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都市再生整備計画　事後評価シート

高富IC（仮称）南部地区

令和４年３月

岐阜県山県市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 87ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

提案事業

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

●

●

岐阜県 市町村名 山県市 地区名 高富IC（仮称）南部地区

平成28年度～令和2年度 事後評価実施時期 令和3年度 交付対象事業費 589.8百万円 国費率

事業名

道路（山県ターミナルロータリー整備、山県ターミナル側道改良（１）、山県ターミナル側道改良（２））、地域生活基盤施設（山県ターミナル整備、電子案内板整備）、高質空間形成施設（山県ターミナル歩道シェルター整備）

―

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

道路（山県ターミナルロータリー整備）
①レイアウト変更に伴う事業費の増加。
②レイアウト変更に伴う事業費の減少。期間の変更。
③山県ターミナル道路改良（3）へ名称変更したことによる削除。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

道路（山県ターミナル側道改良（１）） 山県ターミナル道路改良（2）へ名称変更したことによる削除。 名称変更のみであるので、目標、指標、数値目標への影響は無し

道路（山県ターミナル側道改良（２）） 
バスターミナルの施設レイアウト変更に伴い側道部分の改良を削
除。

名称変更のみであるので、目標、指標、数値目標への影響は無し

― ― ―

道路（山県ターミナル道路改良（１））

①バスターミナルへの進入路として交差点改良を行うため事業の追
加。
②設計業務に伴い費用の見直しを実施したことによる事業費の増
加。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

道路（山県ターミナル道路改良（２））
①名称変更したことによる追加。
②施工方法の見直しに伴う事業費の増額及び期間の延長

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

道路（山県ターミナル道路改良（３））
名称変更したことによる追加。他基幹事業に編入したこと他基幹事
業を編入したことにより結果、総事業費が減少。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

道路（山県ターミナル道路新設）
名称変更したことによる追加。併せて他基幹事業へ編入したことに
よる事業費の減少。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

地域生活基盤施設（山県ターミナル駐車場）

①パークアンドライド用駐車場を整備するために事業の追加。
②レイアウト変更に伴う事業費の減少。
③他基幹事業から地域生活基盤施設（山県ターミナル駐車場）へ追
加。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

高質空間形成施設（山県ターミナルバリアフリー公衆トイレ整備）
①他基幹事業に含んでいた多目的トイレを高質空間形成施設へ追
加した。
②機能充実による事業費の増加。

いずれも目標、指標、数値目標への影響は無し

- - -

-

-

従前値 目標値 数　　値

従前値 目標値 数　　値

―

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

基幹事業

基幹事業

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 バス利用者数 人 183,357人 H26年度 198,000人 R3年度 140,518 ×
・バス利用者数が減少した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：バス利用者数が年々減少していること。

-

指標２
バス利用者１人あたりの　　　
運行経費

円 819円 H26年度 770円 R3年度 1,490 ×

・バス利用者１人あたりの運行経費が増加した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：バスの運行キロ単価の増加
理由③：多くの方々に利用いただけるように、路線の再編成を
行った結果、運行距離が増加した。

-

指標３
バス利用者１便あたりの　　　
乗車人数

人 5.8人 H26年度 6.2人 R3年度 3.3 ×

・バス利用者１便あたりの乗車人数が減少した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：多くの方々に利用いただけるように、路線の再編
成を行った結果、運行便数が増加した。

-

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

― ― ― ― ― ― ―

その他の
数値指標３

― ― ― ― ― ― ―

モニタリング - -

住民参加
プロセス

山県バスターミナル利用者アンケート　計２回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山県バスターミナル事業者アンケート　計１回

アンケート結果をもとに、公共交通会議の今後の方針に反映させ、都市再生整備計
画の評価値の向上を図る。

持続的なまちづくり
体制の構築

公共交通会議（地域公共交通確保維持改善に関する自己評価概要）
交付期間終了後も公共交通について市及び委員と協議を行い、まちづくり体制を継
続する。

 １）事業の実施状況

新たに追加
した事業

 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

 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

 ５）実施過程の評価



様式２－２　地区の概要

単位：人 183,357人 H26年度 198,000人 R３年度 140,518人 R３年度

単位：円 819円 H26年度 770円 R３年度 1,490円 R３年度

単位：人 5.8人 H26年度 6.2人 R３年度 3.3人 R３年度

高富IC（仮称）南部地区（岐阜県山県市）　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

バス利用者数

バス利用者１人あたりの運行経費

バス利用者１便あたりの乗車人数

まちの課題の変化

・多様なバスが乗り入れ可能となるバスターミナルを整備したことで、路線再編を行いバスの利用範囲を拡大することができ、各地域を公共交通で結節することができた。
・山県バスターミナルの歩道シェルターや、バリアフリー公衆トイレを整備したことで、バス利用者が快適かつ安心して利用できるようになった。
・路線の再編成に伴い、路線数や便数の増加、範囲の拡大により、利用いただける環境づくりができた。また、地区内への流入者や公共交通の利用者は、一定数の増加が見受けられた。

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・【公共交通の利用促進、中心市街地及び郊外都市のネットワーク＋コンパクト化】　引き続き路線の再編成を行ったことによる、利用状況等の確認を行い、必要に応じてルートの再考や路線の周知など利用促進の発信を行う。
・【バスターミナルの維持管理】　今後の公共交通の利用環境に則したバスターミナルの運営を行い、必要であればバスターミナルの修繕、改修を行っていく。
・【指標以外の整備効果の調査】　指標以外の整備効果の調査を行い、他の計画作成時に調査結果を反映する。
・【路線編成の検討】　公共交通会議の中で、バス運行に関わる各年のデータを基に交通計画に対する改善を進めていく。
・【地域バス調整会議の実施】　市民、市、交通事業者と共に公共交通に関する問題意識やニーズを共有し、意見交換を行える場所を今後提供し、意見を交通計画に反映するように努める。
・【バスターミナル周辺の中心市街地整備の検討】　山県バスターミナル周辺の中心市街地の都市基盤整備を行い、幹線道路へのアクセス道路、狭小道路整備など、生活及び交通の利便性、快適性の向上に努め市街地の利用促進に
つなげる。

地域間の公共交通機関を利用したネットワーク型コンパクトシティの拠点づくりを目指して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
目標１：市内の各地域に広がる公共交通の結節点を整備し、交通ネットワークを確立することで、中心市街地の施設を
地域の住民が利用する社会の形成を目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標２：災害に強く、安心して利用できる拠点づくりを目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目標３：広域ネットワークの拠点としての特性を生かし、広域的な人々の交流を深める。



（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

●

●

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標 - - -

- - -

- - -

Ｃ．目標値 - - -

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

変更前 変更後 変更理由

Ｂ．目標を定量化する指標 ●



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 － 168.5

計画変更に伴う事業の追加（第１回）
事業費の増額、事業期間の変更（第２
回）
事業費の増額（第３回）

〇

道路 － 79.8

計画変更に伴う事業の追加（第１回）
事業費の増額、事業期間の変更（第２
回）
事業費の増額（第３回）

〇

道路 － 83.0 名称変更に伴う事業の追加（第３回） 〇

道路 － 27.7 名称変更に伴う事業の追加（第３回） 〇

道路 110.0 －

計画変更に伴う事業量の増加（第１回）
事業費の減額、事業期間の変更（第２
回）
名称変更に伴う事業の削除（第３回）

〇

道路 93.0 －

計画変更に伴う事業量の減少（第１回）
事業費の減額、事業期間の変更（第２
回）
名称変更に伴う事業の削除（第３回）

〇

道路 47.7 － 計画変更に伴う事業の削除（第１回） 〇

公園

河川

下水道

駐車場有効利用
システム

地域生活基盤施
設

580.0 159.7

計画変更に伴う事業の追加（第１回）
事業費の減額、事業期間の変更（第２
回）
事業費の増額（第３回）

〇

地域生活基盤施
設

3.0 0.5 事業費の減額（第３回） 〇

地域生活基盤施
設

－ 14.7
事業の追加（第２回）
事業費の減額（第３回）
事業費の減額（第４回）

〇

高質空間形成施
設

70.0 21.9

計画変更に伴う事業の増加（第１回）
事業費の減額、事業期間の変更（第２
回）
事業費の増額（第３回）

〇

高質空間形成施
設

34.0
計画変更に伴う事業の追加（第１回）
事業の追加（第２回）
事業費の増額（第３回）

〇

高次都市施設

既存建造物活用
事業

都市再生交通拠
点整備事業

土地区画整理事業
（都市再生）

住宅市街地
総合整備事業

基幹事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

事業箇所名 事業内容 事業内容

山県ターミナル道路改良（１） － L＝210ｍ 影響なし

山県ターミナル道路改良（２） － L＝250ｍ 影響なし

山県ターミナル道路改良（３） － L＝160ｍ 影響なし

山県ターミナル道路新設 － L＝75ｍ 影響なし

山県ターミナルロータリー整備 L＝220ｍ － 影響なし

山県ターミナル側道改良（１） L＝283ｍ － 影響なし

山県ターミナル側道改良（２） L＝224ｍ － 影響なし

山県ターミナル整備 － A＝2,852ｍ² 影響なし

電子案内板整備 － － 影響なし

山県ターミナル駐車場 － A＝2,450ｍ² 影響なし

山県ターミナル歩道シェルター整備 L＝200ｍ L＝70ｍ 影響なし

山県ターミナルバリアフリー公衆トイレ整
備

A＝56ｍ² 影響なし

※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

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

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



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

地区再開発事業

バリアフリー環境
整備事業

優良建築物等整
備事業

住宅市街地
総合整備
事業

街なみ環境整備
事業

住宅地区改良事
業等

都心共同住宅供
給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等
整備

防災街区整備事
業

基幹事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

事業箇所名 事業内容 事業内容

※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

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

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



事業費 事業費 完成 完成見込み

当初計画
最終変更

計画
当初計画

提案事業

当初計画 最終変更計画 事後評価時の完成状況

細項目 事業内容 事業内容

※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

（参考）関連事業

事業費 事業期間

細項目 最終変更計画

老舗旅館○○館の再生事業 老舗旅館○○館 平成26年～平成27年

事業
当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

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

地域創造
支援事業

事業活用調査

まちづくり
活動推進事業

事業 事業箇所名 進捗状況及び所見 備考



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

（参考）※１

計画以前の値 従前値 目標値

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

モニタリング モニタリング

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）

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

・バス利用者が減少した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：バス利用者数が年々減少していること。

-

・バス利用者１人あたりの運行経費が増加した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：バスの運行キロ単価の増加
理由③：多くの方々に利用いただけるように、路線の再編成を行った結果、運行距離が増加した。

-

・バス利用者１便あたりの乗車人数が減少した。
理由①：新型コロナウイルス感染症の拡大
理由②：多くの方々に利用いただけるように、路線の再編成を行った結果、運行便数が増加した。

-

指　標

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）

数値（エ） 目標達成度※２

1年以内の
達成見込みの

有無

指標１ バス利用者数 人

（計測方法）
従前評価時の『従前値』と同一とした。
（求め方）
バス再編後の令和3年6月～11月の6ヶ月を2
倍し１年分として仮定したデータを集計した。　　　　　

- - 183,357 H26年度 198,000 R3年度 ●
事後評価 140,518 事後評価 ×

指標２
バス利用者1人あたりの　　　
運行経費

円

（計測方法）
従前評価時の『従前値』と同一とした。
（求め方）
バス利用者数は指標１の数値を使用し、運行
経費はバス再編後の令和3年6月～9月の4ヶ
月を3倍し、１年分のデータとして仮定した
データを集計した。

- - 819 H26年度 770 R3年度 ●

事後評価 1,490 事後評価 ×

指標３
バス利用者1便あたりの　　　
乗車人数

人

（計測方法）
従前評価時の『従前値』と同一とした。
（求め方）
バス利用者数は指標１の数値を使用し、便数
はバス再編後の令和3年6月～9月の4ヶ月を
3倍し、1年分のデータとして仮定したデータを
集計した。

- - 5.8 H26年度 6.2 R3年度 ●

事後評価 3.3 事後評価 ×

※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

モニタリン
グ

確定

見込み

モニタリン
グ

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

（参考）※１

計画以前の値 従前値
指　標

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）

数値（ウ） 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）

その他の
数値指標１

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３

事後評価



（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　　　　　　　　　　　　）

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　　　　　　　　　　　　）

実施状況 実施頻度・実施時期・実施結果

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

- - -

- - -

山県バスターミナル利用者満足度アンケー
ト　
山県バスターミナル事業者満足度アンケー
ト　

山県バスターミナル利用者満足度アンケート
実施回数：2回　実施時期：令和3年6月、同年12月
実施結果：満足した割合が７割～９割

山県バスターミナル事業者満足度アンケート
実施回数：1回　実施時期：令和3年12月
実施結果：満足した割合が５割以上

-

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

公共交通会議（地域公共交通確保維持改
善に関する自己評価概要）

今後の公共交通のあり方について、
行政と委員との間で意見交換を行っ
た。

公共交通会議（地域公共交通確保維
持改善に関する自己評価概要）

交付期間終了後も公共交通について市及
び委員と協議を行い、まちづくり体制を継続
する。



（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

名称等 検討メンバー 実施時期 担当部署

都市再生整備計画検討会議 まちづくり企業支援課 令和３年１２月 まちづくり企業支援課

指標の種別 指標○ 指標○ 指標○ 指標○

指　標　名

事業名・箇所名 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見

今後の活用

提案事業

関連事業

※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。

基幹事業



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

△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △
△ △ △

指標の種別 指標１ 指標２ 指標３

指　標　名 バス利用者数
バス利用者１人あたりの　　　　　　

運行経費
バス利用者１便あたりの　　　　　　

乗車人数

事業名・箇所名 総合所見 総合所見 総合所見 総合所見

道路（山県ターミナル道路改良（１））
道路（山県ターミナル道路改良（２））
道路（山県ターミナル道路改良（３））
道路（山県ターミナル道路新設）
地域生活基盤施設（山県ターミナル整備）
地域生活基盤施設（山県ターミナル駐車場）
地域生活基盤施設（電子案内板整備）
高質空間形成施設（山県ターミナル歩道シェルター整備）
高質空間形成施設（山県ターミナルバリアフリー公衆トイレ整備）

老舗旅館○○館の再生事業

改善の方針
（記入は必須）

今後のコロナウイルス感染症の
動向を鑑みながら、必要に応じ
て公共交通会議等で今後の改
善の方針を検討する。

今後のコロナウイルス感染症の
動向を鑑みながら、必要に応じ
て公共交通会議等で今後の改
善の方針を検討する。

今後のコロナウイルス感染症の
動向を鑑みながら、必要に応じ
て公共交通会議等で今後の改
善の方針を検討する。

関連事業

※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。

基幹事業

・バス利用者が
減少した。
理由①：新型コ
ロナウイルス感
染症の拡大
理由②：バス利
用者数が年々
減少しているこ
と。

分類Ⅲ

・バス利用者１
人あたりの運
行経費が増加
した。
理由①：新型コ
ロナウイルス感
染症の拡大
理由②：バスの
運行キロ単価
の増加
理由③：多くの
方々に利用い
ただけるよう
に、路線の再
編成を行った
結果、運行距
離が増加した。

分類Ⅲ

・バス利用者１
便あたりの乗
車人数が減少
した。
理由①：新型コ
ロナウイルス感
染症の拡大
理由②：多くの
方々に利用い
ただけるよう
に、路線の再
編成を行った
結果、運行便
数が増加した。

分類Ⅲ

提案事業



（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

名称等 検討メンバー 実施時期 担当部署

都市再生整備計画検討会議
まちづくり企業支援課
岐阜県都市整備協会

令和３年１２月 まちづくり企業支援課

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題
達成されたこと（課題の改善状況） 残された未解決の課題

事業によって発生した
新たな課題

市内の各地域に広がる公共交通の
結節点を整備し、交通ネットワーク
を確立することで、中心市街地の施
設を広域の住民が利用する社会の
形成を目指す。

多様なバスが乗り入れ可能となるバスターミナルを整備し
たことで、路線再編を行いバスの利用範囲を拡大すること
ができ、各地域を公共交通で結節することができた。

・路線の再編成による、公共交通機関の利用者数の推移を鑑
みながら、公共交通会議の中で路線やエリアの再編等を図る。
・バスターミナル（結節点）を整備し路線を再編したことで、郊外
においても交通ネットワークが確立されたため、中心市街地の
施設を広域の住民により一層利用いただけるよう、利用促進に
ついてソフト面で対策を行っていくよう努める。

災害に強く、安心して利用できる拠
点づくりを目指す。

山県バスターミナルの歩道シェルターや、バリアフリー公
衆トイレを整備したことで、バス利用者が快適かつ安心し
て利用できるようになった。

当該中心市街地に指定される、避難所への誘導、周知の方法
を検討し、必要に応じて隣接する事業者との災害協定を締結
することを検討していく。

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。

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。

指標以外の整備効果や都市再生整備計画で設定した課
題・目標の達成度に、新型コロナウイルス感染症の影響
が大きいと推察される。指標については目標達成には至
らなかったが、指標には数値化されていない部分で本事
業により得られた効果・環境は整ったと考える。自動車依
存の問題や人口減少と共に高齢化率が増加する中で、生
活交通とされる公共交通の交通ネットワークが途絶えない
まちの形成を図り、公共交通の路線再考や中心市街地整
備等を再検討する。更に、公共交通を主軸としたネット
ワーク＋コンパクトな都市を形成していくのが今後の課題
となる。

　広域ネットワークの拠点としての
特性を活かし、広域的な人々の交
流を深める。

路線の再編成に伴い、路線数や便数の増加、範囲の拡大
により、利用いただける環境づくりができた。また、地区内
への流入者や公共交通の利用者は、一定数の増加が見
受けられた。

・路線の再編成による、公共交通機関の利用者数の推移を鑑
みながら、公共交通会議の中で路線やエリアの再検討を行い、
更なる地区内への流入者及び公共交通機関の利用者の増加
を図る。
・既存の福祉車両運行などの他の公共交通との連携を行いつ
つ、新しいニーズや交通手段を考えていく。
・山県市民の方々と共に公共交通に関する問題意識やニーズ
を共有し、意見交換を行える場所を今後提供していく。



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

効果の持続を図る事項 効果を持続させるための基本的な考え方 想定される事業

公共交通の利用促進、中心市街地及び郊外都
市のネットワーク＋コンパクト化

引き続き路線の再編成を行ったことによる、利用状況等の確認を行い、
必要に応じてルートの再考や路線の周知など利用促進の発信を行う。

・公共交通の広告

バスターミナルの維持管理
今後の公共交通の利用環境に則したバスターミナルの運営を行い、必要
であればバスターミナルの修繕、改修を行っていく。

・山県バスターミナル修繕、改修事業

改善する事項 改善策の基本的な考え方 想定される事業

・自主運行バス路線再編事業

・山県バスターミナル周辺都市基盤整備事業

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。

なるべく具体的に記入して下さい。

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

B欄
改　善　策

・指標以外の整備効果の調査
・路線編成の検討
・地域バス調整会議の実施
・バスターミナル周辺の中心市街地整備の検討

・指標以外の整備効果の調査を行い、他の計画作成時に調査結果を反
映する。
・公共交通会議の中で、バス運行に関わる各年のデータを基に交通計画
に対する改善を進めていく。
・市民、市、交通事業者と共に公共交通に関する問題意識やニーズを共
有し、意見交換を行える場所を今後提供し、意見を交通計画に反映する
ように努める。
・山県バスターミナル周辺の中心市街地の都市基盤整備を行い、幹線道
路へのアクセス道路、狭小道路整備など、生活及び交通の利便性、快適
性の向上に努め市街地の利用促進につなげる。

・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



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

確定

見込み

確定

見込み

・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。

・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

年度
指　標 従前値 目標値 評価値

目標
達成度

1年以内の
達成見込みの

有無

指標１ バス利用者数 人 183,357 H26年度 198,000 R3年度 140,518 ×

指標２
バス利用者1人あたり
の運行経費

円 819 H26年度 770 R3年度 1,490 ×

指標３
バス利用者1便あたり
の乗車人数

人 5.8 H26年度 6.2 R3年度 3.3 ×

指標４

指標５

その他の
数値指標１

その他の
数値指標２

その他の
数値指標３



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 -

うまく
いかなかった点

・一定の利用者の増加がみられたが、コロナの影響があり目標を達成することが出来なかった。

うまくいった点
・山県バスターミナルの整備やバスの再編成を行ったことで、事業の目標である地域間の公共交
通機関を利用した、ネットワーク型コンパクトシティに向けた拠点づくりを行うことができた。

うまく
いかなかった点

・一定の利用者の増加がみられたが、コロナの影響があり目標を達成することが出来なかった。

うまくいった点 ・住民や事業者に対してアンケート調査を実施し、施設に対して満足度を調査することが出来た。

うまく
いかなかった点

-

うまくいった点 ・事業期間中に変更した内容について事業を行うことが出来た。

うまく
いかなかった点

-

うまくいった点 -

うまく
いかなかった点

-

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）

項目

数値目標
・成果の達成

・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した、
バスターミナル周辺の基盤整備や路線の編成な
どの見直しを行う。

数値目標と
目標・事業との

整合性等

住民参加
・情報公開

・利用者や事業者に対してのアンケート調査を
継続して、課題やニーズを共有し改善を図る。

ＰＤＣＡによる事業
・評価の進め方

・計画立案段階や事業推進段階において、住民
や関係機関の参画を図り、定期的に見直す。

その他 -



（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 山県市ホームページに記載
令和4年1月19日～令和4年2
月2日

令和4年1月19日～令和4年2
月2日

・郵送、FAX、電子メー
ル、持参

山県市まちづくり企業
支援課

広報掲載・回覧・個別配布 - - - - -

説明会・ワークショップ - - - - -

その他 - - - - -

住民の意見

・特になし



（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

関西大学環境都市工学部都市システム工学科　教授　秋山 孝正

岐阜乗合自動車株式会社　営業管理部長　 相宮　一夫
市自治会連合会　会長　　　　　　　　　　　　　 田上　隆
市建設課　課長　　　　　　　　　　　　　　　　　　高瀬　正人
市社会福祉協議会　会長　　　　　　　　　　　　丹羽　英之

審議事項※１ 委員会の意見

方法書に従って、事後評価が適正に行われたことが確認された。

指標の目標値は達成できなかったが、利用者アンケート等で一定の効果を確認することができた。

バスターミナルで実施したアンケートについて、今まで市に無かったものが新たにできれば、満足度が上がるのは結果として見込めてしまう。
なので今後アンケート調査を実施するのであれば満足度調査よりも、利用者が何に対して、助かっているか、役に立っているか等調査する項
目の選定をした方がよいとの意見があった。

指標を達成することは重要であるが、指標のみで今回の事業を評価するのではなく他の整備効果も考えられるため、結果に対する今後の課題
として指標以外の整備効果を調査し、今後の課題、他地区への計画に反映した方がよいとの意見があった。

インターネット及び窓口により適切に公表されたことが確認された。

特になし

事後評価の手続き及び内容について、妥当であると認められた。

バスターミナル整備効果の一部として郊外都市の利便性を高めることができたと言えるのではないかとの意見があった。
公共交通に係わる自動車依存や、高齢化、新しいニーズなどについて、対応策を記入した方がよいのではないかという意見があった。
まちの課題に対して方策を作成すると同時に、本計画の目標についても次期計画へ反映し共有するため、引き続き課題として追う必要がある
のではないかとの意見があった。

特になし

特になし

今後のまちづくり方策について、妥当であることが認められた。

その他 特になし

令和4年1月20日 まちづくり企業支援課
山県市公共交通会議設
置要綱

山県市

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



（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

実施時期 担当部署

有識者の意見

・この様式は、効果発現要因の整理（添付様式５）、今後のまちづくり方策の検討（添付様式６）、評価委員会の審議（添付様式８）以外の機会に、市町村が任意に
有識者の意見聴取を行った場合に記入して下さい。

意見聴取した有識者名・所属等


