
都市再生整備計画
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資料３



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島中央駅

高見馬場交差点

中央公園

天文館公園

至 鹿児島駅

至 本港区

いづろ・天文館地区（約40ha）

照国神社

センテラス天文館

山形屋

鹿児島銀行本店
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ザビエル公園



目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 約40 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

都道府県名 鹿児島県 鹿児島市
かごしまし

いづろ・天文館
てん もん かん

地区
ち く

計画期間 交付期間 4

大目標：広域拠点としてのにぎわいとふれあいのまちづくり

目標１：鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る。
目標２：いづろ・天文館地区の回遊性の向上を図る。

〇利便性の高いまちを維持するために中心市街地や副都心などに高次都市機能を集積するとともに、地域生活拠点や団地核、集落核を基本として、生活利便施設を集約し、一定の人口密度を維持しながら歩いてくらせる生活圏の形成を図る。

〇人口の集約や行政財の効率的な運営のためにコンパクトかつ安全な市街地の形成に向けた土地利用の促進を図る。
〇中心市街地や副都心の持つ都市機能を誰もが享受することが可能となるために、利便性・効率性の高い持続可能な公共交通体系の構築を図り、拠点間がネットワーク化された市街地の形成を図る。

〇いづろ・天文館地区は、商業・業務さまざまな高次都市機能が集積し、南九州随一の繁華街、魅力ある都心部として本市の発展に重要な役割を果たしてきた。

〇しかしながら、近年は、都市環境や交通事情の変化、郊外の商業基盤の充実等により、その地位が低下傾向にあったことから、いづろ・天文館地区を中心に鹿児島中央駅地区、上町・ウォーターフロント地区を含む区域を

　 中心市街地に位置づけ、中心市街地活性化基本計画を策定し、活性化に取り組んできた。
〇このような取組により、鹿児島中央駅地区においては、歩行者通行量の増加や公示価格の上昇など一定の効果がみられる。

〇一方、いづろ・天文館地区は、歩行者通行量が漸減傾向にあり、平成28年度はこの10年間で最も低い値となっており、活性化に向けた更なる取組が必要である。

〇当該地区においては、千日町1･4番街区市街地再開発事業等のにぎわい創出に資する事業が進められているものの、再開発ビル建設中のにぎわい創出が懸念される。
〇再開発事業によるにぎわい創出の効果を発現するために、再開発ビル建設期間中も現在の歩行者通行量を概ね維持できるようにぎわい創出を図ることが必要である。

〇こういった背景を踏まえ、地元住民等と市でいづろ・天文館地区のにぎわい創出に必要な事業を検討するワーキンググループを設置し、いづろ・天文館地区の活性化に資する事業についても検討を行っている。

〇また、当該ワーキンググループでは、地元住民主体のまちづくりについての検討も行っており、本計画により整備する施設の維持管理もその一環としてｌ、都市再生推進法人の制度活用も含めた検討を進めている。
〇このような中、地元商店街から照国表参道（国道225号）における歩行者天国社会実験について、地区全体で取り組みたいとの意向が示されたところ。

〇このほか、公共が主体となってにぎわいの創出や交流の拡大に資する高次都市機能施設を整理し、まちなかに集客効果の高い施設を計画的に整備することでにぎわいの創出や交流の拡大、利便性の高い拠点形成を図ることとしている。

〇いづろ・天文館地区の回遊性向上

・鹿児島中央駅地区、いづろ・天文館地区、本港区を結ぶ都市軸及びその周辺においては特に、ハード・ソフト両面から回遊性の向上を図る必要がある。

〇住民主体によるまちづくり活動の展開

・活性化している住民主体によるまちづくり活動を持続的に展開し、更なる地区の魅力向上を図る。

〇立地適正化計画では、「これまで蓄積された商業機能など多様な都市機能とともに、桜島、錦江湾に近接した恵まれた環境を活かし、歩いて楽しくにぎわいに満ちた鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る」ことを目指している。

〇鹿児島都市マスタープランでは、「鹿児島を感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成を進め、誰もが来やすく歩きやすい街」を目指している。

〇鹿児島市中心市街地活性化基本計画では、「気軽にまち歩きを楽しめる回遊性のあるまちづくり」、「人々が住まい、集い、活気のあるまちづくり」、「多面的な魅力とにぎわいあふれるまちづくり」を目指している。

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ１）

計画期間・交付期間：平成３０年度～令和４年度（５年間）
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目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 約40 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標：広域拠点としてのにぎわいとふれあいのまちづくり
目標１：鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る。
目標２：いづろ・天文館地区の回遊性の向上を図る。

〇利便性の高いまちを維持するために中心市街地や副都心などに高次都市機能を集積するとともに、地域生活拠点や団地核、集落核を基本として、生活利便施設を集約し、一定の人口密度を維持しながら歩いてくらせる生活圏の形成を図る。
〇人口の集約や行政財の効率的な運営のためにコンパクトかつ安全な市街地の形成に向けた土地利用の促進を図る。

〇中心市街地や副都心の持つ都市機能を誰もが享受することが可能となるために、利便性・効率性の高い持続可能な公共交通体系の構築を図り、拠点間がネットワーク化された市街地の形成を図る。

〇いづろ・天文館地区は、商業・業務さまざまな高次都市機能が集積し、南九州随一の繁華街、魅力ある都心部として本市の発展に重要な役割を果たしてきた。
〇しかしながら、近年は、都市環境や交通事情の変化、郊外の商業基盤の充実等により、その地位が低下傾向にあったことから、いづろ・天文館地区を中心に鹿児島中央駅地区、上町・ウォーターフロント地区を含む区域を

　 中心市街地に位置づけ、中心市街地活性化基本計画を策定し、活性化に取り組んできた。
〇このような取組により、鹿児島中央駅地区においては、歩行者通行量の増加や公示価格の上昇など一定の効果がみられる。

〇一方、いづろ・天文館地区は、歩行者通行量が漸減傾向にあり、平成28年度はこの10年間で最も低い値となっており、活性化に向けた更なる取組が必要である。
〇当該地区においては、千日町1･4番街区市街地再開発事業等のにぎわい創出に資する事業が進められているものの、再開発ビル建設中のにぎわい創出が懸念される。

〇再開発事業によるにぎわい創出の効果を発現するために、再開発ビル建設期間中も現在の歩行者通行量を概ね維持できるようにぎわい創出を図ることが必要である。
〇こういった背景を踏まえ、地元住民等と市でいづろ・天文館地区のにぎわい創出に必要な事業を検討するワーキンググループを設置し、いづろ・天文館地区の活性化に資する事業についても検討を行っている。

〇また、当該ワーキンググループでは、地元住民主体のまちづくりについての検討も行っており、本計画により整備する施設の維持管理もその一環としてｌ、都市再生推進法人の制度活用も含めた検討を進めている。
〇このような中、地元商店街から照国表参道（国道225号）における歩行者天国社会実験について、地区全体で取り組みたいとの意向が示されたところ。
〇このほか、公共が主体となってにぎわいの創出や交流の拡大に資する高次都市機能施設を整理し、まちなかに集客効果の高い施設を計画的に整備することでにぎわいの創出や交流の拡大、利便性の高い拠点形成を図ることとしている。

〇いづろ・天文館地区の回遊性向上
・鹿児島中央駅地区、いづろ・天文館地区、本港区を結ぶ都市軸及びその周辺においては特に、ハード・ソフト両面から回遊性の向上を図る必要がある。

〇住民主体によるまちづくり活動の展開
・活性化している住民主体によるまちづくり活動を持続的に展開し、更なる地区の魅力向上を図る。

〇立地適正化計画では、「これまで蓄積された商業機能など多様な都市機能とともに、桜島、錦江湾に近接した恵まれた環境を活かし、歩いて楽しくにぎわいに満ちた鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る」ことを目指している。
〇鹿児島都市マスタープランでは、「鹿児島を感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成を進め、誰もが来やすく歩きやすい街」を目指している。

〇鹿児島市中心市街地活性化基本計画では、「気軽にまち歩きを楽しめる回遊性のあるまちづくり」、「人々が住まい、集い、活気のあるまちづくり」、「多面的な魅力とにぎわいあふれるまちづくり」を目指している。

都道府県名 鹿児島県 鹿児島市
かごしまし

いづろ・天文館
てんもんかん

地区
ちく

計画期間 交付期間 4

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ１）

【計画作成時の課題】
・鹿児島中央駅地区、いづろ・天文館地区、本港区を結ぶ都市軸及び

その周辺においては特に、ハード・ソフト両面から回遊性の向上を
図る必要がある。

・活性化している住民主体によるまちづくり活動を持続的に展開し、
更なる地区の魅力向上を図る。
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目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 約40 ha

平成 30 年度　～ 令和 4 年度 平成 30 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
都市全体の再編方針（都市機能の拡散防止のための公的不動産の活用の考え方を含む、当該都市全体の都市構造の再編を図るための方針）　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。

まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

大目標：広域拠点としてのにぎわいとふれあいのまちづくり

目標１：鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る。
目標２：いづろ・天文館地区の回遊性の向上を図る。

〇利便性の高いまちを維持するために中心市街地や副都心などに高次都市機能を集積するとともに、地域生活拠点や団地核、集落核を基本として、生活利便施設を集約し、一定の人口密度を維持しながら歩いてくらせる生活圏の形成を図る。

〇人口の集約や行政財の効率的な運営のためにコンパクトかつ安全な市街地の形成に向けた土地利用の促進を図る。
〇中心市街地や副都心の持つ都市機能を誰もが享受することが可能となるために、利便性・効率性の高い持続可能な公共交通体系の構築を図り、拠点間がネットワーク化された市街地の形成を図る。

〇いづろ・天文館地区は、商業・業務さまざまな高次都市機能が集積し、南九州随一の繁華街、魅力ある都心部として本市の発展に重要な役割を果たしてきた。

〇しかしながら、近年は、都市環境や交通事情の変化、郊外の商業基盤の充実等により、その地位が低下傾向にあったことから、いづろ・天文館地区を中心に鹿児島中央駅地区、上町・ウォーターフロント地区を含む区域を
　 中心市街地に位置づけ、中心市街地活性化基本計画を策定し、活性化に取り組んできた。

〇このような取組により、鹿児島中央駅地区においては、歩行者通行量の増加や公示価格の上昇など一定の効果がみられる。
〇一方、いづろ・天文館地区は、歩行者通行量が漸減傾向にあり、平成28年度はこの10年間で最も低い値となっており、活性化に向けた更なる取組が必要である。

〇当該地区においては、千日町1･4番街区市街地再開発事業等のにぎわい創出に資する事業が進められているものの、再開発ビル建設中のにぎわい創出が懸念される。
〇再開発事業によるにぎわい創出の効果を発現するために、再開発ビル建設期間中も現在の歩行者通行量を概ね維持できるようにぎわい創出を図ることが必要である。
〇こういった背景を踏まえ、地元住民等と市でいづろ・天文館地区のにぎわい創出に必要な事業を検討するワーキンググループを設置し、いづろ・天文館地区の活性化に資する事業についても検討を行っている。

〇また、当該ワーキンググループでは、地元住民主体のまちづくりについての検討も行っており、本計画により整備する施設の維持管理もその一環としてｌ、都市再生推進法人の制度活用も含めた検討を進めている。
〇このような中、地元商店街から照国表参道（国道225号）における歩行者天国社会実験について、地区全体で取り組みたいとの意向が示されたところ。

〇このほか、公共が主体となってにぎわいの創出や交流の拡大に資する高次都市機能施設を整理し、まちなかに集客効果の高い施設を計画的に整備することでにぎわいの創出や交流の拡大、利便性の高い拠点形成を図ることとしている。

〇いづろ・天文館地区の回遊性向上
・鹿児島中央駅地区、いづろ・天文館地区、本港区を結ぶ都市軸及びその周辺においては特に、ハード・ソフト両面から回遊性の向上を図る必要がある。

〇住民主体によるまちづくり活動の展開

・活性化している住民主体によるまちづくり活動を持続的に展開し、更なる地区の魅力向上を図る。

〇立地適正化計画では、「これまで蓄積された商業機能など多様な都市機能とともに、桜島、錦江湾に近接した恵まれた環境を活かし、歩いて楽しくにぎわいに満ちた鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る」ことを目指している。
〇鹿児島都市マスタープランでは、「鹿児島を感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成を進め、誰もが来やすく歩きやすい街」を目指している。

〇鹿児島市中心市街地活性化基本計画では、「気軽にまち歩きを楽しめる回遊性のあるまちづくり」、「人々が住まい、集い、活気のあるまちづくり」、「多面的な魅力とにぎわいあふれるまちづくり」を目指している。

都道府県名 鹿児島県 鹿児島市
かごしまし

いづろ・天文館
てんもんかん

地区
ちく

計画期間 交付期間 4

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ１）

大目標：広域拠点としてのにぎわいとふれあいのまちづくり
目標１：鹿児島らしい交流空間の一層の充実を図る。
目標２：いづろ・天文館地区の回遊性の向上を図る。
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都市構造再編集中支援事業の計画　※都市構造再編集中支援事業の場合に記載すること。それ以外の場合は本欄を削除すること。
都市機能配置の考え方

都市再生整備計画の目標を達成するうえで必要な誘導施設の考え方

都市の再生のために必要となるその他の交付対象事業等

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

（人/日） H28 R4歩行者通行量（20地点、土日） いづろ・天文館地区の土日の歩行者通行量 まちなかのにぎわいを歩行者通行量の増加により確認する。 120,053 約125,000

〇千日町1･4番街区再開発ビルへ集客効果が期待できる図書館を設置し、民間が運営する他のテナントと連携することで再開発事業の効果をより高め、
　 当該地区における民間の投資を誘導することにより、中心市街地全体の活性化及びコンパクトシティの推進を図ることとしている。

都市再生土地区画整理事業や市街地再開発事業の特例を受ける場合は当該事業の概要、位置づけを記載。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

〇「かごしまコンパクトなまちづくりプラン」では、まちづくりの方向性として、「利便性の高いまちを維持するために中心市街地や副都心などに高次都市機能を集積する」こととしている。
〇公共が主体で整備する高次都市機能施設を整理し、誘導施設として位置付けることで更なるコンパクトなまちづくりを推進する。

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ２）

指標：歩行者通行量（人/日）
6



整備方針等

計画区域の整備方針

その他
【まちづくりの住民参加】

〇当該計画の策定にあたって、地元住民等と市でいづろ・天文館地区のにぎわい創出に必要な事業を検討するワーキンググループを設置し、いづろ・天文館地区の活性化に資する事業について検討を行ってきた。

〇その検討結果を踏まえ、共同企業体（天文館商店街振興組合連合会及び鹿児島銀行）が実施するアーケード設置事業を基幹事業に位置付けるなど、地域住民も事業の主体となった計画である。
〇また、当該ワーキンググループでは、地元住民主体のまちづくりについての検討も行っており、本計画により整備する施設の維持管理もその一環として、都市再生推進法人の制度活用も含めた検討を進めている。

【官民連携事業】

※都市再生整備計画区域内で、道路占有特例、河川敷地占有、歩行者経路協定、都市利便増進協定を活用する場合には記載する。

方針に合致する主要な事業

かごしまを感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成を進め、誰もが来やすく歩きやすいまちづくりを進める。 ■まちなか図書館（仮称）整備事業

■呉服町2･3番街区駐車場整備事業

■呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

■呉服町アーケード設置事業

■金生町アーケード設置事業

□照国表参道歩行者天国社会実験

□にぎわい創出事業（仮囲いペイント）
□まちづくり検討調査

□事業効果分析調査等

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ３）

整備方針
かごしまを感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成

を進め、誰もが来やすく歩きやすいまちづくりを進める。

7



整備方針等

計画区域の整備方針

その他
【まちづくりの住民参加】

〇当該計画の策定にあたって、地元住民等と市でいづろ・天文館地区のにぎわい創出に必要な事業を検討するワーキンググループを設置し、いづろ・天文館地区の活性化に資する事業について検討を行ってきた。

〇その検討結果を踏まえ、共同企業体（天文館商店街振興組合連合会及び鹿児島銀行）が実施するアーケード設置事業を基幹事業に位置付けるなど、地域住民も事業の主体となった計画である。
〇また、当該ワーキンググループでは、地元住民主体のまちづくりについての検討も行っており、本計画により整備する施設の維持管理もその一環として、都市再生推進法人の制度活用も含めた検討を進めている。

【官民連携事業】

※都市再生整備計画区域内で、道路占有特例、河川敷地占有、歩行者経路協定、都市利便増進協定を活用する場合には記載する。

方針に合致する主要な事業

かごしまを感じさせる歩行空間の整備とネットワークの形成を進め、誰もが来やすく歩きやすいまちづくりを進める。 ■まちなか図書館（仮称）整備事業

■呉服町2･3番街区駐車場整備事業

■呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

■呉服町アーケード設置事業

■金生町アーケード設置事業

□照国表参道歩行者天国社会実験

□にぎわい創出事業（仮囲いペイント）
□まちづくり検討調査

□事業効果分析調査等

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ３）

方針に合致する主要な事業
①まちなか図書館（仮称）整備事業
②呉服町2･3番街区駐車場整備事業
③呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業
④呉服町アーケード設置事業
⑤金生町アーケード設置事業
⑥照国表参道歩行者天国社会実験
⑦にぎわい創出事業（仮囲いペイント）
⑧まちづくり検討調査
⑨事業効果分析調査等

8



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）

基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 ㈱千日1･4開発 間 450台 1 3 1 3 2,800.0 2,800.0 337.5 2,462.5 337.5 -

地域生活基盤施設 ㈱千日1･4開発 間 400台 1 3 1 3 200.0 200.0 62.5 137.5 62.5 -

高質空間形成施設 共同企業体 間
1箇所

（道路幅員：

約35m）

30 2 30 2 391.9 391.9 93.8 298.1 76.0 -

高質空間形成施設 商店街振興組合 間
1箇所

（延長：約55m）
2 2 2 2 56.7 56.7 25.8 30.9 25.8 -

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 鹿児島市 直 約2,100㎡ 1 3 1 3 1,727.1 1,727.1 1,727.1 0.0 1,727.1 1.3

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 5,175.7 5,175.7 2,246.7 2,929.0 2,228.9 1.3 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

鹿児島市 直 ペイント 30 30 30 30 0.6 0.6 0.6 0.0 0.6

鹿児島市 直 事業調査分析 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 0.0 3.5

鹿児島市 直 一式 4 4 4 4 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0

鹿児島市 直 L≒約270m 4 4 4 4 3.1 3.1 3.1 0.0 3.1

合計 16.2 16.2 16.2 0.0 16.2 …B

合計(A+B) 2,245.1

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

組合 国交省 ○ R2 R4

㈱鹿児島銀行 H27 R1

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

千日町1･4番街区市街地再開発事業 千日町1･4番街区

鹿児島銀行新本店ビル建設事業 金生町6番・泉町3番

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調査
事業効果分析調査

まちづくり検討調査

まちづくり活動

推進事業

照国表参道歩行者天国社会実験 照国表参道（国道225号）

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造

支援事業

にぎわい創出事業（仮囲いペイント） 千日町1･4番街区

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地総合整備事業

まちなか図書館（仮称）整備事業

呉服町2･3番街区駐車場整備事業

呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

アーケード設置事業（金生町）

アーケード設置事業（呉服町）

交付期間内事業期間

細項目
事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

（参考）事業期間

交付対象事業費 2,245.1 交付限度額 1,118.7 国費率 0.498

統合したB／Cを記入してください

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ４）

交付対象事業費：2,245.1（百万円）
交付限度額：1,118.7（百万円）

国費率：49.8％
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目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市構造再編集中支援事業） 様式（１）-④-１

（金額の単位は百万円）

基幹事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 ㈱千日1･4開発 間 450台 1 3 1 3 2,800.0 2,800.0 337.5 2,462.5 337.5 -

地域生活基盤施設 ㈱千日1･4開発 間 400台 1 3 1 3 200.0 200.0 62.5 137.5 62.5 -

高質空間形成施設 共同企業体 間

1箇所

（道路幅員：

約35m）

30 2 30 2 391.9 391.9 93.8 298.1 76.0 -

高質空間形成施設 商店街振興組合 間
1箇所

（延長：約55m）
2 2 2 2 56.7 56.7 25.8 30.9 25.8 -

高質空間形成施設

高次都市施設 地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

誘導施設 医療施設

社会福祉施設

教育文化施設 鹿児島市 直 約2,100㎡ 1 3 1 3 1,727.1 1,727.1 1,727.1 0.0 1,727.1 1.3

子育て支援施設

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 5,175.7 5,175.7 2,246.7 2,929.0 2,228.9 1.3 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

鹿児島市 直 ペイント 30 30 30 30 0.6 0.6 0.6 0.0 0.6

鹿児島市 直 事業調査分析 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5 0.0 3.5

鹿児島市 直 一式 4 4 4 4 9.0 9.0 9.0 0.0 9.0

鹿児島市 直 L≒約270m 4 4 4 4 3.1 3.1 3.1 0.0 3.1

合計 16.2 16.2 16.2 0.0 16.2 …B

合計(A+B ) 2,245.1

（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

組合 国交省 ○ R2 R4

㈱鹿児島銀行 H27 R1

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

千日町1･4番街区市街地再開発事業 千日町1･4番街区

鹿児島銀行新本店ビル建設事業 金生町6番・泉町3番

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

事業活用調査
事業効果分析調査

まちづくり検討調査

まちづくり活動

推進事業

照国表参道歩行者天国社会実験 照国表参道（国道225号）

（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目

地域創造

支援事業

にぎわい創出事業（仮囲いペイント） 千日町1･4番街区

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

住宅市街地総合整備事業

まちなか図書館（仮称）整備事業

呉服町2･3番街区駐車場整備事業

呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

金生町アーケード設置事業

呉服町アーケード設置事業

交付期間内事業期間
細項目

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 2,245 .1 交付限度額 1,118.7 国費率 0.498

統合したB／Cを記入してください

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ４）

【基幹事業】
①まちなか図書館（仮称）整備事業 ：1,727.1（百万円）
②呉服町2・3番街区駐車場整備事業 ：2,800.0（百万円）
③呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業： 200.0（百万円）
④呉服町アーケード設置事業 ： 56.7（百万円）
⑤金生町アーケード設置事業 ： 391.9（百万円）

10

【提案事業】
⑥照国表参道歩行者天国社会実験 ：3.1（百万円）
⑦にぎわい創出事業（仮囲いペイント）：0.6（百万円）
⑧まちづくり検討調査 ：9.0（百万円）
⑨事業効果分析 ：3.5（百万円）



１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ６）

（R4年度）

　いづろ・天文館地区（鹿児島県鹿児島市）　整備方針概要図（都市構造再編集中支援事業）

目標 広域拠点としてのにぎわいとふれあいのまちづくり
代表的な

指標

中心市街地の

土日の歩行者通行量
（人） 120,053 （H28年度） → 約125,000

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

至 鹿児島駅

◇用途地域

：準工業

：商業

：近隣商業

：第２種住居

：第２種中高層住居専用

□提案事業：事業調査活用
⑨事業効果分析調査

いづろ・天文館地区（約40ha）
鹿児島中央駅

鹿児島駅

□提案事業：地域創造支援事業
⑦にぎわい創出事業（仮囲いペイント）

■基幹事業：地域生活基盤施設
③呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

■基幹事業：地域生活基盤施設
②呉服町2･3番街区駐車場整備事業

■基幹事業：高質空間形成施設
④呉服町アーケード設置事業

鹿児島銀行新本店ビル建設事業

■基幹事業：中心拠点誘導施設
①まちなか図書館（仮称）整備事業

■基幹事業：高質空間形成施設
⑤金生町アーケード設置事業

□提案事業：まちづくり活動推進事業

⑥照国表参道歩行者天国社会実験

千日町1･4番街区市街地再開発事業

□提案事業：事業調査活用
⑧まちづくり検討調査

千日町1･4番街区暮らし・にぎわい再生事業

11



事業の実施内容

12



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

13

７－Ｃ千日町1･4番街区市街地再開発事業

センテラス天文館

天文館通電停

資料１ （Ｐ６）



整備前 整備後

7－Ｃ千日町１・４番街区市街地再開発事業

【事業効果】

にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能の強化
などが図られた。

14

再開発ビル（センテラス天文館）の本体工事等に対し、補助金
の交付などを行った。

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ６）



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

７－Ｄ千日町１・４番街区暮らし・にぎわい再生事業

15

センテラス天文館 1Ｆ、6Ｆ

資料１ （Ｐ６）



資料１ （Ｐ３）

広場（1Ｆ） ホール（6Ｆ）

【事業効果】

イベント開催などにより、新たなにぎわい創出が図られた。

7－Ｄ千日町１・４番街区暮らし・にぎわい再生事業

16

民間事業者が行った広場・ホールの取得に対し、補助金の
交付などを行った。

１．都市再生整備計画について 資料１ （Ｐ６）



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

①まちなか図書館（仮称）整備事業

17

センテラス天文館 4Ｆ、5Ｆ

資料１ （Ｐ６）



①まちなか図書館（仮称）整備事業

１．都市再生整備計画について

18

再開発事業に合わせ、市が図書館を整備した。

図書館（4、5Ｆ）

資料１ （Ｐ６）

【事業効果】
新たなにぎわい創出が図られた。

【参考】

月平均入館者数 ⇒ 市立図書館（鴨池）：約 43,500人
天文館図書館 ：約107,000人（R4.4～8月）



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

③呉服町2･3番街区自転車駐車場整備事業

②呉服町2･3番街区駐車場整備事業

19

センテラス天文館

マルヤガーデンズ

資料１ （Ｐ６）



②、③呉服町2・3番街区駐車場、自転車駐車場整備事業

【事業効果】

・土地利用の共同化等により市街地環境が改善した。
・周辺の交通処理が円滑化した。

整備後

１．都市再生整備計画について

整備前

20

再開発事業に合わせた駐車場等の整備に対し、補助金の交付など
を行った。

資料１ （Ｐ６）



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

④呉服町アーケード設置事業

⑤金生町アーケード設置事業

21

センテラス天文館

鹿児島銀行本店

マルヤガーデンズ

資料１ （Ｐ６）



④、⑤呉服町、金生町アーケード設置事業

【事業効果】

来街者の快適性、回遊性などが向上した。

１．都市再生整備計画について

22

呉服町、金生町におけるアーケード設置に対し、補助金の交付など
を行った。

呉服町 金生町

資料１ （Ｐ６）



１．都市再生整備計画について

至 鹿児島駅

⑥照国表参道歩行者天国社会実験

23

マルヤガーデンズ

センテラス天文館

中央公園

資料１ （Ｐ６）



⑥照国表参道歩行者天国社会実験

【事業効果】

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空
間創出による、来街者の増加や回遊性の向上（見込み）。

１．都市再生整備計画について

24

照国表参道（国道225号）において、歩行者天国社会実験を実施する
（R4年度実施）。

資料１ （Ｐ６）



２．事後評価シートについて 資料２

様式2

都市再生整備計画　事後評価シート（原案）

いづろ・天文館地区

令和４年１１月

鹿児島県鹿児島市

資料２

25



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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 ●

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30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験

　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査
　商店街：イベントの実施

　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ
予定時期

1年以内の
達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価

値が向上し、魅力あるテナントの出店な
どが期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠
点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた

め。

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

なし

指標1

616,750

カード登録により、図書館の継続的な利

用が見込まれることから、来街者の増

加につながることが期待できる。

数　　値

効果発現要因
（総合所見）

数　　値 目標
達成度※１

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

86,800

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月頃

2,736 　

 ５）実施過程の評価

集客力のある天文館図書館が集める人の流れは、地区全体の回遊性向上につながっており、商店街や周辺施設等への波及効果が図られた。

持続的なまちづくり
体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の
設立（R4.4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実

現に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主
体のまちづくりを推進する。

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出
　【にぎわい創出施策】

　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の
数値指標1

従前値 目標値

図書館利用者カードの

登録者数

（鹿児島市全体）

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標２

人/月 594 H28

地価公示価格

（4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、外出機会や入込観光客数が減少し

たことにより、従前値を割り込む状況と
なっており、今後、1年以内の目標達成

は難しい。

約125,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る

ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日）
人/日 120,053 H28

新たに追加し
た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間
の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

当初計画：呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業、
にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査、
天文館通電停前アーケード設置事業、再開発ビル広場ベンチ設置事業、
路面電車観光路線検討事業、再開発ビルコインロッカー設置

削 除：天文館通電停前アーケード設置事業、再開発ビル広場ベンチ設置事業、
路面電車観光路線検討事業、再開発ビルコインロッカー設置

追 加：呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業、呉服町アーケード設置事業、
まちなか図書館（仮称）整備事業、まちづくり検討調査、
照国表参道歩行者天国社会実験
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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

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30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験

　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査

　商店街：イベントの実施
　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ

予定時期

1年以内の

達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価値

が向上し、魅力あるテナントの出店などが

期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠

点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた
め。

交付期間の変更による事業、

指標、数値目標への影響
なし

指標1

616,750

センテラス天文館の全面開業などにより、
歩行者通行量は増加しており、にぎわいの

創出が図られた。

数　　値

効果発現要因

（総合所見）

数　　値 目標

達成度※１

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

99,698

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月

11,824

カード登録により、図書館の継続的な利用

が見込まれることから、来街機会の増加に

つながることが期待できる。

 ５）実施過程の評価

センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージアップにつながった。

持続的なまちづくり

体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の

設立（R4.4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実現

に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主体の

まちづくりを推進する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出

　【にぎわい創出施策】
　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の

数値指標1

従前値 目標値

センテラス天文館前の

歩行者通行量

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標３

人/日 11,174 H28

地価公示価格

（地区内4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
外出機会が減少したことなどにより、目標

値の80％となったが、4年度は3年度と比べ

15％増加しており、コロナが収束すれば、

センテラス天文館の開業効果などもあり、1
年以内の達成が可能と考える。

約125,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る
ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日の平均）
人/日 120,053 H28

新たに追加し

た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間

の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

その他の

数値指標２

図書館利用者カードの

月平均登録者数

（鹿児島市全体）

人 594 H28 － 2,736

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

指標 歩行者通行量（20地点、土日の平均）（人／日）
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120,053 113,896 
126,805 

111,176 

91,048 86,800 
99,698 

0

50,000

100,000

150,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

指標：歩行者通行量（20地点、土日）

土日平均の通行量（10月の第3週、8～20時）を調査

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外出機会が減少したことなどにより目標値の80％
となったが、センテラス天文館の開業などにより4年度は3年度と比べ15％増加しており、
コロナが収束すれば、その効果の継続などもあり1年以内の達成が可能と考える。

従前値：120,053人／日 目標値：125,000人/日

評価値：99,698人／日
（目標値の80％）

計画期間

目標達成度 ×

（年度）

（人）
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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

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30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験

　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査

　商店街：イベントの実施
　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ

予定時期

1年以内の

達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価値

が向上し、魅力あるテナントの出店などが

期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠

点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた
め。

交付期間の変更による事業、

指標、数値目標への影響
なし

指標1

616,750

センテラス天文館の全面開業などにより、
歩行者通行量は増加しており、にぎわいの

創出が図られた。

数　　値

効果発現要因

（総合所見）

数　　値 目標

達成度※１

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

99,698

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月

11,824

カード登録により、図書館の継続的な利用

が見込まれることから、来街機会の増加に

つながることが期待できる。

 ５）実施過程の評価

センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージアップにつながった。

持続的なまちづくり

体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の

設立（R4.4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実現

に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主体の

まちづくりを推進する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出

　【にぎわい創出施策】
　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の

数値指標1

従前値 目標値

センテラス天文館前の

歩行者通行量

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標３

人/日 11,174 H28

地価公示価格

（地区内4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
外出機会が減少したことなどにより、目標

値の80％となったが、4年度は3年度と比べ

15％増加しており、コロナが収束すれば、

センテラス天文館の開業効果などもあり、1
年以内の達成が可能と考える。

約125,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る
ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日の平均）
人/日 120,053 H28

新たに追加し

た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間

の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

その他の

数値指標２

図書館利用者カードの

月平均登録者数

（鹿児島市全体）

人 594 H28 － 2 ,736

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標１：センテラス天文館前の歩行者通行量（人／日）
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11,174 

3,439 

5,167 

6,943 
5,602 

4,280 

7,483 
6,376 

8,990 

12,443 
12,990 

10,039 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H28.10 R2.5 R2.7 R2.10 R2.12 R3.5 R3.7 R3.10 R3.12 R4.5 R4.7 R4.10

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標１：センテラス天文館前の1日あたり歩行者通行量

R4年4月
センテラス天文館開業

（月）

（人） 従前値：11,174人

開業後平均
＋650人／日

30センテラス天文館開業などにより、歩行者通行量は増加しており、
にぎわいの創出が図られた。

評価値：11,824人



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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

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

●

●

●

その他の

数値指標２

図書館利用者カードの

月平均登録者数

（鹿児島市全体）

人 594 H28 － 2,736

約125,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る

ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日の平均）
人/日 120,053 H28

新たに追加し

た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間
の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の

数値指標1

従前値 目標値

センテラス天文館前の

歩行者通行量

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標３

人/日 11,174 H28

地価公示価格

（地区内4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、外出機会が減少したことなどによ

り、目標値を下回ったが、コロナが収束

すれば、センテラス天文館の開業効果

などもあり、1年以内の達成が可能と考

える。

 ５）実施過程の評価

センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージアップにつながった。

持続的なまちづくり

体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の

設立（R4 .4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実

現に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主

体のまちづくりを推進する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出

　【にぎわい創出施策】

　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

616 ,750

センテラス天文館の全面開業などによ

り、歩行者通行量は増加しており、にぎ

わいの創出が図られた。

数　　値

効果発現要因

（総合所見）

数　　値 目標

達成度※１

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

99 ,698

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月

12 ,443

カード登録により、図書館の継続的な利

用が見込まれることから、来街機会の

増加につながることが期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠

点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた

め。

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

なし

指標1

平成30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験
　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査

　商店街：イベントの実施

　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ

予定時期

1年以内の

達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価

値が向上し、魅力あるテナントの出店な

どが期待できる。

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標２：図書館利用者カードの月平均登録者数
（鹿児島市全体）
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２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標２：図書館利用者カードの月平均登録者数
（鹿児島市全体）

カード登録により、図書館の継続的な利用が見込まれることから、
来街機会の増加につながることが期待できる。

594 549 561 559 441 524 

2,736 

0

2,000

4,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

従前値：594人

評価値：2,736人

約4.6倍

計画期間

R4年4月
天文館図書館開館

（年度）

（人）
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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

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

●

●

●

その他の

数値指標２

図書館利用者カードの

月平均登録者数

（鹿児島市全体）

人 594 H28 － 2,736

約125,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る

ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日の平均）
人/日 120,053 H28

新たに追加し

た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間
の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の

数値指標1

従前値 目標値

センテラス天文館前の

歩行者通行量

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標３

人/日 11,174 H28

地価公示価格

（地区内4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、外出機会が減少したことなどによ

り、目標値を下回ったが、コロナが収束

すれば、センテラス天文館の開業効果

などもあり、1年以内の達成が可能と考

える。

 ５）実施過程の評価

センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージアップにつながった。

持続的なまちづくり

体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の

設立（R4 .4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実

現に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主

体のまちづくりを推進する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出

　【にぎわい創出施策】

　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

616 ,750

センテラス天文館の全面開業などによ

り、歩行者通行量は増加しており、にぎ

わいの創出が図られた。

数　　値

効果発現要因

（総合所見）

数　　値 目標

達成度※１

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

99 ,698

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月

12 ,443

カード登録により、図書館の継続的な利

用が見込まれることから、来街機会の

増加につながることが期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠

点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた

め。

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

なし

指標1

平成30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験
　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査

　商店街：イベントの実施

　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ

予定時期

1年以内の

達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価

値が向上し、魅力あるテナントの出店な

どが期待できる。

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標３：地価公示価格（地区内4地点の平均）
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２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

その他の数値指標３：地価公示価格（4地点の平均）

センテラス天文館開業に伴う地区の価値向上により、不動産投資が活発化し、
集客力のあるテナントの出店などが期待できる。

573,750 573,750 

586,250 

615,000 

629,250 
622,750 

616,750 

550,000

600,000

650,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

計画期間

従前値：573,750円／㎡

評価値：616,750円／㎡

＋43,000円／㎡

R30年11月
千日町1・4再開発

解体工事着工

（年）

（円）
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様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 約40ha

交付期間 0.498

基幹事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

提案事業

基幹事業

基幹事業

基幹事業

提案事業

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

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30年度～令和4年度 令和4年度事後評価実施時期

なし

鹿児島県 市町村名 鹿児島市 地区名

2,245.1

いづろ・天文館地区

交付対象事業費 国費率

照国表参道歩行者天国社会実験

　【役割分担】

　　 市　 ：交通規制及び誘導、各種調査

　商店街：イベントの実施

　大　 学：アンケート調査やイベントなどに協力

都市再生整備計画に記載し、実施できた

本格実施に向けた検討を行う。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

フォローアップ

予定時期

1年以内の

達成見込み

－

不動産投資の活発化により、地区の価

値が向上し、魅力あるテナントの出店な

どが期待できる。

呉服町2・3番街区駐車場整備事業、金生町アーケード設置事業

なし

なし

快適な歩行空間を形成し、来街者の利便性・回遊性の向上を図るため。 なし

路面電車観光路線検討事業 計画期間内に本港区エリアの活用方針等が決定しなかったため。

再開発ビルコインロッカー設置

－

指　標

R4

まちづくり検討調査
コンパクトなまちづくりに向けた検討・調査を行い、都市機能の集積による拠

点機能の強化やにぎわいの創出を図るため。

再開発ビル広場ベンチ設置事業 再開発組合による広場の活用方針が変更されたため。

道路上におけるイベントやオープンカフェなどの非日常的な空間を創出し、来

街者の増加や回遊性の向上などを図るため。
なし

なし

なしまちなか図書館（仮称）整備事業
再開発ビルと併せて集客力のある図書館を整備し、にぎわいの創出を図るた

め。

交付期間の変更による事業、

指標、数値目標への影響
なし

指標1

616,750

センテラス天文館の全面開業などによ

り、歩行者通行量は増加しており、にぎ

わいの創出が図られた。

数　　値

効果発現要因

（総合所見）

数　　値 目標

達成度※１

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

99,881

効果発現要因

（総合所見）

令和5年10月頃

12,443

カード登録により、図書館の継続的な利

用が見込まれることから、来街機会の

増加につながることが期待できる。

 ５）実施過程の評価

センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージアップにつながった。

持続的なまちづくり

体制の構築

天文館の各組織が連携したまちづくり法人「天文館みらいマネジメント」の

設立（R4.4）

「天文館みらいマネジメント」と連携し、新たなにぎわい創出施策の実

現に向けた検討を行う。

都市再生整備計画に記載し、実施できた
協定制度等による財源確保により、人的・財政的に自立した民間主

体のまちづくりを推進する。
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施内容

都市再生整備計画に記載し、実施できた

今後の対応方針等

再開発ビル工事期間中のにぎわい創出

　【にぎわい創出施策】

　仮囲いペイント、オリジナルハイボールの開発など

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したが、実施できなかった

モニタリング 実施なし 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

-

実施状況

官民連携による

取組

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

呉服町アーケード設置事業

 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

その他の

数値指標1

従前値 目標値

センテラス天文館前の

歩行者通行量

円/㎡ 573,750 Ｈ28
その他の

数値指標３

人/日 11,174 H28

地価公示価格

（地区内4地点の平均）
－

新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、外出機会が減少したことなどによ

り、目標値を下回ったが、コロナが収束

すれば、センテラス天文館の開業効果
などもあり、1年以内の達成が可能と考

える。

約125 ,000

再開発組合が自費で設置したため。

なし

なし

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

交通処理の円滑化や土地利用の共同化等による市街地環境の改善を図る

ため。

 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

歩行者通行量

（20地点、土日の平均）
人/日 120,053 H28

新たに追加し
た事業

呉服町2・3番街区自転車駐車場整備事業

照国表参道歩行者天国社会実験

 １）事業の実施状況

交付期間

の変更

事業名

にぎわい創出事業（仮囲いペイント）、事業評価分析調査

天文館通電停前アーケード設置事業

平成30年度～令和3年度

平成30年度～令和4年度

事業主体（天商連・鹿児島銀行アーケード整備共同企業体）が、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により着工を延期したため。

その他の

数値指標２

図書館利用者カードの

月平均登録者数

（鹿児島市全体）

人 594 H28 － 2 ,736

２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ１）

【定性的な効果の発現状況】
センテラス天文館の整備などにより、にぎわいとゆとりある都

市空間の創出や観光・交流機能などが強化され、本市のイメージ
アップにつながった。
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２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ２）

【まちの課題の変化】
・いづろ・天文館地区は、旧耐震建物の割合が高く、民間建築物の建

替えを促進する必要があるが、既存アーケードが支障となり、
建替えが進まない一因となっている。

・民間のまちづくり活動の充実によるにぎわいの創出が必要である。

・中心市街地では、にぎわいの拠点整備が一定程度進んだことから、
今後はこれらの整備効果を活かしながら、広域的な拠点形成を
さらに進め、歩いて楽しめるまちづくりを進めることが課題で
ある。
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２．事後評価シートについて 資料２ （Ｐ２）

【今後のまちづくりの方策】
・民間建築物の建替えを促進するため、課題や地権者等のニーズを

把握し、建築規制の緩和や財政支援策を検討する。

・まちづくり団体等に対し、国の制度を活用しながら支援を行って
いく。

・鹿児島中央駅から天文館、本港区、さらに鹿児島駅までのエリア
において、公共空間などを活用した新たなにぎわいや憩いの空間を
創出することで、歩いて楽しめるまちづくりを推進する。
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都市再生整備計画

いづろ・天文館地区

事後評価（原案）について

（終了）
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