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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 485ha

交付期間 0.400

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）実施過程の評価

実施内容 実施状況

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し，実施できた

今後もイベント開催の支援や広場利用料の減免措置などを行う。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

『「香椎」街づくり推進協議会』
活力と賑わいのあふれる魅力ある香椎の街を実現するため，年数回協議を行い，地
区内の駐車場や公園の整備に関する提案や，JR香椎駅前広場・西鉄香椎駅前広場
の整備に関する設計方針やイメージ等の提案を行った。

『公民館・老人いこいの家改築準備委員会』
公民館改築時，周辺町内会長や各団体・サークルの代表者等で構成される『公民館・
老人いこいの家改築準備委員会』を立ち上げ，他の新築公民館見学，建物や駐車場
の配置，間取り等について協議・提案を行った。

『東区コミュニティーセンター検討委員会』
なみきスクエアを整備する際，東区の自治組織会長会にて構成された『東区コミュニ
ティーセンター検討委員会』にて，香椎副都心にふさわしい機能について協議・提案を
行った。

都市再生整備計画に記載し，実施できた

持続的なまちづくり
体制の構築

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

・『ちはやふるかしい２１』による並木広場での定期的なイベントの開催が継続されてい
る。また，並木広場の公園愛護会として公園の定期的な清掃や維持管理業務が行わ
れている。

都市再生整備計画に記載し，実施できた

『「香椎」街づくり推進協議会』
　必要に応じてまちづくりコンサルタントやアドバイザーの派遣を行う。

『公民館・老人いこいの家改築準備委員会』
　他の公民館改築にあたり設置される準備委員会に対し，必要に応じて助言や支援を行う。

『東区コミュニティセンター検討委員会』
　他の区でのコミュニティセンター改築にあたり検討委員会が設置された場合，必要に応じて助言や支援を
行う。

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

H30 H31年度初頭― 150,249 △

３公民館（香住丘，香椎浜，香椎下原）については，老人いこいの家と
の合築を伴う改築整備を行い，機能の拡充を図ったことにより，利用者
数の微増に寄与したものの，目標値には及ばない見込みとなってい
る。しかし，整備が完了したH27年以降の利用者数は微増傾向にあるこ
とから，改築整備により，安定した継続的な利用が確保できたと考えら
れる。

―

目標
達成度※１

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

―
地区内３公民館（香住丘，香椎浜，香椎下原）の改築整備及びなみきスク
エア（香椎公共施設）の建設により，広域的な利用促進につながり，地域交
流施設全体の利用者数は従前値の２倍以上に増加した。

H31年度初頭―

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

その他の
数値指標1

地区内７公民館（香住丘，香椎
浜，香椎下原，香椎，千早，千早
西，香陵）となみきスクエア（香椎
公共施設）の合計利用者数

人/年 524,436 H24

数　　値

― 1,090,074

目標値

―

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

指　標
従前値 目標値

指標1 駅乗降客数 万人/年 1,952 H24 2,295 H30

指標２ 居住人口 人 49,105 H25 52,600 H30

指標３ 公民館利用者数 人/年 147,641 H24 182,000

新たに地元自治会から商業施設側も含めた人道橋のバリアフリー化をしてほしいとの要望がなされ，当初の
基本設計を見直すこととなり，既設階段の架け替えや昇降機の位置が変更となったため，事業費が増額にと
なるとともに，事業期間の延伸が必要となったもの。

影響なし

〇高質空間形成施設（西鉄・JR香椎駅前広場）

西鉄・ＪＲ香椎駅前広場整備については，地域の交通結節点であり，またその玄関口であるため，利用しやす
い施設整備を推進するため，地元地権者等からなるまちづくり推進協議会にて，それぞれ地元の意見等を出
してもらい，それらを取り入れながら整備案について検証しレイアウトを決定してきたもの。今回，整備に向け
てバスシェルター等設置を交付対象事業に位置づけて実施するため，追加した。

香椎駅前広場の整備において，バスシェルターの設置事業を追加したため，駅乗降
客数の目標値を上方修正した。

54,203

数　　値 目標
達成度

― 2,335 〇

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

香椎駅周辺の土地区画整理事業や西鉄香椎駅前広場の整備等により
交通結節機能の強化が図られるとともに，歩道植栽や照明の設置等に
より歩行者空間の改善や回遊性の向上が図られた。また，千早駅では
なみきスクエア（地域公共施設）の整備により地域交流機能が充実して
おり，これらの事業効果が駅乗降客数の増加に寄与したものと考えら
れる。

H31年度初頭

― ○

香椎駅周辺土地区画整理事業により道路や公園等の生活基盤の整備
が進んだことに加えて，香椎川の護岸整備により居住環境の安全性が
向上した。さらに，千早駅前のなみきスクエア（香椎公共施設）の建設
により，地域交流機能や文化・行政サービス機能の充実が図られ，これ
らの事業効果が居住人口の増加に寄与したものと考えられる。

H31年度初頭

当初計画に
位置づけ，

実施した事業

事業名

○地域生活基盤施設（駐車場（香椎公共施設北区），自転車駐車場（香椎駅南））
〇高質空間形成施設（香椎川）
〇高次都市施設（地域交流センター（公民館），地域交流センター（香椎公共施設））
〇地方リノベーション推進施設（香椎公共施設（図書館））
〇土地区画整理事業（香椎駅周辺）

当初計画
から削除
した事業

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

○地域生活基盤施設（自転車駐車場（香椎駅南））
香椎駅南自転車駐車場については，香椎駅周辺土地区画整理事業の区域内であり，区画整理事業におけ
る移転補償を受けることとなったため，地域生活基盤施設（自転車駐車場（香椎駅南））を取りやめた。

交付対象事業である地域生活基盤施設（自転車駐車場（香椎駅南））を整備計画から
削除したことに伴い，指標を削除した。

〇高質空間形成施設（香椎跨線人道橋）

交付期間
の変更

平成26年度～30年度 交付期間の変更による事業，
指標，数値目標への影響なし

新たに追加し
た事業

福岡市東部地域地区

平成26年度～30年度 事後評価実施時期

福岡県 市町村名 福岡市 地区名

平成30年度 交付対象事業費 9,250.7百万円 国費率

通し番号：3



様式２－２　地区の概要 ①

福岡市東部地域地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部広域拠点に

ふさわしい広域的な都市づくり

目標１： 魅力あふれる都市拠点づくり

香椎公共施設整備事業

香椎駅前周辺の土地区画整理事業

香椎駅前広場整備事業

凡例
基幹事業 目標１の方針に合致する主要な基幹事業

関連事業 目標１の方針に合致する主要な関連事業

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎浜公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎浜）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香住丘公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香住丘）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎下原公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎下原）

■基幹事業

・土地区画整理事業

香椎駅周辺土地区画整理事業

○関連事業

・香椎駅周辺土地区画整理事業

（市単独分）

○関連事業

・自転車対策事業（各駅周辺）

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎川

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎公共施設

○関連事業

・香椎公共施設整備事業（音楽・演劇練習場、

市民課諸証明発行窓口）

■基幹事業

・地方都市リノベーション推進施設（図書館）

香椎公共施設

■基幹事業

・地域生活基盤施設（駐車場）

香椎公共施設北区

○関連事業

・直轄国道（一般国道3号博多バイパス）

○関連事業

・河川（浜男川準用河川改修事業）

○関連事業

・道路（県道町川原福岡線）

○関連事業

・住宅市街地総合整備事業

（香椎・臨海東地区）

○関連事業

・河川（香椎川準用河川改修事業）

○関連事業

・事業効果把握調査

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎跨線人道橋

■基幹事業

・高質空間形成施設

西鉄香椎駅前広場

■基幹事業

・高質空間形成施設

ＪＲ香椎駅前広場

整備前

整備後
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様式２－２　地区の概要 ②

福岡市東部地域地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部広域拠点に

ふさわしい広域的な都市づくり

目標２： 安全・安心で快適な居住環境の向上

香椎駅周辺の土地区画整理事業による道路・公園の整備

香椎川護岸整備事業

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎浜公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎浜）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香住丘公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香住丘）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎下原公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎下原）

■基幹事業

・土地区画整理事業

香椎駅周辺土地区画整理事業

○関連事業

・香椎駅周辺土地区画整理事業

（市単独分）

○関連事業

・自転車対策事業（各駅周辺）

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎川

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎公共施設

○関連事業

・香椎公共施設整備事業（音楽・演劇練習場、

市民課諸証明発行窓口）

■基幹事業

・地方都市リノベーション推進施設（図書館）

香椎公共施設

■基幹事業

・地域生活基盤施設（駐車場）

香椎公共施設北区

○関連事業

・直轄国道（一般国道3号博多バイパス）

○関連事業

・河川（浜男川準用河川改修事業）

○関連事業

・道路（県道町川原福岡線）

○関連事業

・住宅市街地総合整備事業

（香椎・臨海東地区）

○関連事業

・河川（香椎川準用河川改修事業）

○関連事業

・事業効果把握調査

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎跨線人道橋

■基幹事業

・高質空間形成施設

西鉄香椎駅前広場

■基幹事業

・高質空間形成施設

ＪＲ香椎駅前広場

凡例
基幹事業 目標２の方針に合致する主要な基幹事業

関連事業 目標２の方針に合致する主要な関連事業

整備完了イメージ

香椎川の親水空間を活用した

灯明まつり（既存整備区間）
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様式２－２　地区の概要 ③

福岡市東部地域地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

大目標： 交通結節機能の強化や多様な都市機能の導入等による東部広域拠点に

ふさわしい広域的な都市づくり

目標３： 地域コミュニティの形成

公民館整備事業（香住丘）■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎浜公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎浜）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香住丘公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香住丘）

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎下原公民館改築

○関連事業

・老人いこいの家整備事業（香椎下原）

■基幹事業

・土地区画整理事業

香椎駅周辺土地区画整理事業

○関連事業

・香椎駅周辺土地区画整理事業

（市単独分）

○関連事業

・自転車対策事業（各駅周辺）

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎川

■基幹事業

・高次都市施設（地域交流センター）

香椎公共施設

○関連事業

・香椎公共施設整備事業（音楽・演劇練習場、市民

課諸証明発行窓口）

■基幹事業

・地方都市リノベーション推進施設（図書館）

香椎公共施設

■基幹事業

・地域生活基盤施設（駐車場）

香椎公共施設北区

○関連事業

・直轄国道（一般国道3号博多バイパス）

○関連事業

・河川（浜男川準用河川改修事業）

○関連事業

・道路（県道町川原福岡線）

○関連事業

・住宅市街地総合整備事業

（香椎・臨海東地区）

○関連事業

・河川（香椎川準用河川改修事業）

○関連事業

・事業効果把握調査

■基幹事業

・高質空間形成施設

香椎跨線人道橋

■基幹事業

・高質空間形成施設

西鉄香椎駅前広場

■基幹事業

・高質空間形成施設

ＪＲ香椎駅前広場

凡例
基幹事業 目標３の方針に合致する主要な基幹事業

関連事業 目標３の方針に合致する主要な関連事業

公民館整備事業（香椎浜）

公民館整備事業（香椎下原）

通し番号：6



様式２－２　地区の概要 ④

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

⼤⽬標︓交通結節機能の強化や多様な都市機能の導⼊等による東部広域拠点にふさわしい広域的な都市づくり

⽬標１
魅⼒あふれる都市拠点づくり

⽬標２
安全・安⼼で快適な居住環境の向上

⽬標３
地域コミュニティの形成

整
備
⽅
針

●交通結節機能の強化，商業・業務機能の⽴地・
誘導，⽂化・⾏政サービス等の広域的都市機
能の充実による周辺地域からの利便性の向上

●歩⾏者空間の改善による回遊性の向上

●まちづくり団体の活動⽀援によるまちの活⼒
や賑わいの向上

●商業・業務・⽂化・⾏政サービスなど
の都市機能の充実による居住環境の向上

●河川護岸整備による親⽔空間の創出

●地域住⺠が活動しやすい地域コミュティ
活動の場を提供

●地域コミュニティを育む場である広場の
利⽤，管理運営を主体的に⾏う地域団体
の活動⽀援

本
計
画
の
成
果

●⾹椎駅前広場やなみきスクエア（⾹椎公共施
設）の整備により交通結節機能の強化と広域
的な利⽤者の取り込みが図られた。

●⼟地区画整理事業やなみきスクエア（⾹椎公
共施設）の整備，⾹椎駅前広場の整備により，
駅周辺の拠点性が向上し，加えて歩⾏者空間
の改善が図られた。

●『「⾹椎」街づくり推進協議会』の活動を⽀
援することにより，⾹椎駅前広場の整備に関
する⽅針や地区内の駐⾞場の整備に関する⽅
針，活気ある商店街形成に向けた提案を引き
出し，活⼒と賑わいのあふれる魅⼒あるまち
づくりにつながった。

●⼟地区画整理事業の施⾏により商業・
業務施設の延床⾯積が増加した。
また，なみきスクエア（⾹椎公共施設）
の整備により⽂化・⾏政サービスが向上
し，居住環境の向上が図られた。

●⾹椎川の護岸整備により居住環境の整
備が図られるとともに，親⽔空間が創
出され，お祭りなどのスペース拡充に
より，賑わいが⽣まれた。

●⾝近で利⽤しやすい地域コミュニティ活
動の場である公⺠館の改築整備と，広域
的なコミュニティ活動の場であるなみき
スクエア（⾹椎公共施設）の整備により，
利⽤者が増加した。また，利⽤者間の交
流が⽣まれ，地域コミュニティの形成・
定着につながった。

●千早並⽊広場を拠点とした活動を⾏う
『ちはやふるかしい２１』を⽀援するこ
とにより，定期的なイベントが開催され，
地域の交流や賑わいを創出できている。
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様式２－２　地区の概要 ⑤

福岡都心部地区（福岡県福岡市）　都市再生整備計画事業の成果概要

残
さ
れ
た
課
題
・
新
た
な
課
題

●歩⾏者空間の更なる改善のためには，駅周
辺の整備だけでなく，地区内に散在する公
園や緑地，歩道のネットワークを整備し，
回遊性を向上させる必要がある。

●今後も⼈⼝増加が⾒込まれる当地区
内においては，より⼀層住みやすい
安全・安⼼で快適な居住環境を形成
する必要がある。

●今後も居住⼈⼝の増加や⾼齢化の進⾏
が⾒込まれる当地区においては，幅広
い年齢層が気軽に利⽤できる⾝近なコ
ミュニティ活動の場を提供する必要が
ある。

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
⽅
策

●地区内の都市公園の整備・再整備を⾏うこ
とで，歩⾏者空間の魅⼒を向上し，回遊性
を⾼め，東部広域拠点にふさわしい都市拠
点づくりを推進する。

●災害発⽣時には⼀時的な避難場所と
なる公園の整備や再整備，千早公⺠
館の改築整備により，安全・安⼼で
快適な居住環境の向上を図る。

●地区内の千早公⺠館と⽼⼈いこいの家
の合築整備により，各施設の利⽤者間
の交流を促進することで，地域コミュ
ニティ活動の活性化を図る。

●地区内の都市公園の整備・再整備によ
り、こどもの遊び場や住⺠の交流の場
を提供することで、地域住⺠の交流促
進を図る。
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都市再⽣整備計画

福岡市東部地域地区の事後評価について

平成30年11⽉
福岡市 住宅都市局

地域まちづくり推進部 地域計画課

資料１－２
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１．都市再⽣整備計画事業について
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１．都市再⽣整備計画事業について

○⽬的
地域の歴史・⽂化・⾃然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれる

まちづくりを実施し、全国の都市の再⽣を効率的に推進することで、地域
住⺠の⽣活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る

○事業の特徴
・市町村主導で３〜５年の整備計画を策定（市町村の主体的な取組）
・整備計画や事業成果を広く⼀般に公開（わかりやすさと透明性の確保）
・事業の評価，改善を図る仕組みの確⽴（PDCAサイクル）

１-１. 都市再⽣整備計画事業とは

Plan

Do

Check

Act

都市再⽣整備計画の⽴案

事業の実施

事業効果の検証

今後のまちづくり⽅策の作成
1
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１．都市再⽣整備計画事業について
１-１. 都市再⽣整備計画事業とは

出典：国土交通省HP 2
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１－２．福岡市における活⽤状況
１．都市再⽣整備計画事業について

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34

福岡都⼼部地区 ★

福岡市東部地域地区 ★

アイランドシティ地区 ★

七隈線沿線地区 ★
★　事後評価実施

都市再⽣整備計画事業　計画⼀覧
計画

都
市
再
⽣
整
備
計
画
事
業

3
通し番号：14



２．福岡市東部地域地区の概要
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2. 「福岡市東部地域地区」の概要
2-１. 「福岡市東部地域地区」の概要

⾯積・計画期間
⾯積 485ha
計画
期間

平成26年度

〜平成30年度

⽬標
⼤⽬標
交通結節機能の強化や多様な都市機
能の導⼊等による東部広域拠点にふ
さわしい広域的な都市づくり
⽬標１
魅⼒あふれる都市拠点づくり

⽬標２
安全・安⼼で快適な居住環境の向上

⽬標３
地域コミュニティの形成

⽬標を定量化する指標

指標１ 駅乗降客数
地区内各駅の年間の乗降客数の
合計値

指標２ 居住⼈⼝
地区内における居住⼈⼝

指標３ 公⺠館利⽤者数
地区内の公⺠館利⽤者数

4
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2. 「福岡市東部地域地区」の概要
2-２. ⽬標・主要な事業・⽬標指標の関係

指標１

指標２

指標３

⽬標２
安全・安⼼で快適
な居住環境の向上

⽬標１
魅⼒あふれる都市
拠点づくり

⽬標３
地域コミュニティ
の形成

・河川護岸や兼⽤⼯作物の改善

・⽂化・⾏政サービス等の広域的都市機能の整備

・地域まちづくり団体の活動⽀援

・広場の利⽤・管理運営を主体的に⾏う地域団体の⽀援

・駅前広場等の整備による交通結節点の強化

・公⺠館や図書館の改築等による地域コミュニティ
活動の拠点整備

・公共施設の駐⾞場整備

・商業・業務機能の⽴地・誘導

・歩道植栽や照明灯の設置等による歩⾏者空間の
魅⼒と回遊性の向上

・⼟地区画整理事業による基盤整備

5
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2. 「福岡市東部地域地区」の概要
2-３. 整備⽅針概要図

計画期間 平成26年度
〜平成30年度 交付期間 平成26年度

〜平成30年度 ⾯積 485ha

交付対象事業費 9,250.7百万円 内訳 基幹事業︓9,250.7百万円 提案事業︓0万円

基幹事業

関連事業

凡 例

6
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3．⽬標を定量化する指標の
達成状況及び効果発現要因
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3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-１.⽬標を定量化する指標の達成状況⼀覧

指標 単位 従前値 ⽬標値 評価値 達成状況

指標１ 駅乗降客数 万⼈/年 1,952
（H24）

2,295
（H30）

2,335
(H31.3見込値)

○

指標２ 居住⼈⼝ ⼈ 49,105
（H25）

52,600
（H30）

54,203
（Ｈ31.3見込値）

○

指標３ 公⺠館利⽤者数 ⼈/年 147,641
（H24）

182,000
（H30）

150,249
（Ｈ31.3見込値）

△

注）達成状況 ○︓⽬標値を達成、△︓⽬標値は未達成であるが従前値よりは改善

7
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数値⽬標
従前値（Ｈ24） ⽬標値（Ｈ30） 評価値（Ｈ30） 達成状況
1,952（万⼈/年） 2,295（万⼈/年） 2,335（万⼈/年） 〇

達成状況 ●地区内における年間合計乗降客数（評価値）は2,335万⼈/年であり，⽬標値の2,295万⼈/年
を上回っている。（従前値の1.2倍，⽬標値の1.02倍）（H30年7⽉末現在の⾒込み値）

評価値の
算出⽅法

・⻄⽇本鉄道（株）が公開している各駅における乗降客数の⽉報データのうち，地区内の「⻄鉄千早駅，⾹椎宮
前駅，⻄鉄⾹椎駅」の3駅の合計値を⻄鉄乗降客数とする。

・九州旅客鉄道（株）が公開している各駅における乗降客数のデータのうち，地区内の「⾹椎駅と千早駅」の2駅
の合計値をJR乗降客数とする。ただし，乗降客数については，H29年6⽉以降のデータが⾮公開となっている。

・計測時点で把握できる最新のデータは，JRがＨ28年度，⻄鉄がH29年度の実測値であるため，Ｈ24年度からＨ
28年度のJR乗降客数とＨ24年度からＨ29年度の⻄鉄乗降客数を⽤いて，それぞれ年平均伸び数を算出し，
H28年度のJR乗降客数とH29年度の⻄鉄乗降客数に加算し，H30年度の⻄鉄乗降客数とJR乗降客数を算出し，
これを合計することにより，H30年度の駅乗降客数を推計し，評価値とする。

データ

3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-２. 指標１︓駅乗降客数

1,653 
1,688 

1,723 

1,795 
1,871 

1,952 

2,335 

2,010 
2,027 

2,122 

2,198 

  0

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年別駅乗降客数（万人/年）

― 実測値 ― 推計値

⽬標2,295万⼈

従前値

■評価値（⾒込み値）の推計⽅法

年度 ⻄鉄乗降客数
（万⼈/年）

JR乗降客数
（万⼈/年）

H24 A24= 362 B24= 1588
H25 384 1638
Ｈ26 333 1639
H27 418 1711
H28 438 B28= 1767
H29 A29= 458 ―

H30 A30= A29+a=477.1 B30= B28+2b=1857.5

■年平均伸び数（万⼈）
⻄鉄（H24〜H29） JR（H24〜H28）

a=(A29-A24)/5=19.05 b=（B28-B24）/4=44.81

A30+B30=

8
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総合所⾒

⻄鉄⾹椎駅前広場整備事業

なみきスクエア（⾹椎公共施設）整備事業

指標の改善に貢献した主な事業

3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-２. 指標１︓駅乗降客数

⾹椎駅周辺の⼟地区画整理事業や⻄鉄⾹椎駅前広場の整備等により交通結節機能の強化が図られるとともに，
歩道植栽や照明の設置等により歩⾏者空間の改善や回遊性の向上が図られた。また，千早駅ではなみきスク
エア（地域公共施設）の整備により地域交流機能が充実しており，これらの事業効果が駅乗降客数の増加に
寄与したものと考えられる。

フォローアップ時の評価値の算出⽅法
H29年6⽉以降はJR乗降客数データが
⾮公表とされたため，引き続き公表さ
れる乗客数データを⽤いることにより，
地区内各駅の年間駅乗客数を評価値と
する。
なお，乗客数の⽬標値については，
H24年度〜H28年度における「乗客数
/乗降客数」の平均値が0.4986である
ことから，駅乗降客数の⽬標値2,295
（万⼈/年）の半分である1,148（万
⼈/年）を乗客数の⽬標値とすること
により，本来よりも⾼い⽬標値に対す
る達成可否を評価する。

1,203 

972 
1,007 1,016 

1,062 1,102 
1,164 

  0

  200

  400

  600

  800

 1 000

 1 200

 1 400

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年別 駅乗客数（万人/年）

― 実測値 ― 推計値

⽬標値1,148万⼈

従前値

■評価値（⾒込み値）の推計⽅法
年度 ⻄鉄乗客数（万⼈/年） JR乗客数（万⼈/年）
H24 A24= 181 B24= 790
H25 192 814
Ｈ26 199 816
H27 210 851
H28 222 879
H29 A29= 252.0 B29=912

H30 A30= A29+a=266.2 B30= B29+b=936.4

■年平均伸び数（万⼈）
⻄鉄（H24〜H29）

a=(A29-A24)/5=14.15

JR（H24〜H29）

b=(B29-B24)/5=24.30

A30+B30=

9
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数値⽬標
従前値（Ｈ25） ⽬標値（Ｈ30） 評価値（Ｈ30） 達成状況

49,105（⼈） 52,600（⼈） 54,203（⼈） ○

達成状況 ●地区内における居住⼈⼝（評価値）は54,203⼈であり，⽬標値の52,600⼈を達成している。
（従前値の1.10倍，⽬標値の1.03倍）（H30年7⽉末現在の⾒込み値）

評価値の
算出⽅法

・公表されている住⺠基本台帳より，地区内における⽉毎の居住⼈⼝データを使⽤する。
・計測時点で把握可能なH29年6⽉〜H30年5⽉（12か⽉分）の⽉毎の居住⼈⼝データから⽉平均伸び数を算出し，

H30年6⽉以降も⽉平均伸び数を維持すると想定し，この10倍（H30年6⽉〜H31年3⽉の10か⽉分）をH30年
5⽉の実測値に加算することにより，H31年3⽉末時点の居住⼈⼝を推計し，評価値（⾒込み値）とする。

データ

3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-３. 指標２︓居住⼈⼝

■評価値（⾒込み値）の推計⽅法
年⽉ 居住⼈⼝（⼈）

Ｈ29. 6 52,004
H30. 5 53,156
H31. 3 53,156＋10a＝54,203

■⽉平均伸び数（⼈）
a=(53,156－52,004)/11 =104.73

46,025

45,822
46,771

47,618
48,428

49,10549,935

51,021
51,682

52,004
53,156

54,203

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

居住人口（人）

⽬標値52,600⼈

―実測値 －推計値

53,156+10a=

従前値
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3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-３. 指標２︓居住⼈⼝

⾹椎駅周辺⼟地区画整理事業により道路や公園等の⽣活基盤の整備が進んだことに加えて，⾹椎川の護岸整
備により居住環境の安全性が向上した。さらに，千早駅前のなみきスクエア（⾹椎公共施設）の建設により，
地域交流機能や⽂化・⾏政サービス機能の充実が図られ，これらの事業効果が居住⼈⼝の増加に寄与したも
のと考えられる。

なみきスクエア（⾹椎公共施設）整備事業（H28.6⽉OPEN)

総合所⾒

指標の改善に貢献した主な事業

⾹椎駅周辺⼟地区画整理事業による道路・公園の整備

⾹椎川護岸整備

整備完了イメージ ⾹椎川の親⽔空間を活⽤した
灯明まつり（既存整備区間）

⾹椎駅北線

⾹椎駅前⻄公園⾹椎駅⻄線

千早⾹椎線
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数値⽬標
従前値（Ｈ24） ⽬標値（Ｈ30） 評価値（Ｈ30） 達成状況

147,641（⼈/年） 182,000（⼈/年） 150,249（⼈/年） △

達成状況
●地区内の年間公⺠館利⽤者数（評価値）は150,249⼈であり，⽬標値の182,000⼈を下回って
いる。

（従前値の1.02倍，⽬標値の0.83倍）（H30年7⽉末現在の⾒込み値）

評価値の
算出⽅法

・本計画において整備している地区内の3公⺠館（⾹住丘公⺠館，⾹椎浜公⺠館，⾹椎下原公⺠館）の年間利⽤者
数を公⺠館利⽤者数とする。

・事後評価時点で把握可能なH24年度〜H29年度の年間公⺠館利⽤者数の実測値から年平均伸び数を算出し，
これをH29年度の値に加算することにより，H30年度の公⺠館利⽤者数を算出し，評価値（⾒込み値）とする。

データ

3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-４. 指標３︓公⺠館利⽤者数

■評価値（⾒込み値）の算出⽅法
年度 公⺠館利⽤者数（⼈）
Ｈ24 A24= 147,641
Ｈ25 140,818
Ｈ26 111,372
Ｈ27 142,143
H28 143,503
H29 A29= 149,814
H30 A30＝149,814＋434.6

＝150,249

■年平均伸び数（⼈）
a= (A29-A24)/5= 434.6

147,641 
140,818 

111,372 

142,143 
143,503 149,814 

121,725 

120,781 
124,898 

138,166 
141,374 

150,249 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

年度別 ３公民館利用者数（人/年）

⽬標値182,000⼈

― 実測値 ― 推計値

従前値

A29+a=
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155,741 149,384 
161,962 173,693 166,397 164,120 

147,641 140,818 
111,372 

142,143 
143,503 149,814 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

整備対象外4公⺠館 整備対象3公⺠館

H28年6月なみきスクエアオープン

3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-４. 指標３︓公⺠館利⽤者数

・地域交流施設全体の利⽤者数は約２倍に
・より広域的な利⽤を促進できた

H28.6⽉OPEN 外観・内観写真

303,382 290,202 273,334 315,836 309,900 313,934 
221,054 243,598 228,782 200,424 

636,641 
776,140 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

7公⺠館合計 なみきスクエア（H27以前は東市⺠センター）

2.47倍2.05倍

なみきスクエアがオープンしたH28年6⽉以降，
東部地域地区内の整備対象外４公⺠館（⾹椎，千
早，千早⻄，⾹陵）の利⽤者数は減少しているが，
本計画において整備した3公⺠館は増加し続けて
いる。

なみきスクエアによる広域的な利⽤が開始された
後も本計画による改築整備により，3公⺠館につ
いては利⽤者の増加につながった。

総合所⾒
3公⺠館については，⽼⼈いこいの家との合築を伴う改築整備を⾏い，機能の拡充を図ったことにより，利⽤者数の
微増に寄与したものの，⽬標値には及ばない⾒込みとなっている。しかし，居住⼈⼝が増加している千早駅や⾹椎駅
周辺と異なり，３公⺠館が位置する地区の居住⼈⼝はほとんど横ばいの中，整備が完了したH27年以降の利⽤者数は
微増傾向にあることから，改築整備による効果が現れていると考えられる。なお，H26年度〜H27年度の整備⼯事期
間は公⺠館を閉鎖し仮設館舎の提供で対応したものの，規模が⼩さくなったこともあり，利⽤者数は減少した。

地区内の全７公⺠館となみきスクエアの年間利⽤者数⽐較

本計画において整備し，H28年6⽉にオープンした千早駅前のな
みきスクエア（⾹椎公共施設）は，3公⺠館を含む地区内におけ
る全7公⺠館の年間利⽤者数の2倍以上の利⽤者が訪れている。

整備対象３公⺠館と整備対象外４公⺠館の合計利⽤者数
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3．⽬標を定量化する指標の達成状況及び効果発現要因
3-４. 指標３︓公⺠館利⽤者数

⾹住丘公⺠館 ⾹椎浜公⺠館 ⾹椎下原公⺠館

⼟地区画整理事業やなみきスクエアの新設等により新しいまちづくりが進んでいる⾹椎駅や千早駅周辺だけで
なく，東部地域地区の端に位置する３公⺠館の整備により周辺部の福祉や住⺠サービスの向上が図られており，
東部地域地区全体の住⺠サービスの向上につながっている。 14
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４．今後のまちづくり⽅策
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４．今後のまちづくり⽅策

⼤⽬標︓交通結節機能の強化や多様な都市機能の導⼊等による東部広域拠点にふさわしい広域的な都市づくり

⽬標１
魅⼒あふれる都市拠点づくり

⽬標２
安全・安⼼で快適な居住環境の向上

⽬標３
地域コミュニティの形成

整
備
⽅
針

●交通結節機能の強化，商業・業務機能の⽴地・
誘導，⽂化・⾏政サービス等の広域的都市機
能の充実による周辺地域からの利便性の向上

●歩⾏者空間の改善による回遊性の向上

●まちづくり団体の活動⽀援によるまちの活⼒
や賑わいの向上

●商業・業務・⽂化・⾏政サービスなど
の都市機能の充実による居住環境の向上

●河川護岸整備による親⽔空間の創出

●地域住⺠が活動しやすい地域コミュティ
活動の場を提供

●地域コミュニティを育む場である広場の
利⽤，管理運営を主体的に⾏う地域団体
の活動⽀援

本
計
画
の
成
果

●⾹椎駅前広場やなみきスクエア（⾹椎公共施
設）の整備により交通結節機能の強化と広域
的な利⽤者の取り込みが図られた。

●⼟地区画整理事業やなみきスクエア（⾹椎公
共施設）の整備，⾹椎駅前広場の整備により，
駅周辺の拠点性が向上し，加えて歩⾏者空間
の改善が図られた。

●『「⾹椎」街づくり推進協議会』の活動を⽀
援することにより，⾹椎駅前広場の整備に関
する⽅針や地区内の駐⾞場の整備に関する⽅
針，活気ある商店街形成に向けた提案を引き
出し，活⼒と賑わいのあふれる魅⼒あるまち
づくりにつながった。

●⼟地区画整理事業の施⾏により商業・
業務施設の延床⾯積が増加した。
また，なみきスクエア（⾹椎公共施設）
の整備により⽂化・⾏政サービスが向上
し，居住環境の向上が図られた。

●⾹椎川の護岸整備により居住環境の整
備が図られるとともに，親⽔空間が創
出され，お祭りなどのスペース拡充に
より，賑わいが⽣まれた。

●⾝近で利⽤しやすい地域コミュニティ活
動の場である公⺠館の改築整備と，広域
的なコミュニティ活動の場であるなみき
スクエア（⾹椎公共施設）の整備により，
利⽤者が増加した。また，利⽤者間の交
流が⽣まれ，地域コミュニティの形成・
定着につながった。

●千早並⽊広場を拠点とした活動を⾏う
『ちはやふるかしい２１』を⽀援するこ
とにより，定期的なイベントが開催され，
地域の交流や賑わいを創出できている。
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残
さ
れ
た
課
題
・
新
た
な
課
題

●歩⾏者空間の更なる改善のためには，駅周
辺の整備だけでなく，地区内に散在する公
園や緑地，歩道のネットワークを整備し，
回遊性を向上させる必要がある。

●今後も⼈⼝増加が⾒込まれる当地区
内においては，より⼀層住みやすい
安全・安⼼で快適な居住環境を形成
する必要がある。

●今後も居住⼈⼝の増加や⾼齢化の進⾏
が⾒込まれる当地区においては，幅広
い年齢層が気軽に利⽤できる⾝近なコ
ミュニティ活動の場を提供する必要が
ある。

今
後
の
ま
ち
づ
く
り
⽅
策

●地区内の都市公園の整備・再整備を⾏うこ
とで，歩⾏者空間の魅⼒を向上し，回遊性
を⾼め，東部広域拠点にふさわしい都市拠
点づくりを推進する。

●災害発⽣時には⼀時的な避難場所と
なる公園の整備や再整備，千早公⺠
館の改築整備により，安全・安⼼で
快適な居住環境の向上を図る。

●地区内の千早公⺠館と⽼⼈いこいの家
の合築整備により，各施設の利⽤者間
の交流を促進することで，地域コミュ
ニティ活動の活性化を図る。

●地区内の都市公園の整備・再整備によ
り、こどもの遊び場や住⺠の交流の場
を提供することで、地域住⺠の交流促
進を図る。

４．今後のまちづくり⽅策
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