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都市再生整備計画　事後評価シート
米沢市中心市街地地区

平成２８年３月

山形県米沢市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 284ha

交付期間 0.347

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

105,431
H26値

3.5 5.0
市内平均 H26値

(中部コミセンのみ)

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

 １）事業の実施状況

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

道路（市道女子高東通り中央三丁目線、市道まちの広場線）　、　公園（（仮称）まちなか歴史公園、米沢総合公園）　、　地域生活基盤施設（ポケットパーク 札の辻、市営駐車場）
　、　高次都市施設（ギャラリー、中部コミュニティセンター）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

なし

 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

まちなか公共文化施設利
用者数

人/年 176,044 H19 H26

実施内容 実施状況

人/年 86,734 H20 93,634

924

161,058

1,576 H26

196,300

目標
達成度

△

数　　値

H26

H20 ～H26

効果発現要因
（総合所見）

フォローアップ
予定時期

1年以内の
達成見込み

当事業で整備した人工芝サッカー場は県内有数の施設に

もなったことから、目標値を大きく上回ることができた。今後

は、他の施設も活用した公園全体の利用者数も上げるこ

とができるような事業展開も必要。

新文化複合施設(図書館・ｷﾞｬﾗﾘｰ)が建設中であったため相

乗効果が無いうえ、市民文化会館が改修工事のため約6か月

間休館し、目標値に達することができなかった。新文化複合施

設開館後は連携企画なども予定しており、利用者数の増加を

見込んでいる。

平和通り内の営業店舗の減少に伴い通行量も減少を続

けているなか、新文化複合施設が未完成のため効果が現

れていない。平成28年7月の開館を契機に増える通行量

をどのように回遊させるかを関係機関で検討中。

平成28年7月

平成29年度末

×

180,638

―――○

平成22年度まで減少傾向にあった循環バスの利用者数

が、平成23年度の南回り線の開業以降は上昇傾向にあ

り、バス路線を増加したことで乗り継ぎ等による行動範囲

の拡大に繋がり他路線へも好影響があった。

従前値 目標値

循環バス（右回り・左回り）
の利用実績

人／年 98,641 H22

指　標

その他の
数値指標1

その他の
数値指標２

 ５）実施過程の評価

・ サッカー場整備による利用者の増加によって、幹線道路沿いにコンビニエンスストアが新設され、特に大会の折は弁当や飲み物が品薄状態になるなど経済効果が上がっている。
・ サッカーフィールドの良さが広がり、合宿に訪れる学校数が増えH27年度実績では７校の大学から合宿利用があった。また、合宿と併せて合宿中の各大学と地元高校が交流する大学ｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙが開催されるなどの賑わいもあった。
・松川河川敷の｢川中島合戦｣等の観客席となる堤防法面を整備したことで、高齢者や障がい者の方が安心・安全に観覧できる環境が作られた。
・板塀の高さや色調に連続的な統一感が生まれ市内で最も城下町風情が高い通りとなったことで観光的価値も向上し、かつ地域における景観意識も向上した。地元では、昨今の歴女や御朱印ガールなどのブームもあいまって観光交通量が増えている
と感じている。

 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

今後の対応方針等

―――

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

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

・都市再生整備計画で実施する事業に関する市民アンケート
・図書館・市民ギャラリーの基本設計に係る市民検討会

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

中心市街地活性化協議会
　・ワークショップで得られたアイデアを具現化していく。
　・独自の事業展開および、活性化に寄与する事業に支援を行っていく。
寺町を活かしたまちづくり協議会
　・景観意識向上に向けて継続的な活動を行っていく。

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

・中心市街地活性化協議会を中心とした賑わいづくりの検討
　（ワークショップ、図書館・市民ギャラリー開館プレイベント）

・寺町を活かしたまちづくり協議会による景観意識向上に向けた
ソフト事業の展開
　（寺町マップ作成・美化活動・芸術大学生を交えた景観形成ワークショップ）

・市民期待度が低めだった事業は、期待度の高かった事業やソフト事業
等を組み合わせることで利用率や回遊性の向上につなげる。
・基本設計段階から市民に関わってもらうことで高まった施設完成への期
待度を利用率向上につなげていく。

中部コミュニティセンターは市内全体の平均以上の利用率

になっている。立地条件が良いことから、地区の利用が高

いうえ企業等の研修や催し物などの利用もあったため。

フォローアップ
予定時期

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）

平成29年度末

5,269百万円

中心市街地地区

交付対象事業費 国費率

地区名

事業名

なし

数　　値

地域創造支援事業（図書館、興譲小学校非常階段設置事業、松川河川敷まつり会場整備事業、景観修景板塀設置事業）　、　まちづくり活動推進事業（松が岬公園ライトアップ事業、東寺町景観形成事業）

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

関連事業へ移行したため なし

中部地区の人口当りのコ
ミュニティセンター利用回数
(年間コミセン利用者数
　　　　　／該当地区人口)

回

ポケットパーク 札の辻

平成22年度～平成26年度 平成27年度事後評価実施時期

山形県 市町村名 米沢市

平成22年度～平成26年度

なし

交付期間
の変更

新たに追加し
た事業

指標３

平和通り歩行者・自転車通
行量

人/日

指標1

指　標

指標２

米沢総合公園利用者数

1,676 H20



様式２－２　地区の概要

単位： 人／年 176,044 H19 196,300 H26 180,638 H26

単位： 人／日 1,676 H20 1,576 H26 924 H26

単位： 人／年 86,734 H20 93,634 H26 161,058 H26

米沢市中心市街地 地区（山形県米沢市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

米沢総合公園利用者数

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

平和通り歩行者・自転車通行量

まちなか文化施設利用者数大目標：交流型コミュニティの構築による中心市街地の賑わい再生
　　目標１：市民の文化・スポーツ交流と地域コミュニティ活動を促進し、中心市街地の賑わいを再生する。
　　目標２：中心市街地に集積する歴史・観光資源を活かし、市民・観光客のまちなか歩きを促進する。
　　目標３：市道の整備改善と公共交通機関（循環バス路線）の充実による交通の利便性の向上を図る。

まちの課題の変化

課題１　中心市街地は商業及び公共施設の集積が高く、また、ＪＲやホテルなどの都市施設、観光資源といった既存インフラ、ストックが集積　→利用率の低い空きビルなど、既存ストックを有効に活用した効率的なまちづくりが必要
課題２　本市への年間観光客入り込み数が松が岬公園等史跡を中心に約３００万人程度ある　→その経済効果を中心市街地で受け止め、まちなか活性化の振興に資する必要がある
課題３　中心市街地においては、人口減少に伴い、空き店舗や空き地が増加中　→地域住民のふれあい活動の拠点や文化活動を促進する機能強化を図る必要あり
課題４　スポーツ振興の拠点である米沢総合公園は、これまで一定程度の整備が進められている　→今後、置賜圏域をはじめとした他地域との広域交流を推進する上で、さらなる機能強化を図る必要あり
課題５　少子高齢化により交通弱者の移動手段の確保が肝要　→バスによる公共交通網を整備するなど車なしでも安心して暮らせるまちづくりを進める必要がある。
課題６　米沢駅から平和通りを経て、松が岬公園を結ぶシンボルロード沿線の景観形成は、市民も観光客も歩いて楽しいと思えるような米沢の顔づくりとしての重要性が高いが、まだ魅力づくりの観点から十分ではない
　→継続した城下町米沢らしい情緒を感じ取ることができる景観形成に取組む必要あり

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

【中心市街地における賑わいづくり活動の継続的な実施（課題１，２，３ 関係）】
　・中心市街地活性化協議会を中心とした活動の継続（活性化に寄与する事業の誘発及び支援）
【米沢総合公園内施設の利用率向上および他地域との広域交流の推進（課題４ 関係）】
　・人工芝サッカー場をグランドゴルフで使用するなど、目的に使用できる方策を検討し平日の稼働率を向上を目指す
【景観意識向上に向けた取組みの継続的な実施（課題６ 関係）】
　・寺町を活かしたまちづくり協議会によるソフト面での活動を継続していくことにより、将来的には生活の一部となるような土着性に結び付けていく
【図書館・ギャラリー等と商店街との連携（課題１，２，３ 関係）】
　・図書館・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・ギャラリー側と商店街側の両面から検討していく
【回遊性向上のための環境整備（課題３，５ 関係）】
　・中心市街地内の３つの拠点地区である「松が岬公園周辺地区」、「中央商店街地区」、「米沢駅周辺地区」　内外での交流が促進するよう公共交通の利便性向上を図るとともに、ＩＴ技術を活用した情報発信を行っていく
【整備済み施設のＰＲ及び利便性の向上（課題全て）】
　・施設の積極的かつ多様なＰＲを行うとともに、施設を利用したイベント等実施者に対しての広報協力を行う。また、規制緩和を検討するなど利便性の向上を図る

目標値 評価値

米沢市役所・米沢消防署 

 基幹 道路 まちの広場線 

③ 基幹 道路 女子高東通り中央三丁目線  

① 基幹 公園 米沢総合公園 

 基幹 地域生活基盤施設      

 市営駐車場 

⑦ 提案 まちづくり活動支援事業 

 東寺町景観形成事業 

⑧ 提案 地域創造支援事業 

  松川河川敷まつり会場整備事業 

米沢市市民文化会館 

④ 基幹 高次都市施設 

中部コミュニティセンター 

 提案 地域創造支援事業 

興譲小学校非常階段設置工事  

② 提案 地域創造支援事業 

図書館･ギャラリー(図書館分) 

⑥ 提案 まちづくり活動支援事業 

  松が岬公園ライトアップ 

松が岬公園（米沢城址） 

 提案 地域創造支援事業 

  景観修景板塀設置事業 

⑤ 基幹 公園 (仮称)まちなか歴史公園 

米沢市民ギャラリー 

（ポポロビル４Ｆ） 

【凡例】 

 

 

 

         都市再生整備計画区域 

基幹事業 

提案事業 

② 基幹 高次都市施設 

図書館･ギャラリー(ギャラリー分)      ② 図書館・市民ギャラリー 

③ 女子高東通り中央三丁目線（武者道） 

① 米沢総合公園（人工芝サッカー場） 

⑤ （仮称）まちなか歴史公園 

④ 中部コミュニティセンター 

⑥ 松が岬公園ライトアップ 

⑧ 松川河川敷まつり会場整備事業 ⑦ 東寺町景観形成事業 



（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、都市再生整備計画事業の活用予定、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）評価委員会の審議
　　添付様式８　　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

都市再生整備計画　事後評価シート
（添付書類）



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

●

●

●

●

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 40.0 49.5 ●

50.0 40.0 ●

公園 216.3 265.9
概算で算出していた用地費が不動
産鑑定価格と異なっていたことによ
る事業費の増加

●

2,220.0 1,994.3 用地費の見直しによる減額 ●

地域生活基盤
施設

100.0 55.4
組み立て式の駐車場を採用するこ
とでコスト縮減を図った

●

20.0 ―
用地交渉が進まず都市再生整備計
画期間内での完成が難しいことか
ら関連事業での実施に変更した

― ―

高次都市施設 360.6 702.6
建設地変更による設計の見直し
労務費・資材単価の高騰による事
業費の増加

●

220.0 190.9 ●

変更理由

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

変更後

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

市営駐車場

中部コミュニティセンター

公園整備　一式
(空堀り、戦国武将銅像、あずま
や、園路、ベンチ、黒板塀等)

舗装工：L=192.3m
　　　W=1.7～2.6m
水路工：L=163.8m

公園整備　一式
(お堀、水飲み、あずまや、園路、
ベンチ、黒板塀、照明灯ほか)

人工芝サッカー場整備
(2面)

ＲＣ造2階建
　延床面積：550㎡

市道女子高東通り中央三丁目線

（仮称）まちなか歴史公園

事業箇所名

影響なし

当初計画

事業内容

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

最終変更計画

ＲＣ造2階建
　延床面積：752.77㎡

ＲＣ造3階建
全体延床面積：6,000㎡
うちｷﾞｬﾗﾘｰ面積2,000㎡

米沢総合公園

新図書館･ギャラリー（ギャラリー分）

Ｓ造3階建4,000㎡
駐車台数 約130台

変更前

延長：L=110m
幅：W=6.0m(両側歩道)
舗装工、附帯工

延長：L=108.9m
幅：W=6.0m(両側歩道)
舗装工、附帯工

Ｂ．目標を定量化する指標

Ｃ．目標値

※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

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

舗装工：L=190m
水路工：L=190m

市道まちの広場線

事業
事業内容

人工芝サッカー場整備
(2面・スタンド・照明)
駐車場整備

Ｓ造3階建2,929㎡
駐車台数153台

ＲＣ造5階建
全体延床面積：5,335㎡
うちｷﾞｬﾗﾘｰ面積1,478㎡

影響なし

影響なし

影響なし

ポケットパーク 札の辻整備事業
パーク面積
　343.91㎡

―
回遊拠点としての魅力（機能）向上を予定していたが、休憩場所等
の最低限の設備は整備したため指標に大きな影響はないと考える



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

1,041.4 1,926.8
建設地変更による設計の見直し
労務費・資材単価の高騰による事
業費の増加

●

25.0 15.7 解体範囲の減少による事業費の減 ●

23.0 14.9
実施設計後の整備延長の見直しに
よる事業費の減

●

― 1.0
観光交流拠点の中心となる松が岬
公園入り口部分の景観整備を追加

●

5.0 4.0 ●

9.0 8.4 ●

当初計画
最終変更

計画
当初計画

53.0 53.0 Ｈ２３～Ｈ２５
H23年度の運航開始以降、年々
利用者が増加している

20.0 20.0 Ｈ２２～Ｈ２６
イベント等も実施することで、
年々利用者数が増加している

20.0 20.0 Ｈ２２～Ｈ２６
図書館開館後の人の流れも考
えながら引き続き移転の必要性
について検討していく

1.0 1.0 Ｈ２２～Ｈ２６

老朽化した案内看板をリニュー
アルしたり駅前に「愛・義」フラッ
グ等を設置し、まち歩きを促進
中

40.0 40.0 Ｈ２２～Ｈ２６
毎年度新たな企画展を検討し実
施することで、常設展へも良い
影響を与えている

― 10.0 ―――
機能向上は果たせなかったが、
休憩スポットとしての設備までを
整備済

整備区間延長
　約30ｍ

―

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

影響なし

最終変更計画

整備区間延長
　約50ｍ

当初計画

事業内容

ＲＣ造3階建
全体延床面積：6,000㎡
うち図書館面積4,000㎡

非常階段設置工事一式
既存建物解体　一式

まちづくり
活動推進事業

新図書館・ギャラリー（図書館分）

興譲小学校非常階段設置事業

景観修景板塀設置事業

（参考）関連事業

板塀設置補助金の交付
対象エリア
　　L=1,500m(両側)
　　住宅等戸数　約70戸

門東町二丁目ポケットパーク 札の辻整備事業

提案事業

細項目
事業

事業箇所名

―――

中央一丁目地内

松川河川敷まつり会場整備事業
整備区間延長
　約40ｍ

ライトアップ区間延長
約790ｍ

上杉博物館自主事業（別枠分）

事業
細項目

東寺町景観形成事業

松が岬公園ライトアップ事業

※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

循環バス（南回路線）運行事業

地域創造
支援事業

まちなかサロン整備事業 中央一丁目地内 Ｈ２２～Ｈ２６

行政機能移転事業 中央一丁目地内 Ｈ２２～Ｈ２６

板塀設置補助金の交付
対象エリア
　　L=1,500m(両側)
　　住宅等戸数　約70戸

事後評価時の完成状況

ＲＣ造5階建
全体延床面積：5,335㎡
うち図書館面積3,857㎡

非常階段設置工事一式
既存建物解体　一式

影響なし

影響なし

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）事業内容

事業期間

ライトアップ区間延長
約790ｍ

まちなか歩き整備事業
（案内板、商店街への旗設置など）

各商店街　他 Ｈ２２～Ｈ２６

目標２「中心市街地に集積する歴史・観光資源を活かし、市民・観
光客のまちなか歩きを促進する。」における、観光資源の魅力向上
に寄与

事業費
備考進捗状況及び所見

Ｈ２３～Ｈ２５

Ｈ２２～Ｈ２６

Ｈ２６～Ｈ２６

最終変更計画



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

確定 ●

見込み

確定 ●

見込み

確定 ●

見込み

指　標

指標１

指標２

指標３

2,708

指標３ 米沢総合公園利用者数 人/年

H14

H12 1,676
事後評価

H20 1,576 H26

まちなか公共文化施設利
用者数

86,734

モニタリング

214,054 176,044 H19 196,300 H26
180,638 事後評価

モニタリング

事後評価924

指　標

大型商業施設の閉店及び高校が郊外へ移転（H3）したことで年々減少を続けるなか、H6年には郊外にロード
サイド型の大型商業施設がオープンしたことと、H9年にはさらにもう１校の高校が郊外へ移転したことによって
減少は加速した。
その後、近隣商店街が逓減を続けるなかショッピングビルが事実上の閉館(H24)となったことで、回復の兆しは
見られない状況。

人工芝サッカーフィールドは県内有数の施設になったことから、想定以上の利用者数があり目標値を大きく上
回ることができた。しかし、他の施設の利用率も向上させるような事業展開も必要だと考えている。

指標１ 人/年

上杉博物館・置賜文化ホール・市
民文化会館・中部コミュニティセン
ター（本事業で整備）
上記 ４施設の年間利用者数
※ 上杉博物館・置賜文化ホールがH13.9開
館のため、計画以前の値はH14を採用

指標２
平和通り歩行者・自転車
通行量

人/日

山形大学米沢街中サテライト前
　　・ベルイトウ前　２カ所
７月最終週の日～月曜日
 各日とも8:00～18:00間の歩行者、
自転車、バイク通行量の累計値

87,363 H12

総合公園内の施設
(野球場、プ－ル、弓道場、多目的
屋内運動場、多目的グラウンド、人
工芝サッカーフィールド及びアップ
コート)
上記 ７施設の年間利用者数

H20

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）

図書館と市民ギャラリーの開館がH27年度に延期になったため相乗効果が見込めなかったことと、市民文化
会館が約半年間、改修工事のため閉館していたため、目標を達成することが出来なかった。

161,058

特になし。

ロードサイド型の店舗の普及によって目的の場所を自動車で移動する生活スタイルになっていることか
ら、市全域で歩行者自転車の通行量が減っている状況である。
図書館・市民ギャラリーを拠点とし周辺環境の魅力向上を図っていくことで回遊する人や自転車通行量
の増加に繋げていきたい。当面は、施設を活かしたソフト事業の展開を続けることで指標改善を図って
いきたいが、目標値に到達するまでには時間が必要である。

H2693,634

H26年度の市民文化会館閉館期間中(10～3月)の利用者数の推計値として、H25年度の実績19,833人
を追加した場合、H26年度の「まちなか公共文化施設利用者数」の実績が200,471人／年になることか
ら、図書館・ギャラリー開館後となるH28年度は目標を達成すると考えられる。

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

事後評価 ○

モニタリング

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
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

△
●

事後評価

事後評価

モニタリング

●
×

モニタリング

※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 



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

確定 ●
見込み

3.5
モニタリング

市内平均 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

5.0

人／年
循環バス（右回り・左回り）
の利用実績

事後評価

その他の
数値指標２

中部地区の人口当りのコ
ミュニティセンター利用回
数

年間の
コミュニティセンター利用者数
　　　　　　　÷該当地区の人口

回
H20
～H26

― ―

その他の
数値指標１

94,528

指　標

（参考）※１

計画以前の値 従前値

H2298,641

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）

循環バス（右回り・左回り）
における年間利用者数の累計

H14
105,431

数値（ウ）

事後評価

計画以前の値について、循環
バスはH13.9開業のためH14
の値とした。

関連事業である循環バス（南回
り線）の開業(H23)による他路線
への影響を確認するため。

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）

◆基幹事業
「米沢総合公園（人工芝サッカー場整備）」関係
・ 米沢中央高校の全国高校サッカー選手権大会への出場（米沢初）と米沢市立第７中学校の山形県中学校体育大会新人戦優勝など、競技力の向上に寄与することができた。
・ サッカー場整備による利用者の増加によって、幹線道路沿いにコンビニエンスストアが新設され、特に大会の折は弁当や飲み物が大量に売れているなどの経済効果が上がっている。
「中部コミュニティセンター」関係
・ コミュニティセンター施設の持つもう一つの性質として、地域の防災拠点としての設備等を備えている。災害時に必要となる防災資機材を利用して、地域の自主防災組織（町内会）が、防災に関する講習会を実施し、災害時の対応
と地域内住民の関わり合いの大切さを学ぶ機会が増えている。

◆提案事業
「松川河川敷まつり会場整備事業」関係
・松川河川敷の｢川中島合戦｣等の観客席となる堤防法面を整備したことで、高齢者や障がい者の方が安心・安全に観覧できる環境が作られた。
「東寺町景観形成事業」関係
・板塀の高さや色調に連続的な統一感が生まれ市内で最も城下町風情が高い通りとなったことで、観光的価値が向上した。寺町を活かしたまちづくり協議会によると、歴女や御朱印ガールなど昨今のブームもあいまってか観光客の
交通量が増えている事を実感している。

立地条件の良い中部地区のコ
ミュニティセンターの利用率が
市内の他のコミュニティセンター
と比較してどの程度高いかを確
認するため。

 △ ：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 



（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　　　　　　　　　　　　）

実施状況 実施頻度・実施時期・実施結果

実施頻度・実施時期・実施結果実施状況

【実施頻度】１回
【実施時期】平成21年度（計画策定時）
【実施結果】計画内の各事業に関し、市民の意見を聞くことで市民注目度を理
解することができＰＲの方策検討に役立てた。
事業全体に対して
　期待できる・少し期待できる　　　　65.5%
　期待できない・あまり期待できない　33.4%
（回収数597部／配布数1,500部、回収率39.8％）

【実施頻度】２回
【実施時期】平成23年度～平成24年度
【実施結果】本検討会に加えて、図書館利用者や市民ギャラリーを利用する
団体等から様々な意見をいただき、それらを基本設計に反映することにより、
市民参加による施設整備を行うことができた。
※反映した主な設備
有機ＥＬ照明導入、太陽光発電システム導入、外壁木質パネル色変更(黒色
→木自然色)、ギャラリー展示室天井高４．５ｍ部分追加、華道用水屋シンク
増設、図書館トイレ配置変更、外灯増設、防犯カメラ増設、こまやイベント用給
水設備追加　等

図書館・市民ギャラリーの基本設計に係る
市民検討会

・施設のＰＲを積極的に行う事と併せて、市
民意見等が具現化した事例も紹介するなど
市民の関心を高める工夫によって利用率向
上に結びつける。
・当施設に集まった人を市街地に回遊させ
るための仕掛けづくり（ソフト事業）の展開に
よって中心市街地の活性化に繋げていく。
・中心市街地活性化協議会を中心に、意識
の高いイベントを行う団体に対して一部事業
費を補助するなどソフト事業を誘発する仕組
みを作っていく。

都市再生整備計画で実施する事業に関す
る市民アンケート

・市民期待度の高かった「人工芝サッカー
場」が継続的に期待される事業として施設・
設備等を活かしていくには、市民と協力した
ソフト事業の推進が必要不可欠である。
・ 「西條天満公園」や「武者道」など若干期
待度の低い施設は、魅力を向上させるため
ＰＲやイベントの展開が必要である。
　また、これらの施設は施設自体では、その
魅力を十分に発揮しにくいので歴史的背景
も組み入れたＰＲ等が必要である。



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　　　　　　　　　　　　）

実施頻度・実施時期・実施結果

・寺町を活かしたまちづくり協議会と他の団
体や外部人材、有識者との連携を図ってい
く。
・そこに住む人（地縁）との連携や意識付け
が、将来的な発展のための土台となること
から継続的な活動にしていく。

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

中心市街地活性化協議会を中心とした賑
わいづくりの検討・実施

・図書館・ギャラリー開館に向けて機運を高
めるため、近隣の商業者をはじめ、大学生
や高校生、子育て世代を招きワークショッ
プを開催中
・ワークショップの意見を具現化したものと
して、図書館・ギャラリー建設現場の囲い
塀に絵を描くアートデコレーションを実施
（開館プレイベント）

・ワークショップで出された具体的なアイデ
アを具現化するため、意識の高いイベントを
行う団体に対して一部事業費を補助するた
めのスキームを策定中。
・市役所内の各課で考えている事業が連携
できるよう、中心市街地活性化協議会と情
報交換できる仕組みを検討する。

寺町の景観意識向上に向けたソフト事業
の展開

・寺町サミット
・寺町マップ作成
・美化活動
・芸術大の大学生を交えた景観形成
ワークショップ
・今後の寺町を活かしたまちづくりの
方向性などについての話し合い

【名称】
寺町を活かしたまちづくり協議会
【概要】
寺町の魅力を見つめ直し、寺町として
の魅力を感じるまちなみの整備や寺
町らしいまちづくり活動の活性化を図
ることを目的として、主に寺町周辺を
中心に、米沢仏教興道会、地区委員、
町内会長、寺町住職を構成メンバーと
して設立。

【名称】
米沢市中心市街地活性化協議会
【概要】
関係者の意見をまちづくりに反映させ
るため、米沢商工会議所が設置主体
となって設立。
当初は最小限の関係者（商業者・事業
者・金融機関・学識経験者等）で設立
したが、都市再生整備計画事業の進
捗などに併せて、構成委員も含めて検
討していく。

・まち育てワークショップ
　　（事業者3回、全体5回）
・新文化複合施設“囲い塀”アートデコ
レーション
・新文化複合施設開館プレイベント 映
画「じんじん」上映会の開催
・まちなか賑わいイベントへの補助金
支給（1,000千円／年）
・視察、研修会など



（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

― ○ ―
― ― ―
― ◎ ―
◎ ◎ ―
― ― ―
― △ △
― ― ◎
― △ △
― ― ○
― ○ ―
― △ ―
― ○ ―
― ○ ―
○ ◎ ―
― ○ ―
― △ ―
― ○ ―
― ◎ ―
― ○ ―

公共交通は市としても重要は機能
である。今後は更なる利便性向上
のため中心市街地のバス停にハブ
機能を持たせるなどの工夫を検討
していく。

利用しやすい施設を目指す役割に
努めながら、中部地区の活動と協
力、連携することで「中心市街地の
賑わい再生」の一助になるのでは
ないかと考えている。

その他の数値指標２

中部地区の人口当りの
コミュニティセンター利用回数
(年間コミセン利用者数／該当地区人口)

総合所見

利用者数についてH24
年7月の開館以降、
年々増加し当初目標の
年間約14,500人を超え
ている。加えて使用料
収入についても、全17
館中で2番目の収入額
となっている。
建設地が中心市街地
内である興譲小学校敷
地を活用していること
から、住居が近くアクセ
ス性が良いため地域の
方の利用が多いうえ、
企業等の研修・催し物
の利用もあることから、
市内でも高い利用率に
なっている。

循環バスも開業から14
年経過し市民に定着し
てきている。
駐車場の少ない中心市
街地内の施設へのアク
セス性能を向上させて
いる循環バスは、当事
業で整備した施設の利
用率向上に相当貢献し
ている。

サッカー場としての利用は土日を
中心に稼働率が高いが、平日の稼
働率を向上させるため、多目的に
使用できる方策を検討し利用拡大
を図っていきたい。

循環バス（南回路線）運行事業

ポケットパーク 札の辻整備事業

道路（市道女子高東通り中央三丁目線）

地域創造支援事業（新図書館・ギャラリー（図書館分））

まちなかサロン整備事業
行政機能移転事業
まちなか歩き整備事業（案内板、商店街への旗設置など）
上杉博物館自主事業（別枠分）

今後の活用

※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。

関連事業

担当部署

米沢総合公園利用者数

総合所見

総合政策課　中心市街地活性化推進担当
(都市再生整備計画担当課)

第１回　平成27年10月27日
第２回　平成27年12月14日

循環バス（右回り・左回り）
の利用実績

企画調整部長、総合政策課長、環境生活課長、観
光課長、土木課長、都市計画課長、社会教育・体
育課長、文化課長

指標３

総合所見総合所見

その他の数値指標１

米沢市都市再生整備計画庁内検討委員会

道路（市道まちの広場線）

名称等 検討メンバー

指標の種別

指　標　名

事業名・箇所名

公園（（仮称）まちなか歴史公園）

実施時期

人工芝サッカーフィー
ルドの利用者数が目標
達成に大きく貢献して
いる。
人工芝ピッチ２面が併
設されている施設は東
北地方でも数が少な
く、様々な大会の誘致
や開催希望がある。ま
た、サッカーだけではな
く、グラウンドゴルフの
開催も利用者数増加に
貢献している。

基幹事業

提案事業

高次都市施設（新図書館･ギャラリー（ギャラリー分））

まちづくり活動推進事業（東寺町景観形成事業）

高次都市施設（中部コミュニティセンター）

地域創造支援事業（景観修景板塀設置事業）
まちづくり活動推進事業（松が岬公園ライトアップ事業）

公園（米沢総合公園）

地域生活基盤施設（市営駐車場）

地域創造支援事業（松川河川敷まつり会場整備事業）
地域創造支援事業（興譲小学校非常階段設置事業）



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

△ △
×× ××
△ △
― ―

×× ××
×× ××
△ △

×× ××
― ―
△ ―
△ ―
△ ×
△ ×
△ ×
× △
× ×
△ △
△ ×
△ ×

平和通り歩行者・自転車通行量

総合所見

指標２

地域創造支援事業（新図書館・ギャラリー（図書館分））

事業名・箇所名

指標の種別

総合所見

道路（市道女子高東通り中央三丁目線）

高次都市施設（中部コミュニティセンター）

公園（米沢総合公園）

総合所見総合所見

指標１

まちなか公共文化施設
利用者数

まちづくり活動推進事業（松が岬公園ライトアップ事業）

指　標　名

地域生活基盤施設（市営駐車場）

地域創造支援事業（松川河川敷まつり会場整備事業）
地域創造支援事業（景観修景板塀設置事業）

提案事業

地域創造支援事業（興譲小学校非常階段設置事業）

基幹事業

高次都市施設（新図書館･ギャラリー（ギャラリー分））

まちなか歩き整備事業（案内板、商店街への旗設置など）

まちづくり活動推進事業（東寺町景観形成事業）

図書館・市民
ギャラリーの開
館後は連携企
画等を実施す
ることによっ
て、既存文化
施設利用率の
相乗効果を見
込んでいたが、
当施設の開館
がH28年7月に
遅れたため効
果が発揮され
なかった。

Ⅱ

平和通り周辺
の核となる事
業である図書
館・ギャラリー
が建設中であ
るため、その効
果が発現され
ていない状況
である。
図書館・ギャラ
リーが開館す
る7月以降、
（仮称）まちな
か歴史公園等
周辺にある施
設と連携した施
策を検討し、回
遊性の向上を
目指したい。

Ⅲ

図書館・ギャラリーの開館以降
は、市民ギャラリーに上杉博物
館所蔵作品を展示するなどの
連携企画も予定しており、相乗
効果による来場者数の増加を
図っていきたいと考えている。

平和通り内の営業店舗の減少
に伴い通行量も減少を続けて
いる。
図書館・ギャラリーの開館を契
機に増える通行量を回遊させる
仕掛けについて、図書館・ギャ
ラリー側と商店街側の両面から
検討していく必要がある。

道路（市道まちの広場線）
公園（（仮称）まちなか歴史公園）

※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。

ポケットパーク 札の辻整備事業

改善の方針
（記入は必須）

上杉博物館自主事業（別枠分）

循環バス（南回路線）運行事業

関連事業

まちなかサロン整備事業
行政機能移転事業



（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

総合政策課　中心市街地活性化推進担当
(都市再生整備計画担当課)

◆商店街の活性化
１）改善策の基本的な考え方（課題の総括）
空き店舗の活用や各種公共施設と商店街が連携を図ること
で、公共施設から商店街への回遊を促進する

２）課題
・商店街の空き店舗を利活用する魅力がない。利活用方法
が分からない。
・図書館・ギャラリー周辺でのイベントを誘発できる仕組みが
未完成（実施時の手続きの簡素化など）。
・県内外から人工芝サッカー場に集まった人を、中心市街地
へ誘導する仕組みが未完成。
・計画全体の事業が完了していないこともあり、（仮称）まち
なか歴史公園や武者道（市道女子高東通り中央三丁目線）
などの利用率が低い状況。このような施設について規制を
緩和するなど利用しやすい環境づくりを実践するなど交流人
口の拡大につなげる検討が必要。

中心市街地の空き店舗や空
き地が増加する中、地域住民
のふれあい活動の拠点や文
化活動を促進する機能強化を
図る必要がある

（仮称）まちなか歴史公園は、近隣に平成26年度景観
賞を受賞した山形銀行や当事業で整備した武者道（市
道女子高東通り中央三丁目線）などによって、歴史的な
景観の動線が構築され、歩いて楽しいなどの相乗効果
が生まれている。

（仮称）まちなか歴史公園、武者道ともに、まだ認知度が低いこ
とから施設のＰＲや利用者への利便性の向上が必要である。

実施時期

第１回　平成27年10月27日
第２回　平成27年12月14日

検討メンバー

企画調整部長、総合政策課長、環境生活課
長、観光課長、土木課長、都市計画課長、社
会教育・体育課長、文化課長

達成されたこと（課題の改善状況）

・現時点で効果は発現していないが、現在整備している
市営駐車場について近隣の文化施設利用の際に一定
時間無料措置を講じることから、指標「まちなか公共文
化施設利用者」の増加が期待でき、空き店舗等の解消
につながると考えている。

名称等

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

中心市街地は、既存インフラ、
ストックが集積しており、これ
らを有効に活用した効率的な
まちづくりが必要である

担当部署

松が岬公園等史跡を中心とし
た観光客入り込み客による経
済効果を、中心市街地で受け
止め、まちなか活性化の振興
に資する必要がある。

米沢市都市再生整備計画庁内検討委員会

計画に記載しなかったが事業期間中に実施した結果、
当課題に対して効果があった事業
　（①賑わいイベント支援事業費補助金
　・②「観るパス：文化施設共通入館券」
　　　「乗るパス：共通1日バス乗車券」）
① 賑わいイベント支援事業費補助金を活用した事業
で、上杉博物館の展示品（五虎退）を見にきた観光客を
まちなかに誘導するため、協力店舗を募ったパンフレッ
ト作成を行ったことで、売り切れ商品が出るなど一定の
成果を上げている。
② 米沢「観るパス」「乗るパス」を造成したことで、観光
客の市内回遊の促進と利便性が図られ市内滞在時間
の増につながり中心市街地への経済効果が得られた。

残された未解決の課題

・イベント開催時のみではなく、平時にもまちなかを回遊して楽
しめる仕掛けづくりが必要である。
・松が岬公園ライトアップ事業で集めた人を、回遊させる仕掛
けづくりが必要である。
・ソフト事業や情報発信などにおいて、地域資源を活用するよ
うな工夫を行っていく。

・本事業で整備した拠点と連携した、商店街等との仕組みづく
りが必要である。
・居住人口そのものを増やす支援事業を検討する必要があ
る。

事業によって発生した
新たな課題



・西條天満公園の整備によって、中心市街地に眠る歴
史的なスポット（西條家・三の丸土塁）を活かした景観
形成を図ったことで、米沢市の新たな観光的動線になっ
た。
・東寺町について、寺町を活かしたまちづくり協議会に
よるソフト事業の展開もあいまって、通りの魅力や認知
度の向上につながった。

◆回遊性の向上
１）改善策の基本的な考え方（課題の総括）
中心市街地内へのアクセス性能の向上を図るとともに、中
心市街地内の交流拠点をつないでいく必要がある。

２）課題
・循環バス南回り路線の対象者が、沿線地区住民・学生（栄
養大・米短）・観光客と多く、限られた財源のなかで全ての
ニーズに対応できない。
・本市の特徴である、点在する観光資源を巡るには、公共交
通を整備し来訪者の利便性向上と、歩いて楽しめる様な回
遊性の向上を図っていく必要がある。
・南回り路線の循環バスが整備されたが、既存の市街地循
環バス同様本数が少ないため、時間に追われる観光客の方
には使い勝手のいい交通手段にはなっていない。
・松が岬公園ライトアップ事業期間や、各おまつり期間に合
わせて期間限定での増便やダイヤ見直しを図ることも必要
である。

スポーツ振興の拠点である米
沢総合公園は、今後、置賜圏
域をはじめ他地域との広域交
流を推進する上で、さらなる機
能強化を図る必要がある

人工芝サッカー場が建設されたことにより、県内のみな
らず県外からの利用もあり、課題である広域交流のた
めの機能強化については十分図られた。

今後は、中心市街地へ賑わいが波及するようなソフト事業など
を行っていく必要がある。

バスによる公共交通網を整備
するなど交通弱者の移動手段
を確保し、車なしでも安心して
暮らせるまちづくりを進める必
要がある

米沢駅から平和通りを経て、
松が岬公園を結ぶシンボル
ロード沿線の景観形成が十分
でないことから、継続した城下
町米沢らしい景観形成に取組
む必要がある

・南回り線の開業以降、循環バス（右回り・左回り）の乗
客が上昇傾向にあり、バス路線を増加したことで乗り継
ぎ等による行動範囲の拡大に繋がり既路線へも好影響
を及ぼした。
・学生（米沢女子短期大学や栄養大学）や、地区住民
（通町や太田町）の交通の利便性向上が図られた。

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。

・循環バス南回り路線の収支率が約30％と低く、費用対効果の
面で課題がある。
・中心市街地のバス停にハブ機能を持たせるなど、今後は更
なる利便性向上を検討していく必要がある。

・東寺町景観形成事業により寺町らしい風情が創出されたもの
の、まだ、認知度が低くＰＲが課題である。
・民地において良好な景観を持つ建築物や工作物の修景を促
進し、点を線につなげていくことが必要である。



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
なし

・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

図書館・ギャラリー等と商店街との連携

回遊性向上のための環境整備

整備済み施設のＰＲ及び利便性の向上

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。

・バス停へのハブ機能の付加検討
・イベントに合わせたバスダイヤの弾力化
・臨時バスの検討
・まち歩きマップの見直しや、ＩＴを活用した情報発信方法を
検討

・施設の利用促進ＰＲ活動
・アイデアが具現化された事例も活用したＰＲ
（市民検討会から実現した新文化複合施設の設備等も紹介
し愛着を持ってもらう）
・施設利用に関する規制緩和や各種施設利用に関する総合
窓口の設置

施設の積極的かつ多様なＰＲを行うとともに、施設を利用したイベント等
実施者に対しての広報協力を行う。（（仮称）まちなか歴史公園、武者道、
新文化複合施設 等）
規制緩和を検討するなど利便性の向上を図る。

歴史的・文化的な資源が集積する「松が岬公園周辺地区」、商業・業務機
能が集積する「中央商店街地区」、多くの来訪者や市民が利用する「米沢
駅周辺地区」と中心市街地内の３つの拠点地区内外での交流が促進す
るよう公共交通の利便性向上を図るとともに、ＩＴ技術を活用した市内の
情報発信を行っていくことで、市民にも観光客にも回遊しやすい街を目指
す。

景観意識向上に向けた取組みの継続的な実
施

想定される事業

・市営駐車場の一定時間無料措置
・まち育てワークショップ
・利便性向上のため施設側と利用側が語り合えるミーティン
グの開催を検討

・ソフト事業の展開（寺町マップ作成・配布、花の植栽による
通りの美化活動・寺院を会場とした寺町サミット など）
・景観形成補助金の支給

・グランドゴルフ等多目的利用の検討
・施設の積極的なＰＲ活動

・まち育てワークショップ
・まちづくりセミナー等の開催
・まちなか賑わいイベント支援事業費補助金

想定される事業

図書館・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・ギャラリー側と商店街側の両面から検討していく。

効果を持続させるための基本的な考え方

自発的な賑わいイベント実施団体に対して事業費の支援を行うとともに、
商業者をはじめ、大学生や高校生、子育て世代などを招き、継続的に賑
わいづくりの意見交換を行うことで具体的な活動に結び付けていく。

米沢総合公園内施設の利用率向上および
他地域との広域交流の推進

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

中心市街地における賑わいづくり活動の継
続的な実施

サッカー場としての利用は土日を中心に稼働率が高いが、平日の稼働率
を向上させるため、グランドゴルフによる使用のほか、多目的に使用でき
る方策を検討し利用拡大を図っていく。

景観づくりは、寺町を活かしたまちづくり協議会によるソフト面での活動を
継続していくことにより、将来的には生活の一部となるような土着性に結
び付けていくことで、景観の永続性が保たれる。



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

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

3.5 確定 ●
市内平均 見込み

確定

見込み

図書館・ギャラリーの開
館がH28年度途中にな
るため、1年間の効果
が確認できるH29年度
値で確認する。

H28年度以降も隔年で
フォローアップを継続し
ていく。

指標２

H26

161,058H26

平成30年3月指標１
まちなか公共文化
施設利用者数

人/年

指標４

△

×

○

196,300

その他の
数値指標２

中部地区の人口
当りのコミュニティ
センター利用回数

H26評価値と同様に、上杉博物館、置
賜文化ホール、市民文化会館、中部コ
ミュニティセンターの年間利用者数の累
積で確認する。

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。

従前値

176,044 H19

1,676 H20 

指　標

米沢総合公園利
用者数

・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。

フォローアップ計画

指標３ H20 

指標５

1,576

93,634

H26

180,638

924

指標１と同じ理由。

人/日

人/年

平和通り歩行者・
自転車通行量

86,734

98,641 H22

平成28年7月

人/年 105,431 平成30年3月

従前値、評価値と同様の仕様（7月最終
日曜日の山形大学米沢街中サテライト
前とベルイトウ前の２カ所の累計）で計
測を行う。

5.0

その他の
数値指標１

循環バス（右回り・
左回り）
の利用実績

H20
 ～H26

回

その他の
数値指標３

H29年度1年間の利用者数を再度集計
する。
高齢者の自動車免許返納数など環境
要因も併せて確認する。



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
指標3「米沢総合公園利用者数」は想定以上の成果が上がっており、目標値を大幅に上回ることがで
きた。

うまく
いかなかった点

指標１「まちなか公共文化施設利用者数」、指標２「平和通り歩行者・自転車通行量」については影響
力の高い、図書館・ギャラリーが未完成のため現時点で計画全体に対する事業効果を確認することが
出来なかった。

うまくいった点
指標１「まちなか公共文化施設利用者数」については、図書館・ギャラリーの整備が近隣の文化施設
に与える影響として設定していることで、事業中の段階で連携等の検討を促進するきっかけとなった。

うまく
いかなかった点

指標２「平和通り歩行者・自転車通行量」については、計測箇所の商店街が想定以上に衰退が早く、
当事業計画期間内の数値の落ち込みが著しいため、その効果が数値に現れるまでに相当な期間を
要することが懸念される。

うまくいった点
アンケート調査を実施したことで、事業全体と個別の事業に対する市民期待度が確認できたことと、事
業全体としても約65％の市民が期待していることが分かった。

うまく
いかなかった点

アンケート調査において個別の事業の中でも比較的市民期待度の低かった、（仮称）まちなか歴史公
園や武者道（市道女子高東通り中央三丁目線）などは、設計で個性的にするなどの工夫を行ったが、
若干利用率が低い状況である。

うまくいった点
図書館・ギャラリーの建設地変更や建設事業費の増額など、大きな節目ごとに市民説明会を行ったこ
とで、多くの市民に状況を分かっていただくことが出来た。

うまく
いかなかった点

事業地に民間同士の契約による条件があったため事業地変更などの混乱が生じた。

うまくいった点

当初計画提出以降、県と協議しながら適宜交付限度額を増額する計画変更を行ったことで交付限度
額までの交付金を受け入れることが出来た。
　　◇ 当初計画事業費4,330百万円(交付限度額1,732百万円　交付率40％）
　　◆ 最　終　　事業費5,269百万円(交付限度額1,833百万円　交付率34.7％）交付金受入額　同値

うまく
いかなかった点

１）　都市再生整備計画の第５回変更以降、設計の精査に加え会計検査院からの指摘（人工芝サッ
　　カー場）を受けたことにより、第５回変更計画で設定していた事業費が実績で減少した。
２）　全体事業費に対して提案事業費の割合が大きくなったため、当初計画の交付率40%から最終的
　　には交付率が34.7％となった。　〔参考 ： 全体事業費＝基幹事業費＋提案事業費〕
　　▼ 交付率の減少理由
　　　① 新文化複合施設（ｷﾞｬﾗﾘｰ・図書館）の事業費全体のうち図書館事業費の割合が増えたため。
　　　　　　（ギャラリー：基幹事業　　　図書館：提案事業）
　　　② 会計検査院からの指摘によって基幹事業費が減少したため。

添付様式６－参考記述　今後、都市再生整備計画事業の活用予定、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）

フォローアップを実施し、検証することで今後の
取組方針決定に生かしていきたい。

次期計画策定時はアンケート調査やニーズ調
査など、現状を詳細に把握・分析しながら指標
設定を行う。

利用率が低い施設は、施設を利用したソフト事
業の展開やＰＲ、規制緩和などをしながら市民
に密着した施設を目指す。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

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

今後も事業を円滑に進められるよう、市民に対
して詳しい説明を行っていく。

計画の実施段階において、必要な変更がある場
合は適宜、市民に対して説明したうえで、さらな
る発展的な運用に努める。



（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 米沢市ホームページ掲載 平成28年2月10日～29日 平成28年2月10日～29日

広報掲載・回覧・個別配布
広報に米沢市ホームページ、
窓口閲覧にて原案を公表して
いる旨を掲載

平成28年2月15日発行 平成28年2月10日～29日

説明会・ワークショップ

その他
窓口閲覧
（米沢市企画調整部
　　　　　　総合政策課）

平成28年2月10日～29日 平成28年2月10日～29日

住民の意見

４名から２８件の意見が寄せられた。
事後評価シートの修正につながった意見は以下のとおり。

１）都市再生整備計画（第５回変更）から対象面積も対称事業も変更は無いように見受けられます、事後評価の事業費が計画値よ
りも減額になった理由を記載してください。
２）都市再生整備計画事業は国の交付金40％であることを公表して進められてきた事業だが、最近のデータによると40%未満になっ
ているので説明して貰いたい。
３）その他の指標「循環バス（右回り・左回り）の利用実績」の評価値の年度が不明です。
４）「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。

総合政策課
中心市街地

活性化推進担当
(都市再生整備
計画担当課)

担当者への、書面、ＦＡ
Ｘ、電子メール



（６） 評価委員会の審議

添付様式８　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。

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

・方法書を確認し、妥当との意見をいただいた。

・指標２の平和通り通行量について落ち込みが非常に激しいので、考えられる要因を整理すべきとの意見から、大型商業ビル等の移転に加えて高校の郊
外移転の状況も整理した。
・指標２の平和通り通行量について、街中を歩く人全体が減っている状況、もしくは歩く場所が変わっている状況かを市全体として傾向の検証を行うべきと
の意見から、平和通り、新市街地（ロードサイド店）、米沢駅前の３地区から市全体の傾向を整理した。

・図書館・市民ギャラリーの基本設計に係る市民検討会から反映された設備などは、今後、指標１や２の値を上げるために利用できる要素であると考える。
今後、さらに効果を促進する要因として、この様な事実を活かしたソフト事業の展開等を盛り込んでいくべきとの意見から、施設ＰＲ等に検討事例の紹介を
盛り込むことを今後の方針に加える。

・まちづくりの方策についてご確認のうえ妥当との意見をいただき、かつ今後進めていくうえでの要望をいただいた。
　１）想定される事業のアクションプランを具体化し、早急に出来るものから実現してほしい。
　２）米沢市は名所など宝の宝庫なので、それらを活用する工夫をしていってほしい。
　３）賑わいづくりや活性化は、出来るだけ多くの人に関わってもらうかという事だと思うので、まち育てワークショップの様に、さまざまな世代や、関係性の
　　ある方に集まっていただいて、その中から具体的な活動に繋がっていくことで賑わいにつなげていってほしい。
　４）事業を活性化させるためには地域の連携が重要だと思うので、和づくり・人づくり・関係づくりが上手に作り上げられるようにしていってほしい。

・公表の方法及び頂いた意見に対する回答の方法について説明し、妥当とのご意見をいただいた。

・特になし

・より事業の効果を上げるため積極的に取り組んでいただきたいとのご意見をいただいた。

・特になし

・各種事業実施によって発現する市街地への波及効果についてご確認いただいた。

・事後評価に係る一連の流れについてご確認いただいた。

・これまで実施していた、まち育てワークショップと事業者ワークショップについて、今後連携を密にするようにしていってほしいとの意見があり、今後のワー
クショップの運営の参考にさせてもらう事とした。
・施設への経路等をスマートフォンで容易に確認出来る環境をつくれば観光客が回遊しやすくなる。ＷＥＢ等で観光ルートを個々人がツアーに出来るよう
な紹介をすると街や施設がもっと活きてくるのではないかとの意見から、回遊性向上のための環境整備における改善策にＩＴの活用について整理すること
とした。
・地元の人が、ふらっと出かけて施設を利用できたり、各種施設利用に関する総合窓口（ハブ機能）的なものを設置するなど、利用する際のハードルを下
げる方策を検討していってほしいとの意見から、整備済み施設のＰＲ及び利便性の向上に想定される事業として、規制緩和や総合窓口の設置を追加し
た。

審議事項※１ 委員会の意見

米沢市都市再生整備計
画評価委員会設置要綱

米沢市都市再生整備計
画評価委員会

柊　紫乃
（国立大学法人山形大学　准教授、
米沢市中心市街地活性化協議会委員）
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