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まちづくり交付金　事後評価シート

善通寺市中心市街地地区

平成２１年１１月

香川県善通寺市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 143.6ha

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

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

●

●

●

従前値、目標値は無いが、事業によるアクセス改善
への満足度が高いことから、南大門前の道路や広場
整備により、総本山善通寺への観光客の利用向上や
周辺での回遊性の向上に効果があったと評価でき

平成23年10月

主要観光施設の利便性向上や新たな観光スポットの
創出・連携により、本市の観光地としての魅力向上に
寄与したことで、市内滞在客の増加となった。

平成24年４月

その他の
数値指標４

整備等による総本山善通寺への
アクセス改善に対する観光客の
満足度

％ － － － 73.6

H16 － 13,370
その他の

数値指標３
総本山善通寺いろは会館
宿泊者数

人／年 11,512

28,636

324,628

 １）事業の実施状況

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

・道路：一級市道赤門筋線、一級市道大門通り線（南大門前にぎわい広場）、・地域生活基盤施設：広場（南大門前にぎわい広場）、緑地（旧偕行社周辺緑地）
・高次都市施設：地域交流センター建設（旧偕行社別棟建設）、・既存建造物活用事業：高次都市施設（観光交流センター整備）

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

事業完了時期が当初より延びたため、目標指標・数値への効果発現の影響は出ている。

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

人／年 約372,000 H15 約335,000

89.1

 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

観光客数 人／年 約1,380,000 H14 約1,500,000

H21

指　標

△

特に影響なし

1年以内の
達成見込み

1,311,746

フォローアップ
予定時期

観光交流センター整備事業において、事業項目の適正化により、建
物取り壊し事業を分割したため。

目標
達成度

H21 17,250

H21 1,404,528

人／年 3,760 H13 約5,000

366,217 平成24年６月△

指標1

指標２

ＪＲ善通寺駅乗降客数指標３

○

平成24年２月

郷土館（偕行社）の利用者
数

 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

観光客数の減少率 ％ 67.7 H15
その他の
数値指標1

数　　値

97.3

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

H15 －

減少し続ける観光客数の割合に対して、主要な観光
施設の観光客の利便性が向上されたことや新たな観
光スポットの創出が、減少の程度を改善させた。

－

・地域創造支援事業：赤門筋都市排水路改修事業

新たに追加し
た事業

なし

・地域創造支援事業：すし傳建物取り壊し事業

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

今後も同様に既存統計値によるチェックを行う。

平成24年６月

 ５）実施過程の評価

以前は郷土資料館としての認識が高かった旧善通寺偕行社が、本事業の整備により、本市の歴史的建築物としての価値を観光客等に認識されやすくなっている。
また、事業途中であるが、南大門前からのアプローチがしやすくなっていることから、これまで、総本山善通寺裏駐車場より観光客が寺院に参拝し、市街地内に回遊しなかったが、観光客が市街地側に回遊しつつある。

一般利用による公共交通利用者の減少に対して、市
街地内の主要観光施設の整備による利便性の向上
や新たな観光スポットの創出により、観光客の減少の
改善と併せて、利用客の減少を改善させた。

ＪＲ善通寺駅乗降客数の減
少率

％ 81.6

持続的なまちづくり
体制の構築

旧善通寺偕行社の整備において、「旧善通寺偕行社整備検討委員会」
にて、偕行社などの文化財の活用・整備等のまちづくり検討として、旧
善通寺偕行社の利用社会実験により様々な活用方法が検討された。

旧偕行社の利用として、今後も同様のイベントや施設活用を推進してい
く。

検討委員会は解散しているが、旧委員メンバーを今後のまちづくりに関す
る検討会や活動に、積極的な参加を促し、まちづくりを進める。

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

今後の対応方針等

モニタリング

・【指標１】香川県観光客動態調査の公表結果（毎年５月）より観光客数
を確認。
・【指標２】市生涯学習課にて毎月集計の郷土館（偕行社）利用客数よ
り、毎年３月末の集計値にて確認。
・【指標３】ＪＲ四国にて毎年集計（３月末時点）の乗降客数より確認。

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

・旧偕行社別棟建設事業：市民参加による社会実験実施。分科会にて
検討会を開催。
「日本うどん学会全国大会」開催、「雅楽管弦とみちのくの響き」開催、
「ジャズイベント」開催
、文化協会創立20周年記念式典」、「ワークショップ「勾玉づくり」」

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

住民参加
プロセス

フォローアップ
予定時期

効果発現要因
（総合所見）

旧偕行社の観光客数が増加し、総本山善通寺への利
便性や市街地との連携は向上したが、香川県内の主
要観光地でも観光客数は減少・停滞傾向にあるととも
に、観光客の増加につながると見込んだ事業が最終
年度の実施となったことが要因として大きい。

歴史性を活かした交流拠点としての機能や利便性の
向上が図られ、利用客数が大幅に増加した。
また、大広間の利用など、建物本来の活用がされ、歴
史的な観光資源としての認知度の向上も図られた。

目標値は上回らなかったが、当初の将来予測である
281千人の乗降客数に対して、43千人も減少が改善さ
れており、市街地内の回遊性の向上に一定の効果が
あったことは評価できる。事業実施時期の遅れが間
接的に影響しているとともに、国策の影響等による公
共交通利用者の大幅な低下が要因と考えられる。

平成24年４月

平成24年２月

効果発現要因
（総合所見）

その他の
数値指標２

地区名

事業名
なし

なし

数　　値

平成17年度～平成20年度
平成17年度～平成21年度

交付期間
の変更

919百万円

善通寺市中心市街地地区

平成17年度～平成21年度 平成21年度事後評価実施時期

香川県 市町村名 善通寺市

交付対象事業費 国費率



様式２－２　地区の概要

単位：人／年 約1,380,000 H14 約1,500,000 H21 1,311,746 H21

単位：人／年 3,760 H13 約5,000 H21 28,636 H21

単位：人／年 約372,000 H15 約335,000 H21 324,628 H21

単位：％ 67.7 H15 97.3 H21

単位：％ 81.6 H15 89.1 H21

単位：人／年 11,512 H16 13,370 H21

単位：％ - - 73.6 H21

郷土館（偕行社）の利用者数

観光客数

ＪＲ善通寺駅乗降客数
市民・観光客の交流拠点の創造とゆとりある回遊空間の創出による、活力ある文教・観光都市の形成
①歴史的資源等を活用した交流拠点の形成と魅力ある景観形成による地区内交流の活性化
②ゆとりある空間形成による良好な市街地環境の形成とにぎわいの創出

観光客数の減少率

ＪＲ善通寺駅乗降客数の減少率

総本山善通寺いろは会館宿泊者数

整備等による総本山善通寺へのアクセス改善に対する観
光客の満足度

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

・交流拠点として整備した施設等の有効活用を図るため、市民への施設利用ＰＲの強化により、地域交流及び市民意識の向上を図る。
・市主催のイベントやキャンペーンの実施等による施設の利用促進を図り、地域交流、広域交流の活性化を図る。
・街路網の充実や案内システム、情報提供の充実等により市街地内ネットワークの強化を図るとともに、周回バスの運行やレンタサイクルシステム等による市街地内の回遊交通システムの構築を図り、市街地内の観光拠点間の回遊
を活性化させる。
・ＪＲと連携した交通システムや企画キップ、割引サービス等のソフト事業の展開を図り、交流人口の増大を図る。
・イベント開催や情報共有等による観光施設の連携強化とともに、観光施設やイベントのＰＲ強化を図り、観光客の増大、市街地内の賑わいの向上を図る。
・観光交流センターの整備を引き続き推進する。

まちの課題の変化

・旧善通寺偕行社の整備により、市民の市の歴史への関心向上と、市民活動の拠点としての活用がされ、文化や歴史に触れる場が提供されるようになった。
・旧善通寺偕行社や総本山善通寺等の観光拠点の集客力の強化、観光交流センター整備による観光交流拠点の創出が図られ、市内の観光交流の活性化の礎ができた。
・来街者の減少は観光客やＪＲ善通寺駅の一般乗降客の減少率の改善がされている。

目標値 評価値

善通寺市中心市街地地区（香川県善通寺市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

■基幹事業
【既存建造物活用事業】

高次都市施設
観光交流センター整備 ： A＝約420㎡
［すし傳跡地］（善通寺市整備）

○関連事業
旧善通寺偕行社保存整備事業
（善通寺市整備）

■基幹事業
【高次都市施設】

地域交流センター建設
： A＝493.92㎡
［旧偕行社別棟建設］
（善通寺市整備）

□提案事業
【地域創造支援事業】

すし傳建物取り壊し事業 ： A＝643㎡
（善通寺市整備）

■基幹事業
【地域生活基盤施設】

広場整備 ： A＝2,390㎡
［南大門前にぎわい広場］
［第1期］（善通寺市整備）

■基幹事業
【道路】
一級市道大門通り線

（南大門前にぎわい広場）
： A＝2,420㎡［第1期］
（善通寺市整備）

□提案事業
【地域創造支援事業】

赤門筋都市排水路改修事業
： A＝307m（善通寺市整備）

■基幹事業
【道路】

一級市道赤門筋線 ： A＝307m
（善通寺市整備）

■基幹事業
【地域生活基盤施設】

緑地整備 ： A＝4,600㎡
［旧善通寺偕行社周辺整備］
（善通寺市整備）

○関連事業
光のまちづくり事業
（善通寺市整備）

■：基幹事業

□：提案事業

■：基幹事業

□：提案事業

一級市道大門通り線、広場整備
（南大門にぎわい広場）　　※完成予定

一級市道赤門筋線
赤門筋都市排水路改修事業

観光交流センター整備
すし傳建物取り壊し事業　　　　　　※完成予定

地域交流センター建設（旧偕行社別棟建設）

緑地整備（旧善通寺偕行社周辺整備）

※上記事業と関連事業（旧善通寺偕行社保存整備事業）


