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１．主な変更箇所の抜粋



序 章
序章（Ｐ１） ※項目の分離

１．現況分析

序 章
序章（Ｐ１） ※項目の追加

序 章



１.現状分析

（2）土地利用現況（P22） ※数値の変更

１－２ 土地利用の状況

１．現状分析

①土地利用現況

２.リニア開業のインパクトと対応

（1）リニア開業による効果（P43） ※文章の追加

２－２ リニア開業がもたらす効果・影響

２．リニア開業のインパクトと対応



3-１.目指すべき将来像
３．目指すべき将来像

ちょうどいいまち「恵那」・・・

リニア時代へのわくわく感・・・

未来のふるさとづくり・・・

古きよき歴史が残り、自然豊かなまち。
移りゆく四季を満喫でき、観光資源、食や文化、自然環境に恵まれ、アクセスも便利。
そしてなにより、人がおおらかで、やさしい。

不便すぎず、それでいて都市化していない「ちょうどいい居心地」の「恵那」。

豊かな自然、美しい風景ときれいな空気、新鮮で安全な食材、健康で安心な暮らしのびのび。
日帰りで東京へ。観光資源に恵まれたまちは、行く人来る人楽しみ方いろいろ、心はウキウキ。
日本の真ん中、のどかな環境、しっかり整備されたネット環境と便利な立地で、仕事もすいすい。

住む人、訪れる人にとってもわくわくできるまち「恵那」が生まれます。

先人から受け継いだ温かい人情、のどかな自然、豊かな食を生かし、
私たちのふるさと「恵那」を、楽しみながらもっともっと磨きをかけて、

心から誇れる日本の新しいふるさとを築いていきます。

※キャッチフレーズの確定

（P50）

3-2.将来像の実現に向けて
３．目指すべき将来像

※キャッチフレーズと取組方針の考え方の追加

（P51）



3-2.将来像の実現に向けて
３．目指すべき将来像

※分野別の取組方針を体系化
（分野間の融合も整理）

（P52）

3-2.将来像の実現に向けて
３．目指すべき将来像

※分野別取組方針の地域への展開イメージの追加

（P53）



4-1.観光に関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

方針１：既存の観光資源（歴史・文化・風土・自然）を活用した魅力ある観光地

づくりを行います （P55）

※中山道の修景整備等による観光振興の記述を追記

4-1.観光に関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

方針１：既存の観光資源（歴史・文化・風土・自然）を活用した魅力ある観光地

づくりを行います （P55）

※文言の修正



4-1.観光に関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

方針３：市内各所や他地域との連携により訪れたくなる観光地を提案します （P58）

※長野県や豊田市との連携強化を視野に入れた記述を追記

4-2.食に関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

（P61）

※食に関する人材の重要性を追記



4-3.まちづくりに関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

（P64）

※まちづくりと教育に関する考え方を追記

４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

方針１：誰もがまちづくりを考え、地域活動に参加できるまちを推進します （P65）

※歴史・文化の推進と教育との係わりに関する記述を追記

4-3.まちづくりに関すること



4-4.移住・定住に関すること
４．リニアを活かした観光振興・まちづくりのための取組み

（P66）

※移住・定住と教育に関する考え方を追記

5-1.企業誘致・工業に関すること
５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※研究・教育施設等の関連施設の誘致に関する考え方を追記

（P70）



5-1.企業誘致・工業に関すること

（P71）

方針１：自然災害が少なく、日本の真ん中にあることをＰＲした企業誘致展開に取り組みます

方針３：中部車両基地（工場）に隣接した地域の特性を生かした関連企業等の誘致・推進に取り組み

ます

５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※研究・教育施設等の関連施設の誘致に関する記述を追記

5-1.企業誘致・工業に関すること
（P72）方針２：リニアを生かした地元産業の活性化と宅地の確保を進めます

５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※宅地の確保に関する記述を産業振興分野に再掲



5-3.農林業に関すること
（P78）方針２：農産物等の価値を上げるとともにブランド力を強化します

５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※道の駅に関する記述を追記

5-3.農林業に関すること
（P79）方針２：農産物等の価値を上げるとともにブランド力を強化します

５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※産業としての『食』に関する記述を産業振興分野に再掲



５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

5-4.資源・ブランドによる地域振興に関すること
方針１：地域資源を再発見するとともに、恵那ブランドの強化と地域振興を推進します

※産業としての『地域振興』に関する記述を産業振興分野に再掲

（P81,82）

（P82）

５．リニアを活かした産業振興・地域振興のための取組み

※再生可能エネルギーに関する記述を追記

5-4.資源・ブランドによる地域振興に関すること
方針１：地域資源を再発見するとともに、恵那ブランドの強化と地域振興を推進します



６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

（P84）方針１：リニア岐阜県駅、恵那駅や病院などへの円滑な交通手段を確保します

6-1.広域アクセスに関すること

※北ルートに関する記述を変更

４）主要道路の整備促進
リニア岐阜県駅へのアクセスを確保できる北ルートやその他の
ルートも含めて関係機関との調整のもと利便性の高い道路網の整備。

６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

6-1.広域アクセスに関すること （P85）



６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

6-2.市内アクセスに関すること

（P86）

※沿道の修景整備に関する記述を変更

６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

（P87）方針１：リニア岐阜県駅、恵那駅や病院などへの円滑な交通手段を確保します

6-2.市内アクセスに関すること

※Ｐ88の図面と整合を図るため、『環状道路等』を追記
沿道修景整備の対象となる道路を明記



２）沿道利用型道路整備
リニア岐阜県駅への交通利便性の高い市道長島奥戸線の整備に
ついては、新たなシンボルとなる沿道景観を演出できるように整
備を検討。

６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

（P88）6-2.市内アクセスに関すること

６．地域づくりを支える基盤整備の取組み

（P90）方針１：リニア効果が市内全域に及ぶための基盤整備を行います

6-3.まちづくりに必要な基盤整備について



７．シンボルプロジェクト（重点プロジェクト）

（P98）

恵那らしい道（シンボルプロジェクト⑦）

※沿道の修景整備を検討する道路の位置関係に関する記述を変更

２．主要な具体施策



恵那にしかない観光の推進

日本大正村

農村景観日本一

岩村町本通り

中山道

■歴史観光の推進
歴史（中山道等）を生かした観光の推進

■観光ガイドの育成と支援
観光ガイドやボランティアガイドなど

■観光情報発信施設の整備
観光や物産情報の発信施設の検討

■観光鉄道施設の整備・活用
ＳＬの復活やＤＭＶの検討

■ツーリズムの推進
スローツーリズムなどの新たな観光の検討

■地域が連携した広域的なイベントの充実
中津川市や東濃各市、豊田市等との連携による
一体的なイベントの開催の検討

■農業体験の推進
施設整備や恵那版グリーンツーリズムの検討

恵那らしい食の推進
■ローカルフードの再発見とＰＲ
ローカルフードを調査・研究・再発見、ＰＲ

■新商品の開発支援とＰＲ
新商品の開発や食の復活などの支援について検討

■和洋菓子と観光の連携による情報発信
お菓子祭りのイベント開催などについて検討

■恵那の食文化、歴史の活用
地域で昔から食されている料理を食文化として
調査研究・ＰＲ

■食の伝承と体験の推進
伝統料理などの食の伝承に関する支援や料理体
験・料理教室などを推進

■恵那らしい食

四季を感じられる 

恵那の食 

春の食 

夏の食 秋の食 

冬の食 

栗きんとん

五平餅

ヘボ料理



恵那らしい暮らしの推進

■移住支援施設の整備

田舎暮らしを体験できるモデルハウスの整備検討

■移住支援
移住支援策を引き続き実施し、制度

の延長や拡大等を検討

■宅地の供給
住宅地開発の適地調査の実施、土地

区画整理事業等の検討

■農業のある暮らしの推進
宿泊施設やクラインガルテンの

整備及び情報発信の強化

人と人との 

つながり 

菜園や地域で

新鮮な食材

都会との 

つながり 

自然と四季

を実感 
 

■恵那らしい暮らしを通じたさまざまな生活スタイルの実現イメージ 

【武並町 サニーハイツ花の木】

【茅の宿とみだ】

恵那らしいお店の推進

■歴史、文化と景観に配慮したまちなみの整備

中山道を感じられるまちなみ景観の整備について検討

■恵那峡ＳＡと併設したハイウェイオアシス
恵那峡ＳＡと併設したハイウェイオアシスの整備に向けた調査、検討

■リニア需要への対応
リニア岐阜県駅等での
施設整備について、地域の
情報や食に触れられる近隣市町
や関係機関と協議・調整

 

 
 

■恵那らしい食 

 

 
 

■恵那らしい食 

 

 
 

■恵那らしい食材 

提供 提供 

■既存の道の駅の要素を取り入れた恵那らしいお店の提供 

おおばばああちちゃゃんん市市・・山山岡岡 上上矢矢作作ララ・・フフォォーーレレ福福寿寿のの里里  そそばばのの郷郷ららっっせせいいみみささとと 

■恵那峡ＳＡ

■ハイウエイオアシスのイメージ



恵那らしい農業の推進

■農業のある暮らしの推進

宿泊施設やクラインガルテンの

整備及び情報発信の強化

■農村景観の保全
農村風景の保全に向けて耕作放棄地
の解消などの取組みの推進、ＰＲの検討

■農産物のブランド化の推進
生産、加工、販売を含めた６次産業化の
推進に向けたモデル事業の検討

■恵那らしい作物

■体験できる優良な農地

農村景観日本一 坂折棚田

■越沢コテージ

恵那らしい道（広域アクセス）の推進

■広域交通網の形成

・国道19号瑞浪恵那道路、国道
418号丸山バイパスの早期整備
の要望

・国道363号、主要地方道豊田

明智線については改良の要望

■道路・鉄道・バス等の連携に

よる広域交通手段の充実

・ＪＲ中央線や明知鉄道、路線

バス、高速バス等の公共交通

機関について、連携強化



恵那らしい道（市内アクセス）の推進

■主要道路の整備促進

・恵那ＩＣ周辺や国道19号正家
交差点周辺における交通集中
の改善に向け、必要となる道
路整備について、関係機関へ
働きかけを進めるとともに、
市道整備を検討

■南北地域からのアクセス強化

・南北地域から市街地へ向かう
主要な道路は、災害時におけ
る多重性を確保するため、土
砂崩れ等の被災が懸念される
箇所等について、迂回路の確
保を検討

■リニア事業の推進と地域の
課題を解決する基盤の整備
・リニア岐阜県駅までのアクセス道路
等に関連する地域については、交通
施設や住宅基盤整備等の地域課題と
併せた効率的な整備を進めます。

・正家第２土地区画整理事業のほか、
恵那駅北側広場や市街地を中心とし
た環状道路についても検討を進めま
す。

■観光に資する基盤の整備
恵那峡サービスエリアへのスマート
インターチェンジの設置について検
討を進めます。また、岐阜県駅まで
の直通バス運行や明知鉄道の延伸を
検討するなどの新たな観光に資する
基盤の整備を検討します。

まちづくりに必要な基盤整備の推進



まちづくりに必要な基盤整備の推進

■観光鉄道施設の整備
ＳＬの復活やＤＭＶの運行に向け検討を進めます。

■歴史文化に配慮した景観整備
中山道の魅力向上に資する整備を協議しながら検討します。

■歴史や文化を活かす道路整備
歴史や文化を活かした道路整備について検討を進めます。

【中山道】


