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第29回 全国街路事業コンクール応募資料         
ふりがな  ぎふし きばんせいびぶ どうろけんせつか 

応募者名  岐阜市 基盤整備部 道路建設課 

街路事業 

ふりがな  としけいかくどうろ ぎふえきたかとみせん（かじかわこうく） がいろせいびじぎょう 

事業の名称  都市計画道路 岐阜駅高富線（梶川工区） 街路整備事業 

ふりがな  ぎふし きばんせいびぶ どうろけんせつか 

事業主体  岐阜市 基盤整備部 道路建設課 

ふりがな  ぎふし 

実施都市名  岐阜市 

事業概要 
（400字以内） 

 本市は、中心市街地に、織田信長公が最も長く滞在した岐阜城を頂く緑豊かな金華山がそびえ、山麓には、１３００年の伝統を誇る宮内庁式部職鵜匠による鵜
飼で名高い清流長良川が流れており、自然があふれる歴史の街として知られています。 
 また本地域は、平成２７年度に「信長公のおもてなしが息づく戦国城下町・岐阜」として日本遺産第１号に認定され、歴史文化資産を活用した地域活性化が進め
られています。本路線は、こうした地域を貫く、都市の骨格をなす街路であり、交通・防災機能向上等の通常の機能に加え、沿線に立地する松尾芭蕉や斎藤道三
ゆかりの歴史文化資産を保全するため、弾力的な幅員構成や一方通行の２路線を組合せた交通形態とする都市計画変更を行いました。また、地域住民とも協
議を重ね、歩行者と分離した自転車走行環境の整備や清流をイメージした「せせらぎ水路」の設置を行い、来訪者が安全・快適に散策できる空間を創出しました。 

事業規模 
○事業延長：６６８ｍ ○幅員：１７．０ｍ（２車線）～２５．０ｍ（４車線） 

○事業費：約１６億円 ○事業期間：平成２０年１０月～平成２７年５月 

事業の目的 

 本路線は、中心市街地及び岐阜城下町を通る幹線道路で、市内のバス幹線軸を構成する道路であり、さらには、巨大地震等の発生時には、緊急輸送道路とし
ての役割も担う重要な路線であります。 
 また、本市では、健康寿命を延ばす施策として「歩き」を中心とした取組みを進めるとともに、まちづくり施策として自動車優先の社会構造から脱却し、歩行者や
自転車利用者に優しい道路整備が重要であると考えており、このふたつの施策を一体的に進めることで、暮らすうちに誰もが健康で幸せになれるまち「スマート
ウエルネスぎふ」を推進しております。さらに、本路線は周辺の歴史・文化を感じながら散策する「まちなか歩き」のコースとして位置付けています。 
 よって、本事業では、交通機能の強化、防災機能の向上に併せて、金華山周辺の緑豊かな自然環境や信長公ゆかりの歴史・文化資産との調和を図るとともに、
歩行者が安全で快適に散策することができる、“思わず歩きたくなる”空間の創出を目指し、事業を実施しました。 

事業効果 

事業効果項目 ・様式２のとおり（該当項目にﾁｪｯｸを付す） 

事業効果の概要 

・全国で首都圏以外で初めて導入されたＢＲＴ（連節バス、バスレーン）により公共交通軸を形成しました。また、併せて、バスレーンを敢えて歴史的まちなみに調
和する色で舗装することで、「公共交通軸を見える化」しました。 
・本路線は、当初幅員２５ｍ、４車線で都市計画決定されていましたが、計画通りに整備を行った場合、松尾芭蕉ゆかりの寺社仏閣や昭和天皇も御宿泊されたこ
とのある旅館といった歴史文化資産の一部が失われてしまうため、隣接する一般国道と本路線の２つの路線で北進及び南進の自動車交通機能を分担することと
した。さらには、都市計画道路の幅員を周辺状況に合わせ１７ｍに縮小するとともに、並行する一般国道を現況幅員に合わせて都市計画決定を行い、両路線に
より、歴史文化資産を保全した道路整備を実現しました。 
・本道路整備に併せて、震災発生時にライフライン確保に有効な無電柱化事業や局所的なゲリラ豪雨による河川の急激な増水に対応するため、道路直下部に地
下貯留槽の整備を行い、中心市街地における防災機能向上を図りました。（地下貯留槽は下水道事業にて実施） 
・本市が推奨する「歩き」を中心としたまちづくりの一環として、街路樹やせせらぎ水路の整備のほか、休憩スポットとしてベンチ、水飲み場や史跡案内看板を随所
に配置したことで、多くの市民や来訪者が散策する光景が見られます。また、本路線は、通勤通学の自転車交通が非常に多く、整備前は、歩行者と交錯するなど
交通安全上、危険な状況が見られたが、歩行者と自転車を植栽帯で分離し、異なった色によるカラー舗装を行ったことで、安全性・快適性が確保できました。 

定量的効果 
（検証済の場合記入） 

  

  

地元対応等 

・地域住民との協働等 
・事業反対等はあったか 
・合意形成等を図ったか 
・地域に配慮した点 
・その他 

・地元で結成されたまちづくり協議会と設計段階から協議を重ね、植栽の樹種選定、自転車道＆歩道の舗装色選定、せせらぎ水路の形状などを決定しました。 
・「岐阜城下町遺跡」という埋蔵文化財包蔵地に指定されており、工事に先立ち発掘調査を実施するとともに、現地見学会も開催し、多くの市民が訪れました。 
・国内外からの観光客などが多く訪れる地区における複数年での工事であったため、大型の整備イメージ看板を起点と終点に設置するとともに、歩道上に本地区
の歴史的背景を示したパネル展示も実施し、道路事業の周知とＰＲに努めました。 
・歴史文化資産に興味があり来訪された外国人観光客に対して、情報発信ができるよう、案内板には英語併記も実施しました。 
・地域のまちなみ保全として、「ぎふ景観まちづくりファンド助成制度」により、沿線の建築物を歴史的なまちなみと調和させる工事が実施されました。 



事 業 位 置 図 
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全体図（平面図・横断図ほか） 
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○平面図 ○標準横断図 

○沿線の歴史・文化資産 

萬松館 

正法寺 

常在寺 

妙照寺 

正法寺（岐阜大仏） 

常在寺 妙照寺 

萬松館 

・松尾芭蕉が滞在した寺院 

・日本三大仏の岐阜大仏 ・昭和天皇が宿泊した旅館 

・斎藤道三の国盗りの拠点 



平成１７年９月撮影 

事 業 前 写 真 

平成１７年９月撮影 平成２４年７月撮影 
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平成１７年９月撮影 



事 業 後 写 真 
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平成２８年９月撮影 

平成２８年９月撮影 平成２８年９月撮影 

平成２８年６月撮影 
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・歩行者と自転車の分離 
  

・電線の地中化 

  
電柱のないまちなみを形成し、都市景観の向

上を図るとともに、緊急輸送道路としての機能
を強化しました。 

歩行者と自転車を視覚的及び物理的に分離
し、安全性、利便性、快適性が向上しました。 

また、スマートウエルネスぎふのまちづく
りとして、次の拠点までの距離や歩数、消費
カロリーなどを表示した路面標示が設置され
ています。 

・並木道 
 高木には、周囲の景観に
合った「和」を表現するヤ
マボウシを、低木にはキリ
シマツツジやタマリュウを
植栽しました。 
 花や実に、色彩感を楽し
むことができ、四季を感じ
ながらの散策を楽しめます。 

（都）岐阜駅高富線の整備効果アピール資料 

・休憩スポット 

  

健康寿命を延伸する市民
の散策や、観光客の休憩施
設として、まちなかに約
1,000基のベンチを設置して
おり、その一環として本路
線にもベンチ及び水飲み場
を配置しました。まちなか
歩きの際の休憩所として、
親しまれています。 

・せせらぎ水路 

「名水百選」に選ばれた
清流・長良川と同等の美し
い水が流れ、人々が親しめ
る癒しの空間を創出。水際
空間は、訪れる人の心に潤
いと安らぎを与えています。 

総合交通戦略に基づき、公共交通
を軸としたまちづくりの実現に向け、
『岐阜市型ＢＲＴ』を進めており、
その一環として、連節バス及びバス
レーンを導入しました。バスレーン
をカラー舗装し、優先化することで、
バスの利便性、快適性を高めました。 

・連節バスとバスレーンの導入 

※BRT（Bus Rapid Transit）： 
 バスレーンの導入など走行環境の改善により、バスの定時性や速達性を確保し、
連節バスなど車両の高度化とあわせ、利便性・快適性を高めた次世代のシステム。 

※スマートウエルネスぎふ： 
 「賢く(スマート)健康(幸)(ウエルネス)」を政策の中核に
とらえたぎふのまちづくりを意味し、健康施策とまちづくり
施策を一体的に進めることにより、暮らすうちに誰もが健康
で幸せになれるまち、「健幸都市」を創ろうという取組み。 
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大項目 中項目 小項目 指　　標

事
　
業
　
の
　
効
　
果

円滑な交通

物流を支える
・整備水準の低い地域の改善に寄与した。
・道路ネットワークの形成に寄与した。

渋滞のない交通環境を実現 ・交通渋滞の緩和・解消に寄与した。

公共交通の利便性向上 ・バス、鉄道の利便性向上に寄与した。

安心・安全な生活

安全な道路交通の実現 ・交通事故の防止に寄与した。

誰もが通りやすい歩行空間の実現 ・歩行者・自転車の安全な通行空間の確保に寄与した。

災害に強い安全な市街地、集落の形成 ・災害時における安全性の向上と円滑な避難・救援に寄与した。

まちづくり・地域活性化

都市（地域）連携を進める ・中心都市へのアクセス向上やまちづくりに寄与した。

都心の活力を高める ・中心市街地の活性化に寄与した。

地域経済の振興を支援する ・都市（地域）の経済活動の拡大に寄与した。

事業実施に伴う効果

うるおいのある道路空間の創出 ・周辺の景観に配慮し、良好な道路空間等の創出に寄与した。

歴史・文化の保全 ・歴史･文化の保全に配慮し、歴史的景観等の創出に寄与した。

アメニティの向上

沿道環境の改善 ・沿道環境の改善や充実に寄与した。

コスト縮減等

事業期間等

・工費節減に工夫を凝らし、実績を上げた。
・事業期間の短縮や環境対策などの社会的コスト縮減を図った。

・当初の事業期間を短縮し、前倒しで供用開始した。
・短い事業期間で大きな事業効果を発揮した。

該当項
目

◎

○

◎

◎

◎

◎

◎

※当該事業において、最も事業効果が現れたものから重み付けをしてください。

　◎効果大　○効果中　△効果小

◎

○

△

事　業　効　果　一　覧　表　

◎

○

◎

◎


Sheet3

		事　業　効　果　一　覧　表　 コトギョウコウハタシ１ランヒョウ

		大項目 ダイコウモク		中項目 チュウコウモク		小項目 ショウコウモク		指　　標 ユビヒョウ		該当項目 ガイトウコウモク

		事　業　の　効　果 コトギョウコウハタシ		円滑な交通 エンカツコウツウ		物流を支える ブツリュウササ		・整備水準の低い地域の改善に寄与した。
・道路ネットワークの形成に寄与した。 セイビスイジュンヒクチイキカイゼンキヨドウロケイセイキヨ		◎

						渋滞のない交通環境を実現 ジュウタイコウツウカンキョウジツゲン		・交通渋滞の緩和・解消に寄与した。 コウツウジュウタイカンワカイショウキヨ		○

						公共交通の利便性向上 コウキョウコウツウリベンセイコウジョウ		・バス、鉄道の利便性向上に寄与した。 テツドウリベンセイコウジョウキヨ		◎

				安心・安全な生活 アンシンアンゼンセイカツ		安全な道路交通の実現 アンゼンドウロコウツウジツゲン		・交通事故の防止に寄与した。 コウツウジコボウシキヨ		◎

						誰もが通りやすい歩行空間の実現 ダレトオホコウクウカンジツゲン		・歩行者・自転車の安全な通行空間の確保に寄与した。 ホコウシャジテンシャアンゼンツウコウクウカンカクホキヨ		◎

						災害に強い安全な市街地、集落の形成 サイガイツヨアンゼンシガイチシュウラクケイセイ		・災害時における安全性の向上と円滑な避難・救援に寄与した。 サイガイジアンゼンセイコウジョウエンカツヒナンキュウエンキヨ		◎

				まちづくり・地域活性化 チイキカッセイカ		都市（地域）連携を進める トシチイキレンケイスス		・中心都市へのアクセス向上やまちづくりに寄与した。 チュウシントシコウジョウキヨ		◎

						都心の活力を高める トシンカツリョクタカ		・中心市街地の活性化に寄与した。 チュウシンシガイチカッセイカキヨ		◎

						地域経済の振興を支援する チイキケイザイシンコウシエン		・都市（地域）の経済活動の拡大に寄与した。 トシチイキケイザイカツドウカクダイキヨ		○

				アメニティの向上 コウジョウ		沿道環境の改善 エンドウカンキョウカイゼン		・沿道環境の改善や充実に寄与した。 エンドウカンキョウカイゼンジュウジツキヨ		◎

						うるおいのある道路空間の創出 ドウロソラアイダソウシュツ		・周辺の景観に配慮し、良好な道路空間等の創出に寄与した。 シュウヘンケイカンハイリョリョウコウドウロクウカントウソウシュツキヨ		◎

						歴史・文化の保全 レキシブンカホゼン		・歴史･文化の保全に配慮し、歴史的景観等の創出に寄与した。 レキシブンカホゼンハイリョレキシテキケイカントウソウシュツキヨ		◎

				事業実施に伴う効果 ジギョウジッシトモナコウカ		コスト縮減等 シュクゲントウ		・工費節減に工夫を凝らし、実績を上げた。
・事業期間の短縮や環境対策などの社会的コスト縮減を図った。 コウヒセツゲンクフウコジッセキアジギョウキカンタンシュクカンキョウタイサクシャカイテキシュクゲンハカ		○

						事業期間等 ジギョウキカントウ		・当初の事業期間を短縮し、前倒しで供用開始した。
・短い事業期間で大きな事業効果を発揮した。 トウショジギョウキカンタンシュクマエダオキョウヨウカイシミジカジギョウキカンオオジギョウコウカハッキ		△

		※当該事業において、最も事業効果が現れたものから重み付けをしてください。 トウガイジギョウモットジギョウコウカアラワオモヅ

		　◎効果大　○効果中　△効果小 コウカダイコウカチュウコウカショウ



(Ⅱ)
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路線全体の進捗状況 

J
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都市計画道路 岐阜駅高富線 総延長L=10,110m 

今回応募区間 
H27年度完成 
延長L=668m 整備済区間 整備済区間 

整備済区間 

未施工区間 未施工区間 

防災関係機関施設 

病院 

施工済区間 

未施工区間 

今回応募区間 

鉄道路線（JR、名鉄） 

既設道路 

至
 
粟
野
台

 



※応募事業の区域が含まれる範囲で作成して下さい。 
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都市計画図 
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