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都市再生整備計画事業について



１．都市再生整備計画事業とは

○目的
まちづくり交付金は、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により、地域住民の
生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。

○目的
都市再生整備計画事業は、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により、地域住
民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。

○制度の概要

都市再生整備計画の立案

まちの課題

事業終了

市民の反応を確認
（事後評価）

交付金の交付期間は、概ね３～５年！

市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現する
ために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成

交付期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を実
施し、その結果等について公表。

交付金の交付

国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適
合している場合、年度ごとに交付金を交付。交付金の限度額は、交

付対象事業費の概ね４割。
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２．福岡市での活用状況について
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都市再生整備計画

「七隈線沿線地区」の概要



指標１：地下鉄駅の乗客数

指標２：憩いの広場や公園の満足度

指標３：一人あたりの避難有効面積

指標４：公民館・老人いこいの家の
利用者数

指標５：まちの活気を生み出す
地域の取組み満足度

１．都市再生整備計画「七隈線沿線地区」の概要

目標と目標達成に向けた取り組み

大目標
地下鉄七隈線沿線の人とまちをつなぐ、

住みやすいまちづくり

目標を定量化する指標
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＜目標１＞
七隈線沿線の都市機能強化による”交通利便性の向上”
【目標に向けた主な取り組み】

○周辺地域と地下鉄駅を結ぶ道路の整備
○駅構内の利便性向上を図る多言語化等の環境整備

○地域の核となる拠点駅周辺の利便性向上にかかる施
設の整備や交通結節機能の向上

＜目標２＞
水と緑にふれあえるゆとりある”安全・安心な空間の形成”

【目標に向けた主な取り組み】

○既存の自然や歴史などの資源を活かした公園整備や
河川環境整備等のゆとりある環境形成

○防災機能向上のための公園や公民館整備

○市民が歴史を身近に体感しながら学び楽しめる広場
の整備

○駅や主要道路に連絡する歩道の拡幅・整備

＜目標３＞
地域活動の支援による”にぎわいの創出”

【目標に向けた主な取り組み】
○地域活動の拠点となる公民館などの整備



２．「目標」と「指標」と「事業」の関係

目標１ 七隈線沿線の都市機能強化による”交通利便性の向上”

目標２ 水と緑にふれあえるゆとりある”安全・安心な空間の形成”

目標３ 地域活動の支援による”にぎわいの創出”

指標１
地下鉄駅の乗客数

指標５
まちの活気を生み出す
地域の取組み満足度
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指標２
憩いの広場や公園の満
足度

指標３
一人あたりの避難有効
面積

指標４
公民館・老人いこいの
家の利用者数

指標５
まちの活気を生み出す
地域の取組み満足度

■◆道路（都地姪浜線ほか）

□地下鉄駅券売機４カ国語化事業

○道路（姪浜飯盛線ほか）

○野芥地区複合施設整備

■◆道路（都地姪浜線ほか）

■地域生活基盤施設（吉武高木遺跡保存整備）

○かなたけの里公園整備

■公園（賀茂中央公園）

○道路（姪浜飯盛線ほか）

○西南杜の湖畔公園整備

○都市基盤河川改修事業（金屑川）

■高次都市施設（壱岐公民館ほか） ○道路（姪浜飯盛線ほか）

○（仮称）地域コミュニティの支援事業

○（仮称）「まちづくり計画」の実現に向けた活動新事業

■高次都市施設（壱岐公民館ほか）

■高質空間形成施設（名柄川）

■地域生活基盤施設（吉武高木遺跡保存整備）

□地域創造支援事業（壱岐老人いこいの家など）

指標４
公民館・老人いこいの
家の利用者数

■基幹事業 □提案事業 ○関連事業凡例： ◆基幹事業（一括）

□地域創造支援事業（壱岐老人いこいの家など）

○（仮称）橋本駅前土地区画整理事業



■基幹事業
高質空間形成施設（名柄川）

○関連事業
かなたけの里公園

■基幹事業
公園（賀茂中央公園）

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）
（田村公民館）

□提案事業
地域創造支援事業
田村老人いこいの家整備

□提案事業
地域創造支援事業
壱岐老人いこいの家整備

■基幹事業
高次都市施設（地域交流センター）
（壱岐公民館）

■基幹事業
地域生活基盤施設
広場（吉武高木遺跡保存整備）

○関連事業
道路（橋本戸切線）

○関連事業
道路（姪浜飯盛線）

○関連事業
都市基盤河川改修事業（金屑川）

○関連事業
（仮称）橋本駅前土地区画整理事業

■◆基幹事業
道路（周船寺有田線）

○関連事業
道路（長尾橋本線）

■◆基幹事業
道路（都地姪浜線）

□提案事業
地域創造支援事業

地下鉄駅券売機４カ国語化事業

○関連事業
野芥地区複合施設整備

３．「七隈線沿線地区」整備方針概要図
1325 ha平成24年度 ～ 平成28年度計画期間 交付期間 平成24年度 ～ 平成28年度 面積

交付対象事業費 【基幹事業】 3,242.3 百万円 【提案事業】 83.5 百万円3,325.8 百万円 内訳
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基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

○関連事業

（仮称）「まちづくり計画」の実現に向けた活動支援事業

○関連事業

（仮称）地域コミュニティ活動の支援事業

□提案事業

事業効果把握調査

七隈線沿線地区面積 1,325ha

■基幹事業

◆基幹事業（一括）

□提案事業

○関連事業

○関連事業

西南社の湖畔公園



都市再生整備計画「七隈線沿線地区」の整備状況（平成28年8月末時点）
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■高質空間形成施設：名柄川

◆周船寺有田線の整備 ◆都地姪浜線の整備

■地域生活基盤施設：吉武高木遺跡保存整備

■高次都市施設（地域交流センター）

（田村公民館） 事業中

■公園（賀茂中央公園）
事業中

□地域創造支援事業
（田村老人いこいの家整備）

事業中

□地下鉄駅

券売機の

４カ国語化

整備済

■高次都市施設（地域交流センター）：壱岐公民館

□地域創造支援事業：壱岐老人いこいの家整備

事業中

整備済

整備済

事業中

事業中



目標を定量化する指標（数値目標）の
達成状況
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目標を定量化する指標の達成状況

指標 従前値 目標値 評価値 達成度

指標１

地下鉄駅の乗客数

24,447人/日

（H23）

26,000人/日

（H28）

28,347人/日

（H28.5末現在） ○

指標２

憩いの広場や公園の満足度

22.6％

（H23）

27.3％

（H28）

40.9％

（H28） ○

指標３

一人あたりの避難有効面積

5.1㎡/人

（H23）

5.6㎡/人

（H28）

5.6㎡/人

（H26） ○

指標４

公民館・老人いこいの家の利
用者数

65,931人/年

（H23）

78,700人/年

（H28）

94,330人/年

（H27年度実績） ○

指標５

まちの活気を生み出す地域の
取組み満足度

27.7％

（H23）

38.4％

（H28）

39.3％

（H28） ○



住民満足度（指標２、指標５）の評価方法

事後評価の実施方法

■調査対象：区域内にある地下鉄駅から半径１km圏内の町丁字に住む、15歳以上の男女2,000人を対

象とする。

（住民基本台帳を用いた無作為抽出）

■調査方法：郵送によるアンケート配布及び回収
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指標２：「憩いの広場や公園の満足度」 および
指標５：「まちの活気を生み出す地域の取組み満足度」

の従前値は、
「平成23年度七隈線沿線住民意向調査（福岡市住宅都市局）」の調査結果から
金山～橋本駅圏内分（駅から半径１ｋｍの町丁字）を抽出し設定。

今回調査では、従前値との比較評価を行うため、
従前値と同様の調査方法、設問でアンケートを実施し、評価を行った。

アンケート調査方法

■実施期間：平成28年8月10日～8月26日

■配 布 数 ：2,000通

■回 収 数 ：758通 （回収率：37.9％）

アンケート調査の実施概要

■実施期間：平成23年7月16日～8月31日

■配 布 数 ：2,000通

■回 収 数 ：806通 （回収率：40.3％）

※参考H23調査概要



地下鉄七隈線沿線アンケート調査 調査対象範囲

 ：調査対象範囲（駅から約１km 圏内の地域） 
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数値目標達成状況について



評 価

乗客数は約4,000人/日増加し、目標を達成している。これは、鉄道沿線の人口の増加に加え，大型

商業施設（木の葉モール）などの事業所の増加による従業員数の増加が考えられる。

また、当該事業の実施により、周辺道路の快適性向上が図られ、特に駅周辺における道路整備が

実施された橋本駅では、「駅への行きやすさ」に対する満足度の5年前からの伸び（35％→50％）が最

も大きく、駅へのアクセス性向上が図られたと考えられる。さらに、券売機の多言語化をはじめとした七

隈線利便性向上に向けた取り組みも、目標達成要因の一つと考えられる。

データ

■地下鉄駅の利用者数（乗客数）

指標１ 地下鉄駅の乗客数

目標値
従前値（H23） 目標値（H28） 評価値（H28速報） 評価結果

24,447人/日 26,000人/日 28,347人/日 ○

数値目標（26,000人/日）を達成

資料：福岡市交通局資料

＜評価値算出方法＞

評価値は年平均の１日あたりの乗

客数を計測する。

数値が把握できないH28年度7月以

降の乗客数は、H28年6月末までの

傾向からH28年度の見込み値を算出

し、評価値とした。

20,629

22,085
22,695

24,447
25,124

26,093

27,447
28,134 28,347

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

指標１ 地下鉄の乗客数

(金山駅、七隈駅、福大前、梅林駅、野芥駅、賀茂駅、次郎丸駅、橋本駅）

目標値

従前値

＜目標値の考え方＞
福岡市交通局の長期収支見通し
H23→H28 将来乗車人員数 約７％増
本計画においても、
道路等事業の相乗効果により、
上記の乗車人員の増加率を目標

評価値
28,347人/日
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指標２ 憩いの広場や公園の満足度

目標値
従前値（H23） 目標値（H28） 評価値（H28速報） 評価結果

22.6％ 27.3％ 40.9％ ○

評 価

評価対象となる「賀茂駅」、「橋本駅」周辺住民の憩いの広場や公園の満足度は約18％増加

し、目標を達成している。これはアンケート調査の別項目において「（評価対象となる回答者の）

身近な憩いの広場や公園の5年前からの変化」について、約４７％が“良くなっている”と回答す

るなど、当該事業の実施による公園や緑空間等の充実化が、目標達成要因と考えられる。

データ

■身近な憩いの広場や公園について「非常に満足」「やや満足」とした回答者

（従前値と同様に、該当事業の最寄り駅である「賀茂駅」、「橋本駅」の回答者が対象）

評 価 結 果

従前値 目標値 評価値

22.6％ 27.3％ 40.9％

従前値に対して約１８％増となり、目標を達成

＜目標値の考え方＞
「福岡市新・基本計画（全市編：H15 ）」にて設定され

ている政策目標「地域の公園の親しみやすさ」の現状
値（H14 ）目標値（H27 ）の増加割合を基に設定。

＜評価値の考え方＞
７2人（事後）÷176人（有効回答数）×100 ≒ 40.9％

3 従前値 20 評価値
1.9% 36 11.4% 72
33 22.6% 52 40.9%

20.8% 29.5%

22 12
13.8% 28 6.8% 17

6 17.6% 5 9.7%
3.8% 2.8%

無回答 9 9
総合計

有効回答者

87
49.4%

185
176

⾮常に満⾜

59.7%
95

159
168

⾮常に不満

やや不満

どちらでもない

やや満⾜

従前値
（H23 年度調査）

事後評価
（H28 年度調査）

回答数 回答数
項⽬
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評 価

一人あたりの避難有効面積は目標を達成している。これは、当該事業の実施により、当該地区にお

ける避難場所及び広域避難場所の拡充が図られているなど、防災体制の強化が指標達成要因といえ

る。なお、アンケート調査において、当該地区における「もしもの時の自然災害への備え」に対し、新た

に避難場所として設定された賀茂中央公園周辺地域住民の満足度は約４４％と、対象地域全体の満

足度約２７％の約1.5倍と評価が高く、避難場所の充実化は「もしもの時に備えた安心感の向上」に寄

与していることが考えられる。

データ

学校 9,500 9,500
学校 14,800 14,800

大学 76,900 76,900

公園 98,060 98,060
学校 11,400 11,400
学校 8,600 8,600
学校 6,600 6,600
学校 7,300 7,300
学校 9,900 9,900

大学 - -

賀茂中央公園 公園 未整備 3,300
学校 5,100 5,100
学校 8,300 8,300
学校 9,300 9,300

学校 6,400 6,400

学校 13,500 13,500

学校 11,100 11,100
公園 108,000 108,000
公園 10,000 10,000

かなたけの里公園 公園 未整備 48,100
414,760 466,160
18箇所 20箇所

80,863 82,692

5.1 5.6

合計

計画区域内人口(人）

一人あたりの避難有効面積（㎡/人）

避難有効面積（㎡）

H28
評価値

壱岐南小学校

金武小学校

壱岐中学校
壱岐丘中学校
西部運動公園

避
難
有
効
面
積

城
南
区

金山小学校

梅林中学校

福岡大学

項
目

区 地区避難場所

西南杜の湖畔公園

早
良
区

有田小学校
賀茂小学校
田隈小学校
田村小学校

次郎丸中学校

福岡歯科大学

西
区

壱岐小学校
壱岐東小学校

西の丘中公園

種別 H23
従前値

指標３ 一人あたりの避難有効面積

目標値
従前値（H23） 目標値（H28） 評価値（H28速報） 評価結果

5.1㎡/人 5.6㎡/人 5.6㎡/人 ○

従前値に対して約12％増となり、目標を達成
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評 価 結 果

従前値
目標値
（+10％）

評価値
（8/12時点）

5.1㎡/人 5.6㎡/人 5.6㎡/人

＜目標値の考え方＞
5.1㎡/人× 1.1 ≒ 5.6㎡/人

＜評価値の考え方＞
有効避難面積÷計画区域内人口

466,160 ㎡ （H26末）÷ 82,692人（H26.9区域内人口）
≒5.64

資料：福岡市市民局資料



評 価

当該事業の実施により、公民館等をはじめとした地域コミュニティ活動の拠点形成が図られ、

地域コミュニティの活性化が図られている。

さらには事業実施と並行して実施した地域と行政との継続的なコミュニケーション活動を通じ、

地域づくりや拠点づくりに対する地域交流の活性化も図られたことにより、公民館・老人いこい

の家の利用者数は目標値を上回った。

データ

施設名 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
 壱岐公民館 23,626 33,474 33,004 28,390 39,187 37,442
 田村公民館 42,305 49,666 49,215 53,340 56,764 52,821

 壱岐老人いこいの家 2,594 4,067
 田村老人いこいの家

合計 65,931 83,140 82,219 81,730 98,545 94,330

未設置

未設置

指標4 公民館・老人いこいの家の利用者数

目標値
従前値（H22） 目標値（H28） 評価値（H28速報） 評価結果

65,931人/年 78,700人/年 94,330人/年 ○

■公民館・老人いこいの家の利用者
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数値目標（78,700人）を達成

評価値
94,330人/年

目標値

従前値

資料：福岡市市民局資料

H26.4 壱岐公民館供用開始▼

＜目標値の考え方＞
城南区、早良区、西区に整備さ
れた公民館・老人いこいの家の
整備前後の利用実績から推計。



指標5 まちの活気を生み出す地域の取組み満足度

目標値
従前値（H23） 目標値（H28） 評価値（H28速報） 評価結果

27.7％ 38.4％ 39.3％ ○

評 価

まちの活気を生み出す地域の取組みの満足度は約12％増加し、目標を達成している。これ

はアンケート調査において、橋本駅利用者の満足度が約55％と最も高いことから、木の葉モー

ルを中心とした地域の来訪者増加等がまちの活気を感じる要因となっていることが考えられる。

また、公民館・老人いこいの家の整備に伴い地域と行政との継続的なコミュニケーション活動を

実施した壱岐・田村両地域の取組満足度が約50％となっていることから、事業実施を通じたま

ちづくり活動の活発化も、目標達成要因の一つと考えられる。

データ
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■まちの活気を生み出す地域の取組みについて「非常に満足」「やや満足」とした回答者

従前値に対して約12％増となり、目標を達成

＜目標値の考え方＞
「福岡市新・基本計画（全市編：H15 ）」の意識系指標

の考え方を採用し目標値を設定。

＜評価値の考え方＞
285人（事後）÷725人（有効回答数）×100 ≒ 39.3％

評 価 結 果

従前値 目標値 評価値

27.7％ 38.4％ 39.3％

30 従前値 56 評価値
3.9% 212 7.7% 285
182 27.7% 229 39.3%

23.8% 31.6%

68 60
8.9% 78 8.3% 72
10 10.2% 12 9.9%

1.3% 1.7%
無回答 42 33
総合計

有効回答者

項⽬
従前値

（H23 年度調査）
回答数

⾮常に満⾜

やや満⾜

どちらでもない 474
62.0%

やや不満

⾮常に不満

806
764

事後評価
（H28 年度調査）

回答数

368
50.8%

758
725



今後のまちづくり方策
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まちの課題の変化

事業前の課題 成 果 残 さ れ た 課 題

一期計画の実施により拠点性の強化
や利便性向上が図られた地下鉄駅に
ついて、引き続きさらなるアクセス性
や利便性の向上を目指し、未整備道
路の整備等が必要である。

◆都地姪浜線等の駅へのアクセス道路の
整備によるアクセス性の強化や駅の利
便性が向上の結果、地下鉄駅の利用者
増加が図られた。

◆二期計画の要素事業として位置付け
た駅へのアクセス道路の主要区間は
ほぼ完成している。今後は、未整備区
間の整備によるさらなるアクセス性向
上が求められる。

一期計画に引き続き、地域のコミュニ
ティや防災の拠点となる公民館や公
園等について、未整備である施設整
備を実施する事により、快適で安全安
心な環境形成を図る必要がある。

◆賀茂中央公園などの公園整備や名柄川
の整備により、水と緑と触れ合える快適性
の高い空間形成が図られた。

◆地域拠点となる公民館の整備や、公園
整備等により、地域の防災機能の強化が
図られるなど、安全安心な環境形成を図
られた。

◆未整備である公民館や公園等の整備
を今後も継続して推進していく必要が
ある。

◆一方で、人口流入や高齢化による人
口構成の変化に伴い，既存の公園の
計画的な再整備が求められている。

七隈線沿線のまちづくりの進展や人
口増加に伴い、地域のまちづくりに対
する意識が高まっており、今後の地域
のまちづくり活動への支援を通じ、地
域交流の活発化を図る必要がある。

◆地域のまちづくり活動の拠点となる公民
館等の整備により公民館利用者が増加す
るなど、地域交流の活発化が図られた。

◆未整備である公民館等の整備を今後
も継続して推進していく必要がある。

◆まちづくりの進展等による人口流入や
高齢化に伴い人口構成が変化したこ
とにより、地域コミュニティの希薄化が
懸念されることから，校区単位の地域
活動を横断的につなぐコミュニティの
拠点施設の整備が求められている。

【事業によって発生した新たな課題】

◆「自然災害に対する備え」に対する地域の評価が低く、既存の避難場所のバリアフリー化、浸水対策など、地域のニーズに
合った対策が必要となっている。
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今後のまちづくり方策

項 目

事業効果を継続させるために行う方策
●地下鉄七隈線沿線のさらなる都市機能の強化

→地域のまちづくり活動の拠点の整備
親水空間の整備

公園の再整備

駅へのアクセス道路の整備 等

残された課題や新たに発生した課題の改善策
●地域の防災機能をはじめとした安全性の向上

→公園の整備

下水道事業や調節池整備等の浸水対策

公民館の整備 等

●地域コミュニティや地域交流の活性化支援や高齢化対策
→地域のまちづくり活動の拠点の整備

地域まちづくり協議会の活動支援 等


