
様式2

都市再生整備計画　事後評価シート

役場周辺地区

令和５年３月

広島県北広島町



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 3.5ha

交付期間 0.376

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり ●

なし

あり

なし ●

あり

なし ●

あり

なし ●

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

広島県 市町村名 北広島町 地区名 役場周辺地区

平成30年度～令和4年度 事後評価実施時期 令和4年度 交付対象事業費 1，522.5百万円 国費率

事業名

道路（町道河本中出線改良工事）　地域生活基盤施設（役場本庁周辺整備事業（駐車場整備））　高質空間形成施設（役場本庁周辺整備事業（屋根付連絡通路整備））　
高次都市施設（北広島町まちづくりセンター整備事業（会議室、ホール、調理室等）　地域生活基盤施設（役場本庁周辺整備事業（ポケットパーク整備））

地域創造支援事業（北広島町まちづくりセンター整備事業（図書館整備））　事業活用調査（事後評価分析事業）　まちづくり活動推進事業（ワークショップ開催、オープニングイベント開催、パンフレット作成）

事業名 削除/追加の理由 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

平成30年度～平成34年度

平成30年度～令和4年度

従前値 目標値 数　　値

従前値 目標値 数　　値

・まちづくりセンター、芝生広場の整備により、イベント等に地域住民が積極的に参加するための基盤ができ、地域のイベント等を開催する動きが生まれつつある。
・子どもから高齢者まで幅広い年代の憩い・交流の場として利用されており、日常的に多世代交流がうまれている。
・良好な市街地景観が形成され、地域への愛着が増した。

実施内容 実施状況 今後の対応方針等
都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

当初計画
から

削除した
事業

新たに追加し
た事業

交付期間
の変更

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

交付期間の変更は、事業費の変更のみで指標及び数値目標の変更はない。

指　標
目標

達成度
1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

指標1
地域活性化拠点の利用者
数

人/年 26,000 H27 28,000 R4
31,373

（見込み値）
◯

地域活性化拠点の竣工が令和3年4月であ
り、計測時点で令和元年度末からの新型コ
ロナウイルスの影響を受けていたが、イベ
ントの実施や日常的な利用が多く見受けら
れ、当初の目標値は達成しており、今後も
同数以上の利用が見込まれる。

令和6年4月

指標２ 交流拠点の利用者数 人/年 2,500 H27 6,100 R4
6,700

（見込み値）
◯

交流拠点である「ポケットパーク」の利用者
は、日常的に児童や近隣施設の利用者に
よる利用が見受けられる。また、イベントに
よる利用者数も増加したことで当初の目標
値が達成しており、今後も同数以上の利用
が見込まれる。

令和6年4月

指標３ 地域福祉講座の参加者数 人/年 58 H27 160 R4
27

（見込み値）
△

地域活性化拠点である「まちづくりセン
ター」の竣工が令和３年4月であり、令和元
年度末からの新型コロナウィルスの影響に
より地域福祉関係講座の年間利用者数の
適正な計測が困難な状況であったが、今後
新型コロナウイルスの影響が軽減されるこ
とで利用者数の回復が見込まれる

令和6年4月

指標４ 高速バス利用者数 人/年 19,527 H28 23,400 R4
13,886

（見込み値）
△

計画当初から利用者数は減少しているが、
新型コロナウイルスのによる社会的情勢の
変化（生活様式の変化や高速バスの減便
等）の影響を受けていることを考慮すると、
今後事業が完了することで利用者数の増
加は見込めると考えられる。

令和6年4月

指　標
目標

達成度
1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

その他の
数値指標1

利用者アンケート（まちづく
りセンター、芝生広場の印
象）

％ ─ ─ 95.5%

施設に求める機能や、周辺施設との連携
についても住民意見を求めることで、住民
にとって利用しやすい、使いやすい施設と
なったと考えられる。

令和6年4月

その他の
数値指標２

民間主催のセミナー参加
者数

人/年 ─ ─ 114名（R3）

まちづくりセンターに研修室やホールが整
備されたことなどにより、民間利用がしやす
くなり、民間主催のセミナーの開催場所とし
て利用されることが多くなったと考えられ
る。

その他の
数値指標３

駐車場の充足度 ％ 61.0% H27
96.1％

（R4見込み）

令和2年度時点では、道の駅内に設けられ
ているパークアンドライド専用台数を上回る
利用がされていると考えられ、新たにパー
クアンドライドの駐車場を利用することによ
り、駐車場の台数が適正化されるようにな
ると考えられる。

令和6年4月

モニタリング － －

官民連携による
取組

・地域活性化拠点及び交流拠点の整備にあたり、住民ワーク
ショップを6回開催し、住民や関係団体等のニーズやアイデアの
把握を行った。
・まちづくり活性化委員会（旧使い方会議）を設置し、地域活性
化拠点及び交流拠点の活用方法について検討した。

・ワークショップで提出された意見等を踏まえたまちづくりセンター・
芝生広場の有効活用を行う。
・まちづくりに関して幅広い検討を行い、今後のまちづくりセンター
の活用を検討する。

持続的なまちづくり
体制の構築

NPO法人Landschaftが発足された。
芝生広場のにぎわいづくりを目標として活動し、各種イベントを定
期的に行うなど、更なるまちづくりの推進と地域活性化を図ってい
く。

 １）事業の実施状況

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

 ５）実施過程の評価



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 26,000 H27 28,000 R4 31,373（見込み値） R4

単位：人/年 2,500 H27 6,100 R4 6,700（見込み値） R4

単位：人/年 58 H27 160 R4 27（見込み値） R4

単位：人/年 19,527 H27 23,400 R4 13,886（見込み値） R4

単位： H R R

役場周辺地区（広島県北広島町）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

地域活性化拠点の利用者数

交流拠点の利用者数

地域福祉講座の参加者数

高速バス利用者数

まちの課題の変化

・駐車場、アクセス道路や屋根付連絡通路等の整備によって、駐車場、庁舎とまちづくりセンターのアクセス性や交通利便性が向上した。
・まちづくりセンターを多彩な学習機会の提供と学びを活用した人材育成によるひとづくり・協働のまちづくりを推進する施設として整備後、にぎわい創出に向けたエリアマネジメント等の取組が行われていたが、コロナ禍の影響も踏まえて、今
後は新たな生活様式に配慮したイベント開催等を検討する必要がある。
・周辺の道の駅の慢性的な駐車場不足が都市再生整備計画事業の実施によって、新たなパーク＆ライド機能の拡充により緩和された。
・町道河本中出線の整備により、県道5号線からまちづくりセンター前を通過し、国道261号へ合流する道で通過交通が増加し、渋滞が発生することが懸念される。（現時点でも増加している）
・イベントやセミナーが増加し、まちづくりセンターへの来場者が増加したことで、役場の職員用駐車場への駐車も増加しており、適切な駐車誘導を行う必要がある。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・地域が主体となった持続的なまちづくり活動を可能とするための組織や仕組みの強化を図るとともに、地域活性化拠点施設（まちづくりｾﾝﾀｰ・ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ・駐車場等）の適切な維持管理や効果的な利活用を図っていくことによって効果を持続
させていく。
・関係人口の増加やまちの賑わい創出に向けて、多様な主体が連携しながら、役場周辺地区を中心とした交流人口の増加や地域の特色を活かした来訪者の促進を図っていく。
・地域活性化拠点の整備に対し、道の駅との連携により交流人口の増加を図っていく。
・整備された公共空間を活用し、引き続きエリアマネジメントの促進を図っていく。

既存ストックの立地環境再編による中心市街地の魅力の向上と活性化
　目標１：多彩な学習機会の提供と学びを活用した人材育成によるひとづくり・協働のまちづくりを推進する拠点づくり
　目標２：回遊性の高い道路・歩道空間と憩いの場となる交流空間の創出による魅力ある中心市街地環境づくり
　目標３：インタ―チェンジバス停を中心とした交通利便性の強化

屋根付連絡通路

ポケットパーク

北広島町まちづくりセンター屋根付連絡通路

ポケットパーク

駐車場

オープニングイベント

北広島町まちづくりセンター



（１）成果の評価
　　添付様式１－①　都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

　　添付様式１－②　都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（完成状況）

　　添付様式２－①　都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

　　添付様式２－②　その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）により計測される効果発現の計測

　　添付様式２－参考記述　定量的に表現できない定性的な効果発現状況

（２）実施過程の評価
　　添付様式３－①　モニタリングの実施状況

　　添付様式３－②　官民連携による取組みの実施状況

　　添付様式３－③　持続的なまちづくり体制の構築状況

（３）効果発現要因の整理
　　添付様式４－①　効果発現要因の整理にかかる検討体制

　　添付様式４－②　数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

　　添付様式４－③　数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

（４）今後のまちづくり方策の作成
　　添付様式５－①　今後のまちづくり方策にかかる検討体制

　　添付様式５－②　まちの課題の変化

　　添付様式５－③　今後のまちづくり方策

　　添付様式５－参考記述　今後のまちづくり方策に関するその他の意見

　　添付様式５－④　目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

　　添付様式６　当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方

　　添付様式６－参考記述　今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称（当該地区の次期計画も含む）

（５）事後評価原案の公表
　　添付様式７　　事後評価原案の公表

（６）評価委員会の審議
　　添付様式８　　評価委員会の審議

（７）有識者からの意見聴取
　　添付様式９　　有識者からの意見聴取

都市再生整備計画　事後評価シート
（添付書類）



添付様式１－①　都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

あり なし

●

●

●

●

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標 ― ― ―

Ｂ．目標を定量化する指標 ― ― ―

Ｃ．目標値 ― ― ―

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　） ― ― ―

変更前 変更後 変更理由



添付様式１－②　都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（事業の追加・削除を含む）

事業費 事業費 完成 完成見込み

道路 11 59

・警察との交差点協議のための交
通量調査等調査委託費の増加
・信号移設による設計業務追加
・事業内容の精査による事業費の
増加

●

公園

河川

下水道

駐車場有効利
用システム

地域生活基盤
施設

133 186

・盛土設計、用地測量のための業
務委託費の増加
・フェンス等解体撤去費の増加
・雨水排水対策工事、支柱電柱移
設工事費追加

●

地域生活基盤
施設

120 106
・事業内容の精査による事業費の
減少

●

高質空間形成
施設

22 25 ・構造物撤去等工事費の追加 ●

高次都市施設 760 769

・交付対象面積の確定による事業
費割合の変更
・施工管理業務、旧公民館解体設
計業務追加
・旧公民館解体工事事業費の増加
・情報通信・情報発信設備事業費
追加

●

既存建造物活
用事業

都市再生交通
拠点整備事業

土地区画整理
事業（都市再
生）

住宅市街地
総合整備事業

基幹事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

事業箇所名 事業内容 事業内容

町道河本中出線改良工事 L=80m,W=13.5m L=80m,W=13.5m 工事費の増加のみで指標等への影響は生じない。

役場本庁周辺整備事業（ポケット
パーク整備）

7,000㎡ 5.209㎡ 工事費の増加のみで指標等への影響は生じない。

役場本庁周辺整備事業（駐車場整
備）

4,000㎡ 4,000㎡ 工事費の減少のみで指標等への影響は生じない。

役場本庁周辺整備事業（屋根付連絡
通路整備）

L=80m、W=2m L=80m、W=2m 工事費の増加のみで指標等への影響は生じない。

北広島町まちづくりセンター整備事
業（会議室、ホール、調理室等）

2,479㎡ 1,796㎡ 工事費の増加のみで指標等への影響は生じない。

※１：事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

都市再生整備計画に記載した
まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響



添付様式１－②　都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（事業の追加・削除を含む）

事業費 事業費 完成 完成見込み

地区再開発事
業

バリアフリー環
境整備事業

優良建築物等
整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

街なみ環境整
備事業

住宅地区改良
事業等

都心共同住宅
供給事業

公営住宅等整
備

都市再生住宅
等整備

防災街区整備
事業

基幹事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

事業箇所名 事業内容 事業内容

※１：事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

都市再生整備計画に記載した
まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響



事業費 事業費 完成 完成見込み

280 447
・交付対象面積の確定による事業
費割合の変更

●

5 5 変更なし ●

変更なし ●

変更なし ●

変更なし ●

当初計画
最終変更

計画
当初計画

109 31 H30～H34 完成

提案事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

細項目 事業内容 事業内容

北広島町まちづくりセンター整備事
業（図書館整備）

160㎡ 424㎡ 事業費の割合変更のため指標等への影響は生じない。

事後評価分析事業 事業評価 事業評価 影響は生じない。

ワークショップ開催 多世代交流 多世代交流 影響は生じない。

パンフレット作成 生涯学習活動 生涯学習活動 影響は生じない。

オープニングイベント開催 協働のまちづくり等 協働のまちづくり等 影響は生じない。

※１：事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

（参考）関連事業

事業費 事業期間

細項目 最終変更計画

社会福祉協議会事務所整備 まちづくりセンター内 H30～R4
面積の変更による事業費
の減少

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

都市再生整備計画に記載した
まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響

地域創造
支援事業

事業活用調査

まちづくり
活動推進事業

5 5

事業 事業箇所名 進捗状況及び所見 備考



添付様式２－①　都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

（ア） （イ） （ウ）

単位
基準
年度

基準
年度

目標
年度

あり なし

確定
見込み ●

確定

見込み ●

確定

見込み ●

確定

見込み ●

確定

見込み

指　標

指標１

指標２

指標３

指標４

指標５

（参考）※１

計画以前の値 従前値 目標値

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

目標達成度○△×の理由
（達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む）

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

地域活性化拠点である「まちづくりセンター」の事業が竣工が令和3年4月となっており、計測時点で令和元年
度末からの新型コロナウィルスの影響により年間利用者数の適正な計測が困難な状況の中、令和3年度から
目標値を大きく上回っており、今年度も同数程度の利用者が見込めるとして、評価を◯にした。

日常的に学生や地域住民の交流の場として利用されており、年間通して一定の日常利用者数が見込まれる。
また、イベントの来場者数も新型コロナウイルスの影響を受けていると考えられるが、利用者数は増加傾向に
あり、今後、新型コロナウイルスの収束に向かえば更にイベントの来場者数等も増加することを見込み、評価
を○とした。

まちづくりセンターの事業が令和3年4月の竣工となっており、計測時点で新型コロナウイルスの影響により開
催ができない状況があり、目標値を下回ったが、今後、新型コロナウイルスの収束に向かえば講座の参加者
数なども増加することを見込み、評価を△とした。

新型コロナウイルスの影響により、高速バスの減便や、テレワークの増加等生活様式の変化により、高速バス
の利用者数は減少傾向にあり、目標値を下回ったが、今後、新型コロナウイルスの収束に向かえばイベントの
来場者数なども増加することを見込み、評価を△とした。

指　標

データの計測手法と
評価値の求め方

（時期、場所、実施主体、
対象、具体手法等）

数値（エ） 目標達成度※２

1年以内の
達成見込みの

有無

指標１
地域活性化拠点の利用
者数

人/年
講座・サークル活動・図書館利
用等
※福祉講座参加者を除く

― ― 26,000 H27 28,000 R4 ●
事後評価 31,373 事後評価 ◯

指標２ 交流拠点の利用者数 人/年
イベント等利用者数
日常利用者数

― ― 2,500 H27 6,100 R4 ●

事後評価 6,700 事後評価 ◯

指標３
地域福祉講座の参加者
数

人/年
地域福祉講座参加者
出前講座
拠点での講座

― ― 58 H27 160 R4 ●

事後評価 27 事後評価 △

指標４ 高速バス利用者数 人/年

高速バスの午前6時台から7時
台の2時間の利用者数の合計を
算出し、評価基準日における評
価値（見込値）とする

― ― 19,527 H28 23,400 R4 ●

事後評価 13,886 事後評価 △

指標５

事後評価 事後評価

※１　計画以前の値　とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね10年程度前）の値のことをいう。
※２　目標達成度の記入方法
　○ ：評価値が目標値を上回った場合
　△ ：評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合
　× ：評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合



添付様式２－②　その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現の計測

（ア） （イ）

単位
基準
年度

基準
年度

モニタリング

確定

見込み ●

モニタリング

確定 ●

見込み

モニタリング

確定

見込み ●
※１　計画以前の値　とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね10年程度前）の値のことをいう。

添付様式２－参考記述　定量的に表現できない定性的な効果発現状況

（参考）※１

計画以前の値 従前値

・千代田公民館からまちづくりセンターに移行してから施設の利用が多様化しており、民間企業の会議場所としての利用や、テレワークの利用など、多岐にわたって活用されている。
・芝生広場では学校終わりの小中学生や、民間の福祉施設の児童が日常的に利用する姿が見られるなど、住民にとっての交流の場となっている。
・まちづくりセンター、芝生広場の整備により、イベント等に地域住民が積極的に参加するための基盤ができ、地域のイベント等を開催する動きが生まれつつある。
・子どもから高齢者まで幅広い年代の憩い・交流の場として利用されており、日常的に多世代交流がうまれている。
・良好な市街地景観が形成され、地域への愛着が増した。

指　標

データの計測手法と
評価値の求め方

（時期、場所、実施主体、
対象、具体手法等）

数値（ウ） 本指標を取り上げる理由
その他特記事項

（指標計測上の問題点、課題
等）

その他の
数値指標１

利用者アンケート ％

イベントの来場者へのアンケー
ト調査を行い、まちづくりセン
ター、芝生広場の印象について
「よい」「非常によい」と回答した
割合

─ ─ ─ ─

まちづくりセンターと芝生広場
の整備効果として、事業に対す
る住民の満足度を定量的に測
定するため。事後評価 95.5%

その他の
数値指標２

民間主催のセミナー参加
者数

人/年
民間主催のセミナー等の参加
者数

─ ─ ─ ─
学習機会の提供の場や、地域
住民の活動交流の場としての
整備効果を図るため。事後評価 114名

その他の
数値指標３

駐車場の充足度 ％

パーク&ライドの高速バス利用
者が適切に駐車を行うための必
要な駐車台数に対する駐車場
数の割合

─ ─ 61.0% H27

パーク&ライド利用の駐車場が
不足していたが、新たな駐車場
整備により不足分が補われる
ため。事後評価 98.6%

　× ：評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合



（２） 実施過程の評価

・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

添付様式３－①　モニタリングの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

今後の対応方針等

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）
予定どおり実施した

予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

添付様式３－②　官民連携による取組の実施状況

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

今後の対応方針等

予定どおり実施した ●

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

予定どおり実施した ●

予定はなかったが実施した

予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した ●

予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

添付様式３－③　持続的なまちづくり体制の構築状況

ⅰ．体制構築に向けた取組内容 ⅱ．まちづくり組織名：組織の概要

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した ●

予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

予定どおり実施した

予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかっ
た
(理由　　　　　　　　　　　　）

実施状況 実施頻度・実施時期・実施結果

実施状況 実施頻度・実施時期・実施結果

実施頻度・実施時期・実施結果

― ― ―

― ― ―

施設の有効活用及び地域リーダーの育
成、若い人材を含めた住民全体が主体と
なった「対話の場：ワークショップ」開催

【実施頻度】6回
【実施時期】平成30年度
【実施結果】ワークショップ参加人数：延べ70人
・まちづくりの拠点施設として利便性の良い施設整備を行うため、建物全体
を対象に必要な機能の確認を行い、必要な施設整備を話し合い地域の方々
が求める機能使いやすい施設の基本計画を立案した。

ワークショップで提出された意見等を踏ま
え、リニューアルの基本的な考え方や整備
の方向性を示した計画を策定するととも
に、実際に工事を進める際の参考とした。

施設のパンフレット資料の作成及び配布、
施設オープニングイベントの開催

【実施頻度】パンフレット：2000部発行、オープニング及び1周年記念イベント
【実施時期】発行日：令和2年4月、令和3年3月、令和3年7月
【実施結果】オープニングイベント：,1,860人、1周年記念：400人
・地域の拠点施設としてのイベントを開催しイベントやマルシェ、フード出店に
より大塚製薬や生協ひろしま、商工会など官民一体となり地域活性化に取り
組んだ。

生涯学習やまちづくりの拠点施設として、住
民の幅広い活用促進を図る。

まちづくり活性化委員会（旧使い方会議）
の設立

【実施頻度】使い方会議：12回
【実施時期】令和元年度～令和2年度
【実施結果】
・まちづくりセンターで取り組みたいことや、運営方法、使用にあたっての
ルールなどを検討した。

今後も活性化委員会として、まちづくりセン
ターの活用方法や、町が元気になり、人が
つながる取組を進める。

都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

構築状況 今後の対応方針等

NPO法人Ｌａｎｄｓｃｈａｆｔの発足

行政、地域おこし協力隊、民間団体、
商工会で構成されるまちづくり活性化
委員会の構成員として参加。芝生広
場のにぎわいづくりを目標として活動

NPO法人Landschaft：まちづくりの推
進を図る活動に関する事業を行い，
地域住民その他の地域全体の活性
化及び発展に寄与することを目的と
し、事業者向けの支援金、情報発信
を行っている

芝生広場のにぎわいづくりを目標として活
動し、各種イベントを定期的に行うなど、更
なるまちづくりの推進と地域活性化を図って
いく。

― ― ―



（３） 効果発現要因の整理

添付様式４－①　効果発現要因の整理にかかる検討体制

添付様式４－②　数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

種別
指標改善

への
貢献度

指標改善
への

貢献度

指標改善
への

貢献度

指標改善
への

貢献度

指標改善
への

貢献度

〇 △ － － 〇

◎ ◎ ◎ ◎ －

〇 〇 〇 － ◎

〇 ◎ ○ － －

◎ ◎ ◎ ◎ －

◎ ◎ ◎ ◎ －

－ － － － －

◎ ◎ ○ － －

◎ ◎ ○ － －

名称等 検討メンバー 実施時期 担当部署

北広島町役場周辺整備検討会
まちづくり推進課、福祉課、建設課、教育委員会
生涯学習課

令和4年11月～令和4年12月
まちづくり推進課

（都市再生整備計画主管課）

指標の種別 指標1 指標2 その他指標1 その他指標2 その他指標3

指　標　名 地域活性化拠点の利用者数 交流拠点の利用者数 利用者アンケート 民間セミナー参加者 駐車場の充足度

事業名・箇所名 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見

町道河本中出線改良工事

役場本庁周辺整備事業（ポケットパーク整備）

役場本庁周辺整備事業（駐車場整備）

役場本庁周辺整備事業（屋根付連絡通路整備）

北広島町まちづくりｾﾝﾀｰ整備事業（会議室、ホール、調理室
等）

北広島町まちづくりセンター整備事業（図書館整備）

事後評価分析事業

まちづくり活動推進事業（ワークショップ開催、オープニングイ
ベント開催、パンフレット作成）

社会福祉協議会事務所整備

今後の活用

地域活性化拠点等の活動状
況のＰＲや情報交換、まちづ
くり活動のリーダー育成など
により、町主体のまちづくり活
動を活発化させる必要があ
り、活発化による拠点活用の
増加につなげる。

交流拠点施設の適正な維持
管理やソフト面の充実化に努
め利用者の増加につなげる。

官民連携による適切な維持
管理や定期的なイベント等の
実施により、役場周辺の賑わ
いを向上させる。

民間の拠点活用の増加につ
なげる。

パーク&ライド利用者に駐車
場の駐車スペースについて
適切に誘導を行う。

関連事業

※指標改善への貢献度
　◎ ：事業が効果を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した。
  ○ ：事業が効果を発揮し、指標の改善に間接的に貢献した。
  △ ：事業が効果を発揮することを期待したが、指標の改善に
　　　　貢献しなかった。
   －：事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確
        なので、評価できない。

基幹事業

地域活性化拠点であ
る「まちづくりセン
ター」の竣工が令和3
年4月となっており、
計測時点で令和元年
度末からの新型コロ
ナウィルスの影響に
より年間利用者数の
適正な計測が困難な
状況であった。しか
し、本計画における地
域活性化拠点事業が
住民や他の地域の
人々との地域間交流
や情報発信の拠点と
しての活用は一定の
効果をあげている。

交流拠点である「ポ
ケットパーク」の竣工
が令和3年4月となっ
ており、令和元年度
末からの新型コロナ
ウィルスの影響により
適正な評価値の計測
が困難な状況であっ
た。しかし、本計画に
おける交流拠点（ポ
ケットパーク）の活用
はコロナ禍が収束し
てきた状況で利活用
が増加傾向にあり、
日常的な利用者も見
られるなど、住民の
交流拠点として一定
の効果を上げてい
る。

地域活性化拠点であ
る「まちづくりセン
ター」及び「ポケット
パーク」の一体的な
整備により、町に賑
わいや活気を与える
一助となったことが想
定される。
また、住民の意見を
取り入れた施設整備
により、利用者の印
象は非常に良いもの
となった。

まちづくりセンターの
整備により、民間が
主催するセミナーの
回数が増加し、セミ
ナーの参加者が増加
した。

令和元年度の調査で
は、パーク&ライドの
利用者により道の駅
利用者が駐車できな
い問題があったが、
新たに駐車場を整備
することにより、道の
駅の駐車場台数が適
正化された。

提案事業



添付様式４－③　数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

種別
目標

未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

△ ×

△ △

△ ×

△ △

△ △

△ △

－ －

△ △

△ △

指標の種別 指標3 指標4

指　標　名 地域福祉講座の参加者数 高速バス利用者数

事業名・箇所名 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見

町道河本中出線改良工事

役場本庁周辺整備事業（ポケットパーク整備）

役場本庁周辺整備事業（駐車場整備）

役場本庁周辺整備事業（屋根付連絡通路整備）

北広島町まちづくりｾﾝﾀｰ整備事業（会議室、ホール、調理室
等）

北広島町まちづくりセンター整備事業（図書館整備）

事後評価分析事業

まちづくり活動推進事業（ワークショップ開催、オープニングイ
ベント開催、パンフレット作成）

社会福祉協議会事務所整備

改善の方針
（記入は必須）

社会福祉協議会との連携に
より、地域福祉講座内容の
充実や日程等の適切な情報
発信を行い、地域福祉の向
上に努め参加者の増加につ
なげる。

町やバス事業者により、高速
バス利用者へのパーク＆ラ
イド駐車場の広報及び周知
を図りバス利用を促進する。

基幹事業

関連事業

※目標未達成への影響度
××：事業が効果を発揮せず、
　　　　指標の目標未達成の直接的な原因となった。
   ×：事業が効果を発揮せず、
      　指標の目標未達成の間接的な原因となった。
   △：数値目標が達成できなかった中でも、
       ある程度の効果をあげたと思われる。
   －：事業と指標の間には、もともと関係がないことが
        明確なので、評価できない。

※要因の分類
　分類Ⅰ：内的な要因で、予見が可能な要因。
　分類Ⅱ：外的な要因で、予見が可能な要因。
　分類Ⅲ：外的な要因で、予見が不可能な要因。
　分類Ⅳ：内的な要因で、予見が不可能な要因。

地域活性化拠
点である「まち
づくりセンター」
の事業の竣工
が令和3年4月
となっており、
計測時点で令
和元年度末か
らの新型コロナ
ウィルスの影響
により地域福祉
関係講座の年
間利用者数の
適正な計測が
困難な状況で
あった。
本計画におけ
る地域福祉講
座を開催する
「まちづくりセン
ター」の利活用
が活発化してい
る一方、講座参
加は目標値を

Ⅱ

高速バス利用
者は、令和元
年度末からの
新型コロナ
ウィルスの影
響により適正
な評価値の計
測が困難な状
況であった。
また、減便の
影響もあり、
バス利用者の
従前値を下
回った。

Ⅲ

提案事業



（４） 今後のまちづくり方策の作成

添付様式５－①　今後のまちづくり方策にかかる検討体制

添付様式５－②　まちの課題の変化

名称等 検討メンバー 実施時期 担当部署

北広島町役場周辺整備検討会
まちづくり推進課、福祉課、建設課、教育委
員会生涯学習課

令和4年12月～令和5年1月 まちづくり推進課

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題
達成されたこと（課題の改善状況） 残された未解決の課題

事業によって発生した
新たな課題

老朽化した千代田中央公民
館の耐震化・ユニバーサルデ
ザインへの対応
・社会福祉協議会事務所の利
便性の向上

・ユニバーサルデザインへ配慮したまちづくりセンター
を整備した。
・まちづくりセンター内へ社会福祉協議会事務所を移
転したことにより、事務所が北広島町の中心部へ移
り、利便性が向上した。

千代田中央公民館をひとづく
りや、住民との協動のまちづく
り等の地域コミュニティ振興の
拠点として活用

・整備したまちづくりセンターを地域住民を始めとした
地域活動の拠点として、人材育成や地域づくり講座等
を定期的に開催している。
・まちづくりセンターとポケットパークを連携した地域交
流イベントを定期的に開催し、地域交流を促進してい
る。

・まちづくりセンターを地域コミュニティ振興の拠点として認知度
の向上

狭隘な道路の拡幅等による幹
線道路の機能強化

地域内の狭あいな道路の拡幅により、地域内の移動
環境を強化した。

道の駅舞ロードIC千代田駐車
場の慢性的な飽和状態の改
善による、道の駅本来の機能
の維持

役場周辺にパーク＆ライド用の駐車場を整備すること
により、パーク＆ライド利用者の駐車台数が分散し、道
の駅本来の保つ機能が発揮できるようになった。

・パーク＆ライド駐車場の周知
・適切な誘導

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり
方策を添付様式5-③A欄に記入します。

これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を
添付様式5-③B欄に記入します。

・町道河本中出線の整備により、県道5号線からまちづくりセ
ンター前を通過し、国道261号へ合流する道で通過交通が増
加し、渋滞が発生することが懸念される。（現時点でも増加し
ている）

・イベントやセミナーが増加し、まちづくりセンターへの来場
者が増加したことで、役場の職員用駐車場への駐車も増加
しており、適切な駐車誘導を行う必要がある。



添付様式５－③　今後のまちづくり方策

■様式５－③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。（チェック欄）

交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題（都市再生整備計画）を再確認した。

事業の実施過程の評価（添付様式３）を再確認した。

数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用（添付様式４－②）を再確認した。

数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針（添付様式４－③）を再確認した。

残された課題や新たな課題（添付様式５－②）を再確認した。

添付様式５－参考記述　今後のまちづくり方策に関するその他の意見

効果の持続を図る事項 効果を持続させるための基本的な考え方 想定される事業

地域活動拠点としての利便性の向上
イベント等の定期的な開催による地域交流
の促進

まちづくりセンターやポケットパーク等を活用し続けることで、地域コミュニ
ティ振興の拠点として認知度を高め、多世代が交流し滞留できる空間とし
て形成する。

・まちづくりセンターとポケットパークを活用したイベントの拡
充
・施設等の維持管理

改善する事項 改善策の基本的な考え方 想定される事業

まちづくりセンターの地域コミュニティ振興の
拠点としての認知度の向上

道の駅とまちづくりセンター、芝生広場の連携を強化し、施設機能や施設
を活用したイベント情報等の周知により、まちづくりセンター、芝生広場の
認知度を向上させ、周辺地域を含めた町内外からの新たな利用者の開
拓を図る。

・各施設で連携したイベント等の開催

適切な駐車場誘導
各施設の利用者が適切な場所への駐車を行うように促すことで、駐車場
の適正化を図り、混雑を防ぐ。

・誘導看板の設置

フォローアップ又は次期計画等
において実施する改善策

を記入します。

なるべく具体的に記入して下さい。

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

B欄
改　善　策

・未達成の目標を達成するた
めの改善策
・未解決の課題を解消するた
めの改善策
・新たに発生した課題に対す
る改善策



添付様式５－④　目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

単位 年度 予定時期 計測方法 その他特記事項

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり

見込み ● なし ●

確定 あり

見込み なし

確定 ●

見込み

確定 ●

見込み

確定

見込み ●

・フォローアップの要否に関わらず、添付様式２－①、２－②に記載した全ての指標について記入して下さい。
・従前値、目標値、評価値、達成度、１年以内の達成見込みは添付様式２－①、２－②から転記して下さい。

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、１年以内
の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計
画を記入して下さい。

フォローアップ計画

年度
指　標 従前値 目標値 評価値

目標
達成度

1年以内の
達成見込みの

有無

指標１
地域活性化拠点
の利用者数

人/年 26,000 H27 28,000 R4 31,373 ○ 令和6年4月
まちづくりセンターの利用者数をセン
ターの利用記録等により計測する。

指標２
交流拠点の利用
者数

人/年 2,500 H27 6,100 R4 6,700 ○ 令和6年4月
ポケットパークの利用者数をイベント利
用、日常利用者数をそれぞれ調査す
る。

指標３
地域福祉講座の
参加者数

人/年 58 H27 160 R4 27 △ 令和6年4月 地域福祉講座の参加者数を計測する。

指標４
高速バス利用者
数

人/年 19,527 H28 23,400 R4 13,886 △ 令和6年4月
高速バスの利用者数を交通事業者へ
のヒアリングにより調査する。

指標５

その他の
数値指標１

まちづくりセン
ター、芝生広場
の印象で「よい」
「非常によい」と
回答した割合

％ ― ― 95.5% 令和6年4月
アンケート調査により、まちづくりセン
ター、芝生広場の印象を調査する。

その他の
数値指標２

民間主催のセミ
ナー参加者数

人/年 ― ― 114名

その他の
数値指標３

駐車場の充足度 ％ 61.0% H27 96.1% 令和6年4月
高速バスの利用者数から、パーク&ライ
ド利用者の必要台数を推計し、必要台
数に対する充足率を推計する。



添付様式６　当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。

要因分析 次期計画や他地区への活かし方

うまくいった点
・施設整備だけでなく、施設を活用したイベントを定期的に実施することにより、施設の利用者数の
増加に繋げることが出来た。

うまく
いかなかった点

・工事期間や新型コロナウイルスの蔓延の影響により、適切な数値の計測が出来たとは言えない。
・高速バスの利用者数については、令和2年度に減便した影響もあり、利用者数の増加に至らな
かった。

うまくいった点
・「利用者の満足度（アンケート調査）」を指標としたことで、基幹事業であるまちづくりセンター、芝生
広場に対する住民の評価を把握することが出来た。

うまく
いかなかった点

・パーク&ライド利用の駐車場整備は未完成であるため、高速バスの利用者増加に対する効果発現
が十分でないと考えられる。

うまくいった点
・計画や設計の段階から住民の意見を聴く場を設けたことで、住民のニーズやアイデアを整備に生
かすことができた。

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

添付様式６－参考記述　今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称（当該地区の次期計画も含む）

項目

●都市再生整備計画事業予定地区
なし

●事後評価を予定する地区
なし

数値目標
・成果の達成

目標に関連する数値を過去の数値も含めて数多
く収集し、社会情勢を加味しつつ、将来予測を
しっかりと行ったうえで目標値を設定する。

数値目標と
目標・事業との

整合性等

住民参加
・情報公開

・施設整備の段階に応じて住民参加を実施して
いくことが、施設の運営段階においても、施設と
地域の連携を図るために有効であることから、住
民意見把握の実施を計画する。

ＰＤＣＡによる事業
・評価の進め方

・事業内容の見直しやモニタリングの検討結果等
に応じて適切な目標値に見直すことで、事業計画
や進捗状況に応じた評価を行うことが重要である
ため、事業計画に応じた見直し等を計画する。

その他



（５） 事後評価原案の公表

添付様式7　事後評価原案の公表

公表方法 具体的方法 公表期間・公表日 意見受付期間 意見の受付方法 担当部署

インターネット
北広島町ホームページに原案
を掲載

令和5年1月4日から20日まで 公表期間中

広報掲載・回覧・個別配布 縦覧について広報誌にて周知

説明会・ワークショップ -

その他 担当課課窓口にて縦覧 令和5年1月4日から20日まで 公表期間中

住民の意見

意見なし

担当課窓口、担当課へ
の意見書提出により受
付ける

まちづくり推進課



（６） 評価委員会の審議

添付様式８　評価委員会の審議

実施時期 担当部署 委員会の設置根拠 委員会の母体組織

学識経験の
ある委員

その他
の委員

方法書

成果の評価

実施過程の評価

効果発現要因の整理

事後評価原案の公表の妥当性

その他

事後評価の手続きは妥当に進
められたか、委員会の確認

今後のまちづくり方策の作成

フォローアップ

その他

今後のまちづくり方策は妥当
か、委員会の確認

※１　審議事項の詳細は「まちづくり交付金評価委員会チェックシート」を参考にしてください。

委員構成

三浦　浩之(大学教授)

畑田　正法（副町長）
栃薮　宏（北広島町商工会）
大下　正則（千代田地域づくり協議会）
花木　勝徳（NPO法人ランドシャフト）

審議事項※１ 委員会の意見

・指標２について、イベント利用者数だけで見ると利用者は増加しており、日常的な利用者についても数値は取れていないものの、1日10人ほ
どは利用されていることから、目標値は達成していないものの、交流拠点の整備という目標は達成していると考えられるという意見があった。
⇒指標２の目標達成度を△から○に修正した。
・指標４は新型コロナウイルスや減便による影響により総数は減っているものの、減便の影響を考慮すれば大きな減少はないのではないかと
いう意見があった。また、駐車場整備事業が完了していないことを踏まえると、✕ではなく△が良いのではないかという意見があった。
⇒指標４の目標達成度を✕から△に修正した。
・指標１～３が新型コロナウイルスによる社会的情勢を考慮して評価を変更するのであれば、指標３も同様の考え方で再評価するべきではない
かという意見があった。
⇒指標４の目標達成度を✕から△に修正した。

・役場本庁周辺整備事業（駐車場整備）と町道河本中出線改良工事は未完成のため、該当部分の「指標改善への貢献度」は修正すべきでは
ないかとの意見があった。
⇒添付様式４-③、③の該当箇所の貢献度の評価を修正した。
⇒指標２の目標達成度を修正したため、指標２の効果発言要因を再整理した。（添付様式４-③から添付様式４-②へ修正）

・事後評価の手続きは妥当であると認められた。

・添付様式5-③のA欄「効果を持続させるために行う方策」の「効果の持続を図る事項」の記載が、持続させるべき効果の表記として適切では
ないという意見があった。
・添付様式5-③のB欄「改善策」と添付様式5-②「まちの課題の変化」との整合が取れていないのではないかという意見があった。
⇒添付様式5-③について、表記を変更した。
・添付様式４「改善の方針」に取組主体が書かれていないので、明記したほうが良いという意見があった。

・今後のまちづくり方策は妥当であると認められた。

その他

令和5年1月24日 まちづくり推進課
北広島町都市再生整備
計画事業評価委員会設
置要綱

北広島町都市再生整備計
画事業評価委員会

今後のま ち
づくりについ
て審議

事後評価手
続き 等にか
かる審議


