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都市再生整備計画事後評価シート（案）に係る意見募集の結果 
 
 
１ 募集対象計画等 
都市再生整備計画 事後評価シート(案） 

 
２ 募集期間 
平成２８年２月１０日(水)～平成２８年２月２９日(月) 

 
３ 意見の提出者数及び件数 
提出者数 ４名／提出件数 ２８件 

 
４ 意見の内容及び意見に対する回答 
次ページ以降に記載しています。 
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意見の概要及び確認修正結果 

１ 事後評価書に反映した意見 

整理 

番号 
項目 意見の概要（要旨） 意見に対する回答 

修正の 

有無 

１ 

様式２－１ 
交付対象事業費 
 
 
 

都市再生整備計画（第５回変更）で交付対象事業費は５５億６
十万になっていますが、事後評価書で減額になった理由を記載
してください。 

事後評価書は、実績に基づいて評価を行うものですので、
事業費についても実績額を記載しております。 
交付率と併せて減額理由を追記します。 

事後評価に記載している事業費は最終的な実績見込み額
であり、以下の理由により、都市再生整備計画(第５回変更)
に掲載している事業費から減額になっています。 
１）人工芝サッカー場に関して、会計検査院からの指摘
を受けた交付対象事業費の減額。 

２）第５回変更以降に設計精査によって事業費が減少し
たため。 

有 

２ 

様式２－１ 
交付率 
 
 

都市再生整備計画は国の交付金 40％であることを公表して
進められてきた事業だが、都市再生整備計画（第５回変更）では
35.5%に減じられているので、減少理由を記載してください。 

詳細設計を受けた事業費の変更や、新文化複合施設の事
業費配分の見直しにより交付率が減少しています。 
主なものとしては新文化複合施設で以下の理由から、ギ

ャラリー（基幹事業）よりも図書館（提案事業）の事業費
が増加し、提案事業費割合が増えたことで交付率が減少し
ました。 

理由① 図書館には、郷土資料閲覧室やこどもコーナー、
お話の部屋など、図書館機能に加えて交流機能も
充実させているため、詳細設計を行った結果、図
書館の施設費や面積が増加しました。 

理由② 東日本大震災の影響から資材や人件費の高騰に
よって建設費全体が上昇したことで、新文化複合
施設全体の事業費のうち事業費割合の大きい図書
館事業費の上昇がより大きくなったためです。 

有 

３ 

様式２－１ 
その他の数値指
標 
 

その他の指標１「循環バス(右回り・左回り)の利用実績」につい
て評価値の年度が不明です。 

循環バスの利用者の増加要因として、高齢者の増加数・自動

循環バス利用者数の評価値の年度は、指標の評価値と同
様に H26の値です。評価年度を追記します。 

高齢者の増加数については、年々1～2％程度増加を続け

有 
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 車運転免許証を返納した数等も合わせて検証してはどうか。 

 

 

ていますが循環バス利用者数との相関関係は分かりません
でした。また、自動車運転免許証の返納数につきまして、
警察での集計データが H24 年度以降のものしかなく、その
値も横ばいでしたので循環バス利用者数との相関関係は分
かりませんでしたが、要素の１つとして今後も確認してい
きたいと思います。 

４ 

様式２－２ 
まちの課題の変化 
今後のまちづくり
の方策 
 

「まちの課題の変化」と「今後のまちづくりの方策（改善策を含
む）」の関係が分かりづらいので、明確に対応させたほうが良いと
思う。 

関係が分かるように、課題番号を追記します。 

有 

２ 今後の参考とした意見 

整理 

番号 
項目 意見の概要（要旨） 意見に対する回答 

修正の 

有無 

５ 

様式２－１ 
指標２ 
平和通り歩行者・
自転車通行量 
 
 

平和通り歩行者・自転車通行者は現在の図書館を廃止する
事により、図書館を利用する人で、今後大幅な増加が予想され
ますが、目標が低すぎます、中心市街地の賑わいを取り戻すこ
とを目標とした事業では無かったのですか。 

 

計画書の作成方法において、目標値は事業最終年度の値
を設定することとなっております。本計画における主たる
事業の新文化複合施設が建設中であることから、目標値を
横ばいで設定してります。 
今回の事後評価以降も、フォローアップとして継続的に

数値を確認していきたいと考えております。 
 

無 

６ 

様式２－１ 
その他の数値指
標 
 
 

西條天満公園や武者道を造った目的を明示した上で、目的
に沿った利用者が何人いたかを公表してください。 

都市再生整備計画事業で整備した、西條天満公園や武者
道、新文化複合施設は既存施設も含めて、拠点ゾーンが形
成されることで、回遊性が向上するものと考えております。 
そのため、これら施設全体の連携から得られるアウトカ

ム指標として、「まちなか文化施設利用者数」や「平和通り
歩行者・自転車通行量」を設定しておりますので、これら
の指標については継続的にフォローアップしていきたいと
考えております。 

無 

７ 様式２－１ 
実施過程の評価 

アンケート等を活用して広く市民の意見を聴く機会を頻繁に
設けてほしい。 

今後の参考にしたいと思います。 無 
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８ 

様式２－２ 
目標を定量化す
る指標全般① 
 
 

計画書で設定している指標では、さまざまな要因が含まれた
値になると思う。都市再生整備計画事業による効果のみを純粋
に測定するために、その他の要因の混在を取り除く様な指標の
設定が必要ではないか。 

 

都市再生整備計画事業で整備した、西條天満公園や武者
道、新文化複合施設は既存施設も含めて、拠点ゾーンが形
成されることで、回遊性が向上するものと考えております。 
そのため、これら施設全体の連携から得られるアウトカ

ム指標として、「まちなか文化施設利用者数」や「平和通り
歩行者・自転車通行量」を設定しております。 
これら指標には、さまざまな環境要因が含まれますが、

継続的にフォローアップする際に、要因等も併せて確認し
効果を検証していきたいと考えております。 

 

無 

９ 

様式２－２ 
目標を定量化す
る指標全般② 
 
 

観光客のまちなか歩きの変化が分かる指標を追加すべきでは
ないか。 

中心市街地内の賑わいおいては、常時訪れることが出来
る市民と、休日等に訪れる観光客があり、これらの人達が
中心市街地へ立ち寄る環境づくりを目的にしておりますの
で、来街者全体としての効果を検証しております。 
今後は、これらの施設を活かしたソフト事業の展開も予

定しており、具体的なメニューを検討するうえでは、市民
と観光客とに区分した検証も必要であると考えております
ので、今後の参考とさせていただきます。 

無 

１０ 

様式２－２ 
今後のまちづくり
の方策 
 
 

景観等を集客に結び付ける取組みにおいて、東寺町景観形
成事業による景観の向上よりも、歴史とセットにした集客方法を
検討してほしい。 
例えば、当市は２度の大火で城下町としての景観は失われて

いる事から、市内出身故人の偉業を称えた物語とセットにした遺
跡の掘り起こしを行い、集客に結び付ける方法を検討して欲し
い。 

東寺町の景観形成事業では、景観整備による美化に加え
て、当事業と併せたソフト事業も実施していることで、住
民の景観への意識は高まってきている事も効果として挙げ
られると考えております。 

ご意見をいただいた、市内出身故人の偉業と関連付けた
集客方法などは、今後のソフト事業展開の参考にさせてい
ただきたいと思います。 

無 

１１ 

様式２－２ 
個別事業に対す
る意見 
 
寺町を活かしたま
ちづくり 
 
 

米沢市は大正時代の二度に大火により江戸情緒の町並みは
失せ、残ったのは直江兼続の作った城下町の構成であり、当時
の道路がほぼ現存することに着目し、「歴史物語」による城下町
米沢市を発信すべきである。 
また、東寺町には上杉家側室やキリスト教徒殉教者の墓のあ

る極楽寺や、上杉鷹山公時代の家臣の墓が有る寺に加えて、幕
末の会津藩士の悲話を伝える寺もあることから、これらを活用し
た方策を講ずるべきである。 

施設の整備を賑わいにつなげていくためには、施設を活
用したソフト事業の展開が必要だと考えております。 

いただいたご意見は、今後の事業の参考にさせていただ
きます。 

無 
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１２ 

様式２－２ 
個別事業に対す
る意見 
 
ポケットパーク札
の辻 
 
 

ポケットパーク札の辻を「まちなか回遊」に結び付けるには、城
下町の歴史物語を活用して、他所からの来訪者だけに留まら
ず、市民さえも興味をそそる「まちなか回遊コース」の制定が必
要だと考える。 
例を挙げれば、辻の札北側道路は城下町の複雑な道路構成

の中で、極楽寺から米沢城へ直進する数少ない道路である事の
歴史的ないわれや、商いを主とした大町に現存する蔵の活用
と、米織と鷹山公の物語等を盛り込んだ東寺町との連携したコー
スが考えられる。 

施設の整備を賑わいにつなげていくためには、施設を活
用したソフト事業の展開が必要だと考えております。 

いただいたご意見は、今後の事業の参考にさせていただ
きます。 無 

 

３ その他の意見 

整理 

番号 
項目 意見の概要（要旨） 意見に対する回答 

修正の 

有無 

１３ 

様式２－１ 
交付期間 
 
 

平成２６年３月に作成された都市再生整備計画（第５回変更）
では交付期間が平成２２年度から２６年度となっています、事後
評価シートでも同様に記載されていますが、新文化複合施設の
工事で交付期間が１年延長されたと伺っています、この延長され
た期間は何処に表示されているのでしょうか。 

事後評価書は国が定めた方法で記載していますので、交
付期間は国の予算年度に基づいて、平成２２年度から平成
２６年度となっております。 
延長となった 1 年は、繰越事業として国のルールに基づ

き行われたものですので、当様式には国の予算年度を記載
しているものです。 
しかしながら、今回の評価では 1 年間事業期間が延びた

ことで、得られる効果も確認できておりませんので、次年
度以降も引き続きフォローアップしていきたいと考えてお
ります。 

無 

１４ 

様式２－１ 
交付率 
 
 

新文化複合施設の１７地区における説明会で、本件事業に対
する国の交付金割合が 40％と説明していたが、事後評価では
34.7％になっているので、その理由を説明してください。 

都市再生整備計画の交付率の算定では、基幹事業に位置
付けられる事業と、提案事業に位置付けられる事業の２つ
の事業に仕分けたうえで、その事業費割合によって交付率
が変動します。 
今回は人工芝サッカー場において、会計検査院からの指

摘を受けて基幹事業費が減少したことや、図書館・ギャラ
リー事業において提案事業である図書館の事業費が当初想
定以上に増額になった事から交付率が３４．７％に減少し
ました。 
今後は事業計画段階で精度の高い事業費を設定するなど

無 
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計画値の変動が少なくなるよう努力していきたいと考えて
おります。 
しかし、交付税措置も含めると国の負担分は約４９％で

あり、当事業全体では実質４０％以上を国から配分されて
いることになっております。 

１５ 

様式２－１ 
事業の実施状況 
 
 

都市再生整備計画（第５回変更）で既に「ポケットパーク札の
辻」整備事業は関連事業に振り分けられています、計画から除
かれた事業を事後評価シートに記載した理由を明示してくださ
い。 

 

事後評価の様式では削除した事業が指標の実現に影響を
与えているかどうかを確認するため、記載することになっ
ております。 
当事業は基幹事業から削除したものの、関連事業として

計画に残り、ポケットパーク札の辻自体は供用していたこ
とから、指標に大きな影響は与えていないという意味から
記載しているものです。 

無 

１６ 

様式２－１ 
定性的な効果発
現状況 
 

松川河川敷の狭い観客席に、８万人の観客が詰めかけたと、
大きな数字を公表しているが、現状を正確に把握する必要があ
るのではないか。 

集客数については一定の考え方で算定しているものであ
り、事後評価においては経年の傾向を確認する指標として
捉えておりますので、効果の確認をするうえで影響がない
ものと考えております。 
今後は数値だけではなく、さまざまな要因と対照するな

ど、数値の分析方法について検討していきたいと考えてお
ります。 

無 

１７ 

様式２－２ 
まちづくりの目標 
 
 

まちづくりの大目標は中心市街地の賑わい再生に有ると明記
しているが、指定された区域のうち「米沢総合公園」は中心市街
地と言えず、当計画が中心市街地の発展を目的としているとは
思えない。 

 

様式２－２に表示している都市再生整備計画区域は、ま
ちづくりの目標として設定している賑わい再生に寄与する
事業を行う範囲を囲っているものですので、中心市街地内
の整備と併せて中心市街地の賑わいに寄与する事業をまと
めてパッケージ化した区域となっております。 

米沢総合公園は市でも運動施設を中心に整備を進めてい
る場所であり、今回整備した箇所は人工芝サッカー場を整
備するうえで適正な敷地面積を有していたことから、当該
地を選定したものです。 
サッカー大会の開催時は市内のコンビニエンスストアが

品薄状態になるなど、一部の効果も現れており、今後もサ
ッカー場を活かしたソフト事業などによって、集客力を高
めて中心市街地へも効果拡大させていきたいと考えており
ます。 

無 
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１８ 

様式２－２ 
まちの課題の変
化 
 
 

年間観光客数を３００万人と公表しているが、とてもこの人数が
当市を訪れているとは考えられない。 
実態を正確にとらえて、現状を把握した上で実態に即した対

応が必要だと思う。 

観光入込客数については一定の考え方で算定しているも
のであり、事後評価においては経年の傾向を確認する指標
として捉えておりますので、効果の確認をするうえで影響
がないものと考えております。 
今後は数値だけではなく、さまざまな要因と対照するな

ど、数値の分析方法について検討していきたいと考えてお
ります。 

無 

１９ 

様式２－２ 
今後のまちづくり
の方策 
 
 

中心市街地における賑わい作り活動において、広く市民の意
見を徴収する体制づくりを求めます。 
 

中心市街地活性化協議会では、現在、大学生や商業者、
市民などを募って、まちの活性化に向けた検討を行うワー
クショップを実施しています。 
この様な活動を通じて、広く市民とともに活性化につな

がる事業を展開していきたいと考えているところです。 

無 

２０ 

様式２－２ 
今後のまちづくり
の方策 
 
 

都市計画で計画された道路の整備を前倒しで行い市内回遊
の利便を図るべきです、市内の歩道でまともに歩けるところは数
カ所です、歩道整備に力を入れると共に、狭い道路行止まりの
拡幅解消を早急に行ってください。 

 

市内の道路につきましては、歩道が未整備な箇所がある
などご不便をおかけしております。 
今後も、財政状況や住民ニーズを勘案しながら整備や維

持管理に努めていきたいと考えておりますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。 

無 

２１ 

様式２－２ 
都市再生整備計
画事業区域 
 
 

人工芝サッカー場が創られた塩井町塩野は中心市街地地区
では無いので、当地区を中心市街地地区に組み入れるのであ
れば現図書館がある市役所周辺も組み入れる必要があると考え
ます。 
また、米沢の商店街の変遷を見ても、市役所周辺が賑わった

時期は総合運動公園周辺より先であり、事後評価に一言この辺
のいきさつも入れるべきです。 

様式２－２に表示している都市再生整備計画区域は、ま
ちづくりの目標として設定している賑わい再生に寄与する
事業を行う範囲を囲っているものですので、中心市街地内
の整備と併せて中心市街地の賑わいに寄与する事業をまと
めてパッケージ化した区域となっております。 
商店街の経過などは、都市再生整備計画書でまとめたう

えで事業内容を設定し、これらを包含する範囲としており
ますので、事後評価書では計画策定に関する記載は改めて
しないこととします。 

無 

２２ 

様式２－２ 
個別事業に対す
る意見 
 
公園 
 

「米沢総合公園」における人工芝サッカー場の整備に関して、
検証すべきは、投下資本に見合う競技場であるか、又、他の地
区に建設を想定した場合に比較してベストであったかという事で
あると考える。 

 

「米沢総合公園（人工芝サッカー場）整備について」 
米沢総合公園は市でも運動施設を中心に整備を進めてい

る場所であり、今回整備した箇所は人工芝サッカー場を整
備するうえで適正な敷地面積を有していたことから、当該
地を選定したものです。 
サッカー大会の開催時は市内のコンビニエンスストアが

無 
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「西條天満公園」は観光客や市民の利用度が低く、「まちの広
場」に比べれば中心市街地の賑わいへの貢献は無かったと評
価すべきである。 
また、三の丸外堀をイメージした池は、水が澱っており景観を

損なっている事から、睡蓮を植える等による景観の美化を図るべ
きである。 

 

品薄状態になるなど、一部の効果も現れており、今後もサ
ッカー場を活かしたソフト事業などによって、集客力を高
めて中心市街地へも効果拡大させていきたいと考えており
ます。 

 

「西條天満公園整備について」 
西條天満公園と併せて当事業で整備している新文化複合

施設が開館していないことから、十分に効果が発揮できて
いない状況にあります。 
また、認知度が低い施設でもあることから、施設のＰＲ

強化や利用者に対する利便性の向上が必要であることは、
今後の課題として捉えているところです。 
今後は、周辺施設と連携したイベントなどが誘発するよ

うな仕組みづくりを行い、賑わいをつくっていきたいと考
えています。 
また、環境が悪化しないような維持管理方法も工夫して

行きたいと考えております。 

２３ 

様式２－２ 
個別事業に対す
る意見 
 
武者道 
 
 

武者道は、原方衆である「無者」（縁が無く、武士としての地位
も無い）が人目を忍んで商家の裏口から肥やしの汲取りや、農
作物と生活必需品を物々交換に訪れた、経済的に苦しい米沢
藩の歴史を秘めた道であり、この悲話を石垣町に現存する武士
屋敷と結びつけ、徳川に逆らった多くの外様大名が取りつぶし
に遇う中で、米沢藩が如何にして生き延びてきたかの悲話物語
として伝えることで、観光資源に活用すべきである。 

 

武者道周辺は、西條天満公園や山形銀行にもご協力いた
だき、歴史的な雰囲気として統一感が図られてきていると
ころです。 
しかしながら、まだ認知度が低い施設でもあることから、

施設のＰＲ強化が必要であるなど、今後の課題として捉え
ているところです。 
今後は、周辺施設と連携したイベントなどが誘発するよ

うな仕組みづくりを行い、賑わいをつくっていきたいと考
えています。 

無 

２４ 

様式２－２ 
個別事業に対す
る意見 
 
新文化複合施設 
 

まちの広場やポポロビル内の市民ギャラリーおよびドーナツ店
への来訪者が無くなったことにより、それまでの賑わいがこの場
所から無くなり、仮に 7月以降新文化複合施設が完成したとして
も、現在の図書館界隅の静寂を見れば、以前の賑わいを当施設
によってカバーすることは所詮無理である。 

図書館・市民ギャラリーの開館を契機に増える来街者を
回遊させる仕組みづくりについて、図書館・市民ギャラリ
ー側と商店街側の両面から検討し、まちなかの賑わいにつ
なげていきたいと考えております。 
 

無 

 

その他、事後評価シート掲載内容に関係のない意見が４件ありました。 


