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1. 末廣農場跡地等賑わい拠点基本構想の背景・目的 

本基本構想は、平成 27年度に策定した「隣接地活用検討基礎調査報告書」を元に、旧岩

崎家末廣別邸および末廣農場跡地（隣接地）を賑わい拠点（観光拠点）の核とし、本市のア

イデンティティを象徴する施設として、歴史ガイダンス施設や富里の特産品をはじめ、旧岩

崎家ゆかりの地に関連する商品の販売・飲食施設を整備するための基本的事項を示すもので

す。 

本事業用地は、岩崎久彌氏が晩年を過ごした旧岩崎家末廣別邸に関連し、当時の模範的実

験農場であった「末廣農場」の跡地として残された土地です。この土地の保存活用を図るこ

とを目的として、平成 25年度の「旧岩崎久彌末廣別邸の更なる活用に関する提言書」に基

づき、三菱地所㈱から条件付き寄附により取得したものです。 

この提言書では『旧三菱財閥第３代総師だった岩崎久彌氏が模範的実験農場とするべく 

開場した末廣農場は、農産物の国内需要を重要視した岩崎久彌氏の思いそのものであり、教

育・学習分野は勿論のこと農牧事業をわかり易く伝えるためには、末廣農場の歴史に関する

農産物の販売施設等、食育を中心とした体験型のふれあい拠点を整備し、産業・観光からも

末廣農場の歴史を学ぶ機会を創出することが重要である。』としており、前述のような末廣

農場の歴史ガイダンス施設、農産物直売所・レストラン等を活用イメージに挙げています。 

本市は上記の提言書および昨年度の調査報告書に基づいて、当該用地を「賑わい拠点」の

核として整備するとともに、旧岩崎家ゆかりの地（高知県安芸市、岩手県雫石町、東京都台

東区など）との連携等の取り組みを通じて、地域産品の販路拡大とまちのイメージ力向上に

よる観光客の誘致を目指します。 
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1.1 検討対象地の概要 

(1) 検討対象地の概要 

本基本構想の検討対象地は、三菱地所㈱から条件付き寄附により取得した、末廣農

場跡地（隣接地）（8,126 ㎡）のほか、その他の市有地として、隣接地側三角地

（約 900 ㎡）、別邸側三角地（約 900 ㎡）、住宅地隣接縦長敷地（約 5,400 ㎡）

とします（以下「検討対象地」と総称します。）。  

末廣農場跡地（隣接地）は、国道 296 号と市道 3 路線に接する土地で、現状は

未利用地であり、地形などは概ね長方形の平坦な土地となっています。  

 

 

 

図 1-1 末廣農場跡地（隣接地） 

 

【末廣農場跡地（隣接地）の概要】  

■所在地：富里市七栄字獅子穴 650 番 206 外 1 筆  

■総面積：8,126 平方メートル  

■地目：山林  

■取得日：平成 25 年 3 月 18 日（寄附） ■登記完了日：平成 25 年 3 月 22 日  

■その他：土地寄附の要件には、提言書の活用イメージを遵守して、維持管理を

行うことが記述されています。  
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図 1-2 検討対象地 
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1.2 基本構想策定の経緯 

(1) これまでの検討状況 

 富里市では、市内における貴重な資源である旧岩崎家末廣別邸およびその隣接地の有効な

活用方策について以下のように検討を重ねてまいりました。 

 平成 25 年度：「旧岩崎久彌末廣別邸の更なる活用に関する提言書」  

 平成 24 年度：「旧岩崎別邸保存活用提言書」（教育委員会）  

 平成 26 年度：「旧岩崎家末廣別邸保存活用基本構想」（教育委員会）  

 平成 26 年度：「旧岩崎家末廣別邸活用庁内研究会調査報告書」  

 平成 27 年度：「隣接地活用検討基礎調査報告書」  

 今年度はこれらの過去の検討を元に、対象施設の基本コンセプト、機能、ゾーニング、事

業手法等を策定することとしました。 

 

(2) 基本構想策定の考え方 

これまでの検討状況を踏まえ、本市では以下の図のような３つの視点から末廣農場跡地

の有効活用に向けた基本構想を考えることとしました。 

 

A.富里市の現状と課題 

⇒1.3節で記載 

 B.末廣農場の歴史・価値 

⇒1.4節で記載 

 C.当該地の立地特性 

⇒1.5節で記載 

     

  施設の基本コンセプトの策定   

 

図 1-3 コンセプト策定の流れ 
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1.3  富里市の現状と課題 

(1) 富里市の地域特性 

本市の地域特性としては、昨年度に作成した「富里市総合計画後期基本計画」に示したと

おり、以下のような特性が挙げられます。 

■成田空港隣接地 

本市は、昭和 53 年の成田空港開港以降、空港関連の就業者や事業所が進出したことに

より発展を遂げてきました。今後においても、空港の更なる機能強化に伴う航空機発着回

数の増加が見込めることから、関連企業の進出や育成、雇用の創出、訪日観光客等の増加

が期待されます。 

 

■首都圏近郊の農業地域 

本市の主力産業は農業であり、すいかや人参を始めとして、野菜の生産が盛んです。特

に、すいかについては、昭和 11年に皇室にすいかを献上したことからも、富里すいかの

名が全国に知られるようになり、生産量は全国有数を誇っています。 

近年では農家戸数、農業従事者数は減少傾向にありますが、毎年度着実に新たな就農者

もみられることから、今後の農業の維持、振興も期待されます。 

 

■多様な就業者が居住する住宅地 

本市には、農業や空港関連産業、東京や千葉市等の企業への就業者など、多様な知識や

技術を持つ市民が居住しており、これらの豊富で多彩な知識や経験を活かした、これから

のまちづくりの担い手としての活躍も期待されます。 

 

(2) 富里市の課題 

本市は前項のような地域特性を有する反面、以下のような課題も抱えています。 

■市民の意識から見る課題 

後期基本計画の策定にあたり、市民の意見を把握するため市民（18歳以上の市民 3,000

人を無作為に抽出）を対象に実施した市民意識調査結果によると、富里市について住みや

すいと感じている人が過半数を超えている一方で、住みにくいと感じている人も約 3割を

占めています。 

特に市民ニーズとして重要度が高い分野としては、「医療救急」「公共交通」「社会保

障」「防犯対策」「防災対策」であり、「公共交通」については満足度も低いことから特

に取り組むべき課題となっています。また、移転したいと思う理由は上記の「公共交通」

「医療救急」に加えて、買い物・レクリエーションへの不満も上位に来ています。 

 

■財政上の課題 

歳入の全体に対して市税が占める割合が減少しており、交付金・国・県支出金等への依

存が高まっています。生産年齢人口の減少は今後も続く見込みであるため、市税による歳

入は減少することが考えられます。また、障がい者福祉や児童福祉、老人福祉、生活保護

事業など、社会保障に関する事業を主に行うための費用である民生費が増加しています。



6 

 

今後、少子高齢化の進行による更なる民生費の増加が考えられます。また、土木費などの

投資的経費は減少しており、新たな投資は限られた範囲で行わざるを得ない状況です。 

 

 上記の本市における現状と課題を整理すると以下の表のようになります。 

 肯定的要因 否定的要因 

内部環境 

強み（Strengths） 

 住みやすいまち 

 「富里スイカ」を有し、首都圏近郊の

農業地域としての存在 

 成田空港への近さ 

 馬のふるさとという独自文化 

弱み（Weaknesses） 

 交通利便性の観点から住みにくいと感

じる人が一定数存在 

 買い物施設、レクリエーション施設の不

足 

 人口減少と少子高齢化 

外部環境 

機会（Opportunities） 

 価値観、ライフスタイルの多様化 

 成田空港の機能強化の可能性とイン

バウンド需要の増加 

 旧岩崎家末廣別邸の登録有形文化

財への登録 

 酒々井 IC の開通（2013年） 

脅威（Threats） 

 交通利便性が良く、同様の特色を持

つ近隣自治体の存在 

 利便性の良い都心再回帰の傾向 

 市民ニーズの多様化 

 

 

これらの現状と課題から本市として検討対象地に整備する施設の方針としては以下のよ

うな方針が考えられます。 

（強み）×（機会）⇒強みを活用 

 首都圏近郊の農業地域としての強みと成田空港の機能強化に伴う観光需要（出国前に

空き時間のある旅行客やトランジット客）を取り込むような飲食・物販拠点 

（強み）×（脅威）⇒課題を克服、強みを活かす 

 近隣自治体にはない独自文化、農業の歴史（馬のふるさと、末廣農場の歴史）を活か

して富里の魅力を伝える情報発信拠点 

（弱み）×（機会）⇒機会を得て弱みを克服 

 交通利便性を改善し成田空港の機能強化に伴う観光需要を取り込む公共交通の拠点 

 地域の人も利用でき旧岩崎家末廣別邸等の富里市の魅力を知ることで愛着度が増す

ような地域の交流拠点 
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1.4  末廣農場の歴史・価値 

(1)  末廣農場の歴史 

末廣農場は旧三菱財閥三代目総帥岩崎久彌氏が開場した農場であり、その経営理念は「採

算を度外視して、日本の畜産界の改良進歩を図るための模範的実験農場」でした。当時とし

ては珍しい設備と機会を導入した先進的農法が末廣農場で実践されるとともに、数多くの研

究が実践され、日本の農業牧畜研究に多くの功績を残したと伝聞される農場です。本検討対

象地に隣接する旧岩崎家末廣別邸はその当時の面影を残す唯一の場所となっています。 

(2)  末廣農場の本市における位置付け 

末廣農場跡地で大正から昭和にかけて実施された先進的農法は、富里市の基幹産業である

農畜産業の根幹です。そして、当時の面影が色濃く残される旧岩崎家末廣別邸は、近年その

歴史を後世に伝えようとする市民団体による保全活動が開始され、市内外を問わず関心を高

めています。 

また、旧岩崎家末廣別邸が富里市に存在することで、岩崎久彌氏にゆかりのある「高知県

安芸市(生家)」、「岩手県雫石町(小岩井農場)」、「東京都台東区(旧岩崎本邸)」などとの連

携も期待されています。 

この連携により、各地に残された関連施設から岩崎久彌氏の生涯を紡ぎ出すストーリー展

開を図り、これまで別個の活用が図られていた岩崎久彌氏ゆかりの歴史遺産の総合的な活用

とゆかりの地の「人」と「物」をテーマとした地域間交流を行うことを目指します。そして、

互いの郷土愛を分かち合うことによって、親近感と連携意識を深化させ、新たな商品開発や

広域観光ルートのブランディングなどを行うことにより、観光・産業分野などの地域経済の

発展が期待できます。 

 

図 1-4 旧岩崎家ゆかりの地 
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1.5  検討対象地のアクセス・立地特性 

(1)  検討対象地のアクセス 

本検討対象地は富里市の中心からやや北部に位置し、東京方面から高速道路でアクセスす

る場合は、東関東自動車道の酒々井インターチェンジ及び富里インターチェンジが最寄りの

高速道路出入口となります。 

公共交通機関を利用する場合は、JR 成田駅及び京成成田駅から路線バスを利用すること

になりますが、路線バスの運行間隔は 1時間に 2便から 3便程度です。もしくは、東京駅か

ら JR バス関東と千葉交通の高速バスが 1 日 16 往復ほど運行しているため、これを利用す

ることもできます。しかしながら、隣接地周辺図に示すように、高速バス停留所は隣接地か

ら距離が離れているため、補足できる交通手段があることが望ましい状況です。 

 

 
出所）OpenStreetMap より作成 

図 1-5 隣接地周辺図 

  

一方で本検討対象地は国道 296号線の近傍にあり、千葉県内にある他の道の駅付近の交通

量と比較しても 16地点中 4番目に多い場所になっています。この土地に賑わい拠点を整備

するにあたっては、この活発な往来を取り込むことが重要になると考えられます。 

(2)  検討対象地の立地特性 

 本検討対象地の立地特性としては、建築的、庭園的な観点から歴史的な価値がある旧岩崎

家末廣別邸に隣接するということが大きな特徴になります。旧岩崎家末廣別邸の価値は以下

のとおりです。 

 建築的価値：旧岩崎家末廣別邸は昭和初期に建築された近代和風住宅であり、昭和初

期における上流階級の別邸としての貴重な遺構です。伝統的和風住宅をベースに当時

の最新設備や耐震構造の考え方が積極的に採用されており、近代の和風住宅として、

建築的な観点から高い歴史的価値を有するといわれています。 
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 庭園的価値：農場以前の植林形態を残しつつ、植栽景観は四季折々の趣を有した庭園

となっています。このことから「自然主義」の傾向を見出すことができ、全体として

富里市の原風景を思わせるような里山的景観を呈した近代日本庭園となっており、貴

重であるといわれています。 

1.6  末廣農場跡地賑わい拠点の基本コンセプト 

(1)  末廣農場跡地賑わい拠点の基本コンセプト 

上記の1.3～1.5項の3つの視点や過年度までの調査における地域の皆様のご意見を踏まえ、

富里市では末廣農場跡地に整備する賑わい拠点の基本コンセプトを以下のように定めるこ

とといたしました。 

 

 

図 1-6 末廣農場跡地賑わい拠点基本コンセプト 

  

上の図のコンセプトには以下のような整備すべき機能を含んでいます。コンセプトの文章

と各機能の対応関係は以下のとおりになります。 

 

基本コンセプトの文言 基本コンセプトを実現する機能 

富里に来たら最初に訪れる ⇒観光・情報の拠点機能 

富里の農の歴史や末廣農場の歴史を伝え、 ⇒歴史・文化のガイダンス機能 

そして富里の「今」を味わえる ⇒集客（飲食・物販）機能 
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2. 導入機能および計画条件 

本市では、前章の基本コンセプトと整備すべきと考えられる機能を元に、賑わい拠点の実

現に向けて、地元関係者に対するヒアリング調査を行いました。同ヒアリング調査から得ら

れたご意見を参考として、各機能の整備方針を以下のとおり定めました。 

2.1  集客（飲食・物販）機能 

富里市の特産品と旧末廣農場にゆかりある商品を販売し、飲食スペースを設けた、集客機

能を持つ施設とします。 

施設整備の方向性（例示） 

 富里の歴史・文化に繋がる産品や、それらを用いた食事を提供する。 

 豚肉（堀江ファーム）を中心に「末廣ブランド」を構築する。 

 別邸を見学後にゆっくりできるレストラン・喫茶店を設置する。 

 末廣農場の食事（カレー、シチュー等）の再現や、地元農産の野菜・畜産物、岩崎

久彌氏と関連のあるビール（麒麟麦酒）など、岩崎家の歴史や現代の富里に繋がる

食事を提供する。 

 小岩井農場や安芸の産品を販売するなど、ストーリーを設けながら、岩崎家ゆかり

の地との連携を図る。 

 子どもが遊んでいる間に親がゆっくり買物・飲食ができるように配慮する。 

なお、農作物の販売については、産直センターとの集約や棲み分けなど、生産者に負担を

かけない仕組みを取り入れることについて検討します。 

2.2  歴史・文化のガイダンス機能 

旧岩崎邸別邸の成り立ちを生かした歴史・文化のガイダンスの機能を持つ施設とします。 

施設整備の方向性（例示） 

 富里の農の歴史や岩崎久彌氏の歴史を、地域住民も知ることができる施設とする。 

 子どもたちが展示を任されるスペースを構築する。 

 建物意匠は、別邸や旧末廣農場内に存在した建物の趣向や、大正期の様式と合致し

たものとする。 

 建物や庭園の維持についても知ることができ、維持に参加できる仕組みを設ける。 

2.3  観光・情報の拠点機能 

成田空港が近接するという地理的な優位性を活かし、富里市の観光・情報拠点として活用

します。 

施設整備の方向性（例示） 

 富里を訪れる際に、最初に行く場所として、周辺の観光地等を案内する機能を持つ。 

 富里の集客・観光の拠点として、十分な駐車スペースを設ける。 

 高速バスや観光バスの拠点としての機能を持たせる。 

 外国人観光客を意識したサービス内容とするとともに、外国人観光客向けの情報発

信を行う。 
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2.4  ゾーニングイメージ 

1.6 項で示した基本コンセプトおよび、 2.1～2.3 項に整理した賑わい拠点にお

いて整備すべき機能の配置計画の考え方を以下に示します。  

集客（飲食・物販）機能ゾーンは集客の拠点となるような富里市ならではの魅

力を揃え、歴史・文化のガイダンス機能ゾーンは旧岩崎家別邸の歴史や富里の農

の歴史を学ぶことが出来るような施設等を想定しています。そして、観光・情報

の拠点機能ゾーンには、地域外からの観光客の誘致や地元住民の方々の交通利便

性向上の観点から、都市計画道路の両側に高速バスターミナルを設置することを

想定しています。  

また、賑わい拠点の整備にあたっては、当該用地の立地状況を鑑み、観光客等

の利用者が賑わい拠点を訪れる際に必要となる十分な駐車スペースを確保する

ことを予定しております。  

この他に施設配置上考慮すべき事項として、旧岩崎家別邸に近いゾーンについ

ては、別邸の景観や別邸の庭園との一体感を考慮した意匠とすることが適切と考

えています。  
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ゾーン 基本的考え方 機能（例） 

集客 

(飲食・物販) 

農業地域としての富里の「今」や末廣農

場に関連した食を味わえる集客拠点とし

て魅力を持つゾーン。 

 農産物の直売所 

 特産品や末廣農場ゆかりの食材を使用

した飲食施設 

 岩崎家ゆかりの地の産品の販売所 

歴史・文化の 

ガイダンス 

富里の農の歴史や末廣農場の歴史を

学ぶことができ、旧岩崎家別邸との連携

を図るゾーン。 

 歴史・文化の展示スペース 

 岩崎家別邸、庭園と調和した景観 

 岩崎家別邸へとつながる導線 

観光・情報の 

拠点 

観光・情報の拠点として富里に来たら最

初に訪れる窓口の役割を担うゾーン 

 バスターミナル 

 富里市の観光案内・ガイダンス施設 

 簡易な物販施設 

その他 
施設配置に合わせて利用者別に十分な

駐車場台数を確保する。 

 利用者向けの一般車両駐車場 

 大型バスの待機所 

図 2-1 ゾーニングイメージ 

 

 

隣接地

隣接地側三角地
別邸側三角地

住宅地隣接縦長敷地

集客（飲食・物販）

歴史・文化のガイダンス

観光・情報の拠点
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3.  事業手法の検討 

3.1 賑わい拠点の整備・運営の考え方 

賑わい拠点への導入機能として想定している「集客機能」「歴史・文化のガイ

ダンス機能」「観光・情報の拠点機能」の各機能の整備運営にあたっては、民間

事業者の創意工夫により集客性を高めるとともに、施設運営から得られる事業収

益による自律的な経営を目指していくことが重要です。  

この考え方を踏まえると、市有地である検討対象地を民間事業者に貸し付けた

上で、施設整備や事業運営は民間事業者の独立採算により行う事業手法が基本に

なると考えられます。  

このため、賑わい拠点の整備運営に関する基本的な事業目的や導入機能の方向

性は本市において定めた上で、具体的な施設内容や運営方法については、民間事

業者の裁量により決定していく形態が望ましいと考えています。  

 

3.2 現時点で想定される事業手法 

現時点で本市が想定している賑わい拠点施設の事業運営にかかる基本的な仕

組みを下図に示します。本事業の基本コンセプトや事業目的に賛同する民間事業

者等の出資により設立する「まちづくり会社」が、賑わい拠点施設の整備運営主

体として事業運営にあたることを想定していますが、実現可能性については今後

検討していきます。  

 

 

図 3-1 事業運営の仕組み（例） 

 

賑わい拠点施設

歴史・文化の
ガイダンス機能

（岩崎邸別邸に関する展示等）

集客機能
（飲食・物販等）

観光・情報の拠点機能
（観光案内・交通拠点等）

飲食物販事業者

富里市

テナント契約

整備所有

借地契約・事業協定

賃料

地代

まちづくり会社
（賑わい拠点施設に賛同する民間事業者等の出資により設立）

事業運営 事業運営 事業運営
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なお、民間事業者（まちづくり会社）の独立採算による事業運営を基本とする

一方で、「歴史・文化のガイダンス機能」や「観光・情報の拠点機能」など、施

設運営から事業収益が得られにくい機能については、民間事業者の独立採算によ

る事業運営は難しいことも想定されます。「集客機能」から得られる事業収益で

賑わい拠点全体の収益をカバーしていくことが難しい場合、本市としてどのよう

な方法であれば支援していくことが可能なのか（地代減免、情報発信への協力等）、

その実現可能性についても合わせて検討していきます。  
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4.  今後のスケジュール・検討課題 

4.1  今後のスケジュール 

平成 29年度には、本基本構想に示した導入機能及び計画条件を受けて、賑わい拠点の整

備要件を具体化した基本計画を策定します。基本計画の策定にあたっては、民間事業者の独

立採算による賑わい拠点の整備運営を実現するうえで、どのような事業条件であれば参画可

能となるのか意向確認を行い、実現可能な事業方式を立案します。 

平成 30年度には、基本計画に示した事業条件に従って、民間事業者から具体的な事業計

画の提案を募集し、賑わい拠点の整備・運営を担う民間事業者を選定する予定です。 

平成 31年度以降、選定した民間事業者が事業主体となり、提案した事業計画の内容に従

って賑わい拠点施設の整備・運営を進めて頂くことを想定しています。 

 

 
 

4.2  事業実施に向けた課題 

(1) 交通アクセスの確保 

賑わい拠点が機能を発揮するためには、交通ターミナル機能を持たせることが重要である

一方、高速バスや観光バスの路線に加える上では、交通事業者との協議等が必要になります。

次年度以降、新たなバス路線等の設置可能性について、交通事業者との協議を進めていく必

要があります。 

(2) 民間事業者の参画が可能な仕組みの検討 

賑わい拠点の整備運営を実現するためには、「担い手」として想定される民間事業者が本

事業に魅力を感じ、整備運営に参画して頂くことが前提となります。今後、民間事業者の募

集方法や事業の仕組みについて具体化していくことになりますが、「担い手」として想定さ

れる民間事業者との対話などを通して、実現可能な仕組みとしていくことが重要です。 

(3) 土地利用方針に沿った事業計画提案を誘導する仕組みの検討 

現在の都市計画では、検討対象地は市街化調整区域に指定されており、都市計画法により

建設できる建築物の内容が制限されています。本市は、「市街化調整区域における土地利用

方針」を定め、検討対象地は「幹線道路沿道整序ゾーン」として位置付けており、「地域振

興に寄与すると認められる流通業務施設等、また広域ネットワークの特性を活かしたドライ

バーのための沿道サービス施設」などの立地を誘導していくこととしています。 
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本事業により新たに整備する賑わい拠点施設は、上記の土地利用方針に沿って計画するこ

とが求められますが、本事業では、民間事業者に対して、事業採算性等を考慮した上で民間

による独立採算事業として実現可能な事業計画提案を求めることを想定していることから、

事業計画提案を受領するまでは、土地利用方針に沿っているか否かを市として判断すること

が難しい状況です。 

このため、事業計画提案の募集に際しては、提案作成の検討途中段階において、土地利用

方針に沿った計画になっているのか、確認できる機会を設ける等の仕組みについて検討する

ことが必要です。 

 

 


