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出  席  者 委 員 長 近藤勝直 

副委員長 田中みさ子 

委  員 前田由利 

事 務 局 林都市建設部参事，東都市計画課長，白井都市計画課係長 

     石濱道路課係長，三柴公園緑地課係長，小林広報国際交流課係長 

加地都市計画課課員 

事 務 局 都市建設部都市計画課 

会議の公開     ■ 公 開   □ 非公開   □ 部分公開 
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１ 会議次第 

  １ 開会 

  ２ 委員紹介 

３ 委嘱式 

４ 議事 

（１）委員長及び副委員長選出 

  （２）事後評価制度の概要説明 

  （３）事業概要の説明 

  （４）審議 

  （５）評価委員会後のスケジュール 

  （６）その他 

５ 閉会 

 

２ 提出資料 

  ・[資料１]芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会 設置要綱 

・[資料２]芦屋市都市再生整備計画事業評価委員会 委員名簿 

・[資料３]社会資本整備総合交付金交付要綱 

・[資料４]まちづくり交付金事後評価実施要領 

・[資料５]事後評価の進め方 

・[資料６]社会資本総合整備計画 

・[資料７]都市再生整備計画 事後評価方法書 

・[資料８]都市再生整備計画 事後評価シート原案 

・[資料９]評価委員会における審議事項 

・[資料１０]都市再生整備計画 事後評価シート 

 ・[資料１１]参考資料１ 

・[資料１２]参考資料２ 

 

３ 議事 

１ 開会 



 

２ 委員紹介 

３ 委嘱式 

４ 議事 

 （事務局東） それでは，議事に入ります前に，本日の会議の公開についての取り扱いで

ございますけれども，本市の情報公開条例第１９条では，一定の条件の場合で委員の

３分の２以上の多数により非公開を決定した場合を除き，原則公開としております。

この一定条件とは同条例第１９条の第１号では，非公開が含まれている事項について

審議，審査，調査等を行う会議を開催するとき，第２号では会議を公開することによ

り，当該会議の構成または円滑な運営に著しい支障が生じる場合と規定されておりま

す。本日の議題につきましては特に非公開にするものはございませんので，公開する

ということにしたいと思います。ご異議はございませんでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局東） それでは異議なしということで公開ということにさせて頂きます。 

本日，傍聴者の希望はございません。 

    次に，会議の成立についてでございますが，委員３名のうち全員の３名のご出席を

頂いておりますので，過半数を超えておりますから，会議は成立しておりますことを，

併せて報告させて頂きます。 

（１）委員長及び副委員長選出 

（事務局東） それでは議事に入らせて頂きます。まず始めに，（１）の委員長・副委員長

の選出を行わせて頂きます。なお，委員長には，議事次第にあります，議事（２）以

降の進行をお願いさせて頂きますので，よろしくお願いします。委員長および副委員

長につきましては，当委員会設置要綱第５条の規定により，委員の中から互選頂くこ

とになっておりますが，予め，依頼をさせていただいておりますので，事務局で指名

をさせて頂きたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

（事務局東） それでは，委員長には近藤委員に，副委員長には田中委員にお願いさせて

頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（２）事後評価制度の概要説明 

（近藤委員長） それでは，議事次第に従いまして，会を進行していきたいと思います。

議事の（２）事後評価制度の概要について，事務局よりご説明下さい。 

（事務局白井） 都市再生整備計画事業の事後評価制度の概要について説明させて頂きま

す。 

概要につきましては，事後評価の進め方というところから，評価委員会の役割，そ

れから審議事項ということで，説明させて頂きたいと思います。 



 

まず，始めに，この事業につきましては，以前，まちづくり交付金事業という形の

ものでしたが，国の制度が変わりまして，現在は，社会資本整備総合交付金事業の中

の一つのメニューであります，都市再生整備計画事業として位置付けられています。 

「資料３」をご覧下さい。社会資本整備総合交付金交付要綱というものがありまし

て，この中の２ページ以降に，交付対象事業の内容について記載がされています。同

じく，この要綱の８ページになりますが，第１０のところで，「交付期間の終了時には，

社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い，これを公表するとと

もに，国土交通大臣に報告しなければならない。」と定められています。これにより，

社会資本整備総合交付金によります事業については事後評価を行うということになっ

ている訳ですが，この事後評価の具体的な方法につきましては，先ほど説明いたしま

したが，国の制度が変わる前の，まちづくり交付金事業の時に制定されました，まち

づくり交付金事後評価実施要領というものがございまして，これを参考に進めていく

という形になっております。 

この，まちづくり交付金事後評価実施要領につきましては，「資料４」になりますの

でご覧下さい。始めのページにございます，第４の２で，「事後評価は交付期間が終了

する年度に実施する」とありまして，すなわち事業の最終年度に評価を行うものとな

っております。今日ご審議頂きます，南芦屋浜地区については，事業の期間といたし

ましては，平成２１年度から２５年度の５年間で行っているものでございますので，

今年度が最終の年度ということになっております。 

その評価の方法につきましては，同じく要綱の，第４の３で，事後評価の実施方法

が示されておりまして，これに従いまして進めていくということになるのですが，手

順といたしましては，まず，方法書という，事後評価の計画書にあたるものを作成い

たします。この方法書に従って評価を行っていくということになるのですが，評価の

方法といたしましては，整備計画のほうで掲げております目標について，計画策定時

に設定いたしました，数値的な目標，すなわち，指標によりまして達成状況を確認し，

評価を行います。続いて，その評価結果に至った要因を整理し，計画地区における事

業終了後のまちづくり方策を整理いたします。以上，ここまでの評価結果を事後評価

原案として公表し，住民からの意見があれば，それを反映するとともに，評価委員会

の審議を受けるということになります。従いまして，ここまでの作業につきましては，

既に実施をしている状態となっております。 

ご審議を頂きます，この評価委員会の役割についても，実施要領の，第５の２に示

されているのですが，資料の２ページ目，一番下のところですが，内容といたしまし

ては，市が行った事後評価の手続や目標の達成状況について，確認して評価した結果

が妥当かどうかの確認，それと，今後のまちづくり方策等の内容が妥当かどうかの確



 

認ということで，市が適切に事後評価を行ったかどうかというところを確認して頂く

ことになります。 

「資料８」が，事後評価原案というもので，これが委員会前に縦覧しておりました

ものということでございます。この，公表した原案，これに本日の評価委員会での審

議結果を踏まえまして，必要な修正を加えますことで，事後評価シートを完成させま

す。この完成させる，事後評価シートというのが，「資料１０」に添付しているものと

なっておりまして，この内容についてご確認，ご審議頂くというのが，本日の主な目

的ですので，後にも説明もさせて頂くんですけれども，本日のご審議を踏まえ，完成

させましたこの「事後評価シート」については，その後国のほうへ提出し，チェック

を受けました後に，結果として公表する予定としております。 

そういった目的で，本日，この事後評価について，ご審議頂くわけですけれども，

先ほど申し上げましたように，この南芦屋浜地区については，今年度が事業最終年度

ということで，現に評価を進めているわけなんですけれども，実際には，まだ完成し

ていない部分もありまして，工事自体は年度末頃まで予定をしております。 

ですので，現段階では未完成の状態で事後評価を行うということになりますが，こ

の場合，目標の達成状況については，「見込み」として行うこととなっておりまして，

その後，全ての事業が完了した時点で，翌年度の４月を予定しておりますが，再度「フ

ォローアップ」という形で，目標の達成状況を確認し，事後評価シートの修正を行う

ことになっております。 

以上，評価委員会の役割や事後評価の進め方につきまして，簡単に説明をさせて頂

きましたが，このあと，具体的にご審議を進めて頂く中で，ご確認を頂きたい内容に

つきましては，本日お配りしております，「資料９」になりますが，評価委員会におけ

る審議事項，こちらに項目を整理しておりますので，後程こちらに沿いまして説明も

させて頂きたいと考えておりますので，ご審議，ご確認につきましてもよろしくお願

いいたします。 

事後評価制度の概要につきましては以上です。 

（近藤委員長） ただいま，（２）の事後評価制度の概要，流れ，仕組み等についてご説明

頂きました。特にご指摘頂くようなことがあれば，ご質問等あれば承りたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 

（３）事業概要の説明 

（近藤委員長） では続いて，議事（３）の方へ進めて頂きたいと思います。 

（事務局白井） それでは，事業の概要といたしまして，都市再生整備計画の内容および，

実施した事業の内容につきまして併せて説明をさせて頂きます。 

「資料６」をご覧下さい。社会資本総合整備計画とありまして，表紙をめくって頂



 

きますと，都市再生整備計画，第３回変更ということでございますが，これまでこの

整備計画につきましては，３回の変更を行っております。変更内容につきましては，

事業費の変更，事業メニューの変更，それから，まちづくりの進捗に伴い，予定して

いた一部の事業を削除したことによります変更といったものでございます。これらの

変更につきましては，後にも説明いたしますが，この事業を実施，評価するにあたっ

ての目標や，指標に影響を及ぼすものではないと考えておりますので，詳細の説明に

つきましては割愛させて頂きまして，お手元にございますものが，現時点での最終の

整備計画書ということになっておりますので，この内容によりまして説明をさせて頂

きます。 

整備計画書の表紙の次のページ，１ページに移って頂きまして，こちらの左上に，

都市再生整備計画の目標及び計画期間とあります。こちらでは，まず，この事業がど

のような目標のもとに行われるものなのか，それから，先ほど申し上げましたように，

この目標について，達成されているかどうかを図るために設定した数値目標，指標の

内容について記載しているものとなります。この指標の評価につきましてを，後ほど

ご審議頂くことになりますので，ここでの説明は省かせて頂きますが，都市再生整備

計画の目標といたしましては，ご覧のページで，上段のほうに記載しておりまして，

そのまま読み上げますが，多世代循環型の交流と賑わいのあるまちづくり，安全に安

心して暮らせる魅力ある「人間サイズのまちづくり」，これを大きな目標としておりま

す。 

この目標を達成するために，事業を実施するということになりますが，どういった

事業の内容なのか，ということで説明させて頂きます。 

事業の概要につきましては，そのまま「資料６」の整備計画で５ページとなります

が，Ａ３の見開きの資料となっておりまして，南芦屋浜地区の整備方針概略図，とあ

ります。こちらが，南芦屋浜地区全体の位置図でして，実施した事業の箇所と事業の

名称を記載しております。南芦屋浜地区におきましては，これまでにも，まちづくり

の進捗に応じ，地区全体で実施してきました関連事業というものがございますが，こ

の中で本日ご確認頂きます「都市再生整備計画」により行った事業につきましては，

この位置図で，橙色に着色しております部分，矢印および網掛けしております部分で

ございまして，図面の右側部分で，黄色および水色で枠囲みしたものが，これがこの

事業に対応した，それぞれの名称ということで記載をしております。 

    それから，この図の上に，表の右側になりますが，こちらが今回の事業における指

標ということで，事業の実施により，目標となる数値として３つ掲げてありまして，

これにつきましては，後に説明させて頂くことになりますので，ここでは省かせて頂

きますが，今回の都市再生整備計画で実施した事業というのは，内容として，大きく



 

分類しますと，幹線道路の整備，その道路の照明施設整備，緑地，緑道の整備，それ

から，地域交流センター，国際交流センター等の複合施設の整備，ということになり

ますが，これらの事業を，平成２１年度から２５年度にかけて実施いたしております。 

説明の順番が後先になるかもわかりませんが，地区の概要も含めまして説明をさせ

て頂きますと，この南芦屋浜地区につきましては，県企業庁の埋立て事業によります，

新市街地ということで，平成１０年に，北部地区において震災復興住宅の入居により，

まち開きが行われて以降，順次計画的にまちづくりが進められている地区となってお

ります。このまちづくりとして，南芦屋浜地区の道路，公園等の公共施設につきまし

ては，国の補助金ということで言いますと，平成１１年度より，住宅市街地総合整備

事業というものを活用して整備を進めていたところですが，当時，この事業につきま

しては平成２０年度を計画の最終年度としておりました。しかし，その時点で道路お

よび公園事業につきましては，実施に至っていない部分がありましたので，まず，そ

のため事業期間の延長の手続を行う必要がございました。 

一方，まちづくりの進捗に伴い，人口も増加してまいりまして，地域の交流という

ことでは自治会さんも組織されるような形になってきた訳ですけれども，こういった，

まちが成熟していく中で，集会所などの，地域交流を図る施設というものがない状態

で，その整備の要望が高まってきておりましたこと，それに加えまして，芦屋市が国

際文化住宅都市として，国際交流の普及啓発や交流事業等の取組みを進める中，国際

交流拠点として，新たな文化交流施設の構築が必要となっておりましたことから，旧

の，まちづくり交付金事業としまして，当初の住宅市街地総合整備事業における，道

路・公園等の公共施設整備を継承しつつ，地区内の集会所機能と国際交流センターと

の複合施設の整備推進するために，このまちづくり交付金の提案事業を活用したとい

うものでございます。  

続きまして，先ほど申し上げました，道路，緑地，複合施設といった事業の実施に

よりまして，地区の状況がどのように変化しているかということで，資料をご覧頂き

たいと思います。「資料１１」をご覧下さい。参考資料１としておりますのものですが，

まず，１枚目と２枚目が事業着手前と，現在を写真で比較したものとなります。先ほ

どの，「資料６」，５ページの整備方針概略図も併せてご覧頂ければと思いますが，ま

ず，１枚目の事業着手前，これが，平成２０年度に撮影した航空写真でございまして，

赤枠で囲んであります部分が，今回実施した事業ということでございます。青く囲ん

でありますところは，周辺の状況として記載をしているものですが，それが現状どう

変化したのかということで，２枚目になりますが，写真の時期は今年の初めに撮影し

たものですので，そこからも多少状況は変化してはおりますが，これを現状とさせて

頂きまして，赤枠の部分に，実施した事業完了後の現地の状況写真を入れまして，比



 

較をさせていただいております。 

変化といいましても，埋め立て地ということもありまして，もともと何もなかった

ところに，道路，緑地および施設整備を行ったということなんですが，こういった，

事業の進捗に伴いまして，写真の青囲みの部分につきましても，以前は何もなかった

ところに住宅および商業施設が整備されてきているということが，ご覧頂けるかと思

います。 

次の３ページ目以降が都市再生整備計画の中にあります事業メニューごとの整備内

容ということで，ご紹介させて頂きますが，例えば，写真は，センター西線という道

路でございまして，道路整備に併せまして照明等の設置を行っておりますが，電線類

地中化による無電柱化，歩道のバリアフリー，景観に配慮した舗装，といったことで，

新しいまちづくりとして住環境に配慮した形での整備を実施しております。 

それから，次のページが公園，緑地といたしまして，赤囲みのものが，この事業で

実施したものですが，海洋緑道，それから南緑地の写真となっております。 

最後に次のページで，地域交流センターおよび国際交流センターでございますが，

こちらにつきましては，都市再生整備計画の中のメニューでも，別の事業となってお

りまして，その役割，使用される部分に応じて色分けをしているんですけれども，建

物といたしましては，コスト縮減，維持管理の効率性を高めるために，複合施設とし

て整備したものでございます。 

南芦屋浜のまちづくりと併せて，交付金についての経緯，経過，および実施いたし

ました事業の内容につきましての説明は以上でございます。 

（近藤委員長） よろしいですか。これまでのところで何かご質問ありましたらお願いし

ます。 

（田中委員） 目標の中の，交流とか賑わいとかありますけれども，多世代循環型という

のはどのあたりで表現されているんですか。 

（事務局白井） まちづくりの進捗に伴っていろんな世代の方がそこで暮されているとい

うことになっていると思いますけれども，大きな意味としてでの多世代循環型という

の形で解釈して頂ければと思います。 

（田中委員） 居住者の年齢層がどうなっているのか，そういうことが含まれていたらよ

かったのかなと思います。指標のところで交流人口とか定住人口とか人口が増えたと

いうのはわかるんですけど，それがどういうふうな人たちが住んでいるのかというの

が不明確かなと思いました。 

（事務局白井） 年齢層的な部分ですね。 

（田中委員） そうですね。 

（近藤委員長） 交流センターのところが基幹事業と提案事業で，地域交流と国際交流で



 

事業が違うと。けど，建物は合併ということでわかりづらいんですが。５ページのと

ころでいくと，この青のところが地域交流センターで赤が国際交流センター。その他，

紫色のところ，これがどこかわかりにくいんですけど。 

（事務局林） 今，おっしゃったとおり基幹事業と提案事業の色分けがありまして，まち

づくり交付金事業で主体として見れる施設と，付随施設といった形で，補助金の中で

色分けしてくれということで，地域交流センターは集会所施設ですけれども，それは

補助の対象で基幹事業として認めましょうと。ただ国際交流というのは補助メニュー

に無い施設で，複合するのであれば認めましょうと。ただ色分けはきっちりして下さ

いというわけで今，委員長がおっしゃったように，青の部分と赤の部分，この紫の部

分は両方に使える共有スペースです。そういう意味で，ここも当然お金がかかってい

るわけで，それは青のところと赤のところで面積按分してます。補助金の色分けはそ

ういうことでしておりますので，共有スペースもお金としては実は按分されています。 

（近藤委員長） 使い方としては，地域と交流は使い分けされておるわけですか。 

（事務局小林） 集会所のほうを一般市民優先で，国際交流センターは国際交流事業のほ

うを優先的に使用していますが，空いていれば一般市民でもお使い頂けます。 

（近藤委員長） 優先度が違ってて，お互い融通し合うということですか。 

他に何かありますか。ございませんようなので議事の方を進めさせて頂きます。 

（４）審議 

（近藤委員長） 本日の審議につきましては，事務局より，「資料９」，評価委員会におけ

る審議事項で，確認する内容を整理されているということでしたので，事務局から説

明をお願いしたいと思います。 

①事後評価手続き等にかかる審議 

（事務局白井） それでは，一つ目としまして，方法書についての説明をさせて頂きます。

ここでは，方法書に従って事後評価が実施されているかの確認をして頂くことになり

ます。「資料７」をご覧下さい。こちらが方法書となっております。先ほども申し上げ

ましたが，この方法書が事後評価の計画書にあたるものということになります。今回，

事後評価の実施を行っていくにあたりまして，その方法やまたスケジュールについて

の内容を，評価の実施前ですが，今年の６月の時点で作成をしております。この方法

書の構成といたしましては，まず，１ページ目に，成果の評価ということで，ここに

つきましては，当初，都市再生整備計画の中で設定しておりました，「指標」につきま

して，その計測方法等について記載しているものです。指標につきましては，整備計

画書の中で，３点掲げておりましたので，それぞれの指標および，計測方法等につい

て，方法書の１ページから３ページにかけて記載をしております。 

以降のページで，後に説明をいたしますが，５ページから６ページにかけて，「（１）



 

実施過程の評価」から，本日開催しております「（６）評価委員会の審議」という形で，

事後評価の方法に関する内容を記載しているのですけれども，事後評価の進め方等に

つきまして，この方法書から，変更した部分というのは特段ございません。この方法

書に従いまして概ね予定どおり事後評価を実施しております。 

（近藤委員長） 特にご意見ございませんか。よろしいかと思います。 

次に成果の評価について説明願います。 

（事務局白井） 成果の評価について説明させて頂きます。ここでは，都市再生整備計画

で掲げた目標の達成度について，ご確認を頂きます。 

成果の評価につきましては，方法書では，１ページから３ページになりますが，こ

の中で，表の中にあります，Ｂの欄，「事後評価時のデータの計測方法と，「評価値」

の求め方」というところの，④で，データの計測時期につきましては，２５年７月と

しております。これにつきましては，事後評価を進めていくスケジュールの中で，評

価値を求めるための基礎データを整えることができる中での，できるだけ遅い時期と

いうことで， この時期としているわけなんですけれども，それでも，実際には，この

時点で，事業は未完成という段階での計測ということになります。従いまして，最終

的に目標が達成されたのかということは，フォローアップとしまして，事業完了後に

再度，計測を行うわけですけれども，本日はこの７月時点でのデータによります，見

込みの評価値によりまして，評価結果の確認をお願いしたいと思います。評価結果に

つきましては，「資料１０」をご覧頂きまして，事後評価シートのほうで，７ページ目

になりますが，添付様式２－①をご覧下さい。ここで，評価値ということでの，数値

としての結果につきましては，事前にお配りしております資料で，事後評価シート原

案のほうにも記載をしておりますので，ご覧いただいておりますページが，数値的な

ものを含めて，達成状況についての評価を行ったものとなってございます。 

こちらで説明させて頂きますが，まず，表の左上で，指標１としまして交流人口と

いうものですが，これにつきましては，目的として，まちづくりによる良好なコミュ

ニティの形成という点から，今回の事業で整備しました複合施設としての，地域およ

び国際交流センターにおける１年間の利用者数，これを，指標を測るための数値とし

ておりまして，従前値が，７，９４２人であったものを，目標値として１０，０００

人としておりました。 

この地域および国際交流センターにつきましては，以前は，ＪＲ芦屋駅前にござい

ました，芦屋市国際交流協会がその機能を受け持っておりましたものを，今回，南芦

屋浜で施設整備をすることで，機能ごと移転したというものですが，当初懸念してお

りましたのは，利便性という点でございまして，アクセスの良い駅前から移転するこ

とで，利用者が伸び悩むのでは，ということも想定されましたので，目標値の算定に



 

あたりましては，施設のスペースが拡大することによる，教室数の増加ということか

ら，比例的に利用者数を増加させた形として計上しておりました。 

    しかし結果といたしましては，評価値にありますように，２７，５８３人の利用が

あったということで，目標値を大幅に上回っております。 

その要因といたしましては，駐車場であったり，新しい施設として，設備が充実し

ていたことやまた，アクセス道の整備，それから，南芦屋浜の定住人口の増加に伴う

地域の方の利用といったところが目標達成の要因ではないかと考えております。 

それから，指標２といたしまして，南芦屋浜地区の居住人口でございますが，こち

らにつきましては，魅力のあるまちづくりを進めていく，という点から，事業進捗に

伴う効果として居住人口の増加を指標とした訳ですけれども，従前値が３，３７８人

でございましたものを，目標値として４，４００人としておりました。 

この目標値の算出にあたりましては，南芦屋浜地区において，主に戸建て住宅の分

譲がはじまりました，平成１４年からの人口増加の推移および，県企業庁によります

年間販売目標戸数から，目標値を算出したものでございます。 

これにつきましては，昨今の人口減少社会において，１世帯当たりの人口というの

も減少傾向が伺える中，計画的にまちづくりが進められたとしても，目標値を上回れ

るかという懸念がございましたが，結果的に評価値といたしましては，５，０３９人

ということで，目標を上回っております。 

この要因といたしましては，事業の進捗に伴いまして，兵庫県さんの，年間販売目

標戸数というのも，結果として１割程度上回っているということなんですけれども，

今回事業として実施しております，道路，公園，交流センターといった，住環境とし

ての整備の進捗というところが人口増加にも寄与しているものではないかと考えてお

ります。 

最後に，指標３といたしまして，公園等利用者数でございますが，こちらにつきま

しては，芦屋市が掲げております，庭園都市の実現と魅力のある公園等の整備により

人々の交流を図るという点から，公園等利用者数の増加を指標としておりました。こ

こでの，公園等といいますのは，既に整備されております，総合公園，潮芦屋緑地，

それから今回の事業で整備しました南緑地，これらの合計ということで，従前値が，

４０１，０００人でありましたところ，目標値といたしましては，３つの公園，緑地

の相乗効果として全体で，約１割の増加を目標とし，４４０，０００人としておりま

した。 

なお，この人数の計測につきましては，実際の利用人数というものの計測は行って

おりませんでしたので，公園，緑地に付属する駐車場の利用台数，これに平均乗車人

数を掛けたものを利用人数として算出しております。 



 

    この平均乗車人数が適正かというところの議論は別にあるかと思いますが，ベース

となります，駐車台数のカウントという部分においては前後の比較の中で，変更はご

ざいませんので，これをもって評価値の算出をいたしましたところ，結果として６４

１，４６７人の利用がございましたので，目標を上回ったということでございます。 

    結果として，４割以上の増加となっている訳ですけれども，この要因といたしまし

ては，先ほども申しましたように，計画的に配置された，それぞれの公園，緑地が今

回の事業であります，南緑地や，海洋緑道の整備によりまして，予想以上の相乗効果

を発揮した結果ではないかと考えております。また，事業としては現在未整備の部分

がございますが，これが完成すれば，さらに利用者の増加が期待できるのではと考え

ております。 

    なお，今申しあげました，指標に対する評価の結果，実測値につきましては，ここ

では説明を省かせて頂きますが，参考資料２として「資料１２」のほうにデータとし

て取りまとめたものを添付させていただいております。 

    成果の評価については以上です。 

（近藤委員長） いかがでしょうか。３つの指標いずれも従前値から目標値のほうが大き

く達成されておりまして，特に問題は無いかと思います。 

（田中委員） 一部未完成のところがあるという説明だったかと思いますが。 

（事務局白井） 道路と公園に一部未完成がございます。地域，国際交流センターにつき

ましては完成しております。 

（前田委員） 公園等の利用者数のところで３つの公園を合わせた駐車台数ということだ

ったんですが，３つの公園というのをもう一度。 

（事務局白井） 総合公園，潮芦屋緑地，南緑地です。 

（事務局林） 総合公園の南側にビーチがあるんです。そこが潮芦屋緑地で，２か所駐車

場があるんです。駐車場としては全部で４か所になります。 

（前田委員） 南緑地は工事中で入れなかったんですけど。 

（事務局林） 先ほど申し上げました，まだ完成していない部分が，東の方であります。

駐車場は南緑地で最終的に２か所できるんですけど，片側だけが供用開始しています。 

（前田委員） 半分しかできていないけれども，そこをカウントしてこの数字ということ

ですね。それと今ここに書かれている数値は全部，この段階での人数であると。確定

じゃなくて見込みであると。 

（事務局林） 年度末まで待たないといけないということです。 

（事務局白井） この数値なんですけど，たとえば１年間の利用者数ということで言いま

すと，本来でしたら計測の方法として，４月から３月という年度でカウントしている

んですけれども，ここでは２５年７月の段階での数字ということで，そこから１年間



 

遡った数値を集計しております。ですので，２４年８月から２５年７月までの数値に

なっておりますので，ほぼ同じような数字が結果として出てくるかと思います。人口

についてはまだ増えるということにはなると思いますけれども。 

（近藤委員長） 年度の話ですね。概ねフォローアップするときも似たような数値が出る

という理解ですね。 

    よろしいでしょうか。それでは実施過程の評価について。 

（事務局白井） 実施過程の評価について説明させて頂きます。 

資料といたしましては，「資料１０」の９ページ目をご覧頂きたいと思います。こち

らで，添付様式３－①から③までのところとなりますが，今回の整備計画では当初よ

り，この部分については記載をしておりませんでしたので，こちらにつきましては，

評価を実施しておりません。ここでの内容というのが，（１）モニタリングの実施につ

いては，事業の中間段階での進捗状況の確認であったり，また，住民参加の実施や，

まちづくり体制の構築というところは，事業完了後の継続的なまちづくりの土台とな

るということでの，事業効果の発現という部分で，評価の項目としてあげられている

ものですが，これにつきましては，この地区の特性を言いましょうか，基本的には，

計画的な事業による整備が進められ，それに伴いまちづくりが進んでいくという地域

でございますので，項目にございますような評価という部分については，当初より行

っておりませんでしたので，ここではご確認頂く内容はございません。以上でござい

ます。 

（近藤委員長） ここが不満なのだけど，先ほどからの説明を聞くと，結果オーライだと

いうことで終わりですよと。ここで求められているのはプロセスをちゃんと追いかけ

なさいということで，この３点とも言ってるわけですよ。モニタリングというのはこ

の計画期間観測していましたかということ。その中で住民参加もありましたかと。持

続的というのは今後のこととして，プロセスを継続的にやってますかということを尋

ねていて，非常に重要なことだと思うんですけど，全部されてないわけですね。 

（事務局白井） 今回の整備計画では記載はしておりませんでした。 

（近藤委員長） やろうと思えばできたはずですね。 

（田中委員） このページの２行目のところに計画への記載の有無に関わらず実施した事

実がある場合と書いてありますが，何も無かったということなんですか。 

（事務局白井） 整備計画にも挙げてなかったんですけども，実際に実施したというもの

もございません。 

（近藤委員長） あるなら最初から書かないとだめなんですね。 

（事務局白井） 内容が決まっていれば最初に記載しますが，整備計画になくとも実際に

あれば記載はしていいというものです。 



 

（近藤委員長） 国交省としてはここもやってほしいから書いているわけですし。次回以

降気を付けて頂くということで。 

 それでは次に効果発現要因と整理についてお願いします。 

（事務局白井） 効果発現要因の整理について説明させて頂きます。ここでは，効果発現

要因の整理にあたって，庁内会議等を実施したという事実関係および，効果発現要因

の確認をお願いいたします。 

    資料につきましては，続いて，「資料１０」の１０ページ目，添付様式の４－①にな

りまして，効果発現要因の整理につきましては関係課の係長級職員で実施しておりま

す。同じページで，添付様式４－②では，先ほど説明いたしました，３つの指標ごと

に，その指標に寄与した事業がどれなのかということをその貢献度に応じ，◎や○で

示し，総合所見を記載しております。先ほどの，成果の評価の中でも説明いたしまし

た内容と，重複する部分もございますが，まず，指標１の交流人口についてですが，

全ての事業で，貢献があったという形にしておりますが，総合所見といたしましては，

そのまま読み上げますが，移転前より劣る交通利便性に対して，施設の充実・駐車場

の整備，定住人口の増加等により利用者を増加させることができ，目標達成に繋がっ

た。また，センター西線及び海洋緑道の整備もアクセス性向上の要因であり，目標達

成に貢献している。」という評価をしております。今後の活用としましては，整備した

交流拠点を持続し，活かしていくためのソフト活動の充実。というのが必要と考えて

おります。 

    続いて，指標２の南芦屋浜地区居住人口についてですが，こちらにつきましても，

全ての事業で，貢献があったということで，総合所見になりますが，緑豊かな生活空

間の形成，電線類地中化による美しく快適な生活環境の確保や，車いすの方でも利用

できる園路等公園施設の整備等のユニバーサルデザインに基づき実施した道路，公園

の進行に伴い，暮らしやすく魅力のある街が形成され，定住人口の増大に繋がった。  

また夜間の歩行者等に配慮した照明の配置や歩車分離の徹底等により安全対策を実施

したことも目標達成に貢献している。という評価をしております。今後の活用としま

しては，地域住人の視点に立ち，適切に公園，道路等公共施設の維持管理を行ってい

く。ということが必要と考えております。 

    最後に，公園等利用者数ですが，こちらにつきましては，事業そのものとしての公

園，緑地の整備ならびに道路事業について貢献があったとしています。こちらの総合

所見ですが，車いすの方でも利用できる園路等，誰でも利用しやすい空間づくりに留

意した公園整備を実施したこと，および各公園と緑地，緑道を有機的に相互につなぎ

ネットワークを形成することで，緑豊かな魅力ある歩行空間が形成し，レクリエーシ

ョンを楽しみながら自然と触れ合える公園になったことが目標達成に繋がった。 



 

    また公園へのアクセス道路整備も目標達成に貢献している。ということで評価して

おります。 

    今後の活用としては，今後も利用状況および特性を踏まえながら，魅力のある公園，

緑地として適切な維持管理を行う。ということが必要と考えております。 

    以上です。 

（近藤委員長） 効果発現要因について，整理をいただいたということでございます。特

に何かございますでしょうか。 

（田中委員） 検討メンバーは何名とかいうのはわかりますか。 

（事務局白井） ４名です。 

（田中委員） 人数とかも書いておいたほうがいいんじゃないでしょうか。関係課という

のは都市計画とか，今日ご出席の方ですか。 

（近藤委員長） 関係課を書いておけばいいのでは。 

（事務局白井） わかりました。 

（近藤委員長） よろしいでしょうか。 

それでは事後評価原案の公表について説明願います。 

（事務局白井） ここでは，事後評価原案の公表方法，時期，公表物等，公表が適切に実

施されたかの事実関係を確認して頂きます。資料につきましては，「資料１０」，１６

ページ，添付様式７をご覧下さい。事後評価原案の公表につきましては，１１月５日

から１９日まで，広報誌であります，広報あしや１１月１日号で周知させて頂きまし

て，公表物としましては，「資料８」がそれにあたりますが，事後評価シートの原案と

いうことで，市ホームページでの公表と市役所都市計画課での閲覧という形で行いま

したが，市民からの問い合わせや意見はございませんでした。従いまして，ご意見に

よりまして対応したものというのは特にございません。簡単ではございますが，以上

です。 

（近藤委員長） 結構かと思います。 

（事務局東） 以上，事後評価の手続きに関する内容の説明をさせて頂きましたが，ここ

までで，市が行った事後評価の手続きに関して総評をお願いしたいと思います。 

（田中委員） 全体としては目標を達成されていて妥当だと思います。先ほど意見にもあ

ったようにたとえば住民参加，公園緑地なんかでアドプト制度みたいな住民が参加す

る制度があるので，地域住民が増えていく中で，地域に愛着をもってもらうという観

点をもって，そういう住民参加の仕組みづくりというか，そういうのを入れた方がよ

かったのではないかというふうに思うんですけど。今後検討される予定はあるんです

か。 

（事務局白井） 今後のまちづくりの進捗に伴ってというところもあるんですが，この地



 

区については，コミュニティの点では，地元の方々が自主的にやっていただいている

というところが見受けられますので，それで行政が何もしなくていいとかいうことで

はないんですけど，そういった状況を見ながら，必要に応じてやっていかなければな

らない部分があるのかなというように考えております。 

（近藤委員長） 結論的にはこれで結構かということにしたいと思いますが，求められて

いる評価シートにある項目は埋められるものは埋めてほしいですね。そのほかの有識

者からの意見徴収の予定もありますかという項目がありますが，方法書の６ページで

すね。この事業評価委員会以外にも有識者から意見を聞く予定はありますかという項

目があるんですけど，これも必要性があって書かれたものと思いますので，可能性が

あれば，そういうチャンスがあれば，さきほどの３点と合わせて。今回の分について

はこれでいいかと思います。できるだけ結果に至るプロセスとか住民参加とか，出来

るだけ多様な意見を加えていくということで，今後気を付けて下さい。 

（前田委員） 埋め立て地というのは当初なにも無い無味乾燥なところから，よくあそこ

まで潤いのあるまちができたなと思いまして，非常にすばらしいことだと思いました。

この大事な評価はこの場だけでは非常に把握しにくくて，航空写真はあるんですけど

も，当初こういう状態で，どういう目的で，例えば公園ですとか緑道ですとか交流施

設を計画しましたよと。白紙の中でこういう絵を描きましたよというビジュアルがも

う少しあると非常にわかりやすいんですが，システムの問題としましてですね，やは

りペーパーしか見えないと実際把握しにくいなと，イメージしにくいなと，感想なん

ですがございまして。なんで道路が途中で途切れているのかなと，理由があるのかも

しれませんけど，今までのプロセスがわからないものですから，数字を見て言うしか

ない状況というのが正直なところです。 

（事務局白井） 今回，現場に行くということは省かせていただいたという部分がござい

ますので，わかりにくいところもあったかなというふうに思っておりますけども，そ

ういった資料作りというところも留意させて頂きたいと思います。 

（田中委員） これはこれで構わないと思うんですけど，公表のところになんですが，も

ちろん住民意見は無かったということなんですけれども，インターネットのアクセス

数とか数えられるものはどのくらいあったとか，今回設定してなかったら仕方ないで

すが，今度何かなされるときにはちゃんとつけておいて，意見はないけど，これだけ

アクセス数ありましたというのを出した方が，誰も見てないんじゃないかみたいな感

じを受けるので，意見なしでも公表されましたとかはっきりわかるような書き方をし

たほうがいいのではと思います。 

（事務局白井） ホームページのカウント数については計っておりまして，ここには資料

としてつけてないんですけれども，数としては約４０件ぐらいの数字があったという



 

ことになっております。 

（近藤委員長） よろしいでしょうか。総論としては結構ですが，一部注文があったとい

うことで。できるものはお願いします。 

②今後のまちづくりについて審議 

（近藤委員長） では，今後のまちづくりについてお願いします。 

（事務局白井） 続きまして，今後のまちづくり方策について説明させて頂きます。「資料

１０」の１２ページ，添付様式の５－①からとなりますのでご覧下さい。 

今後のまちづくり方策にかかる検討といたしましては，先ほどの効果発現要因の整

理と同様に関係課の係長級職員で実施いたしました。 

その下，添付様式５－②にあります，まちの課題の変化でございますが，事業前の

課題といたしましては，都市再生整備計画の中でも，その時点でのまちの課題を記載

しておりまして，それが，事業の実施により，どう達成されたのかということでござ

いますが，これにつきましては，南芦屋浜地区におきましては，新たにまちづくりが

進められている地域ということですので，解決しなければいけない課題が長らくあっ

たということではなく，まちづくりを進めていく上での目標，目的といった側面のほ

うが強い内容となっております。ですので，課題が改善されたということより，目的

を達成したというような内容となりますが，まず課題の一つ目として，まちづくりの

推進により今後増加するコミュニティ活動に対応できる地域，国際交流拠点となる施

設整備。ということですが，これにつきましては，整備計画策定時点で，目標として

も掲げております，多世代循環型の交流と賑わいのあるまちづくり。という基本理念，

およびまちづくりの進捗による人口増加に伴い，地域交流等，コミュニティ活動を支

援するための拠点となる施設整備が必要である。ということでございましたが，今回

の事業のひとつであります，交流センターの整備およびアクセス道路の整備により利

用しやすい交流拠点の整備ができ，目的が達成できたと考えております。 

２つ目としまして，誰もが住みやすく快適な公共空間の形成，ということですが，

これにつきましては，これまでにも進めてきました，南芦屋浜地区のまちづくりと同

様，今後，進捗していく地区南部のまちづくりにおきましても，幹線道路や緑地の整

備を促進し，誰もが住みやすく快適な公共空間の形成を図っていく必要がある。とい

うものでございましたが，施設の整備にあたりましては，バリアフリー新法，福祉の

まちづくり条例，といった基準を遵守した道路及び公園等の公共施設の整備を行った

ことによりまして，だれもが住みやすい公共空間の形成が図られているものと考えて

おります。 

それから３つ目の，「庭園都市」にふさわしい花と緑いっぱいのまちづくりの推進，

ということですが，この事業までに整備が済んでおりました，関連事業としても記載



 

しております，総合公園，親水中央公園，潮芦屋ビーチといった既存施設と，新たに

今回の事業で整備いたしました，緑道，緑地，これらを連携することで，南芦屋浜地

区全体として，花と緑のあふれるまちづくりを進めていく必要がある。というもので

ございましたが，これにつきましては，先ほどの効果発現要因の整理のなかでの説明

とも重複いたしますが，新たに，南緑地，海洋緑道を整備し，各公園と緑地，緑道を

有機的に相互につなぎネットワークを形成したことで，魅力ある歩行空間の形成が図

られたものと考えております。 

最後に，安全で魅力あふれるまちづくりということですが，これにつきましても，

これまで進めてきました南芦屋浜のまちづくりとして，景観に配慮したまちづくりを

活かし，安全で魅力のあるまちづくりを進めていく必要がある。というものでござい

ましたが，事業による効果といたしましては，まず，道路整備にあたりまして，電線

類の地中化を実施しておりますことで，景観といたしましても，開放的な空間が確保

されておりますことや，今回整備いたしました，南緑地につきましては，背後の護岸

と一体となり，海に接する緑地として，魅力のある施設整備が図られているものと考

えております。こういった，各々の事業が，相乗効果を成して，魅力あふれるまちを

創造することができた。ということで記載をさせていただいております。 

以上，課題として当初考えておりましたものは，事業により達成されたものとして

おりまして，あと，一番右の欄になりますが，事業によって発生した課題，というも

のも，長期的に見れば，経年変化的に生じてくる課題というものもあるのかなとは思

いますが，現状では見受けられるものはないということとさせていただいております。 

以上が，まちの課題の変化ということで，課題については達成されたものとして説

明をさせて頂きましたが，それを受けまして，その効果の持続を図るための今後のま

ちづくりの方策というのが，次のページで，添付様式５－③となります。効果の持続

を図る事項としましては，３点あげておりまして，まず，交流センターの利用度です

が，基本的な考えとしましては，整備した施設を適切に維持管理するということと，

利用促進につながるよう広報活動を行うということにしておりまして，想定される事

業といたしましては，維持管理業務や，交流センターでのソフト活動といったところ

と考えております。 

次に，快適な魅力ある公共空間の維持，としておりますが，こちらにつきましては，

公共施設としての道路，公園の維持ということになりますが，こちらも基本的な考え

としては，適切に維持管理するということに加え，利用される方へのマナーという部

分についても啓発していく必要があると考えており，事業といたしましては，こちら

も維持管理業務や，必要に応じて，指導，啓発活動を行うということが必要かと考え

ております。 



 

３つ目に，公園の利用度ということですが，こちらにつきましても，多くの方が引

き続き利用して頂けるよう，美しく魅力のある公園をどう維持していくかということ

が基本的な考えであり，そのための維持管理業務を行っていくということでございま

す。 

あと，このまちづくりの方策については，他の事業での活かし方ということで，添

付様式６，１５ページになりますが，今後，都市再生計画事業および，事後評価を予

定している区域というのは，市としては今のところないんですけれども，今回の事業

における事後評価で活用できる部分といたしましては，容易に効果が確認できること，

また事業期間中にも適宜効果を確認しながら事業を進められるようにということで，

毎年，毎月といったように定期的にデータ収集が行われているようなものが，基礎デ

ータとして使用できるような指標を設定することが，評価にあたっても有効になるの

ではないかというように考えております。 

今後のまちづくりの方策については以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。いかがでしょうか。 

（田中委員） １２ページの部分で，事業によって発生した課題として，住民参加をどう

するかということを書くべきかなというふうに思います。建物とか公有地とかは普通

にできたと，それを地域の皆さんにどう愛着をもってもらうかっていうのは今後の課

題なので，それを書いた方がいいんじゃないかと思うんですけど。 

（事務局白井） そういった形で記載のほうを考えさせて頂きます。 

（近藤委員長） まちづくり交付金とういう制度自体がハコもの行政だと思うんですけど

も，しかし，最初に多世代循環型とかいう目標があったわけで，単に結果として利用

が増えたとか物的空間が整備されたとか，今後もそれを継続すると，それはあたりま

えなんですが，例えば交流センターでどんな活動がなされて，ほんとに多世代循環型

が達成されたのかとか，そこまで本当はやらないといけないと思います。多分そこま

で求められていないと思いますけど，ここはちょっと不満が残りますが。現状の枠内

ではこういう書き方になってしまうと。利用度が頻繁であれば価値の高い使われ方が

されているんだろうという推測でしょうかね。その交流センター側はこういう補助金

でできて，結果こういう活動をしましたとかいうのはどこかに報告するんですか。年

間通してこういう利用形態がありますとか，こういう活動に使われましたとか，こん

な成果が出ましたとか。 

（事務局小林） 年度終了後に毎年事業報告書を出していただいて，市議会には出してい

ます。 

（前田委員） それぞれの施設での単体の使われ方とかその辺とかは結構だと思うんです

が，もし今後の課題として，評価とは関係無いかもしれませんが，つなぎ目がうまく



 

いってないような気がしましてですね，たとえば足湯がなぜ唐突にあそこにあるのと

か，人の流れが，おじいちゃん，おばあちゃん，子供達が散歩していて，その辺が非

常に気持ちいい場所で，みんなしゃべるのに，そこで座りたいなというところに自然

に足湯があって，たとえば横にせせらぎがあって，もうちょっと行ったら地域交流セ

ンターがあって，海に出たら船が見えると。なんというか人の動きとともにまちが展

開していって，ポテンシャルが非常に高いと思うんですよね，そんなに広いエリアじ

ゃないから散歩していけるところに，いろいろおもしろそうなものがあるんですけど，

それはもう少し有機的につなぎ目がうまくいくと，ほんと楽しいまちになるでしょう

し，魅力も出てくると思うんですね。でもやっぱりどうしても，評価としてはひとつ

ひとつと見ないといけないというのはわかるんですけど，せっかくまとまった町なん

ですから，センターも道も公園も住宅もショッピングセンターも有機的につながって

いくにはどうすればいいのかっていう姿勢を持っていくともっと良くなるんじゃない

かなと思ったんです。 

（事務局林） 企業庁のまちづくりの基本の潮芦屋プランで，多世代循環型とかネットワ

ークとかいう言葉を使っていまして，市はもちろん都市計画マスタープランでも同じ

ように謳っていて，水と緑のネットワークとかにぎわいゾーンとか，いろんなキーワ

ードを設けてつなげるようなまちづくりを基本として考えてるんですけども，今言わ

れたように様々な状況，分譲の状況が変わったりして若干土地の形状が変わるとかい

うようなことで，うまく結節できないという部分も実はあったりするんですね。基本

はそれを元に我々も開発で企業庁とも協議をしておるんですけど，そういった点で少

し反省すべき点は全体のまちづくりとしてはあるのかなというようには考えておりま

す。いろいろご指摘いただいております。 

（近藤委員長） よろしいでしょうか。 

それではフォローアップについて。 

（事務局白井） フォローアップ計画について説明させて頂きます。「資料１０」の１４ペ

ージの添付様式５－④をご覧下さい。 

本日の審議にあたりまして，初めに方法書の内容としても説明をさせていただいた

ことになりますが，ご審議いただいております，事後評価の基となります，評価値に

ついては，平成２５年７月現在のデータにより提示させていただいているものとなっ

ております。 

これによります，評価値といたしましては，目標を達成したということで，先ほど

説明をさせて頂きましたが，実際には，現在においても，事業を実施しているという

段階であり，２５年度末まで行っておりますので，現状におきましては，見込みとし

ての評価ということになります。従いまして，最終的な評価ということにつきまして



 

は，フォローアップとしまして，事業完了後，２６年３月以降に再度計測を行いまし

て，事後評価の見直しを行う予定としております。 

フォローアップ計画については以上です。 

（近藤委員長） 結構です。 

（事務局東） それでは以上，今後のまちづくりについて，内容の説明をさせて頂きまし

たが，方策の妥当性についての総評をお願いしたいと思います。 

（近藤委員長） 先ほど委員の皆様にご意見頂きましたので，それを総評ということにさ

せて頂きます。 

では終了させて頂きますが，事務局より何かありますか。 

（５）評価委員会後のスケジュール 

（事務局白井） 評価委員会のスケジュールということで説明させて頂きます。 

   今後のスケジュールですが，まず，本日の審議の結果を踏まえまして，「資料１０」１

８ページの添付様式８にあります，「評価委員会の審議」の内容を整理させて頂きます。

こちらにつきましては，完成次第，委員の皆様に送付をさせて頂き，ご確認をお願い

させて頂くことになります。ご確認頂きました内容によりまして，年内には国へ提出

する予定としております。その後，国からのチェックを受けまして，修正等の指示を

受けることもありますが，対応の上，年度末に公表を行う予定しております。また，

先ほど申しましたように，事業完了後，フォローアップを行いますので，そこで再度

事後評価の見直しを行い，最終の完成版として公表を行うこととしております。 

スケジュールにつきましては以上です。 

５ 閉会 

（近藤委員長） では本日はこれで終わりにさせて頂きたいと思いますが，本日はお忙し

い中ご審議頂きましてありがとうございました。これにて閉会とさせて頂きます。 

 

― 閉 会 ― 


