
様式４

都市再生整備計画　フォローアップ報告書

伊香保地区

平成２６年９月

群馬県渋川市



１．数値目標の達成状況の確認（確定値）

様式4－①　都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

単位 評価値 目標達成度 理由 改善策の方向性

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

※全ての指標について記入

様式4－②　その他の数値指標の確定

単位 評価値 達成度 理由 改善策の方向性

確定

見込み ●

確定

見込み ●

確定

見込み ●

確定

見込み ●

※全ての指標について記入

410,000 437,902

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-②から転記　※全ての指標について記入 ※フォローアップの必要のある指標について記入

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

ホームページのリニューアルから5
年経過していることから、今後はあ
る程度数値が一定になるものと考
える。

観光スポットであるため、充分な集
客であるが、整備後間もないため、
今後維持できるような管理が求め
られる。

その他の
数値指標４

観光協会のホーム
ページアクセス数

人/年 310,000 H26年4月

H26年4月

観山広場周辺整備の効果から、当
駐車場に集中し、利用者が増加し
たものと考えられる。

その他の
数値指標３

ハワイ王国公使別邸
及び展示資料館入場
者数

人/年 24,000 23,290

28,266 H26年4月
□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

前年度の状況から
評価値を高く見て
いたため

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

H23,H24と11万人を超える利用者
であり、評価値には至らなかったも
のの充分な集客人数である。

その他の
数値指標２

徳冨蘆花記念文学館
駐車場台数

人/年 19,000 27,000

118,000 96,910 H26年4月

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

総合所見

見込み・確定の別
1年以内の
達成見込み

その他の
数値指標１

森林公園利用者 人/年 63,000

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

事後評価シート　様式２-1及び添付様式2-①から転記　※全ての指標について記入 ※フォローアップの必要のある指標について記入

指　標 従前値 目標値

事後評価
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

計測時期

H　　年　月

H26年4月 ×

利用者の分散化は
落ち着いたが、改
善までには至って
いない。

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

観光協会のホームページの状況を
加味すると決して単純な減少では
ないため、一層の連携を図り、改善
を目指す。

指標５

■　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

平成23年度には3,800台を集計して
いることと平成24年度以降に新規
の駐車場を整備したことで利用が
分散化されたものと考えられる。

指標４
ホームページ検索利
用

人/年 400,000 500,000 300,000 × 207,484

3,400 △ 2,817 H26年4月 △
従前値以降の状況
から評価値を高く
みていたため

H26年4月 △
従前値以降の状況
から評価値を高く
みていたため

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
■　新たに改善策をたてる

利用者が年間12万人のロープウェ
イが同一建物にあることから、連携
を強化することで案内機能が充実
すると考えられる。

指標３ 駐車場利用 台/年 2,900 4,000

□　改善策はそのまま
□　改善策に補強が必要
□　新たに改善策をたてる

一時期の減少から回復傾向に転じ
ているため、この状態を維持してい
くことで数年のうちに目標値に達す
ることが見込まれる。

指標２ まちの駅利用者 人/年 96,000 120,000 97,000 △ 79,089

38 △ 39.7 H26年4月 △

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成

度

確定値が評価値と比較して大きな差異があ
る場合や改善が見られない場合等

総合所見
見込み・確定
の別

1年以内の
達成見込み

指標１ 宿泊客稼働率 ％ 40 41

指　標 従前値 目標値

事後評価
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
よる確定値

計測時期



２．今後のまちづくり方策の検証

様式4－③　「今後のまちづくり方策」の進捗状況

様式4－④　フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

事後評価シート　添付様式5－③から転記

追加が考えられる今後のまちづくり方策 具体的内容 実施時期 実施にあたっての課題　その他特記事項

来訪者への案内機能の強化
まちの駅における観光案内機能の周知により来訪者への情報提供の機会を充実さ
せ、結果としてまちの駅利用数の増加を図る。

平成26年10月

関連業種や地区外観光地との調整会議
アクセス整備事業

観光担当部署において、群馬県、JRのほか伊香保地区の関
係機関（民間団体）による「観光戦略会議」を設立し、協議を開
始した。

会議を実施し検討を行っている。 検討結果に対する実効性の確保が課題である。

官民連携の各種調査事業
まちづくり会議

観光協会に依頼して客室稼働率の確認や施設の利用状況を
確認するほか、観山広場などの正式名称を、地元自治会や観
光関係団体に検討してもらったうえで決定した。

情報収集などのやりとりを重ねることで団体等と
の情報交換や意見協議といった連携しやすい環
境が築かれ、また、自らが施設の名称を考えたこ
とで施設に対する愛着が湧くことを期待している。

定期的な情報収集体制や、収集した情報の活用体制を整備す
ることが必要である。

改善策

・まちづくりの目標を達成するた
めの改善策

・残された課題・新たな課題への
対応策

・その他　必要な改善策

空き家等対策事業
景観整備支援事業

地元NPO団体と協力し、商店等の外観改修に補助金を交付
し、民間による景観改善を図る。

6件の商店等が活用し、景観改善が図られた。 多くの商店等の活用を望んでいるが、補助裏の負担が難しいこ
とや改修（投資）を避けるなど、大幅な進捗は期待できない状況
である。

駐車場整備事業 市有施設の今後の活用方法が検討される中で、跡地を駐車場
とする検討をしている。

検討を進めている段階である。 全市的な検討、協議であることから結論に至るまで、相当の期
間を要する。

空き家対策条例の所管部署を中心に全市的な検討を進めてい
く方向であることから、対策や事業開始まで相当の時間がかか
ことが想定される。

行楽シーズンにおける駐車場不足解消と観光拠点整
備

駐車場案内板の増設と行楽シーズンにおける誘導員を駐車場
に配置することで伊香保地区内における交通の円滑化を図り、
また、観光拠点である石段周辺には駐車場を増設した。

看板や誘導員により一定の効果を得ているが、石
段周辺への来訪者の集中により駐車場不足の解
消には至っていない。

地区内の観光拠点への分散を図ることで来訪者の集中を緩和
する方策や新規の駐車場整備など改善に向けた検討が必要で
ある。

地域間強力体制の確立、アクセス等の環境整備 観光担当部署において、群馬県、JRのほか伊香保地区の関
係機関（民間団体）による「観光戦略会議」を設立し、協議を開
始した。

会議を実施し検討を行っている。 検討結果に対する実効性の確保が課題である。
・成果を持続させるために

行う方策

空き家、廃屋が関連する景観整備 空き家対策条例の所管部署に対して、伊香保地区に関する状
況提供を行った。

市全体の空き家状況を再確認した後に、今後の
対応を決めることとした。

官民一体となった情報収集、地域一丸となったまちづ
くり事業等の実施

観光協会に依頼して客室稼働率の確認や施設の利用状況な
どの確認を行った。

現時点においては情報収集のみであり、結果を活
用した事業は実施には至っていない。

事後評価シート　添付様式5－③に記載した
今後のまちづくり方策

実施した具体的な内容 実施した結果 今後の課題　その他特記事項


