
様式2

都市再生整備計画　事後評価シート

玉野市中心市街地活性化地区

平成２９年３月

岡山県玉野市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 70.0ha

交付期間 0.45

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

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

●

●

岡山県 市町村名 玉野市 地区名 玉野市中心市街地活性化地区

平成２４年度～平成２８年度 事後評価実施時期 平成２８年度 交付対象事業費 430百万円 国費率

事業名

公園（中央公園魅力化整備事業）、地域生活基盤施設（４コマ漫画案内板設置事業、歩行者サイン設置事業）、高質空間形成施設（カラー舗装等事業、アートモニュメント設置事業）

地域創造支援事業（街路灯整備事業、回遊マップ作成事業、コミュニティバス停留所整備事業）、事業活用調査（事業効果分析調査事業）

事業名 削除/追加の理由 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

なし

なし

道路（側溝整備等）
当初、高質空間形成施設（カラー舗装）と同一事業としていたが、
事業の内容を精査した結果、一部が当該事業に分類されたため。

なし

なし

平成２４年度～平成２８年度

なし

従前値 目標値 数　　値

従前値 目標値 数　　値

中央公園や街路灯の整備により、災害時の避難場所や避難路の機能が高まり、地域住民の安心感の向上に繋がった。
協議会により市民活動が促進され、地域内のコミュニティが向上した。
瀬戸内国際芸術祭の開催（作品の展示）により、街としての魅力が向上した。

実施内容 実施状況 今後の対応方針等
都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

当初計画
から

削除した
事業

新たに追加し
た事業

交付期間
の変更

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

指　標
目標

達成度
1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

指標1 居住環境への満足度 3.4 H23 3.5 H28 3.4 △

居住環境への満足度は基準年度より若干上昇
したが、目標値には届かなかった。地区別で
は、宇野地区で満足度が下がり、築港地区で
上がっている。満足度が期待通り上がらなかっ
た要因としては、事業実施後間もないため、十
分に効果を享受できなかったためと考えられ
る。

－

指標２
中心市街地としての魅力
度

2.4 H23 2.9 H28 2.5 ×

中心市街地への満足度は各種施設の整備や
道路の修景整備、瀬戸内国際芸術祭の開催な
どにより大きくまちなみが変化したこと等で、基
準年度から若干上昇した。一方で、フェリーの
減便等により利便性の低下や賑わいの減少な
どが生じ、満足度が目標値まで上昇しなかった
と考えられる。

－

指標３ 歩行者・自転車通行量 人／日
1,137人（平日）
1,122人（休日）

H23
1,150人（平日）
1,150人（休日）

H28
1,249人（平日）
1,119人（休日）

○

全体としては、目標を達成した。平日、休日別
にみると、休日は基準年度とほぼ同じで目標を
やや下回ったが、平日は通行量が基準年度か
ら約１割増加しており、目標を大きく上回ってい
る。

－

 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
目標

達成度
1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

モニタリング なし

住民参加
プロセス

「まちづくり協議会」の実施
住民の主体的な活動に対して、市は今後とも継続的に支援する必要が
ある。

持続的なまちづくり
体制の構築

「まちづくり協議会」
住民の主体的な活動に対して、市は今後とも継続的に支援する必要が
ある。

 １）事業の実施状況

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

 ５）実施過程の評価



様式２－２　地区の概要

単位： 3.4 H23 3.5 H28 3.4 H28

単位： 2.4 H23 2.9 H28 2.5 H28

単位：人／日
1,137人（平日）
1,122人（休日）

H23
1,150人（平日）
1,150人（休日）

H28
1,249人（平日）
1,119人（休日）

H28

玉野市中心市街地活性化地区（岡山県玉野市）　都市再生整備計画事業の成果概要

まちづくりの目標 目標を定量化する指標 従前値 目標値 評価値

居住環境への満足度

中心市街地としての魅力度

歩行者・自転車通行量

まちの課題の変化

・カラー舗装や側溝整備等により歩きやすい歩行者空間となったことで、地域住民及び観光客等の区域内での回遊性の向上が図られた。
・中央公園等の交流拠点の整備により賑わいが創出されるとともに、来訪者に対する案内サインを整備することで、各施設や拠点等への利便性が向上された。
・まちづくり協議会を年数回実施したことで、地区住民のまちづくりに対する意識の向上や地域活動の活性化が図られた。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・観光入り込み客数の増加と満足度の向上
　　　ボランティアガイドの充実等きめ細かな観光客への対応を地区住民と協働で行うことにより、さらに魅力的な地域づくりを目指す。
　　　市のホームページや観光マップ等を通じて本地区の魅力を発信し、観光客の増加に繋げる。また、定住促進にも力を入れ住みやすい環境づくりを目指す。
　　　防災に関連する取組みなども視野に入れ、安全・安心なまちづくりを行っていく。
・市民活動の支援
　　　今後もさまざまな形で市民活動を支援し、市民と協働のまちづくりを進める。

玉野市を象徴するシンボルゾーンの形成による来街者の回遊性の向上とあわせて、定住環境の向上を図り、安全で
安心して活動できる中心市街地の賑わいの創造を行う。
　目標１：来街者が魅力を感じられるまちを形成する
　目標２：歩いて楽しい、暮らしやすいまちを形成する
　目標３：安全で安心なまちを形成する

・ＪＲ宇野駅

・宇野港フェリー

　センター

国道30号

・市役所

□提案：地域創造支援事業

　 観光マップの作成

　【平成27年度整備】

□提案：事業活用調査

　 事業効果調査分析

　【平成28年度実施】

玉野市中心市街地活性化基本計画の

区域（破線）

都市再生整備計画の計画区域（実線）

□提案：地域創造支援事業

　 街路灯整備　23箇所

　【平成28年度整備】

○関連事業：住宅コンバージョン事業

○関連事業：ののちゃん

           ミュージアム事業

○関連事業：商店街再生プロジェクト事業
　　　　　　　　移住者支援・交流拠点設置運営事業
　　　　　　　　 いしいひさいち展覧会事業

□提案：地域創造支援事業

　 バス停留所整備　２箇所

　【平成28年度整備】 

■基幹：高質空間形成

　 アートモニュメント　１箇所

　【平成26年度～27年度整備】

■基幹：道路

　 側溝整備等　L=1,895ｍ

　【平成24年度～28年度整備】

■基幹：公園

　 中央公園　A=0.63ha

　【平成24年度～28年度整備】

■基幹：地域生活基盤

　 案内板の設置　10箇所

　【平成25年度整備】

○関連事業：瀬戸内温泉「たまの湯」事業

　　　　　    瀬戸内・海のホテル事業　　

○関連事業：エリア内レンタサイクル運営事業

           コミュニティバス事業

           ののちゃんとアートの街・回遊事業

           街なか健康ウォーキングコース回遊事業　　

■基幹：地域生活基盤

　 歩行者用サインの設置 21箇所

　【平成28年度整備】

○関連事業：親水公園整備事業

　　　　　　     （暮らし賑わい事業）
■基幹：高質空間形成

　 カラー舗装　L=2,000ｍ

　【平成24年度～28年度整備】

整備イメージ

○関連事業：暮らし・にぎわい再生

           事業（玉野市宇野地区）

整備イメージ


