
社会資本総合整備計画

〔中心市街地の玄関口にふさわしい魅力あるまちづくり（第２期）〕

事後評価

1

資料３



１．社会資本総合整備計画について 資料１ （Ｐ１）

2

計画の期間

平成３０年度から令和４年度（５年間）



１．社会資本総合整備計画について 資料１ （Ｐ１）

計画の目標

◆ 鹿児島中央駅周辺や鹿児島駅周辺等において、拠
点地区の活性化を図り、中心市街地の更なる活性化
につなげる。

◆ いづろ・天文館地区においては、集客効果の高い
施設を整備するとともに、歩行空間の整備と歩行者
ネットワークの形成を進め、駅周辺との回遊性を高
める。
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１．社会資本総合整備計画について 資料１ （Ｐ１）

4

全体事業費：１５，５６１（百万円）



１．社会資本総合整備計画について 資料１ （Ｐ１）
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計画の成果目標（定量的指標）

指標１：中心市街地の土日の歩行者通行量
指標２：中心市街地の入込観光客数
指標３：鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数



１．社会資本総合整備計画について 資料１ （Ｐ５）
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４．鹿児島駅周辺地区(第２期）
都市再生整備計画

A 鹿児島駅前停留場整備
都市・地域交通戦略推進事業

B 浜町1番街区優良建築物等整備事業

５．いづろ・天文館地区都市再生整備計画

C 千日町1・4番街区市街地再開発事業

D 千日町1・4番街区暮らし・にぎわい再生事業

F 中央町16番街区暮らし・にぎわい再生事業

E 中央町19・20番街区市街地再開発事業



社会資本総合整備計画

〔中心市街地の玄関口にふさわしい魅力あるまちづくり（第２期）〕

事後評価シート（原案）

令和４年１１月

（鹿児島県 鹿児島市）

２．事後評価シート原案について 資料２
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Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）
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Ⅰ 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラ
ス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出さ
れ、来街者の増加につながっている。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の
北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の
安全性や利便性などが向上した。



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）
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指標１：中心市街地の土日の歩行者通行量（人/日）

鹿児島中央駅地区10地点、いづろ・天文館地区
20地点、鹿児島駅周辺地区５地点の３５地点にお
ける土日平均の通行量



165,223 

152,448 

126,232 126,442 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）

計画期間

当初現況値：159,060人/日

実績値：147,124人/日
（目標値の85％）

未
達
成

目標値：174,050人/日

10

Ⅱ 定量的指標の達成状況

（年）

（人）

目標達成度 ×

（目標値と実績値に差が出た要因）

・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８５％となったが、ライカ1920や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１６％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。

土日平均の通行量（３５地点）を調査
（10月の第3週、8～20時）指標１：中心市街地の土日の歩行者通行量



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）

11

指標２：中心市街地の入込観光客数（千人/年度）

中心市街地の１年間の入込観光客数



8,212 
8,587 

8,209 

4,192 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）

計画期間

当初現況値：7,981千人/年度

実績値：4,218千人/年度
（目標値の50％）

未
達
成

目標値：
8,400千人/年度

12

Ⅱ 定量的指標の達成状況

（目標値と実績値に差が出た要因）

・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５０％となったが、コロナが収束すれば、ライカ1920やセ
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。

（人）

（年度）

目標達成度 ×

指標２：中心市街地の入込観光客数



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）
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指標３：鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数
（人/日）

ＩＣカード利用件数から推計した鹿児島駅前停
留場の１日当たり乗降客数



1,130 

978 

784 

949 

0

300

600

900

1,200

1,500

H29 H30 R1 R2 R3 R4(4-9月)

（目標値と実績値に差が出た要因）

・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８７％となったが、停留場や駅前広場の整備などにより４年
度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線
沿道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の
達成が可能と考える。

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）

計画期間

当初現況値：1,197人/日

実績値：1,261人/日
（目標値の87％）

未
達
成

14

Ⅱ 定量的指標の達成状況

（人）

（年度）

目標達成度 ×

目標値：1,450人/日

指標３：鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数
※ICカード利用件数に基づく推計値による



8,612 

2,120 

3,753 
4,452 

3,875 

5,447 

10,328 
9,305 

11,234 

9,786 

7,996 

10,223 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

ライカ1920前 センテラス天文館前

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）

Ⅱ 定量的指標の達成状況

（月）

（人）

ライカ1920やセンテラス天文館の開業後に歩行者は増えており、コロナ
が収束すれば、全ての指標の目標は、１年以内の達成が可能と考える。

R3年6月
ライカ1920全面開業

R4年4月
センテラス天文館開業

15

ライカ1920及びセンテラス天文館前の歩行者通行量（人/日）



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）
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Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的
な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民
間投資につながった。

・ライカ1920や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などが図られ、本市
のイメージアップにつながった。



Ｂ　関連社会資本整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｃ　効果促進事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業　（該当なし）

事業 地域 交付 直接 全体事業費

種別 種別 対象 間接 H30 H31 R2 R3 R4 （百万円）

合計 0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの創出などを図るため、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。

・ライカ1920や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などが図られ、本市のイメージアップにつながった。

・４年３月の鹿児島駅周辺基盤整備完了により、鹿児島の北の玄関口にふさわしい都市景観が形成され、歩行者の安全性や利便性などが向上した。

・かんまちあ、駅前広場、自由通路、上本町磯線の一体的な整備により、浜町1番街区や上本町磯線沿道の新たな民間投資につながった。

（面積等）

事業実施期間（年度）
備考

（延長・面積等）

事業実施期間（年度）

事業内容
市町村名

Ⅲ　定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
　（必要に応じて記述）

事業実施期間（年度）
備考

－２－

Ⅰ　定量的指標に関連する

　　交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ　定量的指標の
　　達成状況

指標①
中心市街地の土日の歩行者通行量

最終目標値 174,050人

目標値と実績値に
差が出た要因

・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８５％となったが、ライ
　カ1920や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１６％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。

実績値

指標②
中心市街地の入込観光客数

最終目標値 8,400千人

・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５０％となったが、コロ
　ナが収束すれば、ライカ1920や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。

実績値

指標③
鹿児島駅前停留場の日当たり乗降客数

最終目標値 1,450人
・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８７％となったが、停留
　場や駅前広場の整備などにより４年度は３年度と比べ３３％増加しており、コロナが収束すれば、上本町磯線沿

　道で整備中の商業施設開業効果なども見込まれることから、１年以内の達成が可能と考える。
実績値

・令和３年６月のライカ1920開業や４年４月のセンテラス天文館開業などにより、新たなにぎわい拠点が創出され、来街者の増加につながっている。

147,124人

（令和4年10月)

4,218千人

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名

（令和3年度）

1,261人

（令和4年4～9月)

備考

番号 事業者
要素となる事業名

（事業箇所）

２．事後評価シート原案について 資料２ （Ｐ２）
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３．特記事項（今後の方針等）

・民間のまちづくり活動のさらなる充実によるにぎわいの
創出などを図るため、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。



計 画 名 指標
目標
達成度

１年以内の
達成見込み

総合所見
今後のまちづくりの方策等

４．鹿児島駅周辺地区
（第２期）

都市再生整備計画

〔Ｈ３０～Ｒ４〕

１鹿児島駅前広場の
利用満足度

２鹿児島駅前広場への
アクセス満足度

３鹿児島駅前広場
歩行者通行量

○

○

○

－

－

－

歩道の安全性や乗り
換えの利便性等が向
上し、満足度が上昇し
た。

市道中央通線の交通安全対策につ
いて関係機関と協議を行うとともに、
引き続き検討を行う。

５．いづろ・天文館地区
都市再生整備計画

〔Ｈ３０～Ｒ４〕

１いづろ・天文館地区の
土日の歩行者通行量

× ○

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、ライカ
1920やセンテラス天文
館の開業などにより４
年度の歩行者通行量
等は３年度と比べ増加
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。

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。

６．鹿児島中央駅
東口地区

都市再生整備計画

〔Ｒ２～Ｒ４〕

１鹿児島中央駅地区の
土日の歩行者通行量

２「KAGOCHU」のまち
案内活動の日数

×

×

○

○

ライカ1920やセンテラス天文館等の
拠点を線でつなぎ、魅力的なまちづく
りを進めていくため、加治屋町１番街
区など民間による再開発を推進する。

７．中心市街地の
玄関口にふさわしい
魅力あるまちづくり

（第２期）
社会資本総合整備計画

〔Ｈ３０～Ｒ４〕

１中心市街地の土日の
歩行者通行量

２中心市街地の
入込観光客数

３鹿児島駅前停留場の
日当たり乗降客数

×

×

×

○

○

○

民間のまちづくり活動のさらなる充実に
よるにぎわいの創出などを図るため、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、拠点
間の回遊性を高めるため、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。

補足資料２


