
執行額

事業費 国費 国費

　　　　　　　　　　　　　　官民連携基盤整備推進調査費　実施案件一覧（令和３年度）　　　　　　　　　[単位：千円]

年度-番号 調査名 実施主体 対象地域 概要
実施計画額

3-13
南紀白浜空港を活用した地域活性化のた

めの基盤整備検討調査
和歌山県 和歌山県白浜町

白浜温泉や熊野古道などの観光地を有する和歌山県南部において、自家用航空機等の需要増
加に対応するため、民間事業者によるホテルやワーケーションオフィスの整備と合わせて、空港
の需要調査及び駐機場・誘導路等の概略設計を行う。

29,000 14,500 （令和4年度
繰越）

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 16,500

3-15
高千穂鉄道跡地公園化に伴う観光拠点

形成のための基盤整備検討調査
高千穂町 宮崎県高千穂町

高千穂峡等の観光資源を有する当地において、廃線となった高千穂鉄道のシンボルであった高
千穂鉄橋を利活用した新たな観光拠点を形成するため、民間事業者による観光案内所の設置
や観光集客イベントの実施等と合わせて、公園、地域交流施設、道路等の整備に係る基本計
画、基本設計及びPPP/PFI導入可能性検討を行う。

46,800 23,400 22,283

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 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 7,562

3-18
第二京阪道路沿道における休憩施設の基

盤整備検討調査
交野市 大阪府交野市

広域的な物流拠点となることが見込まれる第二京阪道路沿道の交野市において、増加する物流
交通や物流倉庫周辺の環境保全のため、民間事業者による物流倉庫建設に合わせて、休憩施
設（駐車場）の整備に向けた現況調査・整備効果・概略設計及び駐車場・収益施設の管理運営
に係るPPP/PFI導入可能性検討を行う。

30,000 15,000 14,932

3-19
三木市吉川地域における拠点エリア形成

のための基盤整備検討調査
三木市 兵庫県三木市

三木市吉川地域において、現在、物販施設と温泉施設が併設しているエリアを観光・地域交流
の拠点エリアとするため、民間事業者によるショップやミュージアム機能の充実と合せて地域交流
施設・情報発信施設・駐車場の再整備に係る概略設計等を行う。

18,000 9,000 6,714

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 8,497

3-21
白石市における道の駅と公園の一体的整
備による観光・産業・防災拠点形成のため
の基盤整備検討調査

白石市 宮城県白石市

中心市街地と西部エリアに豊富な観光資源を有し、令和2年10月に（仮称）白石中央スマートイ
ンターチェンジ（SIC）の事業化が決定した白石市において、観光産業の活性化やそれに伴う雇用
の創出、市の防災力の強化のため、土地開発公社による工業団地の整備と合わせて、SICを活
用した観光・防災拠点としての道の駅と公園の整備を行うにあたり、道の駅及び公園の概略設計
やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

45,000 22,500 22,489

3-22
遊佐町における道の駅移転整備に係る基
盤整備検討調査 遊佐町 山形県遊佐町

鳥海山など自然豊かな遊佐町において、日本海沿岸東北自動車道のＩＣから離れている既存の
道の駅の移転及び機能の充実のため、民間事業者による物販施設の整備、お土産品の開発や
観光ツアーの実施と合わせて、道の駅の概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

20,000 10,000 9,993

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 （令和4年度
繰越）

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 9,075



３．調査成果

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、商業・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

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

【Ｒ３－１４】調査成果報告書の概要
【事業費：33,000千円 国費：16,500千円】【実施主体名：古賀市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．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、商業・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

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。

STEP １：計画内容の深度化 → STEP ２：市民・住民協議 → STEP 3：公共基盤工事の実施 → STEP ４：開発用地の開発 → STEP ５：まちびらき
上記の進め方を前提とし、オープンプロセスにより市民・住民の意見を集約しながら、よりよいまちづくりの実現のため令和８年度以降の整備を目指す。

【令和３年度】

・道 路：駅前におけるウォーカブルなまちづくりを実現するため、自動車による駅前への円滑なアクセ
スと、自動車動線により公園を分断しない歩行者優先の交通空間形成の両立を目指す。

・駅 前 広 場：古賀市の玄関口として、交通結節点の役割を果たすとともに、エレベーター等によるバリアフ
リーにも考慮し、公園や周辺開発敷地とも連携した駅前広場の整備を行う。

・自由通路橋：来訪者が古賀駅から公園に降り立ち、生涯学習ゾーンまでを安全かつ円滑に移動できるように、
公園の東西に自由通路デッキ及び生涯学習ゾーン横断橋を整備する。

・公 園：東西南北の周辺地域を十字でつなぐ公園全体のなかを場所毎の特徴を活かした５つのエリアと
して位置づけ、それぞれの空間特性と利活用イメージを整理する。

・駐 輪 場：駅北側に２層以上の立体駐輪場を整備し、防犯性および駅前の景観の向上を図る。また、駅南
側駐輪場については、現状と同様に屋外型の駐輪場とするが、上屋の整備改修などにより景観
の向上を図るとともに、２段ラック等の活用により、自転車の出し入れのしやすさに配慮する。

・配 置 検 討：公園に顔を向けた建物配置とするとともに、低層階への賑わい創出に資する機能を誘導する。
併せて、良好な市街地形成のため地区計画により建築物高さ及び用途等の制限を行う。

空間形成の基本的な考え方を踏まえた将来イメージ

サウンディング型市場調査の中で、駅前の公園立地に対しての評価や新たな整備への期待度はあるものの、現段階の計画案ではまだエリア全体の整備イメージ
や公園の魅力について具体化されておらず、官民連携のイメージが湧きづらい等、いくつかの課題も指摘された。一方、公園及びエリア全体の計画の具体化や、
周囲の区画及びリーパスプラザこがを中心とした生涯学習ゾーンとの一体的な整備を行うことでよりPPP/PFIの参入可能性も上がるという意見が聞かれた。
将来公園や自由通路等の基本設計が進んでいく中で、開発区画内の計画および整備時期・工程等についても継続して検討を行う。

また、今後の官民連携手法導入のステップとしては、古賀駅周辺だけでなく、現在再整備に向けた可能性調査等が進められている生涯学習ゾーンと連携した上
で一体的な整備の検討を行うことが有効であり、公園内に文化・交流施設等の生涯学習ゾーンとの関連性を持たせた機能や、周囲の区画の開発内容を踏まえつつ
小型店舗等の利便施設の誘導が考えられる。

生涯学習ゾーン
（リーパスプラザこが）

横断橋

駅前広場

駐輪場（北側）

自由通路

大規模工場用地



３．調査成果

高千穂鉄道跡地公園化に伴う観光拠点形成のための基盤整備検討調査

【Ｒ３－１５】調査成果報告書の概要
【事業費：46,800千円 国費：23,400千円】【実施主体名：高千穂町】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容（主な内容）
①基本計画 ②基本設計

③公園の整備・管理運営に係るPPP/PFI導入
可能性検討

高千穂峡等の観光資源を有する当地において、廃線となった高千穂鉄道のシンボルであった高
千穂鉄橋を利活用した新たな観光拠点を形成するため、民間事業者による観光案内所の設置や観
光集客イベントの実施等と合わせて、公園、地域交流施設、道路等の整備に係る基本計画、基本
設計及びPPP/PFI導入可能性検討を行う。

・公園の基本計画の策定 ・公園、道路等の基本設計

【令和３年度】

①基本計画

②基本設計

・令和2年度に策定した基本構想を基に、現況把握・敷地
分析・計画内容の検討及び方針設定を行った。

・計画方針、敷地条件、地域の特性等を考慮し、計画地内
の土地利用を基本計画として定めた。

・官民連携事業として整備を検討している施設等について
は、課題の抽出、設定に必要な条件整理、留意事項等を
まとめた。

・基本計画に基づき、公共で整備する施設については、施
設の内容等を設定し、概略の設計を行った。

・今後は、本町初の官民連携事業としてPPP/PFI実施事業者と連携して公園整備を進めていく予定であるが、町または事業者で整備する内容や整備の手法等につ
いて、有識者を含めた検討が必要になってくる可能性がある。

・令和4年度には事業者選定支援業務を発注し、民間事業者の整備内容にもよるが、公園の完成は令和5年度～令和8年度頃を予定している。

③公園、地域交流施設等の整備・管理運営に
係るPPP/PFI導入可能性検討

・PFI等の民間活力を導入する場合の事業範囲、事業方式
等を決定するために、事業範囲の検討や事業手法の検討、
VFMの検討等を行った。

・従前は、町単独事業で実施することを前提としていた本
事業であったが、今回の調査により民間活力を導入でき
る可能性があることを把握した。 大平エリア

鉄橋内部

天岩戸駅エリア



３．調査成果

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に係る検討調査

【Ｒ３ー１６】調査成果報告書の概要
【事業費： 19,400千円 国費： 9,700千円】【実施主体名：うるま市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容
①バスターミナル、公益複合施設、緑地広場の基本設計、整備効果検討、基本計画の
策定等

②概略設計

③公益複合施設のPPP/PFI可能性調査

交通の要衝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。

施設整備に係る需要特性（利用状況、交通状況調査、交通需要等）の整理、基本設計、整備効果検討、
基本計画策定 等

【令和３年度】

既存交差点の概略設計

手法選定・VFMの算出等、事業化に向けた具体的な調査

①バスターミナル、公益複合施設、緑地広場の基本設計、
整備効果検討、基本計画の策定等

▸対象地域周辺の、施設整備に係る需要特性（利用状況、交通状況調査、
交通需要等）について調査・整理した。

▸上位・関連計画や職員ワークショップ、庁内検討委員会を踏まえ、
クロスSWOT分析によるターゲットの明確化を考慮した施設整備計画を
整理した。

②概略設計

▸賑わい創出に資する施設整備に伴い、既存路線
バスルートや通過台数の変更が生じると想定
される既存交差点において、交差点改良案の
概略設計を行った。

③公益複合施設のPPP/PFI可能性調査

▸サウンディング調査を実施し、その結果を踏まえた
官民連携導入スキームの検討及び官民連携導入の
可能性評価を行った。

▸公益複合施設のPPP/PFL導入については、民間事業者側のスキーム案に対する二次サウンディングを行い再度意向を調査することで、スキームの精度を向上する
必要がある。

▸交差点改良工事については、当市道路整備プログラムを考慮し、R6年度事業着手を目途に検討を進める。

【施設配置計画】 【整備イメージ】

【交差点改良案】

▸施設（バスターミナル、公益複合施設等）整備については、R7年度事業着手を目途に更なる検討を進める。

【イメージパース】

【イメージ断面】



３．調査成果

①石下駅周辺の交通実態調査・分析

②交通結節機能強化のための整備計画検討

③ＰＰＰ/ＰＦＩ導入の可能性調査

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

【Ｒ３ー１７】調査成果報告書の概要 【事業費：16,000千円 国費：8,000千円】【実施主体名：常総市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容

①駅前の交通動線実態調査

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駅前広場等の整備に係るPPP/PFI導入可能性検討

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。

・石下駅周辺整備については、本検討結果を踏まえて関係機関との調整を進め、R6年度より実施設計および施工に着手し、R10～11年度に順次供用開始を目指す。
・今後は、地元や関係機関との協議を行い、合意形成を進めていく必要がある。
・ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入にあたっては、具体的な計画に基づく再検証や民間事業者へのサウンディング調査結果等を踏まえ、総合的に判断する必要がある。

…歩行者・自動車の交通量調査、バス・駅の利用者調査

【令和３年度】

…現況と課題を踏まえた整備計画（案）の検討

・駅利用者は他地域への通勤・通学者が多く、郊外型の通勤駅の特徴を持つ。
・駅へのアクセス手段のうち、自家用車（送迎とパーク＆ライドの合計）が占める割合が６割を超える。
・サイクリスト（ロードバイク・クロスバイクの利用者数）は、鬼怒川サイクリングロードから
まちなかに至るにつれて少なくなっていることから、まちなかでの利用促進のための工夫が求められる。

・駅東側の市有地は駐車用途以外での利用者が少なく、活用が望まれる。

・①の調査・分析結果を踏まえて、コンパクトで利便性の高い駅前整備を目的に、安全性や利便性の
向上のための歩行者・自動車動線を考慮し、駅前広場を中心とした整備計画（案）を検討した。

・自転車通行空間の整備計画（案）を検討した。
・上記の各整備計画（案）の概算事業費や整備効果、整備スケジュールを検討し、
実現可能性について比較検討を行った。

…事業の進め方や推進体制づくりの検討，導入可能性の調査

・ＰＰＰ/ＰＦＩを活用できる可能性がある事業を抽出し、導入に向けた考え方の整理を行った。
・ＰＰＰ/ＰＦＩの導入可能性調査（事業スキーム・事業手法の検討）、導入プロセス等の検討を行った。
・施設整備を対象として事業手法の検討を行い、公的不動産の利活用手法が効果的との結果となった。

図１ 整備計画（案）及びイメージパース

図２

駅西側広場
ゾーニング図（案）



３．調査成果

第二京阪道路沿道における休憩施設の基盤整備検討調査

【Ｒ３－１８】調査成果報告書の概要
【事業費：30,000千円 国費：15,000千円】【実施主体名：交野市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容
①トラック駐車場（休憩施設）整備に向けた基礎調査

・地域状況の把握、トラック駐車場の把握、トラック事業者ヒアリング、トラック駐車場の需要予測 等
②トラック駐車場（休憩施設）施設の検討

・整備方針、導入機能・施設規模の検討、バイオガス発電事業検討、トラック駐車場連携システム検討 等
③トラック駐車場（休憩施設）の整備運営に係るPPP/PFI導入可能性調査

・事業手法・スキームの検討、サウンディング調査の実施、VFMの算定、総合評価、課題整理 等
④トラック駐車場（休憩施設）の概略設計

・施設の基本的仕様、配置計画図、パース図作成 等

広域的な物流拠点となることが見込まれる第二京
阪道路沿道の交野市において、増加する物流交通
や物流倉庫周辺の環境保全のため、防災拠点機能
を併せ持ったトラック駐車場（休憩施設）の整備
に向けた現況調査・整備効果・概略設計及び駐車
場・収益施設の管理運営に係るPPP/PFI 導入可
能性検討を行う。

本年度の調査結果をもとに、令和４～５年度に事業者公募・選定を行い、令和6年度より事業着手し、令和８年開通予定である都市計画道路天の川磐船線に合わ
せた整備を目指す。

【令和３年度】

・第二京阪道路沿線に物流施設が増えている状況であるが、大型車を駐車し、ドライバーが休憩できる施設が不足している。
・物流関連事業者及びトラックドライバーのヒアリング・アンケート調査の結果、トラック駐車場や休憩施設整備への要望

が多く、荷待ち車両待機所として枠を確保したいなどトラック駐車場（休憩施設）の需要は非常に高い結果であった。

・民間事業者（デベロッパー、エネルギー、飲食、物販等28社）にヒアリングを行った結果、物流拠点整備としては魅力
的な事業であり、収益事業とするのに課題があるものの、参画意向を示す企業があった。

・マーケットサウンディング調査結果を踏まえ、公設民営混合型（福利厚生機能の公共整備）の事業スキームを選定した。
・定性的評価（交野市、周辺地域、利用者、事業者の視点）と定量的評価（VFM、収支バランス等）による総合評価によ

り、公設民営（DBO方式）が適しているという結果となった。

①トラック駐車場（休憩施設）整備に向けた基礎調査

③トラック駐車場（休憩施設）の整備運営に係るPPP/PFI導入可能性調査

②トラック駐車場（休憩施設）施設の検討
・３つの整備方針（①物流を軸としたまちづくりの実現、②安全で安心に暮らせる生活環境

づくり、③周辺地域における市民サービスの向上）を設定し、トラックドライバーや市民
が活用できるトラック駐車場（休憩施設）を検討した。

・事業性を高めるため、し尿処理施設を活用した再生エネルギー事業や天野川緑地公園の利
活用、周辺商業施設との連携、ETCを活用した第二京阪道路×物流施設×トラック休憩施
設をつなぐシステム構築を検討した。これにより防災拠点機能を強化することができる．

④トラック駐車場（休憩施設）の概略設計

ETCを活用した連携システム▶

事業スキーム案▼

・施設配置計画３案の比較により、周辺施設との連携性、トラックドライバーに加え、一般利用がしやすい配置案を選定した。
・トラック駐車場（休憩施設）の基本的な機能（休憩機能、情報発信機能）と追加機能（防災機能、飲食機能、滞在機能など）

を組み合わせることにより、全国展開が可能な整備メニューを検討した。

イメージパース▶

飲食施設 コンビニ
カフェ 飲食施設

P

行政による整備 民間による整備

（借地）
民間事業指定管理

情報発信
施設

i

休憩施設棟
フィットネス /宿泊

温浴 /コインランドリー /理髪店等

大型車駐車場

P

し尿処理施設



３．調査成果

三木市吉川地域における拠点エリア形成のための基盤整備に係る検討調査

【Ｒ３－１９】調査成果報告書の概要
【事業費：18,000千円 国費：9,000千円】【実施主体名：三木市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

・道の駅部分となる駐車場・トイレ・情報発信施設等については、令和４年度に詳細設計を行い、令和５～６年度に整備工事を実施する。
・既存施設部分については、令和５年度に詳細設計を行い、令和６年度にリニューアル工事を実施する。
・エリア全体として、令和７年度のリニューアルオープンを目指す。

２．調査内容

三木市吉川地域において、現在、物販施設と温泉施設が併設しているエリアを観光・地域交流の
拠点エリアとするため、民間事業者によるショップやミュージアム機能の充実と合せて地域交流施
設・情報発信施設・駐車場の再整備に係る概略設計等を行う。

【令和３年度】

・道の駅整備区域である山田錦の郷エリアにおいて、現況を取り巻く
環境について調査をおこない、既存施設である「山田錦の館」（物
販施設）、「吉川温泉よかたん」（温泉施設）および駐車場の現状
と課題を整理し、その課題に対応した施設配置を計画した。
・“山田錦の郷”活性化委員会において地域から意見聴取をしたうえ
で、当エリアのコンセプトを「～よかわライフの中核～土地の恵み、
酒米の文化でつながりを育てる、コミュニケーションと産業観光の
シンボル」に設定し、五感に訴える施設として整備を進める方向性
を定めた。
・コンセプトに対応した施設配置を検討し、駐車場については既存体
育館の撤去後の土地を活用することで道の駅水準を満たし、トイレ
の改修、情報発信施設の設置等に加えて、既存施設のリニューアル
整備を計画案に盛り込んだ。
・また、ピーク時混雑への対応、サイクルツーリズムへの対応、観光
ツアーへの対応、低炭素社会への対応、イベントへの対応等につい
て計画の留意点としてまとめた。

山田錦の館の設備強化
ピーク時混雑への対応

吉川温泉よかたんの設備強化

サイクルツーリズムへの対応

施設配置案 情報発信の強化

① 地域交流施設、情報発信施設、駐車場及び周辺
エリアを「道の駅」レベルに再整備するための
概略設計

① 地域交流施設、情報発信施設、駐車場及び周辺エリアを
「道の駅」レベルに再整備するための概略設計



３．調査成果

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

【Ｒ３－２０】調査成果報告書の概要

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題
・鉄道駅周辺の要整備駐輪場について、令和4年度から順次、用地確保に着手し整備していく。
・南部・瓦町駅地下駐車場について、令和４年度以降、サウンディング調査を実施し、民間事業者の意見を踏まえた上で、再整備の詳細を決定する。
併せて、駐車場情報システムの構築に向けた検討を進めていく。

【令和３年度】
【事業費：17,000千円 国費：8,500千円】【実施主体名：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。

２．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
・現況調査、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
・施設内容検討、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
・PPP／PFIの導入可能性検討

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

・鉄道駅における駐輪場について、実態調査、アンケート調査から今後の需要を踏まえ、増
設整備が必要な駐輪場を整理した。

・実態調査から駐輪マナーの悪い駅を特定し、駐輪環境整備による収容台数の確保や駐輪場と駅
のアクセスの改善を検討した。
・中心市街地の駐車場（駐輪場含む）の総量適正化に係る需要調査を行い、顕在化している
問題等を洗い出し整理した。

③②の市営駐車場における運営・管理のPPP／PFI導入可能性検討

・周辺状況や駐車場の構造等の複数の視点より民間事業者を抽出、ヒアリングを実施した。
・民間の参入しやすいスキームの検討や導入のリスク分析、事業スケジュールの作成を実施
した。

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

・駐車場選択モデルを活用し、南部・瓦町駅地下駐車場について、市営駐車場から周辺の民
間駐車場への転換率を踏まえた需給バランスの検討による収容台数の削減や、他の用途へ
の転換等、将来的な施設の利活用方法を検討した。

・公営と民間駐車場の位置や満空情報を提供できる駐車場情報システムの概略を検討した。

駐車場情報システムの概略

瓦町駅地下駐車場の利活用イメージ



３．調査成果

白石市における道の駅と公園の一体的整備による観光・産業・防災拠点形成のための基盤整備検討調査

【Ｒ３－２１】調査成果報告書の概要 【事業費：45,000千円 国費：22,500千円】【実施主体名：白石市】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

２．調査内容

①道の駅及び公園の整備に係る地形・地質の調査
②道の駅及び公園の概略設計
③道の駅及び公園の整備効果の検討
④道の駅及び公園の一体的な整備・管理運営に係る
PPP/PFI導入可能性検討

中心市街地と西部エリアに豊富な観光資源を有し、令和2年10月に（仮称）白白石中央ス
マートインターチェンジ（SIC）の事業化が決定した白石市において、観光産業の活性化やそ
れに伴う雇用の創出、市の防災力の強化のため、土地開発公社による工業団地の整備と合わ
せて、SICを活用した観光・防災拠点としての道の駅と公園の整備を行うにあたり、道の駅及
び公園の概略設計やPPP/PFI導入可能性検討等を行う。

策定した（仮称）道の駅しろいし基本計画では、（仮称）白石中央SICの整備効果を最大限に発揮するため、周辺において、「道の駅」と「スポーツ・レクリ
エーション施設」を併存した機能を構想し、それらの役割、機能、施設配置を有機的に連携させた土地利用構成を計画している。そのため、今後、令和8年度
に両者が同時開業できるような公募内容やスケジュール調整を検討する。

【令和３年度】

①道の駅及び公園の整備に係る地形・地質の調査
調査地には被圧地下水が分布しているが、対策を行えば一般的な杭の施工が可能である。
なお、盛土によって圧密沈下が生じる可能性が考えられるため、盛土計画箇所において
は盛土高に応じて沈下検討が必要である。

②道の駅及び公園の概略設計
道の駅に必要な導入施設・機能と、周辺の道路や（仮称）白石中央SICなどとの位置関
係を踏まえて施設配置を計画した。なお、施設配置にあたり、各方面の利用者や新幹線
からの視認性、駐車場と施設のアクセス性、歩行者の安全などに考慮して複数レイアウ
トの立案、比較検討を行った。

③道の駅及び公園の整備効果の検討
各種ハザード想定がなく、アクセス性の高い立地特性を生かして、平時・災害時を問わ
ない地域/広域防災拠点となり得る防災公園や消防施設との一体的な整備により、地域防
災力の向上に寄与する。また、幅広い年齢層など様々な方々が集い、交流できる運動施
設などの整備により、地域の賑わい向上にも寄与する。

④道の駅及び公園の一体的な整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討
道の駅及び公園は民間事業者のノウハウを最大限発揮するため、設計・建設と運営を一括発注することが望ましい。金融機関によるモニタリングがある点等
を考慮し、事業手法はPFI方式（BTO方式）が最も適していると考えられる。

道の駅と公園の施設配置計画イメージ

公園レイアウト図

道の駅レイアウト図

全体配置図

公園

道の駅



３．調査成果

遊佐町における道の駅移転整備に係る基盤整備検討調査

【Ｒ３ー２２】調査成果報告書の概要 【事業費：20,000千円 国費：10,000千円】【実施主体名：遊佐町】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題
・令和５年度から運営事業（候補）者の選定を実施し、施設基本設計を行う。
・令和７年度のDB発注（実施設計・施工）を経て、令和８年度の開業を目指す。

２．調査内容

鳥海山など自然豊かな遊佐町において、日本海沿岸東北自動車道のＩＣから離れてい
る既存の道の駅の移転及び機能の充実のため、民間事業者による物販施設の整備、お土
産品の開発や観光ツアーの実施と合わせて、道の駅の概略設計やPPP/PFI導入可能性検
討等を行う。

【令和３年度】

・現道の駅利用者や町内事業者などにアンケートを実施し、新
しい道の駅に求める機能等を調査した。

・キーコンセプトを「鳥海山のふもとまち」と定め、道の駅の
機能として、商業テナントなど様々な事業主体による相乗的
な賑わいの創出（道の駅内）・地域全体を包括するような人
の流れの創出（道の駅外）・人々の積極的な関わり（ALL遊
佐+環鳥海）を軸として施設機能の考え方などを整理した。

・約3.47haの敷地に、駐車場（小型222台・大型30台）、建
屋（約2,700㎡）、多目的広場（約4,500㎡）等の概略検討
を行い、概算事業費を算出した。

・事業手法について比較を行った結果、本道の駅の特性を踏ま
え、公募で運営事業（候補）者を選定後、施設基本設計を経
て、詳細設計・施工を一括発注する事業手法（公設＋包括運
営委託（事業者先行選考）＆DB）を本調査における結果と
して採用した。

・現道の駅の運営者である第三セクターの関わり方についても
整理を行った。

鳥海山を望む新道の駅の鳥瞰イメージ（案）

土地利用計画（案）

①道の駅整備に係る需要予測、概略設計等

②道の駅整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

①道の駅整備に係る需要予測、概略設計等

②道の駅整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討



３．調査成果

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

【Ｒ３－２４】調査成果報告書の概要
【事業費：19,600千円 国費：9,800千円】【実施主体名：芝山町】

１．調査の目的・必要性

４．基盤整備の見込み・今後の課題

・令和４年度に用地取得・補償調査と合わせて実施設計・事業計画の立案を行い、令和５年度後半に工事着手し、令和7年度に街びらきを行う予定である。
・民間事業者による事業化検討に合わせて、公共施設の整備・移管の調整、都市計画手続き（用途地域指定）、農振除外等の法手続きを推進するとともに、田園型
居住地創出拠点として農業振興施策と連携した定住支援と農業振興施設の誘致、同施設を活用した農業体験や農泊等のソフト事業の具体化を図っていく。

２．調査内容

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。

【令和３年度】

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道路・公園等の基本的仕様の検討

・隣接住宅開発計画との調整を図り、公共施設（道路、公園、下水道等）の整備方針を決定した。
・デベロッパーと土地利用や観光・農業振興の方向性について意見交換を行い、民間事業者のノウハ
ウやアイディアを土地利用計画や公共施設の基本的仕様に反映した。

・用途地域指定、農振除外に関する関係機関協議を実施し、法規制変更に向けた条件整理を行った。

②道路・公園等の概略設計及び概算事業費算出

・データ収集として現地測量・地質調査を実施し、現況平面図・ボーリング柱状図・地質断面図等の
概略設計に向けた基礎資料を取得した。

・公共施設の整備方針、地権者意向を踏まえた開発区域の変更、デベロッパーのアイディアを反映し
て、土地利用計画案を作成し、道路・公園等の概略設計を行った。

・土地利用計画案及び道路・公園等の概略設計結果に基づき概算事業費を算定し、民間事業者が参画
可能な条件を踏まえ、公共施設整備に対する補助額を設定した。

・町の収支見通し（公共施設整備に係る支出と人口増加や市街化に伴う収入から算出）や地域におけ
る経済波及効果を分析し、住民の合意形成を図った。

③公園の整備・管理運営に係るPPP/PFI導入可能性検討

・デベロッパーのアイディアを反映し、地区内における農業振興施設の導入、同施設を活用した農業
体験や農泊等の農業・観光振興の方向性を検討し、それらを踏まえて公園の維持管理・活用方法を
想定し、DB方式による発注を検討することとした。

・公共施設の基本的仕様（道路配置方針、
道路設計方針、下水道計画方針、公園
計画方針等）の検討等

・データ収集（現地測量、地質調査）
・土地利用計画及び道路・公園等の概略設計
・概算事業費の算出

・整備手法等の検討

【土地利用計画案】

農業振興施設イメージ
(外観)

農地付き住宅イメージ(内観)

公共施設（公園・下水
道施設・調整池等）

沿道利用地（店舗兼用住宅、
貸農園付きコンセプト型デ
ザイン賃貸住宅等）


