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 基本構想の概要 
1.1. 基本構想策定の⽬的 
本町に立地する道の駅「半布里の郷 とみか」（以下、「道の駅」という）は、町の観光拠点

や情報発信施設として、平成 22 年 4 月に整備され 10 年が経過した。 

本構想は、本年度に開設 10 年の節目を迎える道の駅の更なる施設の有効活用、地域活性

化等の拠点機能拡充を図るため、公民連携による機能強化を含め道の駅のあり方に関する基

本的な考え方をとりまとめることを目的とする。 

 

1.2. 基本構想の対象 
本構想の対象を図 1-1 に示す。 

 

 
（下図：Google Map） 

図 1-1 本構想の検討対象 
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 上位・関連計画 
道の駅の整備拡充のあり方を検討するため、富加町の上位・関連計画における道の駅の位

置づけを整理する。 

 

2.1. 富加町第5次総合計画（計画期間：平成28年度 令和7年度） 
当該計画は、まちの将来像に、「ＪＵＳＴｏｍｉｋａ Ｌｉｆｅ（ジャストミカ ライフ）」

～みんなで創る 誰もが住みよい ちょうどいいまち とみか～（以下、JTL という。）を掲げ、

自然環境と生活の利便性が調和したまちの特性を活かし、富加だからこそ実現できる理想的

な暮らしの姿を思い描き、その輝きを確かなものとすることを目指している。 

その中で道の駅は、エントランスゾーン内の交流・情報拠点と位置付けられるほか、観光

情報の発信拠点として位置付けられている。 

 

 

（出典：富加町第 5次総合計画） 

図 2-1 将来都市構造 
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2.2. 富加町都市計画マスタープラン（計画期間：令和2 12年） 
当該計画では、本町を多様な都市機能を備える美濃加茂市や関市の「郊外地」と捉え、ま

ちづくりにおいては、豊かな自然環境の保全活用をベースに、人口規模 6 千人に適した土地

利用、都市施設等の整備を行うとしている。その中で、他都市からの人口流入も見据え、人々

の交流の場を確保し、豊かな暮らしの実現を図ることを掲げている。 

まちづくりの目標は、「みんなが住みたくなる 緑とふれあいのまち とみか」とし、以下の

まちづくりを目指している。 

 

 
（出典：富加町都市計画マスタープラン） 

 

 
図 2-2 都市の骨格イメージ 

（出典：富加町都市計画マスタープラン） 

 

その中で道の駅に係る整備プログラムとして、「情報、交流拠点としての活用検討」及び「道

の駅を活用した地産地消による農業振興」が掲げられている。 

  

○ みんなが住みたくなる … 

 町民（親、子、孫世代）や町外からの転入の方が、緑豊かな自然環境や田園風景の中、ゆ

とりある住宅に住まい、近隣で働き、買い物を楽しめるまち 

 時々利用する大規模商業施設や医療施設には、幹線道路等の利用により、すぐにアクセス

できる便利なまち 

○ 緑とふれあいのまち … 

 山や川など、本町の豊かな自然環境や農地の田園風景とふれあえるまち 

 古墳や街道など、歴史と調和した緑の空間とふれあえるまち 

 公園や広場などレクリエーションを通じて緑の空間とふれあえるまち 
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2.3. 「清流の国ぎふ」創⽣総合戦略（計画期間：令和元 5年度） 
岐阜県は、人口減少・少子高齢化が本格化する中にあっても、地域の活力を失うことなく、

安全・安心で、かつ持続可能な「清流の国ぎふ」づくりを進めていくため、今後 5 年間の方

向性を示す「清流の国ぎふ」創生総合戦略を策定している。 

目指す将来像として「一人ひとりの幸せと確かな暮らしのあるふるさと岐阜県」を掲げ、

当面 5 年間に取り組む政策の方向性を『「清流の国ぎふ」を支える人づくり』、『健やかで安ら

かな地域づくり』、『地域にあふれる魅力と活力づくり』とし、以下の施策を展開していくこ

ととしている。 

 

 

（出典：岐阜県「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」） 

  

○ 施策の方向性１ 「清流の国ぎふ」を支える人づくり 

人口減少社会における最大の課題である担い手の確保について、人口減少の進行を見据

え、各分野における取組みをより効果的なものとするため、その最も基本となり、共通す

るテーマである、地域や社会で活躍する人を生み出す教育の充実と活躍できる社会づくり

に取り組みます。 

○ 施策の方向性２ 健やかで安らかな地域づくり 

ライフステージごとに求められるサービスを提供し続けること、困難な状況に陥りそう

になった時、陥った時に求められる支援を提供し続けることが、行政機関である岐阜県の

永劫不変の役割です。 

県民一人ひとり、あるいは地域によって異なり、また、時の流れとともに変化し続ける

ニーズを的確に把握し、対策を取り続ける、たゆまぬ取組みを進めていきます。 

○ 施策の方向性３ 地域にあふれる魅力と活力づくり 

人口減少が進行し、社会や経済が縮小していく中にあっては、岐阜県の魅力を打ち出し、

活力を生み出していく取組みが一層求められます。幸いにして本県には豊かな自然と、そ

の中で育まれた魅力的で特徴的な地域伝統文化、農林畜水産物などがあり、こうした資源

を活かした活力づくりに取り組んでいきます。 
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2.4. 富加町「道の駅」基本計画（平成１８年３⽉策定） 
当該計画は、道路管理者による休憩施設の整備（「道の駅」整備）を前提とした地域振興施

設の計画をとりまとめたものであり、本構想の参考とする。 

計画策定にあたっては、事業に参画する希望者を募りながら、ともに計画を進める参加型

計画づくりとするため、ワークショップ手法を採り入れ、事業参画の希望者の意向を事業計

画に反映させている。 

 
（出典：富加町「道の駅」基本計画）

計画コンセプト 

○道の駅を創り出す背景 
701 年に大宝律令が制定され、わが国の「かたち」をつくる班田収授制の整備が始まりました。その制

度は戸籍に基づき口分田等を受田するという制度で、今時代の富加町の戸籍が残されています。それは「御
野國加毛郡半布里大宝弐年（702）戸籍」で、大宝弐年という表示から大宝律令が発令された直後の現存す
る最古の戸籍であることが分かります。 
本町は大宝律令が制定された頃にすでに農業が盛んであったことがわかるように、古代より豊饒な土地

であり、人が住み続ける環境に恵まれてきました。なだらかな丘陵に囲まれ、田園が広がり、津保川と川
浦川が流れています。河川に沿って集落が形成され、水と緑そして豊饒な土地からの実りを受けて、歴史
伝統そして文化を育んできました。 

○道の駅富加のコンセプト 
先祖代々引き継がれてきた、恵まれた自然、豊饒な土地からの実り、人とのつながりを保ち住み続けら

れる生活環境が維持できる条件が富加町には残されています。これらの恵まれた自然等を活かした道の駅
にしていく必要があります。 
このため四季折々の変化を見ることができ、四季の訪れを味わい、その変化に触れ、四季の香りを感じ

ることができる道の駅としていきます。 

①「自然のやさしさや四季の変化を感じ、五感を刺激する道の駅」 

道の駅は幹線道路を利用する人のために、ものとサービス、そして情報を提供することを目的としてい
ますが、人とのつながりを保ち続けていくために、地域内外の人々のつながりをつくるとともに、地域間
の人とひとの交流を促し、相互交流の場とする道の駅にしていきます。 

②「ものと情報を通じて、人とひとに交流を創る道の駅」 

これらのコンセプトを受けて、それを具現化する道の駅にするために 

駅名の仮称を道の駅『四季の郷とみか』とします。 

道の駅整備の基本的考え方 

①ドライブイン型道の駅ではなく、地域交流型道の駅を整備します 
広域幹線道路沿道に位置し、大型トラックや大型観光バスが出入りする道の駅はドライブイン型道の駅

ですが、本町の道の駅は町周辺も含め地域の人々が利用し、交流する地域交流型道の駅として整備します。

②地域の農業および商業サービス業の活性化を図る場として地域振興施設を整備します 
農家レストラン及びそれと密接な連携を図った農産物加工及び特産品販売所を持つ、「道の駅」という

集客機能を活かした地域振興施設を整備します。地域の農業者と商業サービス業者による生産品供給シス
テムをつくり、消費者に提供します。また、道の駅特産物交流しネットワークを活用して水産物販売等も
検討します。 
さらに、地域交流の拠点の場となる農家レストランには椅子席だけでなく堀こたつを持つ板座敷をもう

け、ゆっくりと食事と語らいができる場をつくります。 

③地域の農産物生産者と地域の消費者を結ぶ地産地消の場をつくり、地産地消の産物から特産品が生まれ
る環境を富加につくっていきます 
顔の見える地域の生産者によって生産された品を地域で加工し、消費できることは最も望むべき生産方

法です。道の駅の特性や富加のまちの特性を活かして、安全・安心な産物を提供できる場を作ります。 

④交流の輪の場となる施設をもうけ、また道の駅情報センターも交流情報の場として活性化を図ります 
地域の農産物・特産物の販売や飲食のみでなく、地域住民の交流イベントの場となる施設を整備します。

また、道の駅の情報センターはドライブ情報に加え、周辺の天気情報や地域イベント情報、地域の産業情
報等が集まる場として、本町の観光交流案内所（インフォメーションセンター）とし位置づけ、地域情報
を積極的に発信します。 

⑤本町を代表するまちの顔となる施設をつくり、いつでも気軽に利用でき、人を招きもてなし、地域住民
の台所であり、憩いの居間兼応接間にもなるダイニング兼リビングをつくります 
農家レストランは家庭でお客さんを迎えた場合に「食事に案内する場」として利用できるよう、「富加

の応接間」となる場にしていきます。 
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（出典：富加町「道の駅」基本計画） 

施設計画 

計画コンセプトに基づき、「道の駅」及び地域振興施設の内容と規模を次のように設定します。

施設名 施設内容と規模 

１．農家レストラン 

 

250 ㎡程度 

地域の農産物を加工し、地域のもてなし料理を提供するレスト

ランとします。これまでの道の駅にはなかったこだわりメニュー

を創り、富加の名所名物となるレストランにします。 

特産物である古代米、クリーン野菜、畜産加工品等を食材とし

て子供から高齢者までが集まる食の交流拠点にしていきます。大

型バス 50人乗りの客が一度に食事できる規模は確保し、レストラ

ン内トイレを整備し、さらに事業体の事務所等も併設します。 

２．農産物加工所 

 

40 ㎡程度 

地場産米や古代米等をパンに焼き上げるパン工房とし、製造販

売する農産物加工所です。食生活を豊かにする「焼きたてパン」

を提供します。 

３．物産販売所 

 

30 ㎡程度 

地域の商業者による一坪ショップをもうけ、販売チャンネルの

拡大やインターネット通信販売等の販売手段の拡張に取り組む場

とします。和菓子、酒、総菜、畜産加工品などの冷蔵ショーケー

ス等を使った販売所とします。 

４．屋根付多目的広場 

 

220 ㎡程度 

地元から出荷された農産物の販売を定期的に行います。またガ

レージセール、盆踊り等も開催できる屋根付イベント広場とし、

地域住民の交流拠点とします。企画イベントの開催、貸しスペー

ス利用、ミニ町民まつりの季節ごとの開催等、人が多く集まる場

としていきます。 

５．緑地ポケットパーク 全面道路との境界線上や敷地済にできるだけ多くの緑地をもう

けます。町の木「どうだんつつじ」を用いたゆとりの空間としま

す。低木による国道との境界ラインをつくり連続したひろがりの

ある道の駅にしていきます。 

６．屋外トイレ ユニバーサルデザインの多目的トイレと 24 時間利用可能な施

設とします。 

７．情報センター 道の駅情報をはじめ、富加町の情報発信基地とし、道路、観光

レクリエーション、イベント情報等が入手できる情報カタログ館

と位置づけます。 

８．駐車場 普通車は約 80台の駐車をめやすとし、大型バスが駐車可能な駐

車場とします。 
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 町及び道の駅の現状 
3.1. 町の現状 

3.1.1. 地勢 

本町は、岐阜県の中南部にある加茂郡の西部に位置しており、岐阜県、愛知県、三重県に

またがる濃尾平野の最北端にもあたる地域となっている。 

東西に5.4km、南北に4.4kmで面積は16.82km2となっており、北部と西部は関市、南

部と東部は美濃加茂市にそれぞれ隣接している。 

北部山麓から南部にかけて緩やかな傾斜をなし、南部平坦地と標高278.29ｍの梨割山

をはじめとする北東部の丘陵地とに分かれる。 

また、山林が総面積の半分近くを占め、平坦地は田園及び住宅地となっている。 

 

 

図 3-1 位置図 

 

  

N 
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3.1.2. ⼈⼝ 

(1) ⼈⼝の推移及び将来推計 
平成27年(2015年)の国勢調査によると、本町の総人口は5,564人となっている。 

昭和55年(1980年)からの推移をみると、平成2年(1990年)までは増加傾向にあったが、

その後は減少に転じ、平成22年(2010年)から平成27年(2015年)にかけては微増となっ

ている。平成27年(2015年)の総人口は、平成2年(1990年)の調査ピーク時に比べて約

5.7％減少している。 

また、富加町第5次総合計画では、将来人口について、令和2年3月に策定した「富加町

人口ビジョン（第2版）」に示される推計値（図3-2 シミュレーション2）を用いており、

当該推計では、令和42年(2060年)の総人口は、4,611人になると試算している。 

また、町が目指す中・長期的な人口として、表3-1に示す目標人口を設定している。 

 

 
（出典：富加町人口ビジョン（第2版）） 

図 3-2 将来人口の推計 

 

表 3-1 地区別人口及び人口密度 

目標年 目標人口 

令和 7年（2025年） 5,400人 

令和22年（2040年） 5,100人 

令和42年（2060年） 4,700人 

（出典：富加町人口ビジョン（第2版）） 

  



 3. 町及び道の駅の現状 
 

 
10 

（参考）国立社会保障人口・問題研究所による人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本町の総人口は、現状のまま推移すれ

ば、令和27年(2045年)には平成27年(2015年)の5,564人から17.7％減の4,578人と

なると予測されている。 

年齢3区分別にみると、財政負担の中心的な役割を果たす生産年齢人口（15～64歳）は、

令和27年(2045年)には平成27年(2015年)の3,198人から約31.9％減の2,191人とな

り、総人口の減少割合よりはるかに高い割合で落ち込むことが予想されている。その一方

で老齢人口(65歳以上)は増加し、令和27年(2045年)には総人口の約40.2％が高齢者と

なることが見込まれている。 

 

 
※総人口は年齢不詳を含むため、各年齢区分別人口の合計とは一致しない場合がある 

（出典：国勢調査（昭和55年～平成27年）、国立社会保障・人口問題研究所（平成30年3月推計）） 

図 3-3 年齢 3区分別人口の推移及び将来推計 
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(2) 世帯数の推移 
平成27年(2015年)の国勢調査によると、本町の世帯数は1,834世帯となっており、昭

和55年(1980年)からの推移をみると、平成27年(2015年)までの間、一貫して増加して

いる。 

一方、平均世帯人員数は、一貫して減少している。これは、昭和55年(1980年)から平

成2年(1990年)にかけて及び平成22年(2010年)から平成27年(2015年)にかけては、

人口の増加割合に対して世帯数の増加割合が高いこと、また、平成2年(1980年)から平成

22年(2010年)にかけては人口が減少傾向にあることによる。 

 

 

（出典：国勢調査（昭和55年～平成27年）） 

図 3-4 世帯数及び平均世帯人員数の推移 
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(3) 移住の状況 
本町及び岐阜県の平成23年(2012年)から令和2年(2020年)の社会動態の推移を図3-

5、図3-6に示す。岐阜県は、過去10年間継続して転出超過となっているのに対し、富加

町は年によって増減があるが、平均すると転入超過となっている。 

 

 

※移動数は前年10月1日から当年9月30日までの計 

（出典：岐阜県人口動態統計調査（平成23年～令和2年）） 

図 3-5 社会動態の推移（富加町） 

 

 

※移動数は前年10月1日から当年9月30日までの計 

（出典：岐阜県人口動態統計調査（平成23年～令和2年）） 

図 3-6 社会動態の推移（岐阜県）  
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次に、本町の県内・県外等別社会動態の推移を図3-7に示す。2012年以降、県内を中心

に転入超過となっている 

  
※不詳＝外国人＋職権、環境・利便等＝生活環境の利便＋自然環境＋交通の利便 

（出典：岐阜県人口動態統計調査（平成2年～令和元年）） 

図 3-7 県内・県外等別社会動態の推移（富加町） 

 

転入・転出の理由を見ると、転入は住宅事情を理由とした転入超過が最も多く、転出は

職業上、結婚等を理由とした転出超過が多くなっている。 

 

※不詳＝外国人＋職権、環境・利便等＝生活環境の利便＋自然環境＋交通の利便 

（出典：岐阜県人口動態統計調査（平成2年～令和元年）） 

図 3-8 移動理由別転入転出者の推移（富加町）  
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また、世代別に転入・転出の理由を見ると、職業上を理由として20代の転出超過が多く、

住宅事情を理由とした転入超過も多くなっている。 

 

 

※不詳＝外国人＋職権、環境・利便等＝生活環境の利便＋自然環境＋交通の利便 

（出典：岐阜県人口動態統計調査（平成2年～令和元年）） 

図 3-9 主な移動理由でみた世代別日本人の社会動態（富加町） 

 

また、本町に移住した人の移住の動機及び移住後に感じている富加町の魅力を表3-2に

示す。 

表 3-2 移住者の声 

移住の動機 富加町の魅力 

 マイホームを建設するための土地を探して

いたため 

 新築分譲住宅を探していたため 

 中古住宅を探していたため 

 魅力的な工務店を見つけたため 

 カフェを開業するため 

 独立営農するため 

 のどかで豊かな自然環境 

 積雪の少ない過ごしやすい気候 

 買い物・通院等生活環境の利便性 

 良好な交通アクセス環境 

 地域住人の温かさ 

 地域のつながり 

 同世代（子育て世代）が多い 

 充実した子育て支援制度 

 マイホーム建設に係る助成制度 

 親切な行政職員の対応 

 都会に比べ安価な土地代 

 伝統的な祭事や地域行事 

 恵まれた営農環境 

（出典：富加町移住・定住応援サイトを基に作成 http://teiju.town.tomika.gifu.jp/interview/index.html）
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(4) ⼈⼝の分布 
本町の人口は、羽生地区が最も多く、次いで加治田地区、滝田地区となっており、人口密

度は、羽生地区、高畑地区、滝田地区の順に高くなっている。 

 

 
（出典：国勢調査（平成27年）250ｍメッシュデータ） 

図 3-10 人口分布 

 

表 3-3 地区別人口及び人口密度 

地 区 
人 口 
（人） 

面 積 
（k ㎡） 

人口密度 
（人/k ㎡） 

瀧田 783 1.7 458

羽生 1,982 1.7 1,151

大山 360 1.1 325

高畑 430 0.9 484

夕田 366 1.2 300

大平賀 533 4.0 134

加治田 1,110 6.0 185

合計 5,564 16.6 334

（出典：国勢調査（平成27年）） 
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3.1.3. 周辺施設の⽴地状況 

富加町周辺の施設の立地状況を図3-11に示す。富加関インターチェンジから半径5km

圏内と美濃加茂インターチェンジから半径5km圏域との重複部分（図3-6の青色網掛け部

分）には、以下の施設が位置している。 

・都 市 公 園：半布ヶ丘公園 

・河 川 公 園：とみぱーく 

・その他公園：ゆうあい広場、駅前広場公園、清水谷川公園、古城洞水辺公園 

・古墳・城跡：井高1号古墳、夕日茶臼山古墳、堂洞城跡、加治田城 

・寺   社※：清水寺、伊和神社ほか7施設 

・そ の 他：海洋センター、富加町郷土資料館ほか 

※「とみか町散策マップ」に記載される寺社 

道の駅の拡充にあたり、上記施設との連携が考えられる。 

 

 

図 3-11 周辺施設 

 

特に道の駅との連携が期待できる、道の駅から徒歩圏にある河川公園とみぱーく及び半

布ヶ丘公園の概要を次ページより示す。 
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【とみぱーく】 

表 3-4 とみぱーくの事業概要 

事 業 名 （町事業）富加町かわまちづくり事業（清流の国ぎふづくり推進事業） 

（県事業）公共統合河川環境整備事業 

実 施 機 関 名 富加町・岐阜県 

事業実施期間 平成28年4月1日～令和2年3月31日 

事 業 費 46百万円 

河川公園名称 とみぱーく 

施 工 箇 所 岐阜県加茂郡富加町滝田1186番地3地先 

施設全体面積 約2,000㎡ 

竣 工 年 月 2020年3月 

管理・運営方式 町直営 

事 業 の 経 緯 富加町では、第5次総合計画において川浦川沿いに親水公園の整備推進を位

置づけ、公園整備と一体となった河川整備を行い親水空間を創出すること

で魅力的な生活空間のあるまちづくりを目指し、平成28年に「富加町かわま

ちづくり協議会」を発足。 

平成30年には国土交通省による「かわまちづくり支援制度」に登録され、か

わまちづくり事業の一環として河川公園を整備し、令和2年3月に竣工した。

工 事 概 要 河川公園詳細設計 

公園整備工 芝生広場A=1,600㎡／園路整備A=400㎡／石積護岸A=278㎡ 

特 徴 〇富加町の自然と原風景をいかした居心地の良い空間 

富加町という土地の骨格と原風景を構成する景観資源を重要視したものと

なっており、川とまちの関わりや動線を考慮して河川公園に拠点機能を持

たせ、安全で魅力的な水辺へのアクセス計画とし、川浦川の今ある素材を活

かしつつ気持ちのよい場所を創出した。 

 
図 3-12 施設平面図
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図 3-13 現況写真① 

  

図 3-14 現況写真② 
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【半布ヶ丘公園】 

表 3-5 半布ヶ丘公園の概要 

施 設 名 半布ヶ丘公園 

所 在 地 岐阜県加茂郡富加町夕田238 

公 園 区 分 地区公園 

公 園 の 位 置 都市計画区域 市街化調整区域 

都市計画決定年月日 1987年12月4日 

都市計画決定面積 10.3ha 

供 用 開 始 年 月 日 1987年5月1日 

供 用 面 積 1.4ha 

管 理 ・ 運 営 方 式 町直営 

主 な 施 設 富加町B&G海洋センター 体育館、武道館、プール 

グラウンド 約17，000m2 

（用途） 

野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ等

テニスコート 全天候型コート4面 

照明あり（2面） 

遊具「わくわくの森」 巨大遊具 

 

 

富加町 B&G 海洋センター 芝生広場「わくわくの森」 

公園を含む眺望 

図 3-15 現況写真  
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3.2. 道の駅の現状 

3.2.1. 道の駅の施設概要 

既存の道の駅施設の諸元を表3-6に、施設配置を図3-16に示す。 

表 3-6 施設の諸元 

施 設 名 道の駅 半布里の郷 とみか 

所 在 地 岐阜県加茂郡富加町羽生2174-1 

用途地域及び地区の指定 都市計画区域 用途無指定（建ぺい率60％、容積率200％） 

防火地域 無 

供 用 開 始 年 月 日 2010年4月28日 

整 備 形 式 一体型 

管 理 ・ 運 営 方 式 指定管理者制度 

施 設 全 体 面 積 4,368㎡ 

駐 車 場 台 数 39台(普通34台、大型4台、身障者1台) 

道 路 管 理 者 岐阜県 

営 業 時 間 午前9時～午後5時 

定 休 日 毎週火曜日(但し祝日の場合は営業、翌平日休業）、12/31 1/3休業

主な施設 道路休憩施設 駐車場 

24時間トイレ 

2,871㎡ 

122㎡ 

道理管理者整備分 

 

2,993㎡

道路情報提供施設 15㎡ 富加町整備分 

 

1,375㎡

地域振興施設 レストラン 

農産物直売所 

特産物販売所 

料理実習室 

イベント広場 

その他付属施設 

180㎡ 

45㎡ 

35㎡ 

25㎡ 

195㎡ 

880㎡ 

＜レストランの特徴＞ 

・モーニング 9:00～11:00（ラストオーダー） 

・食事 11:30～14:00（ラストオーダー） 

・定休日 毎週火曜日 

（祝日の場合は営業、翌平日休業） 

・人気メニュー 

日替わりランチ（限定20食） 1,100円（デザート付き+400円）
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3.2.2. ⽴地状況 

(1) 施設の位置 
現道の駅施設の立地状況を図3-17に示す。現施設は、町南部、国道418号沿の道の駅

で、東海環状自動車道富加関IC、美濃加茂ICより直線距離で約4km、車で10分ほどの場所

に位置しており、最寄り駅である長良川鉄道 越美南線 富加駅からは、約1km、徒歩15分

ほどとなっている。 

施設周辺には、東側に工場が隣接し、200ｍ圏内にスーパーマーケットやドラッグスト

アが立地する他は、概ね、農地及び住宅地が広がっている。 

また、道の駅から約1.5km、徒歩20分ほどの位置にとみぱーく（河川公園）及び都市公

園半布ヶ丘公園（都市公園）が位置している。 

 
図 3-17 位置図 

  

  
図 3-18 現況写真  
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(2) 施設周辺の⼈⼝・世帯数の状況 
現道の駅施設周辺の人口分布を図3-19に、世帯数の分布を図3-20に示す。人口、世帯

数ともに、施設が位置する富加町羽生地区のほか、関市、美濃加茂市及び可児市の鉄道沿

線に集中している。 

 

 
（出典：国勢調査（平成27年）250ｍメッシュデータ） 

図 3-19 人口分布 

 
（出典：国勢調査（平成27年）250ｍメッシュデータ） 

図 3-20 世帯数の分布  



 3. 町及び道の駅の現状 
 

 
24 

(3) 競合施設の状況 

半径3km、5km、7km圏内の競合施設の分布を図3-21に、50km圏内の道の駅の分布

を図3-22に示す。人口・世帯が密集している箇所や国道・県道沿いにスーパーマーケット

及び飲食店が位置している。また、道の駅は半径50km圏内に岐阜県内の道の駅が36駅、

愛知県の道の駅が2駅位置している。 

 
図 3-21 競合施設の分布 

 
図 3-22 半径 50km 圏域内の道の駅  

立田ふれあいの里 

瀬戸しなの 
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3.2.3. 経営状況 

指定管理者の令和元年度（令和元年4月1日～令和2年3月31日）の決算値を表3-7に示

す。営業損失が▲7,176千円、指定管理料3,792千円を加えた経常損失が▲3,384千円と

赤字経営となっている（いずれも税抜金額）。 

また、労働分配率（人件費/粗利額）が82.3％となっており、一般に小売業・飲食業の適

正水準が30％～50％とされることに鑑みると、人件費の負担状況は厳しいと言える。 

道の駅は純粋に利潤のみを目的とした営利事業ではなく、公共財的性質を持つため留意

を要するが、図3-23に示すとおり過去10年間の決算の推移を見ると、営業利益に本町が

拠出する指定管理料（営業外収益）を加味した経常利益は、農産物直売所を増設した平成

24年度以降平成26年度までの間に若干の回復は見られたものの、近年継続して赤字が続

いており、慢性的な赤字体質からの脱却が喫緊の課題となっている。 

表 3-7 令和元年度決算 

 (単位：千円(税抜))

売上高 72,109   

原価 50,125   

粗利額 21,984 （粗利率） 30.5%

販売費及び一般管理費 29,160 （販管費率） 40.4%

内人件費 18,085 （人件費率） 25.1%

（労働分配率） 82.3%

営業利益 ▲7,176 （営業利益率） ▲10.0%

営業外収益（指定管理料） 3,792   

経常利益 ▲3,384 （経常利益率） ▲4.7%

 

※1 H22年度～H26年度：税込金額、H27年度～R1年度：税抜金額 

※2 H24年度及びH25年度は営業外費用が発生しているため、経常利益額が営業利益と営業外収益の合計と一致しない 

図3-23 営業利益・経常利益の推移  
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平成27年度から令和元年度までの推移を図3-24に示す。売上高が客数の減少に伴って

減少傾向にある一方で、客単価は増加傾向にある。 

なお、令和元年度は、3月の客数が新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け大幅に減少

したため、過去5年間で比較すると、売上高・客数とも最も低くなっているが、客単価は5

年間で最も高くなっている。 

また、令和2年度においても、新型コロナウィルスへの対応として営業内容の縮小（営業

日の縮小、営業時間の短縮、イベントの縮小等）を継続している関係で、売上・客数とも減

少が続く状況にある。 

  
図3-24 売上高・客数・客単価の推移 

 

平成27年度から令和元年度までの売上構成比の推移を図3-25に示す。レストランの売

上構成比が減少傾向にあり、農産品や加工品、その他物販等の売上構成比は増加傾向にあ

る。 

ただし、基本構想の策定に当たり実施した指定管理者へのヒアリング結果によると、令

和2年度から外部より新しいシェフを登用し、メニューを刷新したことにより全体に占め

るレストランの売上構成比は増加に転じつつある（ヒアリング結果の詳細は、「補.2.関係団

体等ヒアリング」参照）。 

 
図 3-25 売上構成比の推移  
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月別の売上高及び客数の推移を図3-26に示す。客数が最も多いのは5月、売上高が最も

多いのは箱詰めの柿等高単価商材の販売時季である11月となっている。 

 

 

図 3-26 令和元年度月別売上高・客数の推移 

(税抜) 
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 道の駅の機能拡充に関する課題 
4.1. エリアマネジメントの必要性 
道の駅周辺には、町役場、タウンホールとみかのほか郷土資料館、公園、古墳・城跡、寺社

等、本町の主要な施設が多く位置しており、地域の良好な環境や地域の価値を維持・向上さ

せる上では、道の駅施設単体のマネジメントだけでなく、特色ある各施設を拠点としたエリ

アマネジメントを実施する必要がある。 

 

4.2. 施設整備 

 駐⾞場 

(1) 駐⾞台数の確保 
道の駅の地域振興施設整備に伴い必要とされる駐車台数の確保が必要である。 

 

(2) 駐⾞動線の整序 
前面道路交差点部からの出入が１箇所に限定され、かつ駐車場内の大型車両と乗用車の

動線が交錯し、通行者と車両の動線処理が不十分なことによる安全性確保が必要である。 

 

(3) 視認性の向上 
既存施設が前面道路に面して配置されることから、前面道路の通行者が道の駅の施設全

体を視認し難い状況の改善が必要である。 

 

 施設 

(1) 売場空間の改善 
主力となる販売商品の一つである農産品の売り場拡充、来店者とスタッフの動線処理が

必要である。 

 

(2) 低未利⽤施設の有効活⽤ 
調理スペースや屋外テントなど、既存施設の魅力向上に活用可能な空間の有効活用が必

要である。  
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4.3. 施設運営 

 企画・運営⼒ 

(1) 企画・運営主体のリーダーシップ 
魅力的な道の駅では、施設の運営主体が有するノウハウやスキル、地域資源に関する情

報収集と商品・サービスに関する企画・調整力の発揮は不可避であり、こうした役割の担

い手としてリーダーシップの発揮が必要である。 

 

(2) 企画・運営の⼈材育成 
本道の駅の主力商品である新鮮な旬の農産品を廉価で提供する体制の維持増進とともに、

道の駅の魅力を高める為の様々な取り組みを実行する担い手の育成、組織化が必要である。 

 

 運営体制 

(1) ⽬指す道の駅の将来像に対する理解と意識共有 
道の駅の目指す将来像について、施設の管理・運営主体が中心となり、町とも認識を共

有しつつ、取り組み内容のＰＤＣＡを廻すことで将来像達成に向けた正の循環を生み出す

ことが必要である。 

 

(2) 企画・運営体制の強化 
本道の駅の企画・運営について、施設の管理・運営主体と町との連携はもとより、道の駅

への出品や様々な取り組みなど、利害関係者が一堂に会し、現状分析や今後の取り組み等

に関して意見交換できる機会の強化が必要である。 
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 基本構想 
5.1. コンセプト 
施設機能の拡充を検討するにあたり、指定管理者による施設経営の改善を前提とした上で、

必要に応じて施設（用地を含む）の拡張を踏まえた検討を行う。 

 

5.1.1. ⽬指す将来像 

(1) ⽬指す将来像 
施設の拡充に当たり、道の駅の目指す将来像を以下のとおり設定する。 

 

 

 

 総合計画を踏まえ、道の駅では、「富加だからこそ実現できる理想的な暮らしの姿」とし

て、「生産者や消費者の立場で『農』でつながる暮らし」に主眼を置き PR することで、

「住みたくなるまち（移住）」、「住み続けたくなるまち（定住）」の実現につなげる。 

 道の駅の好立地を活かし、ＪＴＬの価値観を共有、見える化する場として、人々による

様々な交流を促すことにより、「賑わい」が生じる。 

 「ヒト」、「モノ」、「コト」、「情報」が、リアル（道の駅施設における交流）かバーチャル

（ネット空間における交流）かを問わず交わされることで、結果として賑わい創出につ

ながる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 地域資源の活用体系  

「農」でつながる Ｔｏｍｉｋａ Ｌｉｆｅ Ｓｔｙｌｅ 

【情報】 
 ヒト・モノ・コトに関する

とみか暮らしの受発信 

【ヒト】 

 地域住⺠（⽣産者 消費者） 
 地域の担い⼿（地元・町外） 
     魅⼒ 惹   ⼈々 

【モノ】 
 新鮮な地元の農産物（いちご、カボチャ、サトイモ、なす等） 
 地元の特産品（酒、古代⽶等） 

【コト】 
 農業＋６次産業化 
 ライフスタイル（何気ない⽇常の暮らし⽅） 
 魅⼒的     （   町⺠    とみか駅前夏まつり等） 
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(2) メインターゲット 
「3.1.2.(3)移住の状況」を踏まえ、道の駅の目指す将来像「『農』でつながる Ｔｏｍｉ

ｋａ Ｌｉｆｅ Ｂａｓｅ」実現のため、メインターゲットを以下のとおり設定する。 

 30～40 歳代の子育て世帯 

 富加町での暮らしや自然に満足している人または魅力を感じている人 

 富加町の魅力ある地域資源を活用して仕事に従事している人または起業を考えている人

 

5.2. 基本⽅針 

5.2.1. ⾯的な基本⽅針 

(1) ４つの拠点施設を含む区域におけるエリアマネジメントの実施 
町内に分布する施設（公共施設及び民間施設）間の空間的な分断を解消し回遊性の向上

を図るとともに、各施設相互の機能補完を図ることで、当該地域全体の環境及び価値を維

持・向上させることを目的として、「半布里の郷とみか（道の駅）」、「とみぱーく（河川公

園）」、「半布ヶ丘公園（都市公園）」、「富加駅（長良川鉄道）」の４施設を拠点としたエリア

マネジメントの導入を検討する。 

 

 
図5-2 4施設を拠点としたエリア  

… エリアマネジメント対象エリア



 5. 基本構想 
 

 
32 

 

【エリアマネジメントとは】 

■定義 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地

権者等による主体的な取り組み 

「良好な環境や地域の価値の維持・向上」には、快適で魅力に富む環境の創出や美し

い街並みの形成、資産価直の保全・増進等に加えて、人をひきつけるブランドカの形成、

安全・安心な地域づくり、良好なコミコニティの形成、地域の伝統・文化の継承等、ソ

フトな領域のものも含まれる。 

 

■エリアマネジメントのポイント 

ポイント１ 「つくること」だけではなく「育てること」 

ポイント２ 行政主導ではなく、住民・事業主・地権者等が主体的に進めること 

ポイント３ 多くの住民・事業主・地権者等が関わりあいながら進めること 

ポイント４ 一定のエリアを対象にしていること 

 

■エリアマネジメントのメリット 

メリット１ 快適な地域環境の形成とその持続性の確保 

メリット２ 地域活力の回復・増進 

メリット３ 資産価値の維持・増大 

メリット４ 住民・事業主・地権者等の地域への愛着や満足度の高まり 

（出典：国土交通省土地・水資源局「エリアマネジメントのすすめ」） 
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(2) レンタサイクル事業 
拠点施設を軸としてエリア全体の面的ネットワークを構築する上では、交通手段の整備

が重要となる。 

本町の公共交通は、町南部に長良川鉄道の富加駅が位置し、一部美濃加茂市のコミュニ

ティバス「あい愛バス」が乗り入れるに留まっており、移動手段としては自動車が主とな

っている。 

そのため、来訪者にエリア一帯の観光を促進するとともに、本町の魅力の一つである美

しい山並みとのどかな田園風景を肌で感じてもらうことを目的に、レンタサイクル導入を

検討する。 

また、レンタサイクル導入に当たっては、公共の財政負担の軽減とサービスの質向上を

考慮し、官民連携による民間事業者が主体となったレンタサイクル事業を検討する。 

 

（民間事業者が主体となったレンタサイクル事業の例） 

■石見銀山遺跡（島根県 大田市） 

石見銀山遺跡は谷間の限られた地域に住居や遺跡･文化財が集中しており、観光車両向

けに十分な駐車スペースが確保できないため、交通規制を実施し、町外に400台収容でき

る駐車場を設け、町内との路線バスを運行している。（パーク＆ライド方式） 

整備された駐車場横やバス停に、民間事業者が独立採算で2か所の貸出ステーションの

運営を行っており、多くの観光客が利用している。 

 

  

 

貸自転車河村 

貸出場所：代官所跡 

営業時間:8:30～17:00 

電動アシスト:2時間まで 700円 
延長30分まで 200円 

普通自転車:3時間まで 500円 
延長30分まで 100円 

（予約不要） 

貸自転車弥七 

貸出場所：大森バス停 

営業時間:9:00～17:00 

電動アシスト:2時間まで 700円 
延長30分まで 200円 

普通自転車:3時間まで 500円 
延長30分まで 100円 

（予約不要） 
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5.2.2. 道の駅の整備基本⽅針 

(1) 駐⾞場の拡張と機能整序 
将来交通量からみた道の駅機能と飲食・物販施設に必要な駐車台数73台（表5-1）を確

保するとともに、現在のエントランスにあたる国道418号交差点に加え、新たに出入口を

設けるなど、敷地内の自動車動線の動線整理を図る。 

表5-1 道の駅に必要な駐車ます数 

（単位：台） 

車 種 
道路利用者
用駐車場 

地域連携機能 
施設用駐車場 

合計 既設駐車場 不足分 

小型車 40 26 66 35 31

 うち身体障害者専用 1 1 2 1 1

大型車 5 2 7 4 3

合 計 45 28 73 39 34

中部地方整備局「道路設計要領-計画編-2000 年 4月」（以下、道路設計要領）に基づきより算出 

（詳細は「補.3.駐車場規模の算定」参照）。 

 

(2) 施設の機能拡充 
本構想では、段階的な施設整備を想定し、当面は「ヒト」（担い手）の発掘・育成を優先

的に行うものとし、「モノ」、「コト」、「情報」の形がイメージできた段階で機能拡充につい

て具体に検討し、事業化を進めるものとする。 

①物販 

道の駅の主要販売品の一つである、農産品について、農産物出荷団体である半布里愛

菜会の会員増加とともに、新たな出荷者確保に向け、当面、トラック市等の農産品の繁

閑期にも対応できる可変型の販売スペースを確保する。 

出店スペースは、トラック市スペースでは概ね、1台あたり35～40㎡程度を想定す

る。 

②飲食 

既指定管理者が運営するレストランの魅力強化と合わせて、町内の事業者やＮＰＯ

等の団体がチャレンジショップとして新規出店できるよう、既存の調理場の有効活用

とともに、キッチンカーやテント等による出店スペースを確保する。 

出店スペースは、キッチンカー、テントスペースでは概ね、1台または1張あたり35

～40㎡程度を想定する。 

③防災 

地域の防災拠点は、物資の集積拠点として「富加町B&G海洋センター」が指定され

ているため、ここでは、道の駅に確保する駐車台数に対し、本町の平均世帯当たり人員

3.0人/世帯（平成27年国勢調査）を乗じた収容人員を上限とし、これらが3日程度滞

在可能な食料品や日用品等の備蓄倉庫及び地下貯水槽を確保する。 

備蓄倉庫は、概ね、5.5m2、地下貯水槽は2m3を想定する。 
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④休息・レクリエーション 

施設利用者の利用目的に当該スペースでの憩いやレクリエーション等の視点を加え、

芝生スペースを確保する。 

スペースは、概ね、市街地の都市公園で必要とされる1人当たり公園面積10㎡に駐

車台数から想定する乗車人数219人を乗じた値を勘案し、概ね1,000㎡～最大2,200

㎡程度を確保する。 

また、令和元年度に竣工・供用開始した「河川公園とみぱーく」や「半布ヶ丘公園」

等の周辺の関連施設との連携を図る。 

 

(3) 運営機能の強化 
①地域のヒト・モノ・コト・情報のプロデュース力確保 

道の駅の機能拡充には、施設の強みである、新鮮かつ旬の農産品を廉価で常時提供で

きること、おいしい料理が味わえること等に加え、農業の6次産業化を見据えた特産品

開発やＪＴＬの理念を実践している、または実現しようとしている人々のライフスタ

イルの紹介、具体的な品物や活動情報など、本町が有する魅力を顕在化する場として、

本施設をプロデュースできる地域の人材育成等を図る。 

また、農産物出荷団体である半布里愛菜会の組織力（プロデュース力、商品力）の強

化を図る。 

②町外との連携強化 

道の駅の魅力化には、地元だけでなく町外の民間事業者や団体、グループ等との連携

強化は不可欠であり、こうしたノウハウやスキル、経験を有する事業者との連携体制

を構築し、機能の発現を図る。 
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図 5-3 施策体系 
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5.3. 事業化に向けて 
令和３年度に民間事業者へのマーケットサウンディングを含む事業手法に係る調査を実

施し、本事業への民間活力の導入実現に向けた可能性の検討を行う。 

当該検討の結果、民間活力の導入可能性があると判断される場合は、翌年度以降その実現

に向けて事業化を進めるものとし、本事業への導入は適さないと判断される場合は、改めて

今後の事業の進め方について検討するものとする。 

 

5.3.1. 事業化の留意点 

(1) 施設の企画運営の体制拡充と担い⼿確保 
基本構想の策定に当たり実施したヒアリング結果より、道の駅において持続可能な地

域づくりに貢献する「持続可能な経営」を図る上では、新たな担い手を発掘・育成してい

くことが不可欠であることが分かった（ヒアリング結果の詳細は、「補.2.関係団体等ヒア

リング」参照）。 

そこで、今後、道の駅の拡充を題材にまちづくり塾を開催し、道の駅の担い手を発掘・

育成するとともに、今後の富加町の社会的課題に取り組むプラットフォームの整備や新

たなソーシャルビジネスの創出を検討する。 

 

(2) 施設整備に向けた有効な補助⾦等の活⽤ 
施設整備において活用が可能な補助事業を積極的に活用し、事業を進める。例を表 5-

2 に示す。 

 

表5-2 補助事業の例 

所管 補助事業名 

国土交通省 社会資本整備総合交付金 

集落活性化推進事業 

地域観光環境改善事業 

地域公共交通確保維持改善事業    等 

総務省 地域経済循環創造事業交付金     等 

農林水産省 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

6 次産業化ネットワーク活動交付金 

都市農村共生・対流総合対策交付金  等 

経済産業省 ふるさと名物応援事業        等 

内閣府 地域再生戦略交付金         等 
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官民連携事業手法の導入を想定する場合の補助事業の例を以下に示す。 

【国土交通省：先導的官民連携支援事業】 

 

（出典：国土交通省「先導的官民連携支援事業等について」） 

図 5-4 先導的官民連携支援事業の概要 

【官民連携事業の類型に係る要件】 

Ⅰ：公共施設等運営権制度を活用した PFI 事業 

Ⅱ：収益施設の併設・活用など事業収入等で費用を回収する PPP/PFI 事業 

Ⅲ：公的不動産の有効活用を図る PPP 事業 

Ⅳ：その他の PPP/PFI 事業 

【重点推進分野に係る要件】 

Ｂ：豊かで暮らしやすい地域づくり 

・コンパクト・プラス・ネットワーク、スマートシティ、次世代モビリティの推進による持

続可能な地域づくりや、個性・活力のある地域の形成、安心して暮らせる住まいの確保と

魅力ある住生活環境の整備に資する事業 等 

【事業手法検討支援型のうち中小規模団体枠に係る要件】 

・中小規模の地方公共団体（概ね人口 20 万人未満の市町村を想定）を対象とする。 

・既存公共施設やインフラの集約・再編やそれらの運営の広域化・バンドリング、既存公共

施設の更新の際に収益事業の導入を行う事業の実施に向けた検討を対象とする。 
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5.3.2. 事業フロー 

基本構想策定以降に想定される事業フローを、想定される事業手法別に図5-5に示す（事

業手法についての詳細は「補.1.事業手法の比較検討」参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図5-5 事業フロー  

基本計画の策定 令和 3 年 

４⽉ 

ＰＦＩ法第５条に基づく 
実施⽅針の策定 

ＰＦＩ法第５条に基づく 
特定事業の選定 

事業者の公募・選定 

基本協定の締結 

事業契約の締結 

事業の実施(PFI 事業者) 
事業の監視(町 ⾦融機関) 

 
 

基本・実施設計 

↓ 

⼯事 

↓ 

供⽤開始 

導⼊可能性調査（サウンディング調査）の実施 

基本設計

⼯事発注

建設⼯事

引き渡し 
供⽤開始

設計発注

設計発注

実施設計

都市公園法第５条の 2 に基づく 
公募設置等指針の策定 

都市公園法第５条の 3 に基づく 
公募設置等計画の受付 

都市公園法第５条の 4 に基づく 
設置等予定者の選定 

基本協定等の締結 

都市公園法第５条の 7 に基づく 
設置⼜ 管理の許可等 

都市公園法第５条の 5 に基づく 
公募設置等計画の認定 

事業の実施(PFI 事業者) 
事業の監視(町 ⾦融機関) 

 
 

基本・実施設計 

↓ 

⼯事 

↓ 

供⽤開始 

令和 4 年 

４⽉ 

令和 5 年 

４⽉ 

PFI 手法の場合 Park-PFI の場合 
関連して実施する 
事業     例 

・⽤地取得 
・勉強会の開催 
・インキュベート事業の

試⾏ 

⺠間事業者 地域の
担い⼿、⾏政    

プラットフォーム 

従来手法
の場合 

令和 7 年 

４⽉ 

令和 6 年 

4 ⽉ 

指定管理者 

 更新 
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5.3.3. 想定される事業⼿法 

本事業において導入が想定される事業手法の例を以下に示す（事業手法についての詳細は

「補.1.事業手法の比較検討」参照）。 

 

【事業スキームの概要】 

 本事業では、既存の道の駅に隣接する土地約 2,600 ㎡の取得を前提条件に拡充する道

の駅に加え、「とみぱーく（河川公園）」、「半布ヶ丘公園（都市公園）」を含めた官民連

携の事業範囲を想定する。 

 事業を予定するエリアでは、ＬＡＢＶ方式を活用し、民間事業者と共同事業体を設立し

て、道の駅と２つの公園の価値創造を図る。 

 
図 5-6 LABV の事業スキーム 

 運営権（コンセッション）の導入や、２つの公園についてはＰａｒｋ－ＰＦＩの実現可

能性も検討を行う。 

 特に、運営権の設定は、集客が見込まれる土日祝日のみを切り出し、その他の平日は指

定管理者制度との併用を検討する。 

 運営権の設定と指定管理者の併用により、指定管理者制度による利用料金の設定は、取

り扱いが平成 30 年の法改正により承認から届出制へ改正されたことから、本事業にお

いて実現に向けた可能性の検討を行う。 

 

図 5-7 運営権（コンセッション）及び Park-PFI の事業スキーム 
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