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都市再生整備計画　事後評価シート

奥の細道むすびの地周辺地区

平成２６年３月

岐阜県大垣市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 168ｈａ

交付期間 0.450

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

 １）事業の実施状況

「むすびの庭公園」、「船町公園」への事業分割及び丸の内公園整
備の取りやめ。

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」に影響する
が、指標への影響を推計するデータがないため、指標及び目標
値は据え置く。

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

期間内での事業実施が困難となったことによる事業の取りやめ。

削除/追加の理由

「大垣市中心市街地」事業の「むすびの庭公園」の整備事業が独
立。

奥の細道むすびの地駐車場整備、奥の細道むすびの地駐車場（第2）、市道馬場船1号線整備

大垣祭軕蔵整備、事業効果分析事業

丸の内公園の整備を除き、他事業（「むすびの庭公園」、「船町公
園」）で実施。丸の内公園整備の削除は指標の目標値に影響を与
えるものでないため、指標及び目標値は据え置く。

駅西自転車駐車場（1期）整備

奥の細道むすびの地記念館と大垣駅との間に位置する大垣公園を
整備することで、中心市街地を回遊してもらう際の憩いの場とするこ
とで、回遊性を高めるため。

むすびの庭公園

交付期間
の変更 -

「大垣市中心市街地」整備で実施する予定だった、「船町公園」の
整備が独立したものであるため、指標及び目標値への影響はな
いものとする。

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」に影響する
が、指標への影響を推計するデータがないため、指標及び目標
値は据え置く。

美濃路へと足を運んでもらうための拠点施設整備。

まちなか歴史回廊整備

-

四季の路と美濃路を整備することで、大垣駅、奥の細道むすびの地
記念館、大垣駅間の回遊性を高まるため。

既存の公衆便所が劣化しており、公衆便所を整備することで、来街
者がより中心市街地を回遊しやすくするため。

奥の細道むすびの地周辺地区

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」の目標達成に
影響するが、指標への影響を推計するデータがないため、指標及
び目標値は据え置く。

美濃路街道整備

岐阜県 市町村名 地区名

事業名

大垣市中心市街地

周辺地域の修景整備

大垣市

平成23年度～平成25年度

大垣公園

船町公園

四季の路公衆便所整備

案内板を整備することで、中心市街地の回遊性を高めるため。

新たに追加し
た事業

国費率平成23年度～平成25年度 平成25年事後評価実施時期 交付対象事業費

自転車駐車場を整備することで、中心市街地への自転車での来街
者の増加を促すため。

変更は指標「歩行者及び自転車通行量」及び「奥の細道むすびの
地周辺来訪者数」の目標達成に影響するが、指標への影響を推
計するデータがないため、指標及び目標値は据え置く。

「大垣市中心市街地」整備で実施する予定だった、「むすびの庭
公園」の整備が独立したものであるため、指標及び目標値への影
響はないものとする。

817百万円

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

当初計画
から

削除した
事業

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」に影響する
が、指標への影響を推計するデータがないため、指標及び目標
値は据え置く。

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」に影響する
が、指標への影響を推計するデータがないため、指標及び目標
値は据え置く。

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

美濃路本陣整備

「大垣市中心市街地」事業の「船町公園」の整備事業が独立。

指標「大垣観光ボランティアガイド案内人数」、「歩行者及び自転
車通行量」、「奥の細道むすびの地周辺来訪者数」に影響する
が、指標への影響を推計するデータがないため、指標及び目標
値は据え置く。



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

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

平成27年3月

効果発現要因
（総合所見）

数　　値

今後の事業計画においても同様にアンケート調査を実施し、事業に市民
の意見を取り入れる。

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

今後も市の事業計画策定時に市民参画のワークショップを開催し、市政
への関心を促す。

実施内容

バリアフリー対応公衆便所の整備に関して、「トイレが非常にきれいになった」という市民の声が数件寄せられた。

大垣祭軕蔵整備により、「そのエリア（町内）に大垣まつりの軕があること（存在）を知ること（認知）ができた。また、軕を見ることができた。」、「市外からの観光客に対しても、軕蔵（軕）が存在することによって（通年的）に大垣まつりの

存在をＰＲすることができるようになった。」
自転車駐車場の整備により、利用者の収容はもとより、盗難の防止や利便性を向上させることによる、利用満足度の向上を図ることができる。

持続的なまちづくり
体制の構築

まちづくりに対する市民アンケートの実施
都市再生整備計画に記載し、実施できた

市民参画によるワークショップの開催

フォローアップ
予定時期

目標
達成度

従前値 目標値

その他の
数値指標３

効果発現要因
（総合所見）

-

-

 ５）実施過程の評価
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

モニタリング 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

住民参加
プロセス

都市再生整備計画に記載し、実施できた

H2512,570

100,000

実施状況 今後の対応方針等

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

地区内の駐車場や歩道の整備により遠方
からのアクセスが向上したことや修景の整
備等により地区の魅力が向上したことが観
光集客数の増加つながったと考えられる。

18,000

1年以内の
達成見込み

数　　値

-

9,495

 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

9,747

336,719

-

1,095,806

 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

- 平成27年3月

指標２

奥の細道むすびの地周辺来訪
者数指標3

指標1

○

目標
達成度

人/年

東日本大震災以降、個人旅行の増加は少
しずつ戻りつつあるものの、団体旅行につ
いては、まだまだ回復途上である。そのた
め、観光ボランティアガイド案内人数が低下
したと考えられる。

フォローアップ
予定時期

イベント集客数 H21人/年 706,006

H21

駐車場自転車駐車場を整備したことによ
り、地区周辺や遠方からの来訪者が増加し
たことから、それに伴い歩行者と駅利用者
の賑わいが戻る傾向にあると考えられる。

○人/日 9,700

大垣観光ボランティアガイド案内
人数

歩行者及び自転車通行量 H21

H21

9,400

人/年

その他の
数値指標２

指　標

その他の
数値指標１

-

H25

H25

41,045

従前値 目標値

平成26年5月

平成27年3月

奥の細道むすびの地記念館やその周辺で
のイベントの認知や魅力が地区内外の広
範囲に伝わっていると考えられる。また、駐
車場や歩道等を整備したことにより、施設
やイベント開催箇所へのアクセスが向上
し、来訪者の増加につながったと考えられ
る。

×

1年以内の
達成見込み



様式２－２　地区の概要

単位：人/年 12,570 H21 18,000 H25 9,495 H25

単位：人/日 9,400 H21 9,700 H25 9,747 H25

単位：人/年 41,045 H21 100,000 H25 336,719 H25

単位：人/年 706,006 H21 1,095,806 H25

単位：

単位：

単位：

【指標２】
歩行者及び自転車通行量

【指標１】
大垣観光ボランティアガイド案内人数

【指標３】
奥の細道むすびの地周辺来訪者数

奥の細道むすびの地周辺地区(岐阜県大垣市）　都市再生整備計画の成果概要

従前値 目標値まちづくりの目標 目標を定量化する指標 評価値

大目標：歴史と文化が息づく憩いと賑わいのまちづくり
　目標１　賑わいと活力ある中心地の再生
　目標２　中心地の交流と憩いの場づくり
　目標３　歴史的資源を活用した観光まちづくり

【その他の数値指標１】
イベント集客数

【その他の数値指標２】

【その他の数値指標３】

【その他の数値指標４】

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・中心市街地の拠点性を持続させるため、大垣駅周辺を整備し、地区の回遊性を持続する。
・観光客の誘客持続のため、観光施設や地区の魅力を地区外へPRし、観光客の関心を惹きつけるとともに、観光サービスの充実させ、観光客の利便性を向上させる。
・地区の賑わいを持続させるため、地区内の交通安全性や生活環境の向上させる。
・観光ボランティアガイドの案内人数増加のため、観光ボランティアガイドをPRし、利用者の増加を図る。
・回遊路の歩行者増加のため、回遊路の景観改善等を行い、歩行者数の増加を図る。
・大垣駅周辺の交通の安全性向上のため、道路整備を行い、安全性の向上をさせる。
・生活環境の向上のため、大垣駅南口周辺に公園や広場など市民が安らげる場所を整備する。
・中心市街地の魅力を高めることで、中心市街地への定住をさらに促進をしていく必要がある。

まちの課題の変化

・むすびの庭公園、船町公園、大垣公園、まちなか歴史回廊整備、四季の路整備、四季の路公衆便所整備、水門川橋梁修景整備等を実施したことにより、地区の回遊性が増し、中心市街地の拠点性が高まった。
・奥の細道むすびの地駐車場整備、奥の細道駐車場（第２）整備、駅西自転車駐車場（１期）整備、市道馬場船１号線整備を実施したことにより、観光施設の来訪者やイベントの集客が増加した。

・美濃路街道整備、大垣祭軕蔵整備、たらい舟川下り支援事業、美濃路本陣整備を実施したことにより、地区の賑わいがより一層増した。

・観光ボランティアガイドの案内人数が低下している。
・来街者増加に伴い、公共インフラの再整備（道路・駐輪場等）が必要となった。
・大垣駅南の再開発事業に伴い、駅周辺の交通安全性・生活環境の向上が必要となった。

□提案事業 事業活用調査

事業効果分析調査

□提案事業 地域創造支援事業

大垣祭軕蔵整備（布袋軕）

凡例

中心市街地活性化基本計画区域

都市再生整備計画区域

□提案事業 地域創造支援事業
大垣祭軕蔵整備（浦島軕）

■基幹事業 高質空間形成施設

水門川橋梁修景整備

■基幹事業 地域生活基盤施設

奥の細道むすびの地駐車場（第2）整備

■基幹事業 地域生活基盤施設

奥の細道むすびの地駐車場整備

■基幹事業 高質空間形成施設

市道馬場船1号線整備

N

■基幹事業 高質空間形成施設

四季の路整備

□提案事業 地域創造支援事業

たらい舟川下り支援事業

■基幹事業 地域生活基盤施設

まちなか歴史回廊整備

■基幹事業 高質空間形成施設

四季の路公衆便所整備
■基幹事業 公園

大垣公園整備

□提案事業 地域創造支援事業

美濃路本陣整備

■基幹事業 公園

船町公園

■基幹事業 地域生活基盤施設

駅西自転車駐車場（１期）整備

■基幹事業 高質空間形成施設

美濃路街道整備

○関連事業

大垣駅南街区市街地再開発事業

○関連事業

まちなか住宅取得支援事業

○関連事業

見取公園整備事業

○関連事業

大垣駅南街区道水路再整備事業

○関連事業

奥の細道むすびの地地区

暮らし・にぎわい再生設備事業 ○関連事業

奥の細道むすびの地地区

暮らし・にぎわい再生事業

■基幹事業 公園

むすびの庭公園

■基幹事業 むすびの庭公園 ⑤

□提案事業 美濃路本陣整備 ④

□提案事業 大垣祭軕蔵整備 ②

■基幹事業

奥の細道むすびの地駐車場整備 ⑥

■基幹事業 四季の路公衆便所整備 ①

■基幹事業 市道馬場船１号線整備 ③

⑤

①

②

③

④

⑥


