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都市再生整備計画　事後評価シート

大津町中心市街地地区

平成３０年２月

熊本県大津町



様式２－１　評価結果のまとめ
都道府県名 面積 690ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

事業名 削除/追加の理由

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

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

●

●

●

●

●

当初計画か
ら削除した事

業

・身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（美咲野大津線、大津小学校分離新設校区内通学路）

・身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（松古閑線、交通安全施設整備）
・平成27年8月に計画変更して、目標を定量化する指標に多目的広場利用者数を追加。（運動公園多目的広場）
・消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（防災無線、河川監視カメラ整備、防災備蓄倉庫整備、雨水排水対策（調整池））
・高齢者福祉の充実に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（（仮称）立石団地集会所）
・身近な生活道路整備、高齢者福祉の充実に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（バリアフリー）

・消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。
　（救助資機材等搭載車購入、地域生涯学習施設建設補助、地域防災力活動支援事業、街灯・防犯灯設置事業、防犯カメラ設置事業、大津駅前交番整備事業、
　　健康増進施設整備事業（弓道場））
・高齢者福祉の充実に対する満足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。（地域生涯学習施設建設補助）

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 －

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

・なし ・なし・なし
・松古閑線
・運動公園多目的広場
・防災無線、河川監視カメラ整備
・防災備蓄倉庫整備
・雨水排水対策（調整池）
・交通安全施設整備
・バリアフリー
・（仮称）立石団地集会所
・救助資機材等搭載車購入
・地域生涯学習施設建設補助
・地域防災力活動支援事業
・街灯・防犯灯設置事業
・防犯カメラ設置事業
・大津駅前交番整備事業
・健康増進施設整備事業（弓道場）

・平成26年11月に計画変更して削除

・平成25年7月に計画変更して追加
・平成27年8月に計画変更して追加
・平成25年7月に計画変更して追加
・〃
・平成26年2月に計画変更して追加
・平成25年7月に計画変更して追加
・平成26年2月に計画変更して追加
・平成25年7月に計画変更して追加
・平成25年2月に計画変更して追加
・平成25年7月に計画変更して追加
・〃
・〃
・〃
・平成26年2月に計画変更して追加
・〃

・美咲野大津線
・大津小学校分離新設校区内通学路

―

数　　値

―

―

道路（室新生通線、美咲野大津線、門出２号線、駅前楽善線、大津小学校分離新設校区内通学路、松古閑線）、公園（上井手公園、運動公園多目的広場）、地域生活基盤施設（肥後大津駅北口整備、防災無線、河川監視カメラ整備、防災備蓄倉庫整備、雨水排水対策
（調整池））、高質空間形成施設（交通安全施設整備、バリアフリー）、高次都市施設（（仮称）立石団地集会所）

49.4

―

55.7

多目的広場利用者数 人

H23

25,108

 １）事業の実施状況

当初計画に
位置づけ、
実施した事業

事業名

45,000 H28

―4,160

△

H28 ―

―

 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

消防・防災の充実に対す
る満足度

ポイント 62.3

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

64.3

効果発現要因
（総合所見）

身近な生活道路整備に対
する満足度

ポイント 45.1 H23 50.0 H28 ―

小型動力ポンプ、ポンプ積載車の整備により、消防に対する体制の強化を実施した。防災無線、街灯・防犯灯、防
犯カメラ、河川監視カメラの設置、防災備蓄倉庫や調整池の整備により、防災・防犯に対する体制を強化すること
が出来た。また、駅前交番が、防犯に大きく貢献している。
防災無線の設置など住民が直接的に意識できる部分の強化を行ったことで、市民の防災に対する満足度が向上
した。道路の拡幅や歩道整備、側溝の蓋の整備による災害時の避難路としての機能が高まったことで、間接的に
満足度の向上に貢献した。なお、購入した資機材の一部は熊本地震の際にも役立った。

63.2

54.7

―

6.6 H22 8.8

H23 57.3 H28

 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

指　標
従前値 目標値

住宅用太陽光発電システ
ム設置件数

人 2,087 H27

 ５）実施過程の評価

・駅前楽善線の整備により、肥後大津駅や町中心部へのアクセス性が向上した。また、朝夕の県道の渋滞緩和に繋がっている。
・肥後大津駅北口の駐輪場整備により、駅の利便性が向上した。
・歩道の整備や道路側溝の整備により、歩行者・自転車利用者の安全性が高まった。
・防犯灯や防犯カメラの設置により、住民の安全性が向上した。
・マイクロバスの購入により、デイサービスへの活用が図られている。

モニタリング

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

上井手公園の維持管理
地域住民による集会所の活用（立石区、美咲野区）

・上井手公園については、地域住民と町が連携して活用・維持管理を行っていく。
・上井手景観整備事業については、当初線的整備を予定していたが、点的整備に留まったため、工事内容の説明のみを実施した。線的
　整備を実施する際に住民参加による対応を行う。
・西嶽団地地区、北出口団地地区、吹田団地地区については、開渠側溝時より土砂の堆積状況が把握しづらいため、地域からの報告
　や清掃に対する協力など適切な管理体制を構築していく。
・立石団地集会所については、立石区自治会が主体となって活動を行うことにより、今後も地域のまちづくりの推進を図る。
・美咲野区については自治会が主体となって、夏祭り等のイベントを開催しており、今後も地域のまちづくりの推進を図る。

1,351

実施内容
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し、実施できた
（地域住民による集会所の活用）

・上井手公園の維持管理では、地域住民や上井手公園利用者の協力による公園全体の維持管理を行っていく。
・立石区集会所では、今後も住民の利用を促していく。また、隣接して応急仮設住宅もあり、今後は災害公営住宅の建築も予定されてい
　る。各住宅利用者の利用も促進する。
・美咲野地区は新興住宅地であり、町外からの転入者も多いため、地域のつながりを構築していく拠点として、集会所を利用した活動を
　支援していく。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した
（上井手公園の維持管理）

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

なし

地域創造支援事業（小型動力ポンプ購入、小型動力ポンプ積載車購入、救助資機材等搭載車購入、景観整備事業（上井手）、新エネルギー導入事業、マイクロバス購入、地域生涯学習施設建設補助、地域防災力活動支援事業、街灯・防犯灯設置事業、防犯カメラ設置
事業、大津駅前交番整備事業、健康増進施設整備事業（弓道場））、事業活用調査（事業効果分析）、まちづくり活動推進事業（各種イベント開催）

新たに追加し
た事業

住民説明会の実施（上井手公園、上井手景観整備事業、西嶽団
地地区、北出口団地地区、吹田団地地区、立石団地集会所）
地域生涯学習施設建設に向けた会議の実施（美咲野区）

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
（上井手景観整備事業以外）

H26 ―
その他の
数値指標1

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
（上井手景観整備事業）

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

今後の対応方針等

理由：主要な事業が後半に集中しており、事後評価時期が迫っていたことから、モニタリングは実施していない。

実施状況

門出２号線や駅前楽善線の整備、肥後大津駅北口の整備により、駅へのアクセス性が向上し、直接的な駅乗降客
数の増加につながっている。上井手公園や上井手景観整備事業による整備、イベントの実施により、肥後大津駅
を利用した来街者の増加に間接的につながった。

その他の
数値指標２

大津町地域新エネルギービジョンに示す方針に基づき、町民・企業・町が一体となった、新エネルギーの普及・促
進を図るため、公共施設におけるソーラーパネルの設置を実施した。社会的な再生可能エネルギー需要の高まり
とともに、設置件数も向上している。

件 1,107

都市計画道路である駅前楽善線や生活道路である室新生通線、門出２号線、松古閑線の整備や、交通安全施設
としての区画線の整備、道路側溝の整備を実施した。これらの整備により、直接的に身近な生活道路整備に対す
る満足度の向上に貢献したと評価できる。
また、道路に付随する街灯・防犯灯の整備を行ったことで、間接的に身近な生活道路整備に対する満足度の向上
につながっている。

効果発現要因
（総合所見）

駅南口の乗降客数 2,249

○

指標1

×

目標
達成度※

1年以内の
達成見込み

平成30年8月

マイクロバスの購入や地域生涯学習施設・集会所の建設は、利用者が限られるため、部分的な改善に留まり、満
足度の大幅な高まりには至らなかった。ただし、満足度の数値が向上していることは評価できる。また、各事業とは
別に町として高齢者福祉に対する取り組みは実施されている。

×

△

H28
大津町地域新エネルギービジョンに示す方針に基づき、町民・企業・町が一体となった、新エネルギーの普及・促
進を図るため、公共施設におけるソーラーパネルの設置を実施した。社会的な再生可能エネルギー需要の高まり
とともに、設置件数も向上している。（その他の指標１により補完）

―

フォローアップ
予定時期

平成31年1月
多目的広場の人口芝生整備前においては、使用時間制限を１日３時間程度まで、管理作業等による利用制限期
間を年間約８０日設けており、利用できない期間が長かった。整備後は１日あたりの利用制限や利用制限期間が
無くなることや、夜間照明を利用することで大きく利用者数が伸びることが想定される。

平成30年8月
高齢者福祉の充実に対す
る満足度

4,710

指標６

交付期間の変更

H25

大津町中心市街地地区

H28

平成24年度～平成28年度

指　標

指標２

ポイント

住宅用太陽光発電システ
ム設置割合

H22

熊本県 市町村名 大津町 地区名

3,314百万円交付対象事業費

指標４

指標３ ％

門出２号線や駅前楽善線の整備、肥後大津駅北口の整備により、駅へのアクセス性が向上し、直接的な駅乗降客
数の増加につながっている。上井手公園や上井手景観整備事業による整備、イベントの実施により、肥後大津駅
を利用した来街者の増加に間接的につながった。

国費率平成24年度～平成28年度 平成29年度事後評価実施時期

数　　値

指標５ 駅乗降客数 人 3,861



様式２－２　地区の概要

単位：ポイント 62.3 H23 63.2 H28 64.3 H27

単位：ポイント 45.1 H23 50.0 H28 49.4 H27

単位：％ 6.6 H22 8.8 H28 -(その他指標1) －

単位：ポイント 54.7 H23 57.3 H28 55.7 H27

単位：人 3,861 H22 4,160 H28 4,710 H25

単位：人 25,108 H25 45,000 H28 - -多目的広場利用者数

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

住宅用太陽光発電システム設置割合

消防・防災の充実に対する満足度

高齢者福祉の充実に対する満足度

駅乗降客数

身近な生活道路整備に対する満足度

大津町中心市街地地区（熊本県大津町）　都市再生整備計画の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・安全性の維持のため、小型動力ポンプ、ポンプ積載車、防災無線、街灯・防犯灯、防犯カメラ、河川監視カメラ、調整池、防災備蓄倉庫の適切な維持管理を行っていく。
・快適性の維持のため、マイクロバス、地域交流施設、各道路、肥後大津駅の駐輪場シェルターの適切な維持管理を行っていく。
・快適性の維持のため、整備した運動公園多目的広場を広くPRし、さらなる利用者数の増加を図る。また、リピーターを増加させるために、施設の快適な利用環境を整える。
・公共施設におけるソーラーパネルの継続的な設置や既設の施設におけるPR活動を行い、戸建住居へのさらなる整備啓発を図る。
・地域住民と町が連携して上井手公園の活用・維持管理を行っていく。
・地域住民と町が一体となってまちづくり活動を行うことや、集会所でのまちづくり活動に対する支援、各種イベントの支援等を行うことで、地域住民によるまちづくり活動の継続的な展開を図る。
・道路基盤が整った箇所については、今後は歩行者や運転者に対して交通安全意識を向上させる取り組みを行い、歩行者の安全性を維持していく。
・身障者専用駐車場や路上駐車の駐車違反のマナー啓発や適切な駐輪マナーの改善のための指導を行う。
・つつじの名所・昭和園から上井手を経由し、大松山公園（日吉神社）までのルートを修景整備し、観光客の誘致を図る。

まちの課題の変化

・小型動力ポンプ、ポンプ積載車の整備により、消防に対する体制の強化を実施し、安全性の向上が図られた。
・防災無線、街灯・防犯灯、防犯カメラ、河川監視カメラの設置、調整池の整備、防災備蓄倉庫整備により、安全性の向上が図られた。
・運動公園の多目的広場の整備による長時間の活用が可能になったことによる快適性の向上が図られた。
・マイクロバス購入による高齢者サービスの向上と、地域交流施設整備による健康・福祉に寄与する施設の整備がなされ、快適性の向上が図られた。
・各道路整備により、町民に身近な移動環境の快適性の向上が図られた。
・肥後大津駅の駐輪場シェルターの設置を行い、駐輪環境の快適性の向上が図られた。
・民間のソーラーパネルの設置数の向上が図られた。
・肥後大津駅の駐輪場シェルターの設置を行い、駐輪環境を向上させることで、環境にやさしい公共交通機関の利用の向上が図られた。
・上井手公園では、植栽、園路、東屋、ベンチ、橋梁等の整備を行うとともに、水車設置による景観整備を行うことで歴史的資源を活用した魅力の向上が図られた。上井手公園及び上井手における景観整備では、点での整備に留
まっており、さらなる地域の魅力向上に繋げるためには、線、面の整備を行うことが必要。
・町民及び来町者対象の各種イベントの実施を行い、賑わいの創出が図られた。
・地域住民の意見を反映した集会所を整備し、整備後は夏祭り等のイベントが開催されており、まちづくり活動の継続的な展開が図られ、賑わいを創出している。

目標値 評価値

大目標：宿場町「おおづ」の雰囲気を活かし、交通機能と生活環境向上による魅力的で快適な
住みたいまちづくり
目標１：安心・安全で快適な生活環境の創造による誰もが住み続けたいまちの形成【安全、安心】
目標２：低炭素型都市エネルギーの構築・普及による環境にやさしいまちの形成【環境】
目標３：歴史的資源を活かした安らぎと潤いのある「おおづ」らしい街並みの形成【潤い】
目標４：町民活動の活性化による町の中心市街地としてふさわしい賑わいの再生【賑わい】



（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）都市再生整備計画評価委員会の審議
　　添付様式８　　都市再生整備計画評価委員会の審議

（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

都市再生整備計画及び社会資本総合整備計画　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

●

●

●

●
運動公園の多目的広場の整備により、利用者の増加及び各種大会
や合宿の誘致が可能となり、JR肥後大津駅からバスやタクシーによる
来場者数が増加することが想定されるため。

数値目標を1.6ポイント増（57.3％）に上方修正。Ｃ．目標値

指標「駅乗降客数」の数値目標について、
従前値（3,861人）から289人増（4,150人）を
目指す。

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

指標「高齢者福祉の充実に対する満足
度」の数値目標について、従前値（54.7％）
から1ポイント（55.7％）増を目指す。

Ｂ．目標を定量化する指標

変更前 変更後

運動公園の多目的広場利用者数の指標が追加され
た。

－

変更理由

運動公園多目的広場の整備に都市再生整備計画事業を活用するこ
とにしたことから、多目的広場の利用者数に関する指標を追加した。

運動公園の多目的広場の整備により、グランドゴルフやシニアサッ
カーなどのキャンセル待ちを解消することができ、高齢者福祉の充実
に対する満足度が向上することが想定されるため。

数値目標を299人増（4,160人）に上方修正。



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
（百万円）

事業費
（百万円）

完成 完成見込み

10 10 なし ●

46 - 平成26年11月に計画変更して削除 ―

65 75 事業精査による事業費の確定 ●

965 1,005
事業精査による事業費、事業内容の確
定

●

40 - 平成26年11月に計画変更して削除 ―

- 52 平成25年7月に計画変更して追加 ●

35 66
事業精査による事業費、事業内容の確
定

●

- 508 平成27年8月に計画変更して追加 ●

10 182 事業精査による事業費の確定 ●

- 27 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 117 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 28 平成26年2月に計画変更して追加 ●

- 11 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 155 平成26年2月に計画変更して追加 ●

高次都市施設 - 21 平成25年7月に計画変更して追加 ●

なし 1カ所
消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

交通安全施設整備 L=3,700m
身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、
指標及び数値目標は据え置く。

なし

A=700㎡ 影響なし。

身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、
指標及び数値目標は据え置く。

平成27年8月に計画変更して、目標を定量化する指標
に多目的広場利用者数を追加。

身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、
指標及び数値目標は据え置く。

L=500m

なし 1基

なし

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

A=500㎡ 影響なし。

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

防災無線、河川監視カメラ整備

公園

地域生活基盤
施設

高質空間形成

※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

事業箇所名

L=70m

事業

美咲野大津線

松古閑線

上井手公園

雨水排水対策（調整池）

A=500㎡

当初計画 最終変更計画

基幹事業

L=50m

事業内容

道路

L=50

事業内容

なし

身近な生活道路整備、高齢者福祉の充実に対する満
足度に関連するが、指標及び数値目標は据え置く。

高齢者福祉の充実に対する満足度に関連するが、指
標及び数値目標は据え置く。

影響なし。

-

身近な生活道路整備に対する満足度に関連するが、
指標及び数値目標は据え置く。

影響なし。

2基、2基

L=280m

なし

L=1000m

大津小学校分離新設校区内通
学路

L=1000m

-

Ｌ＝280m

運動公園多目的広場

A=300㎡

A=23,500㎡

防災備蓄倉庫整備

なし

なし

肥後大津駅北口整備

バリアフリー

（仮称）立石団地集会所

室新生通線

門出２号線

駅前楽善線

A=120㎡

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

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

-なし

なし



事業費
（百万円）

事業費
（百万円）

完成 完成見込み

4 6 事業精査による事業費の確定 ●

12 11 事業精査による事業費の確定 ●

- 19 平成25年2月に計画変更して追加 ●

25 30 事業精査による事業費の確定 ●

210 258 事業精査による事業費の確定 ●

10 6 事業精査による事業費の確定 ●

- 5 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 4 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- なし 89 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 5 平成25年7月に計画変更して追加 ●

- 22 平成26年2月に計画変更して追加 ●

- 35 平成26年2月に計画変更して追加 ●

事業活用調査 5 4 事業精査による事業費の確定 ●

まちづくり活動
推進事業

12 17 事業精査による事業費の確定 ●

-

1棟

-

-

なし

なし

1棟

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

影響なし。

影響なし。

健康増進施設整備事業（弓道
場）

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

事業効果分析 -

なし

防犯カメラ設置事業

景観整備事業（上井手） - - 影響なし。

事後評価時の完成状況

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

最終変更計画

影響なし。

1台

影響なし。

影響なし。

高齢者福祉の充実に対する満足度に関連するが、指
標及び数値目標は据え置く。

-

2台

3台

-

地域創造
支援事業

街灯・防犯灯設置事業

提案事業

各種イベント開催 -

※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

当初計画

事業内容

2台

細項目

1台 1台

3台

大津駅前交番整備事業

-

地域生涯学習施設建設補助

新エネルギー導入事業

なし

地域防災力活動支援事業

なし

事業

なし

マイクロバス購入

-

救助資機材等搭載車購入

小型動力ポンプ購入

小型動力ポンプ積載車購入

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

消防・防災の充実に対する満足度に関連するが、指標
及び数値目標は据え置く。

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
（百万円）

最終変更
計画（百
万円）

当初計画

－ － － －

事業費

－

備考進捗状況及び所見

－

最終変更計画

事業期間

事業箇所名
細項目

（参考）関連事業

－

事業

－



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

－ －

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

指標４

指標５

指標６

H25 45,000 H28

-ポイント
まちづくりアンケート（総合政策
課実施）による町民満足度

- 25,108

- 62.3 H23

指標６ 多目的広場利用者数 人 運動公園多目的広場利用者数 -

63.2 H28
64.3

指　標

肥後大津駅の１日あたりの乗降客人員は、平成２１年度では3,861人であったが、年々上昇し、平成２５年度で
は目標値である4,160人を超えて4,710人となった。

快適な生活環境の創造のため、運動公園多目的広場を人工芝に整備することにより、１日における使用時間
の制限や利用制限期間が無くなった。また、夜間照明を利用することでも使用時間が増加する。そのため、
様々な活動に活用することが可能になり、利用者数が25,108人（Ｈ25）から45,000人（Ｈ27）に増加する可能性は
高い。

指標１
消防・防災の充実に対す
る満足度

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）

安全で安心して住める町を目指し、小型動力ポンプや小型動力ポンプ積載車を購入し、消防に対する体制の
強化を行った。また、防災無線、河川監視カメラ整備、防災備蓄倉庫、街灯・防犯灯整備などを行い、防災に対
する体制の強化を行った。その結果、町民満足度を62.3（H23）ポイントから64.3（H27）ポイントへ向上させること
が出来た。

平成２５年度の乗降客数で目標を達成したが、提供機関の資料提供方針の変更により、平成２５年度以
降の数値が得られずその後の経過が見られなかったため、その他数値指標による追加の評価を行っ
た。

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 － モニタリング

事後評価

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 －

○

モニタリング

事後評価

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

事後評価

指標３
住宅用太陽光発電システ
ム設置割合

％
町内での住宅用太陽光発電シ
ステム設置件数割合

- - 6.6 H22 8.8 H28
モニタリング － モニタリング

事後評価 － 事後評価 ×

指標２
身近な生活道路整備に対
する満足度

ポイント
まちづくりアンケート（総合政策
課実施）による町民満足度

- - 45.1 H23 50.0 H28
モニタリング － モニタリング

●

事後評価 49.4 事後評価 △

指標４
高齢者福祉の充実に対す
る満足度

ポイント
まちづくりアンケート（総合政策
課実施）による町民満足度

- - 57.3 H28
モニタリング －

安全で安心して住める町を目指し、道路整備や高質空間形成を行った結果、町民満足度を45.1（H23）ポイント
から49.4（H27）ポイントへ向上させることが出来たが、目標値には届かなかった。平成27年度までの実績値か
らの推計値では十分達成可能であるが、平成28年に発生した熊本地震の影響により満足度が低下しているた
め、１年以内に推計値が達成出来ない可能性がある。

高齢社会の対応に向けて、バリアフリーの充実や地域生涯学習施設の建設を行い、町民満足度を54.7（H23）
ポイントから55.7（H27）ポイントへ向上させることが出来た。平成30年度の推計値は57.2と目標値をほぼ達成見
込みである。

×

-

モニタリング
●

事後評価 55.7 事後評価 △

54.7 H23

H22 4,160 H28
モニタリング －

指標５ 駅乗降客数 人 ＪＲ肥後大津駅の乗降者数 -

提供機関の集計システムが当初の計測値と完了時の計測値で異なっていることにより、従前・従後の比較が
出来なかったため、数値を－とし、目標達成度は×表記とした。

提供機関の集計システムが当初の計測値と完了時の計測値で異なっていることにより、単純比較が出
来なかったため、その他数値指標による評価を行った。

モニタリング

事後評価 4,710 事後評価 ○

3,861

※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
・駅前楽善線の整備により、肥後大津駅や町中心部へのアクセス性が向上した。また、朝夕の県道の渋滞緩和に繋がっている。
・肥後大津駅北口の駐輪場整備により、駅の利便性が向上した。
・歩道の整備や道路側溝の整備により、歩行者・自転車利用者の安全性が高まった。
・防犯灯や防犯カメラの設置により、住民の安全性が向上した。
・マイクロバスの購入により、デイサービスへの活用が図られている。

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

件

人

住宅用太陽光発電システ
ム設置件数

事後評価

指　標

（参考）※１
計画以前の値 従前値

H26

ＪＲ肥後大津駅（南口）の乗降客
数の比較を行う。

1,107

駅南口の乗降客数

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）

経済産業省公開データより大津
町の10KW未満の太陽光設置件
数の比較を行う。

2,087 H27

－

－

1,351

数値（ウ）

2,249

事後評価

１０KW以上の発電量を持つ家
庭の数値が反映されていない
ことが課題

平成26年と平成28年の家庭用
（10KW未満）の太陽光発電シス
テムの設置件数の比較を行うこ
とで、指標３と同様に増加傾向
を把握できるため

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）

ＪＲ肥後大津駅南口のみの集
計であり、総利用者数の把握
が出来ていないことが課題

平成27年と平成28年のＪＲ肥後
大津駅（南口）の乗降客数を比
較することで、利用者数が増加
傾向にあることを把握できるた
め



（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　　　　　　　　　　　　）

●

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　　　　　　　　　　　　）

●

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　　　　　　　　　　　　）

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】2回
【実施時期】平成25年2月
【実施結果】上井手公園整備時に地域住民を含めた氏子に対する説明会を実
施し、住民の意見を設計に反映した。

【実施時期】平成24年～平成25年
【実施結果】地元自治会で集会所の建設に向けた会議が実施され、設計等に
反映された。特に防災に対する意識が高く、住民の意見が盛り込まれた集会
所が設置された。

住民説明会の実施（西嶽団地地区、北出
口団地地区、吹田団地地区）

【実施頻度】3回（各地区1回）
【実施時期】平成23年10月（西嶽団地）、平成25年9月（北出口団地）、
　　　　　　　　平成27年12月（吹田団地）
【実施結果】通路の舗装と側溝の蓋の設置を実施する際に、地元に意見を聞
き、整備優先路線を決定した。

開渠側溝時より土砂の堆積状況が把握しづ
らいため、地域からの報告や清掃に対する
協力など適切な管理体制を構築していく。

住民説明会の実施（立石団地集会所）

なし

住民説明会の実施（上井手公園）
今後は地域住民と町が連携して活用・維持
管理を行っていく。

理由：主要な事業が後半に集中しており、事後評価時期が迫っていたことか
ら、モニタリングは実施していない。

【実施頻度】1回
【実施時期】平成29年5月
【実施結果】景観整備事業においては、当初線的整備を予定していたが、点的
整備に留まったため、工事内容の説明のみを実施した。

【実施頻度】1回
【実施時期】平成25年5月
【実施果】集会所設置前に地元説明会を開催し、整備に対する住民の理解と
協力を求めた。

立石区自治会が主体となって活動を行うこ
とにより、今後も地域のまちづくりの推進を
図る。

地域生涯学習施設建設に向けた会議の実
施（美咲野区）

美咲野区自治会が主体となって、夏祭り等
のイベントを開催しており、今後も地域のま
ちづくりの推進を図る。

住民説明会の実施（上井手景観整備事業）
今後は線的整備を実施する際に住民参加
による対応を行う。



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　　　　　　　　　　　　）

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

定期的な清掃は町が行うが、日常に
ついては、地元組織による自主的な
清掃を実施する。

地域住民や上井手公園利用者の協力によ
る公園全体の維持管理を行っていく。

今後の対応方針等

上井手公園の維持管理

立石区自治会が１年に１回会議を行っ
ている。その他ミニデイや住民が参加
できる習い事などの活動が実施され
ている。

地域住民による集会所の活用（立石区）

【概要】地域住民の組織

【組織名】立石区自治会
【概要】区の自治会

今後も住民の利用を促していく。また、隣接
して応急仮設住宅もあり、今後は災害公営
住宅の建築も予定されている。各住宅利用
者の利用も促進する。

地域住民による集会所の活用（美咲野区）
自治会組織が主体となって、美咲野
四丁目集会所での地域コミュニティ活
動が実施されている。

【組織名】美咲野区自治会
【概要】区の自治会

美咲野地区は新興住宅地であり、町外から
の転入者も多いため、地域のつながりを構
築していく拠点として、集会所を利用した活
動を支援していく。

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



（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
担当部署

都市計画課

検討メンバー

副町長、土木部長、総合政策課長、総務課長、福祉課長、介護保険課長、健康保険課長、
商業観光課長、都市計画課長、建設課長、子育て支援課長、生涯学習課長

実施時期

平成29年9月21日

名称等

大津町社会資本整備総合交付金
評価庁内委員会



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

○ ◎ － －
削除 削除 削除 削除
○ ◎ ◎ －
○ ◎ ◎ －
削除 削除 削除 削除
○ ◎ － －
－ － ○ －
－ － － ◎
－ ◎ ◎ －
◎ － － －
◎ － － －
◎ － － －
○ ◎ － －
○ ◎ － －

◎ － － －

◎ － － －
◎ － － －
◎ － － －
－ － ○ －
－ － － －
－ － － －
◎ － － －
◎ － － －
◎ ○ － －
◎ － － －
◎ － － －
－ － ○ －
○ ○ ○ ○
－ － ◎ －

町内における更なる施設整
備やイベントの質の向上、多
目的広場の芝生整備、弓道
場の増築を活かして、来街者
の増加を図る。なお、熊本地
震により不通となっている肥
後大津駅以東の運行開始に
向けて町としての協力支援を
行う。

スポーツコンベンションの推
進のため、整備した運動公園
多目的広場を広くPRし、さら
なる利用者数の増加を図る。
また、リピーターを増加させる
ために、施設の快適な利用環
境を整える。

【地域創造支援事業】マイクロバス購入

【地域創造支援事業】街灯・防犯灯設置事業

【公園】上井手公園

【公園】運動公園多目的広場

【地域生活基盤施設】肥後大津駅北口整備
【地域生活基盤施設】防災無線、河川監視カメラ整備

指標１

消防・防災の充実に対する満
足度

指標２

身近な生活道路整備に対す
る満足度

指標５

駅乗降客数

さらなる満足度の向上を目指
し、引き続き計画的な生活道
路整備を実施していく。

【地域生活基盤施設】防災備蓄倉庫整備

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ積載車購入

【地域創造支援事業】救助資機材等搭載車購入

【地域創造支援事業】景観整備事業（上井手）

【地域創造支援事業】新エネルギー導入事業

【高質空間形成】交通安全施設整備

【高質空間形成】バリアフリー

今後の活用

指標６

多目的広場利用者数

【地域創造支援事業】大津駅前交番整備事業
【地域創造支援事業】健康増進施設整備事業（弓道場）

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ購入

多目的広場の人口芝
生整備前においては、
使用時間制限を１日３
時間程度まで、管理作
業等による利用制限期
間を年間約８０日設け
ており、利用できない期
間が長かった。整備後
は１日あたりの利用制
限や利用制限期間が
無くなることや、夜間照
明を利用することで大
きく利用者数が伸びる
ことが想定される。

総合所見

※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。

地域における消防・防災の意
識を高めるため、整備した施
設や導入した資機材を活用
する。また、地元による積極
的な消防・防災活動を支援し
ていく。

基幹事業

事業名・箇所名

【地域創造支援事業】地域防災力活動支援事業

【道路】門出２号線

【道路】松古閑線

【地域生活基盤施設】雨水排水対策（調整池）

【道路】美咲野大津線

【地域創造支援事業】地域生涯学習施設建設補助

小型動力ポンプ、ポン
プ積載車の整備によ
り、消防に対する体制
の強化を実施した。
防災無線、街灯・防犯
灯、防犯カメラ、河川監
視カメラの設置、防災
備蓄倉庫や調整池の
整備により、防災・防犯
に対する体制を強化す
ることが出来た。また、
駅前交番が、防犯に大
きく貢献している。
防災無線の設置など住
民が直接的に意識でき
る部分の強化を行った
ことで、市民の防災に
対する満足度が向上し
た。
道路の拡幅や歩道整
備、側溝の蓋の整備に
よる災害時の避難路と
しての機能が高まった
ことで、間接的に満足
度の向上に貢献した。
なお、購入した資機材
の一部は熊本地震の
際にも役立った。

指標の種別

指　標　名

【まちづくり活動推進事業】各種イベント開催

【地域創造支援事業】防犯カメラ設置事業

【道路】室新生通線

【道路】駅前楽善線

【道路】大津小学校分離新設校区内通学路

提案事業

門出２号線や駅前楽善
線の整備、肥後大津駅
北口の整備により、駅
へのアクセス性が向上
し、直接的な駅乗降客
数の増加につながって
いる。
上井手公園や上井手
景観整備事業による整
備、イベントの実施によ
り、肥後大津駅を利用
した来街者の増加に間
接的につながった。

総合所見 総合所見 総合所見

都市計画道路である駅
前楽善線や生活道路
である室新生通線、門
出２号線、松古閑線の
整備や、交通安全施設
としての区画線の整
備、道路側溝の整備を
実施した。これらの整
備により、直接的に身
近な生活道路整備に対
する満足度の向上に貢
献したと評価できる。
また、道路に付随する
街灯・防犯灯の整備を
行ったことで、間接的に
身近な生活道路整備に
対する満足度の向上に
つながっている。

【事業活用調査】事業効果分析

【高次都市施設】（仮称）立石団地集会所



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

－ －
削除 削除
－ －
－ ○
削除 削除
－ －
－ ◎
－ ○
－ ○
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －

－ －

－ －
－ －
－ －
－ ◎
◎ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ －
－ ○
○ ○
－ ◎

※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。

今後の活用

引き続き公共施設における
ソーラーパネルの設置を進め
ることや、既に設置されてい
る施設におけるPR活動を実
施し、住居における更なる設
置拡大を目指す。

町内における更なる施設整
備やイベントの質の向上、多
目的広場の芝生整備、弓道
場の増築を活かして、来街者
の増加を図る。なお、熊本地
震により不通となっている肥
後大津駅以東の運行開始に
向けて町としての協力支援を
行う。

【地域創造支援事業】街灯・防犯灯設置事業
【地域創造支援事業】防犯カメラ設置事業
【地域創造支援事業】大津駅前交番整備事業
【地域創造支援事業】健康増進施設整備事業（弓道場）

【事業活用調査】事業効果分析

【まちづくり活動推進事業】各種イベント開催

【高次都市施設】（仮称）立石団地集会所

提案事業

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ購入

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ積載車購入

【地域創造支援事業】救助資機材等搭載車購入

【地域創造支援事業】景観整備事業（上井手）

【地域創造支援事業】新エネルギー導入事業

【地域創造支援事業】マイクロバス購入
【地域創造支援事業】地域生涯学習施設建設補助

【地域創造支援事業】地域防災力活動支援事業

【道路】美咲野大津線

【道路】門出２号線

【道路】駅前楽善線

【道路】大津小学校分離新設校区内通学路

【道路】松古閑線

【公園】上井手公園

【公園】運動公園多目的広場

【地域生活基盤施設】肥後大津駅北口整備
【地域生活基盤施設】防災無線、河川監視カメラ整備

基幹事業

【道路】室新生通線 大津町地域新エネル
ギービジョンに示す方
針に基づき、町民・企
業・町が一体となった、
新エネルギーの普及・
促進を図るため、公共
施設におけるソーラー
パネルの設置を実施し
た。
社会的な再生可能エネ
ルギー需要の高まりと
ともに、設置件数も向
上している。

門出２号線や駅前楽善
線の整備、肥後大津駅
北口の整備により、駅
へのアクセス性が向上
し、直接的な駅乗降客
数の増加につながって
いる。
上井手公園や上井手
景観整備事業による整
備、イベントの実施によ
り、肥後大津駅を利用
した来街者の増加に間
接的につながった。

【地域生活基盤施設】防災備蓄倉庫整備

【地域生活基盤施設】雨水排水対策（調整池）

【高質空間形成】交通安全施設整備

【高質空間形成】バリアフリー

事業名・箇所名 総合所見 総合所見

指　標　名
住宅用太陽光発電システム

設置件数
駅南口の乗降客数

指標の種別 その他指標１（指標３） その他指標２（指標５）



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
指標改善

への

貢献度

要因
の分
類

指標改善

への

貢献度

要因
の分
類

指標改善

への

貢献度

要因
の分
類

指標改善

への

貢献度

要因
の分
類

指標改善

への

貢献度

要因
の分
類

△
削除
△
△
削除
△
－
△
－
△
－
－
△
△
△
－
－
－
－
－
△
△
－
－
－
－
△
△
－

改善の方
針

（記入は
必須）

一度に大幅な改善を行うこと
は難しい項目であるため、地
道な整備の積み重ねが必
要。引き続き福祉の充実に向
けた支援を実施していく。

総合所見総合所見総合所見

マイクロバスの購
入や地域生涯学
習施設・集会所
の建設は、利用
者が限られるた
め、部分的な改
善に留まり、満足
度の大幅な高ま
りには至らなかっ
た。ただし、満足
度の数値が向上
していることは評
価できる。また、
各事業とは別に
町として高齢者
福祉に対する取
り組みは実施さ
れている。

総合所見

【道路】門出２号線

【地域創造支援事業】健康増進施設整備事業（弓道場）

【事業活用調査】事業効果分析

【道路】駅前楽善線

【道路】大津小学校分離新設校区内通学路

【高次都市施設】（仮称）立石団地集会所

指　標　名

指標の種別

※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。

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ積載車購入

指標４

高齢者福祉の充実に対する
満足度

Ⅳ

【地域創造支援事業】救助資機材等搭載車購入

【地域創造支援事業】新エネルギー導入事業

【地域創造支援事業】小型動力ポンプ購入

【地域創造支援事業】大津駅前交番整備事業

【地域創造支援事業】地域防災力活動支援事業
提案事業

【地域創造支援事業】景観整備事業（上井手）

【地域創造支援事業】街灯・防犯灯設置事業

【地域創造支援事業】地域生涯学習施設建設補助

【地域創造支援事業】マイクロバス購入

基幹事業

【高質空間形成】交通安全施設整備

【高質空間形成】バリアフリー

【地域生活基盤施設】防災備蓄倉庫整備

【道路】松古閑線

【地域生活基盤施設】雨水排水対策（調整池）

【地域生活基盤施設】防災無線、河川監視カメラ整備

【公園】上井手公園

【公園】運動公園多目的広場

【道路】室新生通線

事業名・箇所名 総合所見

【地域創造支援事業】防犯カメラ設置事業

【まちづくり活動推進事業】各種イベント開催

【道路】美咲野大津線

【地域生活基盤施設】肥後大津駅北口整備



（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

担当部署

都市計画課

名称等 実施時期

平成29年10月5日

検討メンバー

副町長、土木部長、総合政策課長、総務課長、福祉
課長、介護保険課長、健康保険課長、商業観光課
長、都市計画課長、建設課長、子育て支援課長、生涯
学習課長

大津町社会資本整備総合交付金評価庁内委員会



添付様式５－②　まちの課題の変化

地域住民を交えたまちづくり活
動を継続的に展開し、官民一体
となって『賑わい』創出を図る

達成されたこと（課題の改善状況）

・小型動力ポンプ、ポンプ積載車の整備により、消防に対する体
制の強化を実施し、安全性の向上が図られた。
・防災無線、街灯・防犯灯、防犯カメラ、河川監視カメラの設置、
調整池の整備、防災備蓄倉庫整備により、安全性の向上が図ら
れた。
・運動公園の多目的広場の整備による長時間の活用が可能に
なったことによる快適性の向上が図られた。
・マイクロバス購入による高齢者サービスの向上と、地域交流施
設整備による健康・福祉に寄与する施設の整備がなされ、快適
性の向上が図られた。
・各道路整備により、町民に身近な移動環境の快適性の向上が
図られた。
・肥後大津駅の駐輪場シェルターの設置を行い、駐輪環境の快
適性の向上が図られた。

・民間のソーラーパネルの設置数の向上が図られた。
・肥後大津駅の駐輪場シェルターの設置を行い、駐輪環境を向
上させることで、環境にやさしい公共交通機関の利用の向上が
図られた。

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

本町の中心市街地として、誰も
が使いやすい、住み続けたいま
ちを形成するため、地区の『安全
性・快適性』の向上を図る

持続可能なまちづくりの一環とし
て、低炭素型都市の構築に向け
て、官民一体となって『環境』に
やさしい取組みを推進する

本町の歴史的資源を活用し、魅
力的な街並みの形成と来街者に
対するもてなしの活動を展開し、
「おおづ」らしい『潤い』のある魅
力演出を図る

・上井手公園では、植栽、園路、東屋、ベンチ、橋梁等の整備を
行うとともに、水車設置による景観整備を行うことで歴史的資源
を活用した魅力の向上が図られた。

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。

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

・道路が整備されたことにより、通行量の増加による
交通規制の検討や通学路に関する交通安全指導の
実施

・駅周辺の身障者専用駐車場への駐車違反や駐輪
ラックを利用しない不適切な駐輪や通路への駐車な
どのマナー違反の改善

・町民及び来町者対象の各種イベントの実施を行い、賑わいの
創出が図られた。
・地域住民の意見を反映した集会所を整備し、整備後は夏祭り
等のイベントが開催されており、まちづくり活動の継続的な展開
が図られ、賑わいを創出している。

・上井手公園及び上井手における景観整備では、点で
の整備に留まっており、さらなる地域の魅力向上に繋げ
るためには、線、面の整備を行うことが必要



添付様式５－③　今後のまちづくり方策

効果を持続させるための基本的な考え方

・安全性の維持のため、小型動力ポンプ、ポンプ積載車、防災無線、街灯・
防犯灯、防犯カメラ、河川監視カメラ、調整池、防災備蓄倉庫の適切な維持
管理を行っていく。
・快適性の維持のため、マイクロバス、地域交流施設、各道路、肥後大津駅
の駐輪場シェルターの適切な維持管理を行っていく。
・快適性の維持のため、整備した運動公園多目的広場を広くPRし、さらなる
利用者数の増加を図る。また、リピーターを増加させるために、施設の快適
な利用環境を整える。

公共施設におけるソーラーパネルの継続的な設置や既設の施設における
PR活動を行い、戸建住居へのさらなる整備啓発を図る。

・新エネルギー導入事業
・ソーラーパネル整備施設におけるPR活動

環境にやさしい取り組みの継続的な推進

地域住民と町が一体となってまちづくり活動を行うことや、集会所でのまち
づくり活動に対する支援、各種イベントの支援等を行うことで、地域住民に
よるまちづくり活動の継続的な展開を図る。

効果の持続を図る事項

事業により達成した安全性・快適性の継続

まちづくり活動の継続的な展開

A欄
効果を持続させるため

に行う方策

想定される事業

・地域住民と町の協働事業
・地域活動支援事業

・各種維持管理事業
・防災に関する水、食料の時期による更新をしていく
・多目的広場周辺環境整備事業（東屋、トイレ等）

歴史的資源を活用した継続的な維持管理の
実施

地域住民と町が連携して上井手公園の活用・維持管理を行っていく。
・歴史的資源を活かした観光客誘致
・清掃等の維持管理の支援



■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。

道路基盤が整った箇所については、今後は歩行者や運転者に対して交通
安全意識を向上させる取り組みを行い、歩行者の安全性を維持していく。

交通安全性の向上

歴史的資源を活用した本町中心部の魅力
向上

・修景整備事業
・案内人・観光ガイド等のソフト事業

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。

つつじの名所・昭和園から上井手を経由し、大松山公園（日吉神社）までの
ルートを修景整備し、観光客の誘致を図る。

改善策の基本的な考え方

B欄
改　善　策

改善する事項

・交通安全施設の設置及び交通安全プログラムに
則った交通安全対策の実施
・学校などにおける交通安全指導

想定される事業

・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

マナー違反の改善
身障者専用駐車場や路上駐車の駐車違反のマナー啓発や適切な駐輪マ
ナーの改善のための指導を行う

・駅周辺の管理
・交通マナーの街頭指導



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

■特に無し



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 あり ●

見込み ● なし

確定 ●

見込み

確定 ●

見込み

確定

見込み

△

〇

・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。

45,000

54.7 H23

3,861

・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。

年度

1年以内の
達成見込みの
有無

評価値指　標

人

従前値

57.3

4,160

目標値

その他の
数値指標３

件 1,351

目標
達成度

H25

49.4

その他の
数値指標２

駅南口の乗降客数

まちづくりアンケート（総合政策課実施）
による町民満足度

平成30年
8月

64.3 ○

×

その他の数値
指標２による評
価

フォローアップ計画

平成31年
1月

整備後の多目的広場利用者数の推移
について確認を行う

H28

H28

H28

指標４
高齢者福祉の充実
に対する満足度

ポイント 55.7

-指標５ H22

1,184 H26

2,087人

指標６ 人

2,249

駅乗降客数

25,108 H25
多目的広場利用者
数

その他の
数値指標１

住宅用太陽光発電
システム設置件数

指標１
消防・防災の充実
に対する満足度

ポイント 62.3 H23 63.2 H28

△
平成30年
8月

まちづくりアンケート（総合政策課実施）
による町民満足度

指標２
身近な生活道路整
備に対する満足度

ポイント 45.1 H23 50.0

指標３
住宅用太陽光発電
システム設置割合

％ 6.6 H22 8.8 H28 - ×
その他の数値
指標１による評
価

H28



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
消防・防災の充実に関しては、防災無線の設置など住民が直接的に意識できる部分の強化を
行ったことで、市民の防災に対する満足度が向上し、成果を達成することが出来た。

うまく
いかなかった点

高齢者福祉の充実に関する満足度に関して、マイクロバスの購入や地域生涯学習施設・集会所
の建設など、利用者が限られるため、部分的な改善に留まり、満足度の大幅な高まりには至らな
かった。

うまくいった点 －

うまく
いかなかった点

数値指標において、住宅用太陽光発電システム設置割合と駅乗降客数については、従前と従後
で統一した計測方法が取れなかったため、その他の指標を活用し、類似指標による代替及び補
足を行った。

うまくいった点
道路・公園整備時や集会所設置時に説明会を実施し、住民の意見を取り入れることで、その後の
維持管理等にも住民が参加する素地を作ることが出来た。

うまく
いかなかった点

－

うまくいった点 評価委員会を開催したことで、当事業の進め方や課題など、幅広い意見を伺った。

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）

数値として捉えやすい目標を設定すると効果の
確認がしやすい。

従前・従後で統一した計測方法を取ることがで
きるものを指標として設定する

住民参加による整備内容を検討することで、住
民によるまちづくりの実施（施設の維持管理等）
につながる。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

大津町北部癒しの里地区都市再生整備計画（平成28年から平成32年、面積483ha）、大津町南部観光地区都市再生整備計画（平成28年から平成32年、面積473ha）において事後評価
が予定されている。

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

今後の経過においても、モニタリングや住民参
加を積極的に取り入れ、計画内容の修正を行い
ながら、地区目標の達成に向け取り組む。

－



（５） 事後評価原案の公表

添付様式7　事後評価原案の公表

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 町のホームページに掲載
平成29年10月27日～
　　　　　　平成29年11月10日

平成29年10月27日～
　　　　　　平成29年11月10日

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 なし

都市計画課担当課への書面



（６） 都市再生整備計画評価委員会の審議

添付様式８　都市再生整備計画評価委員会の審議

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「都市再生整備計画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
・多目的広場は良くなった。上井手公園も子供たちを連れて散策したが良くなっていた。
・防災無線が聞こえないという問題がある。防災無線の点検については、担当の区長が立ち会うなど、現実的な対応をお願いしたい。

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

・方法書に従って、事後評価が適正に実施されたことが確認された。

・各種評価については、適正に実施されたことが確認され、修正は無かった。

・住民参加の各参加人数について、個々の記録を行っていなかったため、今後は記録を取るようにしたほうが良いと意見を受けた。

・今後のまちづくり方策は妥当であることを確認した。

・特に委員からの意見は無かった。

・特に委員からの意見は無かった。

・フォローアップの時期が２回に分かれていることについて質問があり、町民アンケートの実施時期と、１年間の多目的広場の利用者が把
握できるようになった後に実施するためと説明した。

・特に委員からの意見は無かった。

・各効果発現要因については、適正に実施されたことが確認され、修正は無かった。

・事後評価の手続きは妥当に進められたと確認された。

・まちづくりの課題の変化で、達成されたことはできるだけ入れた方が良い。
・環境にやさしい取り組みで、駐輪環境の向上とあるが、駐輪環境を向上することで、快適性が上がるということもあるため、１行目（安全
性・快適性の行）にも記載すべき。
・多目的広場の周辺環境整備事業については、具体的に記載してほしい。
・安全・快適性継続のための取り組みを最初の行に記載すべき。

審議事項※１ 委員会の意見

大津町社会資本整備総
合交付金評価委員会

独自に設置

田中智之（熊本大学大学院准教授）※委員長

吉永敏明（大津中部地区区長会会長）
甲斐堅一（大津中部地区区長会副会長　）

第1回 平成29年12月1日
第2回 平成29年12月18日

都市計画課（都市再生
整備計画事業担当課）



（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）、都市再生整備計画評価委員会の審議（添付様式９）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

―

―

―



都市再生整備計画

熊本
く ま も と

県
けん

　大津町
お お づ ま ち

・様式は、Ａ４長辺側を、２箇所ホチキス留めすること。

大津町
お お づ ま ち

中心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

地区
ち く







交付対象事業等一覧表


