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１．地勢と広域条件 
本町  濃尾平野 北 位置
  東 岐阜市 北西 本巣市 
南 瑞穂市 隣接      
町域は、東西1.85km 南北
4.2km、行政面積5.17km2と
県内一コンパクトな町です。 
町全域の海抜は、9mから
17mと平坦な地形で 丘陵地 
山地がなく、町内を南北 流  
一級河川糸貫川・天王川や岐
阜市 流  長良川が、豊かな
地下水を涵養する、水が豊かで
住環境が整った町です。
町の南にJR東海道本線が位置し、町役場から南の穂積駅までは4.5km、南東の岐阜駅ま
では7.1km 距離 あり、両駅ともバス交通で連絡しています。穂積駅から中部圏の中心地で
ある名古屋市までは30分圏域のため、町内から名古屋市までは公共交通機関で１時間圏域
にあります。 
   広域幹線道路  町 東西方向 北  国道157号、主要地方道岐阜関ヶ原線、同
岐阜 巣南 大野線 横断     南北方向 主要地方道北方多度線 縦断      
広域幹線道の一日の交通量 10,000台以上    特 南北方向 主要地方道北方多
度線  25,000台 超     岐阜圏域 西濃圏域 交通網 連結点        
また、本町の中心市街地は、平成32年 開通予定 東海環状自動車道 (仮)大野・神戸
ICと(仮)糸貫ICの両ICから約6ｋｍ 位置  広域交流 向  高速道路      道路 
整備されています。 
本町が位置する中部圏は、ものづくり産業が盛んな地域で、国内総生産(平成20年)は首都
圏に次ぐ第2位、製造品出荷額(平成21年)は全国の約31%を占め、首都圏をしのいで第1位
となっています。中部圏におけるものづくり産業は、この約50年 間  名古屋市 中心 半径
40km圏域に集積しています。 
東海環状自動車道西回    開設     従来 国道21号と22号を経由し名古屋都
市圏へ約1時間30分要    自動車   移動時間  約30分短縮されます。 

■北方町周辺環境 
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     本町  平坦 地  面的整備   良好 住宅環境  公共交通網 広域幹
線道路網   広域交流 環境 整  まちです。 

■東海環状自動車道と北方町 

出典：岐阜国道事務所 

２．都市計画の概要 
本町 都市計画  戦後 高度経済成長   都市化 背景   昭和38年６月 岐阜
都市計画区域の一角として都市計画法の適用を受けました。 
昭和46年   昭和43年 策定   新都市計画法 適用 受  線引 制度が導入さ
れ、昭和48年には8用途地域制が導入されました。さらに、平成8年   平成4年 都市計画
法改正を受けて、12用途地域制が導入され、より細かな用途地域が適用されました。 
また、平成7年    北方町都市計画          都市整備 実施        
平成26年度 都市整備状況  上水道整備率 100％ 下水道受益面積率 96％、
都市計画道路 93％、土地区画整備率 90％に達するなど 都市的基盤整備 良好 宅
地供給に大きな成果を挙げています。 
    都市基盤整備    良好 住宅地 沿道商業地 沿道工業地         
 利便性 高 市街地 形成      
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１．人口動態の現況と課題
（１）人口の推移 
平成22年 国勢調査   人口 、18,395人で平成22年  微増傾向      
また、平成22年時 人口構成  年少人口割合 16.6%と42市町村のうち県内1位、生
産年齢人口割合 65.1%と県内5位 老齢人口割合 18.3%と県内41位となっています。そ
して、目標年次   平成47年  、少子高齢化の進展により、年少人口 生産人口 減少
し、高齢化率 上昇することが想定されています。 
国による本町の将来人口推計は、平成37年 人口          後 緩   人口 
減少していきますが、30年後 平成52年     現状人口 維持      
しかし、本町の住民基本台帳人口による人口動態の分析や、平成27年の将来人口推計値
(18,837人)と、平成26年10月現在の住民基本台帳   町内人口(18,364人)  乖離
状況などから、本町においても少子化高齢化による人口減少問題や高齢化社会への対応は喫
緊の課題となっています。 

■北方町の人口推移 

出典：国勢調査（平成 22年まで） 

国立社会保障・人口問題研究所（平成 22年の国勢調査をもとに、平成 52年までを推計） 

年少人口  ：0～14歳の人口 

生産年齢人口：15～64 歳の人口 

老齢人口  ：65歳以上の人口 

推計値実績値 目標年次 
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（２）社会動態 
転入超過数と転出超過数による人口 増減 見   平成 13 年  転出超過      
す。 
転入理由 、住宅事情 結婚等 理由 多  転出 職業上 理由 環境 利便等 多 
見     
また、本町は県内で唯一、同一町内  就業率※が 30％ 切 ており(26.7％)、雇用の場
を求めて、転出する方が多くなっています。 

■社会動態 移動理由別転入転出差の推移 

※就業率：その町に住んでいる 15歳以上の人口の中で、実際に働いている人の割合。 

     北方町の数値は平成 22年度国勢調査のもの。 

出典：岐阜県人口動態統計調査 

その他＝その他＋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 

・人口の転出理由   雇用の場の創出、特にまちづくりの主役となる若者 正規 働     
きる場の確保が必要です。 
・町外の雇用の場に、快適に通勤ができるように 公共交通 充実 都市計画道路 整備  交
通アクセス環境の向上を図る必要があります。 
・高齢化にともない、高齢者が安全・安心して元気に暮らせるまちづくりが必要です。 

転出

転入



第２章 

14 

２．産業の現況と課題 
本町 産業力  年々低下    平成 24 年 製造品出荷額等は、147 億円とピーク時
の平成 10 年  62.8%に減少しています。また、平成 19年 商品販売額  289 億円とピ
ーク時の63.0%に減少しています。農業産出額は、平成7年 4.4億円から平成17年   
2.3 億円まで減少しています。 
   都市 求心力 目安   昼間人口※は、平成 12 年以降 減少傾向   、平成
22 年 14,653 人と夜間人口の 79.7%まで減少しています。 

■北方町の産業動向 

出典：経済産業省「工業統計」Ｈ2～Ｈ24速報、Ｈ23年のみ総務省「Ｈ24-経済センサス活動調査」

 出典：岐阜県統計書 
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３．災害の現況と課題 
（１）大規模地震 
阪神淡路大震災 東日本大震災など大規模地震の被害を経験し、東海地方では、南海ト
ラフ巨大地震への対応が急務となっています。 
   西日本 内陸  、この海溝型地震の前後に、地震活動が活発化する可能性の高い
養老―桑名―四日市断層帯   内陸型直下地震 発生 懸念       
本町は、「東南海・南海地震防災対策推進地域」に指定されており、大規模地震による危険
性が高い地域となっています。 
南海   巨大地震   町全域 震度６弱 揺  、想定されて   内陸型直下地震 
  町 北西部 震度６弱 南東部 震度６強 揺  予測       
本町には、昔からの市街地を中心に昭和55年以前 建    建物 1,000戸以上   
震度6以上の地震では、これらの建物の倒壊や倒壊による圧死・火事などの大規模な被害が懸
念     

■北方町周辺の主な活断層等 

左図は、平成20年12月に内閣府
中央防災会議事務局「東南海、南
海地震等に関する専門調査会」で検
討対象にされた活断層等の図です。 
 『中部圏・近畿圏の大都市地域

においては、東南海、南海地震だけで
      地域 内陸直下 発生 
る大規模な地震に備えるための対策
について検討する必要性はきわめて高
い』としています。 
北方町 最 近 断層帯 養老

―桑名―四日市断層帯です。 

・産業の活性化のため、産業に応じた産業施策や東海環状自動車道 開通により活性化する広 
域交流 対応した更  都市構造の形成が必要です。 

：確認されている活断層

：どこでも起こりうる地震として設定したM6.9の地震
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（２）台風や洪水
近年 大型台風の激化やヒートアイランド現象※が原因と考えられる局地的な豪雨の頻発など
異常気象   水害 多 発生      異常気象 常態化     豪雨   岐阜市を
流  長良川 決壊  場合 町の南部を中心に、深 場所  ３ｍ程度 浸水 予想  
ています。 
洪水や台風などは、降雨状況 台風 進路  の気象情報が、TV やインターネットなど様々
な広報媒体により情報発信されるため、各個人が情報収集し、早めの対応をとることが重要です。
また、浸水などで避難するときは、安全なルートを通って移動できるよう「ハザードマップ」などを活用
して、危険箇所を確認するなど、各個人 防災意識 知識 高めることが必要です。 
局地的な豪雨は、これまでに経験のない都市型洪水※を発生させており、町内の排水能力 
機能の充実が必要となります。 

４．自然環境に関する現況と課題 
地球温暖化は、人間の産業活動に伴って排出された、CO2やメタンなどの温室効果ガスが主
    引 起      地球温暖化  気温 水温 変化   海水面上昇 降水量 変
化やパターン変化を引き起こし、都市型洪水や生態系の変化や破壊など二次的な問題も引き
起こしています。近年 都市部   人口排熱の増加等により都市部の気温が上昇するヒートア
イランド現象が原因と考えられる局所的な大雨が頻発し問題となっています。 
これらの影響を受けて、近年各国 は地球温暖化などの地球環境問題の原因となっている
CO2  排出量 削減 対  取 組  活発化  おり、CO2  排出抑制 温度上昇 抑制
対策として、CO2の削減と緑陰による気温上昇を抑制する都市緑化が有効とされています。 
本町においても 自動車 利用 進  住民生活 事業活動  化石燃料の使用やごみの
焼却により、多くの温室効果ガスが排出されています。 
しかしながら、本町は都市化 進展     土地利用 転換  、緑地 年々減少    
す。また、緑地である市街地の公園は、県や岐阜市と住民 一人当   公園面積 比較  
と半分以下になっています。 

・地震や洪水などの自然災害に対する備えは、町の耐震化などのハード整備 住民 防災意識 
向上（自助） 住民   地域防災組織   （共助）などのソフト施策が、組み合わされた
防災・減災対策が重要です。

※都市型洪水：市街地に降った大雨がマンホールなどから地表にあふれる「内水氾濫」のこと。短時間に都市の排水機能が処理で

きないほどの雨量の降水や排水機能の老朽化によるつまり等から起こる都市特有の水害。 

※ヒートアイランド現象：人間活動が原因で都市の気温が周囲より高くなる現象のこと。都市の気温上昇に伴って、局所的大雨

等の異常気象の発生や生態系の変化など懸念されています。 
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■都市公園面積の比較 

※     都市公園    住民 近  配置     住区基幹公園(地区公園 近隣公園 街区
公園) 都市計画区域内人口一人当   面積 比較    北方 4.33、岐阜市 2.43、岐阜
県 2.82 となります。 

５．都市施設・基盤整備に関する現況と課題 
（１）都市計画道路 
都市計画道路  日常生活や経済活動をはじめ、災害時の緊急輸送など都市における根幹
   社会基盤   本町 都市計画道路  9路線  総延長15,030ｍあり、現在の整備
率 92.5%です。 
(都)※高屋加茂線  高屋西部土地区画整理事業     道路整備 進      
(都)運動場加茂線は、平成10年 都市計画決定  全体計画1,850ｍのうち1,670ｍ整備
がされており、残事業区間として国道157号への接続区間の整備があります。 

（数値はH25年度都市計画基礎調査のもの） 

（２）歩行者空間などの形成 
平成24年4月 京都府亀岡市 発生   登校中の児童など 列 自動車 突入  事
故を始め、登下校中の児童などが死傷する事故が連続して発生しました。これを受けて、本町も
通学路 緊急合同点検を行 、交通安全対策を実施しています。 

市町村名 北方町 岐阜市 岐阜県 

都市公園面積の占め

る割合(%) 

都市計画区域 1.51 1.88 0.78 

市街化区域など 1.94 4.70 2.68 

一人当たりの公園面積

（㎡/人） 

都市計画区域 4.33 9.26 10.01 

市街化区域など 4.33 9.97 7.24 

※住区基幹公園：主として徒歩圏内に居住する者の安全や健康的な生活環境、休養、レクリエーションの場として利用される公園

です。住民の生活行動圏域によって、「街区公園」「近隣公園」「地区公園」が配置されます。 

・公共交通機関 利用 歩  暮            自動車 利用 減   温室効果ガス
の排出を抑制することが必要です。 
・緑や水辺の自然環境を保全しながら、緑地を増やし、日常生活や経済活動による温室効果ガ
スを削減することが必要です。 

※(都)＝都市計画道路：都市計画法に基づき「都市の基盤的施設」として、都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的

な都市活動を確保する、まちづくりに役立つ道路のことです。 

出典：岐阜県都市公園の整備水準（H24 年度） 

※北方町の都市公園面積は H27.4 現在 
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（３）道路施設 維持管理
平成24年12月 発生  中央自動車道 笹山     崩落事故   道路施設 老朽
化に伴う事故    道路施設    維持管理 重要性 再認識 れました。国は、このよう
な事態を重く受け止め、道路法などの一部を改正  道路管理者 道路施設 点検 点検結
果の公表を義務付けました。 

（４）都市の面的整備の状況 
本町の市街化区域    土地区画整理事業による整備割合は 56％ 高  良好 市街
地の面的整備を、土地区画整理事業 促進してきました。 
平成 26 年 高屋西部土地区画整理事業は、市街地の面的整備を行  良好 住宅地 
しての中心的 役割 見込      早期完成が求められています。 

（５）上下水道施設 維持管理
上水道施設は、昭和50年 供用開始  40年程度経過  施設 老朽化による漏水等 
  有収率※ 低下 見        老朽管 地震時 破損        家庭  給水
停止 懸念     下水道施設  平成10年 供用開始  20年程度経過  機械施設
 適切       又 更新が必要となっています。また、これらの施設は地震時に損傷を受け、
汚水処理機能 停止 懸念     

※冗長性：必要最低限のものに加えて、余分や重複がある状態。 

道路の冗長性といえば、ネットワーク（代替性）と道路幅員の余裕の二つが該当する。 

・南海トラフ巨大地震など大規模災害時の緊急輸送道路 冗長性※（リダンダンシー）の確保 
や東海環状自動車道   活性化  広域交流 対応した幹線道路整備が必要です。 
・誰でも、安全・安心して歩いて暮らせるように、安全・安心な歩道空間の形成が必要です。 
・日常生活や経済活動をはじめ、災害時の緊急輸送など都市における根幹となる社会基盤であ
 道路施設 適正 維持管理が必要です。 
・高屋西部土地区画整理事業   面的整備の促進が必要です。 
・ライフラインである上下水道施設  適正 維持管理 耐震性 向上が必要です。

※有収率：給水する水量と料金として収入のあった水量との比率のこと。 

有収率＝（年間有収水量＋年間有収分水量）÷（年間給水量＋年間分水量）×100（％） 
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６．ＩＣＴ※の活用 
情報通信技術の進歩により、時間や場所に関係なく、誰もがすべてのものを通じて情報ネット
ワークにつながる社会が到来し、産業、経済、社会の全般にわたり大きな変革をもたらしています。
公共分野  医療 介護 福祉 教育  貢献 期待       

７．空き家の現況と課題 
全国  空 家 増加  全戸数 13%を超える800万戸以上            地
震 台風時 倒壊 放火 不審者 侵入などの犯罪の増加、ごみの投棄や雑草繁茂による環
境悪化などが問題となっています。本町の空き家率 、平成20年 住宅 土地統計    
5.6％ですが、今後、人口減少と高齢化社会が進むことで空き家が増大すると予想されるため、
空き家対策は喫緊の課題です。 

８．その他の町特有の現況と課題 
（１）中心市街地 空洞化
本町 加茂 北方地域  中心 役場 位置  北  多  人 生活 場   交流した
商店街があり、鉄道沿線及 幹線道路沿線 背後地   古   住宅 形成   地区 
あります。さらに、東には円鏡寺や大井神社など寺社仏閣や歴史的な薫りの高い建築物や史跡
なども多く現存し、古くは門前町として栄えた地区があるなど、本町の中心市街地として発展して
きました。 
しかし、モータリゼーション※ 進展 生活様式 変化   中心市街地 空洞化 進行  
町の中心部からは、かつての賑わいがなくなっています。 

※ＩＣＴ：情報処理および情報通信、コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの

総称のこと。 

 今後増加 予測   空 家  防災 防犯 生活環境    社会問題      懸念  
るため、地域住民 協働  空き家対策を進めることが必要です。

・ＩＣＴを、地域サービスの向上、防災対策などさまざまな分野で活用  便利      が必 
要です。 

・中心市街地に新たな役割を持たせ、名鉄線跡地や商店街等の空き地、空き家・空き店舗を有効
活用し、町の中心部に賑わいをもたらすことが必要です。

※モータリゼーション：自動車が生活必需品として普及し、自動車社会が進行すること。 
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（２）歴史資源の活用 
本町は、円鏡寺をはじめ数多くの歴史的価値の高い資源を有しているものの、活用されている
のは円鏡寺を代表とする限られた資源だけであり、他の歴史資源が活用されるための整備状況
は十分とはいえません。 

（３）沿道景観の課題 
幹線道路 整備    道路沿線  多  商業施設 立 並  屋外広告物 氾濫  
おり、沿道景観に雑然さを与えています。 

（４）交流拠点 必要性
          進行  長距離      女性 高齢者       増加     
交通 円滑 流  支     一般道路  安心  利用   休憩施設    道 駅 
が整備され、岐阜県では42自治体に対し54箇所の「道の駅」があります。 
道 駅  道路利用者     休憩 場 提供   休憩機能      地域 文化 
名所特産品などを活用し多様なサービスを提供することで、「地域振興の拠点施設」としての効
果も期待されます。 

・歴史資源を保全し、住民 歴史 文化 伝  本町  帰属心 深  ことが必要です。 
・歴史的情緒あるまちを形成するために、歴史資源と調和した周辺の景観形成を、屋外広告物の
規制・誘導方策など、住民 協働 て行  とが必要です。

・洗練された沿道景観を形成するために、屋外広告物の規制・誘導方策など、住民 協働 て行 
ことが必要です。

 本町 情報発信 町内外 交流人口 誘導    地域交流 拠点整備が必要です。



第２章 

21 

都市計画マス     策定     住民意向調査 平成26年8月に行い 住民     り
      分析       中  住民            高 項目    示    

（１）住民 求  町 将来像
1位が「地震、火災、水害など 
の災害と犯罪に強い安全・安心 
なまち」で、2位が「路線  など 
公共交通が充実し、高齢者を 
含むすべての人が、歩くことや自 
転車 利用          
化されたまち」で、3位が「居住 
環境が整った住みよいまち」でし 
た。 

(回答数) 

(回答数) 

（２）北方町 住 続   
えで重要となるもの 

1位が「買い物や通院など日
常生活  便利    2位が
 日照 道路条件      住
環境、住みやすさ」で、3位が
「防災などの安全性」でした。 

330

61

428

96

171

149

259

29

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

日照・道路条件などまわりの住環境、住み心地

家賃など現在の住まいの条件

買物や通院などの日常生活での便利さ

親や子供と同居して住み続けられるかどうか

通勤や通学のしやすさ

子育てのしやすさ

防災等の安全性

その他

317

116

33

20

178

122

327

58

347

17

0 50 100 150 200 250 300 350

居住環境が整った住みよいまち

商業が盛んでにぎわいのあるまち

工業が盛んで地元で働きやすいまち

農業が盛んなまち

水や緑の自然環境が豊かで

歴史と文化が調和したまち

町民が交流しやすく、

自治連携が確立されたまち

路線バスなど公共交通が充実し、

(省略)バリアフリー化されたまち

太陽光発電など省資源・省エネルギーに

配慮した環境にやさしいまち

地震、火災、水害などの災害と

犯罪に強い安全・安心なまち

その他
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（３）満足度調査 
大変不満 少 不満 合計回答率 多     １位 「観光資源の豊かさ」で、２位が「バ 
    公共交通機関 便利   で、3位が「商業地 魅力      で、４位が 歩行者 自
転車 安全快適 利用   道 状況 で、５位が      産業    活力 豊   でし 
た。 

住民意向調査からは、下記によるまちづくりが求められています。 
① 防災や防犯に備えた安全・安心なまち 
② 歩行者   安全 安心  歩  公共交通 充実  便利   
③ 日常生活 便利  住環境 整  快適   
④      産業 活力    

十分

満足

2%
まあ

満足

8%

どちらでも

ない

37%

少し

不満

37%

大変

不満

16%

十分

満足

7%
まあ

満足

24%

どちらでも

ない

27%

少し

不満

27%

大変

不満

15%

十分

満足

5%
まあ

満足

22%

どちらでも

ない

35%

少し

不満

29%

大変

不満

9%
十分

満足

6%
まあ

満足

26%

どちらでも

ない

30%

少し

不満

31%

大変

不満

7%

十分

満足

1%

まあ

満足

14%

どちらでも

ない

47%

少し

不満

30%

大変

不満

8%

1位「観光資源の豊かさ」 

５位「さまざまな産業と 
   活力 豊   

３位 商業地 魅力      

２位      公共交通機関 便利  

４位 歩行者 自転車 安全快適
 利用   道 状況 
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本町 少子高齢化時代 向   活力   持続可能       主要課題  ①終の棲
家      魅力  住環境 整備と、②町内への雇用の場の創出と周辺市町の雇用の場
  交通 利便性向上です。 
主要課題  前述  諸課題 整理    都市計画         課題 目指     

づくりは、以下のとおりとなります。 

（１）生活環境における安全・安心に関する課題 

○安全保障のまちづくり

○道路 上下水道施設  日常生活 欠    社会基盤施設  安全 利用    
   適切 維持管理 求        
○大規模災害等 備   都市計画道路  根幹   社会基盤 整備 市街地の耐震
化 不燃化   災害    都市構造 整備  住民 防災意識 向上 図    施
策 充実   地域防災力(地域コミュニュティ)の強化が求められています。

○交通安全対策として、小さな子供から高齢者まで、またベビーカーなど全  歩道利用者
  安全 利用   歩行者空間 形成 求        (歩道空間の明確化) 

○将来増加  空 家 対   防災 防犯 生活環境 向上    住民 協働  空 
家対策が必要です。 

将来ビジョン 
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（2）生活環境を快適にする課題 

（3）生活環境 便利   課題

○住宅都市    通勤 通学   移動環境 利便性 向上      公共交通 充
実が求められています。 

○歩  暮   生活環境 整     駐車場 駐輪場 整備 安全 歩行者空間 
形成が求められています。 

○東海環状自動車道    更 活性化  広域交流 円滑      幹線道路 整
備が必要です。 

○小さな子供から高齢者まで、またベビーカーなど全  歩道利用者  快適 利用   
歩行者空間 形成 求        (バリアフリー化) 

○住民 行政                進     情報共有 住民相互 連携 強
化のため、ICT を活用したまちづくりのネットワークが必要です。 

○生活環境に、安らぎと潤いをもたらし、地球温暖化の原因となるCO2の削減効果が期待さ
れる、緑や水辺の自然環境の保全と緑の創出が必要です。 

○現代     社会     心     憩     与   緑 清流   回廊 創出
が求められています。 

○住民 本町 深 知         本町 歴史 気軽 親     歴史資源 保全 
住民 協働  歴史的景観 創出 必要   

○快適なまちづくり

将来ビジョン 

○便利なまちづくり
将来ビジョン 
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（4）町内 活気 交流 創出  課題

■４       具体化  一  例（新庁舎完成予想図 平成 28年 3月末完成予定） 

○町内の転出人口を抑制し活気をもたらすため、町内における雇用の場の創出が求められて
います。 

○本町 活気        町内外 住民 交流 行 地域交流拠点の整備が求められ
ています。 

○高齢化社会に備えて、高齢者が気軽に歩いて交流 できる中心市街地の再整備が必要
です。 

○心ふれあうまちづくり
将来ビジョン 


