
様式（１）-①

だ い か い へ ん こ う

都市再生整備計画（第３回変更）

ふ く い お お の し

福井県　大野市

え ち ぜ ん じ ょ う か ま ち き

越前おおの城下町地区（３期）

令和３年８月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 153 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 福井県 大野市
えちぜん じょうかまち

越前おおの城下町地区（3期）

計画期間 交付期間 4

・市民の誇りの醸成と多彩な交流が育まれる核となる空間づくり
・歴史・文化資源を活用した魅力の向上
・高速交通体系の整備効果を活かした中心市街地のさらなる活性化

　本市では、昭和４９年に民間鉄道が廃線となり、駅前として栄えてきた三番通りをはじめ中心市街地（旧城下町）の人の通行量が減少し始めた。また、モータリゼーションの進展と国道のバイパス整備により、郊外に次々と大規模小売店舗の立地が進み、
商業の中心は徐々に郊外へ移動していった。大規模小売店舗の郊外立地に伴い、中心市街地では、商業活動の衰退、後継者不足等により、空き店舗及び空き家が増加し、集客力や人口が減少して活力を失うという悪循環に陥った。一方で、中心市街地
には、市役所や教育施設、図書館など公共施設が多く立地していることや、旧城下町という特性から歴史・文化資源、景観資源が多く残されている。こうしたことから、越前大野駅や結ステーション、市役所などの防災拠点エリア周辺を中心とした中心市街
地を「中心拠点区域」と位置付け、都市機能の維持・集約や居住環境の魅力向上、継承・蓄積されている資源の利活用を図り、「人が集う、活気に満ちた城下町の再生」を進める。
　なお、公的不動産の活用の基本的な考え方として、民間や公共が保有する低未利用地を活用して、地域活性化の核となる施設の整備や市指定文化財である民俗資料館を移転し博物館として再整備を図るなど、都市機能の拡散を防止するとともに、公
的不動産の有効活用を図り、公共施設の機能の維持・充実を図る。
　また、平成30年度には大野市の西の玄関口となる亀山西側へ誘導する国道476号が整備されたが、亀山西側山麓が未整備のまま藪化が進行し、越前おおの城周辺の景観を阻害している。当該地を緑地として整備することにより、外部不経済の防止を
図る。

　本市の中心市街地は、織田信長の部将、金森長近が１５８０年に亀山に城を築き、その東麓に東西六条、南北六条の碁盤の目の城下町を造ったのが始まりで、このとき整備された町並みが今日の中心市街地の骨格となっている。また、本市は湧水が多
く、名水百選にも選ばれている「御清水」をはじめとする湧水地がいくつもあり、城下町誕生の頃から地下水を生活用水として利用しており、水が市民生活に深く関与し、独自の生活様式や水文化を醸成してきた。昭和４０年ごろまではこの城下町を中心とし
たコンパクトな都市構造であったが、車社会の到来や高度経済成長の影響を受け、徐々に市街地が拡大し、徒歩でどこでも行くことができたコンパクトな市街地としての特性が失われ始めた。また、核家族化の進展に伴い若い世代が郊外へ流出し、高齢
化や空洞化、活力の低下が進んだ。
　そこで、平成１５年に、来訪者が滞在し回遊する魅力と、まちなかに暮らす環境と魅力を併せ持つ新たな中心市街地像を目標に「街なみ環境整備事業整備方針」を策定し、歴史的市街地の再生と生活空間の持続的再編に取り組み始めた。そして平成２０
年に国により中心市街地活性化基本計画の認定を受けて、まちの顔であり宝である中心市街地を「人が集い、活気に満ちた城下町」に再生するため、都市機能の回復や魅力向上、公共交通の利便性の向上に取り組んできたところである。具体的には、
結ステーション周辺の城下町エリアでは亀山公園や百閒堀、新堀清水および平成大野屋、旧内山家（武家屋敷）周辺等の整備により当市ならではの歴史資源に磨きがかかり、多彩な交流ができる、個性あるまちの形成が図られた。また、市役所周辺の防
災拠点エリアには、保健・医療・福祉サービス拠点施設や子育て支援センター、地域交流センター、防災倉庫等の整備など公共公益施設の中心市街地への集約を進め、市民の利便性の向上、行政機能の充実が図られた。さらに、まちづくりを支援する役
割を担う公共交通については、ネットワークの維持や需要に応じた運行形態の工夫はもとより、多様なサービスの提供による利用促進を図ってきた。これらの取り組みにより、市民や観光客が中心市街地に訪れやすい環境が整備され、また、まちなかの利
便性が高められたことで、着実に活気に満ちた城下町の再生につながってきている。
　一方、これまでは全般的に行政が中心となり、市民の「暮らし」に必要な基盤整備を多く実施してきたところであり、今後は、「市民力」「地域力」の向上を図るため、歴史・文化資源を活用し、郷土に愛着を持ち、生涯を通じて学ぶことができる環境の充実が
求められている。また、平成34年度の北陸新幹線福井開業や中部縦貫自動車道全線開通により期待される新しい人の流れを最大限に活用できるよう、既存の観光資源のさらなる磨き上げや時代に即した戦略的な観光施策の推進など、より一層の取り組
みが必要である。

・城下町ならではの歴史・文化資源を磨き、活用を図るため、文化機能の核となる教育文化施設の整備とあわせて、市民が自ら学び、魅力ある地域づくりを推進する力である「文化力」の向上が求められている。
・中心市街地には多くの湧水地があり、市民と水は密接に関わり合い特有の生活様式や文化を育んできた。その土台である貴重な「水環境」・「湧水文化」を後世に伝えていくため、「当たり前」から「ありがたい」へといった市民意識の啓発と合わせ、市民や
企業、団体、関係機関などがそれぞれの役割を担い、市全体で「水文化」の保全・継承、活用といった総合的な取り組みを進めるための環境整備が求められている。
・魅力ある人・モノ、きっかけの提供などを促進することで、中心市街地に足を運ぶ機会の充実を図り滞在時間を延ばす工夫が求められているとともに、高速交通体系の整備を見据え、地域資源のさらなる磨き上げによる訪れたくなる環境の創出や、訪日
外国人旅行者の受け入れに向けての環境整備の促進が必要である。

【第5次大野市総合計画（平成23年2月策定）】
○まちづくりの将来像：「ひかりかがやき、たくましく、心ふれあうまち」
○基本目標：①優しく賢くたくましい大野人が育つまち、②越前おおのの魅力あふれる活力あるまち、③美しく豊かな自然環境を育み継承するまち
○基本施策：①豊かな心を育てる文化力の育成、②中心市街地の活性化、戦略的な観光の推進、③地下水の保全と湧水文化の再生
【大野市立地適正化計画（平成29年度策定予定）】
○まちづくりの理念：市街地や既存集落の活力維持と公共交通等の充実により高齢者や現役世代等、誰もが安全・安心、健康、快適に暮らし続けることができるコンパクトな城下町　越前おおの
○まちづくりの目標：①市民が住み続けたいと思い、来訪者が住んでみたいと思うまちづくり、②暮らしに必要な様々な機能等が集まり、歩いて暮らせる健康なまちづくり、③人、歴史、文化、伝統、自然環境、食等の資源を活用した交流のあるまちづくり
【大野市都市マスタープラン（平成23年7月策定）】
○都市将来像：「豊かな自然環境や歴史、文化を大切にし、市民の誇りと交流が育まれる　元気なまち」
○基本姿勢：①人口減少時代に対応できる維持・管理コストの少ない機能集約型の都市づくり、②市民が誇りを感じて住み続けたいと思い、市外の人が訪れ、移り住みたいと思う、個性を生かした都市づくり
【越前おおの観光戦略ビジョン（平成29年3月策定）】
○基本理念：磨き輝かそう大野の宝、もてなそう結の心で
○基本戦略：地域資源の魅力の向上、おもてなし力の向上、周遊・滞在型観光の推進、広域観光交流の拡大
【大野市総合戦略（平成27年10月策定）】
○方向性：①新しい人の流れをつくる、②時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
○基本的方向：①越前おおのブランド戦略の推進、①中心市街地の活性化とまちなか観光の推進、①魅力的な居住地づくり、①訪れたくなる環境の創出、②連携のまちづくりの推進、②暮らしやすい環境の整備、②特色を生かしたまちづくり、②市民力・
地域力の向上
【大野市公共施設等総合管理計画（平成29年3月策定）】
○公共施設については、適正配置及び適切な維持管理・修繕等に取り組み、複合化や管理運営の効率化、政策課題を解決するための必要性を検証し、改築、新規整備等に取り組む。



都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方　※誘導施設を整備する場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

円/人・日 H28 R4

件/年
H20～H29

の平均
H30～R4
の平均

％/年
H27～H29

の平均
H30～R4
の平均

・郊外部については、農業を基盤とした風土が培われ、美しい田園景観が広がっている。一方で、幹線道路沿いを中心に大型商業施設や大規模工場など、広域的な道路交通の利便性を前提とした都市機能が立地しており、広域圏の拠点機能を担うもの
については郊外部への配置を行う。ただし、大型商業施設については特定用途制限地域を設定し、立地規制を行っているところである。
・中心市街地は、本市の特色である歴史的な城下町を起源としている経緯から、衰退から再生への転換期である商店街を中心とした経済機能、市役所、教育施設、市民ホール、図書館等の公共公益機能、鉄道やバスなどの公共交通の結節機能をもとよ
り有していることろであるが、歴史・文化資源や歴史の昔日を彷彿とさせるまちなみ、古くから継承してきた水文化の活用と合わせて、市民一人一人が多くの魅力を持つ郷土に愛着と誇りをもてる教育文化機能、観光交流機能の充実を図る。
・既成市街地外縁部については、土地区画整理事業による計画的な基盤整備が進行したことで都市的土地利用が増加したが、本市全体で見られる人口減少、高齢化の傾向がある地域であるため、日常生活を支えるサービス機能、地域コミュニティの維
持・増進機能の強化を図る。

裁判所が交通の利便性に優れる駅前にある民間所有の低未利用地に移転するため、まちなか観光交流の拠点である「結ステーション」に隣接している裁判所跡地を活用して、市指定文化財である既存建造物（旧大野治安裁判所）を移転し博物館として整
備するなど、中心拠点区域内でそれぞれ適正な場所に移転建て替えを順次、玉突きに実施する。

観光消費額（日帰り客一人当たり）
の増

日帰り観光客一人当たりの観光消費額
ハード事業と連携しさまざまなソフト事業を実施し、「稼ぐ力」の向上
に取り組むことで、観光消費額の増額を図る。

2547 4000

空き店舗の解消・未然防止
市街地における新規店舗・オフィスの創業件数および既
存店舗の改修件数

地域資源の活用により内外の人々を惹きつけることで、空き家・空
き店舗の解消、既存店舗の改修による未然防止を図る。

2.7 2.7

地価の減少傾向の抑制 市街地における地価の下落率
地域の魅力を向上させるとこで人口の維持や誘客を図り、地価の
現状推移より減少傾向（下落率）を抑制する。

△3.82 △3.46

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値



整備方針等 様式（１）-③

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
【市民の誇りの醸成と多彩な交流が育まれる核となる空間づくり】
・歴史的な景観資源となっている七間通りや、無電柱化が図られ魅力的な歩行空間が整備された六間通りといったシンボルロードにおいて、グレードの
高い都市空間を創出し、魅力的で活力あるまちなみを実現し、多様な都市活動や長い時間滞在できるような魅力の創出を図る。
・市民の文化力の向上や来訪者に歴史的・文化的資源を通じた交流の場を提供するため、公共施設跡地を活用して、そこに市指定文化財である既存建
造物（旧大野治安裁判所）を移転し、教育文化施設として整備する。

・七間通り舗装高質化事業（基幹事業　高質空間形成施設：カラー舗装・石畳）
・まちなか賑わい創出事業（基幹事業　高質空間形成施設：ストリートファニチャー）
・（仮称）湧水地散策広場整備事業（基幹事業　地域生活基盤施設：広場）

【歴史的・文化的資源を活用した魅力の向上】
・本市が誇る地域資源・文化的資源の「水」を活かした地域の活性化を図るため、水を使った商品開発や、研究活動、地域住民の湧水環境への理解促
進など総合的な取り組みを進めるための環境を整備する。
・歴史的な景観資源となっている七間通りや、無電柱化が図られ魅力的な歩行空間が整備された六間通りといったシンボルロードにおいて、グレードの
高い都市空間を創出し、魅力的で活力あるまちなみを実現する。

・（仮称）水に関する活動拠点施設整備事業（基幹事業　既存建造物活用事業：まちおこしセン
ター）
・七間通り舗装高質化事業（基幹事業　高質空間形成施設：カラー舗装・石畳）（再掲）
・まちなか賑わい創出事業（基幹事業　高質空間形成施設：ストリートファニチャー）（再掲）
・（仮称）湧水地散策広場整備事業（基幹事業　地域生活基盤施設：広場）（再掲）

【外部不経済の防止を図る空間づくり】
・本市の西の玄関口となる亀山西側の藪化を防止するため緑地整備を行い、外部不経済の防止を図る。

・亀山西側緑地整備事業（基幹事業　地域生活基盤施設（緑地））

【まちづくりの住民参加】

【官民連携事業】



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 大野市 直 40箇所 30 4 30 4 35.5 35.5 35.5 35.5 －

地域生活基盤施設 緑地 大野市 直 2,500m2 2 3 2 3 15.9 15.9 15.9 15.9 －

地域生活基盤施設 広場 大野市 直 2,600ｍ2 31 4 3 4 76.0 76.0 76.0 76.0 -

高質空間形成施設 石畳・ｶﾗｰ舗装 大野市 直 1,050ｍ 31 4 31 4 77.0 77.0 77.0 77.0 －

高質空間形成施設 石畳・ｶﾗｰ舗装 大野市 直 60m 3 3 3 3 10.0 10.0 10.0 10.0 －

高質空間形成施設 ｽﾄﾘｰﾄﾌｧﾆﾁｬｰ 大野市 直 1,030m 30 30 30 30 0.9 0.9 0.9 0.9 －

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設

子育て支援施設

既存建造物活用事業 まちおこしセンター 大野市 直 187㎡ 30 30 30 30 57 57 57 57 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業 大野市 間 8.2ha 27 4 30 4 142 72.0 48.0 24.0 48.0 13.1

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

合計 414.3 344.3 320.3 24.0 320.3 4.1 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 320.3
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

交付対象事業費 320.3 交付限度額 152.6 国費率 0.476

（参考）事業期間 交付期間内事業期間
細項目

観光案内板整備

亀山西側緑地整備

（仮称）湧水地散策広場整備

七間通り石畳舗装高質化

市道大和東西２号線舗装高質化

まちなか賑わい創出

（仮称）水に関する活動拠点施設

住宅市街地総合整備事業

景観形成地区（七間、寺町、五番通り）

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

（いずれかに○） 事業期間

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

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 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費

統合したB／Cを記入してください



（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

国土交通省 国土交通省 35.0km ○ 20 － 231,000.0

大野市 国土交通省 10件 ○ ○ 30 4 17.5

大野市 国土交通省 15件 ○ ○ 30 1 7.5

大野市 内閣府、福井県 ○ ○ 30 4 58.5

商店街振興組合 内閣府 ○ ○ 30 4 17.0

商工会議所 内閣府 ○ 30 1 3.0

市民団体 内閣府 ○ 2 4 1.0

起業家等 内閣府 ○ ○ 30 4 48.0

大野市 内閣府 ○ 30 1 19.0

大野市 内閣府 ○ ○ 30 4 2.0

宿泊業事業者 内閣府 ○ 30 1 27.0

大野市 内閣府 ○ ○ 30 4 61.0

大野市 内閣府 ○ 31 1 2.5

大野市 内閣府 ○ ○ 30 4 25.5

大野市 ○ 27 4 400.0

大野市 ○ 23 4 35.5

大野市 ○ 30 1 15.0

大野市 ○ 27 2 203.0

大野市 ○ 29 4 22.0

まちづくり55.5 経済産業省 1,460m2 ○ 29 30 149.0

合計 232,114.0

（いずれかに○） 事業期間

中部縦貫自動車道（一般国道158号）整備事業 大野油坂道路（大野・油阪間）

体験型観光交流事業 平成大野屋二階蔵ほか

屋外広告物撤去等促進事業 主要幹線道路等

まちなか文化芸術事業 文化芸術関連施設

まちなか商店街にぎわい再生事業 各商店街

名水を活用した新商品開発事業（CWP） 市内の飲食店等

水まつり（CWP）

起業家・経営者応援事業 空き店舗

越前おおの版DMO設立支援事業

市民総ガイド事業

結の宿再生促進事業 市内の宿泊施設

おもてなしセールス事業

みずコトアカデミー事業（CWP）

健全な水循環のまち調査研究事業（CWP）

Carrying Water Project（結の故郷創生会議負担金）

湧水再生対策事業

観光列車デザイン社会実験事業 JR越美北線の車両

はたらく若者定住応援事業 市内の18歳から21歳の若者

天空の城誘客宣伝事業 越前大野城

五番商店街にぎわい新拠点づくり事業 五番通りの未利用地

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模 全体事業費



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　越前おおの城下町地区（3期）（福井県大野市） 面積 153 ha 区域
要町、本町、元町、明倫町の全部、泉町、城町、水落町、泉町、中野町一丁目、中野町二丁目、中野町三丁
目、中荒井町一丁目、中荒井町二丁目、錦町、大和町、美川町、月美町、有明町、弥生町、日吉町、高砂
町、春日一丁目、春日二丁目、春日三丁目、糸魚町、新庄、篠座の一部

ＪＲ
越美
北線

中部縦貫自動車道

大野ＩＣ

ＪＲ
越前
大野
駅

ＪＲ北大野駅

国道158号

一
級
河
川
 
真
名
川

国道
157
号

国道476号

越前大野城

大野
市役所

一般県道　皿谷大野線

主要地方道　大野勝山線

250ｍ0ｍ 500ｍ 1,000ｍ

保健･医療･福祉
サービス拠点施

設

結ステーション

都市再生整備計画事業計画範囲
越前おおの城下町地区（３期）153ha

居住誘導区域

都市機能誘導区域



観光消費額 （円/人・日） 2,547 （H28年度） → 4,000 （R4年度）

空き店舗の解消・未然防止 （  件/年  ） 2.7 （H20～H29の平均） → 2.7 （H30～R4の平均）

地価の減少傾向の抑制 （  ％/年  ） △3.82 （H27～H29の平均） → △3.46 （H30～R4の平均）

　　越前おおの城下町地区（3期）（福井県大野市）　整備方針概要図　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標

・市民の誇りの醸成と多彩な交流が育まれる核となる空間づくり

・歴史的・文化的資源を活用した魅力の向上

・高速交通体系の整備効果を活かした中心市街地のさらなる活性化

代表的な

指標

様式（１）-⑦-１

Ｊ
Ｒ
越
前
大
野
駅

ＪＲ北大野駅

Ｊ
Ｒ
越
美
北
線

中部縦貫自動車道

大野ＩＣ

国道158号

一
級
河
川 

真
名
川

国
道
157

号

国
道
476号

一般県道　皿谷大野線

主要地方道　大野勝山線

大野
市役所

越前大野城

凡　　例

　　　　　　　基幹事業

　　　　　　　関連事業

250ｍ0ｍ 500ｍ 1,000ｍ

結ステー
ション

保健･医療･
福祉サービ
ス拠点施設

○関連事業
中部縦貫自動車道（一般国道158号）

○関連事業
Carrying Water Project

（結の故郷創生会議負担金）

○関連事業
結の宿再生促進事業

○関連事業
はたらく若者定住応援事業

○関連事業
まちなか商店街にぎわい再生事業

○関連事業
湧水再生対策事業

○関連事業
起業家・経営者応援事業

○関連事業
観光列車デザイン社会実験事業

○関連事業
体験型観光交流事業国道158号

○関連事業
屋外広告物撤去等促進事業

○関連事業
まちなか文化芸術事業

○関連事業
名水を活用した新商品開発事業（CWP）

○関連事業
水まつり（CWP）

○関連事業
越前おおの版DMO設立支援事業

○関連事業
市民総ガイド事業

○関連事業
おもてなしセールス事業

○関連事業
水コトアカデミー事業（CWP）

○関連事業
健全な水循環のまち調査研究事業（CWP）

■基幹事業　地域生活基盤施設
観光案内板整備事業

■基幹事業　高質空間形成施設
七間通り舗装高質化事業

■基幹事業　高質空間形成施設
まちなか賑わい創出事業

■基幹事業　既存建造物活用事業
（仮称）水に関する活動拠点整備事業

■基幹事業　街なみ環境整備事業
都市景観形成建築物等整備事業

○関連事業
五番商店街にぎわい新拠点づくり事業

○関連事業
天空の城誘客宣伝事業

■基幹事業　地域生活基盤施設
亀山西側緑地整備事業

■基幹事業　高質空間形成施設
七間通り舗装高質化事業

都市再生整備計画事業計画範囲

越前おおの城下町地区（３期）１５３ha

都市機能誘導区域

居住誘導区域

■基幹事業　地域生活基盤施設
（仮称）湧水地散策広場整備事業



【提出様式】

まちづくり交付金の事前評価チェックシート

地方整備局名 近畿 都道府県名 福井県 市町村名 大野市 地区名 越前おおの城下町地区（３期）

Ⅰ．目標の妥当性 チェック欄

①都市再生基本方針との適合等

1) まちづくりの目標が都市再生基本方針と適合している。
（該当するものに○） ①.中心市街地活性化 2.防災 3.少子高齢化 4.人口定着 ⑤.観光・交流

6.アメニティ 7.交通利便性 ⑧.都市活力 ⑨.地域コミュニティ 10.その他

○

2) 上位計画等と整合性が確保されている。
（該当するものに○） ①.市町村総合計画 2.都道府県長期計画 3.都市再生緊急整備地域

4.構造改革特別区域 5.地域再生計画 6.全国都市再生モデル調査

7.被災市街地 8.中心市街地活性化計画 9.その他

○

②地域の課題への対応

1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標を設定している。 ○

2) まちづくりの必要性という観点から地区の位置付けが高い。 ○

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 ○

2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 ○

4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。 ○

5) 地域資源の活用やハードとソフトの連携等を図る計画である。 ○

④事業の効果

1) 十分な事業効果が確認されている ○

2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 ○

Ⅲ．計画の実現可能性

⑤地元の熱意

1) まちづくりに向けた機運がある。 ○

2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。 ○

3) 継続的なまちづくりの展開が見込まれる。 ○

⑥円滑な事業執行の環境

1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 ○

2) 交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。 ○

3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。 ○


