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まちづくり交付金　事後評価シート
山梨市中央地区

平成２２年３月

山梨県山梨市
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 500ha

交付期間 0.40

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
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

●

●

平成１７年度～平成２１年度 平成２１年度事後評価実施時期

山梨県 市町村名 山梨市 地区名

・市道水上下河原線　：　堤防上の市道を歩道付きに改良すること
・笛吹川３号遊歩道　 ：　に河川管理者と合意できたため
・かのがわ広場　　　　：　イベント会場や散策ルートの拠点として整

　　　　　　　　　　　　　　 備すべきとの住民意見を取り入れたため

交付対象事業費

山梨市中央地区

国費率

・市道水上下河原線
・笛吹川３号遊歩道
・かのがわ広場

事業名

・三川落合広場
・駅前第ニ駐車場
・駅前第ニ駐輪場
・古い家並みの道
・根津記念館多目的広場
・連方屋敷駐車場
・歴史の散策路

2,198百万円

○

根津記念館、フィールドミュージアム構想、ウォーターフロント構想、山梨市駅舎改修

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

従前値 目標値

今後の対応方針等実施内容

かのがわ古道、かのがわ広場の整備では、住民参加のプロセスを経ることで、協働のまちづくりが進み、住民のまちづくりへの意欲・責任感が向上しており、かのがわ広場が完成した折には、日常的な管理・掃除等を地域で行っていくことになってい
る。

実施状況

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

・万力林赤松保存会　　　　　　　 ：今後も会員数の増加と事業の拡大を図
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 るため、会の活動に協力していく
・下神内川まちづくりプロジェクト：自主的なイベント活動、景観整備等の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 活動を支援していく

都市再生整備計画に記載し、実施できた

モニタリング －

住民参加
プロセス

 ５）実施過程の評価

持続的なまちづくり
体制の構築

・下神内川まちづくりプロジェクト
・根津記念館サポーターズ倶楽部
・山梨市フィールドミュージアムボランティアガイド

・万力林赤松保存会
・下神内川まちづくりプロジェクト

その他の
数値指標３

目標値

・下神内川まちづくりプロジェクト　　　：プロジェクトの活動に協力していく
・根津記念館サポーターズ倶楽部　　：来館者意見を得て活動を充実させる

・山梨市ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ：ガイドの育成を支援していく
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

効果発現要因
（総合所見）

 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

その他の
数値指標２

その他の
数値指標1

H1640

指標４

指標３ ％

 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

指標1

指　標

指標２

歩行環境満足度

来訪者・住民の満足度

指標５

地区内観光施設利用者数

％

Ｈ22

H1640 60 Ｈ22

19 H15人 21

Ｈ2260 平成22年10月
山梨市駅東山梨線の完成区間、笛吹川遊
歩道、桃の園遊歩道等の完成事業による

フォローアップ
予定時期

フォローアップ
予定時期

目標
達成度

観光の拠点となる根津記念館の集客効果
が大きい

平成23年4月

根津記念館、駅舎等の特徴的な施設整
備、身近な道路・散策路の整備等による

平成22年10月

1年以内の
達成見込み

目標
達成度※１

△

数　　値

交付期間
の変更

1年以内の
達成見込み

62

56

・三川落合広場  ：指標１、２の増加を低減する可能性有
・駅前第ニ駐車場：影響なし
・駅前第ニ駐輪場：影響なし
・古い家並みの道：指標２、３の増加を低減する可能性有
・根津記念館多目的広場：
　　　　　　　　　　　  影響なし
・連方屋敷駐車場：影響なし
・歴史の散策路　 ：影響なし

・市道水上下河原線 ：
・笛吹川３号遊歩道 　：　指標２、３の増加に寄与する可能性有
・かのがわ広場　　　　：

・笛吹川親水護岸：河川管理者と合意して追加したが、なお協議を
　　　　　　　　　　　  必要とし、事業期間内の完了が困難なため削除

・笛吹川親水護岸：影響なし

効果発現要因
（総合所見）

21

数　　値

○

新たに追加し
た事業

・笛吹川親水護岸（※新たに追加したが、その後削除）

 １）事業の実施状況

・三川落合広場　 ：河川管理者等との協議が整わないため
・駅前第ニ駐車場：既存の駐車場で当面充足するため
・駅前第ニ駐輪場：既存の駐輪場で当面充足するため
・古い家並みの道：事業期間内の合意形成が困難となったため
・根津記念館多目的広場：
　　　　　　　　　　　 本広場を提案事業の根津記念館に繰り入れるた
め
・連方屋敷駐車場：事業期間内の合意形成等が困難となったため

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

山梨市駅東山梨線（舗装改良、電線類地中化、歩道グレードアップ）、根津記念館多目的広場、山梨市地域交流センター多目的広場、根津記念館駐車場、連方屋敷駐車場、かのがわ古道他７路線サイン、笛吹川１
号・２号遊歩道、桃の園遊歩道、かのがわ古道、歴史の散策路、山梨市地域交流センター

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響
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様式２－２　地区の概要

単位：人 190,000 H15年度 210,000 H22年度 210,000 H21年度

単位：％ 40 H16年度 60 H22年度 62 H21年度

単位：％ 40 H16年度 60 H22年度 56 H21年度

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

来訪者や市民に、本事業で整備される観光施設、遊歩道等を周知するため、広報やこれらを紹介するパンフレットの作成・配布等により情報を発信していく。
本事業で整備するかのがわ広場、かのがわ古道等を、観光資源として認知度拡大していくため、観光資源の案内機能の向上や、ＰＲ強化を図る。
遊歩道、水路、石積み等の日常的な維持・管理を行う一環として、地域住民の自主的なコミュニティ活動を支援し、必要な補助などを行っていく。
平成21年11月に完成した、山梨市地域交流センターの活用策として、当施設を通じて、市内の観光施設のさらなる集客効果を生み出していくとともに、地域をＰＲする人材を育てていく。
地区内外の観光、農業、歴史・文化資源のネットワークの拡大のため、地区内外の資源を、徒歩やレンタサイクル等で回遊できるルート作りを進めていく。
清白寺・連方屋敷周辺の古い家並みの道など、身近で魅力的な要素のさらなる活用を進めていく。
かのがわ古道での住民参画をモデルケースとして、市民と協働のまちづくりを推進していく

山梨市固有の歴史・文化、果樹景観を活かし育む、にぎわいと集いの桃源文化拠点づくり

地区内観光施設利用者数

来訪者・住民の満足度

歩行環境満足度

まちの課題の変化

根津記念館が完成し、歴史・文化資源を活かした観光振興の新たな核となるなど、来訪者に対応した主要な観光施設が強化されている。
根津記念館が完成したことでサポーターズ倶楽部ができ、かのがわ広場、かのがわ古道の事業では、住民がまちづくりに主体的に参画するなど、住民活動が活発になり、地域の魅力を誇れる拠点的な空間が形成されている。
遊歩道等の整備によって、歩行者が笛吹川の眺望等を楽しみやすくなり、また、かのがわ古道等では、既存の水路や石積みを活かして整備するなど、魅力的なまちづくりが進められつつある。

山梨市中央地区（山梨県山梨市）　まちづくり交付金の成果概要

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

根津記念館

山梨市駅舎改修

山梨市地域交流センター

山梨市駅東山梨線
（舗装改良、電線類地中化、

歩道グレードアップ）

笛吹川１号遊歩道
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（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、まちづくり交付金の活用予定、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）まちづくり交付金評価委員会の審議
　　添付様式８　　まちづくり交付金評価委員会の審議

（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

まちづくり交付金　事後評価シート
（添付書類）
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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

●

●

●

●

変更理由

Ｃ．目標値

Ｂ．目標を定量化する指標

変更後変更前

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

5



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 100 42.5 ●

道路 600 344 ●

道路 0 160.9 ●

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

34 0 － －

地域生活基盤
施設

90 0 － －

地域生活基盤
施設

150 79.8 ●

地域生活基盤
施設

0 51.9 ●

地域生活基盤
施設

27 0 － －

河川管理者及び近隣地権者との協議が整わず、
期間内の施工見込みがたたないため取りやめ。

市道水上下河原線(W=9.0m）

かのがわ広場

山梨市地域交流センタ－多目的広場

事業内容

山梨市駅東山梨線（電線類地中化）

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

ウォーターフロント構想の一環として、堤防上の
市道を歩道付きに改良することに河川管理者と
合意できたため追加。その後、河川管理者及び
地権者との協議により幅員の変更と一部の擁壁
工事及び複雑な補償内容により施工費が増加。

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

都市再生整備計画策定後に沿道に新庁舎用地
を確保したが、本計画期間後に新庁舎用地外構
の整備と併せて整備を行った方が効率的と考
え、当該区間の整備を延期することとしたため短
縮。また、施工方法の一部変更、施工内容等の
精査により、事業費が減少。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少低減する可能性有り。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少寄与する可能性有り。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少低減する可能性有り。

基幹事業

Ｌ＝470ｍ

山梨市駅東山梨線（舗装改良）

Ｌ＝470ｍＬ＝950ｍ（両側）

事業
当初計画 最終変更計画

事業内容

Ｌ＝470ｍＬ＝950ｍ

事業箇所名

Ａ＝2000㎡

Ａ＝700㎡

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加に
多少寄与する可能性有り。

－

－

－

「地区内観光施設利用者数」「来訪者・住民の満足度」
の増加を低減する可能性有り。

Ａ＝700㎡

Ａ＝1500㎡

根津記念館多目的広場 Ａ＝1390㎡

現地調査の結果、池を中心とした復元の工事内
容が複雑となり施工費が増加。その後、根津記
念館整備に合わせ、根津記念館（建築物整備）と
根津記念館多目的広場の内容をさらに充実し施
設の目的や利用方法を一体化するために根津
記念館多目的広場を地域創造支援事業の根津
記念館に繰り入れる必要が生じたため、基幹事
業の広場としての施工を取りやめ。
「（仮称）山梨市地域交流センタ－多目的広場」
から名称変更。地域交流センターを平屋建てとし
て建築面積が増加したことに合わせて広場面積
を縮小。また、多目的広場の整備方針や規模を
固定したうえで、植栽・照明等の整備内容を将来
の施設管理運営に合わせて変更する必要が生じ
たため、事業費が減少。

Ａ＝1900㎡

駅前第2駐車場
駅前の駐車需要が伸びず、既存の駐車場で当
面充足するため、期間内の施工を中止。

「（仮称）菜の花の広場」から名称変更。かのが
わ古道の検討を地域のまちづくり会の参画で行
い、イベント会場や散策ルートの拠点として整備
すべきとの住民提案を取り入れた。また、かのが
わ古道の計画と合わせて、地域のまちづくりの会
が積極的に活動して、発生材や住民所有の材料
（玉石等）の利用を提案されたことで施工内容を
変更する必要が生じたため、事業費が減少。

三川落合広場
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地域生活基盤
施設

80 0 － －

地域生活基盤
施設

5 13.9 ●

地域生活基盤
施設

7 0 － －

地域生活基盤
施設

40 38.2 ●

高質空間形成
施設

200 140 ●

高質空間形成
施設

8 10.9 ●

高質空間形成
施設

91 33.1 ●

高質空間形成
施設

0 24.4 ●

高質空間形成
施設

26 76.4 ●

高質空間形成
施設

92 0 － －

高質空間形成
施設

80 178.8 ●

高質空間形成
施設

15 0 － －

河川管理者及び近隣地権者との協議が整わず、
期間内の施工見込みがたたないため事業量を
削減。その後、施工内容等の精査を行い、事業
費が減少。

Ｌ＝900ｍ

Ｌ＝900ｍ

河川管理上の調整で、施工時期の変更及び前
回の予定内容の精査のために変更する必要が
生じたため、事業費が増加。

駅前の駐輪需要が伸びず、既存の駐輪場で当
面充足するため、期間内の施工を中止。

「（仮称）根津記念館駐車場」から名称変更。遊
歩道整備と併せて駐車場規模を拡大することが
可能となったため面積が増加。その後、施工内
容等の精査を行い、事業費が減少。

「加納岩桃源郷の道」から名称変更。遊歩道整
備の延長に合わせて設置数を増加。その後、整
備予定の遊歩道等の箇所減により、標識設置数
が減少し、これに伴って事業費が減少。
本計画期間後に、新庁舎用地外構の整備と併せ
て整備を行った方が効率的と考えたため短縮。
また、景観づくりの詳細の協議をまちづくりを進
める地域と行い、より地域に合う景観にするため
の歩道舗装や照明等の路側構造物類の変更を
おこなう必要が生じたため、事業費が増加。

かのがわ古道他７路線サイン

古い家並みの道

笛吹川1号遊歩道

山梨市駅東山梨線（歩道グレードアッ
プ）

笛吹川3号遊歩道

駅前第2駐輪場

正徳寺駐車場 Ａ＝500㎡ Ａ＝1400㎡

連方屋敷駐車場

30基

－

Ｌ＝950ｍ

Ａ＝600㎡ －

Ｌ＝600ｍ

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加に
多少寄与する可能性有り。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少低減する可能性有り。

近隣道路改良事業の遅れから同時整備が不可
能になり、地域関係者の事業期間内の賛同も得
られないために期間内の施工を取りやめ。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少低減する可能性有り。

－

笛吹川2号遊歩道

「加納岩桃源郷の道」から名称変更。周遊効果を
高めるために路線長を増加。その後、地域のま
ちづくり委員会と協同でみちづくりを行う中で、地
域及び住民の独自事業の充実に合わせての施
工内容変更の必要が生じたため、事業費が増
加。

近隣道路改良事業の遅れから同時整備が不可
能となり、一部関係者の事業期間内の合意形成
が困難となったため期間内の施工を中止。

ウォーターフロント構想の一環として、堤防上に
遊歩道を整備することに河川管理者と合意でき
たため追加。その後、施工予定箇所の精査を行
い、一部の区間については遊歩道改良が不要な
箇所があり内容を変更する必要が生じたため、
事業費が減少。

Ｌ＝800ｍ

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加を
多少低減する可能性有り。

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加に
多少寄与する可能性有り。

－

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加に
多少寄与する可能性有り。

Ｌ＝800ｍ

Ｌ＝600ｍ

「地区内観光施設利用者数」「来訪者・住民の満足度」
の増加に多少寄与する可能性有り。

45基

Ｌ＝250ｍ

根津記念館近隣において、根津記念館との景観
調和を図るため一部延伸及び整備内容を充実。
その後、施工内容等の精査により、事業費が予
定より減額し変更する必要が生じたため、事業
費が減少。

Ｌ＝470ｍ

駐車場に接する道路改良事業の遅れから同時
整備が不可能になり、また地域関係者の事業期
間内の賛同も得られないために期間内の施工を
取りやめ。

Ｌ＝3000ｍ

Ａ＝290㎡

Ｌ＝250ｍ

－

Ｌ＝300ｍ

桃の園遊歩道

かのがわ古道

歴史の散策路

Ｌ＝500ｍ
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高次都市施設 850 275 ●

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

「（仮称）山梨市地域交流センター」から名称変
更。民間との合築等によるＲＣ造を計画していた
が、景況悪化等により民間参画が得られなかっ
たため、センター機能のみで平屋鉄骨造としたた
め事業費・規模が減少。その後、本交流センター
の駐車場について買収内容と駐車規模を駅前の
公共駐車場の状況を見て適正（45台⇒21台）に
変更する必要が生じたため、事業費が増加。

「地区内観光施設利用者数」の増加を低減する可能性
有り。

山梨市地域交流センター Ａ＝600㎡Ａ＝2000㎡

※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
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事業費 事業費 完成 完成見込み

420 595.7 ●

5 5 ●

5 2.5 ●

70 52.3 ●

0 0 － －

当初計画
最終変更

計画
当初計画

10,900 11,100 平成５年10月～平成12年3月 平成21年度完成見込

42,367 25,378 昭和54年1月～平成10年3月
平成20年度末　普及率
42.8％

2,200 2,200 平成15年8月～平成20年3月 平成22年度完成見込

60 60 － 平成20年10月完成

山梨市駅舎改修

笛吹川親水護岸

ミュージアムショップ整備事業

事業活用調査

街路事業

※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

（参考）関連事業

旧根津邸長屋門

根津橋通り線

－

平成15年8月～平成23年3月

昭和54年1月～平成33年3月

平成５年10月～平成22年3月

事業期間
備考進捗状況及び所見

最終変更計画

「歩行環境満足度」「来訪者・住民の満足度」の増加に
多少寄与する可能性有り。

－Ａ＝200㎡

－

－

関連団体についての支援は計画どおり行うが、
河川敷内の広場造成施工が河川管理上におい
て別途管理者が行う方向となり、この部分の変
更の必要が生じたため、事業費が減少。

建物調査の結果、旧根津邸の改修・復元が複雑
と判明し、事業費が増加。また、根津記念館と根
津記念館多目的広場との利用方法や一体性が
重要となり、根津記念館多目的広場を根津記念
館整備と併せて記念館の庭園や広場として施工
する必要が生じたため、事業費が増加。

Ａ＝40ha

－

Ａ＝200㎡

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

ＪＲ東日本の精算設計に伴い、内容金額が減少
したため、事業費が減少。その後、前回の変更
においての事業費の実数の精査を行い、端数処
理について表示がなされていないために変更。
ウォーターフロント構想の一環として、堤防に整
備することに河川管理者と合意できたため追加。
その後、河川管理者との協議結果で河川内の昇
降用の階段に決定したが、なお協議が必要な部
分があり、事業期間内に完了することが困難な
ため施工を取りやめ。

当初計画からの
変更の概要 ※1

（事業の削除・追加を含む）

最終変更計画 事後評価時の完成状況

フィールドミュージアム構想

提案事業

細項目
事業

Ａ＝1000㎡

地域創造
支援事業

根津記念館

ウォーターフロント構想 Ａ＝40ha

Ａ＝500ha

Ａ＝7000㎡

Ａ＝500ha

当初計画

事業内容 事業内容

－

まちづくり
活動推進事業

峡東流域下水道関連山梨市公共下水道事業

土地区画整理事業

細項目

山梨市駅前地区

事業箇所名事業

山梨市内

事業費
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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

指　標

指標１

指標２

指標３

指標４

指標５

モニタリング

－

40% 60%

事後評価

Ｈ22
モニタリング

事後評価

H16

40%指標２ 来訪者・住民の満足度 ％
平成21年７月に根津記念館等の
協力を得て、住民・来訪者99名を
対象としたアンケート調査を実施

H16 60%

指標３

指標４

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）

指標５

事後評価

モニタリング

モニタリング
Ｈ22

事後評価

指　標

根津記念館、山梨駅舎改修などの施設整備の効果が高く、その他身近な道路や遊歩道等の整備が魅力的な
まちとしての認知や快適性の向上に寄与していると考えられる。

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

H1519万人

％

地区内観光施設利用者
数

指標１ 人 H12

実測値に、過去の傾向(平成16
～20年度)を踏まえた推計値を合
計。根津記念館は、開館一年後
の利用者数の落ち込みも想定

21万人

歩行環境満足度 －
平成21年７月に根津記念館等の
協力を得て、住民・来訪者99名を
対象としたアンケート調査を実施

観光の拠点である根津記念館の開設等により、観光施設利用者数が増加している。また、山梨市駅舎の改修
や正徳寺駐車場の整備等による利便性改善などの間接的な貢献もあり、これらの相乗効果により、観光施設
の利用者数が増加したと考えられる。

現在は、山梨市駅東山梨線の完成区間、笛吹川遊歩道、桃の園遊歩道等の完成事業により、満足度が高まっ
ていると考えられる。今後は、かのがわ古道等の整備を進めるとともに、サイン設置による案内機能の向上
や、整備間もない道路や遊歩道等の認知度が高まるにつれて、さらに満足度は高まっていくと考えられる。

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

モニタリング

事後評価

万力公園は、公園施設利用申請者が実測値で、その他の立ち寄り、散策・運動等の利用者は推測値と
なる。

事後評価

事後評価

モニタリング

モニタリング

62%

56% 事後評価

事後評価

モニタリング

Ｈ22

目標値

△

目標達成度※２数値（エ）

○

○
21万人

21万人 事後評価

モニタリング

1年以内の
達成見込みの

有無

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
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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
かのがわ古道、かのがわ広場の整備では、住民参加プロセスを経ることで、住民のまちづくりへの意欲・責任感が向上しており、かのがわ広場が完成した折には、日常的な管理・掃除等を地域で行っていくことになっている。
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（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　　　　　　　　　　　　）

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　　　　　　　　　　　　）

ボランティアガイドの育成を支援していく。

下神内川の住民が主体となって、
地域のまちづくりを考える会を立
ち上げ、市もそれに協力した。

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

実施頻度・実施時期・実施結果実施状況

来館者の意見を得て、活動内容を充実させ
たい。

根津記念館サポーターズ倶楽部

山梨市フィールドミュージアムボランティア
観光ガイド

「フィールドミュージアム構想」の
一環として、ボランティアの組織化
を行った。

【組織名】山梨市フィールドミュージアムボ
ランティア観光ガイド
【概　要】山梨市駅前観光案内所で観光案
内を行うとともに、市内名所等のガイドなど
幅広く活動している。

日常的な根津記念館の管理・運
営のために組織化し、今後は観光
ボランティアの育成等も予定して
いる。

【組織名】根津記念館サポーターズ倶楽部
【概　要】根津記念館において、鑑賞、学習
のための指導及び相談や、来館者の誘導
及び案内の補助、イベントや記念館運営
の補助等を行う。

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

下神内川まちづくりプロジェクト
プロジェクトの活動に協力し、協働によるま
ちづくりを進めていく。

【組織名】下神内川まちづくりプロジェクト
【概　要】下神内川地域の今後のまちづくり
を地域主導で行うため地域住民により発
足した。

－

下神内川まちづくりプロジェクト
自主的なイベント活動、景観整備等の活動
を支援していく。

万力林赤松保存会
今後も会員数の増加と事業の拡大を図るた
め、会の活動に協力していく。

－

【実施頻度】年４回（総会、活動）
【実施時期】平成17～21年度
【実施結果】貴重な赤松を守るため、施肥作業や松枯れ防止の薬剤注入など
を行うとともに、万力公園内の赤松の台帳作成に伴う基礎調査を行った。

【実施頻度】年７回（総会、会議等）
【実施時期】平成18～21年度
【実施結果】「(仮称)かのがわ古道づくり委員会」を立ち上げ、かのがわ古道、
菜の花の広場等の事業推進のため、地域住民が主体となって話し合いを行
い、その結果を踏まえ、事業計画を作成し、事業を進めている。
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（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

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

提案事業

かのがわ古道

峡東流域下水道関連山梨市公共下水道事業
土地区画整理事業

観光振興による来館者の増加、住民参
加によるまち並み整備等への展開など
により、ソフト的な満足度の向上を図る。

市内外の人々が整備施設に親しめるよ
う、積極的な広報・ＰＲにより、魅力を周
知していく。さらに、歩行環境のネット
ワーク化、サイン等の案内機能の向上を
図っていく。

市内外へのＰＲや運営策の向上等によ
り、利用者数の維持・増加を図る。

地区内観光施設利用者数

総合所見

観光の拠点となる根津記念館
の集客効果が大きい。さらに、
遊歩道等の散策のネットワー
ク化により、万力公園や農村
景観などを楽しむ選択肢が増
え、これが集客数を高めていく
と予想している。今後、山梨市
地域交流センターの開設によ
り、さらに集客・ＰＲ効果が高
まることが期待される。

総合所見総合所見

来訪者・住民の満足度 歩行環境満足度

指標３

※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。

指標２

山梨市駅東山梨線の完成区
間、笛吹川遊歩道、桃の園遊
歩道等の完成事業が満足度
を高めている。今後は、かの
がわ古道等の特徴的な整備
の完了及び、これらの認知度
拡大により、より満足度が高
まっていくことが期待される。
なお、かのがわ古道、かのが
わ広場は住民参加による検
討が行われ、整備・管理・活用
にも住民参加が予定されてい
る。このようなまちづくりの方
策を他へ活用していくことが期
待される。

指標１

今後の活用

笛吹川2号遊歩道

基幹事業

市道水上下河原線(W=9.0m）

かのがわ古道他７路線サイン

担当部署

都市計画課（都市整備担当）

関連事業

桃の園遊歩道

笛吹川1号遊歩道

ミュージアムショップ整備事業

事業名・箇所名

かのがわ広場
正徳寺駐車場

山梨市駅東山梨線（歩道グレードアップ）

根津記念館、駅舎などの特徴
的な施設整備、身近な道路・
散策路の整備などが満足度を
高めている。今後、山梨市地
域交流センター、かのがわ広
場などの施設整備が進み、山
梨市ならではのかのがわ古道
等の整備が実現することによ
り、より満足度が高まることが
期待される。

フィールドミュージアム構想
ウォーターフロント構想

山梨市地域交流センター

笛吹川3号遊歩道

山梨市駅舎改修

根津記念館

街路事業

山梨市駅東山梨線（舗装改良）

まちづくり交付金事業事後評価庁内ワーキンググ
ループ

検討メンバー

関係各課課長補佐級職員
都市計画課（事務局）、総合政策課、観光課、建
設課、生涯学習課

実施時期

第１回　平成２１年８月１１日　ブレーンストーミング
　　　　　※この後、各課持ち帰り、貢献度を再評価
第２回　平成２１年１０月６日　検討・確認

名称等

指標の種別

指　標　名

山梨市駅東山梨線（電線類地中化）

山梨市地域交流センタ－多目的広場
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（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

駅前と主要な観光、農業、歴
史・文化資源等の連携の強
化

検討メンバー名称等

達成されたこと（課題の改善状況）

完成した根津記念館は、山梨市内で歴史・文化資源を
活かした観光振興の新たな核となっている。また、か
のがわ古道など、市ならではの農村景観が観光資源
となりつつある。

根津記念館が完成したことで根津記念館サポーター
ズ倶楽部ができた。また、かのがわ広場、かのがわ古
道の事業推進において、住民がまちづくりに主体的に
参画するなど、住民活動が活発になった。

まちづくり交付金事業事後評価庁内ワーキンググルー
プ

担当部署

都市計画課（都市整備担当）
関係各課課長補佐級職員
都市計画課（事務局）、総合政策課、観光
課、建設課、生涯学習課

様々な資源を楽しめる滞在
型の観光地へ移行するため
に、来訪者に対応した主要な
観光施設の強化

残された未解決の課題

実施時期

第１回　平成２１年１０月６日

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

市民が楽しみながら地域の
歴史・文化を学び、地域の魅
力を誇れるような拠点的な空
間の形成

事業によって発生した
新たな課題

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。

遊歩道等の整備により、歩行者が、既存の魅力的な
眺望等を楽しみやすくなった。また、かのがわ古道等
の事業においては、既存の清冽な水路や石積み擁壁
を活かした整備となった。

平成21年11月に完成した、山梨市地域交流センターの活用策の充
実が必要である。
かのがわ広場、かのがわ古道などの住民参画のまちづくりの他地域
への展開を図る。計画期間内の整備を中止した「古い家並みの道」がある清

白寺や連方屋敷の周辺をはじめ、地区内外の観光、農業、
歴史・文化資源のネットワーク化を進める必要がある。

根津記念館と隣接して桃の園遊歩道が整備されるな
ど、観光拠点とその周辺のネットワークが形成されつ
つある。

身近な眺望、果樹園、清洌な
水路、石積み擁壁など魅力
的な要素を活かしたまちづく
り
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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

想定される事業

平成21年11月に完成した、山梨市地域交
流センターの活用

・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

想定される事業

本事業で整備される観光施設、遊歩道等を紹介するパンフレットやＨ
ＰなどのＰＲ等の充実。
地域住民による施設の活用検討会を開催。

本事業で整備される観光施設、遊歩道等を紹介するパンフレットの
作成・配布。
ホームページによる情報発信。

地域住民の自主的なコミュニティ活動支援。
手入れに必要な用具等の補助。

改善策の基本的な考え方

山梨市地域交流センターを通じて、市内の観光施設のさらなる集客・Ｐ
Ｒ効果を生み出していくとともに、地域をＰＲする人材を育てていく。

効果を持続させるための基本的な考え方

地区内の集客効果を生み出すＰＲ活動

遊歩道、水路、石積み擁壁等の管理・維持

認知度を高めるイベントの開催。
商品包装等での資源の紹介を民間事業者に要請するなどのＰＲ事
業。

根津記念館周辺の集落・水路、連方屋敷周辺の古い白壁の家並み、窪八幡神社、江曽原地区等の切妻造民家群周辺など、その他の魅力的な地域資源の活用展開を図りたい。
かのがわ古道での住民参画をモデルケースとして、市民と協働のまちづくりを推進していきたい。

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。

かのがわ広場、かのがわ古道等の観光資
源としての認知度拡大

地区内外の観光、農業、歴史・文化資源の
ネットワーク拡大

ネットワーク形成に寄与する遊歩道の拡充。
観光案内のサインの増設。
歩行者、自転車が回遊できるモデルルートの設定。
清白寺・連方屋敷周辺の古い家並みの道等を活かしたまちづくり。

地区外内の資源を、徒歩や、レンタサイクル等で回遊できるルートづく
りを進めていく。
身近で魅力的な資源のさらなる活用を進めていく。

観光資源の案内機能の向上や、ＰＲ強化を図る。

日常的に、掃除等の手入れを行っていく。

観光客が、本事業等で整備される観光施設等を認識できるよう、情報
を発信していく。

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
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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

平成23年に観光課が取りまとめる対象地区内の平
成22年4～12月の観光施設利用者数を抽出するとと
もに、対象施設の23年1～3月の利用者数を個別に
調査把握し、22年度数値を確定し、確定値とする。

平成22年10月

その他の
数値指標１

210,000H15

平成23年3月末に
数値確定のため、
予定時期が平成23
年4月になる

平成23年4月

平成22年10月

H

指標３ H16

指標５

指標４

△

フォローアップ計画

○
従前値と同じ計測方法を用いて満足度調査を実施
し、その結果を集計し、公表した値をもって確定値と
する。

40

○

62

56
従前値と同じ計測方法を用いて満足度調査を実施
し、その結果を集計し、公表した値をもって確定値と
する。

従前値

210,000

・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。

目標値
1年以内の

達成見込みの
有無

評価値

・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。

指　標
年度

目標
達成度

％

％

H22

H22

40

190,000

60H16

60 H22

H

H

その他の
数値指標３

その他の
数値指標２

H

H

H

来訪者・住民の
満足度

指標１
地区内観光施設
利用者数

人

H

指標２

歩行環境満足度
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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

指標１「地区内観光施設利用者数」における万力公園の利用者数では、立ち寄り、散策、運動等
の利用者数については、推計値を用いて算出した。

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

かのがわ古道及びかのがわ広場の整備事業にあたっては、下神内川まちづくりプロジェクトによ
る、地域住民主体の話し合い結果を踏まえながら整備計画を作成したため、住民の積極的な参
加が得られた。また、かのがわ広場完成後は、日常的な手入れを地域住民が行っていくことに
なっている。

うまく
いかなかった点

うまくいった点
PDCAの「A」に当たる今後のまちづくり方策について、事業の成果を踏まえて作成することによ
り、事業後のブランク無く、市が次に行うべき展開を整理できた。

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、まちづくり交付金の活用予定、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）

市内の中核的公園であるため、利用者数調査
を行っていくことが望ましい。

住民参加は、住民意見を踏まえたまちづくり事
業を実現するとともに、事業完了後も持続的な
まちづくり活動を展開していく上で、良いきっか
けとなりうる。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開

今後、まちづくり交付金の活用を予定している地区、事業評価を予定している地区は特になし。

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

PDCAによる継続的なまちづくりを実現するため
には、「A（ACT＝改善）」段階における、事業の
成果を踏まえた今後のまちづくり方策の積極的
な策定が望まれる。
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（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 市のホームページに掲載 平成21年10月22日～11月5日 平成21年10月22日～11月9日

広報掲載・回覧・個別配布
広報に市の窓口及びホーム
ページで原案を公表している
旨を掲載

平成21年10月22日発刊
広報11月号

平成21年10月22日～11月9日

説明会・ワークショップ － － －

その他 担当課窓口での閲覧 平成21年10月22日～11月5日 平成21年10月22日～11月9日

住民の意見

・街の駅（山梨市地域交流センター）は、山梨市駅や商店街に近く、利便性があり、立地的にはとても良いと思う。雰囲気もとても良い。簡単な
施設内容（利用案内）等の看板（？）が道路沿いにあっても良いと思う。小学校・中学校への利用の推進も行って、子どもから大人への利用を
促していただければ、地域交流センターが地域に根差すと思う。
・地域交流センターについて、そもそもこの建物が必要だったのか疑問に思う。それと、足湯を作った理由も知りたい。本当に必要だったのか
疑問に感じる。また、どのようなことに使うのか市民に対していまいち不透明に感じる。
・駅舎の色が街並と同じ色で、おしゃれできれいになった。
・山梨市駅舎について、きれいになったがいまひとつ魅力がない。行ったところで何もないし、観光客ではなく市民としたら特に何も感じないの
で通り過ぎるだけである。
・山梨市駅東山梨線の歩道が広く、平坦で歩きやすくなった。
・山梨市駅東山梨線について、広くなって走りやすくなったし、電柱がなくなり景色がよくなったのでいいと思うが、工事期間が長すぎる。
・根津記念館について、私は行ったことがないが、周りの人からは評判がよいと聞いているので市民として誇れるものができたと感じる。
・根津記念館は、大正ロマンただよう雰囲気が良く、保存し活用するのは良いと思うし、価値があると思う。
・笛吹川遊歩道について、私は体を動かすことが好きなのであのような道ができてとてもうれしく感じている。景色を見ながら散歩をしたり、自
転車に乗ったり、私にとってはのんびりできる好きな道である。
・笛吹川遊歩道は堤防の上が平坦になり、歩きやすくきれいになった。万力公園を見ながら笛吹川沿いを周遊できるようになり、桜の花が咲く
頃は楽しみになった。
・かのがわ古道について、あのような道をつくるならもっと他に必要な道があるのではないか？私はいい道だとは思いません。
　

都市計画課
（都市整備担当）

担当課窓口に備え付け
のシートに記入、もしく
は担当課への電子メー
ル
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（６） まちづくり交付金評価委員会の審議

添付様式８　まちづくり交付金評価委員会の審議

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。

審議事項※１ 委員会の意見

山梨市中央地区まちづく
り交付金評価委員会設
置要綱

独自に設置

北村　眞一　山梨大学医学工学総合教育部教授
（都市計画、地域計画）

中村　昌訓　山梨市都市計画審議会会長
平山　義重　区画整理対策委員会委員長 第1回　平成22年1月4日

都市計画課
（都市整備担当）

委員構成

その他
※各委員には事前に評価シート(案)を提示・説明し、委員会開催当日に事業の現地視察を行った上で、審議を行った。

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実施されたことが確認された。

・施設利用者数について、少なく見積もっても２万人の増加が期待できることが評価された。

・かのがわ古道等の事業について、住民参加の検討・整備が実現し、今後の維持・管理なども期待できること優良なまちづくりの事例にな
ると評価された。

・今後のまちづくり方策は妥当であると認められるとともに、市役所周辺の整備、重要文化財である窪八幡神社などの活用、市民会館の空
室活用など、さらなるネットワーク化・魅力の向上への期待があげられた。

・市民への公表により反応（意見）があり、色々な観点からの指摘を受けたこと自体を大切にすべきだ、と指摘された。

・特になし

・今回の審議結果を活かすため、評価シートの完成版を各委員へ提示するとともに、フォローアップ段階での委員会開催が提案された。

・特になし

・観光等の拠点となる根津記念館の集客効果、遊歩道による回遊性の向上が評価された。ただし、周知・ＰＲの必要性が指摘され、これを
行えば施設利用者数、歩行環境満足度もさらに上がると指摘された。

・事後評価手続きの妥当性は認められた。

・地域交流センターを広く認知させ、また、来訪者にもわかりやすい案内方法を充実することで、拠点機能を高めていくべきだとの意見が
あった。
・住民参加によって進めているかのがわ古道などは優良な事業事例であるため、この地域とのネットワークをさらに高めるべきとの意見が
あった。
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