
 

 

葛尾村中心拠点等整備計画 

第２回 検討委員会 

議事次第 

 

日 時：平成 26 年 11 月 26 日(水) 
    15：30～17：15 （約 1 時間 45 分） 
場 所：葛尾村三春出張所 大会議室 

 

 

 

１．開会・あいさつ 

 

 

２．議題 
（１）第１回検討委員会の振り返り【資料説明；P.1-2】 

 

（２）賑わい拠点の具体的な整備方向（案）について 

１）今回の議論の位置づけ【資料説明（P.4）】 

２）賑わい拠点の具体的な整備方向（案）【資料説明（P.6-）】 

３）意見交換【全体で】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．閉会（次回の予定など） 

 

 

資料１ 

■主議論・確認したい事項 

 

① 最優先すべき取組みはどれか？ 

② 優先すべき取組みで、追加すべきものは？ 

（周辺地域にとって必要なもの、葛尾の特色になるもの） 

（地元がやりたい取組みの支援、既存公共施設の転用、など） 

③ 整備場所に関する意見は？ 
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（１）第１回検討委員会の振り返り 
  
１）本検討方向に係る主な意見と、今後の対応方針 （詳細は次頁以降を参照） 

主な意見の概要 今後の対応方針 
○生活に最低限必要な公共施設等の

復旧など、村民が戻れるための環境づ

くりがまずは重要である。 

 

○中心部だけでなく、周辺地域の資源

も有効活用した活性化を目指していくこ

とが大切である。 

 

○公共施設等の復旧、生活再建支援、除染など、村民の

帰還に必要な整備については、葛尾村復興計画や再生

戦略プランに基づき、別途関係者調整を図りつつ、着

実に実施していく方向で進めております。 

○本中心拠点等整備計画では、村全体の復興にとっても

重要な役割を果たす「概ね帰還開始までに整備を進め

るべき、商店活性化と連携した道の駅やシンボル環境

整備などの中心部・賑わい拠点の新たな整備メニュー」

について、テーマを絞って検討を進めていきます。検

討に際しては、実施計画に相当する具体的な事業化方

向の検討と議論を行い、ハード事業、社会実験、ソフ

ト事業など早期のアクションにつなげていきます。 

○中心拠点整備の検討に際しては、周辺地域との連携や、

周辺地域への波及効果の拡大に十分留意し、周辺地域

の活性化につながる中心拠点の具体的な整備方向を検

討していきます。 

○外部との交流も含めて、交流人口の

拡大を図り、観光交流振興など村の活

性化を進めていく方向も重要である。 

○帰還人口については、被災前の村の環境の復旧のみで

は厳しい状況であることから、どれだけ村外からの交

流人口を吸引できるかが重要であり、それによって、

新たな村の魅力の情報発信が可能となり、帰還人口の

回復に好影響をもたらすものと考えます。 

○実効性の観点からは、極力、既存公共施設、既存地域

資源、新たに整備する公共施設等を最大限に活かし、

２地域居住村民や若者・子ども、広域からの観光客・

サポーター・視察者など、現実的な交流人口を吸引し

ていく方向が重要であり、そうした点に留意しつつ、

有効な事業を検討していきます。 

○帰還意向の高い高齢者対策が重要

であるが、雇用創出、学校再開など、

若者や子どもたちが戻ってこられるよう

な環境づくりにも十分に留意すべきで

ある。 

○高齢者の安心について、集まって住む共同住宅の方向

についても検討していきます。 

○学校については、中長期的な視野に立った検討が必要

ですが、短期的施策として、若者や子どもたちが休暇

期間等に戻ってこられる仕掛けを作っていくことが有

効であり、そうした点に留意しつつ、有効な事業を検

討していきます。 

○過度な公共投資や住民負担とならな

いよう、十分留意すべきである。 

 

○実効性に十分留意すべきである。 

 

○補助制度の活用、利用したくなる施設の魅力、最低限

必要なものを徐々に増やしていく成長を意識した段階

的な整備、村民等の事業参画などできることから進め

ていくなど、実効性に十分留意しつつ、検討していき

ます。 
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２）主な意見のまとめ（付箋紙のまとめ） 

■ 賑わい拠点整備とエコ・コンパクトビレッジ展開の整備方向の骨子（案）  ⇒ 今後の事業化に向けた具体的な事業展開要望・アイデアの把握 

整備 

ﾒﾆｭｰ 

導入施設の方向性（案） 帰還までに整備すべき施設・設備（ハード施策）の方向性 ソフト施策の方向性 
■導入すべき重要な施設は？ 

■改善・抑制すべき施設は？ 

■幅広い層の村民、他地域居住村民、観光客等が楽しめ、繰り返し利用したくなる方向は？ 

■村民が参画しやすい帰還を応援する施設・設備の方向性は？ 

■特に重要なイベント、体制、

人材育成の方向は？  

復興 

交流館 

（道の駅） 

展示・ 

体験 

○集客の仕掛けとなる企画・展示の空間 

多目的イベントスペース、屋外イベント広場 

（趣味等の展示・発表・創作・体験イベント） 

  

情報 

発信 

○役立つ情報の収集・発信空間 

常設掲示コーナー 

（行政・生活支援・イベント・観光・支援団体情報） 

ＰＣ・タブレット学習コーナー 

（利用方法をわかりやすく伝える学習情報も） 

学習 ○葛尾文化を学び・育成する場 

エコ・コンパクトビレッジ学習コーナー 

（放射能に関する学習情報） 

（被災体験と過去の葛尾村の学習情報） 

（再生可能エネルギー等の学習情報） 

（図書館的な機能の付加） 

交流 ○村民の井戸端・コミュニティスペース 

まちなか交流サロン（和室、会議室、ロビー） 

健康 ○村民の健康増進を支援する場 

健康サロン（健康支援コーナー） 

（健康測定機器、健康増進に役立つ学習情報） 

放射線 ○放射線量に係る検査・情報発信の場 

放射線検査スペース、放射線量情報発信コーナー 

生活 

支援 

拠点 

○村民の生活を支援する組織の活動拠点 

かつらお復興活動センター事務所 

（農地事業復興組合事務所） 

（その他支援組織（村内・外）の活動・交流空間） 

商業 

賑わい 

回遊 

ゾーン 

賑わい 

拠点 

○商業・産業の活性化を支援する場 

（既存商業者の事業参画も含む） 

直販・直売所、チャレンジショップ空間 

不足する物販・サービス業関連施設 

農家レストラン、創作レストラン 

 

既存 

商業者 

活性化 

○既存商業者の生活再建 

（必要な再建支援の内容は？） 

（新規・発展事業意向と支援内容は？） 

（顧客拡大のサービス事業拡大の方向は？） 

（JA 倉庫改修） 

ｼﾝﾎﾞﾙ 

回遊 

環境 

○賑わい拠点の回遊環境の強化 

花いっぱいのｼﾝﾎﾞﾙ環境整備（公園的環境整備） 

花の散策路や回遊道路の美化 

エコ・コンパクト 

ビレッジ 

○主要公共施設への再生可能エネルギーの導入 

（太陽光、地中熱ほか） 

 

福祉 ○高齢者施設（集合型） 

 その他 ○胡蝶蘭栽培センター（仮称） 
 

・情報発信も大切
（拠点を支えるた
めにも） 

■暮らしの再建が大切 
・暮らしの再建を優先してほしい 
・当たり前に暮らせる環境づくりを優先 
・生活に最低限必要なサービスの確保を 
（医療、金融機関、学校など） 
・復旧をまず行い、村民満足度向上を 
・生活拠点(賑わい、安心)がまずは大切

■帰還の実効性に留意 
・全て揃って帰還では遅

いのでは 
・最小限揃えばよいので

は(医療など) 
・商業は低人口下では帰

還リスクが高い 

消防団対策が喫緊
の課題 

■放射能学習が
大切 
・風評被害対策が

重要（安心でき
ることの村民
理解醸成を） 

・正しい放射能学
習を村から始
めていく 

・相談室や勉強会
の開催 

■外部との交流拡大も重要 
・外部の人との交流が賑わいに必要 
・広域から人を呼び、村を変えていくことも

重要 
・中心拠点で外部の人を呼ぶ 
・外国人の吸引は、対応できるかが鍵 

■帰還意向の高い高齢者対策が重要 
・高齢者対策が重要 
・医療 
・デイサービス 
・交流サロン 
・土いじりができる環境づくりを 
（地元で土いじりしたい高齢者多い） 

・村周辺アクセス軸の強化
（東部等）が集客強化に
有効 

・エコとコンパクトは違うもの、エコ＝再生エネだけではない、コンパクト＝縮小ではない 
・自給自足は外部変化に強いのがメリット

■投資効果や住民負担に留意 
・復興交流館など、大々的にやって

大丈夫か 
・過度な公共投資・負担とならない

ように 

■学校再開にも留意を 
・復旧の計画あり 
・戻る年度は未定 

■若者対策、雇用対策も重要 
・若い人にとっては働く場が重要 
・工場誘致（遊休農地等活用も有効）

で働く場を 

■帰還のメリットのＰＲを 
・住民は迷っている（賠
償が続けばいいとは言
え将来が見えない） 

■行政・金融等の生活利便性の向上を 
・市民サービスの一体化（証明書など） 
・ワンストップサービスとして、役場、農

協、郵便局が一体となって取り組む施設
とすべき 

・チャレンジショッ
プ（社会実験含
む）による現実
的な展開が有効

■郷土料理も大切に 
・昔ながらの料理・特産物・
文化を残すべき（凍みもち、
ごんぼ葉など） 

・けんちん汁などイベントで

・何でも型ではなく
「小品目、精鋭」型
の方向がよい 

■花いっぱいの桃源郷づくりを 
・花見山＝桃源郷（葛尾に入ると花がいっぱい）になるといい 
（峠の活用も有効、きれいな紅葉への導入路の整備なども） 
・四季を感じられる植生の工夫を、春にこだわるのもよい 

・街並みをきれいに
・季節感を活かす 

■村全体の資源を活かした観光交流振興を 
・目玉となる観光拠点整備が有効(集客力向上のため) 
・周辺部の位置づけや活用も重要 

・きれいな空気を活かす（老人福祉施設等） ・ｺﾐｭﾆﾃｨ重視型の集住を（限界集落活性化のモデルに） 
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（２）賑わい拠点の具体的な整備方向（案）について 
  
１）今回の議論の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

検討委員会①
検討方向と、事業化意向・要望の把握

１）本計画と検討委員会の位置づけ、委員紹介【25】

２）計画検討の進め方【5】

３）賑わい拠点整備、エコ・コンパクトビレッジ展開の重点

検討対象と、整備方向【85】

４）その他【5】

整備基本計画・最終案

１）中心拠点整備計画・最終案【60】

２）広域的な拠点づくりの方向・最終案【30】

３）その他施策との連携方向や、課題の整理【15】

４）パブコメ方針と概要資料案【10】

５）その他【5】

検討委員会⑤

平成 26 年 10 月 30 日（木）開催 

平成 26 年 11 月 26 日（水）開催 

平成 26 年 12 月 18 日（木）頃 開催予定 

平成 27 年 1 月 23 日（金）頃 開催予定 

平成 27 年 2 月 12 日（木）頃 開催予定 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

平成 27 年 2 月 21 日～3 月 8 日頃 開催予定

パブリックコメント 

整備基本計画 策定 

賑わい拠点の具体的整備方向

１）前回振り返り【15】

２）賑わい拠点の具体的整備方向案【85】

　①復興交流館（賑わい拠点、生活支援拠点）

　②商店再建支援、中心機能連携

　③シンボル環境整備

　④その他（公的住宅など）

３）その他【5】

検討委員会②

賑わい拠点に係るソフト施策案

１）前回振り返り【15】

２）賑わい拠点等整備方向・修正案【15】

３）上記に係るソフト施策アクション案【85】

４）その他【5】

検討委員会③

同日開催予定 

整備基本計画案

１）前回振り返り【15】

２）賑わい拠点等整備計画イメージ案【75】

　①土地利用、動線計画図

　②拠点施設配置・整備イメージ

　③整備プログラム

３）上記に係るソフト施策・修正案【25】

４）その他【5】

検討委員会④ 分科会①
再生可能エネルギーの展開方向案

１）賑わい拠点と連携した再生可能エネルギーのモデル

導入方向案（ハード、ソフト）【80】

２）広域的な拠点づくりの方向案【35】

３）その他【5】
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２）賑わい拠点の具体的な整備方向（案） 

① 村全体の復興・活性化に資する中心拠点の役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心拠点の役割について 

～ 新たな拠点機能導入に向けての基本的な考え方 ～ 

■「各地区の元気再生」と「先導する中心拠点の強化」が「エコ・コンパクトビレッジ」の目指す方向性 

各地区の元気の再生が大切であり、そのために中心部の役割・機能をどのように強化すべきか、が重要です。 

特に、既存機能の復旧のみでは解決できない将来課題に対応可能な機能の強化が重要と考えます。 

■既存資源の活用促進 

公共施設群、商店・事業所

等の既存資源を最大限に活

かす方向が、着実な帰還の

近道と考えます 

着実な帰還・復興に向けて留

意すべき事項や課題 

■既存公共施設集積ゾーンの利活用促進 

｢役場周辺｣と「活性化センター～中学校一

帯」の公共施設の集積地を活かし、集客力

を高める方向が重要と考えます 

中心拠点整備に望まれる方向性

重視する考え方 望まれる方向性 （●：ハード、○：ソフト施策） 

●活用促進に向けての一部転用やﾘﾆｭｰｱﾙの検討 

●公共施設集積ゾーンの利用促進につながる新たな拠点整備の検討 

（不足機能追加、連携強化拠点整備など） 

○利活用促進プログラムの強化 

○企画・運営等のサポート体制の強化 

●○再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰに係る新たな取り組みの促進 

●○移動支援サービスの強化 

■まちなかの賑わい強化 

国道と県道が交差する交通利便性の高い

地区周辺一帯の「住宅・商業等が集積する

まちなか｣の賑わい強化が重要と考えます 

（空き家・空き地増加等による定住環境の

悪化を抑制する仕掛けが必要） 

 

村民が広く利用可能な波及効果の高い拠

点形成を図ることが重要です 

 

「どこでもある型」でなく、「葛尾らしさ」が光

る魅力をどこかに強化することで、より広域

的な集客も可能とし、結果的に広く葛尾の

魅力や夢を発信することで、若者層も含む

帰還促進や、民間事業者等の参入につな

がっていくものと考えます 

【コミュニティ、生活利便サービス】 

●村民交流・コミュニティ強化の場づくり 

●○生活利便サービスの強化（生活利便サービス、便利情報発信など） 

■中心拠点を支える利用者の

拡大 

中心拠点の機能の持続を図

るためには、それを支える利

用者の範囲やﾘﾋﾟｰﾀｰ拡大な

ど利用回数を増やす工夫が

不可欠と考えます 

■村全体の成長・発展につな

がる仕掛けづくり 

復旧・再建は安心につながり

ますが、村の更なる活性化

や、若者や村外への魅力や

夢を発信していくためには、

村全体の成長・発展に資す

る新たにチャレンジする拠点

や仕掛け・種植えが重要と

考えます 

■周辺地域の活性化の取組み

との連携強化 

農業・畜産・観光交流振興

や、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの取

組み、高齢者の支援など、

中心拠点の機能を最大限に

活かし連携しながら、周辺地

域の活性化につなげていく

ていく方向が重要と考えます 

■産業振興・雇用創出の支援 

地元企業再建、従業員確保、新たな産業

活性化事業など、関連事業者意向等を活

かしつつ、実現への支援を図っていくことが

重要と考えます 

●事業所の改築や新たな施設整備等の支援の検討 

●従業員確保のための従業員向け住宅確保支援の検討 

●新たな産業活性化施設の整備に係る支援の検討 

 

【農畜産業・観光交流等振興、生活支援】 

●○地域産業支援の場（直販、販促イベント、情報発信） 

●生活支援団体等の窓口づくり・情報発信 

【新たな活性化・チャレンジ機能】 

●○人材育成の拠点づくり（生涯学習、多世代交流、外部との交流） 

●○情報発信の拠点づくり（ホットな情報にﾘﾋﾟｰﾀｰが集まる工夫） 

●○新たな文化発信・ブランド育成等のチャレンジ空間づくり 

（展示、体験交流イベントなど） 

●○賑わい・商業機能の強化（ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ、飲食・創作イベントなど） 

●安心サポート（放射能学習、健康増進支援など） 

●生活支援・共助活動の拠点づくり 

●村の顔となるシンボル環境づくり 

中心部住民 

利
用
者
層
の
拡
大 

周辺部住民 

村外住民 

村内活動者 

ｻﾎﾟｰﾀｰ 

外部視察者 

外部来訪者 
 

(観光客, 

一時居住) 

まちなかの 

拠点強化 

■高齢者の安心居住の支援 

各地区における帰還人口やスピードが楽

観視できない状況では、早く帰還したいも

のの当面の生活の不安が残る高齢者に対

して、安心して暮らせる居住環境の確保・

提供が重要と考えます 

●高齢者向け住宅（集合住宅）の整備の検討 

●高齢者の安心・生きがい対策に配慮した環境整備の検討 

（コミュニティ環境、見守り等の生活支援、共同菜園など） 

 
公共施設群 

の活用促進 

産業振興・雇

用創出の支援 

高齢者の安心

居住の支援 

周辺地域住民の 

中心拠点利用イメージ 

 
●地域の農畜産品の販

売・飲食や体験イベント

等の拠点 
●地域の産業・産品・観

光資源・体験交流イベン

ト等の情報発信の拠点 
●地域が連携した交流

やイベント等の拠点 
●様々な地域の暮らし

のサポートを行う拠点 
など
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② 中心拠点に求められる機能の方向性について   ～ 既存機能の復旧とは別に、新たな整備が必要な施設は？ ～ 

＜復興交流館（村民の交流や生活支援の拠点）＞ 

復興への課題 求められる役割
望まれる基本機能

（村民の帰還や定住促進のために最小限必要な機能）
個性やブランドを目指すアイデアの方向案

（付加価値化を目指す方向）
戦略的な機能拡大の方向案

（復興・活性化のために強化すべき村民以外の利用促進）

村民の一体感の醸成
村民が日常的に集まりた
いと思う心の拠り所（井戸
端・コミュニティスペース）

■まちなか交流サロン（和室、ロビーなど）
　　⇒心が和む、行きやすい落ち着いた雰囲気づくりが必要
　　⇒高齢者に留意した和室等の利用しやすい空間が有効
　　⇒多世代交流がしやすい工夫（カフェの併設など）も必要

■多目的イベントスペース(屋外イベント広場も)
　　⇒様々な企画・展示イベントを仕掛ける集客の場
　　　（趣味等の展示・発表・創作・体験イベント、祭りなど）
　　⇒集客を支える企画・運営体制の強化が必要
　　　（屋内空間の場合は、常設展示や持続的な企画が必要）
　　　（屋外空間の場合は、公園・オープンスペースと併用が可能）

■常設情報展示コーナー
　　⇒役立つ便利情報をわかりやすく発信する工夫が必要
　　　（行政・生活支援・イベント・支援団体情報など）
　　⇒ホットな情報を発信する情報の変化も必要
　　⇒情報ニーズを収集し企画する運営体制が重要
■葛尾村紹介コーナー
　　⇒外部に向けて葛尾村の魅力を上手く紹介する工夫が必要
　　　（観光・イベント・歴史・産業・物産・ｻﾎﾟｰﾀｰ募集情報など）
　　⇒被災体験と過去の葛尾村への思いを綴ったアーカイブの紹介
　　⇒葛尾コンシェルジェ（案内・紹介ガイド）等の育成が有効
■ＰＣ学習コーナー
　　⇒ＰＣやタブレット端末で様々なことが学べる場が有効
　　⇒機器の利用方法をわかりやすく伝えるプログラムも必要
　　⇒子どもから高齢者まで利用しやすいプログラムも必要
　　　（クイズ形式、対話形式など遊び要素の導入が有効）
■図書コーナー
　　⇒上記に係る様々な蔵書やビデオライブラリー等の閲覧

放射能に関する適切な学
習の推進

放射能を知り学べる場

■放射線量学習スペース
　　⇒農作物等の放射線を検査するスペース
　　⇒放射線量情報をわかりやすく情報発信するスペース
　　⇒放射線のことをわかりやすく学べる情報スペース

村民の健康増進を支援
する場

■健康支援コーナー
　　⇒健康測定機器を利用できる共用スペース
　　⇒健康増進に役立つ情報を発信する展示パネル

■健康サロン
　　⇒健康増進機器を利用しながら歓談可能なスペース
　　⇒健康体操やダンス等が可能な健康増進スペース

生きがい活動の場
（癒しの場）

　　⇒各種スペースで対応可能
　　⇒高齢者主体の活動・イベントの企画を活発化する工夫が大切

■共同菜園
　　⇒まちなかの高齢者が土いじりや収穫を楽しめる共同菜園

■ペットとともに楽しめるまちづくり
　　⇒ペット同伴で利用できる中心拠点施設の拡充
　　⇒ペット散策コースやドッグランの整備
　　⇒アニマルセラピー団体と連携したイベント実施
　　⇒アニマルセラピストの育成も有効

支援組織の活動拠点
■かつらお復興活動センター事務所
　　⇒農地事業復興組合事務所も含む

共助体制を活性化する場
■ボランティア団体等交流スペース
　　⇒フレキシブルな会議スペース（可動間仕切り）

村民の生活を支えあう体
制づくり

■ＡＶコーナー
　　⇒大画面ＴＶによる映像発信は理解しやすく有効
　　⇒ある程度の座席や占有スペースが必要
　　⇒見たくなる映像プログラムの企画開発が重要

便利情報や葛尾村の文
化を発信するホットな情
報拠点

様々なことを知り学べる
生涯学習の場

村民の日常的な暮らしを
支援する情報発信と生涯
学習の環境づくり

■葛尾村郷土文化伝承スペース
　　⇒郷土の歴史・文化を学べる点字・学習スペース
　　　（老朽化している郷土文化保存伝承館機能の移設含む）
　　⇒楽しく学べる工夫が必要（クイズ、映像、体感など）
　　⇒語り部や、人形劇スペース等も有効

■エコ・コンパクトビレッジ学習コーナー
　　⇒自然との共生・資源循環など葛尾文化の紹介
　　⇒再生可能エネルギーの学習
　　⇒屋外の再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ施設との連携が有効

高齢者の安心づくり
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＜復興交流館（道の駅）と中心部賑わい回遊ゾーン＞ 

復興への課題 求められる役割
望まれる基本機能

（村民の帰還や定住促進のために最小限必要な機能）
個性やブランドを目指すアイデアの方向案

（付加価値化を目指す方向）
戦略的な機能拡大の方向案

（復興・活性化のために強化すべき村民以外の利用促進）
■直販・直売所
　　⇒集客拠点と連携した商品持ち寄り、販売促進の場
　　　（周辺集落からの庭先集荷も有効）
　　⇒道の駅的な販売促進の工夫が必要（商品アピールの工夫）
　　⇒当面は村内の品物循環（シェア）を重視した取組みが有効

■チャレンジショップ
　　⇒チャレンジショップ空間の導入が有効
　　　（様々な企画・アイデア商品等の展開やニーズ把握につながる）
　　⇒コンテスト等のイベント導入による外部アイデアの収集が有効

■共同作業所・加工所
　　⇒短期的導入には維持費を踏まえた慎重な検討が必要

■既存事業者との事業連携（商店、商工会、ＪＡ、郵便局など）
　　⇒各種事業への事業参画拡大による既存事業者の再建支援
　　⇒帰還が遅れる商業者と連携した宅配・出張販売サービスの実施
　　⇒宅配・注文販売等のサービス事業の拡大（リピーター・販路強化）
　　⇒役場出張所機能、コンビニ的サービス等の導入検討

■農家・創作レストラン
　　⇒葛尾の風土にマッチした創作レストランの導入が有効
　　　（大豆を活かしたフルコースなど）
　　⇒コンテスト等のイベント導入による外部アイデアの収集が有効
　　⇒屋台村等の夜の交流空間も有効

■ＪＡ倉庫の改修
　　⇒倉庫の改修
　　⇒線量検査スペース、集荷・選別設備の強化
■胡蝶蘭栽培センター（仮称）

■復興交流館周辺の花いっぱいの公園環境整備
　　⇒花の映える公園づくり
　　⇒公園の中の復興交流館づくり

■アーティストの創作フィールドの提供
　　⇒パブリックスペース・公共施設へのアートデザインの積極的活用
　　　（固有条件に基づくアーティストのチャレンジ空間）

■まちなかアート・ミュージアムづくり
　　⇒田んぼアート
　　⇒自然を活かしたアート
　　⇒まちなかのトリックアートの導入

■主要な集客施設を結ぶ花回廊整備
　　⇒主要回遊道路の舗装美化
　　⇒沿道やオープンスペースにおける花植栽化
　　⇒新たな道路の愛称づくり

■主要な集客施設を結ぶ花回廊沿道のまちなみ景観美化・誘導
　　⇒まちなみ景観の規制・誘導（ガイドラインに基づく景観誘導）
　　⇒先導的な魅力ある景観整備（新たな公共施設等に導入）

■花見山の整備
　　⇒公共サービスゾーンを一体化する花見山公園の整備
　　⇒花の展望広場
　　⇒ハーブや果樹等も活かした香りや収穫を楽しむ桃源郷づくり
　　⇒イベントや祭りが可能な広場空間
　　⇒公共サービスゾーンが連携したイベント展開も有効

健康と癒しのまちづくり

■花の健康散策路（歩きたくなる健康まちづくり）
　　⇒散歩や回遊したくなる花いっぱいの健康散策コース
　　　（歩きたくなるまちなかづくり）
　　⇒万歩計等を活用した歩きの推奨プログラムづくりも有効

■花の健康散策路（健康遊具の設置）
　　⇒スポットへの健康遊具の設置

中心拠点全体の集客強
化

商業・産業の活性化
既存事業者の活性化に
つながる装置づくり

シンボル環境づくり

 
 

 

＜その他（高齢者住宅支援、企業従業員の帰還・確保支援など）＞ 

復興への課題 求められる役割
望まれる基本機能

（村民の帰還や定住促進のために最小限必要な機能）
個性やブランドを目指すアイデアの方向案

（付加価値化を目指す方向）
戦略的な機能拡大の方向案

（復興・活性化のために強化すべき村民以外の利用促進）

高齢者が安心して集住可
能なベースキャンプ

■高齢者向け集合住宅
　　⇒高齢者向け集合住宅の整備（共同住宅等）
　　⇒共同コミュニティスペースや見守りサービスの確保
　　⇒周辺で共同菜園等の利用が一体的に可能な方向が有効

再建企業の従業員の住
宅確保の支援

■従業員向け住宅

帰還を支える住まいの確
保
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■ 賑わい拠点の全体整備イメージ（案） 

 

 

 

 

 

取扱注意 

半径概ね 500m の範囲 
半径概ね 300m の範囲 

■中心部賑わい回遊環境の整備（商店・住宅再建との連携） 

○既存商店の再建、既存商店沿いの道路舗装美化、まちなか景観美化 

○花の健康散策路（回遊ルート）整備 ～水辺、商店街、共同菜園 

■復興交流拠点整備ゾーン 

○復興交流館（情報発信・学習・交流拠点、生活支援拠点等） 

○道の駅（直販・販売所、ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ、農家・創作ﾚｽﾄﾗﾝ等） 

○JA 関連施設（JA、改築倉庫（線量検査・集荷・選別施設含む）） 

○高齢者向け住宅（ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾍﾟｰｽ・見守り支援・共同菜園含む） 

○花いっぱいの公園（シンボル拠点）、イベント広場 

■従業員向け住宅ゾーン 

○従業員向け住宅の整備 

○事業所改築支援、など 

■産業拠点整備ゾーン 

○胡蝶蘭栽培センター（仮称）

■花見山整備ゾーン 

○花いっぱいの桃源郷づくり（四季彩・香り・収穫を楽しむ場） 

○花の展望広場、休憩・イベント等の空間 

○公共施設ゾーン間を結ぶ散策道路 

■追加機能の導入候補ゾーン 

○客土の採取場 

○土取と併せた、まとまった追加機能導入の可能地 

○今後有効利用の検討が必要 

■公共施設利活用促進ゾーン 

○既存公共施設の利活用促進方策（一部転用・ﾘﾆｭｰｱﾙ等）の検討 

○公共施設の集積を踏まえた再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ展開の検討、など 

今後の 

検討課題 

■相互連携や中心部全体の利活用促進の仕組み強化 

○連携したイベントや情報発信等の強化 

○移動支援サービスの強化、など 
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■ 復興交流館等の施設配置構成イメージ（案）と概略規模（想定参考規模案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜復興交流館等の一体的な整備イメージ＞

コミュニティ

生涯学習 情報発信

交流サロン・カフェ

常設情報展示

ＰＣ学習

図書

放射能学習

葛尾村紹介

エコ学習

ＡＶコーナー

暮らしサポート

復興活動センター

交流スペース

イベント

多目的

イベント

健康

サロ

ン

公園・広場

イベント広場

花いっぱいの公園

商業活性化装置

直販・直売所

農家・創作ﾚｽﾄﾗﾝ

和室

共同菜園

賑わい商業ゾーン （商店再建、沿道景観整備＆舗装美化）

郷土

資料

展示

共同菜園 共同菜園

生活サービス支援

（役場出張所機能）

駐車場

ＪＡ

・

倉庫

高齢者

向け

住宅

花の健康散策路 （河川沿いの公園空間）

エ

ン

ト

ラ

ン

ス

共同菜園

チャレンジ

ショップ

【参考】復興交流館等の概略規模の想定
区分 機能 施設名称

常設情報展示（ロビー兼） 50
葛尾村紹介 120
ＰＣ学習 20
ＡＶコーナー 100
図書 20
エコ学習 20
放射能学習 50
交流サロン（カフェ兼） 100
和室 40
多目的イベント 200
健康サロン 100
交流スペース 40
復興活動センター 40

直販・直売所（チャレンジショップ含む） 800
農家・創作ﾚｽﾄﾗﾝ 100

花いっぱいの公園
イベント広場

その他 駐車場
7,340

復興交流
館

道の駅

外構

合計

情報発信

生涯学習

コミュニティ

イベント

商業活性化装置

公園・広場

その他

その他

面積（㎡）

170

210

140

300

900

暮らしサポート

2,500

1,170

1,170

2,500
5,000

270

270

2,500

80

（注）駐車場規模（上記表では約 100 台想定）を約 200 台と想定すると、合計面積は約 9,840

㎡と想定される。 


