
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

E

D

70,659人

２２年度（実績）
２３年度（目標）
　　　　　（実績）

２４年度（目標）

79,500
115,54368,697

73,314

21,126

成果指標 単位 1９年度（実績）

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

21,126

２０年度（実績）

21,126中心市街地就労者

２１年度（実績）

人

単位

人

人

２０年度（実績） ２１年度（実績） ２２年度（実績） ２３年度（実績）

21,126 21,126 21,126

235,692 236,357236,711

中心市街地居住者

234,310

8,942 8,942

235,350

平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424

31724

上記の中心市街地活性化基本計画において、佐賀市の中心市街地が活性化している状態を「一日に６，
０００人が歩くことである」と定義づけしそれを目標とする。平成１７年当時の現状を一日１，５００人が歩く
街であるとし、当面は、平成２２年までに一日３，０００人が歩く街を目指すこととした。これは、毎年７月に
調査している通行量調査のデータとしては、１５０，０００人をカウントすることである。

中心市街地の通行量調査については、昭和５５年当時から佐賀商業高校と佐賀商工会議所が、毎年７月
の最終、木、金、土、日の４日間、中心市街地の１２箇所で９時から１８時まで、目の前を通過するすべて
の歩行者と自転車を単純にカウントするという方法をとっている。このような時系列的な変化を見ること
は、中心市街地の活性化度合いを測る上で非常に有効であるため、今後も指標として利用していきたい。

　平成１７年１月に策定した中心市街地活性化基本計画では、「中心市街地の活性化とは、中心市街地を
多くの人が歩くことである」と定義し、成果指標として毎年７月末に佐賀商工会議所等が計測している歩行
者通行量を採用することとした。

２４年度（目標）

市民、中心市街地居住者、中心市街地就労者

8,441 8,670 8,725 8,793

関　係　課　名

成果指標設定の
考え方（成果指標

設定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定
企画（実際にどの
ように実績値を把

握するか）

対象指標

A 主要商店街通行量
（年間4日間　12箇所計測）

B

C

施策№

1

4

第1章

施　策　名

　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

1９年度（実績）

67,873 58,456

236,057佐賀市民

中心市街地は、魅力的に整備され、多くの歩行者で賑わっている。

２６年度（目標）

200,000

２６年度（目標）

232,229

8,942

21,126

中心市街地活性化室

坂井　元

都市デザイン課、商業振興課

中心市街地の歩行者通行量を増加させることにより街を活性化する。

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業の実現

中心市街地の活性化



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名：久留米市 ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

○ まちづくり3法の改正により、空洞化した中心市街地へ各種都市機能の回帰が始まり、コンパクトシティが形成され、中心部が賑わいを取り戻すと期待
  されている。
○ 都市計画法の改正により床面積1万㎡以上の集客施設の郊外進出に規制がかかったが、すでに床面積3万㎡以上のＳＣ3店舗が郊外で営業をしてお
  り、中心市街地の商業者については今後も厳しい状況が続くと見られる。
○ 中心部の商店街組織が相次いで消失し弱体化しているが、中心市街地で活動する団体・人々等が中心となってＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさが
  を２１年１１月に設立した。民間側では当該団体が中心となって中心市街地の活性化に取組み始めた。
○　昭和３８年に設置された呉服町アーケードを撤去し、６５６広場を市で取得・整備し当該地区の雰囲気が一変した。今後は当該地区の新たなまちづくり
  をどうするかが求められる。
○　商店街が全国的に疲弊し、地域経済の存亡に関わる事態となっている中、地域コミュニティの担い手としての商店街に期待が高まり、それを支援す
  るための地域商店街活性化法が制定された。
○  中心市街地への来街者を増やすため、公共機関誘致を推進しており、白山地区にハローワーク佐賀を、旧窓乃梅跡地への佐賀県国民健康保険団
　体連合会を誘致した。更に、旧ダイエー跡地に商工会館を、商工会館跡地にＮＨＫ放送会館を誘致する。

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識

○　中心市街地内の定住人口は平成13年度以降増加をしており、今後も増加傾向が続くものと思われる。
○　H19.8にエスプラッツの再開等の公共施設の誘致等により、通行量は２年連続で増加した。
○　佐賀市内は郊外の大型商業施設３店舗による完全なオーバーストア状態にあり、これら３店舗によるせめぎあいの構図となっている。
○　リーダーとなる人材不足や商店街の個店間の関係の希薄化等により、商店街組織の弱体化が著しい。しかし、まちづくり団体「ＮＰＯ法人まち
づくり機構ユマニテさが」とともに活性化を図っていく必要がある。
○　中心市街地の重点地区として４核整備構想を具体化した、街なか再生計画に基づいた事業を展開する必要がある。

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

【達成度】
　　成果指標の通行量調査が目標の150,000人に対し、73,914人なので達成していないが、前年度比較で、２年続けて増加した。
【妥当性】
　　更なる事業展開等の、一部見直しが必要である。
【経済性】
　　費用対効果の側面で成果が上がっていないので、一部妥当ではない。
【必要性】
　　今後の少子・超高齢化社会の進展を考えた場合、コンパクトな街、すなわち中心市街地活性化の必要性は大きくなる。

必要性（市民・社会ニーズ） 増加している ●

● 一部妥当ではない 妥当ではない

● 一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

概ね達成 ● 達成していない
評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

妥当性（構成事業見直し） 現行の体系でよい

経済性（費用対効果） 妥当な水準である

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

○ 街へ足を運ぶ、街を知る。
○ 閑散とした街、汚い街にしない。
○ もてなしの精神を大切にする。
○ 商店街を元気にする活動を考える。

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

○ 街づくり、人づくりに必要な制度づくり。                               ○ 歩きやすく使いやすい街の基盤整備
○ 市民、観光客が参加できるイベントの企画                          ○ 街づくりに積極的な団体や個人の支援
○ 企業や人の誘致のための支援制度づくり。                         ○ 公共的団体等の中心市街地への誘致

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか？

○ 中心市街地の活性化は、８割超の市民が重要と考えている。
○ 中心市街地の活性化に必要なこととして、市民の要望は特に「魅力ある店舗・施設の充実」の要望は強く、続いて「集客力の高いイベントの充実」、「施
  設のイメージ向上」、「企業や公共施設の街なかへの誘致」などが続いている。
○ 「駐車場がない」、「駐車場が使いづらい」など駐車場に関する意見が根強いことから使い勝手が良く、まとまった駐車場整備が必要と考えている。
○ 広大な駐車場を有し、豊富な品揃えの郊外の大型店に対抗するためには、それとは異なるもの（使い勝手が良い、買い物に行きやすい、人間味のある
  サービス、専門店など）を出し差別化していく必要がある。
○ 中心市街地の活性化のために、佐賀玉屋とエスプラッツを結ぶ中心核に佐嘉神社・徴古館周辺及び柳町・呉服町地区を加えた４核を整備し、その４核
  の連携のため、街なか再生計画を実行していく。

・改正まちづくり３法への対応をはじめ、イベントの実施、
空き店舗への誘致など、行政の関わりは活性化の下支え
という部分であり、それ以上に市民や商業者など関係者
の自発的な努力による部分が大きい。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

・都市の郊外化
・大型店の郊外進出

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

・都市の郊外化（環状線、郊外開発）
・大型店の郊外進出
・一方で、中心市街地への公共的団体の誘致等
により、ここ２年間は前年を上回る通行量になっ
ている。

【4】中心市街地の活性化H24.xls



●次年度方向性の考え方
○ 中心市街地内の重要課題への対応及び街なか再生計画に基づく事業に取組む。
○ ＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさがと協調して中心市街地の活性化に取組む。
○ 歴史的、文化的遺産の保存・活用による中心市街地活性化策に取組む。
○ 公共的団体等の街なかへの誘致
○ 空き地の有効活用や水路を活かしたまちづくりの検討
○ 街なかで活動するコミュニティ団体の育成を図る。

減少 維持 増加

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

＊街づくり支援事業
＊まちづくり活動支援事業（安全、安心なまちづくり）
＊商店街活性化支援事業

小

＊サガ・ライトファンタジー
＊銀天夜市開催支援事業
＊バルーンフェスタ・サテライトイベント事業
＊戦略的商機能等集積支援事業
＊チャレンジショップ支援事業
＊えびすなどを活用した商店街活性化事業
＊徴古館を活かすまちづくり推進事業
＊タウンマネジメント事業推進事業
＊佐賀城下ひなまつり関連商店街活性化事業

向上

大 中

事務事業の成果向上余地

９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

小

＊中心市街地公共的団体等移転整備事業
＊街なか再生社会実験実施事業

事
務
事
業
の
成
果

＊コミュニティ施設運営支援事業
＊街づくり支援事業
＊ＴＯＪＩＮ茶屋管理事業
＊街なかふれあいプラザ・文化交流プラザ管理運営事業
＊バスセンター管理事業
＊街なか交流広場管理事業
＊中心市街地通行量調査経費

維持

減少

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３
７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

大

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

＊戦略的商機能等集積支援事業
＊チャレンジショップ支援事業
＊テナント誘致推進事業
＊タウンマネジメント事業推進事業
＊サガ・ライトファンタジー
＊中心商店街連携推進事業
＊街なか再生社会実験実施事業

＊銀天夜市開催支援事業
＊バルーンフェスタ・サテライトイベント事業
＊えびすなどを活用した商店街活性化事業
＊徴古館を活かすまちづくり推進事業
＊佐賀城下ひなまつり関連商店街活性化事業
＊うるおい空間創出事業

○　使いやすく、歩きやすく、くつろぎやすい街の整備
○　新規商業者の育成や魅力的な店舗の誘致
○　集客及び観光客のための拠点施設の整備
○　既存イベントの検証及び新規イベントの実施による賑わいの創出
○　ＮＰＯ法人まちづくり機構ユマニテさがとの協調
○　商住一体化の促進による商店街の連帯意識の醸成
○　歴史文化を活かしたまちづくりへの取組み
○　公共的団体等の誘致
○　空き地、空き店舗の有効活用
○　街なかで活動するコミュニティ団体の育成
○　街なか再生計画の実行による、４核の整備及び連携
○　水路を活かしたまちづくりの検討

中

＊街なか交流広場降雨対策事業

＊バスセンター管理事業
＊中心市街地通行量調査経費

＊コミュニティ施設運営支援事業
＊ＴＯＪＩＮ茶屋管理事業
＊街なかふれあいプラザ・文化交流プラザ管理運営事業
＊街なか交流広場管理事業
＊窓乃梅跡地等整備事業
＊中心市街地公共的団体等移転整備事業



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

■実績水準総合評価 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

（28点満点） ・実績水準総合評価（28点満点） 12.66

・18年度評価 11.39 ・重要度総合評価（14点満点） 10.77

・今後のコスト水準（10点満点） 6.50

・19年度評価 12.78 ・市の裁量余地の大小（10点満点） 6.11

・20年度評価 10.67 ※経営戦略会議調整

　成果維持・コスト維持を成果向上・コスト維持に変更

・21年度評価 11.35

参考：H24方針

・22年度評価 10.28 成果向上・コスト維持

・23年度評価 12.56

平成２１年度実績

17

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　　④　　　/　 佐賀市人口    　）

項　　目

1,292

176

262,962

41,466

効率性指標

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

43,927

411,554

1,555

53,834

914,519

3,657

平成２２年度実績

304,428

1,116

平成２３年度実績

25

367,627

25

860,685

229

3,886

186

1,741

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策
の
⑤事業費（定義式：　　　　　②　　　/   佐賀市人口   　　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　 佐賀市人口    　　）

施策トータル
コスト

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


