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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 914 ha

平成 22 年度　～ 平成 25 年度 平成 22 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

％ 21 25

％ 21 25

％ 21 2522.0防災訓練参加率 海津中央地区において、市が主催する防災訓練に参加する人の割合
防災訓練における住民参加率を向上させることにより、災害発生
時における適切な避難・救済活動を向上させる。 20.3

36.0

災害からの安全性に対する満足度 アンケートによる災害からの安全性に対する満足度
防災行政無線の整備等を進めることにより、災害からの安全性に
対する住民の満足度を向上させる。 14.3 37.3

地区内道路に対する満足度 アンケートによる地区内道路に対する住民満足度 既存道路の改修により交通快適性を向上させる。 21.1

　本市は、人口減少や高齢化へ対応した交通施策の充実、災害に強いまちづくりの推進が、都市形成において喫緊の課題であり、また合併による新市の一体感の醸成を図ることが急務である。
①道路整備の必要性
　当地区は、市の中央に位置し、道路アクセスにおいて、合併後の海津町、平田町をつなぐ連絡幹線道路及び市の観光拠点をつなぐ連絡幹線道路が通っており、住民などの地域間交流の軸となっているが、地盤が弱く不等沈下の起きやすい地域であ
り、道路修繕の必要性がある。
　特に、当地区は、平田町の「お千代保稲荷」（年間入込客数200万人）と海津町の「国営木曽三川公園」（年間入込客数170万人）をつなぐ連絡道路区間であり、当地区には鉄道が無いことからも、道路整備の遅れは、重大な交通渋滞を引き起こし、交通
事故の多発を招く恐れがある。
②災害時の住民への情報伝達手段、消防施設の不安
　当地区は、火災等災害時の住民への情報伝達を同報無線により行っているが、個別受信機を設置している家庭ばかりではなく、暴風雨時には放送がほとんど聞き取れない状況が考えられる。現状のままでは近い将来発生が予想されている東南海地
震、また集中豪雨による輪中堤の決壊等の災害時に対して、確実に情報の提供、避難勧告、避難指示、被害状況の周知が行えるとは言い難い。一人の犠牲者も出さないため喫緊に情報伝達施設を整備する必要がある。
　また、当地区では、近隣の大都市圏への若者の流出が顕著で、人口減少や高齢化が進んでおり消防署、避難所、避難経路を早急に整備し充実を図らなければならない。
③老朽化水道管の不安
　本市の上水道事業は、給水体制はほぼ整備された状況にあるが、老朽化した石綿配水管がある。上水道は、市民の大切なライフラインの一つであることから、地震対策を念頭に置いた災害に強い耐震管への布設替が必要である。

海津市総合開発計画（基本構想2007～2016　前期基本計画2007～2011　後期基本計画2012～2016）
　基本構想　土地利用の基本方針にある「交通ネットワークの整備　道路網　本市の交流軸となる幹線市道等の整備」を推進するため、観光資源をつなぐ連絡幹線道路を重点的に整備する。
　また、基本目標である「安全で快適な生活環境のまちづくり」をより充実させるために、防災対策の充実、利便性の高い道路網の整備、上水道の整備を重点的に進める。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 岐阜県 海津市 海津中央地区

計画期間 交付期間 25

大目標　災害にも備えた「安全で安心して暮らせるまちづくり」
　目標１　既存道路改修による交通快適性の向上
　目標２　災害発生時における情報伝達手段の再構築及び住民の防災意識の向上
　目標３　快適な生活環境の整備

・海津市は、平成１７年３月２８日に海津郡海津町及び平田町、南濃町が合併しスタートしたまちであり、岐阜県の最南端に位置し、西部・南部は三重県に、東部は木曽川、長良川をはさんで愛知県に隣接している。本市の中央部を流れる揖斐川以東の
地域は平地が広がり、以西は急峻な養老山地とその裾野に広がる扇状地・平地からなっている。北部は、養老郡、安八郡に接し、東は羽島市に接している。
・人口は、平成１７年の国勢調査によると３９，４５３人となっている。昭和４０年からの推移をみると、昭和４５年から平成７年までは増加傾向にあったが、その後は減少に転じた。平成１７年の人口は、平成７年の調査ピーク時に比べて約５．１％減少し
た。
・本地区は、海津市の中央にあたり、揖斐川、長良川、木曽川の三大河川に囲まれた国有数の穀倉地帯及び海抜0メートルの水郷地帯であり、全国的に有名な輪中「高須輪中」である。
・高須輪中は、地盤が弱く、地盤沈下の沈下率は全国的にも一番大きい地域である。
・本市は、古くから水害の多い地域であったため、江戸時代の薩摩藩士による木曽三川分流を行った宝暦治水の史跡、明治時代のオランダの土木技師ヨハネス・デ・レーケらによって行われた巨石堰堤などの史跡が残る。
・本市は、日本三大稲荷の「お千代保稲荷」、「国営木曽三川公園」、「海津温泉」、「水晶の湯」、「月見の里」、「クレール平田」などの観光資源が豊富であり、日帰り客を中心とした年間560万人以上の観光客数となっており、県内屈指の観光都市である。
・本地区には、鉄道が無く、市内はもとより近隣の市町への移動手段は車やバスである。経済都市である名古屋市、岐阜市、大垣市、桑名市へは20～30分で到達することが可能なため、大垣市、名古屋市等への通勤・通学者が多い。
・本市は、岐阜県の東南海・南海地震防災対策推進地域に指定されており、地震発生時には大きな被害を受けることも予想されるため、建物の耐震化や避難所及び避難経路の整備、情報ネットワークの整備などの対策を進めている。
・本市は、合併以降、3つの旧役場を海津庁舎及び南濃庁舎、平田庁舎として使用し、各課を分散して配置しているが、海津庁舎に統合することが平成２０年度に決まったところである。
・本市の上水道事業は、旧町ベースによる3つの区域からなっており、計画給水人口は46,900人、1日最大給水量は27,767㎥となっている。普及率が97.1％に達しており、給水体制は、ほぼ整備された状況にあるが、老朽化した配水管があり、市民に安全
な水を安定して供給できる体制を確立していく必要がある。



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

上水道整備（石綿管更新）【提案事業】、平原公園【基幹事業】

○防災体制の強化
　「海津市地域防災計画」に基づいて、市民協働による総合的な防災体制の強化を図ります。また、障がい者や高齢者などを対象とした災害時要援護者支援対策の充実に努めます。
○防災組織の確立
　水防団・消防団組織の見直しと機能強化を図るとともに、自主防災組織・ボランティアコーディネーターの育成を推進します。
また、防災訓練や地域における防災点検などの活動を積極的に支援します。さらに、女性防火クラブの育成に努めます。
○市民の防災意識の高揚
　「海津市地域防災計画」やハザードマップの周知活用に努めるとともに、講習会やパンフレットの作成などにより、防災意識を啓発します。
　また、建築物の耐震診断補助事業、耐震補強工事費補助事業により、建築物の耐震化を進めます。
○治山・治水・砂防対策等の強化
　揖斐川の堤防改修事業の促進、大江川、中江川、山除川、津屋川などの改修・整備、市街地内排水路の整備を図るとともにたん水防除のため、排水機の維持管理の強化及びため池の整備等を進めます。
　また、森林の保全と維持管理を図るとともに、土砂災害から山地下流部の人家、耕地等を守るため、治山・砂防事業を促進します。
○県道の整備及び新架橋の促進
　主要地方道及び一般県道の改良、交通安全対策の充実など、県と協働して早期の完成をめざします。
　また、木曽川・長良川の新架橋についても「木曽川・長良川新架橋促進協議会」を通じて関係機関に引き続き強く要望します。
○潤いある道づくり
　海津市花いっぱい運動の推進に併せて地域の特色に応じた潤いのある道づくりに努めます。

方針に合致する主要な事業
・利便性の高い道路網の整備
　地域間交流を活発化し、まちに活力をもたらす幹線道路網の整備を促進するとともに、市民が利用しやすい市道の整備を行う。

海津12001号線【基幹事業】、海津13816号線【基幹事業】、海津13368号線【基幹事業】、海津12007
号線【基幹事業】、海津13733号線【基幹事業】、海津23616・13695号線【基幹事業】、海津11004・
13091号線【基幹事業】、海津23552号線【基幹事業】、海津13472号線【基幹事業】、海津13474号線
【基幹事業】

・防災対策の充実
　常備消防の強化、防災無線、消防施設の整備などにより、予測される東南海地震並びにその他の災害時における消防力の強化を図る。

防災行政無線整備【基幹事業】、既設防災行政無線撤去【提案事業】、上水道整備（石綿管更新）
【提案事業】、消防署耐震補強工事【関連事業】、統合庁舎整備事業【関連事業】、救急自動車更新
整備事業【関連事業】

・生活環境の向上
　老朽管である石綿管の布設替を実施し、当該エリアの安心安全な水道水の供給を行い、快適な生活環境を整備する。
  日陰スペースのない平原公園にパーゴラを設置して、一時的に暑さや雨を防ぐ日陰スペースを提供し、市民の憩いや運動、レクリエーション機能を提供す
る公園をより快適な環境に整備する。



交付対象事業等一覧表 【変更後】

（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 海津市 直 Ｌ＝1,100ｍ、Ｗ＝6.5ｍ Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 25 25 25 25

海津市 直 Ｌ＝550ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 11 11 11 11

海津市 直 Ｌ＝550ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 11 11 11 11

海津市 直 Ｌ＝600ｍ、Ｗ＝6.5ｍ Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23 14 14 14 14

海津市 直 Ｌ＝1,500ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23 Ｈ23 24 24 24 24

海津市 直 Ｌ＝590ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 13 13 13 13

海津市 直 Ｌ＝1,450ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 34 34 34 34

海津市 直 Ｌ＝1,150ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 27 27 27 27

海津市 直 Ｌ＝500ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 12 12 12 12

海津市 直 Ｌ＝300ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 7 7 7 7

海津市 直 Ｌ＝400ｍ、Ｗ＝6.0ｍ Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ25 10 10 10 10

公園 海津市 直 1箇所 Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 Ｈ22 1 1 1 1

古都及び緑地保全事業
河川
下水道 －
駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設（地域防災施設） 海津市 直 － Ｈ22 Ｈ24 Ｈ22 Ｈ24 78 78 78 78

高質空間形成施設 －
高次都市施設 －
既存建造物活用事業
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
バリアフリー環境整備促進事業
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 267 267 267 267 …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
海津市 直 L=900ｍ Ｈ22 Ｈ23 Ｈ22 Ｈ23 73 73 73 73

海津市 直 － Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ24 1 1 1 1

－

－

－

－

合計 74 74 74 74 …B
合計(A+B) 341

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
消防署耐震補強工事 海津町福岡地内 海津市 - - ○ Ｈ22 Ｈ22 51

海津市 - - ○ Ｈ23 Ｈ24 245

海津市 - - ○ Ｈ22 Ｈ22 22

合計 318

統合庁舎整備事業 海津町高須地内

救急自動車更新整備事業 海津町福岡地内

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

－

－

0

事業活用調
査

－

－

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

上水道整備（石綿管更新） 県道木曽三川公園線（内記地内） 0

既設防災行政無線撤去 －

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

防災行政無線整備事業 0

－

－

海津23616・13695号線 0

海津11004・13091号線 0

平原公園 0
海津13474号線 0
海津13472号線 0

海津13733号線 0

海津12007号線 0

海津12001号線 0

海津13816号線 0

海津12001号線 0

海津23552号線 0

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

海津13368号線 0

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 341 交付限度額 136.4 国費率 0.4



都市再生整備計画の区域

　海津中央地区（岐阜県海津市） 面積 914 ha 区域
海津町高須町及び馬目、内記、鹿野、草場、平原の一部、福岡の一部、高須の一部、田中の一部、松木の一部、駒ヶ江の
一部、立野の一部、札野の一部、東小島の一部、西小島の一部、萱野の一部、平田町脇野及び西島の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

海津市役所海津庁舎 


