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１．本手引きについて 
 
この手引きは、事後評価の手続きのうちの「事業の成果及び実施過程の検証（事後評価シートの

作成を含む）」（図１の網掛け部分）について、その手順を取りまとめたものです。 
本手引きを参考に事後評価を実施し、事後評価シートを作成して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

 

■図 1 事後評価手続きの手順と概要フロー

１．方法書の作成 

２．事業の成果及び実施過程の検証（事後評価シートの作成を含む） 

ａ．成果と実施過程の評価 

ｂ．効果発現要因の整理 

３．フォローアップの実施 

ｃ．今後のまちづくり方策の作成 

ｄ．事後評価原案の公表・まちづくり交付金評価委員会の審議 

ｅ．評価結果のまとめ 

ｆ．事後評価結果の見直し 

【実施時期】 

７月～翌年３月 

４月 

翌年１月～３月 

11 月半ば～12 月 

原則として、交付 
終了の翌年度 
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２．事業の成果及び実施過程の検証（事後評価シートの作成を含む） 
 
事業の成果及び実施過程の検証にあたっては、原則、方法書に記載した方法で評価を実施し、本手引

きの記載要領に基づき事後評価結果を取りまとめます。その評価結果を「様式２ まちづくり交付金 事

後評価シート」に記入して下さい。 
なお、提出にあたっては様式２－１及び２－２が先頭になりますが、実際の作成手順としては、先に

添付様式１～添付様式９を作成することになりますので、注意して下さい。 
 

■表 1 事後評価シートの作成手順 

記入様式 内 容 
本手引きの 

掲載頁 

１．まちづくりの目標等の達成状況を確認 P.7-4～P.7-15 

（1）成果の評価 

（添付様式１～２） 

事業の実施状況、都市再生整備計画に記載した数値目

標の達成状況、その他の数値指標（当初設定した数値

目標以外の指標）による効果発現を計測・評価します。 

P.7-4～P.7-13 

 

（2）実施過程の評価 

（添付様式３） 

モニタリングの実施状況、住民参加プロセスの実施状

況、持続的なまちづくり体制の構築状況を評価します。 

＊「実施過程の評価」の実施は、都市再生整備計画に

記述がある場合は必須とします。さらに、記述がない

場合においても、なるべく記入することとします。 

P.7-14～P.7-15 

２．今後のまちづくりを検討 P.7-16～P.7-33 

（3）効果発現要因の整理 

（添付様式４） 

以上の評価結果について、成功・失敗に関わらず、それ

に至った要因（効果発現要因と呼ぶ）をブレーン・ストー

ミング等の手法により分析・整理します。 

P.7-16～P.7-25 

 
（4）今後のまちづくり方

策の作成 

（添付様式５～６） 

以上の結果をもとに、事業の実施によって得られた効

果・影響、ならびに事業実施過程をとおして得られた知

見を活かし、今後のまちづくりに関わる方策を検討しま

す。 

P.7-26～P.7-33 

３．評価結果をチェック P.7-34～P.7-43 

（5）事後評価原案の公表

（添付様式７） 

以上までの結果を取りまとめ、事後評価原案（評価シー

トの一部）を完成させ、住民へ公表します。 
P.7-34～P.7-35 

（6）まちづくり交付金評

価委員会の審議 

（添付様式８） 

市町村は、自己評価に際して合理性・客観性を担保す

るため、評価結果について有識者を含む「まちづくり交

付金評価委員会」の審議（第三者評価）を経ます。 

P.7-36～P.7-37 

（7）有識者からの意見聴

取 

（添付様式９） 

市町村が自ら必要と判断した場合には、任意に外部の

有識者から意見を聴取・整理することとします。 

＊実施は任意 

P.7-38～P7-39 

 

（8）評価結果のまとめ 

（様式２） 

主要事項を抜粋し、評価結果の取りまとめ資料を作成し

ます。 
P.7-40～P7-43 

※なお、事後評価シート（提出様式）の提出時には、巻末に都市再生整備計画（最終版）を添付して下さい。 
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(5)事後評価原案の公表 

(8)評価結果のまとめ（事後評価シートの完成） 

３．評価結果をチェック 

（P.7-34～P.7-43） 

１．まちづくりの目標等の達成状況を確認 

（P.7-4～P.7-15） 

２．今後のまちづくりを検討 

（P.7-16～P.7-33） 

(6)まちづくり交付金 
評価委員会の審議 

(4)今後のまちづくり方策の作成 

・事業終了後（又は継続後）におけるまちづくりの方策（実

施方針、具体の施策・事業等）を作成 

※改善策の作成が必要な場合 

・事前評価で当初設定した目標値を達成させるための措置を

講ずべく、改善策を作成 

(3)効果発現要因の整理  

・指標の改善と事業の関連性等、成功要因・失敗要因の整理

・成果と実施過程の関係性の整理 

※都市再生整備計画に記述がある場合は必須 

※記述がない場合においてもなるべく記入 

評価結果の公表と国への報告 

■図 2 事後評価シートの作成フロー

(2)実施過程の評価 

・モニタリングの実施状況 

・住民参加プロセスの実施状況 

・持続的なまちづくり体制の構築状況 

(1)成果の評価 

・事業の実施状況 
・都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

・その他の数値指標による効果発現の計測 

 
(7)有識者からの 

意見聴取 
（任意） 

（意見の反映） 
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事後評価では、交付期間が終了した時点で交付金の効果がどの程度表れているのかを把握して、

市町村が事前評価（都市再生整備計画）において住民へ公約したまちづくりの目標の達成状況を検証

することが重要です。 
そこで、まず都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無を確認します。続いて、事業の「成

果」として、事業の実施状況、都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況、都市再生整備計画

に記載した数値目標以外の指標等による効果発現を評価・計測します。 

 

 

 

 
◆事後評価を行うにあたり、都市再生整備計画に記載した目標（目標、目標を定量化する指標、目

標値等）を当初計画から変更したかどうかを確認します。 
 

（１）成果の評価 (添付様式１～２) 

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 
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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

●

●

●

●

変更理由

中心市街地における市民の憩いと観光交流の推進を図るため城址公園の
整備を進めているが、郷土歴史博物館の整備を交付期間中に前倒し、まち
づくり交付金を活用することにしたことから、城址公園来訪者のさらなる増加
が期待できる。

数値目標を３割増に上方修正。

変更前 変更後

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

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
指標「城址公園への来訪者数」の数値目
標について、従前値から１割増を目指す。

 

 
 
① 目標の変更の有無‥‥都市再生整備計画に記載した目標を変更したかどうか、その有無を、「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」のそれぞれについて確認し、記入します。 

② 変更前‥‥‥‥‥‥‥変更があった項目について、変更前の記載内容を記入します。 

③ 変更後‥‥‥‥‥‥‥変更があった項目について、変更後の記載内容を記入します。 

④ 変更理由‥‥‥‥‥‥目標を変更した理由を、事業内容の変更等との関連を踏まえ具体的に記入し

ます。 

 

［記入例］ 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 

①           ②             ③                      ④ 
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◆都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（予算の執行状況や変更状況、施設の完成状況等）

を確認します。 
 

ア）交付対象事業（基幹事業・提案事業）の実施状況 

都市再生整備計画に記載した交付対象事業（基幹事業・提案事業）について、当初計画及び

最終変更計画の事業費、事業内容を記入します。 
変更がある場合（事業の削除・追加を含む）には、変更内容を記入し、その変更によって、

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があったかどうかを記入します。 
なお、本記入欄は、変更の有無にかかわらず、すべての交付対象事業について記入するもの

とします。 
 
 
 

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） 
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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 450 500
地盤改良が必要となったための事
業費増

●

道路 480 530
回遊する観光客の増加に備えて歩
道の設計変更及びそれに伴う工事
費増

●

道路 300 0
平成○年に計画変更して削除。
地権者と合意が得られず事業中
止。

公園 700 700 なし ●

公園 20 20 なし ●

公園 35 30 コスト縮減による事業費減 ●

地域生活基盤
施設

1,100 1,000 コスト縮減による事業費減 ●

高質空間形成
施設

400 400 なし ●

高次都市施設 50 60
設計の一部に市民ワークショップの
意見を反映させたため事業費増加

●

既存建造物活
用事業

80 80 なし ●

公営住宅等整
備

514 400
民間事業者の都合で白紙となった
事業があったため供給予定戸数が
減

●

影響なし

影響なし

-

居住人口の指標に関係するが、他の要因で人口が変動する可能
性もあるため、数値目標は据え置く。

事後評価時の完成状況
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

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

照明、ストリートファニチャー

観光交流センター

市道Ａ線改良事業

市道Ｂ線改良事業

城址公園

Ａ街区公園

5ha

200㎡

400㎡

180戸

Ｂ街区公園

イベント広場、情報掲示板、観光案
内板、自転車駐車場

市道Ｃ線拡幅

L=350m

L=300m

150㎡

L=0m

城門の修景・修理

民間主体による特優賃、高優賃の供
給

400㎡

150㎡

140戸

L=350m

L=350m

5ha

200㎡

L=150m

基幹事業

事業内容

当初計画 最終変更計画

事業内容事業箇所名
事業

影響なし

影響なし

-

-

影響なし

-

影響なし

 

事業費 事業費 完成 完成見込み

- 550
平成○年に計画変更して追加
博物館の事業化を交付期間中に前
倒しする。

●

80 80 なし ●

500 500 なし ●

30 30 なし ●

事業活用調査 15 15 なし ●

150 150 なし ●

- 30 平成○年に計画変更して追加 ●

- 30 平成○年に計画変更して追加 ●

30 30 なし ●

25 25 なし ●

歩道・区画道路 -

-

中心市街地の賑わいに関連するが、指標及び数値目標は据え置
く。

中心市街地の賑わいに関連するが、指標及び数値目標は据え置
く。

-

-

地域創造
支援事業

郷土歴史博物館

都心居住推進事業

事業効果分析事業

歩行者空間整備事業

当初計画

事業内容

なし

住宅建設奨励金

歩道・区画道路

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

最終変更計画

事業内容

提案事業

細項目
事業

チェレンジショップ整備運営事業

まちづくり勉強会

コミバス運行見直し社会実験

市民ワークショップ

3000㎡

住宅建設奨励金

城址公園内に整備するため、公園来訪者の増加が見込まれる。数
値目標を１０％増から３０％増に上方修正。

-

-

-

事後評価時の完成状況
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

まちづくり
活動推進事業

タウンモビリティ社会実験 なし －

オープンカフェ社会実験 なし －

 
 
 
① 事業‥‥‥‥‥‥‥事業内容（事業箇所名・細項目がある場合は細項目内容）を記入します。 

② 当初計画 

1) 事業費‥‥‥‥当初計画時の事業費（単位百万円）を記入します。 

2) 事業内容‥‥‥当初計画時の事業内容を具体的に記入します。 

③ 最終変更計画 

1) 事業費‥‥‥‥最終変更計画時の事業費（単位百万円）を記入します。 

2) 事業内容‥‥‥最終変更計画時の事業内容を、変更のなかった場合も含め、具体的に記入します。 

④ 当初計画からの変更の概要‥当初計画から変更があった場合は、その理由と内容を具体的に記入します。 

⑤ 目標、指標、数値目標等への影響‥‥事業内容に当初計画からの変更（事業の削除・追加を含む）がある

場合、その変更によって、まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標に影響

があったかどうかを記入します。 

⑥ 事後評価時の完成状況‥‥‥事後評価の時点で事業（施設等）の完成状況について、「完成」又は「完

成見込み」のいずれかを選択し、●で記入します。 

※「完成見込み」とは、交付終了年度末までに事業の完成が見込まれる場合のことを指します。 

［記入例］ 添付様式 1－② 交付対象事業の実施状況（完成状況） 

①            ②         ③         ④            ⑤             ⑥ 
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イ）関連事業の実施状況 

関連事業が事後評価の時点で最終変更計画どおりに実施された（又は、実施される見込み）

か、また、事業費が当初計画からどの程度変更されたか、目標の変更との関係があるかを確認

します。 
 
 
 
 
【補足・留意事項】 

・ 関連事業については、事業主体が市町村ではない場合があることから、情報不足等により記入

が困難な場合には「－」を記入します。 

 

添付様式 1－②つづき 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況（完成状況） 
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当初計画
最終変更

計画
当初計画

12,000 12,000
平成○年○月○日～
平成○年○月○日

平成○年にすでに竣工し、隣
接するイベント広場（地域生
活基盤施設）と一体的に活用
されて、賑わい拠点となって
いる。

最終変更計画

（参考）関連事業

市街地再開発事業

事業
細項目

事業箇所名

Ｃ地区市街地再開発事業

事業費
備考進捗状況及び所見

平成○年○月○日～
平成○年○月○日

事業期間

 
 
 
 
① 事業（細項目）‥‥‥‥事業内容（細項目がある場合は細項目内容）を記入します。 

② 事業箇所名‥‥‥‥‥‥関連事業を実施した箇所名を具体的に記入します。 

③ 事業費 

1) 当初計画‥‥‥‥‥当初計画時の事業費（単位百万円）を記入します。 

2) 最終変更計画‥‥‥最終変更計画時の事業費（単位百万円）を記入します。 

④ 事業期間 

1) 当初計画‥‥‥‥‥当初計画時の事業期間を和暦で記入します。 

2) 最終変更計画‥‥‥最終変更計画時の事業期間を和暦で記入すします。 

⑤ 進捗状況及び所見‥‥‥事後評価の時点での事業の進捗状況及び所見（完成状況、未完成の場合の

遅れの程度や今後の見通し等）を記入します。 

⑥ 備考‥‥‥‥‥‥‥‥‥その他特記事項があれば記入します。 

 

［記入例］ 添付様式 1－②つづき 関連事業の実施状況（完成状況） 

①                ②          ③             ④             ⑤         ⑥ 
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◆都市再生整備計画に記載した｢目標を定量化する指標｣について、事後評価の時点で数値目標が達

成されたか否かを検証します。 
◆目標達成度の評価が△又は×の場合でも、合理的な理由により１年以内の間に数値目標を達成す

ることが確実な場合は「達成見込み」とすることができます。 
 

■＜参考＞達成度の考え方 

・ 数値目標が事後評価の時点で達成されたか否かは、「達成度」をもって検証します。 

・ 「達成度」は○、△、×の記号により評価を行いますが、その概念は下図に示す通り、目標値（◇）

と評価値（◆）との間の差の大きさ（絶対値）と位置関係（目標値よりも上か下か）により市町村が

判定するものとします。 

評価の基準 達成度

①評価値が目標値を上回った場合。 ○ 

②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。 △ 

③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。 × 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ なお、○、△、×を判定するための目安として、次の式による「達成指数」を参考にしてもよいです。 

達成指数 ＝ 評価値 ÷ 目標値 

※評価値：事後評価に用いる値、目標値：事前評価時に目標として設定した値。 

※達成指数が１の場合に目標が達成され、１より離れるに従い、目標を達成している（判定＝○）、又は

目標を達成していない（判定＝△又は×）という意味になります。 

※指標の性格や目標の設定の仕方により達成指数の解釈が異なるので、達成指数によって目標の達成・

未達成を判別する場合には注意が必要です。例えば、近年増加基調である事故発生件数の減少を指標

として設定している場合は、値が 1よりも小さいほど目標を大きく達成していると解釈できます。 

※目標値が 0 の場合等においては、適宜、式を定義してよいです。 

・ この「達成指数」は、あくまでも市町村が「達成度」（○、△、×）を判定するための参考となる考

え方であり、必ずしも指数の数値を添付様式に記入したり、公表する必要はありません。「達成指数」

を用いて判定を行うかどうかについても市町村の任意です。 

・ 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況、数値目標以外の効果発現状況の結果は、後述の「今

後のまちづくり方策の作成」の中で「改善策」を追加作成すべきか否かの判断材料となります。 

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 

■近年の傾向が減少基調の指標の場合の例 

（数値）

○

△

近年の 

傾向 

まちづくり交付金 事業期間 
（年）

□：従前値 

◇：目標値 

◆：評価値 

×

達成度

まちづくり交付金 事業期間 

（数値） 

○

△

×

□：従前値 

◇：目標値 

◆：評価値 近年の 

傾向 

（年）

■近年の傾向が増加基調の指標の場合の例 

達成度 
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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

214 △

確定
見込み ●

9,300 △

確定 ●

見込み

810 ×

確定

見込み ●

73 △

確定
見込み ●

9,800 △

確定
見込み ●

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）

（参考）※１

計画以前の値 従前値 目標値

事後評価

1年以内の
達成見込みの

有無目標達成度※２数値（エ）

モニタリング H17

○

モニタリング

840 事後評価 △

△

事後評価

モニタリング

●

モニタリング H16

モニタリング H18 モニタリング

事後評価

●

91 H20

800

H15

H14 880

10,200 10,200

H20

事後評価

モニタリング H18
●

事後評価 △9,800

H20

コミュニティバスの乗客数

指　標

指標１ 千人/年

平成20年8月までの乗客数の月
別データと過去の傾向から、評
価基準日における評価値を推
計。

モニタリング
200 H15 220 H20

237 事後評価

指標３ 地区の小売販売額 1,450 H6億円/年
平成19年度及び過去の商業統
計表により20年度の小売り金額
を推計。

事後評価

指標２
中心商店街の歩行者通
行量（休日）

人/日
商店街組合連合会が毎年夏に
実施している歩行者通行量調査
を活用。

20,000

指標５ 地区の居住人口 人 21,600 H5

平成20年8月までの住民基本台
帳の月別データと過去の傾向か
ら、評価基準日の評価値を推
計。

指標４ 城址公園の来訪者数 千人/年

公園管理事務所が把握している
平成19年度までの毎年のデータ
から、評価基準日の評価値を推
計。

90 H5 70 H15

事後評価 95 事後評価 ○

モニタリング H18 モニタリング

H5 9,000

9,600

H15 9,900 H20

 
 

指　標

指標１

指標２

指標３

指標４

指標５

郷土歴史館の開設との相乗効果で、期待以上の来訪者があった。

事後評価の時点では数値目標に至っていないが、毎年度の調査結果を見ると着実に増加しており、１年以内
の数値目標の達成の可能性は大きい。

平成○年にオープンしたＡ百貨店を主力テナントする市街地再開発事業は大きな効果はあったが、一方、○
年にＢショッピングプラザのメインテナントが撤退により閉鎖に追い込まれ、全体の小売金額の伸びが打ち消
された。

予想以上に人口減少が進み、従前値の維持という目標は達成できかなった。しかし、減少傾向に歯止めはか
かったことは評価できる。従前値のレベルに戻るだけの住宅供給、住宅建設の動きは感じられず、１年以内の
数値目標の達成見込みは困難であると判断した。

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）

従前値の１割増を目指したが、市民ワークショップの意見を運行コースの見直しや運行計画に反映させたた
め、２割増の結果を得て、期待以上の成果をあげることができた。

町丁目のなかには、区域の一部分しか対象地域になっていないところもあり、従前値ではそのような区
域の人口をどのように算出したのか不明であった。

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

商業統計表を用いたが、統計調査の実施年度及びその結果が出る年度と、事後評価の実施年度が一
致しなかったため、評価値の推計に苦慮した。

 
 
 
① 指標‥‥‥‥‥都市再生整備計画に記載した全ての指標と単位を転記します。 
② データの計測方法と評価値の求め方 

‥‥‥‥データの実際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）を記入します。※「方法書（１）－１）都市再生整備計画に記載した数値目
標の達成状況」を参考に記入します。 

③ （参考）計画以前の値（ア） 
‥‥‥‥都市再生整備計画の作成より以前（概ね 10 年程度前）の値と、その年度を記入します。 

（ただし、データがない場合、もしくは入手が困難な場合は、記入しないことも可とします。） 
④ 従前値（イ）‥‥事前評価時に測定した値と、その年度を記入します。 
⑤ 目標値（ウ）‥‥事前評価時に設定した数値目標と、その年度を記入します。 
⑥ 数値（エ） 

1) モニタリング‥‥モニタリング時に計測した値と、その年度を記入します。 
2) 事後評価‥‥‥‥上記②で記入した求め方による評価値と、確定／見込みの別を記入します。 

⑦ 達成度‥‥‥‥‥‥‥「モニタリング」、「事後評価」のそれぞれの達成度を記入します。 
評価の基準 達成度 

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。 × 

⑧ １年以内の達成見込みの有無‥‥上記⑦の目標達成が△又は×の場合、下記の基準に基づき１年以内
数値目標の達成見込みの有無を●で記入します。 

種別 評価の基準 
達成見込み
の有無 

達成 
見込み 

現時点で数値目標を達成していない（達成度が△又は×）が、合理的かつ客
観的な理由により、１年以内に目標が達成される見込みがある場合。 

「あり」に
●印を記入

未達成 上記以外。 
「なし」に
●印を記入

⑨ 目標達成度○△×の理由‥‥全ての指標について、上記⑦目標達成度の判定理由を記入します。特に、
１年以内の達成見込み「あり」に●を付けた場合には、その根拠を具体
的に記入します。 

⑩ その他特記事項‥‥‥‥‥‥指標計測上の問題点や課題、その他特筆すべき事項がある場合には記入
します。 

［記入例］ 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 

①           ②        ③      ④      ⑤          ⑥            ⑦     ⑧

⑨                     ⑩ 
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◆交付金による事業の効果について、都市再生整備計画に記載した数値目標とは別の定量的な指標

を用いて効果の発現状況を検証することができます。この定量的な指標は「その他の数値指標」

と言い、市町村が任意に追加して評価を行うことができます。 
 
※方法書に記入したその他の数値指標については、方法書作成時に見込んだ効果が表れていない

場合でも、記入を必須とします。 

 

 
 

 

◆添付様式２－①及び②で把握した定量的な指標とは別に、定量的に表現できない定性的な効果が

発現している場合は、その効果発現の状況を参考として記述することができます。 
 
 
 
 

【補足・留意事項】 

・ 都市再生整備計画に記載した数値目標及びその他の数値指標による効果発現の計測結果は、後述

の「今後のまちづくり方策」や「改善策」を検討する際の判断材料となります。 

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 

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 
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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 24

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

その他の
数値指標１

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

事後評価

％
地区の小売販売額の対
全市シェア

事後評価

指　標

（参考）※１

計画以前の値 従前値

H1423

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）

商業統計より全市と地区の小売
販売額を求め、地区のシェアを
算出する。

H634

H16

28

数値（ウ）

事後評価

指標３を補完して、地区の商
業機能の回復を説明する。

Bショッピングプラザ閉鎖による
マイナス影響はあるものの、再
開発事業の効果は確実にあっ
たと思われ、地区の全市シェア
の変化により地区の商業機能
の回復を説明する。

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）

 
 
 
 

 

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
・市民ワークショップに参加した市民のまちづくりへの意欲が向上し、コミュニティバスのバス停周辺の道路清掃を自主的に行ったり、観光交流センターのボランティアスタッフ登録が増えている。
・住民と行政、商店主らとの対話の機会が増え、行政職員のコミュニケーション能力が向上した。

 

 
① 指標‥‥‥‥「方法書（１）－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」に記入した全ての指標と単位を転記します。方法書作成後に任意に

追加した指標についても記述します。 

② データの計測方法と評価値の求め方 

‥‥‥データの実際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）を記入します。※「方法書（１）－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」を参考に記入します。 

③ （参考）計画以前の値（ア） 

‥‥‥都市再生整備計画の作成より以前（概ね 10 年程度前）の値と、その年度を記入します。 

（ただし、データがない場合、もしくは入手が困難な場合は、記入しないことも可とします。） 

④ 従前値（イ）‥まちづくり交付金交付期間前に測定した値と、その年度を記入します。 

⑤ 数値（ウ） 

1) モニタリング‥‥モニタリング時に計測した値と、その年度を記入します。 

2) 事後評価‥‥‥‥上記②で記入した求め方による評価値と、確定／見込みの別を記入します。 

⑥ 本指標を取り上げる理由 
‥‥‥本指標を「その他の数値指標」として取り上げた理由を記入します。 

⑦ その他特記事項 
‥‥‥指標計測上の問題点や課題、その他特筆すべき事項がある場合には記入します。 

なお、都市再生整備計画に記載のある「目標を定量化する指標」に関連のある場合に

は、その指標名を記入します。 
⑧ 定性的な効果発現状況 

‥‥‥定量的には表現できないが定性的な効果が発現している場合は、その効果を参考とし

て記述することができます。 

［記入例］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

①           ②        ③    ④          ⑤          ⑥          ⑦ 

［記入例］ 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 

⑧ 
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都市再生整備計画に、「モニタリングの実施」、「住民参加プロセスの実施」、「持続的なまちづくり

体制の構築」等の実施過程について記述した場合は、事後評価においてこれらの状況や結果について

も検証します。 

※本記入欄（添付様式３－①～③）は、都市再生整備計画に実施予定の記述がある場合は必須と

します。都市再生整備計画に実施予定の記述がない場合においても、実際に上記の事項を行った

場合には、「今後のまちづくり方策」の作成等にあたり重要な検討材料となるため、なるべく記

入することとします。 

 

 

 

◆都市再生整備計画で実施を予定していた、又は実際に行った「モニタリングの実施」の実施結果

等を検証します。 
※モニタリング：事業の中間的な検査のことで、その実施により事業内容の見直しや実施方法の

工夫・改善等を試みるものを指します。 

 
 

 

◆都市再生整備計画で実施を予定していた、又は実際に行った「住民参加プロセス」の実施結果等

を検証します。 
※住民参加プロセス：交付期間中に事業計画や整備に対する住民の理解や協力を得るために行う

イベントや説明会等を指します。 
 
 
 

◆都市再生整備計画で実施を予定していた、又は実際に行った「持続的なまちづくり体制」の構築

等を検証します。 
※持続的なまちづくり体制：都市再生整備計画に関わる取り組みをきっかけとして組成又は強化さ

れ、交付期間終了後も継続的にまちづくり活動を担う組織（協議会や

懇談会等の任意組織や NPO、TMO 等）を指します。 
 
 
 
【補足・留意事項】 

・ 「モニタリング」、「住民参加プロセス」、「持続的なまちづくり組織」について、それぞれ複数の

実績がある場合は、添付様式の行を追加して記入します。 

添付様式３－① モニタリングの実施状況 

添付様式３－③ 持続的なまちづくり体制の構築状況 

（２）実施過程の評価 (添付様式３－①～③) 

添付様式３－② 住民参加プロセスの実施状況 
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・  
 

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　住民参加プロセスの実施状況

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３－③　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　　　　　　　　　　　　）

観光交流センターの維持管理はまち
づくり会社が行うが、日常のセンターの
活動（ガイドや休憩施設の運営等）は
市民のボランティアスタッフが行う。

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

実施頻度・実施時期・実施結果実施状況

【実施頻度】計●回
【実施時期】平成16～18年度
【実施結果】運行コースの見直しについて住民の意見を聞いて合意形成を図っ
たため、新たなバス停の設置や新コースに関する地元調整が円滑に進むとと
もに、市民にコミュニティバスに対する愛着が生まれ、利用が促進された。

【実施頻度】計●回
【実施時期】平成18～20年度
【実施結果】観光交流センターの事業構想や基本設計、オープン後の管理運
営について公募市民の意見を聞いたため、持続的なまちづくりの体制の組織
化に発展した。

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

市民ボランティアによる観光交流センター
運営委員会

まちづくり会社と市民の主体的な活動にまか
せ、市は後方支援に徹する。

観光交流センター運営委員会

○○市統計書等によるモニタリング
モニタリング同様に毎年度の本市統計書に
より確認する。

観光交流センター運営市民ワークショップ
観光交流センターのオープン後の運営につ
いては、まちづくり会社と市民の主体的な活
動にまかせ、市は後方支援に徹する。

コミュニティバス利用促進市民ワークショッ
プ

今後も市民の意見を聞いて、利用促進を図
る。

【実施頻度】毎年度1回
【実施時期】毎年度9月
【実施結果】採用した指標は○○市統計書や商店街組合連合会により毎年
度、数値が整理されているものであるので、モニタリングを容易に実施すること
ができ、かつ、交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。

 

 
 
① 都市再生整備計画に記入した予定内容 又は 実際に実施した内容 

‥‥‥「都市再生整備計画の整備方針等」／「その他」欄より転記します。 

都市再生整備計画に記述がない場合には「なし」と記入します。 

都市再生整備計画に記述がないが実施した場合には、実際に行った内容を記

入します。 

② 実施状況‥‥‥‥‥‥実施状況の該当する欄に●を記入します。「予定したが実施しなかった・でき

なかった」を選択した場合は、その理由を具体的に記入します。 

③ 実施結果 

【モニタリング及び住民参加プロセスについて】 

‥‥‥「ⅰ.実施頻度」「ⅱ.実施時期」「ⅲ.実施の効果」を記入します。実施効果に

ついては、都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況や具体的な成果

等を記入します。 

【持続的なまちづくり体制について】 

‥‥‥「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」を記

入します。 

「ⅰ」は体制の構築に向けて市町村が実施した事項、又は結果的に当該成果

に寄与した取り組み等を記入します。また、「ⅱ」は、組織の名称と目的や役

割等がわかるように簡潔に記入します。 

④ 今後の対応方針等‥‥評価結果を踏まえた上で交付終了後における今後の対応方針等（実施できな

った事項のフォローアップ、実施した事項に関するさらなる改善方法、他事

業への活用方法）を記入します。 

［記入例］ 添付様式３－①～③ 実施過程の評価 

①          ②            ③            ④ 
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まちづくり交付金では、結果（事業の成否）だけでなく、その結果に至るまでのプロセスや原因

等を総合的に分析することにより、成功要因を今後のまちづくりに活かし、十分な成果が出ていない

場合等はその原因を究明して改善につなげることを重要視しています。ここでは、成果と実施過程に

ついて評価結果に至った要因の整理を行います。 

 
 
 
 

◆効果発現要因の整理を行った検討体制の名称や構成員（所属や役職等）、検討の実施時期、及び、

担当部署名について確認します。 
 
 
 
 
【補足・留意事項】 

・ まちづくり交付金は、複数の事業の組み合わせによる相乗効果の発揮を狙いの１つとしている

ことから、指標の改善に貢献した事業の組み合わせ、ハード事業とソフト事業の連携等による

効果発現についても整理することが望まれます。 

・ 事業による効果発現の要因整理にあたっては、事業担当課のみならず、庁内の横断的な組織や

外部の有識者（学識経験者、まちづくり専門家等）を交え、総合的かつ専門的な知見をもって

検討されることが望まれます。 

 

（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４－①～③) 
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添付様式４－①　効果発現要因の整理にかかる検討体制

関係各課主幹級職員（都市整備課、中心市街地
活性化推進室、企画課、交通政策課、公園緑地
課、住宅課、観光商工課、生涯学習課、企画課）
アドバイザーとして、○○大学工学部△△教授が
参加

庁内の横断的な組織（まちづくり交付金事後評価検
討チーム）

名称等 検討メンバー 実施時期 担当部署

都市整備課（まちづくり交付金担当課）
第１回　○年○月○日
第２回　○年○月○日

 

 
 
 
① 名称等‥‥‥‥‥‥‥‥検討体制の名称等を記入します。 

② 検討メンバー‥‥‥‥‥検討体制のメンバー構成を具体的に記入します。学識経験者や専門家が参

加している場合には、支障ない限り氏名も記入します。住民等の場合には、

個人情報等に配慮して所属等支障ない範囲で記入します。 

③ 実施時期‥‥‥‥‥‥‥検討の時期（年月日）、実施頻度、回数等を記入します。 

④ 担当部署‥‥‥‥‥‥‥効果発現の要因を検討するにあたり、主体となった担当部署名を記入しま

す。 

［記入例］ 添付様式４－① 効果発現要因の整理にかかる検討体制 

①                     ②                     ③                    ④ 
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◆数値目標を達成した指標について、効果発現要因の整理を行います。 
◆ここで言う『数値目標を達成した指標』とは、次の指標を指します。 

・添付様式２－①において数値目標を達成したと判断される指標（達成度が○、あるいは達成

度は△又は×であるが、１年以内の達成見込み「あり」とした指標）。 

・添付様式２－②に「その他の数値指標」として記載した指標のうち、効果があったと認めら

れるもの。 

◆これらの指標について、実施した事業が指標の改善に及ぼした影響を評価します。※効果発現要

因を整理する手順や整理手法については、参考１及び参考２を参照して下さい。 

◆実施した事業の指標改善の貢献度を評価する際には、事前評価時に作成した「目標を定量化する

指標と事業の関係表示シート」に再度目を通し、事前評価時に想定した関連性を確認することが

望まれます。 
◆達成度が△又は×であるが１年以内の達成見込み「あり」とした指標に関しては、その判断の妥

当性について、まちづくり交付金評価委員会（後述）での審議を必須とします。 
◆よかった結果については、その効果を持続・活用させる方策があれば記入します（任意）。のち

に添付様式５－③において、今後のまちづくり方策を記入するための参考情報となります。 
◆数値目標を達成できなかった指標については、後述の添付様式４－③に記載します。 

■＜参考＞貢献度の評価の考え方例 

・ 実際に事業を行った結果、指標の直接的もしくは間接的改善に貢献したと考えられる事業に

は、「◎」又は「○」を記入します。 
・ 事業によって指標の改善を期待したが、結果的に直接的・間接的改善につながらなかった、

又は、貢献に至らなかったばかりか、指標の改善にマイナスの影響を与えたと考えられる事

業には、「△」を記入します。 
・ 指標の改善に無関係な事業であることが明確な場合には「－」を記入します。 

 
 
 
【補足・留意事項】 

・ この評価作業は、どの事業が指標の改善に効果をあげたのかを確認し、まちづくりに有効な事業

の組み合わせを考察するものです。 

・ 効果をあげた事業を洗い出すだけではなく、事業が順調に効果を発揮して改善をもたらしたのか、

それとも、期待していた事業はさほどの効果がなかったが、他の事業が予期しない効果を発揮し

たために結果的に指標が改善したなど、真の要因を見極めることも重要であり、こうした考察も

加えて総合所見として整理することも有益です。 

・ そのような分析を通じて得た知見の積み重ねが、今後のまちづくりを行う上で貴重な財産となり

ます。

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 
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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

○ ◎ ○ -
○ ○ ◎ －
- － － －
○ ◎ ○ ◎
- ◎ ○ ○
- － ○ －
○ ○ ◎ －
△ △ － △
○ ○ ◎ ○
○ ◎ ○ -
△ △ － △
○ ○ － ○
- － － －
◎ ◎ ○ ◎
△ ◎ － ◎
△ ◎ － ◎
◎ ○ － ○
- ○ ○ ○
◎ ◎ - ◎

提案事業

※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。

郷土歴史博物館

総合所見 総合所見総合所見

今後の活用

住民の意見を聞いて、
駅や公共施設等を経
由した運行コースの見
直しや利用しやすい運
行ダイヤに変更したた
め、特に高齢者にとっ
て便利な公共交通機関
に生まれ変わり、高齢
者の外出の機会を創
出した。市民にコミュニ
ティバスに対する愛着
が生まれ、利用が促進
された。

市街地再開発事業

市道改良事業

コミュニティバス社会実験
タウンモビリティ社会実験

Ｂショッピングプラザの早期再
生を図るために、商店街、まち
づくり会社等と連携を強化す
る。

商店街と城址公園と結び回遊
性を向上させ、双方の来訪者
増加による相乗効果を図る。

市民の郷土に関する生涯学習
の場、また、観光交流の一大拠
点として利用を促進する。

今後も市民の意見を聞いて、利
用促進を図る。

指標２

従来から取り組んでい
た公園の再整備及び
交付金よる城門の補修
事業に加えて、郷土歴
史館の事業化について
提案事業を活用するこ
とにより、予定よりも早
めて実現することがで
きたことは、交付金の
利点である。

市街地再開発事業の
完成とそれにタイミング
を合わせたイベント広
場の整備、コミュニティ
バスの運行改善等によ
り、中心商店街の人の
往来が増えた。

関連事業

基幹事業

事業名・箇所名

都心居住推進事業

公園（街区公園）

指標４

城址公園の来訪者数コミュニティバスの乗客数

総合所見

その他の数値指標１

地区の小売販売額の
対全市シェア

中心商店街の歩行者通行量

指標１指標の種別

指　標　名

高質空間形成施設
高次都市施設
既存建造物活用事業

公園（城址公園）

歩行者空間整備事業

コミュニティバスの運行
やタウンモビリティ、
オープンカフェ等の取り
組みによる効果のほ
か、市街地再開発事業
の開業効果は商店街
全体にも波及し、小売
販売額の対全市シェア
は上がった。

オープンカフェ社会実験

まちづくり勉強会

公営住宅等整備

チャレンジショップ整備運営事業
事業効果分析事業

市民ワークショップ

地域生活基盤施設

 
 
 
 
① 指標の種別・指標名‥‥添付様式２－①において数値目標を達成したと判断される指標の種別及

び指標名（達成度が○、あるいは、達成度が△又は×であるが１年以内

に達成見込み「あり」とした指標）、また、添付様式３－②に「その他

の数値指標」として記載した指標のうち、効果があったと認められる指

標名を記入します。 

② 事業名・箇所名‥‥‥‥都市再生整備計画に記載したすべての事業名及び事業を実施した箇所名を

具体的に記入します。 

③ 指標改善への貢献度‥‥以下の基準により、各事業が指標の改善に対してどの程度貢献したかを評

価します。 

評価の基準 
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。 － 

④ 総合所見‥‥‥‥‥‥‥指標が改善した主な要因を、実施した事業や実施過程との関連性を踏まえ、

事業名等を挙げながら具体的に記入します。 

⑤ 今後の活用‥‥‥‥‥‥よかった結果を今後も持続・活用させる方策があれば記入します（任意）。 

［記入例］ 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 

① 

②   ③   ④             ⑤ 
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⑥  
 

◆数値目標を達成できなかった指標について、効果発現要因の整理を行います。 
◆ここで言う『数値目標を達成できなかった指標』とは、次の指標を指します。 

・添付様式３－①において数値目標を達成できなかった判断される指標（達成度が△もしくは

×で、かつ達成見込み「なし」とした指標）。 

◆上記に該当する指標について、目標の達成に至らない原因となった事業の影響を評価し、また、

改善できなかった主な要因を、実施した（あるいは計画どおりに実施できなかった）事業や実施

過程との関連性を踏まえ整理します。※効果発現要因を整理する手順や整理手法については、参

考１及び参考２を参照して下さい。 
◆実施した事業の指標改善の影響度を評価する際には、事前評価時に作成した「目標を定量化する

指標と事業の関係表示シート」に再度目を通し、事前評価時に想定した関連性を確認することが

望まれます。 
◆達成できなかった数値目標については、交付期間が終了した後もその達成を目指し改善を図るこ

とが必要であることから、今後行うべき改善の方針を必ず記入することとします（必須）。また、

この改善の方針は、のちに添付様式５－③において、今後のまちづくり方策を記入する際に、改

善の視点も含んだ総合的な検討を行うための参考情報となります。 

 

■＜参考＞影響度の評価の考え方例 
・ 実際に事業を行った結果、事業が指標の目標を達成できなかった直接的な原因となったと思

われる場合には「××」を記入します。 
・ 事業が指標の目標を達成できなかった間接的な原因となったと考えられる場合には「×」を

記入します。 
・ 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については、

「△」を記入します。 
・ なお、指標の改善に無関係な事業であることが明確な場合には「－」を記入します。 

 
 
 
【補足・留意事項】 

・ この評価作業は、どの事業が思うように効果を発揮できなかったために、数値目標を達成できな

かったのか確認し、適切な改善措置の実施を図るために考察するものです。 

・ 数値目標を達成できなかった主原因となった事業を洗い出すだけではなく、主要な事業が効果を

発揮できなかったことが大きな原因なのか、それとも、ある事業は一定の効果を発揮したが、他

の事業が大きく期待を裏切って効果を発揮しなかったために結果的に指標の目標を達成できな

かったなど、真の要因を見極めることも重要であり、こうした考察も加えて総合所見として整理

することは有益です。 

・ また、事業が効果を発揮できなかった原因が、単なる事業の遅延等だけでなく、予見不可能な外

的要因も関連することも考えられることから、要因の分類を行うことも必要です。 

・ そのような分析を通じて得た知見の積み重ねが、今後のまちづくりを行う上で貴重な財産となり

ます。 

・ なお、数値目標を達成できかなった指標については、効果を発揮することができなかった事業内

容や総合所見等を参考にして、改善の方針を記述する必要があります。 

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 
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・  

 

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

－ －
△ △
－ △
△ △
△ －
△ －
－ －
△ △
－ －
- -
－ ××
△ －
－ －
△ －
△ －
△ －
－ －
△ －
△ －

基幹事業

高次都市施設
既存建造物活用事業
公営住宅等整備

地域生活基盤施設

市道改良事業
公園（城址公園）
公園（街区公園）

提案事業

関連事業

事業効果分析事業
コミュニティバス社会実験

指標３

地区の小売販売額

市民ワークショップ

指　標　名

高質空間形成施設

都心居住推進事業
チャレンジショップ整備運営事業

郷土歴史博物館

事業名・箇所名

指標の種別

改善の方針
（記入は必須）

Ｂショッピングプラザの早期再
生を図るために、商店街、まち
づくり会社等と連携を強化す
る。

都心居住推進事業のPR強化を
図る。

総合所見

オープンカフェ社会実験
タウンモビリティ社会実験

総合所見

※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。

まちづくり勉強会
市街地再開発事業

地区の居住人口

総合所見

指標５

総合所見

市街地再開発
事業は大きな
効果はあった
が、Ｂショッピン
グセンターが閉
鎖したため、全
体の小売金額
の伸びが打ち
消されたことが
未達成の直接
的要因である。 Ⅲ

民間による住
宅供給が期待
よりも振るわ
ず、都心居住
推進事業のPR
不足も考えら
れる。ただし、
人口減少は下
げ止まっている
ことは評価でき
る。 Ⅰ

歩行者空間整備事業

 

 
 
① 指標の種別・指標名‥‥添付様式２－①において数値目標を達成できなかった判断される指標の

種別及び指標名（達成度が△又は×で、かつ１年以内の達成見込み「な

し」とした指標）を記入します。 

② 事業名・箇所名‥‥‥‥都市再生整備計画に記載したすべての事業名及び事業を実施した箇所名を

具体的に記入します。 

③ 目標未達成への影響度‥事前評価時に行った評価と同様の要領で指標の目標の達成と事業との関連

性を評価するが、以下の基準により、指標の目標を達成できなかったこと

に対して、事業が効果を発揮できなかった影響度を評価します。 

評価の基準 
目標未達成 
への影響度 

事業が効果を発揮できず、指標の目標を達成できなかった直接的な原因となった。 ×× 
事業が効果を発揮できず、指標の目標を達成できなかった間接的な原因となった。 × 
目標は達成していないが、指標の改善には貢献した。 △ 
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。 － 

④ 総合所見‥‥‥‥指標の目標が達成できなかった主な要因を、実施した（又は計画どおりに実施で

きなかった）事業や実施過程との関連性を踏まえ、事業名等を挙げながら具体的

に記入します。 

⑤ 要因の分類‥‥‥総合所見で整理した要因について、それが内的な要因か・外的な要因か／予見可

能であったか・不可能であったかについて分析し、分類Ⅰ～Ⅳのうちの該当する

ものを記入します。※具体的な例は参考３を参照して下さい。 
要因の分類 判定の基準 
分類Ⅰ 内的な要因で、予見が可能な要因のため。 
分類Ⅱ 外的な要因で、予見が可能な要因のため。 
分類Ⅲ 外的な要因で、予見が不可能な要因のため。 
分類Ⅳ 内的な要因で、予見が不可能な要因のため。 

⑥ 改善の方針‥‥‥交付期間が終了した後も、目標の達成を目指し行うべき改善の方針を必ず記入し

ます。※改善の方針の立て方については参考４を参照して下さい。 

［記入例］ 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

① 

②   ③   ④ ⑤             ⑥ 
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【参考１】効果発現要因の整理手順（例） 
 
効果発現要因の整理手順（例）は以下のとおりです。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ａ．要因の洗い出し 
事業担当によるブレーン・ストーミング（自由討論方式で多くの意見を出しあい、

独創的なアイディアを引き出す方法）などにより、評価結果に関与すると考えられ

る要因をすべて洗い出します。 

ｂ．洗い出した要因の分類 
洗い出された要因を、ａ．「生じた効果の発端」又は「責任の所在」、ｂ．「予見

の難易度」、の観点から分類し、効果又は問題等の発生原因について綿密な整理を

行います。 
※上記ｂは、各観点からの分類よる偏り（予見が困難であったものばかりに偏るなど）に注意

にしながら作業を行う必要があります。 

ｃ．要因の構造化・関連付けの検討 
さらに必要があれば、表層的な事象や担当者の主観にとらわれず、「事象（生じ

た効果又は問題等）と原因の関連づけ」や「要因の構造の把握」、「影響度の高い要

因の発見」等を行うため、要因整理に有効と考えられる手法（参考２を参照）を用

いて分析・整理します。 

ｄ．今後のまちづくり方策作成（改善策を含む）の基本情報として整理 
以上のような要因の整理を行い、改善策や今後のまちづくり方策作成の参考とな

るように整理します。 
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【参考２】効果発現要因の整理手法の例 
 

効果発現要因の整理に関連して、様々な手法が開発されており、様々な場面で適切な手法を選ぶ必要

があります。 
 

区分 手法例 概 要 まちづくり交付金への適用例 

要
因
を
見
つ
け
る 

①連関図 
関連：KJ 法 

問題の発生に対する要因が数多くある
場合、問題と要因の因果関係を網目状
の図に整理し、問題発生に大きく寄与
している重要要因を見つけ出す方法 

 施設管理に係るコスト縮減、時
間短縮等の現状分析 

 施設利用者の満足度低下の原
因分析 

 来街者数の伸び悩みの原因分
析 

要
因
の
構
造
を 

把
握
す
る 

② 特 性 要 因 図 、

FTA、ETA 

不良の原因や改善手法を整理するた
め、問題とする現状や結果にどのよう
な原因が影響しているか、わかりやす
く体系的に一覧できるよう図に整理す
る方法 

 事業運営・管理の効率化のため
の効果発現要因の整理 

 事業における提供サービスの
質の向上のための効果発現要
因の整理 

 事業への住民意見の反映のた
めの効果発現要因の整理 

現
象
と
要
因
を 

関
連
づ
け
る 

③マトリックス図 

目的・現象項目を行に、手段・要因項
目を列に配列して、対応関係を整理し、
相互の関連の程度を明確にし、解決の
ための手段・方策に関する発想を得る
方法 

 縦軸に利用者満足（アウトカ
ム）の評価要素、横軸に公共サ
ービス（アウトプット）の要素
事項 

 

④グラフ   
 層別グラフ 

主として時間的な変化や層別・項目別
に内訳の割合を示すため、ある事象の
結果を要因によって分類し、傾向など
を把握する手法 

 来街者数、施設利用者数の推移
 年間商品販売額、商業販売額の
推移 

 施設整備量（延長、施設数、容
量等）の推移 

 レーダー 
チャート 主として、分類項目の構成比の大きさ

や、分類項目間のバランス中心点から
分類項目の数だけレーダー状に直線を
伸ばし、その線上に数量の大きさを表
示したグラフ 

 事業の質の見直しのための各
観点（公共性、妥当性、有効性、
効率性、将来性等）による分析

要

因

の

影

響

度

合

い

を

示

す 

⑤パレート図 

データを項目別に分類して大きさの順
に並べ、棒グラフで表して、累積曲線
で結び、どの要因の影響がどの程度で
あるかを見出す 

 施設に関して寄せられたクレ
ームの原因分析 

 施設管理上のトラブルの原因
分析 

 施設の利用者数の伸び悩みの
効果発現要因の整理（アンケー
ト調査結果の分析） 

 
※参考となる文献 

・地方行政活性化研究会[編集]（1996）『TQM 発想による創造的行政運営』ぎょうせい 
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【参考３】効果発現要因の整理に用いる４つの分類 
 
効果発現要因の整理は、要因の羅列に留めることなく、今後のまちづくりの方策の検討や改善策作成

の基本情報として活用するため、数値目標を達成できたかどうかを問わず、洗い出した要因を次のⅠ～

Ⅳのグループに分類して、綿密な分析を行うことを推奨します。（特に、数値目標を達成できなかった

指標については、必ず要因を次のⅠ～Ⅳのグループに分類して、適切な改善策の検討に活かして下さ

い。） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 

 

 

 

予見困難 

予見容易 

内的 

要因 

外部 

環境 

首長の交代 

議会の構成変化 

計画作成当初における 

不適当な予測 

事前の調査不足、

調査ミス 

事業実施過程に

おける過誤・失策 

合意形成プロセスへの

不十分な対応 

自然・災害等

法令、税制度の変更

（社会制度の変化） 

計画当初に予想していなかった 

社会経済情勢の変化 

金利、物価変動

事業会社の破綻 

土壌汚染 

埋蔵文化財の発見 

財源不足 

厳しく検証 リスク評価を検証 

簡潔かつ正確な記述で分析 簡潔かつ正確な記述で分析 

Ⅰ Ⅱ 

Ⅲ Ⅳ 
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【参考４】改善の方針の立て方 
 
生じた問題や変化に対して迅速かつ的確な対処を行うことが、改善の方針を立てる重要な目的です。 

 

 

 

 

 

 

 

以下に改善の方針の例を示します。 
ただし、目標達成ができなかった要因は１つだけではなく、様々な要因が複合していることが考えら

れます。それによって、様々な改善の方針があると思われることから、地区特性にあった適切な改善の

方針をよく検討する必要があります。 
 
目標達成状況

の確認（例） 
要因の整理（例） 要因の分類※ 改善の方針（例） 

地域のＰＲ不足 分類Ⅰ ・ 観光キャンペーンの企画実施 

景気低迷による需

要伸び悩み 
分類Ⅲ ・ 低廉な企画旅行商品の開発 観光入込客数

が目標を達成

していない 地域特性にみあわ

ない観光戦略 
分類Ⅳ 

・ 地域にあった観光戦略見直しのためのワ

ークショップ開催 

来街と魅力的な商

品の魅力不足 
分類Ⅰ 

・ まちのシンボル・顔づくり・景観づくり 

・ 来街を誘うイベント企画・開催 

・ ソフト施策の充実 

歩行者通行量

が目標を達成

していない 関連施設整備の遅

延 
分類Ⅱ ・ 関連施設の整備促進 

利用料金の割高感 

煩瑣な利用手続き 

利用のＰＲ不足 

分類Ⅰ 

・ 民間委託による経費節減に伴う利用料金

引き下げ 

・ 電子予約など手続きのＩＴ化による利用

手続きの簡素化 

・ 手づくりＨＰによるＰＲ 

施設利用者数

が目標を達成

していない 

需要動向の変化 分類Ⅲ 

・ イベントの企画・開催 

・ 需要の追跡調査 

・ 需要に見合った施設の改善 

組織体制の未整備 分類Ⅰ 
・ 活動組織の整備 

・ 効率的で円滑な運営 
まちづくり参

加者数が目標

を達成してい

ない 
活動への理解不足 分類Ⅲ 

・ 参加対象者層の拡大 

・ 参加者に合わせた参加しやすい場所・時間

の設定 

・ 参加者に魅力のある参加プログラムづく

り 

※「要因の分類」の凡例 
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 

○改善の方針 検討のポイント 
・ 整理の手順や手法については、参考 1 及び参考 2 に例を示すので、参照すること。 
・ 特に、目標を達成していない状況をよく確認し、事業との因果関係や総合所見を踏まえて

要因の整理等を行い、それが、どのような原因からの要因（内的・外的要因／予見可能・

不可能）であるか分析を行った上で、改善の方針を検討すること。 
・ 改善の方針は、のちに「今後のまちづくりの方針」を検討する際に振り返って確認するこ

とになるので、まちづくりの課題に対応するよう適切に検討すること。 
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【 

 
 
まちづくり交付金では、交付期間終了後の交付金の効果の持続を図るため、前項までの評価結果

等をもとに、「今後のまちづくりの方策（必要に応じ改善策も含めて）」を検討します。 

 

※1 「今後のまちづくり方策」は、成果及び実施過程の評価結果の良否を問わず、作成を必須

とします。 

※2 「今後のまちづくり方策」の内容については、施策の方向性や展望等（不確定事項）でも

よいこととします。 

 

 
 

 
◆今後のまちづくり方策を検討した体制の名称や構成員（所属や役職等）、検討の実施時期、及び、

担当部署名について確認します。 
 

※「今後のまちづくり方策」については、事業担当課のみならず、庁内の他部署や外部の有識者

（学識経験者、まちづくり専門家等）を交え、総合的かつ専門的な知見をもって検討されるこ

とが望まれます。 

 

 

 

 
◆事業を実施したことにより、まちの課題がどのように変化したか等を確認します。さらに、事業

の実施により新たな課題等が生じた場合は、あわせてその課題を確認します。 
 
※事業の実施による「まちの課題の変化」を再確認し、前述の評価結果には表れていない事業の

効果などがないか、改めて振り返ってみることが必要です。 

 
 

添付様式５－① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制 

（４）今後のまちづくり方策の作成 （添付様式５～６） 

添付様式５－② まちの課題の変化 
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添付様式５－①　今後のまちづくり方策にかかる検討体制

庁内の横断的な組織（まちづくり交付金事後評価検討
チーム）

実施時期

第１回　○年○月○日
第２回　○年○月○日

検討メンバー
関係各課主幹級職員（都市整備課、中心市
街地活性化推進室、企画課、交通政策課、
公園緑地課、住宅課、観光商工課、生涯学
習課、企画課）
アドバイザーとして、○○大学工学部△△教
授が参加

名称等 担当部署

都市整備課（まちづくり交付金担当課）

 
 
 
 
 
添付様式５－②　まちの課題の変化

残された未解決の課題

・Bショッピングプラザの早急な再生が必要である。
・都心居住推進に関するPR強化が必要である。

事業によって発生した
新たな課題

・商店街及び城址公園の魅力があがった結果、自動車での
来訪が増加したため、ピーク時には駐車場待ちによる交通
混雑と、さらなる歩行者の安全確保が必要になった。

・市民の意見を反映させたコミュニティバスの運行改善
は成功した。
・観光交流センターの市民ボランティアの登録が増えて
おり、市民のまちづくりへの意識が高まった。

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

市街地再開発事業と城址公
園の再整備の確実な進展

商店街及び城址公園へのアク
セスと回遊性の確保

賑わいの場を再生と都心居住
を推進による、人が姿が見え
る中心市街地

達成されたこと（課題の改善状況）

・両事業とも確実に進展し、中心市街地再生の核となっ
ている。

・コミュニティバスによるアクセス、安全な歩行者空間の
整備、観光案内板等により回遊性は実現され、商店街
の歩行者数、城址公園の来訪者が増加した。

・小売販売額及び居住人口の２つの数値目標は達成し
なかったが、小売販売額の対全市シェアは再開発事業
の効果等により増加し、また、居住人口の減少も止まっ
た。

ワークショップや勉強会などに
よる行政との対話と支援

 

 

 
① 名称等‥‥‥‥‥‥‥‥検討体制の名称等を記入します。 

② 構成員‥‥‥‥‥‥‥‥検討体制のメンバー構成を具体的に記入します。学識経験者や専門家が参

加している場合には、支障ない限り氏名も記入します。住民等の場合には、

個人情報等に配慮して所属等支障ない範囲で記入します。 

③ 実施時期‥‥‥‥‥‥‥検討の時期（年月日）、実施頻度、回数等を記入します。 

④ 担当部署‥‥‥‥‥‥‥今後のまちづくり方策を検討するにあたり、主体となった担当部署名を記

入します。 

⑤ 事業前の課題‥‥‥‥‥都市再生整備計画（様式）に記載したまちの課題を参考に、事業前の課題

を簡潔に記入します。 

⑥ 達成されたこと‥‥‥‥事業後に達成されたことを、事業前の課題と対比させて具体的に記入しま

す。※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。 

⑦ 残された未解決の課題‥達成されずに残された課題を具体的に記入する。※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。 

⑧ 新たな課題‥‥‥‥‥‥事業の実施により新たな課題等が生じた場合は、その課題を具体的に記入

します。 

 

［記入例］ 添付様式５－① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制 

①                     ②                     ③                     ④ 

［記入例］ 添付様式５－② まちの課題の変化 

⑤        ⑥            ⑦            ⑧ 
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◆実施過程の検証、効果発現要因の整理と、まちの変化を踏まえ、今後必要なまちづくりの方針や

想定される施策・事業等について検討します。 

◆｢今後のまちづくり方策｣の作成にあたっては、庁内の横断的な組織や有識者による議論を通じ、

地域事情や事業の特性等に関する十分な現状認識と綿密な要因整理のもと、ハード・ソフトの両

面から具体的な実施事項（方針や施策等）を検討する必要があります。 

◆｢今後のまちづくり方策｣については、交付金の効果を交付終了後も持続・活用するために何をな

すべきか検討する視点のほかに、うまくいかなかった事業の改善の視点も含めて総合的に検討す

ることが重要です。 
 

 

 

 

◆まちの課題の変化や今後のまちづくり方策を検討した際に、添付様式５－②及び５－③に記載さ

れなかった意見やアイディアを参考として記述することができます。 
 
 
 

【補足・留意事項】 

・ 今後のまちづくり方策は、都市再生整備計画の整備方針に相当するもので、交付終了後も事業

の効果を持続させるために、取り組むべきまちづくりの基本的な考え方を検討するものです。 

・ また、ＰＤＣＡのＡ(Act；改善)の意味で、達成できなかった目標の改善の視点も含めて検討す

る必要があります。ただし、数値目標を達成していない個別の指標の改善にかかる視点だけで

はなく、他の事業とも一体となって総合的に対応する方針になっているかどうか再確認するこ

とが必要です。 

・ そこで、これまで記入した添付様式（特に、添付様式３、添付様式４－②及び③に記入した総

合所見や今後の活用／改善の方針等）の記述内容も顧みながら、それらと整合のとれた方針を

検討して下さい。 

・ さらに、交付金を活用するきっかけとなった、まちづくりの課題解決に対応する方針となって

いるかについても再確認して下さい。 

 

 
 
 
 
 
 

添付様式５－③ 今後のまちづくり方策 

事業の実施過程の評価（添付様式３） 

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） 

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） 

残された課題や新たな課題（添付様式５－②） 

 

今後のまちづくり 

方策を 

総合的な視点で検討 

（添付様式５－③） 

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） 

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 
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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。

改善策の基本的な考え方

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

効果の持続を図る事項

B欄
改　善　策

改善する事項

商店街の賑わいの持続

想定される事業

・空きビル再生にかかる各種補助事業を活用。

・Bショッピングプラザの早急な再生。
・商店街やまちづくり会社等によるイベントの開催。　等

想定される事業

・建物所有者に対し、建物の市への譲渡について交渉を行っている。
・市としては、市民活動センター等の公益利用のほか、多様な診療科目
の開業医が入居するメディカルモールを誘致し、市民の健康増進の拠点
としたい。

効果を持続させるための基本的な考え方

・主たる基盤整備（ハード）はほぼ達成されたので、今後は活用（ソフト）の
問題。
・賑わい持続の取り組みは、商店街やまちづくり会社等が主役となって推
進し、行政は側面支援を行う。

・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

Bショッピングプラザの早急な再生

都心居住推進のさらなる推進

駐車場周辺の交通混雑と歩行者の安全確
保

・都心居住推進事業に関するパンフレットの配布拡大や広報
掲載等によるPR強化。
・優良な民間住宅供給事業への支援。（優建、特優賃等）
・住環境改善を図るために、地権者や居住者等との対話を
行う。
・駐車場情報板、駐車場マップの充実。
・共通駐車券の拡大。
・道路改良。　等

・自動車利用者向けの駐車場情報の提供。
・民間駐車場経営者や商店街等との連携による共通駐車場のサービス
拡大。
・区画道路の車道と歩道の分離 等。

・都心居住推進事業の一層のPR強化を行う。
・住宅供給を図行う民間事業者との連携強化を図る。
・商店街後背の住宅密集地区については、住環境改善の事業化を検討
する。

なるべく具体的に記入して下さい。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。

 
 
 
 
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
○○市の中心市街地のうち、商店街及び城址公園一帯については、残された課題はあるものの、従前に比較するとまちづくりは大きく進展した。次は中心市街地の課題は、商店街の後背にある住宅密集地区の住
整備改善が必要と思われる。

 
 
① 効果の持続を図る事項‥‥添付様式５－②に記入した「達成されたこと」に対応して、その効果を

持続させるための方策の柱となる項目を記入します。 

② 基本的な考え方‥‥‥‥‥効果の持続にかかる今後のまちづくりを実行する上での基本的な考え方

や留意すべき視点、施策の方向性や展望等をまとめます。 

③ 想定される事業‥‥‥‥‥想定される施策及び事業を箇条書き（複数可）で記入します。 

④ 改善する事項‥‥‥‥‥‥添付様式５－②に記入した「残された未解決の課題」及び「事業によっ

て発生した新たな課題」に対応して、その改善を図ための方策の柱とな

る項目を設定します。 

⑤ 基本的な考え方‥‥‥‥‥改善にかかる今後のまちづくりを実行する上でのポイントとなる考え方

や留意すべき視点、施策の方向性や展望等をまとめます。 

⑥ 想定される事業‥‥‥‥‥想定される施策及び事業を箇条書き（複数可）で記入します。 

⑦ チェック欄‥‥‥‥‥‥‥様式５－③の記入にあたり、これまでの検討結果を踏まえて記入したこ

とを確認します（チェック欄）。必要に応じて、様式５－③の記入内容を

見直します。 

⑧ 今後のまちづくり方策に関するその他の意見 

‥‥‥‥‥様式５－③に記入しなった、その他の特筆すべき今後のまちづくり方策

に関する意見があった場合に記入します。 

［記入例］ 添付様式５－③ 今後のまちづくり方策 

［記入例］ 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 

⑧ 

①            ②              ③ 

④   ⑤   ⑥ 
⑦
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◆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ます。 
 

 

 

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 
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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

その他の
数値指標１

地区の小売販売
額の対全市シェ
ア

平成21年6月に実施される商業統計調
査の結果を用いて、確定値を求める。

平成21年商業統計の
結果が公表され次第実
施

地区の小売販売
額

地区の居住人口

城址公園の来訪
者数

指標３

指標５ 10,200 H15

指標４

人/日

億円/年

千人

千人/年

中心商店街の歩
行者通行量（休
日）

800 H14

23 H14

平成21年4月

平成21年9月

指標１
コミュニティバス
の乗客数

千人/年 237

9,600指標２

H20

H20
商店街組合連合会が21年夏に実施す
る歩行者通行量調査により達成状況を
確認する。

平成21年6月に実施される商業統計調
査の結果を用いて、確定値を求める。

H20

840

9,800

H20

95 平成21年4月
公園管理事務所が平成20年度の来訪
者を集計する。

平成20年4月～21年3月の乗客数実績
から平成20年度の乗客数を確定値とし
て求める。

平成21年3月末日の地区の住民基本
台帳人口より確定値を求める。

・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。

平成21年商業統計の
結果が公表され次第実
施

フォローアップ計画

平成22年内

従前値

その他の
数値指標３

％ 28 平成22年内

その他の
数値指標２

平成21年4月10,200

指　標 目標値
1年以内の

達成見込みの
有無

評価値
目標

達成度年度

・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。

220

9,900

880

200 H15

9,000 H15

○

△

△

△

○70 H15 91 H20

 

 

 
① 指標の結果まとめ‥‥‥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ます。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から転記します。 

② 予定次期‥‥‥‥‥‥‥フォローアップが必要な指標について、実施予定時期を記入します。 

③ 計測方法‥‥‥‥‥‥‥フォローアップにおける確定値を求める計測方法を記入します。 

④ その他特記事項‥‥‥‥フォローアップを実施する上での課題等、特筆すべき事項があれば記入し

ます。 

 

 

［記入例］ 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 

①               ②     ③      ④ 
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◆まちづくり交付金による経験を、当該地区における次期計画や他地区におけるまちづくり（施策

及び事業等）に活用することが重要です。今後、まちづくりを行う地区に対する申し送り事項と

して、うまくできた経験、うまくいかなかった経験を整理し、どのように活用することが望まし

いのか整理します。 
 

 

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 
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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
・モニタリングを実施したことにより、交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができ
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

・小売販売額の指標について、都市再生整備計画の作成時には、商業統計表の調査年度と事後
評価の実施年度が一致しないことに気付かずかなかったため、評価値の推計に苦慮した。
・地区人口算出にあたって、町丁目の一部分しか対象地域になっていない場合の地区人口を、従
前値ではどのように算出したのか記録がなかった。

うまくいった点
・はじめは行政に要求や苦情ばかりだった市民も、ワークショップを通じて自分たちで担う部分も
あるという意識に変わり、住民との対話を重ねることは有効だった。
・行政職員の住民とのコミュニケーション能力の向上にもつながった。

うまく
いかなかった点

うまくいった点
・採用した指標は○○市統計書や商店街組合連合会により毎年度、数値が整理されているもの
であるので、モニタリングを容易に実施することができ、かつ、交付期間途中に供用した事業の効
果を確認することができた。

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

その他

ＰＤＣＡによる事業
・評価の進め方

数値目標と
目標・事業との

整合性等

・モニタリングの実施は、事業の進捗状況を確
認できて有効である。

・毎年データが算出できる指標を選定するとモニ
タリングが容易となるため、指標を設定する際に
は計測のことも考慮して検討することが望まし
い。

・都市再生整備計画の作成時には、事後評価
の実施を考慮して指標を設定する必要がある。
・従前値の算出方法の記録を保管しておくこと
が必要である。

・住民参加はまちづくり事業を円滑にする上で有
効である。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

 
 
添付様式６－参考記述　今後、まちづくり交付金の活用予定、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）
・今後のまちづくり交付金の活用予定
　　商店街の後背にある住宅密集地区の住整備改善が必要と思われる。当地区の経験を住宅密集地区の都市再生整備計画の作成に活かしていく。

・今後、事後評価を予定する地区
　　本市においては、平成21年度に△△地区、□□地区の２地区において事後評価の実施予定。当地区の事後評価の経験を踏まえて、円滑に事後評価を実施したい。

 
 
 
① 要因分析‥‥‥各項目について、うまくいった点、うまくいかなかった点がある場合には、その内

容を要因分析として整理し、次期計画や他地区のまちづくりに活かすことができる

ように経験を記入します。※全てを記入する必要はなく、特に今後のまちづくりと

して申し送りするような経験があれば記入します。 

② 次期計画や他地区への活かし方 

‥‥‥次期計画や他地区のまちづくりで活用するとよいノウハウ等を記入します。 

③ 今後、まちづくり交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称 

‥‥‥今後、まちづくり交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称を記

入します。 

 

 

［記入例］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 

①                 ② 

③ 
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以上までの手続きや検討結果を取りまとめて「事後評価原案」を作成し、これを住民に公表しま

す。また、住民より広く意見を収集し、事後評価原案の内容を必要に応じて見直します。 

 
 

 
 

◆まちづくり交付金の事後評価では、事業と評価を連動させるＰＤＣＡサイクルの考え方を採用し

ているとともに、「わかりやすさ」として情報公開・透明性を重要視しているため、事後評価の

成案となる前段階の「事後評価原案」を公表することを必須とします。 

◆ここでは、事後評価原案の公表の実施結果を記入します。 

◆さらに、公表の際に得られた意見については、まちづくり交付金評価委員会（後述）に提出する

ものとします。 
 

添付様式７ 事後評価原案の公表 

（５）事後評価原案の公表 （添付様式７） 
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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 市のホームページに掲載 平成20年11月1日～12月1日 平成20年11月1日～12月1日

広報掲載・回覧・個別配布
広報に市のホームページで原
案を公表している旨を掲載

平成20年11月1日発刊
広報11月号

平成20年11月1日～12月1日

説明会・ワークショップ

その他

住民の意見

・Bショッピングプラザの閉鎖は残念だ。再開の努力をしてほしい。
・城址公園に郷土を知る博物館ができたのはよいが、これまでにかかった建設費やこれからの維持費が気になる。事業にかかった費用も公
表すべきではないか。
・商店街の電動スクターの実験はすばらしい。高齢者でも自由に買い物ができるようになってほしい。実験で終わりではなく、本格的にやって
ほしい。

都市整備課
（まちづくり交付金担当
課）

担当課への
電話、FAX、電子メール

 
 
① 具体的方法‥‥‥‥‥‥事後評価原案の具体的な公表方法を記入します。 

② 公表期間・公表日‥‥‥公表期間・公表日を記入します。 

③ 意見受付期間‥‥‥‥‥意見の受付期間を記入します。 

④ 意見の受付方法‥‥‥‥意見の受付方法を記入します。 

⑤ 担当部署‥‥‥‥‥‥‥事後評価原案を公表する主体となった担当部署名を記入します。 

⑥ 住民の意見‥‥‥‥‥‥原案の公表により得られた住民の意見を箇条書きで記入します。 

 

 

 

［記入例］ 添付様式７ 事後評価原案の公表 

①       ②        ③      ④      ⑤ 

⑥ 
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「まちづくり交付金評価委員会」は、市町村による事後評価等が適切に遂行されたことを中立・

公平な立場で確認していただき意見を求めること、及び、今後のまちづくり方策等について意見を求

めることを目的としています。 

 
 

 
 

◆ここでは、「まちづくり交付金評価委員会」の審議結果を記入します。 

 

 
 

【補足・留意事項】 

・ 「まちづくり交付金評価委員会」は、次のような要件等を満足して開催される必要があります。 

 

■表 まちづくり交付金評価委員会の要件等 

根 拠 まちづくり交付金事後評価実施要領 第５ 

目 的 

ⅰ)事後評価の手続き及び都市再整備計画の目標の達成状況の確認等の結果につい

て、その妥当性を審議し、不適切な点または改善すべき点があると認めた場合は、

意見の具申を行う。 

ⅱ)今後のまちづくり等の内容の妥当性について審議し、不適切な点または改善すべ

き点があると認めた場合は、意見の具申を行う。 

委員構成 3 名以上の委員により構成すること。 

委員には、必ず学識経験のある有識者を含めること。 

主な 
審議事項 

まちづくり交付金評価委員会は、その目的を達成するために次の事項について審議

する。 

ⅰ) 事後評価制度の概要説明 

ⅱ) 当該地区におけるまちづくりの経緯説明 

ⅲ) 事後評価手続き等にかかる審議 

・方法書について 

・成果の評価について 

・実施過程の評価について 

・効果発現要因の整理について 

・事後評価原案の公表について 

ⅳ) 今後のまちづくりについて審議 

・今後のまちづくり方策について 

・フォローアップ計画について 

ⅴ) 評価委員会後のスケジュール 

開催回数 １回の開催は必須。 

市町村の任意で複数回開催することもできる。 

 

まちづくり交付金
評価委員会の審議 （６） （添付様式８） 

添付様式８ 事後評価原案の公表 
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添付様式８　まちづくり交付金評価委員会の審議

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

審議事項※１ 委員会の意見

まちづくり交付金評価委
員会設置要綱

独自に設置

△△　△△　　○○大学工学部　教授（都市計画）　座長
□□　□□　　××大学行政学部　教授（事業評価）　（欠
席）
商店街組合連合会　会長
まちづくり会社　事務局長
青年会議所　理事長
○○地区町内会連合会　会長

第１回　平成20年12月3日
都市整備課
（まちづくり交付金担当
課）

・特になし。

・フォローアップを確実に実施して、市民に公表するようにとの意見があった。

・コミュニティバスについて、運行路線をもっと増やせないかという意見があった。
→市の財政的負担やバス会社の既存の営業路線との関係もあり、路線の増設には慎重な検討が必要であると答弁。

・市街地再開発事業と城址公園の整備にタイミングを合わせて、周辺の関連する事業が実施できたことは、まちづくり交付金をうまく利用で
きたという意見があった。

・事後評価の手続きは妥当であると認められた。

・Bショッピングプラザに再生に期待する意見があった。
・次のまちづくりの必要がある個所として、商店街の後背の密集住宅地は、狭小な木造老朽家屋に高齢者が多く住んでおり、本市の大き
な課題であるという意見があった。

委員構成

その他
・特になし。

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

・方法書に従って、事後評価が適正に実施されたことが確認された。

・居住人口について、確かに数値目標は達成できなかったが、人口減少が下げ止まったのだから、目標達成度の判定は○としてもよいの
ではないかという意見もあったが、市の目標はあくまでも現状維持であったので△と判定したということで委員の理解を得た。

・ワークショップの実施が事業の効果発現に大いに寄与している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。

・事後評価原案は、市民に分かりやすく公表されたことが確認された。

 

 
 
① 委員構成‥‥‥‥‥‥委員構成を記入します。 

なお、学識経験のある委員については、氏名、所属、役職を記入します。 

その他の委員については、氏名は省略することができます。特に、住民等が

委員の場合には、個人情報等に配慮して所属等支障ない範囲で記入します。 

② 実施時期‥‥‥‥‥‥委員会の開催時期（年月日）を記入します。 

③ 担当部署‥‥‥‥‥‥委員会を開催するにあたり、主体となった担当部署名を記入します。 

④ 委員会の設置根拠‥‥下記の例に倣い、委員会の設置根拠を記入します。 

委員会の設置根拠の記入例 

まちづくり交付金評価委員会の設置条例の制定による設置。 

まちづくり交付金評価委員会の設置要綱の制定による設置。 

既存機関を活用（都市計画審議会、事業評価委員会 等）。 

なし。 

⑤ 委員会の母体組織‥‥下記の例に倣い、委員会を構成する母体組織について記入します。母体組織

に依存していない場合には、「独自に設置」と記入します。 

委員会の母体組織の記入例 

独自に設置。 

既存組織（都市計画審議会、事業評価委員会等）そのものを位置づけ。 

既存組織（都市計画審議会、事業評価委員会等）の委員を改めて委員に委嘱。 

既存組織（まちづくり協議会等）に学識経験者を加えて構成。 

⑥ 委員会の意見‥‥‥‥審議結果、指摘事項、委員会の結論を簡潔に記入します。 

［記入例］ 添付様式８ まちづくり交付金評価委員会の審議 

①         ②       ③      ④       ⑤ 

⑥ 
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事後評価にあたって、市町村が自ら必要と判断した場合には、任意に外部の有識者から意見を収

集・整理することができます。 

 

 
 

 
◆効果発現要因の整理（添付様式４）、今後のまちづくり方策の検討（添付様式５及び６）、まちづ

くり交付金評価委員会の審議（添付様式８）以外の機会に、市町村が任意に有識者の意見聴取を

行った場合に記入します。 
 

添付様式９ 有識者からの意見聴取 

（７）有識者からの意見聴取 （添付様式９） 
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添付様式９　有識者からの意見聴取

実施時期 担当部署

平成20年12月5日 都市整備課（まちづくり交付金担当課）

有識者の意見

・この様式は、効果発現要因の整理（添付様式５）、今後のまちづくり方策の検討（添付様式６）、まちづくり交付金評価委員会の審議（添付様式９）以外の機会に、
市町村が任意に有識者の意見聴取を行った場合に記入して下さい。

意見聴取した有識者名・所属等

・まちづくり交付金評価委員会の委員である△△教授から、□□教授を紹介され、意見を聞いた。

【□□教授の意見】
・本事業において積極的に展開されたワークショップは、事業に係る合意形成に留まらず、住民のまちづくり意欲を高める効果をもたら
したと言える。
・具体的な指標と数値目標を導入し、PDCAサイクルという発想を取れたまちづくり交付金の評価制度はこれまでにない制度だ。このよ
うな事後評価を行うことは非常に重要だ。
・事後評価原案に対する意見が●件しかなかったのは残念。せっかくワークショップで市民と良好な関係を築いたのだから、ワーク
ショップで評価原案の意見を聴くなど方法もあったのではないか。
・とにかく情報公開が重要である。ホームページの公開では、インターネットを利用できるしか見ることができないという欠点もある。最
終の評価結果の公表も適正に実施されることを望む。

○○　○○　　■■大学大学院政策科学研究科　教
授

 
 

 

① 意見聴取した有識者名・所属等 

‥‥‥‥市町村が任意に有識者意見を聴取した有識者について、所属・役職と

氏名等を記入します。 

② 実施時期‥‥‥‥‥‥‥‥‥有識者から意見を聴取した時期（年月日）を記入します。 

③ 担当部署‥‥‥‥‥‥‥‥‥有識者からの意見聴取の主体となった担当部署名を記入します。 

④ 有識者の意見‥‥‥‥‥‥‥意見聴取により得られた有識者の意見を箇条書きで記入します。 

 

［記入例］ 添付様式９ 有識者からの意見聴取 

④

① ② ③ 
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以上までの評価及び整理の結果から主要事項を抜粋し、「評価結果のまとめ」を作成します。 

また、「まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり」として、事業の完成状況（完成図や完成

写真等）と今後のまちづくりの課題や具体方策、今後の目標等が一覧できる資料を作成します。 

 
 
 
 

◆評価結果の総括「評価結果のまとめ」として、『成果の評価』【事業の実施状況、都市再生整備計

画に記載した数値目標の達成状況、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、定量的に表現できない定性的な効果発現状況】と『実施過程の評価』【モニタリ

ング、住民参加プロセス、持続的なまちづくり体制】の評価結果がすべて一覧できる評価結果の

シートを作成します。 
 
 
 
 
【補足・留意事項】 

・ 事後評価結果の公表方法の一例を以下に示します。 

＊市報等の広報紙への掲載 

＊市町村のウェブサイトへの掲載 

・ また、下記などの手段により、事業の実施についても広く公表することが望まれます。 

＊住民説明会・シンポジウム参集による周知 

＊パンフレット等印刷媒体、看板等による周知 

（８）評価結果のまとめ （様式２－１, ２－２）

様式２－１ 評価結果のまとめ 
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 ● ha

交付期間 0.4

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

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

●

●

●

9,600

840

95

9,800

 １）事業の実施状況

地権者と合意できず事業中止

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

市道改良事業（２路線）、公園（城址公園及び街区公園２箇所）、地域生活基盤施設（広場、情報掲示板、観光案内板、自転車駐車場）、高質空間形成施設（照明、ストリートファニチャー）、高次都市施設（観光交流セン
ター）、既存建造物活用事業（城門の修景・修理）、公営住宅等整備（特優賃、高優賃）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

億円/年 800 H14 880

H15

地区の居住人口 人

 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

従前値 目標値

コミュニティバスの乗客数 千人/年 200 H15

91 H20

220 214

フォローアップ
予定時期

郷土歴史博物館：事業化の交付期間内の前倒し
社会実験：中心商店街からの要望を受け追加

目標
達成度

○

郷土歴史博物館：指標４の数値目標を上方修正
社会実験：影響なし

1年以内の
達成見込み

237

△

H21年4月頃

中心商店街の歩行者通行
量（休日）

人/日 9,000 H15 9,900 H20 9,300

H20

H20 810

73 H21年4月頃
公園の再整備と郷土歴史館の相乗効果に
よる。

H22年度内△

○

10,200

70

指標1

指　標

指標２

千人/年

地区の小売販売額

指標４ 城址公園の来訪者数

指標３

H15 10,200 H20 9,800

 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

指　標
従前値 目標値

地区の小売販売額の対全
市シェア

％ 23 H14 24

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

28 H22年度内
市街地再開発事業の開業効果が中心商店
街にも波及し、対全市シェアは上がった。

 ５）実施過程の評価

・市民ワークショップに参加した市民のまちづくりへの意欲が向上し、コミュニティバスのバス停周辺の道路清掃を自主的に行ったり、観光交流センターのボランティアスタッフ登録が増えている。
・住民と行政、商店主らとの対話の機会が増え、行政職員のコミュニケーション能力が向上した。

その他の
数値指標３

交付期間
の変更

歩行者空間整備事業、都心居住推進事業、チェレンジショップ整備運営事業、事業効果分析事業、コミュニティバス社会実験、市民ワークショップ、まちづくり勉強会

新たに追加し
た事業

なし

郷土歴史博物館
タウンモビリティ社会実験、オープンカフェ社会実験

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

まちづくり会社と市民の主体的な活動にまかせ、市は後方支援に徹する。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

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

市民ボランティアによる観光交流センター運営委員会

コミバスについては、今後も市民の意見を聞いて、利用促進を図る。
観光交流センターのオープン後の運営については、まちづくり会社と市民
の主体的な活動にまかせ、市は後方支援に徹する。

モニタリング ○○市統計書等によるモニタリング

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

コミュニティバス利用促進市民ワークショップ
観光交流センター運営市民ワークショップ

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

今後の対応方針等

交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。モニタリン
グ同様に毎年度の本市統計書により確認する。

△

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

H21年4月頃
民間の住宅供給が期待よりも振るわなかっ
た。人口減少は下げ止まっている。

効果発現要因
（総合所見）

運行見直しにあたり住民・利用者の意見を
反映したことが利用増につながった。

市街地再開発事業とコミュニティバス等の効
果により中心商店街の往来が増えた。

Ｂ商業施設の閉店により市街地再開発事業
の効果が打ち消された

H21年8月頃

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名

市道Ｃ線拡幅事業

なし

数　　値

平成16年度～20年度

平成　　年度　～　　年度

●●百万円

○○地区

平成16年度～20年度 平成20年度事後評価実施時期

○○県 市町村名 ○○市

交付対象事業費 国費率

 

 

様式2-1は、これまでの作成した添付様式からの転記又は添付様式の内容を簡潔に記入して作成します。 

様式 2-1 の記入項目で参照する添付様式は次の表のとおりです。 

記入項目 参照する添付様式等 

都道府県名、市町村名、地区名、面積 都市再生整備計画（最終変更計画） 

交付期間、事後評価実施年度、交付対象事業

費、国費率 
都市再生整備計画（最終変更計画）、添付様式１ 

１）事業の実施状況 都市再生整備計画（最終変更計画）、添付様式１ 

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 

指標の評価については、添付様式２ 

効果発現要因については、添付様式４ 

フォローアップ予定次期については、添付様式５ 

４）定性的な効果発現状況 添付様式２ 

５）実施過程の評価 添付様式３ 

※本様式は公表を前提とし、住民等にわかりやすく作成して下さい。 

［記入例］ 様式２－１ 評価結果のまとめ 



7-42 

 

 

 

◆評価結果の総括「まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり」として、事業の完成状況（完

成図や完成写真等）と今後のまちづくりの課題や具体方策、今後の目標等が一覧できる資料を作

成します。 
 

様式２－２ まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり 



7-43 

 

 

様式２－２　地区の概要

単位：千人/年 2,000 H15 220 H20 237 H20

単位：人/日 9,000 H15 9,900 H20 9,600 H20

単位：億円/年 800 H14 880 H20 840 H20

単位：千人/年 70 H15 91 H20 95 H20

単位：人 10,200 H15 10,200 H20 9,800 H20

大目標　市民と観光客が楽しみ、ふれあうことができる中心市街地の再生
　目標１　中心市街地の市民の生活拠点としての機能回復を図る。
　目標２　中心市街地の資源を見直して、観光客を中心市街地に誘客する。

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

中心商店街の歩行者通行量（休日）

コミュニティバスの乗客数

地区の小売販売額

城址公園の来訪者数

地区の居住人口

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・主たる基盤整備（ハード）はほぼ達成されたので、今後の効果の持続は活用方策（ソフト）の問題となる。賑わいの持続のためにソフト的な取り組みは、商店街やまちづくり会社等が主役となって推進し、行政は側面支援を行う。
・Bショッピングプラザの早急な再生のために、商店街、まちづくり会社等と連携を強化する。
・都心居住推進のさらなる推進のための支援制度のPR強化を行う。また、住宅供給を行う民間事業者との連携強化を図る。
・商店街後背の住宅密集地区の住環境改善を図るために、地権者や居住者等との対話を行う。
・自動車利用者向けの駐車場情報の提供、民間駐車場経営者や商店街等との連携による共通駐車券の拡大を図るなど、駐車場付近の交通混雑の解消を図る必要がある。
・区画道路の車道と歩道の分離等（道路改良）により、歩行者の安全を確保する。

まちの課題の変化

・市街地再開発事業と城址公園の再整備は確実に進展し、中心市街地再生の核となっている。
・コミバスによるアクセス確保、歩行者空間の確保、観光案内看板により回遊性は実現され、中心商店街の歩行者数、城址公園の来訪者が増加した。
・数値目標には達しなかったが、中心商店街の小売販売額は増加し、居住人口も下げ止まった。

目標値 評価値

○○地区（○○県○○市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

△△駅

市街地再再開発事業（関連）
イベント広場（基幹：地域生活）
情報掲示板（基幹：地域生活）
観光案内図（基幹：地域生活）

城門の修景・修理（基幹・既存建造物）
観光案内図（基幹：地域生活）

市道Ａ線改築（基幹：道路）

市道B線改築（基幹：道路）

照明・ストリートファニチャー（基幹：高質空間）
歩行者空間整備事業（提案）

照明・ストリートファニチャー（基幹：高質空間）
観光案内図（基幹：地域生活）
チャレンジショップ（提案）
タウンモビリティ社会実験（提案）
オープンカフェ社会実験（提案）
まちづくり勉強会（提案）

観光交流センター（基幹：高次都市）
観光案内図（基幹：地域生活）
市民ワークショップ（観光交流センター活用部
会）（提案）
自転車駐車場（基幹：地域生活）

城址公園（基幹：公園）
観光案内図（基幹：地域生活）
郷土歴史博物館（提案）

市役所

Ａ街区公園（基幹：公園）

Ｂ街区公園（基幹：公園）

コミュニティバス社会実験（２路線）（提案）
市民ワークショップ（コミュニティバス見直し
部会）（提案）

民間主体による特優賃・高優賃の供給（基幹：
公営住宅等）

民間主体による特優賃・高優賃の供給（基
幹：公営住宅等）

区域内全域
都心居住推進事業（提案）

 

 

様式2-2は、これまでの作成した添付様式からの転記又は添付様式の内容を簡潔に記入して作成します。 

また、地区の概要について地図や写真等を貼り付けて下さい。 

様式 2-2 の記入項目で参照する添付様式は次の表のとおりです。 

記入項目 参照する添付様式等 

まちづくりの目標 都市再生整備計画（最終変更計画） 

目標を定量化する指標 

従前値、目標値、評価値 
様式２－１ 

まちの変化 

今後のまちづくり方策 
添付様式５ 

※本様式は公表を前提とし、住民等にわかりやすく作成して下さい。 

 
 
 

［記入例］ 様式２－２ まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり 



様式2

まちづくり交付金　事後評価シート
記　入　例

○○地区

平成○年○月

○○県○○市

事後評価シート記入例



※記入にあたっての留意事項（このページは、提出の際には添付する必要はありません。）

本様式の記入にあたって、下記の点に留意してください。

段　階 内　容 時　期
記入欄の
色分け

 《第一段階》 モニタリング
事業期間中に、実施状況、数値目標の達成状
況、効果発現の状況を確認する

交付期間中の
任意の時期

 《第二段階》 事後評価
評価項目の計測（見込みの値でも可）、効果
発現に関わる要因、今後のまちづくり方策等
を整理する

最終年度

 《第三段階》 フォローアップ
事後評価時に「見込みの値」としたものに対
して、事業終了後に、確定した数値で再度整
理する

原則、交付終
了の翌年度

２．記入項目の詳細や記入例については「事後評価シート作成の手引き」を参照してください。

３．記入欄が不足する場合には、適宜、欄（枠）を拡張するなどして記入して下さい。

４．国への提出後、必要に応じて再提出等のために修正を行う場合は、従前の記載内容は削除せず、消し線を用いて下さい

例１）数値等の軽微な修正
　　【修正前】　○○整備事業　面積　2,300㎡
　　【修正後】　　　　　　　　　　         　2,800㎡　
例２）文章の修正
　　【修正前】 ・・・するものとし、特に、●●館のイベント等に関する情報を発信していくものとする。
　　【修正後】  　　 　　　　　　　　特に、●●館のイベント等に関する最新情報をﾘｱﾙﾀｲﾑでＨＰ上から提供していくものとする。

１．モニタリング（一部の結果）・事後評価・フォローアップの３段階について、記入欄を色分けで区分しています。
　　それぞれの結果を該当欄に記入してください。

事後評価シート記入例



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 ● ha

交付期間 0.4

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

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

●

●

●

●●百万円

○○地区

平成16年度～20年度 平成20年度事後評価実施時期

○○県 市町村名 ○○市

交付対象事業費 国費率

指標５

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

地区名

事業名

市道Ｃ線拡幅事業

なし

数　　値

平成16年度～20年度

平成　　年度　～　　年度

フォローアップ
予定時期

H21年4月頃
民間の住宅供給が期待よりも振るわなかっ
た。人口減少は下げ止まっている。

効果発現要因
（総合所見）

運行見直しにあたり住民・利用者の意見を
反映したことが利用増につながった。

市街地再開発事業とコミュニティバス等の
効果により中心商店街の往来が増えた。

Ｂ商業施設の閉店により市街地再開発事
業の効果が打ち消された

H21年8月頃

△

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

今後の対応方針等

交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。モニタリン
グ同様に毎年度の本市統計書により確認する。

モニタリング ○○市統計書等によるモニタリング

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

コミュニティバス利用促進市民ワークショップ
観光交流センター運営市民ワークショップ

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

まちづくり会社と市民の主体的な活動にまかせ、市は後方支援に徹する。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

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

市民ボランティアによる観光交流センター運営委員会

コミバスについては、今後も市民の意見を聞いて、利用促進を図る。
観光交流センターのオープン後の運営については、まちづくり会社と市民
の主体的な活動にまかせ、市は後方支援に徹する。

交付期間
の変更

歩行者空間整備事業、都心居住推進事業、チェレンジショップ整備運営事業、事業効果分析事業、コミュニティバス社会実験、市民ワークショップ、まちづくり勉強会

新たに追加し
た事業

なし

郷土歴史博物館
タウンモビリティ社会実験、オープンカフェ社会実験

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

影響なし

 ５）実施過程の評価

・市民ワークショップに参加した市民のまちづくりへの意欲が向上し、コミュニティバスのバス停周辺の道路清掃を自主的に行ったり、観光交流センターのボランティアスタッフ登録が増えている。
・住民と行政、商店主らとの対話の機会が増え、行政職員のコミュニケーション能力が向上した。

その他の
数値指標３

H22年度内
市街地再開発事業の開業効果が中心商店
街にも波及し、対全市シェアは上がった。

24

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

28 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

指　標
従前値 目標値

地区の小売販売額の対全
市シェア

％ 23 H14

H15 10,200 H20 9,80010,200

70

指標1

指　標

指標２

千人/年

地区の小売販売額

指標４ 城址公園の来訪者数

指標３ H20 810

73 H21年4月頃
公園の再整備と郷土歴史館の相乗効果に
よる。

H22年度内△

○

△

H21年4月頃

中心商店街の歩行者通行
量（休日）

人/日 9,000 H15 9,900 H20 9,300

H20 214

フォローアップ
予定時期

郷土歴史博物館：事業化の交付期間内の前倒し
社会実験：中心商店街からの要望を受け追加

目標
達成度

○

郷土歴史博物館：指標４の数値目標を上方修正
社会実験：影響なし

1年以内の
達成見込み

237

 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

従前値 目標値

コミュニティバスの乗客数 千人/年 200 H15

91 H20

220

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

億円/年 800 H14 880

H15

地区の居住人口 人

 １）事業の実施状況

地権者と合意できず事業中止

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

市道改良事業（２路線）、公園（城址公園及び街区公園２箇所）、地域生活基盤施設（広場、情報掲示板、観光案内板、自転車駐車場）、高質空間形成施設（照明、ストリートファニチャー）、高次都市施設（観光交流セン
ター）、既存建造物活用事業（城門の修景・修理）、公営住宅等整備（特優賃、高優賃）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

9,600

840

95

9,800

事後評価シート記入例



様式２－２　地区の概要

単位：千人/年 2,000 H15 220 H20 237 H20

単位：人/日 9,000 H15 9,900 H20 9,600 H20

単位：億円/年 800 H14 880 H20 840 H20

単位：千人/年 70 H15 91 H20 95 H20

単位：人 10,200 H15 10,200 H20 9,800 H20

目標値 評価値

○○地区（○○県○○市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・主たる基盤整備（ハード）はほぼ達成されたので、今後の効果の持続は活用方策（ソフト）の問題となる。賑わいの持続のためにソフト的な取り組みは、商店街やまちづくり会社等が主役となって推進し、行政は側面支援を行う。
・Bショッピングプラザの早急な再生のために、商店街、まちづくり会社等と連携を強化する。
・都心居住推進のさらなる推進のための支援制度のPR強化を行う。また、住宅供給を行う民間事業者との連携強化を図る。
・商店街後背の住宅密集地区の住環境改善を図るために、地権者や居住者等との対話を行う。
・自動車利用者向けの駐車場情報の提供、民間駐車場経営者や商店街等との連携による共通駐車券の拡大を図るなど、駐車場付近の交通混雑の解消を図る必要がある。
・区画道路の車道と歩道の分離等（道路改良）により、歩行者の安全を確保する。

まちの課題の変化

・市街地再開発事業と城址公園の再整備は確実に進展し、中心市街地再生の核となっている。
・コミバスによるアクセス確保、歩行者空間の確保、観光案内看板により回遊性は実現され、中心商店街の歩行者数、城址公園の来訪者が増加した。
・数値目標には達しなかったが、中心商店街の小売販売額は増加し、居住人口も下げ止まった。

大目標　市民と観光客が楽しみ、ふれあうことができる中心市街地の再生
　目標１　中心市街地の市民の生活拠点としての機能回復を図る。
　目標２　中心市街地の資源を見直して、観光客を中心市街地に誘客する。

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

中心商店街の歩行者通行量（休日）

コミュニティバスの乗客数

地区の小売販売額

城址公園の来訪者数

地区の居住人口

△△駅

市街地再再開発事業（関連）
イベント広場（基幹：地域生活）
情報掲示板（基幹：地域生活）
観光案内図（基幹：地域生活）

城門の修景・修理（基幹・既存建造物）
観光案内図（基幹：地域生活）

市道Ａ線改築（基幹：道路）

市道B線改築（基幹：道路）

照明・ストリートファニチャー（基幹：高質空間）
歩行者空間整備事業（提案）

照明・ストリートファニチャー（基幹：高質空間）
観光案内図（基幹：地域生活）
チャレンジショップ（提案）
タウンモビリティ社会実験（提案）
オープンカフェ社会実験（提案）
まちづくり勉強会（提案）

観光交流センター（基幹：高次都市）
観光案内図（基幹：地域生活）
市民ワークショップ（観光交流センター活用部
会）（提案）
自転車駐車場（基幹：地域生活）

城址公園（基幹：公園）
観光案内図（基幹：地域生活）
郷土歴史博物館（提案）

市役所

Ａ街区公園（基幹：公園）

Ｂ街区公園（基幹：公園）

コミュニティバス社会実験（２路線）（提案）
市民ワークショップ（コミュニティバス見直し
部会）（提案）

民間主体による特優賃・高優賃の供給（基幹：
公営住宅等）

民間主体による特優賃・高優賃の供給（基
幹：公営住宅等）

区域内全域
都心居住推進事業（提案）

事後評価シート記入例



（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　住民参加プロセスの実施状況

　　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、まちづくり交付金の活用予定、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）まちづくり交付金評価委員会の審議
　　添付様式８　　まちづくり交付金評価委員会の審議

（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

まちづくり交付金　事後評価シート
（添付書類）

事後評価シート記入例



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

●

●

●

●

Ｂ．目標を定量化する指標

Ｃ．目標値
指標「城址公園への来訪者数」の数値目
標について、従前値から１割増を目指す。

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

変更前 変更後

数値目標を３割増に上方修正。

変更理由

中心市街地における市民の憩いと観光交流の推進を図るため城址公園の
整備を進めているが、郷土歴史博物館の整備を交付期間中に前倒し、まち
づくり交付金を活用することにしたことから、城址公園来訪者のさらなる増
加が期待できる。

事後評価シート記入例



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 450 500
地盤改良が必要となったための事
業費増

●

道路 480 530
回遊する観光客の増加に備えて歩
道の設計変更及びそれに伴う工事
費増

●

道路 300 0
平成○年に計画変更して削除。
地権者と合意が得られず事業中
止。

公園 700 700 なし ●

公園 20 20 なし ●

公園 35 30 コスト縮減による事業費減 ●

地域生活基盤
施設

1,100 1,000 コスト縮減による事業費減 ●

高質空間形成
施設

400 400 なし ●

高次都市施設 50 60
設計の一部に市民ワークショップの
意見を反映させたため事業費増加

●

既存建造物活
用事業

80 80 なし ●

公営住宅等整
備

514 400
民間事業者の都合で白紙となった
事業があったため供給予定戸数が
減

●

影響なし

影響なし

-

-

影響なし

-

影響なし

影響なし

影響なし

-

居住人口の指標に関係するが、他の要因で人口が変動する可能
性もあるため、数値目標は据え置く。

※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

基幹事業

事業内容

当初計画 最終変更計画

事業内容事業箇所名
事業

L=350m

L=350m

5ha

200㎡

L=150m

L=350m

L=300m

150㎡

L=0m

180戸

Ｂ街区公園

イベント広場、情報掲示板、観光案
内板、自転車駐車場

市道Ｃ線拡幅

城門の修景・修理

民間主体による特優賃、高優賃の供
給

400㎡

150㎡

5ha

200㎡

400㎡

140戸

照明、ストリートファニチャー

観光交流センター

市道Ａ線改良事業

市道Ｂ線改良事業

城址公園

Ａ街区公園

事後評価時の完成状況
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

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

事後評価シート記入例



事業費 事業費 完成 完成見込み

- 550
平成○年に計画変更して追加
博物館の事業化を交付期間中に前
倒しする。

●

80 80 なし ●

500 500 なし ●

30 30 なし ●

事業活用調査 15 15 なし ●

150 150 なし ●

- 30 平成○年に計画変更して追加 ●

- 30 平成○年に計画変更して追加 ●

30 30 なし ●

25 25 なし ●

当初計画
最終変更

計画
当初計画

12,000 12,000
平成○年○月○日～
平成○年○月○日

平成○年にすでに竣工し、隣
接するイベント広場（地域生
活基盤施設）と一体的に活用
されて、賑わい拠点となって
いる。

なし －

オープンカフェ社会実験 なし －

事後評価時の完成状況

3000㎡

住宅建設奨励金

城址公園内に整備するため、公園来訪者の増加が見込まれる。数
値目標を１０％増から３０％増に上方修正。

-

-

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
備考進捗状況及び所見

平成○年○月○日～
平成○年○月○日

Ｃ地区市街地再開発事業

チェレンジショップ整備運営事業

まちづくり勉強会

コミバス運行見直し社会実験

提案事業

細項目
事業

事業箇所名

最終変更計画

事業内容

まちづくり
活動推進事業

タウンモビリティ社会実験

※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

当初計画

事業内容

なし

住宅建設奨励金

歩道・区画道路

市民ワークショップ

（参考）関連事業

市街地再開発事業

事業
細項目

歩道・区画道路 -
地域創造
支援事業

郷土歴史博物館

都心居住推進事業

歩行者空間整備事業

事業効果分析事業

最終変更計画

-

中心市街地の賑わいに関連するが、指標及び数値目標は据え置
く。

中心市街地の賑わいに関連するが、指標及び数値目標は据え置
く。

-

-

事業期間

-

事後評価シート記入例



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

214 △

確定
見込み ●

9,300 △

確定 ●

見込み

810 ×

確定

見込み ●

73 △

確定

見込み ●

9,800 △

確定

見込み ●

指　標

指標１

指標２

指標３

指標４

指標５

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）

（参考）※１

計画以前の値 従前値 目標値

事後評価

1年以内の
達成見込みの

有無目標達成度※２数値（エ）

モニタリング H17

○

モニタリング

840 事後評価 △

商業統計表を用いたが、統計調査の実施年度及びその結果が出る年度と、事後評価の実施年度が一
致しなかったため、評価値の推計に苦慮した。

△

事後評価

モニタリング

●

モニタリング H16

モニタリング H18 モニタリング

事後評価

●

91 H20

800

H15

H14 880

10,200 10,200

H20

事後評価

モニタリング

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

H18
●

事後評価 △9,800

町丁目のなかには、区域の一部分しか対象地域になっていないところもあり、従前値ではそのような区
域の人口をどのように算出したのか不明であった。

H20

コミュニティバスの乗客数

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）

従前値の１割増を目指したが、市民ワークショップの意見を運行コースの見直しや運行計画に反映させたた
め、２割増の結果を得て、期待以上の成果をあげることができた。

指　標

事後評価の時点では数値目標に至っていないが、毎年度の調査結果を見ると着実に増加しており、１年以内
の数値目標の達成の可能性は大きい。

平成○年にオープンしたＡ百貨店を主力テナントする市街地再開発事業は大きな効果はあったが、一方、○
年にＢショッピングプラザのメインテナントが撤退により閉鎖に追い込まれ、全体の小売金額の伸びが打ち消さ
れた。

予想以上に人口減少が進み、従前値の維持という目標は達成できかなった。しかし、減少傾向に歯止めはか
かったことは評価できる。従前値のレベルに戻るだけの住宅供給、住宅建設の動きは感じられず、１年以内の
数値目標の達成見込みは困難であると判断した。

指標１ 千人/年

平成20年8月までの乗客数の月
別データと過去の傾向から、評
価基準日における評価値を推
計。

モニタリング
200 H15 220 H20

237 事後評価

指標３ 地区の小売販売額 1,450 H6億円/年
平成19年度及び過去の商業統
計表により20年度の小売り金額
を推計。

事後評価

指標２
中心商店街の歩行者通
行量（休日）

人/日
商店街組合連合会が毎年夏に
実施している歩行者通行量調査
を活用。

20,000

指標５ 地区の居住人口 人

郷土歴史館の開設との相乗効果で、期待以上の来訪者があった。

21,600 H5

平成20年8月までの住民基本台
帳の月別データと過去の傾向か
ら、評価基準日の評価値を推
計。

指標４ 城址公園の来訪者数 千人/年

公園管理事務所が把握している
平成19年度までの毎年のデータ
から、評価基準日の評価値を推
計。

90 H5 70 H15

事後評価 95 事後評価 ○

モニタリング H18 モニタリング

H5 9,000

9,600

H15 9,900 H20

※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

事後評価シート記入例



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 24

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

指標３を補完して、地区の商
業機能の回復を説明する。

Bショッピングプラザ閉鎖による
マイナス影響はあるものの、再
開発事業の効果は確実にあっ
たと思われ、地区の全市シェア
の変化により地区の商業機能
の回復を説明する。

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）

事後評価

H16

28

数値（ウ）

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）

商業統計より全市と地区の小売
販売額を求め、地区のシェアを
算出する。

H634 23

事後評価

指　標

（参考）※１

計画以前の値 従前値

H14

・市民ワークショップに参加した市民のまちづくりへの意欲が向上し、コミュニティバスのバス停周辺の道路清掃を自主的に行ったり、観光交流センターのボランティアスタッフ登録が増えている。
・住民と行政、商店主らとの対話の機会が増え、行政職員のコミュニケーション能力が向上した。

その他の
数値指標１

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

事後評価

％
地区の小売販売額の対
全市シェア

事後評価シート記入例



（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　住民参加プロセスの実施状況

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３－③　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　　　　　　　　　　　　）

○○市統計書等によるモニタリング
モニタリング同様に毎年度の本市統計書に
より確認する。

観光交流センター運営市民ワークショップ
観光交流センターのオープン後の運営につ
いては、まちづくり会社と市民の主体的な活
動にまかせ、市は後方支援に徹する。

コミュニティバス利用促進市民ワークショッ
プ

今後も市民の意見を聞いて、利用促進を図
る。

【実施頻度】毎年度1回
【実施時期】毎年度9月
【実施結果】採用した指標は○○市統計書や商店街組合連合会により毎年
度、数値が整理されているものであるので、モニタリングを容易に実施すること
ができ、かつ、交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。

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

市民ボランティアによる観光交流センター
運営委員会

まちづくり会社と市民の主体的な活動にまか
せ、市は後方支援に徹する。

観光交流センター運営委員会
観光交流センターの維持管理はまち
づくり会社が行うが、日常のセンター
の活動（ガイドや休憩施設の運営等）
は市民のボランティアスタッフが行う。

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

実施頻度・実施時期・実施結果実施状況

【実施頻度】計●回
【実施時期】平成16～18年度
【実施結果】運行コースの見直しについて住民の意見を聞いて合意形成を図っ
たため、新たなバス停の設置や新コースに関する地元調整が円滑に進むとと
もに、市民にコミュニティバスに対する愛着が生まれ、利用が促進された。

【実施頻度】計●回
【実施時期】平成18～20年度
【実施結果】観光交流センターの事業構想や基本設計、オープン後の管理運
営について公募市民の意見を聞いたため、持続的なまちづくりの体制の組織
化に発展した。

事後評価シート記入例



（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

○ ◎ ○ -
○ ○ ◎ －
- － － －
○ ◎ ○ ◎
- ◎ ○ ○
- － ○ －
○ ○ ◎ －
△ △ － △
○ ○ ◎ ○
○ ◎ ○ -
△ △ － △
○ ○ － ○
- － － －
◎ ◎ ○ ◎
△ ◎ － ◎
△ ◎ － ◎
◎ ○ － ○
- ○ ○ ○
◎ ◎ - ◎

歩行者空間整備事業

コミュニティバスの運行
やタウンモビリティ、
オープンカフェ等の取り
組みによる効果のほ
か、市街地再開発事業
の開業効果は商店街
全体にも波及し、小売
販売額の対全市シェア
は上がった。

オープンカフェ社会実験

まちづくり勉強会

公営住宅等整備

チャレンジショップ整備運営事業
事業効果分析事業

市民ワークショップ

地域生活基盤施設
高質空間形成施設
高次都市施設
既存建造物活用事業

関係各課主幹級職員（都市整備課、中心市街地
活性化推進室、企画課、交通政策課、公園緑地
課、住宅課、観光商工課、生涯学習課、企画課）
アドバイザーとして、○○大学工学部△△教授が
参加

庁内の横断的な組織（まちづくり交付金事後評価検
討チーム）

公園（城址公園）

名称等 検討メンバー

指標の種別

指　標　名

実施時期 担当部署

コミュニティバスの乗客数

総合所見

都市整備課（まちづくり交付金担当課）
第１回　○年○月○日
第２回　○年○月○日

その他の数値指標１

地区の小売販売額の
対全市シェア

中心商店街の歩行者通行量

指標１ 指標２

従来から取り組んでい
た公園の再整備及び
交付金よる城門の補修
事業に加えて、郷土歴
史館の事業化について
提案事業を活用するこ
とにより、予定よりも早
めて実現することがで
きたことは、交付金の
利点である。

市街地再開発事業の
完成とそれにタイミング
を合わせたイベント広
場の整備、コミュニティ
バスの運行改善等によ
り、中心商店街の人の
往来が増えた。

関連事業

基幹事業

事業名・箇所名

都心居住推進事業

公園（街区公園）

指標４

城址公園の来訪者数

Ｂショッピングプラザの早期再
生を図るために、商店街、まち
づくり会社等と連携を強化す
る。

商店街と城址公園と結び回遊
性を向上させ、双方の来訪者
増加による相乗効果を図る。

市民の郷土に関する生涯学習
の場、また、観光交流の一大拠
点として利用を促進する。

今後も市民の意見を聞いて、利
用促進を図る。

総合所見 総合所見総合所見

今後の活用

住民の意見を聞いて、
駅や公共施設等を経
由した運行コースの見
直しや利用しやすい運
行ダイヤに変更したた
め、特に高齢者にとっ
て便利な公共交通機関
に生まれ変わり、高齢
者の外出の機会を創
出した。市民にコミュニ
ティバスに対する愛着
が生まれ、利用が促進
された。

市街地再開発事業

市道改良事業

コミュニティバス社会実験
タウンモビリティ社会実験

郷土歴史博物館

提案事業

※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。

事後評価シート記入例



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

－ －
△ △
－ △
△ △
△ －
△ －
－ －
△ △
－ －
- -
－ ××
△ －
－ －
△ －
△ －
△ －
－ －
△ －
△ －

歩行者空間整備事業

市街地再開発
事業は大きな
効果はあった
が、Ｂショッピン
グセンターが
閉鎖したため、
全体の小売金
額の伸びが打
ち消されたこと
が未達成の直
接的要因であ
る。

Ⅲ

民間による住
宅供給が期待
よりも振るわ
ず、都心居住
推進事業のPR
不足も考えら
れる。ただし、
人口減少は下
げ止まっている
ことは評価でき
る。 Ⅰ

地区の居住人口

総合所見

指標５

総合所見

改善の方針
（記入は必須）

Ｂショッピングプラザの早期再
生を図るために、商店街、まち
づくり会社等と連携を強化す
る。

都心居住推進事業のPR強化を
図る。

総合所見

オープンカフェ社会実験
タウンモビリティ社会実験

総合所見

※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。

まちづくり勉強会
市街地再開発事業

指標３

地区の小売販売額

市民ワークショップ

指　標　名

高質空間形成施設

都心居住推進事業
チャレンジショップ整備運営事業

郷土歴史博物館

事業名・箇所名

指標の種別

提案事業

関連事業

事業効果分析事業
コミュニティバス社会実験

基幹事業

高次都市施設
既存建造物活用事業
公営住宅等整備

地域生活基盤施設

市道改良事業
公園（城址公園）
公園（街区公園）

事後評価シート記入例



（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

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。

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。

残された未解決の課題

・Bショッピングプラザの早急な再生が必要である。
・都心居住推進に関するPR強化が必要である。

事業によって発生した
新たな課題

・商店街及び城址公園の魅力があがった結果、自動車での
来訪が増加したため、ピーク時には駐車場待ちによる交通
混雑と、さらなる歩行者の安全確保が必要になった。

・市民の意見を反映させたコミュニティバスの運行改善
は成功した。
・観光交流センターの市民ボランティアの登録が増えて
おり、市民のまちづくりへの意識が高まった。

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

市街地再開発事業と城址公
園の再整備の確実な進展

商店街及び城址公園へのアク
セスと回遊性の確保

賑わいの場を再生と都心居住
を推進による、人が姿が見え
る中心市街地

達成されたこと（課題の改善状況）

・両事業とも確実に進展し、中心市街地再生の核となっ
ている。

・コミュニティバスによるアクセス、安全な歩行者空間の
整備、観光案内板等により回遊性は実現され、商店街
の歩行者数、城址公園の来訪者が増加した。

・小売販売額及び居住人口の２つの数値目標は達成し
なかったが、小売販売額の対全市シェアは再開発事業
の効果等により増加し、また、居住人口の減少も止まっ
た。

庁内の横断的な組織（まちづくり交付金事後評価検討
チーム）

ワークショップや勉強会などに
よる行政との対話と支援

実施時期

第１回　○年○月○日
第２回　○年○月○日

検討メンバー
関係各課主幹級職員（都市整備課、中心市
街地活性化推進室、企画課、交通政策課、公
園緑地課、住宅課、観光商工課、生涯学習
課、企画課）
アドバイザーとして、○○大学工学部△△教
授が参加

名称等 担当部署

都市整備課（まちづくり交付金担当課）

事後評価シート記入例



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

改善策の基本的な考え方

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

効果の持続を図る事項

B欄
改　善　策

改善する事項

商店街の賑わいの持続

想定される事業

・空きビル再生にかかる各種補助事業を活用。

・Bショッピングプラザの早急な再生。
・商店街やまちづくり会社等によるイベントの開催。　等

想定される事業

・建物所有者に対し、建物の市への譲渡について交渉を行っている。
・市としては、市民活動センター等の公益利用のほか、多様な診療科目
の開業医が入居するメディカルモールを誘致し、市民の健康増進の拠点
としたい。

効果を持続させるための基本的な考え方

・主たる基盤整備（ハード）はほぼ達成されたので、今後は活用（ソフト）の
問題。
・賑わい持続の取り組みは、商店街やまちづくり会社等が主役となって推
進し、行政は側面支援を行う。

・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

Bショッピングプラザの早急な再生

都心居住推進のさらなる推進

駐車場周辺の交通混雑と歩行者の安全確
保

・都心居住推進事業に関するパンフレットの配布拡大や広報
掲載等によるPR強化。
・優良な民間住宅供給事業への支援。（優建、特優賃等）
・住環境改善を図るために、地権者や居住者等との対話を
行う。

・駐車場情報板、駐車場マップの充実。
・共通駐車券の拡大。
・道路改良。　等

・自動車利用者向けの駐車場情報の提供。
・民間駐車場経営者や商店街等との連携による共通駐車場のサービス
拡大。
・区画道路の車道と歩道の分離 等。

・都心居住推進事業の一層のPR強化を行う。
・住宅供給を行う民間事業者との連携強化を図る。
・商店街後背の住宅密集地区について、住環境改善の事業化を検討す
る。

○○市の中心市街地のうち、商店街及び城址公園一帯については、残された課題はあるものの、従前に比較するとまちづくりは大きく進展した。次は中心市街地の課題は、商店街の後背にある住宅密集地区の住
整備改善が必要と思われる。

なるべく具体的に記入して下さい。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。

事後評価シート記入例



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

その他の
数値指標１

地区の小売販売
額の対全市シェ
ア

平成21年6月に実施される商業統計調
査の結果を用いて、確定値を求める。

平成21年商業統計の
結果が公表され次第実
施

地区の小売販売
額

地区の居住人口

城址公園の来訪
者数

指標３

指標５ 10,200 H15

指標４

人/日

億円/年

千人

千人/年

中心商店街の歩
行者通行量（休
日）

800 H14

23 H14

平成21年4月

平成21年9月

指標１
コミュニティバス
の乗客数

千人/年 237

9,600指標２

H20

H20
商店街組合連合会が21年夏に実施す
る歩行者通行量調査により達成状況を
確認する。

平成21年6月に実施される商業統計調
査の結果を用いて、確定値を求める。

H20

840

9,800

H20

95 平成21年4月
公園管理事務所が平成20年度の来訪
者を集計する。

平成20年4月～21年3月の乗客数実績
から平成20年度の乗客数を確定値とし
て求める。

平成21年3月末日の地区の住民基本台
帳人口より確定値を求める。

・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。

平成21年商業統計の
結果が公表され次第実
施

フォローアップ計画

平成22年内

従前値

その他の
数値指標３

％ 28 平成22年内

その他の
数値指標２

平成21年4月10,200

指　標 目標値
1年以内の

達成見込みの
有無

評価値
目標

達成度年度

・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。

220

9,900

880

200 H15

9,000 H15

○

△

△

△

○70 H15 91 H20
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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 ・モニタリングを実施したことにより、交付期間途中に供用した事業の効果を確認することができた。

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

・小売販売額の指標について、都市再生整備計画の作成時には、商業統計表の調査年度と事後評
価の実施年度が一致しないことに気付かずかなかったため、評価値の推計に苦慮した。
・地区人口算出にあたって、町丁目の一部分しか対象地域になっていない場合の地区人口を、従前
値ではどのように算出したのか記録がなかった。

うまくいった点
・はじめは行政に要求や苦情ばかりだった市民も、ワークショップを通じて自分たちで担う部分もあ
るという意識に変わり、住民との対話を重ねることは有効だった。
・行政職員の住民とのコミュニケーション能力の向上にもつながった。

うまく
いかなかった点

うまくいった点
・採用した指標は○○市統計書や商店街組合連合会により毎年度、数値が整理されているもので
あるので、モニタリングを容易に実施することができ、かつ、交付期間途中に供用した事業の効果を
確認することができた。

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

添付様式６－参考記述　今後、まちづくり交付金の活用予定、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）
・今後のまちづくり交付金の活用予定
　　商店街の後背にある住宅密集地区の住整備改善が必要と思われる。当地区の経験を住宅密集地区の都市再生整備計画の作成に活かしていく。

・今後、事後評価を予定する地区
　　本市においては、平成21年度に△△地区、□□地区の２地区において事後評価の実施予定。当地区の事後評価の経験を踏まえて、円滑に事後評価を実施したい。

その他

ＰＤＣＡによる事業
・評価の進め方

数値目標と
目標・事業との

整合性等

・モニタリングの実施は、事業の進捗状況を確認
できて有効である。

・毎年データが算出できる指標を選定するとモニ
タリングが容易となるため、指標を設定する際に
は計測のことも考慮して検討することが望まし
い。

・都市再生整備計画の作成時には、事後評価の
実施を考慮して指標を設定する必要がある。
・従前値の算出方法の記録を保管しておくことが
必要である。

・住民参加はまちづくり事業を円滑にする上で有
効である。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

事後評価シート記入例



（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 市のホームページに掲載 平成20年11月1日～12月1日 平成20年11月1日～12月1日

広報掲載・回覧・個別配布
広報に市のホームページで原
案を公表している旨を掲載

平成20年11月1日発刊
広報11月号

平成20年11月1日～12月1日

説明会・ワークショップ

その他

住民の意見

・Bショッピングプラザの閉鎖は残念だ。再開の努力をしてほしい。
・城址公園に郷土を知る博物館ができたのはよいが、これまでにかかった建設費やこれからの維持費が気になる。事業にかかった費用も公
表すべきではないか。
・商店街の電動スクターの実験はすばらしい。高齢者でも自由に買い物ができるようになってほしい。実験で終わりではなく、本格的にやって
ほしい。

都市整備課
（まちづくり交付金担当
課）

担当課への
電話、FAX、電子メール

事後評価シート記入例



（６） まちづくり交付金評価委員会の審議

添付様式８　まちづくり交付金評価委員会の審議

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。

審議事項※１ 委員会の意見

まちづくり交付金評価委
員会設置要綱

独自に設置

△△　△△　　○○大学工学部　教授（都市計画）　座長
□□　□□　　××大学行政学部　教授（事業評価）　（欠席）

商店街組合連合会　会長
まちづくり会社　事務局長
青年会議所　理事長
○○地区町内会連合会　会長

第１回　平成20年12月3日
都市整備課
（まちづくり交付金担当
課）

・特になし。

・フォローアップを確実に実施して、市民に公表するようにとの意見があった。

・コミュニティバスについて、運行路線をもっと増やせないかという意見があった。
→市の財政的負担やバス会社の既存の営業路線との関係もあり、路線の増設には慎重な検討が必要であると答弁。

・市街地再開発事業と城址公園の整備にタイミングを合わせて、周辺の関連する事業が実施できたことは、まちづくり交付金をうまく利用でき
たという意見があった。

・事後評価の手続きは妥当であると認められた。

・Bショッピングプラザに再生に期待する意見があった。
・次のまちづくりの必要がある個所として、商店街の後背の密集住宅地は、狭小な木造老朽家屋に高齢者が多く住んでおり、本市の大きな課
題であるという意見があった。

委員構成

その他
・特になし。

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

・方法書に従って、事後評価が適正に実施されたことが確認された。

・居住人口について、確かに数値目標は達成できなかったが、人口減少が下げ止まったのだから、目標達成度の判定は○としてもよいのでは
ないかという意見もあったが、市の目標はあくまでも現状維持であったので△と判定したということで委員の理解を得た。

・ワークショップの実施が事業の効果発現に大いに寄与している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。

・事後評価原案は、市民に分かりやすく公表されたことが確認された。

事後評価シート記入例



（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

実施時期 担当部署

平成20年12月5日 都市整備課（まちづくり交付金担当課）

有識者の意見

・この様式は、効果発現要因の整理（添付様式５）、今後のまちづくり方策の検討（添付様式６）、まちづくり交付金評価委員会の審議（添付様式９）以外の機会に、
市町村が任意に有識者の意見聴取を行った場合に記入して下さい。

意見聴取した有識者名・所属等

・まちづくり交付金評価委員会の委員である△△教授から、□□教授を紹介され、意見を聞いた。

【□□教授の意見】
・本事業において積極的に展開されたワークショップは、事業に係る合意形成に留まらず、住民のまちづくり意欲を高める効果をもたら
したと言える。
・具体的な指標と数値目標を導入し、PDCAサイクルという発想を取れたまちづくり交付金の評価制度はこれまでにない制度だ。このよ
うな事後評価を行うことは非常に重要だ。
・事後評価原案に対する意見が●件しかなかったのは残念。せっかくワークショップで市民と良好な関係を築いたのだから、ワーク
ショップで評価原案の意見を聴くなど方法もあったのではないか。
・とにかく情報公開が重要である。ホームページの公開では、インターネットを利用できるしか見ることができないという欠点もある。最
終の評価結果の公表も適正に実施されることを望む。

○○　○○　　■■大学大学院政策科学研究科　教
授

事後評価シート記入例



都市再生整備計画

○○県　○○
ま る ま る

市

・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。

○
まる

○
ま る

地区
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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 ● ha

平成 ○○ 年度　～ 平成 ○○ 年度 平成 16 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

千人/年 平成15年度 平成20年度

人/日 平成15年度 平成20年度

億円／年 平成15年度 平成20年度

千人/年 平成15年度 平成20年度

人 平成15年度 平成20年度

城址公園の来訪者数 城址公園の来訪者数を計測
市民の憩いの場で、歴史文化を知る観光拠点に利用増進により、
市民と観光客の交流を図る。（30％増）

70

220コミュニティバスの乗客数 コミュニティバスの年間乗客数
駅や公共施設を経由しながら商店街・城址公園を結ぶ市民の日常
生活の足、観光の足。（10％増）

200

9,900

地区の小売り金額

　○○市は、城下町として栄えた○○地方の中心都市であるが、昭和40年代以降、市街地の拡大が進行し、郊外型大規模商業施設の立地などにより、相対的に中心市街地の空洞化が進んだ。
　しかしながら、将来の人口減少時代、高齢社会の到来を想定すると、郊外拡大型の低密度な都市構造では非効率的であることから、コンパクトシティを目指すこととした。そこで、第○次総合計画より中心市街地再生を都市づくりの方向性として明確に
し、その核となる重点プロジェクトとして、市街地再開発事業による中心市街地の機能更新と、施設が老朽化し時代のニーズに合わなくなっていた城址公園の再整備・歴史文化の再生による交流の拡大を位置づけ、行政、商店街、住民との連携のもと、
構想づくりから事業化へと取り組んできたところである。

・重点プロジェクトに位置づけている市街地再開発事業と城址公園の再整備を確実に進展させる必要がある。
・この２つのプロジェクトの進捗に合わせて、公共交通や歩行者空間の整備等を実施し、商店街及び城址公園へのアクセスと回遊性を確保して、人が往来できるようにする。
・賑わいの場を再生するとともに都心居住を推進し、人の姿が見える中心市街地とする。
・舞台装置（ハード）は行政が行い、商店街やまちづくり会社、市民が担い手となり、かつ、まちづくりの成果を享受することが肝要。そのために、ワークショップや勉強会などにより、行政との対話と支援が必要。

　第○次総合計画では、商業施設や城址公園などをネットワーク化する歩行者動線を整備するほか、沿道における景観整備、市街地再開発による機能更新などにより、○○市の核としての拠点整備を進めるとしている。
　また、中心市街地活性化基本計画では、各種都市機能の集積、城下町の雰囲気を感じさせる歴史・文化の保全・活用、回遊路となる道路の舗装や街路灯のグレードアップ、まちづくりの勉強等を商店街や行政が協力して実施を図るとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

計画期間 交付期間 20

大目標　市民と観光客が楽しみ、ふれあうことができる中心市街地の再生
　目標１　中心市街地の市民の生活拠点としての機能回復を図る。
　目標２　中心市街地の資源を見直して、観光客を中心市街地に誘客する。

都道府県名 ○○県 ○○市
シ

○○地区
チク

中心商店街の歩行者通行量（休
日）

××商店街の歩行者通行量（12時間）を計測
魅力ある中心市街地を形成することで、市民、観光客の来街増を
図る。（10％増）

9,000

880

10,200地区の居住人口 地区の住民基本台帳人口 都心定住人口の維持を図る。 10,200

地区の年間小売り商業販売額（商業統計） 中心商店街の売り上げの減少傾向を止め、増加させる。（20％増） 800

91
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都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他
【交付期間中の住民参加】
　交付期間中においては、各種事業を円滑に進め、目標達成に向けた確実な効果をあげるため、市民ワークショップ、まちづくり勉強会を実施し、地元まちづくり協議会やNPO、民
間団体との連携協働に配慮しながらまちづくりに取り組む。

整備方針３（都心居住の推進）
・都心居住を推進するために住環境整備と住宅取得支援を進める。
・民間主体の公的賃貸住宅の供給を支援する。

・「公園事業」基幹／街区公園・城址公園
・「都心居住推進事業」提案／住宅建設奨励金
・「公営住宅等整備」基幹／特優賃・高優賃

方針に合致する主要な事業
整備方針１（交通利便性の改善・回遊性の確保）
・コミバスやタウンモビリティ、によって中心市街地へのアクセス向上と中心市街地内の回遊性を増進させる。
・自動車優先から人間優先の歩行者空間への転換を進める。

・「まちづくり活動推進事業」提案／コミュニティバス社会実験
・「まちづくり活動推進事業」提案／タウンモビリティ社会実験
・「道路事業」基幹／市道
・「地域生活基盤施設」基幹／自転車駐車場
・「歩行者空間整備事業」提案／歩道・区画街路の整備
・「高質空間形成施設」基幹／照明・ストリートファニチャー
・「まちづくり活動推進事業」提案／市民ワークショップ

整備方針２（市民と観光客が交流できるしかけづくり）
・イベント開催や休憩、待ち合わせなどに楽しく時間が過ごせる公共空間を整備する。
・若い担い手の起業意欲向上と賑わいの連続性を保つ。
・城址公園、商店街を核として、市民と観光客との交流を図る。

・「市街地再開発事業」関連
・「公園事業」基幹／城址公園
・「地域生活基盤施設」基幹／イベント広場・情報掲示板・観光案内
板
・「地域創造支援事業」提案／チャレンジショップ整備運営事業
・「既存建造物活用事業」基幹／城門修景・修理
・「地域創造支援事業」提案／郷土歴史博物館
・「高次都市施設」基幹／観光交流センター
・「まちづくり活動推進事業」提案／オープンカフェ社会実験
・「まちづくり活動推進事業」提案／市民ワークショップ
・「まちづくり活動推進事業」提案／まちづくり勉強会
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交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 市 直 330m 17 18 17 18 500 500 500 500
市 直 300m 17 18 17 18 530 530 530 530

公園 市 直 5ha 12 22 16 20 2,000 700 700 700
市 直 200㎡ 18 18 18 18 20 20 20 20
市 直 400㎡ 19 19 19 19 30 30 30 30

河川
下水道
駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 市 直 － 16 20 16 20 1,000 1,000 1,000 1,000

高質空間形成施設 市 直 － 19 20 19 20 400 400 400 400
高次都市施設 市 直 150㎡ 19 20 19 20 60 60 60 60
既存建造物活用事業 市 直 － 16 17 16 17 80 80 80 80
都市再生交通拠点整備事業
土地区画整理事業
市街地再開発事業
住宅街区整備事業
地区再開発事業
人にやさしいまちづくり事業
優良建築物等整備事業

拠点開発型
沿道等整備型
密集住宅市街地整備型
耐震改修促進型

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 民間 間 140戸 16 20 16 20 400 400 280 280
都市再生住宅等整備
防災街区整備事業
合計 5,020 3,720 3,600 3,600

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
市 直 3000㎡ 17 20 17 20 550 550 550 550
市 直 16 17 16 17 80 80 80 80
市 直 16 20 16 20 500 500 500 500

チャレンジショップ整備運営事業 まちづくり会社 間 300㎡ 18 20 18 20 30 30 15 15

市 直 18 20 18 20 15 15 15 15

市 直 18 20 18 20 150 150 150 150
まちづくり会社 間 18 20 18 20 30 30 15 15
まちづくり会社 間 18 20 18 20 30 30 15 15

市民ワークショップ 市 直 16 20 16 20 30 30 30 30
まちづくり勉強会 市 直 16 20 16 20 25 25 25 25

合計 1,440 1,440 1,395 1,395

合計(A+B) 4,995
（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
再開発組合 国土交通省 1ha ○ 11 19 12,000

合計 12,000

郷土歴史博物館
中心商店街周辺

××商店街

郷土歴史博物館整備事業

市街地再開発事業

住宅建設奨励金

事業

事業
細項目

地域創造
支援事業

オープンカフェ社会実験

都心居住推進事業
歩行者空間整備事業

事業活用
調査

まちづくり活
動推進事業

事業効果分析事業

特優賃、高優賃

観光交流センター
城門の修景・修理

イベント広場、情報掲示板、
観光案内板、自転車駐車場

照明・ストリートファニチャー

市道A線

城址公園
Ａ街区公園

市道B線

Ｂ街区公園

国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模 （参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

交付対象事業費 4,995 交付限度額 1,998

うち民負担分

住宅市街地
総合整備
事業

120

120

事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

中心市街地

タウンモビリティ社会実験 ××商店街
コミュニティバス社会実験 中心市街地

中心市街地
中心市街地

全体事業費所管省庁名

××商店街

事業箇所名 事業主体 規模 （いずれかに○） 事業期間

45

15

15
15

事後評価シート記入例



まちづくり交付金事後評価　Ｑ＆Ａ

NO 分類 項目 質問事項 回答

1 １．事後評価制
度全般

全般 事後評価を実施する目的は何か？ まちづくり交付金の事後評価は、交付金により実施した事業の成果等を客観的に検証し、今後
のまちづくりのあり方を検討すること、また、その結果を住民に分かりやすく説明することを
目的としています。
これは、まちづくり交付金評価の理念であるＰＣＤＡサイクル（Plan-Do-Check-Act）の「C」
と「Ａ」にあたるものです。
詳しくは「評価の手引き」第１部「事業評価の考え方」をご参照下さい。

2 １．事後評価制
度全般

全般 事後評価は何に基づいて実施されるものか？ 根拠を列挙すると、次のとおりです。
○都市再生整備計画の作成：
　　都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第46条
○まちづくり交付金の交付：
　　都市再生特別措置法第47条、都市再生特別措置法施行規則（平成14年国土
　　交通省令第66号）第15条、16条及びまちづくり交付金交付要綱（平成16年4月
　　14日国土交通事務次官通知）
○事後評価の実施：
　　まちづくり交付金交付要綱第８及びまちづくり交付金事後評価実施要領（平成
　　18年4月19日国土交通省都市・地域整備局長、道路局長、住宅局長通知）

3 １．事後評価制
度全般

全般 事後評価を実施するにあたり、まず何から着
手すべきか？

「評価の手引き」には、まちづくり交付金の評価の考え方、各プロセスの進め方、提出様式の
記載方法が記載されています。
事後評価の実施にあたっては、まず、「評価の手引き」の内容をご理解いただくことが重要と
考えております。

4 １．事後評価制
度全般

評価の内容 事後評価を構成する内容は何か？ まちづくり交付金の事後評価は、次の内容から構成されています。
①成果の評価
　・事業の実施状況
　・都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況
　・その他の数値指標による効果発現の計測
②実施過程の評価
　・モニタリングの実施状況
　・住民参加プロセスの実施状況
　・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
　・指標の改善に係る成功要因、失敗要因の整理
　・成果と実施過程の関係性の整理
④今後のまちづくり方策の作成
　・事業終了後におけるまちづくり方策の作成
　・（数値目標を達成していない場合）目標を達成させるための改善策の作成
各項目の具体的な内容は、「評価の手引き」第３部「事後評価の進め方」をご参照下さい。

１．事後評価制度全般

 1 事後評価QＱ＆Ａ



NO 分類 項目 質問事項 回答

5 １．事後評価制
度全般

評価の内容 事後評価はどのような手続きで実施するの
か？

まちづくり交付金の事後評価は、次の手続きにより実施します。
①事後評価方法書の作成（交付終了年度の４月）
②事業の成果及び実施過程の検証（事後評価シートの作成）
　（６～１０月頃）
③事後評価原案の公表（１０月頃）
④まちづくり交付金評価委員会の審議（１１月頃）
⑤評価結果の国への報告（１２月頃）
⑥評価結果の公表（年度内）
⑦フォローアップの実施（原則翌年度：該当する項目がある場合）
各手続きの具体的な内容は、「評価の手引き」第３部「事後評価の進め方」をご参照下さい。

6 １．事後評価制
度全般

評価時期 事後評価は最終年度の当初から実施する必要
があるのか？　なぜ、全ての事業が完了した
後に評価を実施しないのか？

市町村におけるまちづくりは切れ間なく継続するものであることから、事後評価により検討し
た今後のまちづくり方策や改善方策（第二期の交付金事業を含む）を速やかに実行に移すこと
ができるよう、交付終了年度に事後評価を実施することとしています。

7 １．事後評価制
度全般

評価時期 事後評価を実施する時点では、交付金を活用
した事業が完了していないが、どの時点の成
果をもって評価を実施するのか？

交付終了年度の最終日（3月31日：評価基準日）における成果により事後評価を行ないます。
目標の達成に資する事業が完了していない場合は、４～６月頃に計測したデータをもとに、評
価基準日における見込みの値を推計し、その値をもって評価します。
なお、見込みの値により事後評価を行なった場合は、原則翌年度にフォローアップを行い、確
定した値により数値目標の達成状況を確認します。

8 １．事後評価制
度全般

評価時期 都市再生整備計画の交付期間内にどうしても
事業が完了しない場合（繰越など）、事後評
価はどのように行えばよいか？

交付期間を翌年度まで延伸する場合は、都市再生整備計画の変更を行なった上で、翌年度（交
付終了年度）に事後評価を実施します。
やむを得ず、交付終了年度の事業を繰り越す場合は、交付終了年度に事後評価を実施し、繰越
工事が終わり、事業効果が発現した時点でフォローアップを実施します。（繰り越した期間だ
け、フォローアップが遅れるイメージです）
なお、交付期間が５年を超える延長はできませんので、ご注意下さい。
年度内に工事完了ができない恐れが生じた場合は、早めに地方整備局等にご相談ください。

9 １．事後評価制
度全般

国との関係 事後評価に関して、市町村から国土交通省へ
提出が求められる資料とその時期は何か？

国土交通省に提出する書類、時期は次のとおりです。
○事後評価方法書（公文書とともに）
　　４月末
○事後評価シート（公文書とともに）
　　１２月末
○事後評価シート（国交省からの技術的助言を反映後の最終版）、
　都市再生整備計画（精算報告又は最終変更版）
　　３月末
○フォローアップ報告書（公文書とともに）、都市再生整備計画（精算報告）
　　原則翌年度

10 １．事後評価制
度全般

国との関係 国は、市町村が実施した事後評価結果につい
て、その良し悪しを評価するのか？

まちづくり交付金は、市町村の創意工夫を活かしたまちづくりを国が支援する制度であり、国
は、市町村が評価を行うための評価基準を示すとともに、国民への責任を果たすために必要最
小限の確認を行います。
　事後評価においては、評価結果（成果の評価、今後のまちづくり方策等）の妥当性は市町村
が設置するまちづくり交付金評価委員会において審議を行い、国は市町村が実施した手続きの
妥当性について確認します。

11 １．事後評価制
度全般

国との関係 数値目標が達成されていないと判断された場
合、ペナルテイが課されるのか？

国費の返還を求めることは想定していませんが、今後のまちづくりにより目標が達成されるよ
う、事後評価において「改善方策」の作成が求められるとともに、国土交通大臣から「改善措
置の助言等」がなされる可能性があります。
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NO 分類 項目 質問事項 回答

12 ２．事後評価方
法書の作成

全般 なぜ、事後評価方法書を作成する必要がある
のか？

事後評価方法書は、各評価項目について、いつ頃、どのような作業を行なうのか、その方法を
あらかじめ設定する「実施計画書」の意味合いを持ちます。
事後評価は、交付終了年度１年間をかけて実施するものであるため、年度当初に方法書を作成
し、作業内容とスケジュールをあらかじめ把握することにより、事後評価作業が円滑かつ確実
に実施されることを目的としています。

13 ２．事後評価方
法書の作成

記載内容 事後評価方法書に記載する内容は何か？ 事後評価方法書の記載内容は、大きく次の２つから構成されます。
①事業の成果及び実施過程の検証等の実施方法
②事後評価結果の客観性・公平性を担保するための手続きの実施方法
各記載内容については、「方法書作成の手引き」をご参照下さい。

14 ２．事後評価方
法書の作成

評価方法 方法書に記載した内容が、作業実施段階にお
いて変更になった場合、変更した方法書を再
提出する必要があるか？

変更した方法書を再提出する必要はありません。
方法書作成時には予期していなかった状況の変化等により他の方法を用いることが合理的な場
合には、方法書に固執することなく、適切に対応することとされています。

15 ２．事後評価方
法書の作成

記載内容 これから都市再生整備計画を変更しようとし
ている内容がある場合、方法書の記載はどう
すればよいか？

目標や数値指標については都市再生整備計画にあわせることになりますが、事業内容について
はこれから計画変更を考えているような場合、変更後の内容を想定して方法書を作成してくだ
さい。
（この場合は、該当する項目に、「○月に都市再生整備計画を変更予定」と記載してくださ
い。）

16 ２．事後評価方
法書の作成

方法書記入方法 事後評価方法書の具体的な記入方法は？ 方法書に記載する各項目については、「方法書作成の手引き」及び本Ｑ＆Ａの各項目の内容を
ご参照下さい。

17 ２．事後評価方
法書の作成

(8)事後評価に
必要な経費の予
算措置状況

予算措置を講じていない場合、どのような対
応をとればよいか？

予算措置が必要と判断される場合は、補正予算等により必要な予算措置を行なってください。
なお、事業効果の分析などは、まちづくり交付金の提案事業の対象となる場合もあります。

18 ２．事後評価方
法書の作成

(8)事後評価に
必要な経費の予
算措置状況

費用は発生するが、予算措置は補正予算で議
会にかける予定である場合、方法書にはどの
ように記載すべきか？

「エ．その他」で、「○月議会で補正予算を計上する予定」と記載してください。

19 ２．事後評価方
法書の作成

(8)事後評価に
必要な経費の予
算措置状況

発生する費用は「審議会の委員報酬」の軽微
な費用のみの場合も、厳密に「費用が発生す
る」との扱いにするのか？

本欄では、委員報酬を共通経費（特別な予算措置を必要としない）から支出する場合は記載の
対象外とします。

20 ２．事後評価方
法書の作成

(8)事後評価に
必要な経費の予
算措置状況

事業効果分析などを提案事業に追加変更して
から実施したい場合、具体的な手続きは、ど
のようにすればよいか？

当該業務の実施前に都市再生整備計画の変更が必要となります。

２．事後評価方法書の作成
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NO 分類 項目 質問事項 回答

23 ３．成果の評価 評価値の求め方 「評価値」を求めるにあたり、「従前値」を
求めた際と異なる方法でもよいか？

原則は、従前値と同じ方法で計測することとします。
ただし、同一の手法で求めることができない場合は、方法書の「データの計測手法」欄に、従
前値と同じ手法を用いることができない客観的かつ合理的な理由を記載し、評価委員会でもそ
の理由を説明をしてください。

24 ３．成果の評価 評価値の求め方 従前値の根拠が不明、計測方法が不適切で
あった等により、評価値が求められない場合
はどのような取り扱いとなるか？

都市再生整備計画に記載した指標の評価値が計測できない場合は、評価委員会等において評価
値を計測できなかった理由を説明した上で、達成度を「×」としてください。この場合は、
「その他の数値指標」を設定し、事業効果の発現状況について説明することが望まれます。
なお、他の測定方法でデータを取り直した場合には、データの計測手法が客観的かつ合理的な
理由となっているか等を評価委員会に諮ってください。

25 ３．成果の評価 評価値の求め方 まちづくり交付金による事業が全て終わって
いない時点で、「評価値」はどのように求め
ればよいのか？

目標の達成に資する事業が完了していない場合は、計測したデータをもとに、評価基準日にお
ける見込み値を推計して「評価値」を求めてください。

26 ３．成果の評価 評価値の求め方 「施設利用者の満足度」を指標としている
が、まだ施設が完成していない場合、どのよ
うな「評価値」が考えられるか？

例えば、施設ができることに対する「期待度」を加味して見込み値を算出し、施設完成後の
フォローアップにより満足度調査等を実施し確定値を求めることなどが考えられます。

27 ３．成果の評価 達成見込みの有
無

「評価値」が数値目標を達成していない場合
でも，合理的な理由により，1年以内に数値
目標を達成する場合は「達成見込み」とする
ことができるとあるが，具体的にどのような
ケースが想定されるのか？

例えば、「観光入込客数」を指標に設定している場合で、交付期間終了間際に実施した施設整
備やＰＲ効果がすぐには指標に反映されないケースもあります。その際には、類似事例を参考
に達成見込みを判断してください。
なお、「達成見込み」とした場合は、必ずフォローアップを実施してください。

28 ３．成果の評価 その他の数値指
標

「その他の数値指標」は、方法書提出後に追
加することは可能か？

その他の指標については、方法書に記載がなくても適宜追加できます。この場合は、評価委員
会に、「その他の数値指標」を追加した理由と結果を報告してください。

29 ３．成果の評価 その他の数値指
標

「その他の数値指標」はどのような場合に設
定するのか。また、必ず設定しなければなら
ないのか？

都市再生整備計画で当初設定した指標以外においても、まちづくり交付金の事業により、予期
していなかった効果や波及効果が出ている可能性があることから、効果があったと思われる定
量的な指標（その他の数値指標）を市町村が任意に追加して、効果の発現状況を検証すること
ができます。
なお、「その他の数値指標」の設定は任意です。

30 ３．成果の評価 その他の数値指
標

数値目標の中で、達成しない指標（達成度が
×、△）がある場合、「達成しない指標」１
つに対して「その他の数値指標」を１つ以上
設定し、事業効果を説明することが必要か？

達成度が×、△となる指標がある場合で、当初設定した指標以外により、まちづくりの目標が
達成したことを客観的かつ合理的に説明できる場合は、「その他の数値指標」により事業効果
を説明することが望まれます。

31 ３．成果の評価 その他の数値指
標

都市再生整備計画に記載した指標が、事業以
外の要因で達成した場合など、事業との関連
性が薄い場合、「その他の数値指標」を設定
すべきか？

事後評価では、まちづくり交付金による事業の効果を市民等に分かりやすく説明することを目
的としていることから、都市再生整備計画に記載した指標と事業の関連性が薄いと判断した場
合は、「その他の数値指標」により事業の効果を説明することが望まれます。

３．成果の評価

 4 事後評価QＱ＆Ａ



NO 分類 項目 質問事項 回答

32 ３．成果の評価 その他の数値指
標

都市再生整備計画に記載した指標が全てアウ
トプット的な指標の場合、「その他の数値指
標」を設定する必要はあるか（達成できる指
標がアウトプットのみの場合も含め）？

アウトプット的な指標であっても、まちづくりに与えた効果を明確に説明できる場合は、必ず
しも「その他の数値指標」を設定する必要はありませんが、事業の成果を住民に分かりやすく
説明する観点から、アウトカム的な「その他の数値指標」や「定性的な効果」を記載すること
が望まれます。

33 ３．成果の評価 その他の数値指
標

「その他の数値指標」をアウトプット的な指
標としてもよいか？

一般論として、アウトプット的な指標を「その他の数値指標」に設定することは望ましくあり
ませんが、「狭隘道路率の解消」や「河川改良延長」など、住民の生活環境改善に資すること
が明確に説明できる指標であれば、「その他の数値指標」として設定することも考えられま
す。

34 ３．成果の評価 その他の数値指
標

関連事業の効果を含めて「その他指標」を設
定してよいか。

まちづくり交付金の交付対象事業だけではなく、関連事業も含めた事業効果の分析により、事
後評価を実施するため問題ありません。

35 ３．成果の評価 その他の数値指
標

事業効果について、住民の満足度により説明
する場合、「その他の数値指標」、「定性的
な効果発現要因」のどちらに該当するか。

アンケート調査により定量的に整理する場合は「その他の数値指標」として、ヒアリング調査
による場合は「定性的な効果発現要因」として記載することが考えられます。

36 ３．成果の評価 定性的な効果発
現の評価

定性的な効果発現の評価は、必ず記載しなけ
ればならないのか。

定量的な事業効果の発現状況のほかに、例えば、
・ 行政や住民のまちづくりに対する意欲が向上した
・ まちづくりに参加する住民が増えた
など、定量的に表すことができない定性的な評価ができる場合には、事業の効果を広くＰＲす
る観点から、積極的に記載することが望まれます。

37 ３．成果の評価 「評価値」等を
求める実施主体

「評価値」等を求める「実施主体」は間接交
付の場合は、その事業主体が「実施主体」と
なるのか。

「実施主体」は間接交付事業の事業主体ではなく、成果の確認を行う市の担当部署となりま
す。

38 ３．成果の評価 確定／見込みの
別

「評価値」の確定／見込みの別は、どのよう
な基準で判断すればよいか？

１年間を通した施設利用者数や、地区内人口などは、評価基準日（３月３１日）以降でないと
「確定値」は求められないため、多くの場合は見込み値となると考えられます。
ただし、４～６月に計測した値が、評価基準日（３月３１日）までに変動する可能性がない場
合（年に１回のイベント参加者など）や、最悪の条件下で計測した場合（平日雨天時の朝夕の
ピーク時における渋滞長など）は、確定値とすることができます。
詳しくは「事後評価の進め方」を参照してください。

39 ３．成果の評価 確定／見込みの
別

指標Ａに係る「評価値」が、
①指標Ａの効果発現に係る事業は前年度末ま
でにすべて完了
②前年度末時点では、指標Ａは目標値を既に
上回っている（＝既に事業効果が発現してい
ると言える）
③今後の指標Ａの増減要因は外部要因のみ
というケースで、前年度末の数値を確定値と
してよいか？

評価委員会等で、「③の外部要因も含めた数値目標ではないか」と問われる可能性があるの
で、 指標Ａが評価基準日までに減少することは考えられない、という合理的な説明が可能であ
れば、確定値としてもよいと考えられます。
（留意事項）
　・このケースでは、効果発現に係る事業が前年度末で全て完了という説明なので、事後評価
シートの添付様式５－②「効果発現要因の整理」においても、これを裏付けるような内容と
なっている必要があります。

４．実施過程の評価
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NO 分類 項目 質問事項 回答

40 ４．実施過程の
評価

全般 実施過程の評価の対象は何か？ 「モニタリング」「住民参加プロセス」「持続的なまちづくり体制の構築」の実施について都
市再生整備計画に記載した場合（実施の有無に関わらず）、又は都市再生整備計画には記載し
ていないが、これらの取組みを実施した場合が対象となります。
なお、「モニタリング」「住民参加プロセス」「持続的なまちづくり体制」とは、次に該当す
るものをいいます。
○モニタリング
事業の中間的な検査のことで、その実施により事業内容の見直しや実施方法の工夫・改善等を
試みるもの
○住民参加プロセス
交付期間中に事業計画や実施に対する住民参加の取り組み（住民の理解や協力を得るために行
うイベントや説明会等も含む）
○持続的なまちづくり体制
都市再生整備計画に関わる取り組みをきっかけとして組成又は強化され、交付期間終了後も持
続的にまちづくり活動が推進される体制づくり（協議会や懇談会等の任意組織やNPO等）

41 ４．実施過程の
評価

方法書記入方法 「住民参加プロセス」「持続的なまちづくり
体制の構築」を複数の取り組みがある場合、
方法書にはどのように記載すればよいか？

方法書の様式は、１つの事項しか記載できないため、各項目の記載欄を追加して、全ての取組
を記載してください。

42 ４．実施過程の
評価

方法書記入方法 「モニタリング」「住民参加プロセス」「持
続的なまちづくり体制の構築状況の確認」に
おいて、「都市再生整備計画に記載したが実
施していない」場合、方法書、事後評価シー
トにはどのように記載すればよいか？

方法書には、次のとおり記載してください。
　Ａ欄：「ア　都市再生整備計画に実施することを記載した」にチェック。
　Ｂ欄：計画の記載内容を転記の上、「※都市再生整備計画に記載したが、実施しなかった」
と追記。

43 ５．効果発現要
因の整理

検討体制 効果発現要因の整理に係る庁内の検討は、ま
ちづくり交付金担当課のみで実施してもよい
か？

まちづくり交付金事業に関わる庁内関係各課の参画が必須とされています。

44 ５．効果発現要
因の整理

検討内容 効果発現要因はどのような観点から検討すれ
ばよいのか？

効果発現要因の検討にあたっては、次の観点から検討することが考えられます。ここに示すの
はあくまでも一例ですので、評価対象地区の地区特性や事業規模等を考慮して、検討を行って
下さい。
・ 改善が図られた指標の成功要因は何か。改善がうまくいかなかった要因は何か。
・ どの事業とどの事業の組み合わせを行ったことが指標の改善につながっているか。
・ 当初期待したような、まちづくりへの良い効果が得られているか。
・ 定量的には表現できない定性的な効果はないか。
・ その他、計画当初は想定していなかった良好な効果があったか。
・ モニタリングの実施や住民参加プロセス、持続的なまちづくり体制の構築が、事業の推進に
どう寄与したか。

５．効果発現要因の整理
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45 ５．効果発現要
因の整理

検討内容 効果発現要因の検討にあたっては、どのよう
な準備をすればよいか？

効果発現要因の整理の検討、任意の意見聴取等を実施するにあたっては、次のような検討の論
点を示した資料や、事業地区にかかる地図や写真の添付、事業効果を示すグラフやデータ等を
準備すると、議論や意見聴取が円滑に進むものと思われます。ここに示すのはあくまでも一例
ですので、評価対象地区の地区特性や事業規模等を考慮して、検討を行って下さい。
・ 都市再生整備計画に記載した、まちづくりの目標や指標、指標の数値目標
・ 事業地区にかかる地図、事業内容や事業箇所
・ 完成イメージパース、事業前後・事業中の状況（まちの変化の様子）のわかる写真
・ 指標の推移を示すグラフやデータ（交付期間中のデータだけではなく、都市再生整備計画の
作成以前からのデータ（概ね過去５年程度前）も含めることが望ましい）　等

46 ６．今後のまち
づくり方策の作
成

検討体制 今後のまちづくり方策の作成に係る庁内の検
討は、まちづくり交付金担当課のみで実施し
てもよいか？

庁内関係各課の参画が必須とされています。
「今後のまちづくり方策」は市町村のまちづくり全般に影響があることから、事業部門だけで
なく企画部門や、場合によっては保健福祉部門、教育部門等も含めた庁内検討体制を構築する
ことが望まれます。

47 ６．今後のまち
づくり方策の作
成

検討内容 今後のまちづくり方策はどのような観点から
検討すればよいのか？

今後のまちづくり方策の検討にあたっては、次の観点から検討することが考えられます。ここ
に示すのはあくまでも一例ですので、評価対象地区の地区特性や事業規模等を考慮して、検討
を行って下さい。
・ まちの課題が事業によって解決したか。やり残した課題はないか。
・ まちづくりの効果を今後とも持続させるには何をすべきか。
・ 事業を行ったことによって発生した新たな課題はないか。
・ まちづくりの成果の他地区への活用は見られないか。
・ 目標を達成できなかった指標がある場合は、どのような改善策を講じることが相応しいか。

48 ６．今後のまち
づくり方策の作
成

検討内容
（事後評価シー
ト　添付様式5-
③）

「改善策」については、都市再生整備計画に
記載した指標が全て「達成度」が「○」で
あった場合は、記載する必要はないのか？

「改善策」欄には、①未達成の目標を達成するための改善策、②未解決の課題を解消するため
の改善策、③新たに発生した課題に対する改善策、を記載します。
都市再生整備計画に記載した指標の達成度が全て「○」であっても、②、③に該当する場合
は、改善策を作成してください。

49 ６．今後のまち
づくり方策の作
成

検討内容
（事後評価シー
ト　添付様式5-
③）

「想定される事業」欄に記載した事業につい
て、今後何らかの縛りを受けるものか？

当該資料は今後必要なまちづくりの方針（基本的な考え方）を整理した上で、想定される事業
を挙げるものです。本欄に記載したことにより何らかの縛りを受けることは全くありませんの
で、事業の実施、評価過程で見出された「想定される事業」は幅広に記載してください。
なお、第２期計画を作成する場合は、第２期計画の内容と直接繋がることになります。
一方、第２期計画の予定がない地区においては、記載した事業の実施の有無について国に報告
する義務は生じません。

50 ７．事後評価原
案の公表

公表方法 事後評価原案の公表は、ホームページに掲載
すればよいのか？

事後評価原案は、広く住民に公表し、意見募集することが必要となります。
インターネットを使用できる市民しか閲覧できないことに留意し、広報と併用するなどの配慮
が望まれます。また、トップページから公表ページへ直接リンクを張る等、公表ページが容易
に見つかるように工夫して下さい。
なお、広報誌の原稿締切りの期日については事前に確認しておくことが必要です。

51 ７．事後評価原
案の公表

公表期間 事後評価原案の公表期間はどれぐらいとれば
よいか？

事後評価原案の公表期間は市町村の任意としますが、広く住民に公表し、意見を募集するため
には、２週間以上の十分な期間を推奨します。

52 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
全般

事後評価原案の公表では、様式2-1、2-2だけ
を公表する予定であるが、この場合は添付様
式は作成しないことでよいか？

様式2-1、2-2は総括表となっています。事後評価原案の作成にあたっては、まず、添付様式か
ら作成し、その内容を様式2-1、2-2に要約することとなるため、添付様式の作成も必要となり
ます。

６．今後のまちづくり方策の作成

７．事後評価原案の公表
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53 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式２－１
様式２－２

様式２－１「評価結果のまとめ」、様式２－
２「地区の概要」は、必ず１枚にまとめる必
要があるか。必要に応じて２ページになって
も構わないか？

記載内容を工夫して、それぞれ1枚にまとめるように作成してください。

54 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式2-2

「その他の指標」を設定する場合、「目標を
定量化する指標」欄には都市再生整備計画に
記載した指標を優先せずに「その他の指標」
を記載してよいか？

本欄には、都市再生整備計画に記載した数値指標は必ず記載してください。
また、事業効果を適切に説明する観点から、「その他の数値指標」を追加記載することは構い
ません。

55 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式2-1
添付様式1-①添
付様式1-②

これから都市再生整備計画の変更を予定して
いる場合、事後評価シートは、いつ時点の計
画内容で記載すればよいのか？

①第２回（１１月）変更・・・１２月のシート提出時には計画が変更されているため、変更内
容を反映して記載。
②第３回（翌年２月）変更（事業費の実績に合わせるため、多くの地区が想定される）・・・
１２月シート提出時には変更内容は見込まず、変更済みの計画を基に記載。３月のシート最終
提出時に反映。

56 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式1-①

「変更前」「変更後」の定義は？ 「変更前」とは当初の都市再生整備計画、「変更後」とはシート作成時点で最新の都市再生整
備計画の時点で作成してください。

57 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式1-②

「当初計画」「最終変更計画」の定義は？
また、「最終変更計画」と第３回（翌年２
月）変更予定の計画内容とが大きく乖離しそ
うな場合はどのようにすればよいか？

「当初計画」は当初の都市再生整備計画、「最終変更計画」はシート作成時点で最新の都市再
生整備計画の内容を記入してください。
都市再生整備計画の第３回（翌年２月）変更は事業実績に応じた事業費の精査程度となるよ
う、早めの対応を推奨します。

58 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式1-②

「事後評価時の完成状況」欄における「事後
評価時」とはいつの時点を指すのか？

「評価委員会開催時点」としてください。

59 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式1-②

一つの基幹事業を複数箇所で実施している場
合で、各箇所の事業内容の変更が別の指標等
に影響を与えている場合、どのように記載す
ればよいか？

行を適宜追加して、各事業箇所における、「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」等を記載してください。

61 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式2-1
添付様式2-①

「達成見込み」とすることができるのは、具
体的にどのようなケースが想定されるのか？

達成見込み「あり」とできるケースは、事後評価時点では目標未達成（達成度が△、×）であ
るが、合理的な理由により交付終了後１年以内に達成が確実と見込まれる場合に限られます。
（質問27番のケースを参照してください）
達成見込み「あり」とする場合は、その判断が適切かどうかについて、評価委員会の意見を聴
くとともに、原則翌年度にフォローアップを行い、「確定値」を求める必要があります。

62 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式2-1
添付様式2-①

「達成度」が「○」の場合、「1年以内の達
成見込みの有無」欄に記載が必要か？

「達成度」が「○」の場合は、「達成見込みの有無」欄に記載は不要です。

63 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
様式2-1
添付様式2-①

都市再生整備計画に記載した数値指標に不備
があり「評価値」を求められない場合で、
「その他の数値指標」により当該目標が達成
したと評価委員会で判断された場合、事後評
価シートの数値（エ）欄に「評価値」を記載
しなくてもよいか？

都市再生整備計画に記載した数値指標は、必ず事後評価シートにより成果の評価を実施してく
ださい。
なお、統計データ公表時期と事後評価実施時期が一致しない等、明らかに評価値が計測不能な
場合は、評価委員会に評価値を計測できない理由を諮り、了解が得られた場合のみ「－」を記
載し、達成度は「×」としてください。
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NO 分類 項目 質問事項 回答

64 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式2-①

「データの記載方法と評価値の求め方」欄に
は、どの程度の内容を記載すればよいか？

事後評価方法書と同様に、次の内容が分かるよう、具体的に記載してください。
　・データの計測時期、出典（「○月時点の住民基本台帳」「○月の△△駅乗降客数」等）
　・実施主体（市町村の担当部署名）
　・データの計測手法（データ処理の仕方を具体的に）

65 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式2-①

「従前値」と「評価値（見込み値）」でデー
タの計測時期が異なる場合、「データの記載
方法と評価値の求め方」欄には、いつの時点
の「時期」を記入すればよいか？

本欄には、事後評価時の「評価値」の計測方法を記載してください。

66 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式2-①

「見込み値」による達成度が「○」の場合、
「達成度○△×の理由」欄には「達成見込み
をありとした理由」を記載する必要はあるの
か？

「達成見込みをありとした理由」は、達成度が△、×の指標で、上欄の「1年以内の達成見込み
の有無」欄で「あり」欄に「●」を記入した場合のみ記載する必要があります。
「見込み値」による達成度が「○」の場合は、「達成見込み」について記載不要ですのでご注
意下さい。

67 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式3-①～
③

「モニタリング」「住民参加プロセス」「持
続的なまちづくり体制の構築状況の確認」に
おいて、「都市再生整備計画に記載したが実
施していない」場合、事後評価シートにはど
のように記載すればよいか？

事後評価シート添付様式3-①～③には、「予定したが実施できなかった」欄をチェックし、実
施できなかった理由、今後の対応方針を記載してください。

68 ７．事後評価原
案の公表（事後
評価シートの作
成）

記入方法
添付様式4-②

事業と指標に関連性がみられるものである
が、シート作成時点では、事業が完成してい
ない場合は、「Ｃ：指標の改善に貢献しな
かった」と記載すべきか？

交付終了年度末時点に事業が完成した前提で評価値を推計していますので、「Ａ：事業が効果
を発揮し、指標の改善に直接的に貢献した」もしくは「Ｂ：～略～間接的に貢献した」として
ください。

69 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

設置方法 まちづくり交付金評価委員会は、条例や規程
に基づいて設置する必要があるのか。要領で
設置しても問題ないか？

特に定めはありませんので、市町村の内部規程に従って設立して下さい
市町村の内部規程によっては、委員会設立に関する庁内事務手続きや委員定数の上限、委員の
任期年数制限、女性委員の割合、市町村職員の委員任命の制限等を定めている場合がありま
す。これらに注意して下さい。

70 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

設置方法 まちづくり交付金評価委員会は、地方自治法
における附属機関の扱いとなるのか？

まちづくり交付金評価委員会は、地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関と
しての位置づけで設置することは想定していません。
ただし、市町村の規程によっては、附属機関に準ずるものと解釈して、市町村長が設置する委
員会という扱いを受ける場合がありますので、各市町村における委員会設立にかかる規程を確
認して下さい。

71 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

設置方法 まちづくり交付金評価委員会は、都市計画審
議会や事業評価監視委員会等既存の組織を活
用してもよいか？

まちづくり交付金評価委員会を独自に設置することを推奨しますが、既存の組織を活用するこ
とも可とします。
既存機関を活用する場合は、「事後評価の進め方」の留意事項を必ず参照してください。

72 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

設置方法 計画区域の土地区画整理審議会を評価委員会
として活用してもよいか？

出来るだけ幅広い第三者の意見を受ける委員会とするべきであるため、権利者のみでなく、外
部の第三者を含めた委員構成とすることが望まれます。

73 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 評価委員会を構成する委員の人数に定めはあ
るのか？

評価委員会は、３名以上の委員により構成することと定められています。「事後評価の進め
方」を確認してください。

８．まちづくり交付金評価委員会の審議
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74 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 評価委員会の委員の構成人数は３人でよい
か？

委員を３名とした場合、委員会に欠席者が出た場合、その妥当性に疑義が生じるので、欠席者
が出ることも想定した対応をとることが望まれます。

75 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 評価委員会の委員として、市町村の職員が入
ることは問題ないか？

市町村職員（特に幹部職員）を委員とすることは「まちづくり交付金評価委員会」の中立性・
客観性を損なう可能性があるため、市町村職員は委員会の事務局側として参画することが望ま
れます。

76 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 評価委員会の委員に都道府県の職員を入れて
もよいか？

事業主体である市町村の職員ではなく、客観的な意見が聞けることが担保される場合は、都道
府県の職員を入れても構いません。

77 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 評価委員会に学識経験者を入れることは必須
か。また、学識経験者には「建築士」や「技
術士」も含まれるのか？

学識経験者を含めることは必須です。
「学識経験のある有識者」は、原則、大学や高等専門学校等の教員としています。

78 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

委員の構成 計画作成時に委員会を設立している場合、評
価委員会のメンバーは作成時の委員会のメン
バーと整合する必要はあるか？

必ずしも整合する必要はありません。評価委員会の趣旨を踏まえて、市町村が最も適切と判断
する委員の構成としてください。

79 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催時期 都市計画審議会を活用するため、定例の開催
時期である12月の開催としてもよいか？

11月までの開催を標準的なスケジュールとしていますが、12月末の事後評価シート提出までの
スケジュールに間に合えば問題ありません。
なお、委員会での議論を事後評価シートに反映する作業期間が確保できるよう考慮してくださ
い。

80 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催方法 評価委員会の審議事項に定めはあるのか？ まちづくり交付金評価委員会は、その趣旨を踏まえて、次の次第を推奨しています。
ⅰ) 事後評価制度の概要説明
ⅱ) 当該地区におけるまちづくりの経緯説明
ⅲ) 事後評価手続き等にかかる審議
ⅳ) 今後のまちづくりについて審議
ⅴ) 評価委員会後のスケジュール
具体的には「事後評価の進め方」を参照して下さい。

81 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催方法 評価委員会の審議時間はどれぐらいとればよ
いか？

委員会で審議すべき事項が適切に審議されるために想定している会議時間は1.5時間～２時間程
度です。特に、既存機関をまちづくり交付金評価委員会として位置づけて実施する場合には、
十分な審議時間が確保されるようにして下さい。

82 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催方法 評価委員会を複数回開催してもよいか？ 委員会の回数は複数回でも全く支障ありません。むしろ、複数回開催することにより、充実し
た審議が期待できます。
また、会議開催前に地区を現地見学すると、委員全員に共通認識を持つことができ、充実した
審議が期待できます。

83 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催方法 評価委員会は公開すべきか？ まちづくり交付金の制度趣旨からは、住民への透明性・公開性を重視しているため、事後評価
における評価委員会についても原則公開として下さい。なお、既存の組織を活用する場合に、
既存組織の本来的な審議が市町村の規程に基づき非公開とする場合も、まちづくり交付金の評
価審議については一定の区切りを設けるなど評価審議については公開として下さい。

86 ８．まちづくり
交付金評価委員
会の審議

開催方法 評価委員会の議事録を作成し、国に提出する
必要があるか？

事後評価のプロセスがきちんとなされているか確認させていただく場合がありますので、市町
村において議事録の作成をお願いします。また、市民等への説明責任から鑑み、審議結果の記
録としての議事録についても、公表資料とするなどの積極的な対応が望まれます。

９．事後評価シートの作成
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87 ９．事後評価
シートの作成

評価委員会の意
見の反映

事後評価委員会の意見は事後評価シートにど
う反映すべきか？
原案に記載していない事項でも委員会意見を
反映させてシートの正案とするのか？

　委員会で出された意見については、公表した原案に修正を加えた上で、国に提出することに
なりますが、委員会等において出された意見は、積極的に事後評価シートに反映することが望
まれます。
　その際、事後評価シートの添付様式９には、委員会での意見と、その対応（原案からの修
正）をあわせて記載してください。

88 ９．事後評価
シートの作成

記入方法
全般

該当の無い項目は空欄とすればよいか？ 該当なしであることが分かるよう、なるべく「－」で統一するようにしてください。

89 ９．事後評価
シートの作成

記入方法
全般

記載する必要のないシートがある場合、シー
トを削除しても構わないか？

削除しても良い様式は次のとおりです。また、様式を削除する場合は、添付様式表紙の当該様
式名を見え消しとしてください。
　・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＜その他の数値指標を設定しなかった場合に限る＞
　・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＜全ての
数値目標が達成された場合に限る＞
　・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＜全ての数値指標が
「確定値」であり、かつ、「達成見込みあり」とした指標がない場合。＞
　・添付様式９　　有識者からの意見聴取＜効果発現要因の整理、今後のまちづくり方策の検
討、まちづくり交付金評価委員会の審議以外の機会に、有識者の意見聴取を行なわなかった場
合に限る。＞

上記以外の様式は、記入すべき項目がない場合でも削除せず、様式には「－」と記入してくだ
さい。

90 ９．事後評価
シートの作成

記入方法
全般

記載する必要のない欄がある場合、欄を削除
しても構わないか？

記載する必要のない欄がある場合でも、シート内の行列の削除は行なわないで下さい。（例：
添付様式１－②の基幹事業欄や、添付様式3-①～③のプロセス欄など）

91 ９．事後評価
シートの作成

フォローアップ
実施時期

事後評価原案作成時点では「見込み値」とし
た指標について、評価委員会開催後、事後評
価シート提出までの間に「確定値」が計測で
きた場合、フォローアップを実施しなくても
よいか？

「見込み値」と「確定値」で評価した内容が変わらない場合は、国に提出する事後評価シート
には「確定値」を記載し、フォローアップは不要として結構です。

92 10．事後評価結
果の公表と国へ
の報告

公表方法 事後評価結果の公表は、ホームページに掲載
すればよいのか？

事後評価結果は、広く住民に公表し、できるだけ意見募集をすることが望まれます。
なお、インターネットを使用できる市民しか閲覧できないことに留意し、広報と併用するなど
の配慮が望まれます。また、市町村のトップページから公表ページへ直接リンクを貼る等、公
表ページが容易に見つかるように工夫してください。

93 10．事後評価結
果の公表と国へ
の報告

公表期間 事後評価結果の公表期間はどれぐらいとれば
よいか？

事後評価結果の公表期間は、１年以上とします。
フォローアップを実施している場合には、フォローアップが終了するまでは事後評価結果を公
表するものとし、その後のフォローアップ結果の公表期間も１年以上とします。

94 10．事後評価結
果の公表と国へ
の報告

公表時期 事後評価結果の公表時期はいつ頃とすればよ
いか？

12月の国への事後評価シートの提出後、国からの助言による修正作業等を実施し、翌年3月に最
終版が確定した後、公表する流れとなります。

10．事後評価結果の公表と国への報告

１１．フォローアップの実施
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95 １１．フォロー
アップの実施

実施対象 フォローアップの必要性の有無はどのような
基準で判断すればよいか？

評価値を「見込み」とした指標については、必ずフォローアップが必要となります。
また、事後評価原案の作成時点において、数値目標を達成していない場合でも、合理的な理由
により交付終了後１年以内に達成が確実と見込まれるとして「達成見込み」と判断した場合
や、必要な改善策を掲げた場合もフォローアップが必要となります。

96 １１．フォロー
アップの実施

事後評価シート
の修正

フォローアップの結果、「見込み値」による
達成度と「確定値」による達成度が異なる場
合は、どのような対応が必要か？

事後評価で用いた「見込み」の値と、フォローアップによって計測された「確定値」との間に
大きな差異がある場合（例えば、見込み値では○としたが、フォローアップでは△となった場
合）、や、改善策を実施してもまちづくりの目標並びに数値目標が達成できなかった場合に
は、「今後のまちづくり方策」や「改善策」を再検証してください。
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