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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 94.8 ha

平成 19 年度　～ 平成 23 年度 平成 19 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

■白山文化の里にふさわしい魅力づくり

　　･･･自然との調和を表現したまちなみ景観整備、生活文化を情報発信する場づくり、やすらぎを感じる街なか環境づくり

■便利で楽しいまちなかサービスの拠点づくり

　　･･･生活関連サービスの充実、安心して生活できるまちづくり

■地域が主体になった地域振興の体制づくり

　　･･･活動の拠点と体制づくり

■歩いて楽しめる環境づくり

　　･･･まち歩きを誘導するしくみづくり

都道府県名 岐阜県 郡上市 白鳥中央地区

計画期間 交付期間 23

○大目標：誰もが安心・快適に住み続けることができるまちづくり

　・目標１：快適な生活環境の整備による「住んでみたい・住み続けたいまち」の実現

　・目標２：歩いて楽しめる安全で美しいまちづくり

　・目標３：自立・持続性のある街づくり活動の定着

　本地区は、旧白鳥町の中心地に位置し、古くは白山信仰の宿場として賑わい、今日まで福井、富山および岐阜を結ぶ交通の要衝として発展している。

　また、合併後の郡上市においても北の生活拠点としての役割が期待されているが、近年の車社会の進展により、商店街の空洞化と店舗の郊外移転および鉄道利用客の減少が顕著になり、往時の賑わいを感じることが難しくなっている状況にある。

　このため、白山の恵みで発展してきた本地区独自の歴史と資源を再認識し、白山文化を守り・活かすまちづくりの中心地として本地区を位置づけ、白鳥おどりをはじめとする生活文化の情報発信と交流による賑わい再生を図るものである。

　具体的には、中心市街地への広域的なアクセス確保と発展軸の形成を図るため、中心市街地の外郭環状道路を整備するとともに、街なかは、既存の路地整備を活かしながら、歩いて楽しめる環境整備を実施することにより、便利さと安全性・魅力が共

存するまちづくりを実現する。また、まちなかギャラリーなどの社会実験を地域主体で実施して、自立性・発展性の高い地域主体のまちづくり活動を促進・支援していくものである。

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

台 平成17年度 平成23年度

率 平成17年度 平成23年度

人 平成18年 平成23年度30人まちづくり活動団体参加人数

中心地区内でまちづくり活動への参加人数

まちづくり活動は地域の自立性を高める活動

および地域の振興に関する活動とする。

中心地での賑わい創出、コミュニティの醸成およびタウンマネージ

メント(まちづくり活動の調整、イベント運営等)が継続的に実施され

ているかをまちづくり活動への参加人数の増加で評価する。【目標

３の達成指標】

8人

2000台

地区内人口減少率 地区内の居住人口減少率

地区内の居住人口が減少傾向にある中、住みやすいまちづくりを

進めることにより、減少を食い止め、現状を維持することにより評

価する。【目標２の達成指標】

3.10% 1.00%

自動車交通量 美濃白鳥停車場線の自動車交通量

中心地の外周道路整備により、中心市街地への通過交通量を減

らし、安全・安心な生活環境の向上を図る事が出来る。【目標１の

達成指標】

2894台

　郡上市総合計画では、「みんなでつくる郡上」～人と自然が調和した交流文化のまち～を目指し、

●郡上の個性を磨いて魅力ある「まちブランド」づくり、

●郡上の魅力をつないで多様な「交流のしくみ」づくり

●住み続けたい、夢の持てる美しいまちづくりをまちづくり

の施策方針としており、住民主体・地域連携のまちづくりを希求している。

　そういった中で、本地区は「郡上市の北の生活拠点」として、以下のようなまちづくりが求められている。

■白山文化を積極的にアピールし、白鳥地域のイメージを高める(白鳥の魅力を高める)交流拠点づくり『白山文化の里』づくり

■上記により、新たな産業の誘致・育成や住み続けたいまちを誘導

■そのために、自然環境等と調和したコンパクトで人にやさしいまちづくりを実践

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



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

・目標３：自立・持続性のある街づくり活動の定着

　　○地域主体の街なか経営体制づくり

　　○賑わいと交流の場づくり

□提案事業【まちづくり活動支援】（仮称）まちづくり推進会議

○まちづくり活動の総合的な展開

　本地区の都市再生は、商店街をはじめとする地域の賑わい創出とコミュニティ醸成および相互扶助のためのまちづくり活動を総合的に展開することにより実現するものであり、特に、地域主体の賑わい創出事業の展開により、まちの経営体制(一種のコミュ

ニティビジネス)の確立を目指している。

　また、ハード整備に先立ち、社会実験として地域主体によるイベント等を開催し、その結果を整備内容等に反映するほか、商店街や地域住民の地域振興に対する熟度を高めていくことにより、各種事業による効果を確実に発現できるようにしていく。

■まちづくり活動支援事業を活用し、上記取り組みを精力的に進めるために、(仮称)まちづくり推進会議を設立し、各種活動団体や関係機関等との調整を実施する。

方針に合致する主要な事業

・目標１：快適な生活環境の整備による「住んでみたい・住み続けたいまち」の実現

　　○広域的なアクセス性の向上およびまちなかと周辺の公共公益施設等との一体性の確保(公共公益施設等の利便性向上)

■基幹事業【道路】泉町線

■基幹事業【道路】為真・二日町線

■基幹事業【道路】泉町区内1号線（仮称）

■基幹事業【公園】児童公園（仮称）

□提案事業【地域創造支援事業】泉町区内1号線（仮称）下水道整備

□提案事業【事業活用調査】事業効果分析調査

・目標２：歩いて楽しめる安全で美しいまちづくり

　　○安全・安心の基盤整備

　　○まち歩きが楽しめる空間整備

■基幹事業【高質空間形成施設】県道美濃白鳥停車場線（コミュニティー道路）

■基幹事業【高質空間形成施設】街なか散策路、情報案内板

■基幹事業【地域生活基盤施設】曽部地川ポケットパーク

□提案事業【地域創造支援事業】白鳥おどり屋形収納庫

□提案事業【地域創造支援事業】流雪溝ネットワーク

□提案事業【地域創造支援事業】長兵衛川親水河床



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 郡上市 直 L=465ｍ H19 H23 H19 H23 885 885 885 885

道路 郡上市 直 L=692ｍ H19 H23 H19 H23 776 776 776 776

道路 一般県道美濃白鳥停車場線 郡上市 直 L=182ｍ H21 H23 H21 H23 32 32 32 32

道路 郡上市 直 L=393m H20 H22 H20 H22 26 26 26 26

道路 郡上市 直 L=251m H20 H20 H20 H20 67 67 67 67

郡上市 直 A=1058㎡ H22 H23 H22 H23 23 23 23 23

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 郡上市 直 － H20 H22 H20 H22 14 14 14 14

高質空間形成施設 郡上市 直 － H23 H23 H23 H23 1 1 1 1

高次都市施設 －

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

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

交付対象事業費 1,872 交付限度額 748.8 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

泉町線

為真・二日町線

まちなか散策路（中下町線他3路線）

泉町区内1号線（仮称）

公園 児童公園（仮称）

－

－

－

－

－

住宅市街地

総合整備

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 1,824 1,824 1,824 1,824

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

流雪溝ネットワーク整備事業 郡上市 直 H20 H22 H20 H22 11 11 11 11

白鳥おどり屋形収納庫 郡上市 直 １箇所 H22 H22 H22 H22 18 18 18 18

郡上市 直 １箇所 H20 H21 H20 Ｈ21 7 7 7 7

郡上市 直 L=251m H20 H20 H20 H20 5 5 5 5

郡上市 直 － H22 H23 H22 H23 5 5 5 5

郡上市 直 － H19 H23 H19 H23 2 2 2 2

－

合計 48 48 48 48

合計(A+B) 1,872

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

岐阜県 河川局 1400ｍ ○ H18 H22 2,400

郡上市 道路局 500ｍ ○ Ｈ１７ Ｈ１９ 381

郡上市 宝くじ協会 1箇所 ○ H20 H20 20

合計 2,801

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

細項目 うち民負担分

地域創造

支援事業 長兵衛川親水河床

下水道整備 泉町区内1号線（仮称）

事業活用調査 事業効果分析調査 －

まちづくり活

動推進事業

まちづくり推進会議 －

－

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

床上浸水対策特別緊急事業 曽部地川白鳥工区

地方道路交付金事業 市道為真・越佐線

日本宝くじ協会H20年度各種施設助成事業 運動施設（相撲場）



市町村決定計画及び市町村施行国道等事業に関する事項

市町村決定計画

都市施設及び市街地

開発事業の種類

決定/変更 名称 その他必要な事項 変更の概要

都市再生整備計画の

公告（予定）年月日

都市計画の決定又は

変更の期限

市町村施行国道等事業

路線名

一般県道美濃白鳥停車場線

道路の種類 新設又は改築の内容

都道府県道 路肩部分修景整備



都市再生整備計画の区域

　白鳥中央地区（岐阜県郡上市）
面積

94.8 ha
区域

郡上市白鳥町　赤瀬・宮林・沼田・大栗・五反田・下町・下島・外田・長藤・坂山・

大森の区域

白鳥中央地区（９４．８ha）

県道 剣大間見白鳥線

県道 美濃白鳥停車場

国道１５６号

長良川鉄道

美濃白鳥駅

白鳥町総合健康運動公園

白鳥中央地区（９４．８ha）

県道 剣大間見白鳥線

県道 美濃白鳥停車場

国道１５６号

長良川鉄道

美濃白鳥駅

白鳥町総合健康運動公園



様式１－４　整備方針概要図

自動車交通量 （台/日） 2894 （　17年度） → 2000 （　23年度）

地区内人口 （人） 2643 （　17年度） → 2643 （　23年度）

まちづくり活動団体数 （団体） 1 （　18年度） → 3 （　23年度）

　白鳥中央地区（岐阜県郡上市）　整備方針概要図

目標

○大目標：誰もが安心・快適に住み続けることができるまちづくり

①快適な生活環境の整備による「住んでみたい・住み続けたいまち」の実現、②歩いて楽しめる安

全で美しいまちづくり、③自立・持続性のある街づくり活動の定着

代表的

な指標

都市再生整備計画区域

白鳥中央地区(94．8ha)

■基幹事業【道路】

一般県道美濃白鳥停車場線

（コミュニティ道路)

■基幹事業【道路】

まちなか散策路

■基幹事業【道路】

市道 泉町線

■基幹事業【道路】

市道 為真・二日町線

□提案事業【地域創造支援事業】

長兵衛川親水河床

○関連事業

床上浸水対策特別緊急事業(岐阜県)

■基幹事業【道路】

市道 泉町区内1号線（仮称）

□提案事業【地域創造支援事業】

泉町区内1号線（仮称）下水道整備

○関連事業

日本宝くじ協会H20年度各種施設助成事業

□提案事業【地域創造支援事業】

白鳥おどり屋形収納庫

■基幹事業【公園】

児童公園（仮称）

1/15,0001/15,0001/15,0001/15,000

白鳥町総合健康運動公園

■基幹事業【地域生活基盤施設】

曽部地川ポケットパーク

＜地区全体＞＜地区全体＞＜地区全体＞＜地区全体＞

■基幹事業【高質空間形成施設】

□提案事業【地域創造支援事業】

・流雪溝ネットワーク

□提案事業【まちづくり活動支援】

長兵衛川親水河床

○関連事業

地方道路交付金事業（為真越佐線）
□提案事業【事業活用調査】

日本宝くじ協会H20年度各種施設助成事業


