約

商店街

アクセス道路整備

・まちづくり協議会が最優先課題等を市へ提出

・令和２年１２月 ＪＲ西日本とまちづくり協定を締結
・ＪＲ西日本による駅ビルの整備及びバリアフリーに配
慮した新たな改札口の設置（令和７年度～）

・ＪＲ西日本による宅地の集約と開発（令和８年度～）

①公共施設の集約検討
公共施設（行政窓口・駅前広場・駐輪場・自由通路
へのエレベーター等）の配置検討
②地域交流拠点施設の整備検討
導入機能・規模の検討、土地利用計画の作成等
③地域交流拠点施設のPPP/PFI導入可能性調査
民間手法導入可能性検討、事業化方策の検討

・基盤整備と民間による改札口の新設や住宅の整備
を一体的に行うことで、より一層の人口増加や地域
の活性化が期待できる。

西明石駅乗降客数
約６万人/日

全市人口（世帯数）
304,239人

（134,644世帯）

人口統計等

旧国鉄清算
事業団用地

・令和３年６月 ＪＲ西日本は協定に基づき、六甲バ
ター工場跡地（駅ビル・駅前広場・駐輪場用地）を
買収

六甲バター工場跡地

密接な
関連性

・戦後、十分な基盤整備がおこなわれておらず、地域
住民が交流する施設が不足している。



(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）

H28.7 北海道新幹線倶知安駅高架化認可
H29.3～ ひらふ地区駐車場再整備に係る有識者会議開催
H30.10 高規格幹線道路(倶知安余市道路)(倶知安～共和)着工式
R2.3 倶知安町観光振興計画・観光地マスタープラン策定
R2.9 ひらふスキー場第1駐車場整備方針公表

ひらふスキー場第1駐車場における交通結節点及び観光拠点基盤整備検討調査

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：倶知安町】

【調査箇所:北海道倶知安町】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果

(4)【調査内容】

くっちゃん

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定

【事業費：18,400千円 国費：9,200千円】

北海道倶知安町
人口 17,007人(R2.1月末)
面積 261.34㎢
倶知安町観光客入込数
R1 約149万人
※コロナ禍の影響あり
H30 約165万人
H21 約150万人

倶知安町

0

25

50

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0 R1

外国人延べ宿泊者数の推移
（万人泊）

位 置 図

○北海道西部に位置する倶知安町は、2000年代以降にインバウンドが急増し国際的なリゾート形成が進むニセコエリアを構成する自治体であり、今後、後志
道の倶知安ICまでの開通や2030年度の北海道新幹線札幌延伸もひかえ、観光客のさらなる入込増が見込まれている。

○ニセコエリアの中心である同町ニセコひらふ地区の扇の要となる場所に立地し、新千歳空港や札幌とニセコエリアを結ぶ長距離バスやニセコの各リゾートを結ぶ
シャトルバスの発着地にもなっている、ひらふスキー場第１駐車場については、整備されてから40年程度が経過し、利用状況が変化するとともに狭隘化が進ん
だことから、安全確保のためにもその再整備が急務である。その際、人が集い交流するシンボルとなる広場空間が不足している状況を解消し、リゾートとしての
国際的な競争力を高めるためにも、イベント等を開催できる広場機能も併せての整備が必要とされている。

①リフト事業者によるウェルカムセンター再整備
②PPP/PFI事業者による、路線バス、スキー場間シャトル、長距離バス、域内循

環バスに対応したターミナル待合施設の運営（R7年度予定～）
③地域団体やイベント運営団体によるイベント開催（R7年度予定～）
④PPP/PFI事業者による商業施設エリアの運営（R7年度予定～）

・当該駐車場については、利用状況の変化とともに狭隘化等が進み、利用者の安
全確保のためにも、その再整備が急務
・外国人のレンタカー使用率の高まり等により、ひらふエリアに進入する自動車台数
が増加している中、観光客のための安定的な駐車場の確保が必要
・ニセコひらふ地区には、個々の建物、街路には良い空間があるが、ニセコエリアの
中心として、人が集い交流するシンボルとなる場が不足

①駐車場やバスプールなどの交通結節点、広場空間などを含めたシ
ンボルゲートの整備に係る概略設計、測量、整備効果等の検討

②ウェルカムセンター（索道事業者の旅客施設との複合施設）に入る
ターミナル待合施設部分の整備に係る概略設計

③シンボルゲートとターミナル待合施設機能を有するウェルカムセンター
の一体的運営に係るPPP/PFI導入可能性調査

密接な
関連性

・シンボルゲートとウェルカムセンターの再整備を一体的に行い、動線や観光機能を
改善することで、スキー場利用者の利便性を向上。
・イベント開催や小規模店舗ゾーンの設定により、民間の視点から経済・体験価値
を創造

既存
ホテル

既存
ホテル

レストハウス

凡 例

社会資本整備

民間での取組

スキーリフト

ウェルカムセン
ター再整備

駐車場、交通結節点、
広場空間等の整備

（PPP/PFI導入検討）
ターミナル待
合施設機能
（PPP/PFI
導入検討）

　　R3-1



ＪＲ新得駅周辺における地域活性化拠点形成のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：新得町】

【調査箇所：北海道新得町】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・駅前広場利用者の安全性、快適性の向上
・複合施設等の整備により、宿泊・温浴施設等と合わせて町民や観光
客の交流が喚起され、あらたな消費が発生し、町内の経済活動の活
性化が期待される

(4)【調査内容】
・駅前広場、駐車場、複合施設（地域交流センター、観光交流セン
ター、鉄道遺産展示施設など）に係る配置検討、概略設計、事業
費の算出等

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成28年３月 中心市街地の賑わいを呼び戻すため
の駅前広場の再整備や魅力ある商店街づくりを目指す
「新得町第８期総合計画」を策定

・平成30年５月 新得町商工会が「新得駅前周辺再整備
活性化事業」を策定し、新得町に対して駅周辺再整備
案を提出

・令和２年３月 駅前周辺再整備推進組織による検討を
経て、「駅前周辺再整備基本構想」を策定

位 置 図

しんとくちょう

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・観光客の誘致拡大のためには、賑わいが失われつつある駅前周辺
の魅力の向上が必須であり、また、交通結節点として、バリアフ
リー等の機能充実や活性化も必要である。

・現行の駅前広場は観光客のレンタカーなどが誤進入するケースが
見られることから、安全な車両動線への見直しが必要である。

・周辺駐車場についても、将来ニーズに対応したものに再整備する
ことが求められている。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・新得町商工会が駅前周辺再整備事業主体として設立した新得タウンマネー
ジメント（株）により、宿泊・温浴施設、複合施設を運営（Ｒ６年～）

・新得タウンマネージメント（株）などにより、新得駅を起点とした道東を
周遊する新ツアーの企画、実施。（Ｒ６年～）

・新得町観光協会などにより、新得駅周辺で地場産品を利用した駅前マル
シェや土曜市場、鉄道をテーマとした新たな集客イベントを開催。（Ｒ６
年～）

密接な
関連性

【事業費：30,８００千円 国費：15,４００千円】

○ＪＲ新得駅は、札幌や帯広、富良野の各方面への路線のハブ駅として、道東十勝の玄関口であるとともに、サホロリゾートなどの観光地
へのバスやタクシーといった二次交通の発着場を有するなど、交通結節点としての重要な役割を果たしている。また、新得駅内には観光案
内所が設置され、地域特産物を扱う店舗もあり、町の観光拠点にもなっている。

○ 一方、新得駅周辺については、 商店街が衰退するなど中心市街地としての、賑わいを失う状況となっているところ、公共交通の利便性や
交通結節点の機能強化を企図しての駅前広場の再整備や民間の活力を生かしての宿泊・温浴施設等の複合施設の整備により、街の顔として
の当地に賑わいを創出しようとする気運が高まっている。

ＪＲ新得駅

周遊ツアーの企画・実施、
賑わい創出イベント等の開催

駅前広場の整備

複合施設整備

駐車場整備

宿泊・温浴施設の運営

複合施設の運営、
地場産品販売

凡 例

社会資本整備

民間での取組
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金町駅周辺地区における基盤整備検討調査

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：葛飾区】

【調査箇所：東京都葛飾区】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・駅周辺の歩行者等が、安全で快適に移動できる交通環境
・駅周辺の回遊性向上による賑わいの創出

(4)【調査内容】
・歩行者の現況調査
・道路・駅前広場の基本設計
・道路・広場の管理・運営に係るPPP/PFI手法導入の検討

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成29年 金町駅周辺地区まちづくりビジョン策定
・令和1年11月 東金町一丁目西地区市街地再開発を
含む都市計画決定

・令和２年１２月 金町周辺地区まちづくりプラン

住民説明会開始（令和3年6月策定予定）
・令和３年４月（予定）東金町一丁目西地区市街地再
開発組合設立

位 置 図

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・東京理科大の開設や先行する市街地再開発による金町駅
周辺の歩行者等の増加により、道路の安全性が低下
・歩行空間の不足や利用者の回遊性が乏しいことから、
駅周辺のにぎわい低下が懸念される。

→基盤整備により歩行空間や滞留空間を生み出し、まち
のにぎわい拠点を創出する必要がある。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・（東金町一丁目西地区第一種市街地再開発組合による）
商業施設の建設（令和７年度）

・地元まちづくり協議会を中心としたエリアマネジメント
運営組織の立ち上げ（令和４、5年度予定）、同組織を
中心に学生との共同イベントや駅前広場を活用したイベ
ントを開催

密接な
関連性

【事業費：18,600千円 国費：9,300千円】

かつしか

〇東京都葛飾区の金町地区は、東京都最東端であるJR常磐線金町駅を中心に商業地や住宅団地、東京理科大学といった文教施設などが集積
し、水元地域等周辺の地域も含めた交通の玄関口としても発展してきたが、住民の増加により歩行者の安全性が低下するといった道路交
通環境の悪化や駅周辺の回遊性の欠如による地元商業の衰退などの都市問題が浮き彫りとなってきている。

〇新たな都市再開発事業にあたっては、商業・業務・教育・文化など多様な都市機能により広域から人を集めるとともに区民の多様なニー
ズに応える機能を持ち、葛飾区の魅力・活力の創出をけん引する役割を果せるよう、当地区におけるまちづくりの気運が高まっている。

道路拡幅、駅前広場拡張

広場整備

・道路・広場を活用した
イベントの実施

東金町一丁目西地区再開発
事業として商業施設を建設

凡 例

社会資本整備

民間での取組
補138

補276

補277
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ＪＲ古賀駅東口周辺地区官民連携まちづくりのための基盤整備検討調査

○古賀市は古来より交通の要衝として栄え、これまで企業の工場が多数進出しており、古賀駅周辺にも工場が形成されてきた。しかしな
がら、近年では工場設備のダウンサイジング等により工場が縮小傾向にあり、遊休化した土地が目立つようになってきている。

○現況を課題として捉え、古賀市では「ＪＲ古賀駅東口周辺地区開発構想」を策定し、古賀の玄関口となる駅東周辺地区において、遊休
化した土地を利活用することで、居心地が良く歩きたくなるまちなかと子育て世代を中心に多様な世代が住まう地域とするための検討
を開始し、駅東周辺地区の価値や魅力の向上を目指している。

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：古賀市】

【調査箇所：福岡県古賀市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・公園利用者数の増加、JR古賀駅乗車人員数の増加。
・高質的な空間整備による活発な民間投資の誘導、駅周辺の
魅力向上および市内全域への波及効果。

(4)【調査内容】
①道路、駅前広場、自由通路橋、公園、駐車場、駐輪場等の
デザイン・設計、居住エリアを含めた配置検討等

②公園、駐車場、駐輪場等の整備・管理運営に係るPPP/PFI
導入可能性検討

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等
・令和元年「ＪＲ古賀駅東口周辺地区開発構想」
を策定し、東口駅前地区を重点地区と位置づけ

・令和元年 国土交通省が推進する「ウォーカブル
推進都市」に位置づけ

・令和元年11月、地元製造会社と古賀市でまちづ
くりの検討に関する協力協定を締結

・令和3年4月 市が「ＪＲ古賀駅東口周辺地区ま
ちづくり基本計画（仮称）」を策定・公表予定

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・不足する都市機能を完備し、賑わいのある歩きたくなるま
ちなかと駅周辺への定住を促進するコンパクトなまちづく
りを目指した基盤整備が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・地元製造会社が開発事業者と新たな居住施設や商業施設
を開発予定（令和8年度以降）

・地元製造会社が駅前立地の特性をいかし、駐車場と集客施設と
して「魅せる工場」を建設予定（令和8年度以降）

・鉄道・バス会社がバス路線の見直しを予定。（令和５年度～）
・PPP/PFI事業者による公園、駐車場、駐輪場の整備・管理運営

【事業費：33,000千円 国費：16,500千円】

・道路、駅前広場、
自由通路橋の整備

・公園、駐車場、駐輪場
の整備
（PPP/PFI導入検討）

・居住及び商業施設の建設
・PPP/PFI事業者による
都市公園の整備・管理運営

・集客施設の整備
・駐車場の整備

・公共公益施設
の機能強化

・駐車場の整備
・バス路線の見直し
・企業バスの発着所検討

凡 例

社会資本整備

民間での取組

生涯学習センター

位 置 図

こが

密接な
関連性
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安慶名周辺交通拠点整備による地域活性化のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【 】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：うるま市】

【調査箇所：沖縄県うるま市】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・商業施設等の立地促進や公共交通の利用者の増加、エリ
アの賑わい創出による経済効果

(4)【調査内容】
・バスターミナル、公益複合施設、緑地広場の概略設計、
整備効果検討、基本計画の策定等

・既存交差点改良概略設計
・公益複合施設のPPP/PFI導入可能性検討

一途を必ず

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
本市における交通施策の取組開始
・H31.3「うるま市交通基本計画」を策定し、安慶名周辺を

広域交通結節点に位置づけ
・R2.3「うるま市総合交通戦略」(大臣認定申請中)を策定し、

安慶名周辺交通拠点の整備を短期戦略へ位置づけ
・R3 安慶名地区を中心とした新たな市内交通の検討調査

位 置 図

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・分散している停留所を集約したシームレスな乗り継ぎ環
境を整備するとともに、公益複合施設や広場等の賑わい
の場となる施設整備が必要。

・バス走行環境改善のため、右折帯設置等の交差点改良に
よる基盤整備が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・民間バス事業者がバス停留所の集約と併せたバス路線
の再編検討、バス待合スペース等の整備（令和6年度～）

・通り会（地元商店連合会）がスタンプラリー等の賑わい創
出イベントの実施（令和3年度～）

・PPP/PFI事業による公益複合施設の整備・管理運営（令和
6年度～） 密接な

関連性

【事業費：19,400千円 国費：9,700千円】

・安慶名地区は、地区北側の市役所から、エリアのシンボルとして整備が進められているヌーリ川公園予定地を含む一帯に、商業施設や公
共施設等が複合的に集積し、背後には良好な住環境と高等学校も数校立地しているなど、多様な都市活動、交流、賑わいの中心拠点とし
て位置づけられている。また、沖縄本島中南部都市圏の北側に位置することから、那覇を出発する長距離路線バスの多くが安慶名を経由
するなど、公共交通の要所となっている。
・その立地ポテンシャルを活かして、広域交通結節点として誰もが便利に公共交通を利用できる環境を整備し、観光利用における公共交通
の利用促進や歩いて暮らせるまちづくりを推進することで、エリア価値の向上が期待されている。

うるま市

凡 例

社会資本整備

民間での取組

うるまし

うるま市交通基本計画
(将来公共交通ネットワーク)

・イベントの実施
（歩行空間）

・既存交差点整備

・既存交差点改良

うるま市役所

バス路線

・バス路線の再編

・バスターミナル、公益複合
施設、緑地広場の整備
（PPP/PFI導入検討）

・公益複合施設の整備
・バス待合スペース等の整備

・イベント実施（公園）

・イベント実施（公
園、オープンス
ペース）

ヌーリ川公園
予定地

うるま市役所

交通結節
点の整備

歩道拡幅・
無電柱化の
整備中（市）

あ げ な
　R3-16



石下駅周辺における交通結節機能強化のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【実施主体名：常総市】

【調査箇所：茨城県常総市】

・若年層向け集合住宅の整備

 (5)民間の活動と一体的に整備する効果
 ・都市空間の魅力向上、賑わい創出による消費拡大
 ・鬼怒小貝リバーサイドルートを訪れるサイクリスト等の広域

観光客数の増加

(4)【調査内容】
①駅前の交通動線実態調査（歩行者・自動車の交通量調査、バ

ス・駅の利用者調査）
②駅前広場、駅前道路、自転車通行空間の現況調査・概略設

計・整備計画の検討
③駅前広場の整備に係るPPP/PFI導入可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成２２年３月　常総市都市計画マスタープランを策定
・平成２３年７月　石下地区まちづくりの検討を開始
・平成２７年９月　関東・東北豪雨災害による鬼怒川堤防破堤の大規模水害
・令和元年　９月　堤防天端を利用した鬼怒川サイクリングロードが一部開通
・令和３年　２月　石下駅周辺及び東部拠点地区まちづくり構想を策定

位 置 図

○ 石下駅は茨城県西地域を南北に走る関東鉄道常総線と、つくば・土浦方面のバス路線を東西に結ぶ公共交通のターミナル駅。
○平成２３年より石下駅を中心としたまちづくりの検討が始まり、令和３年２月に石下駅前市街地と行政施設が集積している東

部拠点をつなぐ賑わいづくりをコンセプトにした「石下駅周辺及び東部拠点地区まちづくり構想」を策定。
○平成２７年９月関東・東北豪雨災害による鬼怒川堤防破堤からの復旧事業で、常総市の中央を南北に縦断する鬼怒川堤防がサ

イクリングロードとして整備され、災害をもたらした鬼怒川を地域資源・交流の場として有効的に活用するために、リバース
ポットや誘導サインの整備を行う「かわまちづくり」の取り組みが進む。

じょうそうし

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・歩行者の利便性の向上及び安全性確保のため、駅前道路の歩車

分離及び歩行者動線の整備が必要
・駅前広場のバス・タクシー待機所整備等の機能向上が必要
・サイクリングロードへの誘導サイン設置及び自転車通行空間の

環境整備が必要

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・ハウスメーカーが子育て世帯向けの住宅を整備（令和6年度予定）
・東部拠点未利用地で公民連携手法による賑わい拠点施設（複合施設等）の

整備（令和7年度予定）
・かわまちづくり下妻・常総活性化協議会が、広域周遊サイクリングイベン

トを開催（令和3年度予定）
・鉄道会社がパークアンドライド用の駐車場を整備（令和2年～）
・鉄道会社が石下駅を拠点として豊田城など市内の名所旧跡を巡るウォーキ

ングイベントを開催（令和2年～）

密接な
関連性

凡　例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：16,000千円　国費：8,000千円】【R3-17】　 調査計画書（案）の概要

宇都宮市

東京駅
成田空港

水戸市

50km圏内

鬼
怒
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド

駅前広場、駅前道路整備

石
下
駅

・広域サイクリングイベントの開催

サイクルフェスタ2019　市内外から約300名が参加

・駅前駐車場の増設
・サイクルトレインの実施
・ウォーキングイベントの開催

自転車通行空間環境整備

豊田城

東部拠点

294

・賑わい拠点施設整備
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高松市における駐輪場及び駐車場の機能強化に向けた基盤整備検討調査

○高松市では、平坦な地形と温暖で雨が少ない気候から、自転車を利用しやすい環境が整っており、日々の生活において、多くの市民が自転車を手軽に利用する中、「自転車活用推進計
　画」を策定し、自転車通行空間の整備や、放置自転車対策、交通事故防止対策等を推進し、自転車の利用環境向上に努めている。
○一方で、自動車依存型の生活習慣も見受けられ、交通渋滞や交通事故の発生、環境の悪化等の問題が生じており、需要追随型の駐車場整備から、中心市街地における適正な規模の設置
　や配置、既存ストックの有効活用などへの転換が必要となっている。
○「コンパクト・プラス・ネットワーク」の構築は、四国圏広域地方計画「No．４ 全国に先駆けて進行する人口減少への「子国」支援対策プロジェクト」に位置づけられており、公共
　交通と連携した「レンタサイクルの環境整備」等、二次交通の活用による、地域の活力や地域交通ネットワークの再構築が求められている。

地域の特徴等

【R3-20】　調査計画書（案）の概要 【実施主体名：高松市】

【対象地域：香川県高松市】
(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）

○H３１年３月に改訂した「高松市総合都市交通計画」
　において、都心地域等への自動車流入規制を検討する
　こととしている。
〇R３年3月に策定した「高松市自転車活用推進計画」
　に基づき、自転車交通の役割拡大による都市環境の形
　成や、安全で安心な社会の実現に向けて取り組むこと
　としている。
〇国による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対
　処方針」の中で、密の回避として自転車通勤等が推奨
　された。

位 置 図

たかまつ

【事業費：１７，０００千円　国費：８，５００千円】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
• 鉄道駅周辺駐輪場の台数適正化がレンタサイクルポートの追加

に寄与する。
• 駐車場利用の適正化、自転車利用促進による人流の活性化によ

り中心市街地の商業施設利用者増加が見込まれる。

(4)【調査内容】

① 鉄道駅周辺駐輪場の台数適正化・鉄道駅と駐輪場のｱｸｾｽ環
境整備・中心市街地の駐車場の総量適正化に係る需要調査

② 市営駐車場の再整備に係る施設内容検討、駐車場情報シス
テムの概略検討

③　②の市営駐車場における運営・管理のPPP／PFI導入可能
　　性検討

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）

• 少子高齢化社会の到来及び環境への負荷低減等新たな社会
課題を背景に、自転車や自動車のニーズが大きく変化。

• 利用率も低下している市営駐車場について、収益性と利便
性の向上を図るため、複合施設の立体駐車場整備事業にあ
わせ、官民連携の駐車場情報システムの整備を含む再整備
が必要。

• 鉄道と自転車の連携を高めるため、レンタサイクルポート
の追加整備と併せ、鉄道駅周辺駐輪場の台数適正化を図る
必要がある。

• 民間・公共を合わせた駐輪場・駐車場を把握した上で、時
代に即した利用者ニーズを踏まえた、施策の実現に向けた
計画が必要。

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定

• レンタサイクルのポートの追加（R３年度～）
• 高松まちづくり株式会社が複合施設の立体駐車場整備事業を
　 実施（R３年度～）

密接な
関連性

南部駐車場

瓦町地下駐車場
レンタサイクルポート（既存）

N

鉄道駅周辺駐輪場（市内４６箇所）の

台数適正化、
鉄道駅と駐輪場のアクセス環境整備

レンタサイクルのポートの追加

凡　例

社会資本整備

民間での取組

市営駐車場の再整備
（PPP／PFI導入可能性検討）

JR高松駅

高松築港駅

片原町駅

瓦町駅

複合施設の立体駐車場整備事業

5



地域の特徴等

【R3-23】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：流山市】

【調査箇所：千葉県流山市】

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
○近年、江戸川台駅東口での大型バスや自家用車などの利用が
増加し、朝夕の通勤通学時間帯に交通渋滞が発生

○江戸川台駅東口駅前広場が狭小なため京成バス停留所が広場
内に設けられず、広場外の車道に設置せざるを得ない状況

○駅前商店街等の施設老朽化や周辺住民の高齢化が進行

○令和２年４月に流山市都市計画マスタープランで江戸川台駅
前広場の再整備等による駅周辺の活性化を位置づけ

位 置 図

ながれやま

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：22,000千円 国費：11,000千円】

○流山市北部に位置する東武アーバンパークライン江戸川台駅東口周辺地区は、昭和30年代に開発された閑静な住宅街である。
○本地区では、周辺住民の高齢化が進行しており、また、本地区の鉄道・バスの交通結節点となる東武アーバンパークライン
「江戸川台駅」東口については、平成13年の駅前広場の整備から約２０年が経過し、駅の利用形態が変わり、大型バスや自
家用車等の利用が増加し朝夕の通勤時間帯に交通渋滞が発生している。

○ 駅前広場から北東に延びる江戸川台駅前商店街については、周辺住民の高齢化や建物の老朽化により賑わいが失われ、店舗
の再配置等による賑わい・魅力創出が求められている。

江戸川台駅

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・バス事業者２社によるバス停留所の移設、バスのダイヤ変更
（令和７年度予定）
・駅前商店街による複合ビルを含めた商店街店舗の再配置
（令和７年度予定）

・駅前商店街、地元自治会等によるイベント等の開催
（令和７年度予定）

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・鉄道・バスの交通結節点としての機能強化と利便性向上
を図るため、自動車の利用実態に合わせた、交通渋滞の
解消に資する駅前広場の再整備が必要

・江戸川台駅東口周辺地区における賑わい・魅力創出のた
め、地元民間事業者や市民のニーズを踏まえた、歩行者
にとっても回遊しやすい駅前広場の再整備が必要

(4)【調査内容】
①駅前広場の再整備に係る駅前広場の利用実態等の調査
②駅前広場の再整備に係る地形、地質等のﾃﾞｰﾀ収集に係る調査
③駅前広場の概略設計
④駅前広場の再整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能
性検討

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・バス停留所の移設等と一体的に行うことにより、交通結節
点としての機能が強化され利便性が向上

・商店街の再配置との相乗効果で駅前空間の価値･魅力が向上

江戸川台駅東口周辺地区における賑わい・魅力創出のための基盤整備検討調査

・複合ビルを含めた

商店街店舗の再配置
・イベント等の開催

密接な
関連性

バス停留所

バス停留所

・バス停留所の移設
・バスのダイヤ変更

駅前広場の再整備

（PPP/PFI導入
可能性検討）

複合
ビル

複合
ビル



芝山町における田園型居住地創出拠点整備による地域活性化のための基盤整備検討調査

地域の特徴等

【R3-24】調査計画書（案）の概要 【実施主体名：芝山町】

【調査箇所：千葉県芝山町】

(5)民間の活動と一体的に整備する効果
・気軽に農業を楽しみ、学べる環境を兼ね備えた観光振興
に資する良好な住環境の創出

・就農者を育てることより、持続可能なまちづくりが期待

(4)【調査内容】
①道路・公園等の基本的仕様の検討
②道路・公園等の概略設計及び概算事業費算出
③公園の整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

(1)社会的背景・状況の変化等（きっかけ）
・平成30年3月 成田空港の機能強化にあわせた地域づくりの
基本的な方向性や内容を掲げた「基本プラン」を四者（国・
千葉県・成田空港周辺9市町・成田国際空港㈱）で決定

・令和元年12月 「芝山町都市計画マスタープラン」策定
・令和2年 3月 基本プランに基づき、具体的な施策を盛り
込んだ「実施プラン」を四者で策定

・令和3年7月 民間事業パートナー選定

しばやままち

(3)基盤整備の必要性（現状の課題等）
・高速道路開通・空港拡張の効果を町内に波及させる
のに必要な観光振興や住宅地形成のための都市基盤
が整備されていない

(2)民間事業者の活動・新たな投資・予定
・デベロッパー、ＤＭＯ、振興協会による農業体験活動
の実施（令和７年度～予定）

・デベロッパー、ＤＭＯ、振興協会による農泊推進事業
の実施（令和7年度～予定）

・デベロッパーによる二地域居住等に資する住宅の整備
（令和6年度～予定）

密接な
関連性

凡 例

社会資本整備

民間での取組

【事業費：19,600千円 国費：9,800千円】

・当町は千葉県北東部に位置し、隣接する成田空港では第３滑走路の新設が開始し、また周辺では圏央道大栄JCT～松尾横芝IC
間の整備が進んでいる。

・町としては、この機会を町発展のチャンスと捉え、より快適なまちづくりを実現し､持続可能なまちづくりを推進していく方針。
・本地区においては、新たな観光施設や住宅地整備等を図ることで、広域的な観光振興及び地域活性化に資する拠点の創出を目指
している。

芝山町田園型居住地創出拠点

成田空港

圏央道

農業体験・農泊推進事業の
実施、新規観光周遊ルート
の企画

芝山町田園型居住地創出拠点

第3滑走路
新設

位 置 図

住宅の整備

公園の整備

道路の整備


