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都市再生整備計画　事後評価シート

直方地区

令和３年３月

福岡県直方市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 3900ha

交付期間 0.4

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

福岡県 市町村名 直方市 地区名

事業名

公園（中ノ島公園整備事業,福智山ろく花公園整備事業)､地域生活基盤施設
（レトロタウンサイン整備事業）、高質空間形成施設（商店街歩きやすい舗装
事業）、既存建造物活用事業（レトロタウン観光交流センター整備事業）

地域創造支援事業（空き店舗改修事業,暮らしのターミナル再生事業,消防
団車両整備事業）、事業活用調査（事業効果分析調査）

平成26年度～平成30年度

なし

955.4百万円

直方地区

交付対象事業費 国費率平成26年度～平成30年度 令和２年度事後評価実施時期

 １）事業の実施状況

・中ノ島公園整備事業：国交省との協議により､整備が困難と
なったため､事業を削除する。
・福智山ろく花公園整備事業：より効果的･効率的な管理運営
方法を検討するため､事業を削除する。
・レトロタウンサイン整備事業：レトロタウン観光交流センター
の整備方針再検討に合わせることとなったため､事業を削除
する。
・商店街歩きやすい舗装事業：他の事業との調整の結果､本
計画が終了する平成30年度末以降に実施する方がより経済
的及び効果的に実施できることが見込まれることから､事業を
削除する。
・レトロタウン観光交流センター整備事業：今後の本施設の整
備方針について､民間活用の手法を含めた検討を行うこととし
ているため､事業を削除する。

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

公園(直方中央公園整備事業,中ノ島公園整備事業,福智山ろく花公園整備事業)､地域生活基盤施設(レトロタウンサイン整備事業,避難所耐震改修事業(いこいの村本館),避難所耐震改修事業(いこい
の村体育館))､高質空間形成施設(商店街歩きやすい舗装事業,レトロタウンカラー舗装事業)､既存建造物活用事業(レトロタウン観光交流センター整備事業)

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

交付期間
の変更

地域創造支援事業(竜王峡施設整備事業,空き店舗改修事業,暮らしのターミナル再生事業,美術館収蔵庫整備事業,消防団車両整備事業)､事業活用調査(交通体系整備調査,市街地再整備調査,事業
効果分析調査)

新たに追加し
た事業

地域生活基盤施設(直方駅山部口自転車駐車場整備事業,駅前イベント広
場整備事業)

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

・中ノ島公園整備事業：影響なし
・福智山ろく花公園整備事業：指標１の数値を下方修正
・レトロタウンサイン整備事業：指標３の数値を下方修正
・商店街歩きやすい舗装事業:指標１の数値を下方修正
・レトロタウン観光交流センター整備事業：指標３の数値を下
方修正

直方駅山部口自転車駐車場整備事業：影響なし
駅前イベント広場整備事業：指標３の数値を上方修正

・直方駅山部口自転車駐車場整備事業：公共交通充実や健
康づくりの環境整備を行う商店街へのアクセス改善のため、
事業を追加する。
・駅前イベント広場整備事業：直方駅周辺を様々なイベントや
日常で市民が憩える空間として整備し交流人口の増加を図る
ため、事業を追加する。

・空き店舗改修事業,暮らしのターミナル再生事業：他の事業と
の調整の結果、本計画が終了する平成30年度末以降に実施
する方がより経済的及び効果的に実施できることが見込まれ
ることから、事業を削除する。
・消防団車両整備事業：購入補助が一般財源化されたことに
より、事業を削除する。
・事業効果分析調査：本市の他の計画に係る調査と合わせて
実施を検討するため、事業を削除する。

・空き店舗改修事業：指標１の数値を下方修正
・暮らしのターミナル再生事業：指標３の数値を下方修正
・消防団車両整備事業：影響なし
・事業効果分析調査：影響なし



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 ●

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

その他の
数値指標２

数　　値

健康づくりを核とするまちづくりの推進のため、
健康づくりの場として公園等の整備を実施した
ことや自転車利用者の中心市街地へのアクセ
ス改善を図る事業を実施したことは大きな効果
があると考えるが、全国的な傾向と同様に内
臓脂肪症候群の割合が増加したことによって
その効果は打ち消され、目標達成には至らな
かった。

市民に対して、耐震事業が市民の快適さに寄
与していることの周知が不十分で、市民意識
の中で本事業の浸透度が高くならなかったこと
が目標達成に至らなかった要因のひとつと考
える。

直方駅前に市民の憩いの広場を整備し、レトロ
タウンエリアのカラー舗装でまちなかのイメー
ジアップを図った。また、美術館収蔵庫の整備
により展示品の入れ替え効率を向上すること
で魅力のある展示企画等が行えるようになり、
まちなか文化施設の集客力が向上したことは
効果があった。しかし、中心市街地の大型商業
施設が郊外へ移転したことで、中心市街地の
人の流れの減少傾向に歯止めがかからなかっ
たことが目標達成に至らなかった要因と考え
る。

指標1

指　標

指標２

人/年

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

2,881 －

特定健康診査の受診者が2,881人（H30年度）
と従前値のH25年度と比べて約1.4倍となって
いる。本事業で公園等の整備やアクセス改善
を行ったことで、「歩く」ことへの関心を高めて
健康意識を向上させ、特定健康診査の受診者
数が向上したことは、健康づくりを核とするまち
づくりに大きな効果があったといえる。

1年以内の
達成見込み

その他の
数値指標1

目標
達成度※１

33.5

23.8

市有建築物の耐震化率 ％ 61.0 H25

12,337

△
快適に暮らしていると評価
する市民の割合

％ 19.6

66.2

2,041 H25

－

市有建築物の耐震化率は66.2％（Ｈ30年度）と
従前値のH25年度に比べて5.2ポイント上昇し
ている。市有建築物は市民が日常的に利用し
たり、災害時には避難所として利用されること
から、本事業で実施したいこいの村の耐震化
を含め、市の耐震対策によって地震による倒
壊の危険性が低減されたことは、安心安全で
快適な生活環境の形成に大きな効果があった
といえる。

－

－

－×7,521

その他の
数値指標３

関連事業で実施した駅前広場の整備に引き続
き、本事業でイベント広場、レトロタウンエリア
のカラー舗装を整備することで都市機能を強化
し、地域のイメージアップと交流人口の増加を
図った。また、美術館収蔵庫の整備によって展
示品の入れ替え効率が向上し、魅力のある展
示企画等を行っている。これらの整備によって
まちなか文化施設の利用者数が向上したこと
は、事業が交流人口に対して効果があることを
示している。

まちなか文化施設の利用
者数

人/年 50,213 H25

 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

特定健康診査の受診者数

55,741

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

×

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

－

 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

特定健康診査受診者に占
める内臓脂肪症候群(該当
者及び予備軍)の比率

％ 28.0 H23 25.5

人/日 12,341 H24歩行者自転車通行量指標３ H30

H24 50.0 H30

H30



 ４）定性的な効果
　　発現状況

モニタリング なし

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

持続的なまちづくり
体制の構築

なし

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

なし

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

 ５）実施過程の評価

・直方中央公園整備に伴い令和元年11月に実施したアンケートでは、月に2回以上来園する方が4割以上を占めていた。また市外の方が4割を占め、これまでほとんど利用されていなかった公園への集客があり一定の交流人口増
が確認できた。
・レトロタウンカラー舗装によりインターロッキングの歩道ができ、歩行者が並んで歩けるようになった。また、車道幅員が狭くなったため車両の速度が低減され、歩行者の安全性が高められた。さらに、路上駐車が大幅に低減した。
・直接関連する事業は実施できなかったが、市独自の補助金の活用を促したことにより、増加傾向が続いていた空き店舗率に上げ止まりが見られた。
・直方駅前にイベントなどで活用できる広場を整備したことで、集会や商店街と連携したイベントなど民間主催のイベントが開催されており、交流人口の増加に効果が見られた。

実施状況

住民参加
プロセス



様式２－２　地区の概要

単位：(％) 28.0 H23 25.5 H30 33.5 H30

単位：(％) 19.6 H24 50.0 H30 23.8 R1

単位：(人/日) 12,341 H24 12,337 H30 7,521 H30

単位： H H H

単位： H H H

直方地区（福岡県直方市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・国民健康保険及び後期高齢者被保険者の高齢化が進んでいるため、特定検診、特定保健指導等を実施し、重症化予防に取り組む。また、今後も健康づくりを核とするまちづくりの推進として、特定健診受診者への結果説明会の実施
や未受診者への受診勧奨、健康フェア開催による健康啓発などの取り組みを継続して行っていく。さらに健康管理アプリの導入や民間事業者との連携・協働など、ソフト面での取り組みも強化し、引き続き内臓脂肪症候群の比率改善に
取り組む。
・公共施設等の老朽化対策については直方市公共施設等総合管理計画で保有総量の最適化、適切な維持管理、効率的な施設運営の実現に向けた取り組み方針に基づき対応する。また、市有建築物の耐震化事業を含め、都市機能
の整備、交通網の充実、ライフラインの整備、災害・防犯対策の推進、消防・救急の充実などの様々な施策に取り組み、安心安全で快適な生活環境の形成を図る。
・商店街に空き店舗が多く中心市街地の集客力が乏しいこともあり、今後はコンパクト+ネットワークによる都市構造の形成により、集約型都市構造と公共交通の利用者増加を確保することで、歩行者自転車通行量の減少を抑制する。
また、新規創業者への支援事業に取り組み、地場産業の振興と地域経済の活性化を促進する。

まちの課題の変化

・公園等の整備やアクセス改善を行い、「歩く」ことへの関心を高め健康意識を向上させたことにより、特定健診の受診者数が大きく向上した。
・市有建築物の耐震化により、倒壊危険が低くなったことで、より安心安全に公共施設が利用できるようになった｡
・直方市へ訪問する観光客数に増加傾向が見られないが、駅前イベント広場の整備と広場内に歴史的建築物（旧直方駅舎車寄）を復原することにより、新たな集客が見込まれる。
・歩行者数等の減少に歯止めがかかっていないが、地域の文化的な環境に配慮した歩道整備により魅力的なまちなみの形成と歩行者の安全性が高められたことや美術館収蔵庫を新設したことで、まちなか文化施設の来客数が増加し
た。

目標値 評価値

目標１：｢歩く｣を中心とする環境整備と公共交通の充実等による健康づくりを核とするまちづくりの推進
目標２：安心安全で快適な生活環境の形成による定住促進
目標３：中心市街地の都市機能強化と交流人口の増加による都市の再生

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

快適に暮らしていると評価する市民の割合

内臓脂肪症候群(該当者及び予備軍)の比率

歩行者自転車通行量

■基幹事業 地域生活基盤 

 直方駅山部口自転車駐車場整備事業 

■基幹事業 高質空間形成施設 

 レトロタウンカラー舗装事業 

□提案事業 地域創造支援事業 

 美術館収蔵庫整備事業 

■関連事業 街路事業 

 直方駅地区交通結節点改善事業 

■基幹事業 公園 

 直方中央公園整備事業 

□提案事業 地域創造支援事業 

 竜王峡施設整備事業 

■基幹事業 地域生活基盤 

 避難所耐震改修事業（本館） □提案事業 事業活用調査 

 交通体系整備調査事業 

□提案事業 事業活用調査 

 市街地再整備調査事業 

■基幹事業 地域生活基盤 

 避難所耐震改修事業（体育館） 

■基幹事業 地域生活基盤 

 駅前イベント広場整備事業 



（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

都市再生整備計画　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

●

●

●

●

・内臓脂肪症候群(該当者及び予備軍)の
比率：23.0％
・歩行者自転車通行量：12,500人

Ｄ．その他（　　　　　　　　　　　　　）

（１） 成果の評価

変更

Ａ．まちづくりの目標

変更理由

・内臓脂肪症候群(該当者及び予備軍)の比率：中心市街地整備の廃止や公
園整備の一部廃止による｡
・歩行者自転車通行量：中心市街地地区の整備の廃止･縮小等による｡

・内臓脂肪症候群(該当者及び予備軍)の比率：25.5％
・歩行者自転車通行量：12,337人

変更前 変更後

Ｂ．目標を定量化する指標

Ｃ．目標値



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

公園 500.0 537.4 平成29年に計画変更して増額 ●

公園 7.0 0 平成27年に計画変更して削除

公園 4.0 0 平成30年に計画変更して削除

地域生活基盤
施設

10.0 0 平成31年に計画変更して削除

地域生活基盤
施設

8.5 11.3
平成28年に計画変更して増額
平成29年に計画変更して減額

●

地域生活基盤
施設

7.8 6.1 平成27年に計画変更して減額 ●

地域生活基盤
施設

13.0 平成26年に計画変更して追加 ●

地域生活基盤
施設

40.0 平成30年に計画変更して追加 ●

高質空間形成
施設

100.0 0 平成28年に計画変更して削除

高質空間形成
施設

120.0 47.5 平成29年に計画変更して事業縮小 ●

既存建造物活
用事業

160.0 0 平成31年に計画変更して削除

L=573ｍ

A=0㎡

指標３の数値を下方修正

指標３の数値を下方修正

指標３の数値を上方修正

影響なし

影響なし

指標３の数値を下方修正

影響なし

指標１の数値を下方修正

影響なし

影響なし

指標１の数値を下方修正

A=330㎡

※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

駅前イベント広場整備事業

事業内容

L=0ｍ

0箇所

A=4,376㎡

A=987㎡

N=3棟

A=495.63㎡

避難所耐震改修事業(いこいの村体
育館)

直方駅山部口自転車駐車場整備事
業

福智山ろく花公園整備事業

レトロタウン観光交流センター整備事
業

基幹事業

当初計画 最終変更計画

事業内容事業箇所名
事業

A=36,000㎡

N=3基

20箇所

A=4,376㎡

L=400ｍ

A=36,000㎡

N=0基

L=0ｍ

A=987㎡

L=1,065ｍ

L=1,200ｍ

直方中央公園整備事業

中ノ島公園整備事業

レトロタウンサイン整備事業

避難所耐震改修事業(いこいの村本
館)

商店街歩きやすい舗装事業

レトロタウンカラー舗装事業

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）



事業費 事業費 完成 完成見込み

4.0 17.0 平成28年に計画変更して増額 ●

20.0 0 平成28年に計画変更して削除

36.0 0 平成28年に計画変更して削除

127.0 253.1 平成27,28年に計画変更して増額 ●

54.0 0 平成27年に計画変更して削除

35.0 26.8 平成28年に計画変更して減額 ●

10.0 3.2 平成27年に計画変更して減額 ●

2.0 0 平成31年に計画変更して削除

当初計画
最終変更

計画
当初計画

2,600 2,600 H18年度～H26年度

事後評価時の完成状況

L=100ｍ

A=0㎡

指標１の数値を上方修正

指標１の数値を下方修正

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

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
備考進捗状況及び所見

H18年度～H26年度

影響なし

－

－ 影響なし

－

細項目
事業

A=420㎡ 影響なし

影響なし

A=420㎡

事業箇所名

直方駅地区交通結節点改善事業

当初計画

事業内容

L=100ｍ

A=1,220㎡

美術館収蔵庫整備事業

－

－

（参考）関連事業

街路事業

事業

影響なし

事業期間

細項目

※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

最終変更計画

市街地再整備調査

交通体系整備調査

事業活用調査

事業効果分析調査

地域創造支援
事業

竜王峡施設整備事業

空き店舗改修事業

最終変更計画

提案事業

－

暮らしのターミナル再生事業 A=406㎡ A=0㎡ 指標３の数値を下方修正

消防団車両整備事業 N=3台 N=0台



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

50.0 H30

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

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

7,521 事後評価

モニタリング モニタリング

事後評価

H30 ●

●
△

事後評価

モニタリング

事後評価 23.8

12,341 H24 12,337

事後評価

モニタリング

健康福祉課が特定健康診査の未受診者へ積極的に受診勧奨を行うことで近年受診者数が増加し、統
計の母集団が変化したため、傾向の予測が困難であった。

その他特記事項
（指標計測上の問題点、課題等）

事後評価

×

郊外に複数の集客施設が相次いで出店したことにより､中心市街地への人の流れの減少傾向に歯止
めがかからなかった｡

モニタリング

設定した指標は当整備計画の事業以外の要因も影響することから、指標と事業の因果関係を明確に
することが困難であった。

特定健康診査受診者に
占める内臓脂肪症候群
(該当者及び予備軍)の比
率

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）

従前値の2.5ポイント減を目標としたが､予想以上に内臓脂肪症候群の割合が進み、目標値を達成できなかっ
た。全国的にも割合は増加傾向となっており、1年以内に目標値を達成する見込みはない｡

H20

H21 19.6 H24

指　標

従前値の30.4ポイント増を目標としたが､目標値を達成することができなかったものの、従前値からは4.2ポイン
ト増となっている｡市民意識の中で耐震化事業の浸透度が高くなかったことが目標値を達成できなかった要因
のひとつと考えられる。そのため、当該事業の実施だけでは1年以内に目標値を達成する見込みはない。

人口減少が進む中で従前値からは微減を目指したが､平成28年度に中心市街地の大型商業施設が郊外へ移
転したことにより、事業による効果はあるものの、全体としての効果は打ち消された。中心市街地での人の流
れの減少傾向には歯止めがかからず、1年以内に目標値を達成する見込みはない｡

指標１ ％
健康福祉課が毎年11月に集計
する資料による数値を活用｡

指標２
快適に暮らしていると評
価する市民の割合

％
企画経営課が不定期（2～3年に
1回）に実施する市民意識調査
の数値を活用｡

35.5

指標４

モニタリング
27.7 28.0 H23 25.5 H30

33.5 事後評価

指標３ 歩行者自転車通行量 22,599 H15人/日
商工観光課が毎年3月に集計す
る資料による数値を活用｡

指標５

事後評価 事後評価

モニタリング 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 



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

指標２を補完する指標として
事業への貢献度を確認する。

指標３を補完する指標として
事業への貢献度を確認する。

耐震対策による公共施設の耐
震への対応を確認するため。

中心市街地の都市機能強化と
イメージアップによるレトロタウ
ンエリアの交流人口を確認する
ため。

指標１を補完する指標として
事業への貢献度を確認する。

「歩く」を中心とする環境整備と
公共交通の充実等による市民
の健康意識の高まりを確認す
るため。事後評価

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）

1,758
2,881

数値（ウ）

66.2

まちなか文化施設の利用
者数

文化・スポーツ推進課が集計す
る資料による数値を活用。

人/年

建築管理課が集計する資料に
よる数値を活用。

2,041

市有建築物の耐震化率

H25

61.0 H25

50,213

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）

健康福祉課が集計する資料に
よる数値を活用｡

41,498 H19

H20

48.1

事後評価

指　標

（参考）※１
計画以前の値 従前値

H25

・直方中央公園整備に伴い令和元年11月に実施したアンケートでは、月に2回以上来園する方が4割以上を占めていた。また、市外の方が4割を占め、これまでほとんど利用されていなかった公園への集客があり一定の交流人口
増が確認できた。
・レトロタウンカラー舗装によりインターロッキングの歩道ができ、歩行者が並んで歩けるようになった。また、車道幅員が狭くなったため車両の速度が低減され、歩行者の安全性が高められた。さらに、路上駐車が大幅に低減し
た。
・直接関連する事業は実施できなかったが、市独自の補助金の活用を促したことにより、中心市街地における増加傾向が続いていた空き店舗率に上げ止まりが見られた。
・直方駅前にイベントなどで活用できる広場を整備したことで、集会や商店街と連携したイベントなど民間主催のイベントが開催されており、交流人口の増加に効果が見られた。

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

55,741

事後評価

人/年

％ H20

特定健康診査の受診者
数

 × ：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 



（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

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　　　　　　　　　　　　）

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　　　　　　　　　　　　）

なし

なし

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

なし

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



（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

指標改善
への

貢献度

○ - -
- △ -
- ◎ -
○ - -
- - ◎
- - ◎

○ - -
- - ◎
- - ○
- - ◎

- - ○

名称等 検討メンバー

指標の種別

指　標　名

高質空間形成施設(レトロタウンカラー舗装事業)

関係各課(都市計画課､土木課､商工観光課､財政課､
文化・スポーツ推進課､経営企画課、健康福祉課、保
険課)

庁内の横断的な組織(事後評価庁内検討会議)

地域生活基盤施設(避難所耐震改修事業(いこいの村本館)）

基幹事業

事業名・箇所名

地域生活基盤施設(避難所耐震改修事業(いこいの村体育館)）

公園(直方中央公園整備事業)

地域生活基盤施設(直方駅山部口自転車駐車場整備事業)
地域生活基盤施設(駅前イベント広場整備事業)

実施時期 担当部署

特定健康診査の受診者数

総合所見

都市計画課(都市再生整備計画事業担当
課)

令和2年9月

その他の指標１ その他の指標３

まちなか文化施設の利用者数

その他の指標２

市有建築物の耐震化率

関連事業で実施した駅前
広場の整備に引き続き、
本事業でイベント広場、レ
トロタウンエリアのカラー舗
装を整備することで都市機
能を強化し、地域のイメー
ジアップと交流人口の増加
を図った。また、美術館収
蔵庫の整備によって展示
品の入れ替え効率が向上
し、魅力のある展示企画等
を行っている。これらの整
備によってまちなか文化施
設の利用者数が向上した
ことは、事業が交流人口に
対して効果があることを示
している。

市有建築物の耐震化率が
66.2％（Ｈ30年度）と従前
値のH25年度に比べて5.2
ポイント上昇している。市
有建築物は市民が日常的
に利用したり、災害時には
避難所として利用されるこ
とから、本事業で実施した
いこいの村の耐震化を含
め、市の耐震対策によって
地震による倒壊の危険性
が低減されたことは、安心
安全で快適な生活環境の
形成に大きな効果があっ
たといえる。

総合所見 総合所見総合所見

特定健康診査の受診者が
2,881人（H30年度）と従前
値のH25年度と比べて約
1.4倍となっている。本事業
で公園等の整備やアクセ
ス改善を行ったことで、「歩
く」ことへの関心を高めて
健康意識を向上させ、特
定健康診査の受診者数が
向上したことは、健康づくり
を核とするまちづくりに大
きな効果があったといえ
る。

地域創造支援事業(美術館収蔵庫整備事業)

今後も耐震改修工事や施設の統
廃合により市有建築物の耐震化を
進めていく。

レトロタウンエリアには貴重な近代
建築物が複数所在しており、本事
業で整備した施設との連携などの
取り組みの創出を行い、今後も中
心市街地の活性化を推進してい
く。

本事業により整備した健康遊具や
歩きやすい遊歩道等を積極的に活
用して、市民の健康意識をより一
層高める健康増進事業の創出に
取り組んでいく。

事業活用調査(交通体系整備調査)

提案事業

※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

関連事業
街路事業(直方駅地区交通結節点改善事業)

事業活用調査(市街地再整備調査)

地域創造支援事業(竜王峡施設整備事業)



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
目標

未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

目標
未達成へ
の影響度

要因の
分類

△ - -

- △ -

- △ -

△ - -

－ - △

- - △

△ - -

- - △

△ - -

- - △

- - △

快適に暮らしていると評価する市
民の割合

特定健康診査受診者に占める内臓脂
肪症候群(含予備軍)の比率

指標１

総合所見

健康づくりを核とす
るまちづくりの推進
のため、健康づくり
の場として公園等
の整備を実施した
ことや自転車利用
者の中心市街地へ
のアクセス改善を
図る事業を実施し
たことは大きな効
果があると考える
が、全国的な傾向
と同様に内臓脂肪
症候群の割合が増
加したことによって
その効果は打ち消
され、目標達成に
は至らなかった。

Ⅲ

市民に対して、耐
震事業が市民の快
適さに寄与している
ことの周知が不十
分で、市民意識の
中で本事業の浸透
度が高くならなかっ
たことが目標達成
に至らなかった要
因のひとつと考え
る。

Ⅲ

平成31年3月に策定した「直方市立地
適正化計画」で集約型都市構造の実
現に向けて直方駅周辺地区を『市域全
体の生活、産業、医療、福祉等の中心
地として都市機能が集積し、まちなか
の賑わいを創出する中心拠点』として
位置づけた。福岡県区域マスタープラ
ンや直方市地域公共交通網形成計画
に基づくコンパクト+ネットワークによる
都市構造の形成により、集約型都市
構造と公共交通の利用者増加を確保
することで、歩行者自転車通行量の減
少を抑制する。

Ⅲ

直方駅前に市民の
憩いの広場を整備
し、レトロタウンエリ
アのカラー舗装で
まちなかのイメージ
アップを図った。ま
た、美術館収蔵庫
の整備によって展
示品の入れ替え効
率が向上したことで
魅力のある展示企
画等が行えるよう
になり、まちなか文
化施設の集客力が
向上したことは効
果があった。しか
し、中心市街地の
大型商業施設が郊
外へ移転したこと
で、中心市街地の
人の流れの減少傾
向に歯止めがかか
らなかったことが目
標達成に至らな
かった要因と考え
る。

安全安心で快適な生活環境の形
成を図り本指標の向上に結びつけ
るには市有建築物の耐震化事業
を含め、都市機能の整備、交通網
の充実、ライフラインの整備、災
害・防犯対策の推進、消防・救急
の充実などの様々な施策に取り組
んでいくと同時に、積極的に情報
発信を行い市民への周知を図る。

総合所見

今後も健康づくりを核とするまちづ
くりの推進として、特定健診受診者
への結果説明会の実施や未受診
者への受診勧奨、健康フェア開催
による健康啓発などの取り組みを
継続して行っていく。さらに健康管
理アプリの導入や民間事業者との
連携・協働など、ソフト面での取り
組みも強化し、引き続き内臓脂肪
症候群の比率改善に取り組む。

指標３

歩行者自転車通行量

指標２

総合所見総合所見

※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(美術館収蔵庫整備事業)

事業活用調査(市街地再整備調査)

地域創造支援事業(竜王峡施設整備事業)

事業名・箇所名

改善の方針
（記入は必須）

指　標　名

地域生活基盤施設(駅前イベント広場整備事業)

提案事業

関連事業

地域生活基盤施設(避難所耐震改修事業(いこいの村体育館)）

街路事業(直方駅地区交通結節点改善事業)

事業活用調査(交通体系整備調査)

基幹事業

高質空間形成施設(レトロタウンカラー舗装事業)

地域生活基盤施設(直方駅山部口自転車駐車場整備事業)

公園(直方中央公園整備事業)

地域生活基盤施設(避難所耐震改修事業(いこいの村本館)）

指標の種別



（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

商店街に空き店舗が多く、大型商業施設の郊外移転などによ
り、中心市街地の集客力が乏しい｡歩行者数等の減少に歯止
めが効かない｡

高齢化率･高齢者数は共に増加が続いており、国民健康保険
及び後期高齢者医療保険の一人当たりの給付額は増加傾向
にある。また、医療の高度化により、医療費の抑制が困難と
なっている。

事業によって発生した
新たな課題

直方中央公園を整備し来場者数が増加した結果、自動車で
の来場者も増加し、周辺道路の混雑と歩行者の安全確保が
必要となった。

直方市へ訪問する観光客数に増加傾向が見られない｡

市独自の補助金の活用を促したことにより、増加傾向が続いて
いた中心市街地の空き店舗率に上げ止まりが見られるが、新
たな創業等の支援により空き店舗率を減少傾向へ転換させる
必要がある。

庁内の横断的な組織(事後評価庁内検討会議)

中心市街地における都市機
能の散逸と交流人口の減少

地域の文化的な環境に配慮した歩道整備により魅力的
なまちなみの形成と歩行者の安全性が高められたこと
や美術館収蔵庫を新設したことで、まちなか文化施設
の来客数が増加した。

事業前の課題
都市再生整備計画に記載

したまちの課題

高齢化の進行等による医療
費の増加

観光資源の整備による交流
人口の増加

商業等の担い手不足、新たな
分野への進出

道路、橋梁、水道、公園、観
光施設、小中学校等の公共
施設の老朽化（耐震）等への
対応

いこいの村耐震工事をはじめ、市の耐震対策によって
市有建築物の地震による倒壊危険が低減された｡

道路､橋梁､水道は設置後30年を超える割合が増えつつある｡
また、老朽化した建築物の大規模改修の必要もあり、多額の
費用負担が予測される｡

実施時期

令和2年9月

担当部署

都市計画課(都市再生整備計画事業担当課)

検討メンバー

関係各課(都市計画課､土木課､商工観光課､
財政課､文化・スポーツ推進課､経営企画課、
健康福祉課、保険課)

達成されたこと（課題の改善状況）

健康意識の高まりにより、国民健康保険の特定健康診
査の受診者数が大きく向上した。

駅前イベント広場の整備と広場内に歴史的建築物（旧
直方駅舎車寄）を復原することにより、新たな集客が見
込まれる。

名称等

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



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

特定健診・特定保健指導
民間事業者と協働した健康増進事業

史跡筑豊炭田遺跡群整備基本計画（R2年度末策定予定）に
伴う施設整備事業
歴史講座や地域の魅力を再発見できる街歩きイベント事業

交付金等の補助メニューを活用した耐震改修事業
各施設の統廃合や複合化
市報・ホームページ・メール・SNS等による情報発信

想定される事業

本事業で整備した施設を活用し、市民の健康意識をさらに高める健康増
進事業の創出に取り組んでいく。

整備した健康遊具や遊歩道を活用した健康増進事業

市有建築物の耐震化率の向上

レトロタウンエリアにおけるまちなか文化施設
の利用者数の向上

改善策の基本的な考え方

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

特定健康診査の受診者数の向上

・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

国民健康保険及び後期高齢者医療保険給
付額の抑制

中心市街地における交流人口減少の抑制
や新たな創業に対する支援

公園へのアクセス道路の整備（歩道設置）

都市再構築戦略事業(社会資本整備総合交付金)
駅前イベント広場の活用による中心市街地活性化
直方市創業支援事業計画に基づく各種支援
直方市創業支援事業補助金

道路事業(社会資本整備総合交付金)歩道を整備することで歩行者の安全性を確保する。

「直方市立地適正化計画」に基づき本事業や関連事業で整備した直方駅
周辺を中心とした都市機能の誘導と賑わいを向上する。また、創業者へ
の効果的かつ具体的な創業支援や創業を支援する事業への支援によ
り、地場産業の振興と地域経済の活性化を促進する。

被保険者の高齢化が進んでいるため、特定検診、特定保健指導等を実
施し、重症化予防に取り組む。また、民間事業者との連携・協働など、ソ
フト面での取り組みも強化していく。

効果を持続させるための基本的な考え方

市有建築物は日常的に市民が利用したり、災害時は避難所として利用さ
れるため、耐震工事が完了していない建築物の耐震改修工事や施設の
統廃合を進めていく。

レトロタウンエリアには、国指定史跡である筑豊炭田遺跡群筑豊石炭鉱
業組合直方会議所（石炭記念館本館）及び救護練習所模擬坑道をはじ
め、国登録有形文化財である直方市美術館及び直方市美術館別館、ま
た移築復原された旧直方駅舎車寄や炭鉱王の一人である堀三太郎氏の
住宅を復元した直方歳時館などの貴重な近代建造物が複数所在してい
る。各施設の文化的な価値や魅力を高める活用整備等を行い、様々な
取り組みの創出を行う。

老朽化した公共施設への対応

本事業で整備を行った施設等を活用したソフト事業を実施していく必要がある。
本事業では「商業等の担い手不足、新たな分野への進出」に関連する事業が実施できなかったが、市独自の商店リフォーム補助金及び事業所開設補助金等の活用を促し、新規創業者数を増加させることができ
た。

公共施設等については直方市公共施設等総合管理計画で保有総量の最適化、
適切な維持管理、効率的な施設運営の実現に向けた取り組み方針を定めてお
り、各施設についてはこの取り組み方針に沿って対応する。

各施設に対応する国庫補助事業
各施設の統廃合や複合化
民間資本の活用（PPP/PFI）

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。



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
55,741 －

％

その他の
数値指標１

特定健康診査の
受診者数

％
快適に暮らしてい
ると評価する市民
の割合

2,041 H25

61.0 H25

50,213 H25

－

－

66.2 －

歩行者自転車通
行量

指標３

指標５ H

指標４

人/日 12,341 H24

人/年

指標１

特定健康診査受診者
に占める内臓脂肪症候
群(該当者及び予備軍)
の比率

％ 33.5

23.8指標２

H30

H30

H

7,521H30

・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。

フォローアップ計画

－

H

×

△

×

その他の
数値指標３

まちなか文化施
設の利用者数

人/年 2,881 －

その他の
数値指標２

市有建築物の耐
震化率

指　標

25.5

50.0

12,337

28.0 H23

19.6 H24

H

目標値
1年以内の

達成見込みの
有無

評価値
目標

達成度年度

・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。

従前値



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

目標値を設定する際にしっかりとした将来予測ができていなかった。

うまくいった点

うまく
いかなかった点

設定した指標は当整備計画の事業以外の要因も影響することから、指標と事業の因果関係を明
確にすることが困難であった。

うまくいった点

うまく
いかなかった点

うまくいった点

うまく
いかなかった点

毎年計測できる数値があったものの、中間評価（モニタリング）を行っていないため、現在の数値
と目標値とのかい離についての分析などができていなかった。

うまくいった点

うまく
いかなかった点

計画期間中の政策転換により実施できなかった事業があった。

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）
現在、本市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内を対象として、令和4年度以降を計画期間とする都市構造再編集中支援事業の申請を検討している。

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

中間評価（モニタリング）により、事業の進捗状
況や目標値の達成状況の把握・分析を行う。そ
の結果を受けて目標に向けての軌道修正が図
れるようにする。

まちの課題を解決するための重点政策として位
置づけ、継続して事業が実施されるようにする。

目標に関連する数値を過去の数値も含めて数
多く収集し、将来予測をしっかりと行ったうえで
目標値を設定する。

目標の実現状況を評価するための定量的指標
を適切に設定する。

項目

数値目標
・成果の達成

住民参加
・情報公開



（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 令和2年11月1日～16日 令和2年11月2日～16日

広報掲載・回覧・個別配布
市広報誌に、ホームページ及
び担当窓口で原案を公表し意
見を募集している旨を掲載

市報11月1日号 令和2年11月2日～16日

説明会・ワークショップ － － －

その他 担当窓口で原案閲覧 令和2年11月2日～16日 令和2年11月2日～16日

住民の意見 意見はありませんでした。

都市計画課（都市再生
整備計画事業担当課）

郵送、窓口持参、ファッ
クス、電子メール



（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

実施過程の評価

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

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。

これらの意見を受け、改善の方針や想定される事業について再検討を行い事後評価に反映させた。

今後のまちづくり方策の作成

・効果発現要因の整理で示した改善の方針と今後のまちづくり方策で示した想定される事業との関係性の整理が不十分ではないかという
意見をいただいた。
・事業で整備した施設を今後のまちづくりでどのように活用していくのかを示した方がよいのではないかという意見をいただいた。

審議事項※１ 委員会の意見

成果の評価

この意見を受け、数値で示すことができるものはその他の指標で整理することとした。

これらの意見を今後の次期計画等へ活かしていくこととした。

効果発現要因の整理

独自に設置

神力潔司 委員（九州国際大学法人事務局長）【委員長】
益田信也 委員（近畿大学産業理工学部准教授）
内田晃 委員（北九州市立大学地域戦略研究所教授）
大方優子 委員（九州産業大学地域共創学部教授） 令和2年12月11日

都市計画課(都市再生整
備計画事業担当課)

委員構成

その他 ・特になし。

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。

・定性的な効果発現状況で定量的に説明しているものがあるので、数値が追えるものについてはその他の指標として事業の成果を計れる
のではないかという意見をいただいた。

・特になし。

・上記意見はあるが、全体として今後のまちづくり方策は妥当であると認められた。

・事後評価原案は適正に公表されたことが確認された。

・特になし。

・特になし。

・特になし。

・指標2について、耐震事業だけで「市民が快適と評価する割合」を伸ばすことはできなかったのではないかという意見をいただいた。
・「市民が快適と評価する割合」を指標として設定するのであれば、整備計画作成当初から、この指標には様々な要因が影響することを前
提として、指標と実施する事業との関連性を明確に示しておくべきであったという意見をいただいた。

・上記意見はあるが、全体として事後評価手続きは妥当に進められたと認められた。

直方地区都市再生整備
計画事業事後評価委員
会会則



（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）、まちづくり交付金評価委員会の審議（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

－

－

－


